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ウォンツ海田栄町薬局 安芸郡海田町栄町5-29 082-821-3807 082-821-3817 平日9：00～13：0014：00～18：30土9：00
～12：00 無 村上佳大

有限会社　貴船薬局 安芸郡熊野町貴船18-15 082-854-7127 082-854-4421 月～水、金　9:00～18:30　木・土　9:00
～12:30　日・祝休み 無 080-2949-0176 田平　善久

くまの薬局 安芸郡熊野町出来庭10-4-5 082-854-8111 082-854-8155 9：00～19:00 有 090-6432-6665 貞永浩平

ももたろう薬局熊野店 安芸郡熊野町川角3-4-10 082-824-7301 082-824-7302 9：00～17：00 有 080-1940-4169 松田彩友子

ウォンツ薬局マツダ病院前店 安芸郡府中町青崎南3-28 082-510-2677 082-510-2678 平日8：45～17：45 無 浦山詩織

ウォンツ薬局府中桃山店 安芸郡府中町桃山1-1-25 082-298-0217 082-298-0227 8：30～18：30木 8：30～12：30土 8：30
～13：0014：00～16：30 無 道祖隆史

ウォンツ府中本町薬局 安芸郡府中町本町4-12-22 082-890-0071 082-890-0070 平日9：30～18：30 無 永井文乃

マリン薬局阿賀店 呉市阿賀中央6-1-34 0823-76-3393 0823-76-3394 平日9：00～18：00土9：00～13：00 有 080-4550-8324 濵﨑匡史

あが中央薬局 呉市阿賀中央6-2-11 0823-72-2185 0823-72-2185 月から金9：00～18:00土9:00～17:00日・
祝休み 有 080-2909-0926 小勝負郁弥

オレンジ薬局 呉市下蒲刈町下島2176-4 0823-65-2722 0823-65-3177 月～土　8:30～19:30  有 0823-71-4696 竹内　ひとみ

さいとう薬局 呉市海岸2-2-7-102 0823-23-8170 0823-23-8180 月～金8：30～18：30木8：30～18：00土8
：30～14：00 有 0823-23-8170 齊藤文

井上一誠堂薬局警固屋店 呉市警固屋4-2-30 0823-28-6303 0823-28-6306 9：00～18：30 有 090-9965-3358 岩﨑未季

にじむら薬局 呉市広多賀谷1-3-40 0823-27-7892 0823-27-7893 月～金　9:00～17:00  土日祝休み 有 0823-27-7892 犬童　章子

ウォンツ広白石薬局 呉市広白石1-3-35 0823-76-5865 0823-76-5868 9：30～18：30 無 柿原真菜

ウォンツ藤三広薬局 呉市広本町3-13-71 0823-76-3227 0823-76-3237 月～水、金、土　9:00～18:00 無 何松　亜美

ウォンツ広本町薬局 呉市広本町3-21ー1 0823-76-5156 0823-76-5167 9：30～18：30 無 今田義隆

オーツカ薬局2 呉市三条2-12-6 0823-24-4193 0823-24-7744 平日9：00～19：00木18：00土13：30迄 有 0823-32-3626 大塚茂雄

マリン薬局三津田店 呉市三条3-5-14 0823-32-4139 0823-32-4194 9：00～18：00 有 080-4550-8324 隠塚奈津子

ケツメイシ薬局 呉市焼山中央2-9-40 0823-36-5838 0823-36-5837 月・火・水・金9：00～18：30 木8：00～
16：00土9：00～13：00 有 090-1925-4438 宮庄雅義

日本調剤　呉薬局 呉市西中央3-2-1 0823-32-6780 0823-32-6782 月～金8：30～18:30土8：30～12：30 有 080-1016-3853 望月良太

ウォンツ薬局呉共済病院前店 呉市西中央3丁目2-2 0823-69-7112 0823-69-7127 月～金08:30～17:30 無 岩本将治

みどり薬局 呉市倉橋町7382ー2 0823-56-0960 0823-56-0996 24時間365日対応 有 0823-56-0960 大町久男

クレオ薬局 呉市中央1-5-15 0823-32-5070 0823-32-5075 月～金8：30～18:30土17：00まで 有 0823-32-5070 岡田加寿代

アロー薬局呉中央店 呉市中央3-2-1 0823-25-9681 0823-25-9682 月火水金8：30～18：00木8：30～16：30土
8：30～12：00 無 池本裕子

株式会社小松薬局 呉市中通1-3-19 0823-21-2448 0823-23-3072 月～金　9：00～18：00　土　9：00～14
：00 無 小松　有美子
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フタバ薬局 呉市中通4-6-5 0823-25-8002 0823-25-8029 9：00～18：00 有 090-4147-2714 松尾知恵

前田陽子一般社団法人 呉市薬剤師

会センター薬局北店
呉市朝日町14-6 0823-32-7677 0823-25-7933 8：30～17：30　19：00～23：00 無

花岡宏之

ウォンツ呉四ツ道路薬局 呉市本通2-6-1 0823-32-1117 0823-32-1127 月～金9：00～18：00土・日・祝定休日 無 福嶋和俊

第一薬局 呉市本通3-4-5 0823-23-7474 0823-23-7475 9：00～19：30 有 080-3054-8224 林充代

細川貴美子

桑原　宏明中本薬局 呉市本通5-1-28 0823-21-5796 0823-25-7160
月～金　8:00～18:00 　土　8:00

～15:00 日･祝休み
有 0823-21-5796

平井　夏樹

たんぽぽ薬局 呉市和庄登町12-19 0823-23-2562 0823-23-2587 月～金9:00～18:00 土9:00～13:00 日・祝
日休み 有 090-9418-3874 甲田　清子

あんず薬局 広島県安芸郡府中町鶴江1-25-20 082-890-6177 082-890-6188 月火水金　9:00～18:30 木　9:00～17:00 
 土　9:00～15:30 有 080-2916-5223 藤原さや佳

コスモス薬局緑井店 広島県広島市安佐南区緑井2-12-26-101 082-830-0035 082-830-0040 月～土　8:00～18:00　日祝休み 無 上本　哲男

なのはな薬局 広島市安芸区中野東4-18-1 0828-93-6370 0828-93-6371 月～金　8:30～17:15 土8:30～13:00 有 080-9137-9007 前田　昭達

安芸ふれあい薬局 広島市安芸区中野東5-1-7 082-893-6002 082-893-6091 月・火・水・金9：00～18：00木8：00～1
6：00土9：00～16：00 有 090-8600-7092 長坂晃治

安芸畑賀薬局 広島市安芸区畑賀2-22-36 082-820-6088 082-820-6089 8：30～17：30 有 080-1933-1741 天畠真奈美

9：00～18：00土9：00～13：00 中本史恵
レデイ薬局矢野駅前店 広島市安芸区矢野西4-3-15-101 082-889-4511 082-888-1189

月～金　9:00～18:00 土9:00～13:00 日・
祝休み

有 080-5836-8201
高山　友紀子

城﨑　利裕
すみれ薬局 広島市安芸区矢野東4-1-9 082-888-6121 082-888-6127

月～水･金9:00～18:30  土8:30～

12:00 
無

山田　摂子

ぎおん中央薬局 広島市安佐南区祇園2-12-27 082-871-7775 082-871-6665 9：00～18：30 有 082-871-7775 三宅公彦

ぎおん薬局 広島市安佐南区祇園2-42-13 082-875-1245 082-874-6559 月・火・水・金9：00～18：00木9：00～1
7：00土9：00～13：00 有 090-5707-7515 藤川美幸

ウォンツ祇園薬局 広島市安佐南区祇園3-15-21 082-850-2677 082-850-2678 09:00～19:00 水・土 9：00～13：00 無 藤井健輔

マスダ薬局 広島市安佐南区祇園6-17-12 082-874-7015 082-874-7046 9：15～18：00 無 増田和彦

有限会社ワイズ薬局 広島市安佐南区山本4-26-23 082-871-7500 082-871-7510 月～水･金8：30～18:30木8:30～16:30土8:
30～13:00 有 090-9412-5406 山口朋子

ヒカリ薬局 広島市安佐南区上安6-24-15 082-872-8655 082-872-8655 月、火、水、金　8:30～18:30  木　8:30
～16:30  土　8:30～12:30 日、祝休み 有 080-3887-5941 西島　みどり

蔵本薬局 広島市安佐南区西原8-28-7 082-962-1003 082-962-1004 月～金　9:00～17:30　土　9:00～13:00　
日・祝休み 有 082-962-1003 片瀬　敦
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ウォンツ安古市薬局 広島市安佐南区相田1-1-44 082-831-2717 082-831-2718 月～金　9:00～13:30 14:30～18:00 無 武田　伊代

青野拓郎
相田薬局 広島市安佐南区相田1-10-15 082-878-2525 082-830-3077 9：00～18：30 有 090-7776-7753

上甫木美代

兒玉舞
有 082-832-7721

池田千恵ウォンツ相田薬局 広島市安佐南区相田1-3-18 082-832-7721 082-832-7723
月・火・水・金8：30～19：00木

・土8：30～17：00日祝休み
無 高垣尚生

あすか薬局中筋店 広島市安佐南区中筋1-9-10 082-962-0775 082-962-0776 9：00～18：00 無 中上智

ウォンツ中須薬局 広島市安佐南区中須1-7-7 082-831-2715 0820831-2725 9：00～13：00 14：00～18：00 土日祝休
み 無 西村ひかり

ウォンツ長楽寺薬局 広島市安佐南区長楽寺1-29-25 082-872-1701 082-872-1793 9：30～18：30 無 大本哲也

レデイ薬局長楽寺店 広島市安佐南区長楽寺1-3-16 082-836-3007 082-832-7140 9：00～18：00 無 中島卓三

村木むつ美
ウォンツ八木城南薬局 広島市安佐南区八木1-28-9 082-873-6770 082-873-6771

月～金　9:00～19:00　土9：00～

17：30　日祝休み
無

上野　靖明

ウォンツフレスポ西風新都薬局 広島市安佐南区伴南4-1-1 082-849-6307 082-849-6317 月火水金9:00～13:00、14:00～18:30 土9:
00～13:00、14:00～16:00 無 森松あづさ

ウォンツ緑井薬局 広島市安佐南区緑井3-17-20 082-831-7277 082-831-7070 月・火・水・金　9：00～13：30、14：30
～18：00　木・土　9：00～13：00 無 後藤　瑞稀

パール薬局緑井店 広島市安佐南区緑井4-24-7 082-831-7760 082-831-7760 月・火・水・金8：45～18：00木・土8：4
5～12：00 有 080-3887-5952 田上加苗

浅野陽子

小城千枝のぞみ薬局本店 広島市安佐北区可部5-14-19 082-810-0270 082-815-7751
月・火・水・金7：30～18：30木7

：30～17：00土7：30～13：00
有 082-810-0270

河本侑子

友愛薬局 広島市安佐北区可部5-4-21 082-814-6878 082-815-7242 月火水金8：00～18：00木8：00～16:00　
土8：00～13：00 有 090-8066-1668 峠文子

ウォンツ安佐市民病院前店 広島市安佐北区可部南2-2-28 082-819-3188 082-819-3377 平日8：30-18：00 土、日、祝　休み 有 082-832-7721 木本直孝

アイビー薬局　可部 広島市安佐北区可部南4-9-15 082-819-2033 082-819-2034 月～水、金　8:30～19:00　木　8:30～17:
00　土　8:30～13:00 有 090-7120-2770 三上　亜美

日本調剤安佐北薬局 広島市安佐北区可部南5-13-14 082-819-3190 082-819-3192 9：00～18：00 有 090-6796-1191 吉川麻里子

ウォンツ亀山薬局 広島市安佐北区亀山3-3-19 082-819-3807 082-819-3817 9：00～18：00 無 谷口規加

ウォンツ高陽矢口薬局 広島市安佐北区口田1-21-23 082-841-4220 082-841-4230 月～金9：00～18：00土9：00～16：00 有 082-845-7077 小松昌裕

ウォンツ口田薬局 広島市安佐北区口田3-30-4 082-841-2841 082-841-3841 月火水金9：00～13：3014：30～18：00木
土9：00～13：30定休日日祝 無 飯塚菜々美
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ふかわ薬局 広島市安佐北区深川5-19-8 082-845-5304 082-843-5210 9：00～18：00 有 高橋友紀

相原麻由
のぞみ薬局高陽店 広島市安佐北区落合5-25-1 082-841-6330 082-841-6331

月火木金8：30～18：00水8：30～

17：00土8：30～13：00
有 082-841-6330

伊藤愛

豊見雅文

長谷部洋子豊見薬局 広島市佐伯区旭園2-22 082-921-0049 082-921-6093
月火水金9：00～18：30木9：00～

18：00土9：00～16：00
有 082-921-0049

小迫貴子

薬局ドラッグスソウ南口店 広島市佐伯区旭園4-35 082-924-8120 082-924-8130 8：30～18：00 有 070-5522-9958 増原明子

豊見敦
南海老園豊見薬局 広島市佐伯区海老園1-8-25 082-943-5325 082-943-5326

月火木金9：00～19：00,水9：00

～17：00,土9：00～13：00
有 082-943-5325

土肥すなほ

アポロ薬局 広島市佐伯区海老園2-11-1 082-921-5171 082-921-8381 月～金9：00～18：30土9：00～13：30 有 090-9460-1124 横崎富美子

中野仁美
五日市豊見薬局 広島市佐伯区五日市4-4-31 082-924-3838 082-924-5913

月～水・金土 9：00～18：00木8
：30～16：30第3土 9：00～12：3
0

有 090-4807-1215
高品淳子

薬局ドラッグスソウ北口店 広島市佐伯区五日市駅前3-4-15-1 082-925-5050 082-925-5051 月～金9：00～18：30土9：00～13：30 有 070-5522-9958 山下弘実

薬局ドラッグスソウフレスタ波出
石店 広島市佐伯区五日市中央7-16-26 082-924-5068 082-924-5069 月水金9：:00～18：30火木9：00～17：00

土9：00～13：00 有 070-5522-9958 宗文彦

080-1912-8181 曽田俊輔
ひまわり薬局佐伯店 広島市佐伯区八幡東3-11-28 082-926-4771 082-929-1157 9：00～17：00 有

佐々木紀子

ウォンツ八幡西薬局 広島市佐伯区八幡東3-19-8 082-927-0337 082-927-0338 月火木金9：00～18：30水土9：00～13：30 無 坂田真理子

有限会社　すず薬局 広島市西区井口3-10-23 082-277-2444 082-208-2445 月火水金9：00～19：00木9：00～17：00土
9：00～14：00 有 080-1933-8806 山倉克章

福岡大樹
ウォンツ井口明神薬局 広島市西区井口明神1-1-10 082-270-3122 082-270-3123

平日9：00～18：00土9：00～17：

00日祝休み
無

佐々木勝洋

ウォンツ横川駅ビル薬局 広島市西区横川町3-2-29 082-503-6097 082-503-6065 9：30～12：3013：30～18：30 無 林敏彦

西大薬局北店 広島市西区観音本町2-3-3 082-233-8233 082-233-8233 月～水9：00～18:30木7：30～15：30土9:0
0～12：30 有 082-233-8233 和泉真実

ウォンツ己斐駅前薬局 広島市西区己斐本町1-9-24 082-507-5381 082-507-5382 月～金9:00～18:00 土9:00～12:30 無 毛利　有美

ウォンツ己斐本町薬局 広島市西区己斐本町2-13-24 082-507-6377 082-507-6378 月火水金8：30～12：3013：30～17：30木
土8：30～12：30　日祝休み 無 川口友美

ウォンツ薬局古江駅前店 広島市西区庚午中2-19-20 082-507-2066 082-507-2067 月・火・水・金8：30～18：00木8：30～1
6：30土8：30～12：30 有 竹田健太郎
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9：00～18：00 大蘆伸昂
ウォンツ薬局庚午中店 広島市西区庚午中3-5-10 082-275-1171 082-275-1177

9：00～18：00 日祝休み
無

西原エミコ

ウォンツ庚午薬局 広島市西区庚午北2-19-17 082-507-5087 085-507-5088 月～金  9:00～13:00 14:00～18:00 土日
祝休み 無 加藤　 美里

ムラオカ薬局 広島市西区高須1-1-2 082-272-6436 082-272-0730 平日7:30～20:00 第1・3日曜日休日 有 082-272-6436 村岡　隆行

ふれあい薬局 広島市西区草津新町2-8-13 082-279-5282 082-279-5282 月火木金　9:00～18:00　水9:00～17:00  
 土　9:00～13:00　日・祝休み 有 080-1919-8503 後藤　正明

日本調剤天満町薬局 広島市西区天満町13-1 082-296-7050 082-296-7051 月～金　9:00～18:00　土　9:00～13:00　 有 090-5988-2872 沖山　卓生

みらい薬局 広島市西区南観音2-3-37 082-503-3070 082-503-3080 9：00～18：00 無 田中宏明

ウォンツ楠木薬局 広島市西区楠木町3丁目1-10 082-509-0570 082-509-0571 月～金09:00～18:00 　お昼休み13:00～14
:00 ※土9:00～14:00 無 坂本敬太

ひまわり薬局 広島市西区福島町1-22-7 082-531-1151 082-531-1156 9：00～17：30 有 082-531-1151 平本沙弥香

エスマイル薬局県庁駅前店 広島市中区基町10-90 082-511-7061 082-511-7062 平日9：00～18：00 有 082-511-7061 牧野恵理

ウォンツ地下街シャレオ薬局 広島市中区基町地下街105 082-545-6577 082-545-6588 9：00～19：00 無 政岡実幸

ウォンツ薬局メディカルモール吉
島店 広島市中区吉島西2-14-12 082-504-6717 082-504-6727 8：30～18：00 無 重永晃伸

ウォンツ吉島薬局 広島市中区吉島西2-15-12 082-546-0655 082-546-0688 9:00～18:00　土日祝日休み 無 深見　治季

光南薬局 広島市中区光南1-13-11 082-249-0656 082-249-0670 10：00～18:30 有 082-249-0656 山内純子

鞍掛薬局 広島市中区光南1-16-21 082-247-5840 082-247-5855 月火水金　8:45～18:45　木8:00～16:00　
土8:45～12:45　日・祝休み 有 090-8244-8415 水谷　浩

広島中央通り薬局 広島市中区三川町7-1 082-545-0055 082-545-0056 9：00～18：30水9：00～18土9：00～17：3
0 無 増子由香

杉本祥子
すずらん薬局紙屋町ビル店 広島市中区紙屋町2-2-2 082-545-5017 082-545-5014

月火木金:9：00～19：00水:9：00

～18：30土：9：00～-18：00
有 082-545-5017

秋山まどか

コスモス薬局紙屋町西店 広島市中区紙屋町2-2-25　大野ビル2F 082-546-0026 082-546-0027 月～水・金　9:00～18:30　木・土　9:00
～18:00 無 吉行　敏

すずらん薬局舟入店 広島市中区舟入南4-1-63 082-532-4193 082-296-3300 9：00～18：00 有 082-532-4193 竹村亜香里

9：00～18：00 白石勝久
ウォンツ舟入本町薬局 広島市中区舟入本町13-6 082-532-8577 082-532-8588

月～金9:00～18:00  土9:00～13:00
無

田村　千乃

ウォンツ舟入市民病院前薬局 広島市中区舟入本町8-1 082-503-6632 082-503-6633 9：00～18：00 無 菅近真一

ウォンツ薬局日赤病院前3号店 広島市中区千田町1-5-2 082-545-5150 082-545-5155 月～金　9:00～18:00  土日祝休み 無 近藤　彩乃

ウォンツ薬局日赤病院前2号店 広島市中区千田町1-5-6 082-504-8870 082-504-8887 8：30～17：30 無 武田純典
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ウォンツ薬局日赤病院前2号店 広島市中区千田町1-5-6 082-504-8870 082-504-8887 8：30～17：30 無 湯川明久

ウォンツ薬局 日赤病院前店 広島市中区千田町1-7-10 082-543-2901 082-543-2900 8：30～17：30 無 中津雅枝

森薬盛堂薬局 広島市中区千田町3-11-3 082-241-1747 082-247-3979 9：00－17：00 有 082-241-1474 森文雄

すずらん薬局本店 広島市中区袋町4-1 082-545-4711 082-545-4710 8：30～18：00 有 082-545-4711 佐々木華子

コスモス薬局鯉城通り店 広島市中区大手町2-7-2　7階A号室 082-545-5005 082-545-5006 月～金9：00～18：00土9：00～13：00 有 082-223-7139 井野口典子

平山理絵
サン薬局大手町店

広島市中区大手町3-8-5ｴｲﾄﾊﾞﾚｰ大手

町4F
082-546-0055 082-546-0222 8：40～18：40 有 082-546-0055

長坂頼子

コスモス薬局たかの橋店 広島市中区大手町5-2-15高田ビル1F 082-504-7377 082-504-7388 月・木　9：00～19：30火・金・土9：00
～18：30 無 春森千佳

ウォンツ平和大通り薬局 広島市中区中町7-16 082-545-5157 082-545-5158 10：00～19（20）：00 無 長倉泰典

アスト薬局 広島市中区鶴見町14-2 082-248-3434 082-248-3438 月～金　8:30～18:00   土  8:30～13:00 有 082-248-3434 合原　憲太

ウォンツ薬局八丁堀交差点前 広島市中区鉄砲町10-13 082-502-6067 082-502-6068 月・火・木・金8：30-18：00水・土　8：
30-12：30 無 高岡朋子

ウォンツ薬局鉄砲町店 広島市中区鉄砲町9-10 082-511-0756 082-511-0755 平日9：00～18：30 無 川元優太

キララ薬局白島店 広島市中区東白島町8-19 中津井ビル1F 082-502-4722 082-502-4733 月水9：00-18：00火木金土9：00-17：00 有 大久保弥生

エスマイル薬局ひので店 広島市中区猫屋町1-17 082-297-5222 082-297-5223 8：30～18：00 有 082-297-5222 重枝二美子

白島キャロット薬局 広島市中区白島中町1-9 082-222-3631 082-222-1445 月火水金9：00～18：00木9：00～12：30土
9：00～15：30 無 大石恵子

ウォンツ八丁堀薬局 広島市中区八丁堀11-8 082-512-0017 082-512-0018 9：00～18：30 無 城戸将平

ウォンツ薬局白島通り店 広島市中区八丁堀12-4-1F 082-511-1113 082-511-1114 平日8：00～18：30土8：00～17：00 無 前田大典

ウォンツ八丁堀電停前薬局 広島市中区八丁堀14-10 082-212-1517 082-212-1527 月～金9：00～18：00(休憩14：00～15：0
0)土9：00～14：00 無 出原慧

赤松薬局 広島市中区本通8-29 082-248-2920 082-245-2920 9：40～19：30 無 赤松正康

090-6418-0046 野村愛
立町薬局 広島市中区立町4-2 082-545-7767 082-545-8582 9：00～18：30 有

吉村芳枝

小松京太郎ウォンツフォレオ広島東薬

局
広島市東区温品1-3-2 082-508-6686 082-508-6687

月～金9：00～18：00土9：00～12

：00
無

宇多憂真

ウォンツ下温品薬局 広島市東区温品7-11-34 082-289-0023 082-289-0014 月～金　9:00～18:00　土　9:00～12:00日
・祝休み 無 井浦　隆裕

ノムラ薬局牛田旭店 広島市東区牛田旭１-13-12-101 082-511-7833 082-511-7834 月～水・金　9：00～18：00　　木・土　
9：00～13：00 有 082-511-7833 中川潤子
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仙境堂薬局戸坂店 広島市東区戸坂千足1-22-9 082-516-1191 082-516-1190 月火木金9:00～18:00  水、土9:00～17:00 有 082-516-1191 平田　智加子

ウォンツ戸坂薬局 広島市東区戸坂千足2-7-20 082-516-1017 082-516-1027 9：00～13：3014：30～18：00 無 菅原茜

エスマイル薬局鉄道病院前店 広島市東区光町1-11-5 082-568-8066 082-568-8068 8：30～18：00 有 082-568-8066 鴉田晴恵

ウォンツ薬局光町2号店 広島市東区光町1-9-28 082-568-1727 082-568-1728 平日9：00～18：30土9：00～13：00 無 寺本雄太

ウォンツ薬局光町店 広島市東区光町2-7-17 082-568-5525 082-568-5400 月～金　9:00～18:00　土･日･祝休み 無 幡司　裕一

パンダ薬局 広島市東区若草町9-6-102 082-568-0100 082-568-0500 8：30～18：00 但し水・土は13:00まで 有 080-1940-7014 野村伸昭

月～水・金　9:00～18:30　木　9:00～16:
00　土　9:00～13:00日祭日休み　 森川悦子

ホーム薬局中山店 広島市東区中山東2-2-1-1 082-516-7110 082-516-7120
月～水・金9:00～18:30木9:00～16:00土9:
00～13:00日祭日休み　

有 090-6432-6665
貞永　昌夫

会営二葉の里薬局 広島市東区二葉の里3-2-1 082-567-6077 082-567-6088 月～金9：00～18：00 無 三浦常代

ベスト薬局府中店 広島市東区矢賀新町3-1-3 082-284-4643 082-284-4643 8：30～19：00 無 近藤泰江

(有)岡田経三薬局 広島市南区宇品御幸5-19-13 082-255-6360 082-255-6386 月火水金8：00～19：30  木土8:00～19:00
 有 090-2094-9909 岡田　甫

大谷純一

谷口 　智昭

天崎　あゆみ

幾田　美紀

石井　春花

広島南薬局 広島市南区宇品神田1-4-2 082-251-0034 082-251-4325

月～金 9:00～18:00  土 9:00～1

3:00　　 日・祝・年末年始(12/3

0～1/3）休み

有 082-251-0034

岩谷　亜弓

ヤマキ薬局 広島市南区宇品神田1-7-12 082-251-0873 082-251-0850 月～金9：00～20：00 土9:00～18:00 日祝
日休み 無 藤原　一雄

ウォンツ宇品東薬局 広島市南区宇品東2-3-18 082-250-3385 082-250-3385 9：00～18：00 無 藤田修

池田博愛堂薬局 広島市南区出汐1-3-11 082-254-4910 082-254-4911 月～金　9:00～18:00   土　9:00～15:00 
 日・祝休み 無 井手　真由美

日本調剤 広大前薬局 広島市南区出汐１-5-15 082-250-3215 082-250-3216 月～金　9:00～18:00　土　9:00～13:00　
日・祝休み 有 080-1301-9548 名越　明美

月～金  9:00～18:30 土　9:00～17:00　 080-568-1260 松岡　晃平ファーマシィ薬局広島タワ

ービル
広島市南区松原町5-1 4F 082-568-1260 082-568-1261

月～金　9:00～18:30 土　9:00～17:00
有

082-568-1260 多胡　豊子

クオール薬局広島駅前通店 広島市南区松川町1-15ポエム松川1階 082-568-2489 082-568-2490 月火水金　9:00～18:00 木　9:00～17:00 
土　9:00～13:00 日祝休み 有 080-8023-2077 大島　亜弓

 アイ薬局 広島市南区仁保新町1-9-14 082ｰ286-5101 082ｰ286-5102 9：00～18：30 無 大原みゆき
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日本調剤みどり町薬局 広島市南区翠5-17-10 082-250-7651 082-250-7653 月～金　9:00～18:00　土　9:00～13:00　
日・祝休み 有 090-6795-3579 小松　崇史

ウォンツ薬局県病院前店 広島市南区翠5-17-12 082-250-0870 082-250-0877 月～金(祝日除く) 9：00～18：00 無 竹内裕貴

くらかけ薬局 広島市南区青崎1-8-8 082-288-3246 082-288-3255 月火木金　8:30～19:00　水　8:30～16:30
　土　8:30～13:30 有 090-8244-8415 水谷　志穂

ウォンツ段原薬局 広島市南区段原南1-1-21 082-568-1277 082-568-1278 9：00～12：3013：30～18：00 無 倉本佳枝

イオン薬局広島段原店 広島市南区段原南1-3-52 2階 082-535-5703 082-535-5704 10：00～21：00 無 石川賢

ウォンツ東雲薬局 広島市南区東雲本町2-4-19 082-890-2077 082-890-2078 月～金曜日　9:00～18:00 土日・祝休み 無 中村　 康宏

高山薬局 広島市南区東青崎町10-18 082-281-8154 082-281-8303 9：00～18：00 有 高山真一

森広亜紀
8：30～17：30 無

三宅栞三原薬剤師会センター薬局 三原市宮浦1-20-36 0848-64-8079 0848-64-2220

月～金　8:30～17:30   土　8:30～13:00 
  日・祝休み 有 090-4804-4607 高橋　結衣

なの花薬局宮浦店 三原市宮浦5-16-10 0848-29-8000 0848-36-5118 月～水･金9：00～18:00木8:30～16:30土9:
00～13:00 有 0848-29-8000 本郷晶子

ウォンツ三原宮浦薬局 三原市宮浦6-1-1 0848-61-2177 0848-61-2178 月～土9:00～13:00月～金14:00～18:00 無 柴田光一郎

ウォンツ三原古浜薬局 三原市古浜1-4-1 0848-81-0150 0848-81-0155 9：00～13：30 14：30～18：00 無 岡野圭介

月～土 8：00～19：30日・祝日9：00～13
：00 常盤周作

ときわ薬局 三原市港町1-2-27 0848-62-2953 0848-62-2199
月～土　8:30～19:30  日・祝　9:00～13:
00　

有 0848-62-2953
常盤　武宏

ほのか薬局 三原市宗郷1-3-30 0848-81-0585 0848-81-0587 月火水金　9:00～18:00   木土　9:00～13
:00  日.祝休み 有 0848-81-0585 清親　里佳

なの花薬局セトピア店 三原市城町1-13-5 0848-64-5965 0848-64-5967 9：00～18：00 有 0848-64-5965 上野淳子

内田厚

石田陽子関西薬局三原駅前店 三原市城町1-8-7 0848-67-5445 0848-67-5446
月火木金8：00～19：00水8：00～

16：00土8：00～14：00
有 0848-67-5445

小林洋恵

イオン薬局三原店 三原市城町2-13-1 0848-61-3866 0848-62-6107 9：00～21：00 有 080-7006-1482 島居奈美

なの花薬局城町店 三原市城町2-2-22 0848-67-6481 0848-36-6626 月・火・水・金9：00～18：00木8：30～1
6：30土9：00～17：00 有 0848-67-6481 豊田由紀

丹羽和子三原薬剤師会センター薬局

日赤前店
三原市東町2-8-2 0848-81-0577 0848-81-0578 8：30～17：30 有 0848-81-0577

河野真由美

なの花薬局本町えびす店 三原市本町1-9-9 0848-60-1318 0848-36-5313 月火水金　9:00～18:00　木土　9:00～13: 有 0848-60-1318 玉山　淑恵
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00　日・祝休み

中本薬局プラザ店 三次市十日市中1-1-10 082-463-8040 824626480 9：00～19：00 有 080-1912-3323 木村純子

ファーマシィ薬局三次 三次市十日市中2-13-1 0824-65-2226 0824-65-2226 月火水金9：00～18：00木9：00～17：00 
土9：00～13：00 有 080-3534-6508 渡邉浩人

ウォンツ薬局三次店 三次市南畑敷町140-2 0824-65-0661 0824-65-0662 月～土：8：30～18：00 無 角山隼己

ウォンツ三次東薬局 三次市南畑敷町330-1 824651077 0824-65-1088 月～金:9：00～18：00土:9：00～12：30 無 藤田裕太郎

ふの薬局 三次市布野町上布野字小原1491-2 0824-54-7331 0824-54-7332 月水8：30～17：10火金8：30～19：10木8
：30～16：30土8：30～12：30 有 082-454-7331 山﨑沙織

げいほく薬局 山県郡北広島町荒神原208-4 082-636-3030 0826-36-3030 8：30～18：00 有 090-6844-3030 宮本あや子

ウォンツ千代田薬局 山県郡北広島町有田609 0826-73-0567 0826-73-0577 月～金　午前9:30～13:30 午後14:30～18:
30 土9:30～13:30 日祝休み 無 末田　正太

エンゼル薬局世羅店 世羅郡世羅町本郷942-5 0847-25-5161 0847-25-5162 9：00～18：00 無 林真紀

ウォンツ大竹薬局 大竹市油見3-20-9 0827-54-0027 0827-54-0028 月～金9：30～18：30 休憩13：30～14：30 無 畠中悠里

三田和彦
アルファ薬局 竹原市下野町1771-1 0846-22-7611 0846-22-7622 8：30～18：00 有 0846-22-7611

瓜本美晴

ウォンツ高屋薬局 東広島市高屋町杵原1288番 082-430-8717 082-430-8718 月～金　9:00～18:00　土・日・祝休み 無 冨士野　覚

あすか薬局 東広島市高屋町杵原1347-9 082-420-4051 082-420-4052 月～木9：00～18：00、金・土9：00～12
：30　 無 中上真由美

あかね薬局　高屋店 東広島市高屋町大畠499-66 082-491-0337 082-491-0338 月～金　7:00～18:30 日・祝　7:00～12:0
0 有 090-8712-7684 川本　興幸

さんくす薬局 田口店 東広島市西城町田口2721-2 0824-20-2251 0824-20-2251 月～金　9:00～18:00  土　9:00～13:00  
日・祝日休み 有 080-2883-9446 牧岡　照美

ファーコス薬局かがみやま 東広島市西条町御薗宇2420-2 082-431-5501 082-431-5502 月・火・水・金：8：30～18：30木：7：3
0～15：30土：8：30～12：30 有 090-2656-7565 床隆司

080-2883-9446 木村史子
さんくす薬局 東広島市西条町御薗宇4284-1 082-493-8715 082-493-8716 9：00～19:00 有

082-493-8715 黒川千尋

かえで薬局 東広島市西条町御薗宇8539-7 082-437-3917 082-437-3918 月･火･木･金8:30～12:30 15:00～18:30 水
･土8:30～12:30 有 082-437-3917 立川貴啓

ウォンツ西条西薬局 東広島市西条町寺家3791-1 0824-93-5307 0824-93-5317 月～金　9:00～18:00 （13:00～14:00は休
憩のため閉局） 無 古田　典滉

さくら薬局 東広島市西条町寺家513-35 082-426-3430 082-426-3431 8：30～18:00 無 山中幸子

エンゼル薬局田口店 東広島市西条町田口383-7 082-420-2211 082-420-2323 月～金 8：30～17：30 土 8：00～12：00 無 高田泰範

あい薬局 東広島市八本松南2-4-14 082-427-0465 082-427-0473 月水金8：30～18：30火木8：30～12：30土
8：30～16：30 無 吉田雄樹
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阿品調剤薬局 廿日市市阿品台4-4-11 0829-39-1911 0829-39-1911 8：30～19：00 有 090-6849-4291 石本晃一郎

ファースト薬局宮島口店 廿日市市宮島口1-4-13 0829-30-8919 0829-30-8918 月～金10：00～14：0017：00～18：00 有 0829-30-8919 一ノ瀬有記

月火水金9:00～18:00 木土9:00～12:30 柚木りさ
エース薬局 廿日市市宮内1520-8 0829-39-6440 0829-39-6494

月火水金9:00～18:00 木土9:00～12:30 日
祝休み

有 090-3742-8488
中村　直子

ウォンツ宮内薬局 廿日市市宮内4479 0829-37-0067 0829-37-0077 月～金9：00～18：00土9：00～13：00　日
祝日休み 無 小川誠

ヘルシータウンジョイ薬局 廿日市市串戸4-13-1 0829-32-3077 0829-32-3153 9：00～20：00 有 082-932-3077 二川直幹

ウォンツ佐方薬局 廿日市市佐方4-2-20 0829-34-0266 0829-34-0267 月～金9：00～18：30土9：00～13：00日祝
休み 無 森正弘

山陽薬局 廿日市市山陽園8-19 0829-32-6234 0829-32-6251 月火水金8：30～18：00  木8：30～16：30
  土8：30～13：00 有 090-8993-6234 岡野貴美

ウォンツ大野薬局 廿日市市大野中央5-1-45 0829-50-5520 0829-50-5521 月火水金9：00～18：30木土9：00～13：00 有 冨岡雄介

森川みか
森川薬局青葉台店 廿日市市福面2-2-3 0829-30-6778 0829-30-6778

月～水金8:30～18:30　木8:30～1

6:30　土8:30～13：00
有 090-9463-5743

石丸　千晶

宮地薬局 尾道市因島三庄町1621-8 0845-22-0792 0845-22-9455 9：00～19：30 有 0845-22-0792 中村理佳子

麻生薬局 尾道市久保１-13-16 0848-38-7320 0848-38-7321 9：00～18：00 有 0848-37-3451 麻生典子

ププレひまわり薬局尾道中央店 尾道市栗原西1-4-16 0848-38-1029 0848-38-1030 9：00～19：00（木・土は18：00まで） 有 090-9102-1204 平野健

新尾道薬局 尾道市栗原町5901-1 0848-24-2417 0848-24-2416 月、火、木、金9:00～18:30 水8:00～16:0
0 土 9:00～13:00 有 080-1937-4210 吉浦　史明

ファーマシィ薬局ふれあい 尾道市栗原町8517-1 0848-22-2428 0848-22-2428 月・火・水・金9：00～18：30木・土9：0
0～13：00 有 0848-22-2428 小川由美

すばる薬局 尾道市栗原町9650-10 0848-21-1123 0848-21-1134 月火水金9：00～18：00木土9：00～12:30 有 070-5676-6159 粟村美穂

あい薬局田辺健康館 尾道市古浜町9-1 0848-22-3566 0848-22-3593 月火水金8:30～18:30  木8:30～16:30　　
　土8:30～13:30 有 0848-22-2991 江藤　裕子

麻生中央薬局 尾道市十四日元町6-12 0848-37-3451 0848-37-2520 8：00～20：00 有 0848-37-3451 麻生祐司

ファーマシィ薬局病院前 尾道市新高山3-1170-109 0848-56-0560 0848-56-0561 8：30～18：00 有 080-4457-9260 田丸蓉子

おひさま薬局 尾道市新高山3-1170-214 0848-55-8112 0848-55-8115 8：30～18：00 有 0848-55-8112 平井 貴久美

林可奈
ひので薬局本館 尾道市平原1-20-44 0848-38-7728 0848-38-7729 9：00～18：00 無

斎藤宏介

なの花薬局　平原店 尾道市平原1-20-46 0848-23-2311 0848-23-2312 9：00～18：00 有 0848-23-2311 三吉由佳

あい薬局平原店 尾道市平原1-20-50 0848-21-1311 0848-21-1322 月～金　9:00～18:00 有 080-2944-8135 田邊ナオ
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あい薬局平原店 尾道市平原1-20-50 0848-21-1311 0848-21-1322 月～金　9:00～18:00 有 080-2944-8135 田頭　明日香

さくらんぼ薬局高木店 府中市高木町654 0847-44-6668 0847-44-9200 9：00～18:00 有 0847-44-6668 原田育代

ウォンツ福山伊勢丘薬局 福山市伊勢丘3-3-1 084-948-8021 084-948-8022 月､火､水､金9:00～18:00 土9:00～17:00 無 池田拓也

あすか薬局 福山市駅家町万能倉1111-10 084-977-1261 084-977-1262 月水木金土9：00～12：30月水金15：30～
18：00 有 084-977-1261 水尾力

ウォンツ福山駅家薬局 福山市駅家町万能倉1246-2 084-977-0356 084-977-0357 9：00～18：00土日祝休み 無 川邉美宏

今岡薬局医療センター前店 福山市沖野上町4-21-33 084-922-1985 084-921-3698 月～金9：00～18：00土9：00～12：00 無 今岡早苗

中村一枝
ファーマシィ薬局国立前 福山市沖野上町4-23-27 084-931-0726 084-931-0728

月～金8：30～17：30土9：00～13

：00
無

妹尾翼

葦陽ローズ薬局 福山市霞町2-2-2 084-932-0044 084-932-0044 月火水金土9：00～18：05木9：00～12：35 有 090-3747-0761 井上麻由

アイン薬局福山御幸店 福山市御幸町上岩成464-8 084-949-3378 084-949-3385 8：30～18：00 有 084-949-3378 柴田祐子

ウォンツ福山御船薬局 福山市御船町1-9-3 084-973-6220 084-973-6221 9:00～13:0014:00～18:00日祝休み 無 藤井則文

中島康隆

久保岡延子葦陽ミナミ薬局 福山市光南町2-4-4 084-925-0646 084-925-0646

月火水金9：00～18:05木9：00～1

7：00土9：00～13：05(3月は木13

:05まで）

無

瀬尾　収

神原洋司
葦陽紅葉町薬局 福山市紅葉町3-23 084-926-4512 084-926-4512

月火木金土9:00～18:05 水9:00～

16:30 日・祝日休み
無

奥田有里

葦陽高西薬局 福山市高西町1-7-29 084-933-2115 084-933-2115 9：00～18：05 有 090-7509-0786 村上寛子

ファーマシィ薬局今津 福山市今津町2-2-10 084-933-5683 084-933-5683 9：00～18：00 有 090-6432-4208 田川瑞穂

葦陽王子中央薬局 福山市手城町1-3-44 084-927-4111 084-927-4111 9：00～18：00 有 090-8242-2193 内海めぐみ

有限会社　三宅調剤薬局 福山市曙町5-18-20 084-954-0508 084-954-0508 9：00～19：00 有 084-954-0508 三宅利明

月～金8：30～18:30土8：30～13：30 桒本弘一サン・メディカル薬局松永

店
福山市松永町342-9 084-930-4313 084-930-4315

月～金 9:00～19:00　土 9:00～18:00 日
・祝休み

有 090-2863-1559
佐藤　訓代

マルシン薬局 福山市新市町新市616 084-751-2829 0847-52-5136 9：00～19：00 有 090-1184-3273 橘高道則

ファーマシィ薬局神辺 福山市神辺町新徳田3-546-2 084-963-5337 084-963-5227 月～金8：30～19：00土8：30～13：00 有 084-963-5337 谷川梨沙

しんめい堂薬局 福山市神辺町道上2981-3 084-960-3061 084-960-3062 8：30～18：00 有 084-960-3061 沖本雅香

イヨウ薬局大門店 福山市大門町1-39-18 084-946-4044 084-946-4044 月火水金9：00～17：35木9：00～17：00土 無 大澤知惠子
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9：00～12：05

さくらんぼ薬局　東桜町店 福山市東桜町1-43　備広福山駅前ビル1階 084-991-0017 084-991-0018 月火木金　9：00～18：30 　土　　　9：
00～16：00 有 084-991-0017 西永真治

宮野薬局 福山市南町2-12 084-932-2112 084-932-2132 9：30～22：30 無 宮野美代子

ふれあいローズ薬局 福山市野上町2-6-8 084-973-9880 084-973-9881 9：00～18：30 有 084-973-9880 下曽根かすみ

（一社）福山市薬剤師会野上薬局 福山市野上町3－12－1 084-924-6625 084-924-6641 月～金9：00～17：00 無 田口直子


