
広島市PCR検査事業　登録薬局一覧
2021年4月13日現在

登録番号 薬局名 所在地

1001 アスト薬局
あすとやっきょく

広島市中区鶴見町１４－２
ひろしましなかくつるみちょう１４－２

1002 ハーティ薬局幟町店
はーてぃやっきょくのぼりちょうてん

広島市中区幟町13-4広島マツダビル1階
ひろしましなかくのぼりちょう１３－４ひろしままつだびる１かい

1003 めいぷる薬局
めいぷるやっきょく

広島市中区白島北町17-1　原田フラット1F
ひろしましなかくはくしまきたまち１７－１　はらだふらっと１Ｆ

1004 フジミ薬局
ふじみやっきょく

広島市中区富士見町5-5
ひろしましなかくふじみちょう５－５

1005 中電前薬局
ちゅうでんまえやっきょく

広島市中区大手町3丁目1-14
ひろしましなかくおおてまち３ちょうめ１－１４

1006 鞍掛薬局
くらがかりやっきょく

広島市中区光南1-16-21
ひろしましなかくこうなん１－１６－２１

1007 立町薬局
たてまちまちやっきょく

広島市中区立町4-2 大橋ビル２階
ひろしましなかくたてまち４－２　おおはしびる２かい

1008 そよかぜ薬局
そよかぜやっきょく

広島市中区吉島新町2-3-10
ひろしましなかくよしじましんまち２－３－１０

1009 らいおん薬局
らいおんやっきょく

広島市中区猫屋町1-18
ひろしましなかくねこやまち１－１８

1010 センター薬局9
せんたーやっきょく９

広島市中区基町6-27アクアセンター街9階
ひろしましなかくもとまち６－２７あくあせんたーがい９かい

1011 ひらもと薬局　千田店
ひらもとやっきょく　せんだてん

広島市中区広島市中区千田町2-1-29
ひろしましなかくひろしましなかくせんだまち２－１－２９

1012 センター薬局
せんたーやっきょく

広島市中区基町6-27
ひろしましなかくもとまち６－２７

1013 アプコUnity薬局大手町
あぷこＵｎｉｔｙやっきょくおおてまち

広島市中区大手町1-1-20ニュー大手町ビル1F
ひろしましなかくおおてまち１－１－２０にゅーおおてまちびる１Ｆ

1014 オール薬局八丁堀店
おーるやっきょくはっちょうぼりてん

広島市中区八丁堀14-7-1F
ひろしましなかくはっちょうぼり１４－７－１Ｆ

1015 江波二本松薬局
えばにほんまつやっきょく

広島市中区江波二本松１丁目2ー22
ひろしましなかくえばにほんまつ１ちょうめ２ー２２

1016 すずらん薬局本店
すずらんやっきょくほんてん

広島市中区袋町4-1
ひろしましなかくふくろまち４－１

1017 すずらん薬局大手町店
すずらんやっきょくおおてまちてん

広島市中区大手町1-5-22
ひろしましなかくおおてまち１－５－２２

1018 すずらん薬局紙屋町ビル店
すずらんやっきょくかみやちょうびるてん

広島市中区紙屋町2-2-2
ひろしましなかくかみやちょう２－２－２

1019 すずらん薬局舟入本町店
すずらんやっきょくふないりほんまちてん

広島市中区舟入本町7-16
ひろしましなかくふないりほんまち７－１６

1020 アプコ調剤薬局
あぷこちょうざいやっきょく

広島市中区新天地4-6
ひろしましなかくしんてんち４－６

1021 すずらん薬局竹屋町店
すずらんやっきょくたけやまちてん

広島市中区竹屋町8-8 1階
ひろしましなかくたけやまち８－８　１かい

1022 エスマイル薬局ひので店
えすまいるやっきょくひのでてん

広島市中区猫屋町1-17
ひろしましなかくねこやまち１－１７

1023 エスマイル薬局県庁駅前店
えすまいるやっきょくけんちょうえきまえてん

広島市中区基町10-90
ひろしましなかくもとまち１０－９０

1024 エスマイル薬局なか調剤店
えすまいるやっきょくなかちょうざいてん

広島市中区国泰寺町１-5-18
ひろしましなかくこくたいじまち１－５－１８

1025 赤松薬局
あかまつやっきょく

広島市中区本通8-29
ひろしましなかくほんどおり８－２９

1026 ウォンツ舟入本町薬局
うぉんつふないりほんまちやっきょく

広島市中区舟入本町13-6
ひろしましなかくふないりほんまち１３－６

1027
ウォンツ舟入市民病院前薬局
うぉんつふないりしみんびょういんまえやっきょく

広島市中区舟入本町8-1
ひろしましなかくふないりほんまち８－１

1028
ウォンツ薬局日赤病院前店
うぉんつやっきょくにっせきびょういんまえてん

広島市中区千田町一丁目7-10
ひろしましなかくせんだまちいちちょうめ７－１０

1029
ウォンツ薬局　日赤病院前2号店
うぉんつやっきょく　にっせきびょういんぜん２ごうてん

広島市中区千田町一丁目5-6
ひろしましなかくせんだまちいちちょうめ５－６



1030
ウォンツ薬局　日赤病院前3号店
うぉんつやっきょく　にっせきびょういんまえ３ごうてん

広島市中区千田町一丁目5番2号　1F
ひろしましなかくせんだまちいちちょうめ５ばん２ごう　１Ｆ

1031
ウォンツ吉島薬局
うぉんつよしじまやっきょく

広島市中区吉島西二丁目15-12
ひろしましなかくよしじまにしふたちょうめ１５－１２

1032
ウォンツ薬局メディカルモール吉島店
うぉんつやっきょくめでぃかるもーるよしじまてん

広島市中区吉島西二丁目14-12　1階
ひろしましなかくよしじまにしふたちょうめ１４－１２　１かい

1033
ウォンツ八丁堀電停前薬局
うぉんつはっちょうぼりでんていまえやっきょく

広島市中区八丁堀14-10 1F
ひろしましなかくはっちょうぼり１４－１０　１Ｆ

1034
ウォンツ薬局　八丁堀交差点前
うぉんつやっきょく　はっちょうぼりこうさてんまえ

広島市中区鉄砲町10番13号　7階
ひろしましなかくてっぽうちょう１０ばん１３ごう　７かい

1035
ウォンツ薬局鉄砲町店
うぉんつやっきょくてっぽうちょうてん

広島市中区鉄砲町9-10
ひろしましなかくてっぽうちょう９－１０

1036
ウォンツ薬局白島通り店
うぉんつやっきょくはくしまどおりてん

広島市中区八丁堀12-4　1F
ひろしましなかくはっちょうぼり１２－４　１Ｆ

1038
ウォンツ平和大通り薬局
うぉんつへいわおおどおりやっきょく

広島市中区中町7-16
ひろしましなかくなかちょう７－１６

1039
ウォンツ十日市薬局
うぉんつとおかいちやっきょく

広島市中区十日市町一丁目1番9号 1F
ひろしましなかくとおかいちまちいちちょうめ１ばん９ごう　１Ｆ

1040
ひろみ薬局大手町店
ひろみやっきょくおおてまちてん

広島市中区大手町3-13-6
ひろしましなかくおおてまち３－１３－６

2001
ノムラ薬局牛田旭店
のむらやっきょくうしたあさひてん

広島市東区牛田旭1丁目13-12-101
ひろしましひがしくうしたあさひ１ちょうめ１３－１２－１０１

2002
パンダ薬局
ぱんだやっきょく

広島市東区若草町9-6-102
ひろしましひがしくわかくさちょう９－６－１０２

2003
やまと薬局
やまとやっきょく

広島市東区牛田東1-1-25
ひろしましひがしくうしたひがし１－１－２５

2004
ノムラ薬局牛田店
のむらやっきょくうしたてん

広島市東区牛田早稲田1-8-4
ひろしましひがしくうしたわせだ１－８－４

2005
ホーム薬局中山店
ほーむやっきょくなかやまてん

広島市東区中山東2-2-1-1
ひろしましひがしくなかやまひがし２－２－１－１

2006
ハート薬局温品店
はーとやっきょくぬくしなてん

広島市東区温品7-10-11-14
ひろしましひがしくぬくしな７－１０－１１－１４

2007
ベスト薬局 府中店
べすとやっきょく　ふちゅうてん

広島市東区矢賀新町3-1-3
ひろしましひがしくやがしんまち３－１－３

2008
若草薬局
わかくさやっきょく

広島市東区若草町5-3-1F
ひろしましひがしくわかくさちょう５－３－１Ｆ

2009
同仁薬局
どうじんやっきょく

広島市東区光町
ひろしましひがしくひかりまち

1-11-5
１－１１－５

2010
タウン薬局曙店
たうんやっきょくあけぼのてん

広島市東区曙1-8-28
ひろしましひがしくあけぼの１－８－２８

2011
山陽堂薬局　へさか茶臼城山店
さんようどうやっきょく　へさかちゃうすしろやまてん

広島市東区戸坂南2-8-13
ひろしましひがしくへさかみなみ２－８－１３

2012
矢賀薬局
やがやっきょく

広島市東区矢賀１丁目1-32
ひろしましひがしくやが１ちょうめ１－３２

2013
エスマイル薬局鉄道病院前店
えすまいるやっきょくてつどうびょういんまえてん

広島市東区光町１丁目11-5
ひろしましひがしくひかりまち１ちょうめ１１－５

2014
あおぞら薬局不動院前店
あおぞらやっきょくふどういんまえてん

広島市東区牛田新町3丁目3-7
ひろしましひがしくうしたしんまち３ちょうめ３－７

2015
アニー薬局
あにーやっきょく

広島市東区戸坂千足
ひろしましひがしくとさかせんぞく

1-3-12
１－３－１２

2016
マザー薬局ザ広島タワー店
まざーやっきょくざひろしまたわーてん

広島市東区若草町11-1-102
ひろしましひがしくわかくさちょう１１－１－１０２

2017
あすか薬局温品店
あすかやっきょくぬくしなてん

広島市東区温品１丁目２ー44
ひろしましひがしくぬくしな１ちょうめ２ー４４

2018
ウォンツ薬局光町店
うぉんつやっきょくひかりまちてん

広島市東区光町二丁目7-17
ひろしましひがしくひかりまちにちょうめ７－１７

2019
ウォンツ薬局光町2号店
うぉんつやっきょくひかりまち2ごうてん

広島市東区光町一丁目9-28
ひろしましひがしくひかりまちいちちょうめ９－２８

2020
ウォンツ下温品薬局
うぉんつしもぬくしなやっきょく

広島市東区温品七丁目11-34
ひろしましひがしくぬくしなななちょうめ１１－３４



2021
ウォンツフォレオ広島東薬局
うぉんつふぉれおひろしまひがしやっきょく

広島市東区温品一丁目3-2
ひろしましひがしくぬくしないちちょうめ３－２

2022
ウォンツ戸坂薬局
うぉんつへさかやっきょく

広島市東区戸坂千足二丁目7番20号
ひろしましひがしくへさかせんそくにちょうめ７ばん２０ごう

3001
可部中央薬局
かべちゅうおうやっきょく

広島市安佐北区可部4丁目15-18
ひろしましあさきたくかべ４ちょうめ１５－１８

3002
アレス薬局可部店
あれすやっきょくかべてん

広島市安佐北区安佐北区可部６丁目３－２４
ひろしましあさきたくあさきたくかべ６ちょうめ３－２４

3003
白木薬局
しらきやっきょく

広島市安佐北区白木町小越194-9
ひろしましあさきたくしらきちょうおこえ１９４－９

3004
ノムラ薬局亀山店
のむらやっきょくかめやまてん

広島市安佐北区亀山7-5-12
ひろしましあさきたくかめやま７－５－１２

3005
オール薬局　深川店
おーるやっきょく　ふかわてん

広島市安佐北区深川
ひろしましあさきたくふかわ

5-39-3

3006
なかしま薬局
なかしまやっきょく

広島市安佐北区可部南4丁目17-10-101
ひろしましあさきたくかべみなみ４ちょうめ１７－１０－１０１

3007
エスマイル薬局 口田南店
えすまいるやっきょく　くちたみなみてん

広島市安佐北区口田南7丁目12‐27
ひろしましあさきたくくちたみなみ７ちょうめ１２ー２７

3008
もろき薬局
もろきやっきょく

広島市安佐北区落合南7丁目4番21号
ひろしましあさきたくおちあいみなみ７ちょうめ４ばん２１ごう

3009
エスマイル薬局おちあい店
えすまいるやっきょくおちあいてん

広島市安佐北区落合1-13-6
ひろしましあさきたくおちあい１－１３－６

3010
ふかわ薬局
ふかわやっきょく

広島市安佐北区深川5-19-8
ひろしましあさきたくふかわ５－１９－８

3011
アイビー薬局可部
あいびーやっきょくかべ

広島市安佐北区可部南4丁目９－１５
ひろしましあさきたくかべみなみ４ちょうめ９－１５

3012
ウォンツ高陽矢口薬局
うぉんつこうようやぐちやっきょく

広島市安佐北区口田一丁目21番23号
ひろしましあさきたくくちたいちちょうめ２１ばん２３ごう

3013
ウォンツ口田薬局
うぉんつくちたやっきょく

広島市安佐北区口田三丁目30番4号
ひろしましあさきたくくちたみなみさんちょうめ３０ばん４ごう

3014
ウォンツ薬局　安佐市民病院前店
うぉんつやっきょく　あさしみんびょういんまえてん

広島市安佐北区可部南二丁目2番28号
ひろしましあさきたくかべみなみにちょうめ２ばん２８ごう

3015
ウォンツ亀山薬局
うぉんつかめやまやっきょく

広島市安佐北区亀山三丁目3-19
ひろしましあさきたくかめやまさんちょうめ３－１９

3016
日本
にほん

調剤
ちょうざい

　安佐北
あさきた

薬局
やっきょく

広島市安佐北区可部南5-13-14
ひろしましあさきたくかべみなみ５－１３－１４

4001
有限会社アーニスト瀬野薬局
ゆうげんがいしゃあーにすとせのやっきょく

広島市安芸区瀬野1-26-3
ひろしましあきくせの１－２６－３

4002
船越南どんぐり薬局
ふなこしみなみどんぐりやっきょく

広島市安芸区船越南3-25-28
ひろしましあきくふなこしみなみ３－２５－２８

4003
トラスト調剤　なのはな薬局
とらすとちょうざい　なのはなやっきょく

広島市安芸区中野東4-18-1
ひろしましあきくなかのひがし４－１８－１

4004
安芸畑賀薬局
あきはたかやっきょく

広島市安芸区畑賀2丁目22-36
ひろしましあきくはたか２ちょうめ２２－３６

4005
安芸ふれあい薬局
あきふれあいやっきょく

広島市安芸区中野東5丁目1-7
ひろしましあきくなかのひがし５ちょうめ１－７

4006
レデイ薬局矢野駅前店
れでいやっきょくやのえきまえてん

広島市安芸区矢野西4丁目3-15-101
ひろしましあきくやのにし４ちょうめ３－１５－１０１

4007
タウン薬局安芸中野店
たうんやっきょくあきなかのてん

広島市安芸区中野3丁目９－６
ひろしましあきくなかの３ちょうめ９－６

4008
すみれ薬局
すみれやっきょく

広島市安芸区矢野東4-1-9
ひろしましあきくやのひがし４－１－９

4009
すずらん薬局船越店
すずらんやっきょくふなこしてん

広島市安芸区船越南2-18-9
ひろしましあきくふなこしみなみ２－１８－９

4010
エスマイル薬局平和店
えすまいるやっきょくへいわてん

広島市安芸区船越南3丁目6-13
ひろしましあきくふなこしみなみ３ちょうめ６－１３

4011
みどり坂薬局
みどりさかやっきょく

広島市安芸区広島市安芸区瀬野2-12-13
ひろしましあきくひろしましあきくせの２－１２－１３

4012
サンヨーファーマシー
さんよーふぁーましー

中野
なかの

薬局
やっきょく

広島市安芸区中野5丁目13-32
ひろしましあきくなかの５ちょうめ１３－３２



5001
段原薬局
だんばらやっきょく

広島市南区段原南２丁目3-24
ひろしましみなみくだんばらみなみ２ちょうめ３－２４

5002
有限会社　岡田経三薬局
ゆうげんがいしゃ　おかだきょうみやっきょく

広島市南区宇品御幸5-19-13
ひろしましみなみくうじなみゆき５－１９－１３

5003
たちばな薬局
たちばなやっきょく

広島市南区宇品神田4-12-12
ひろしましみなみくうじなかんだ４－１２－１２

5004
アイ薬局
あいやっきょく

広島市南区仁保新町1-9-14
ひろしましみなみくにほしんまち１－９－１４

5005
日本調剤　みどり町薬局
にほんちょうざい　みどりちょうやっきょく

広島市南区翠5-17-10
ひろしましみなみくみどり５－１７－１０

5006
くらかけ薬局
くらかけやっきょく

広島市南区青崎1-8-8
ひろしましみなみくあおさき１－８－８

5007
キクイチ薬局
きくいちやっきょく

広島市南区比治山町６－１４
ひろしましみなみくひじやまちょう６－１４

5008
オール薬局宇品店
おーるやっきょくうじなてん

広島市南区宇品西3-1-45-1
ひろしましみなみくうじなにし３－１－４５－１

5009
高山薬局
たかやまやっきょく

広島市南区青崎1丁目10-10
ひろしましみなみくあおさき１ちょうめ１０－１０

5010
オリタ薬局
おりたやっきょく

広島市南区猿猴橋町2-11
ひろしましみなみくえんこうばしちょう２－１１

5011
向洋薬局
むかいなだやっきょく

広島市南区向洋中町１－６
ひろしましみなみくむかいなだなかちょう１－６

5012
イオン薬局広島段原店
いおんやっきょくひろしまだんばらてん

広島市南区段原南1-3-52 2階
ひろしましみなみくだんばらみなみ１－３－５２　２かい

5013
マツイ薬局
まついやっきょく

広島市南区段原三丁目3-29
ひろしましみなみくだんばらさんちょうめ３－２９

5014
池田博愛堂薬局
いけだはくあいどうやっきょく

広島市南区出汐1-3-11
ひろしましみなみくでしお１－３－１１

5015
イオン薬局みゆき店
いおんやっきょくみゆきてん

広島市南区宇品御幸1丁目９－１２
ひろしましみなみくうじなみゆき１ちょうめ９－１２

5016
橋本薬局
はしもとやっきょく

広島市南区松原町9-1
ひろしましみなみくまつばらちょう９－１

5017
ハート薬局中央店
はーとやっきょくちゅうおうてん

広島市南区宇品神田1-4-28　1F
ひろしましみなみくうじなかんだ１－４－２８　１Ｆ

5018
ハート薬局みなみ店
はーとやっきょくみなみてん

広島市南区皆実町4-22-2
ひろしましみなみくみなみまち４－２２－２

5019
南蟹屋れもん薬局
みなみかにやれもんやっきょく

広島市南区南蟹屋1-3-35
ひろしましみなみくみなみかにや１－３－３５

5020
クオール薬局広島駅前通店
くおーるやっきょくひろしまえきまえどおりてん

広島市南区松川町
ひろしましみなみくまつかわちょう

1-15ポエム松川1F
１－１５ぽえむまつかわ１Ｆ

5021
ハート薬局神田店
はーとやっきょくかんだてん

広島市南区宇品神田5-20-13　1F
ひろしましみなみくうじなかんだ５－２０－１３　１Ｆ

5022
ハート薬局海岸店
はーとやっきょくかいがんてん

広島市南区宇品海岸2-11-6 1F
ひろしましみなみくうじなかいがん２－１１－６　１Ｆ

5023
えんこう橋薬局
えんこうばしやっきょく

広島市南区西荒神町1－45
ひろしましみなみくにしこうじんちょう１－４５

5024
エスマイル薬局東雲店
えすまいるやっきょくしののめてん

広島市南区東雲本町2丁目1-8北岡ビル１F
ひろしましみなみくしののめほんまち２ちょうめ１－８きたおかびる１Ｆ

5025
ファーマシィ薬局宇品神田
ふぁーましぃやっきょくうじなかんだ

広島市南区宇品神田1－4－3
ひろしましみなみくうじなかんだ１－４－３

5026
イオン薬局宇品店
いおんやっきょくうじなてん

広島市南区宇品東六丁目1番15号
ひろしましみなみくうじなひがしろくちょうめ１ばん１５ごう

5027
広島南薬局
ひろしまみなみやっきょく

広島市南区宇品神田一丁目４－２
ひろしましみなみくうじなかんだはじめちょうめ４－２

5028
ウォンツ段原薬局
うぉんつだんばらやっきょく

広島市南区段原南一丁目1-21
ひろしましみなみくだんばらみなみいちちょうめ１－２１

5029
ウォンツ宇品東薬局
うぉんつうじなひがしやっきょく

広島市南区宇品東二丁目3番18号
ひろしましみなみくうじなひがしふたちょうめ３ばん１８ごう

5030
ウォンツ薬局　県病院前店
うぉんつやっきょく　けんびょういんまえてん

広島市南区翠五丁目17-12
ひろしましみなみくみどりごちょうめ１７－１２



5031
ファーマシィ薬局広島タワービル
ふぁーましぃやっきょくひろしまたわーびる

広島市南区松原町5-1 4階
ひろしましみなみくまつばらちょう５－１　４かい

5032
ハート薬局　東雲店
はーとやっきょく　しののめてん

広島市南区東雲本町1-1-34-1F
ひろしましみなみしののめほんまち１－１－３４－１Ｆ

5033
あんず薬局　仁保店
あんずやっきょく　にほてん

広島市南区仁保新町2-4-6-103
ひろしましみなみくにほしんまち２－４－６－１０３

6001
ひまわり薬局
ひまわりやっきょく

広島市西区福島町1-22-7
ひろしましにしくふくしまちょう１－２２－７

6002
まえだ薬局三篠北町店
まえだやっきょくみささきたまちてん

広島市西区三篠北町19-27イケダビル１階
ひろしましにしくみささきたまち１９－２７いけだびる１かい

6003
すばる薬局
すばるやっきょく

広島市西区草津東1-8-1
ひろしましにしくくさつひがし１－８－１

6004
アイワ薬局井口鈴峰
あいわやっきょくいのくちすずみね

広島市西区井口3丁目10－20
ひろしましにしくいのくち３ちょうめ１０－２０

6005
こばと薬局　高須店
こばとやっきょく　たかすてん

広島市西区西区庚午北2丁目22-4
ひろしましにしくにしくこうごきた２ちょうめ２２－４

6006
ニシダイ薬局
にしだいやっきょく

広島市西区観音本町2-3-3
ひろしましにしくかんおんほんまち２－３－３

6007
山陽堂薬局中広店
さんようどうやっきょくちゅうひろてん

広島市西区中広町２丁目３番５号
ひろしましにしくなかひろまち２ちょうめ３ばん５ごう

6008
フレア薬局
ふれあやっきょく

広島市西区西観音町２３－１７
ひろしましにしくにしかんおんちょう２３－１７

6009
西広島どんぐり薬局
にしひろしまどんぐりやっきょく

広島市西区己斐本町3丁目1-6
ひろしましにしくこいほんまち３ちょうめ１－６

6010
マロン薬局
まろんやっきょく

広島市西区三篠町３丁目21-14　高品ビル1F
ひろしましにしくみささまち３ちょうめ２１－１４　たかしなびる１Ｆ

6011
福井薬局
ふくいやっきょく

広島市西区三篠町2-11-6
ひろしましにしくみささまち２－１１－６

6012
楠木プラス薬局
くすのきぷらすやっきょく

広島市西区楠木町4-16-19
ひろしましにしくくすのきちょう４－１６－１９

6013
（有）すず薬局
(ゆう)　すずやっきょく

広島市西区井口3-10-23
ひろしましにしくいのくち３－１０－２３

6014
ムラオカ薬局
むらおかやっきょく

広島市西区高須1-1-2
ひろしましにしくたかす１－１－２

6015
有）勝谷漢方薬局
ゆう）かつやかんぽうやくきょく

広島市西区庚午北３－２１－２
ひろしましにしくこうごきた３－２１－２

6016
みらい薬局
みらいやっきょく

広島市西区西区南観音２丁目３－３７
ひろしましにしくにしくみなみかんおん２ちょうめ３－３７

6017
もみじが丘薬局
もみじがおかやっきょく

広島市西区己斐上2-35-23
ひろしましにしくこいうえ２－３５－２３

6018
ハート薬局観音店
はーとやっきょくかんおんてん

広島市西区南観音2-7-14
ひろしましにしくみなみかんおん２－７－１４

6019
鈴が台薬局
すずがだいやっきょく

広島市西区井口鈴が台3-5-20
ひろしましにしくいのくちすずがだい３－５－２０

6020
古江ステーション薬局
ふるえすてーしょんやっきょく

広島市西区古江新町２-１２安道ビル１F
ひろしましにしくふるえしんまち２－１２あんどうびる１Ｆ

6021
すずらん薬局庚午店
すずらんやっきょくこうごてん

広島市西区庚午中3-6-11
ひろしましにしくこうごなか３－６－１１

6022
たかす薬局
たかすやっきょく

広島市西区西区庚午北3-11-12
ひろしましにしくにしくこうごきた３－１１－１２

6023
りら薬局
りらやっきょく

広島市西区己斐上２丁目１１－５
ひろしましにしくこいうえ２ちょうめ１１－５

6024
後藤ふれあい薬局
ごとうふれあいやっきょく

広島市西区草津新町2ｰ8ｰ13
ひろしましにしくくさつしんまち２ー８ー１３

6025
サザン薬局
さざんやっきょく

広島市西区南観音6丁目1-6ドマーニタセイビル
ひろしましにしくみなみかんおん６ちょうめ１－６どまーにたせいびる

6026
ウォンツ己斐本町薬局
うぉんつこいほんまちやっきょく

広島市西区己斐本町二丁目13-24
ひろしましにしくこいほんまちふたちょうめ１３－２４

6027
ウォンツ己斐駅前薬局
うぉんつこいえきまえやっきょく

広島市西区己斐本町一丁目9-24
ひろしましにしくこいほんまちいちちょうめ９－２４



6028
ウォンツ薬局古江駅前店
うぉんつやっきょくふるええきまえてん

広島市西区庚午中二丁目19-20
ひろしましにしくこうごなかにちょうめ１９－２０

6029
ウォンツ薬局　庚午中店
うぉんつやっきょく　こうごなかてん

広島市西区庚午中三丁目5番10号　峯野ビル1F
ひろしましにしくこうごなかさんちょうめ５ばん１０ごう　みねのびる１Ｆ

6030
ウォンツ井口明神薬局
うぉんついのくちみょうじんやっきょく

広島市西区井口明神1丁目1-10
ひろしましにしくいのくちみょうじん１ちょうめ１－１０

6031
ウォンツ楠木薬局
うぉんつくすのきやっきょく

広島市西区楠木町三丁目1番10号
ひろしましにしくくすのきちょうさんちょうめ１ばん１０ごう

6032
三篠アルファ薬局
みささあるふぁやっきょく

広島市西区三篠北町19-16
ひろしましにしくみささきたまち１９－１６

7001
ワイズ薬局
わいずやっきょく

広島市安佐南区山本4丁目26-23 吉田ビル1F
ひろしましあさみなみくやまもと４ちょうめ２６－２３　よしだびる１Ｆ

7002
かえで薬局
かえでやっきょく

広島市安佐南区八木4丁目6-7
ひろしましあさみなみくやぎ４ちょうめ６－７

7003
祇園プラス薬局
ぎおんぷらすやっきょく

広島市安佐南区祇園3-12-12-1
ひろしましあさみなみくぎおん３－１２－１２－１

7004
いこいの森薬局
いこいのもりやっきょく

広島市安佐南区山本９－４－８
ひろしましあさみなみくやまもと９－４－８

7005
ぎおん薬局
ぎおんやっきょく

広島市安佐南区祇園二丁目42-13
ひろしましあさみなみくぎおんにちょうめ４２－１３

7006
レデイ薬局長楽寺店
れでいやっきょくちょうらくじてん

広島市安佐南区長楽寺1-3-16
ひろしましあさみなみくちょうらくじ１－３－１６

7007
オール薬局沼田店
おーるやっきょくぬまたてん

広島市安佐南区伴東
ひろしましあさみなみくともひがし

5-19-23
５－１９－２３

7008
マスダ薬局
ますだやっきょく

広島市安佐南区祇園6-17-12
ひろしましあさみなみくぎおん６－１７－１２

7009
ひがしの薬局
ひがしのやっきょく

広島市安佐南区東野2-12-15
ひろしましあさみなみくひがしの２－１２－１５

7010
パークフロント薬局
ぱーくふろんとやっきょく

広島市安佐南区大塚西4丁目8-31
ひろしましあさみなみくおおつかにし４ちょうめ８－３１

7011
つぼみ薬局
つぼみやっきょく

広島市安佐南区川内4-7-27
ひろしましあさみなみくかわうち４－７－２７

7012
すずらん薬局川内店
すずらんやっきょくせんだいてん

広島市安佐南区川内1-15-3
ひろしましあさみなみくかわうち１－１５－３

7013
すずらん薬局上安店
すずらんやっきょくかみやすてん

広島市安佐南区上安2-29-11
ひろしましあさみなみくかみやす２－２９－１１

7014
エスマイル薬局緑井店
えすまいるやっきょくみどりいてん

広島市安佐南区緑井1丁目5-1-202
ひろしましあさみなみくみどりい１ちょうめ５－１－２０２

7015
中筋アトム薬局
なかすじあとむやっきょく

広島市安佐南区中筋1丁目3－11
ひろしましあさみなみくなかすじ１ちょうめ３－１１

7016
オール薬局山本店
おーるやっきょくやまもとてん

広島市安佐南区山本一丁目11-10
ひろしましあさみなみくやまもと１ちょうめ１１－１０

7017
ウォンツ中須薬局
うぉんつなかすやっきょく

広島市安佐南区中須1丁目7-7
ひろしましあさみなみくなかす１ちょうめ７－７

7018
ウォンツ緑井薬局
うぉんつみどりいやっきょく

広島市安佐南区緑井三丁目17-20
ひろしましあさみなみくみどりい３ちょうめ１７－２０

7019
ウォンツ八木城南薬局
うぉんつやぎじょうなんやっきょく

広島市安佐南区八木1丁目28-9
ひろしましあさみなみくやぎ１ちょうめ２８－９

7020
ウォンツ祗園薬局
うぉんつぎおんやっきょく

広島市安佐南区祗園三丁目15番21号
ひろしましあさみなみくぎおん３ちょうめ１５ばん２１ごう

7021
ウォンツ相田薬局
うぉんつあいだやっきょく

広島市安佐南区相田一丁目3番18号
ひろしましあさみなみくあいだ！ちょうめ３ばん１８ごう

7022
ウォンツ長楽寺薬局
うぉんつちょうらくじやっきょく

広島市安佐南区長楽寺一丁目29-25
ひろしましあさみなみくちょうらくじ１ちょうめ２９－２５

7023
ウォンツ　フレスポ西風新都薬局
うぉんつ　ふれすぽせいふうしんとやっきょく

広島市安佐南区伴南
ひろしましあさみなみくともみなみ

四丁目1番1号
よんちょうめ１ばん１ごう

7024
パール薬局佐東店
ぱーるやっきょくさとうてん

広島市安佐南区緑井5-8-10
ひろしましあさみなみくみどりい５－８－１０

7025
びーだま薬局
びーだまやっきょく

広島市安佐南区大町西　1-1-11
ひろしましあさみなみくおおまちにし　１－１－１１



7026
林薬局 上祇園店
はやしやっきょく　かみぎおんてん

広島市安佐南区祇園2-22-24
ひろしましあさみなみくぎおん２－２２－２４

7027
ププレひまわり薬局　伴東店
ぷぷれひまわりやっきょく　ともひがしてん

広島市安佐南区伴東5-21-2
ひろしましあさみなみくともひがし５－２１－２

7028
まえだ薬局　西原店
まえだやっきょく　にしはらてん

広島市安佐南区西原1-25-39-4
ひろしましあさみなみくにしはら１－２５－３９－４

8001
豊見薬局
とよみやっきょく

広島市佐伯区旭園2-22
ひろしましさえきくあさひえん２－２２

8002
ひまわり薬局佐伯店
ひまわりやっきょくさえきてん

広島市佐伯区八幡東３丁目１１－２８
ひろしましさえきくやはたひがし３ちょうめ１１－２８

8003
ライフしみず薬局
らいふしみずやっきょく

広島市佐伯区楽々園4-5-2
ひろしましさえきくらくらくえん４－５－２

8004
楽々園しみず薬局
らくらくえんしみずやっきょく

広島市佐伯区楽々園2-2-13
ひろしましさえきくらくらくえん２－２－１３

8005
ファインしみず薬局
ふぁいんしみずやっきょく

広島市佐伯区楽々園2-2-2
ひろしましさえきくらくらくえん２－２－２

8006
湯来しみず薬局
ゆきしみずやっきょく

広島市佐伯区湯来町白砂588-1
ひろしましさえきくゆきちょうしらさご５８８－１

8007
フラワー薬局城山店
ふらわーやっきょくじょうやまてん

広島市佐伯区城山2-2-2
ひろしましさえきくじょうやま２－２－２

8008
五日市豊見薬局
いつかいちとよみやっきょく

広島市佐伯区五日市4丁目4-31
ひろしましさえきくいつかいち４ちょうめ４－３１

8009
オール薬局 五日市西店
おーるやっきょく　いつかいちにしてん

広島市佐伯区五日市1丁目14-27-102
ひろしましさえきくいつかいち１ちょうめ１４－２７－１０２

8010
八幡アゼリア薬局
やはたあぜりあやっきょく

広島市佐伯区八幡5-10-1
ひろしましさえきくやはた５－１０－１

8011
薬局ドラッグスソウ
やっきょくどらっぐすそう　

　フレスタ波出石店
ふれすたはでいしてん

広島市佐伯区五日市中央7-16-26
ひろしましさえきくいつかいちちゅうおう７－１６－２６

8012
オール薬局　五日市店
おーるやっきょく　いつかいちてん

広島市佐伯区五日市駅前1-5-18-101
ひろしましさえきくいつかいちえきまえ１－５－１８－１０１

8013
フラワー調剤薬局
ふらわーちょうざいやっきょく

広島市佐伯区海老園
ひろしましさえきくかいろうえん

1-7-16
１－７－１６

8014
もみじ薬局藤の木店
もみじやっきょくふじのきてん

広島市佐伯区藤の木1-31-13
ひろしましさえきくふじのき１－３１－１３

8015
ハート薬局八幡店
はーとやっきょくやはたてん

広島市佐伯区八幡2-6-18
ひろしましさえきくやはた２－６－１８

8016
海老山薬局
かいろうやまやっきょく

広島市佐伯区海老山町7-11
ひろしましさえきくかいろうやまちょう７－１１

8017
すずらん薬局五日市観音店
すずらんやっきょくいつかいちかんおんてん

広島市佐伯区坪井1-21-44
ひろしましさえきくつぼい１－２１－４４

8018
薬局ドラッグスソウ　北口店
やっきょくどらっぐすそう　きたぐちてん

広島市佐伯区五日市駅前3-4-15-1
ひろしましさえきくいつかいちえきまえ３－４－１５－１

8019
薬局ドラッグス　ソウ
やっきょくどらっぐす　そう

広島市佐伯区旭園4-29
ひろしましさえきくあさひえん４－２９

8020
薬局ドラッグスソウ　南口店
やっきょくどらっぐすそう　みなみぐちてん

広島市佐伯区旭園4-35
ひろしましさえきくあさひえん４－３５

8021
南海老園豊見薬局
みなみえびえんとよみやっきょく

広島市佐伯区佐伯区海老園1-8-25
ひろしましさえきくさえきくかいろうえん１－８－２５

8022
エイコー堂薬局スパーク佐方店
えいこーどうやっきょくすぱーくさかたてん

広島市佐伯区三筋２－１０－４１
ひろしましさえきくみすじ２－１０－４１

8023
キララ薬局　五日市北口店
きららやっきょく　いつかいちきたぐちてん

広島市佐伯区五日市駅前1丁目11-5
ひろしましさえきくいつかいちえきまえ１ちょうめ１１－５

8024
みなが薬局
みながやっきょく

広島市佐伯区皆賀2-2-23
ひろしましさえきくみなが２－２－２３

8025
ウォンツ八幡西薬局
うぉんつやはたにしやっきょく

広島市佐伯区八幡東3-19-8
ひろしましさえきくやはたひがし３－１９－８

8026
長谷川薬局
はせがわやっきょく

広島市佐伯区五日市5－10－25
ひろしましさえきくいつかいち５－１０－２５

8027
アポロ薬局
あぽろやっきょく

広島市佐伯区海老園2-11-1
ひろしましさえきくかいろうえん２－１１－１



8028
あさがお薬局
あさがおやっきょく

広島市佐伯区五日市2-9-10-4
ひろしましさえきくいつかいち２－９－１０－４

8029
オール薬局　楽々園店
おーるやっきょく　らくらくえんてん

広島市佐伯区楽々園３丁目1-8
ひろしましさえきくらくらくえん３ちょうめ１－８

8030
オレンジ薬局
おれんじやっきょく

広島市佐伯区海老園1-5-44　ミレニアムビル1F
ひろしましさえきくかいろうえん１－５－４４　みれにあむびる１Ｆ

8031
コイン通り薬局
こいんどおりやっきょく

広島市佐伯区五日市中央2-1-10
ひろしましさえきくいつかいちちゅうおう２－１－１０


