新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
令和3年9月1日現在

（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

ひらもと薬局海田店

安芸郡海田町稲荷町7-15

(082)823-7227

(082)823-5217

月金9:00～12:30 15:00～19:00･火水9:00～12:30 15:00～18:00･木土9:00～12:30

日曜･祝祭日

あおぞら薬局坂駅前店

安芸郡坂町坂西1-3-21

(082)885-8170

(082)885-8171

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝祭日

中央薬局坂店

安芸郡坂町平成ケ浜1-8-40

(082)884-0727

(082)884-0728

月火木金8:30～18:30･水土8:30～13:30

日曜･祝祭日

府中つばき薬局

安芸郡府中町山田1-2-9

(082)286-7000

(082)286-7011

月～金8:30～18:00･土8:30～12:30

日曜･祝祭日

オール薬局向洋店

安芸郡府中町青崎中24-26

(082)287-3622

(082)287-3621

月～水､金9:00～18:00･木9:00～13:00･土9:00～14:00

日曜･祝日

安芸府中薬局

安芸郡府中町青崎南2-2-104

(082)510-3535

(082)510-3525

月～金8:45～17:45･土9:00～12:00

日曜･祝日

府中どんぐり薬局

安芸郡府中町大須3-2-17

(082)282-0505

(082)282-0506

月火木金8:45～18:00･水土8:45～13:00

日曜･祝祭日

あんず薬局

安芸郡府中町鶴江1-25-20

(082)890-6177

(082)890-6188

月～水､金9:00～18:30･木9:00～17:00･土9:00～15:30

日曜･祝日

府中みずほ薬局

安芸郡府中町本町1-13-7

(082)890-0234

(082)890-0235

月～水､金9:00～18:15･木9:00～17:15・土8:30～14:00

日曜･祝日

向原薬局

安芸高田市向原町坂438-1

(0826)46-4123

(0826)46-4222

月～金9:00～18:00･土9:00～12:00･第2土9:00～11:00

日曜･祝日

こうだ薬局

安芸高田市甲田町高田原1474-1

(0826)45-7050

(0826)45-7065

月～水､金8:30～18:00･木8:30～16:30･土8:30～16:00

日曜･祝祭日

すずらん薬局高宮店

安芸高田市高宮町佐々部983-18

(0826)59-0165

(0826)59-0166

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日･12/30～1/3

美土里コスモ薬局

安芸高田市美土里町本郷1781-8

(0826)59-2755

(0826)59-2766

月～水､金8:30～18:30･木土8:30～12:30

日曜･祝日

マリン薬局阿賀店

呉市阿賀中央6-1-34

(0823)76-3393

(0823)76-3394

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

オール薬局阿賀店

呉市阿賀中央6-2-11

(0823)76-5520

(0823)76-5521

月火木金8:30～18:00･水土9:00～17:00

日曜･祝祭日

ひらもと薬局阿賀店

呉市阿賀北3-4-15

(0823)72-7707

(0823)72-7708

月～水､金9:00～18:00・木土9:00～12:30

日曜･祝祭日

オレンジ薬局

呉市下蒲刈町下島2176-4

(0823)65-2722

(0823)65-3177

月～土9:00～19:30

日曜･祝祭日

すずらん吉浦薬局

呉市吉浦本町1-2-6

(0823)31-2729

(0823)31-2048

月～金8:50～18:00･土8:50～12:30

日曜･祝祭日

あおぞら薬局

呉市宮原5-5-2

(0823)21-1070

(0823)21-1080

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝日

オール薬局郷原店

呉市郷原町1664-1

(0823)70-3522

(0823)70-3525

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

マリン薬局広店

呉市広駅前1-2-19

(0823)73-1193

(0823)73-9383

月～水､金9:00～18:00･土9:00～12:00

木曜･日曜･祝日

クレディ薬局

呉市広駅前1-2-45

(0823)76-6117

(0823)76-6177

月～水､金9:00～18:30･木土9:00～13:00

日曜･祝日

マリン薬局広中央店

呉市広古新開1-3-13

(0823)75-1193

(0823)72-5119

月～金9:00～19:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

オール薬局新広店

呉市広古新開7-23-9

(0823)76-5571

(0823)76-5572

月～金8:30～18:00･土8:30～17:00

日曜･祝祭日

あすなろ薬局

呉市広古新開7-40-1

(0823)74-3996

(0823)74-3990

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～12:00

日曜･祝祭日

マリン薬局海岸通店

呉市三条1-9-2

(0823)24-1193

(0823)24-1194

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～12:00

日曜･祝日

オーツカ薬局II

呉市三条2-12-6

(0823)24-4193

(0823)24-7744

月～水､金9:00～19:00･木9:00～18:00･土9:00～13:30

日曜･祝日

健康堂薬局

呉市三条3-2-11

(0823)22-8251

(0823)22-8252

月～金9:00～18:30･土9:00～17:00

日曜･祝日

マリン薬局三津田店

呉市三条3-5-14

(0823)32-4193

(0823)32-4194

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

のばら薬局

呉市焼山此原町21-2

(0823)33-0826

(0823)33-1446

月～金9:00～18:30･土9:00～12:00

日曜･祝日

うさぎ薬局

呉市焼山西2-1-34

(0823)30-1189

(0823)30-1187

月～水､金9:00～18:30･木6:00～14:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
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（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

小松薬局山ノ上店

呉市焼山中央1-2-11

(0823)34-2220

(0823)34-2241

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～12:30

日曜･祝祭日

焼山貴船薬局

呉市焼山中央2-6-37

(0823)30-1288

(0823)30-1207

月～水､金9:00～18:30･木土9:00～12:30

日曜･祝祭日

ケツメイシ薬局

呉市焼山中央2-9-40

(0823)36-5838

(0823)36-5837

月～水､金9:00～18:30･木8:00～16:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

ひらもと薬局西中央店

呉市西中央2-1-12

(0823)36-6598

(0823)36-6599

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

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

日曜･祝祭日

佐々木回生堂薬局

呉市西畑町2-12

(0823)21-6385

(0823)21-6395

月～土8:30～20:00､祝祭9:00～20:00

日曜

フラワー薬局

呉市川尻町東1-10-13

(0823)87-0306

(0823)87-0313

月火木金9:00～18:00･水土9:00～12:00

日曜･祝祭日

みどり薬局

呉市倉橋町7382-2

(0823)56-0960

(0823)56-0996

月～水､金土9:00～19:00､木9:00～18:00(但し処方せん応需は24時間365日対応)

日曜･祭日(調剤は休みなし)

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8:30～17:00

日曜･祝祭日

みつば薬局

呉市中央2-6-7

(0823)22-1500

(0823)22-1520

月水金9:00～21:30･火9:00～18:00(祝日の場合9:00～16:00)･木土9:00～16:00･祝日は当該曜日と同様

日曜

オール薬局中通店

呉市中通1-3-12

(0823)32-2511

(0823)32-2512

月～金9:00～18:00･土9:00～14:00

日曜･祝日

小松薬局

呉市中通1-3-19

(0823)21-2448

(0823)23-3072

月水金9:00～19:00･火木9:00～18:00･土9:00～14:00

日曜･祝日

フタバ薬局

呉市中通4-6-5

(0823)25-8002

(0823)25-8029

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

瀬田薬局

呉市朝日町1-1

(0823)21-5936

(0823)24-0892

月～土8:00～20:00､第2･4日､祝祭日8:00～18:00

第1･3･5日曜

あおば薬局

呉市東中央2-7-14

(0823)32-1530

(0823)32-1531

月～水､金9:00～18:00･木9:00～13:00･土9:00～17:00

日曜･祝祭日

オール薬局呉宝町店

呉市宝町3-16

(0823)22-1366

(0823)22-1367

月～土9:00～18:30

日曜･祝祭日

豊島薬局

呉市豊浜町豊島4027

(0823)67-1084

(0823)67-1085

月～金9:00～18:00

土曜･日曜･祝祭日

エスマイル薬局呉本町店

呉市本町9-8

(0823)27-5525

(0823)27-5526

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

第一薬局

呉市本通3-4-5

(0823)23-7474

(0823)23-7475

月～土9:00～19:30

日曜･祝祭日

中本薬局

呉市本通5-1-28

(0823)21-5796

(0823)25-7160

月～金8:30～18:30･土8:30～15:00

日曜･祭日

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

日曜･祭日

瀬野薬局

広島市安芸区瀬野1-26-3

(082)894-2662

(082)894-2663

月～金9:00～17:30･土9:00～13:00

日曜･祝日

すずらん薬局船越店

広島市安芸区船越南2-18-9

(082)821-3030

(082)821-3033

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日･12/30～1/3

船越南どんぐり薬局

広島市安芸区船越南3-25-28

(082)821-0203

(082)821-1081

月～金9:00～18:00･土9:00～14:00

日曜･祝日

タウン薬局安芸中野店

広島市安芸区中野3-9-6

(082)892-3388

(082)892-3700

月～水､金土9:00～18:30･木9:00～17:00

日曜･祝日

サンヨーファーマシー中野薬局 広島市安芸区中野5-13-32

(082)893-3402

(082)893-3403

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

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～水､金9:00～18:00･木8:00～16:00･土9:00～16:00

日曜･祝日

安芸畑賀薬局

広島市安芸区畑賀2-22-36

(082)820-6088

(082)820-6089

月火木金8:30～17:30･水9:00～17:00･土8:30～23:00･日祝18:00～23:00

なし

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

月～水､金9:00～18:30･木9:00～17:00･土9:00～13:30

日曜･祝日

林薬局上祇園店

広島市安佐南区祇園2-22-24

(082)850-2203

(082)850-2055

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祭日･8/13～16･12/29～1/4

ぎおん薬局

広島市安佐南区祇園2-42-13

(082)875-1245

(082)874-6559

月～水､金9:00～18:30･木9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祭日
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（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

オール薬局山本店

広島市安佐南区山本1-11-10

(082)875-0008

(082)875-0010

月～金8:30～18:30･土8:30～17:00

日曜･祝祭日

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

日曜･祝日

いこいの森薬局

広島市安佐南区山本9-4-8

(082)875-3000

(082)875-3000

月火木金8:30～18:30･水土8:30～13:00

日曜･祝祭日

はる薬局

広島市安佐南区山本新町2-18-9-10 1F (082)554-1508

(082)554-1508

月火木金9:00～19:00･土9:00～17:00

水曜･日曜・祝祭日

すずらん薬局上安店

広島市安佐南区上安2-29-11

(082)836-3790

(082)836-3791

月～土9:00～18:00

日曜･祝日･12/30～1/3

ミント薬局西原店

広島市安佐南区西原8-1-15-201

(082)874-5454

(082)874-5544

月火木金土9:00～18:30･水9:00～17:00

日曜･祝日･8/13～8/15･12/29～1/3

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

日曜･祝祭日

ぶどう薬局

広島市安佐南区西原8-33-3

(082)874-8788

(082)874-8766

月～土8:45～18:00

日曜･祝祭日･8/13～15･12/30～1/3

すずらん薬局川内店

広島市安佐南区川内1-15-3

(082)831-2800

(082)831-2811

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日･12/30～1/3

ミント薬局川内店

広島市安佐南区川内5-31-10

(082)830-0909

(082)830-0910

月火木金土9:00～18:30･水9:00～17:00

日曜･祝日

相田薬局

広島市安佐南区相田1-10-15

(082)878-2525

(082)830-3077

月～土9:00～18:30

日曜･祝日

びーだま薬局

広島市安佐南区大町西1-1-11

(082)870-6422

(082)573-0588

月～水､金8:30～18:00･木8:30～16:30･土8:30～13:00

日曜･祝日

コスモス薬局大町店

広島市安佐南区大町東2-7-25-5

(082)870-5840

(082)870-5863

月～金8:30～18:00･土8:30～12:30

日曜･祝日･8/13～16･12/30～1/3

中筋アトム薬局

広島市安佐南区中筋1-3-11

(082)830-5625

(082)830-5626

月～水､金8:30～18:30･木8:30～16:30･土8:30～13:00

日曜･祝日

ナカス薬局

広島市安佐南区中須1-16-5

(082)870-5045

(082)870-5045

月～水､金土9:00～18:00･木9:00～17:00

日曜･祝日･8/6

かえで薬局

広島市安佐南区八木4-6-7

(082)873-3036

(082)873-3036

月～水､金9:00～18:30･木土9:00～13:00

日曜･祝祭日

エスマイル薬局緑井店

広島市安佐南区緑井1-5-1

(082)831-8244

(082)831-8245

月～水､金土9:00～19:00･木9:00～17:00

日曜･祝日

コスモス薬局緑井店

広島市安佐南区緑井2-12-26

(082)830-0035

(082)830-0040

月～水､金土8:00～18:00･木8:00～18:00

日曜･祝日･8/13～16･12/30～1/3

ここから薬局緑井店

広島市安佐南区緑井6-27-12

(082)831-1102

(082)831-1103

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

栗岡共栄薬局

広島市安佐北区安佐町飯室1498-2 (082)835-0777

(082)835-3703

月～水､金8:30～18:30･木8:00～16:00･土8:30～13:00

日曜･祝日

鈴張薬局

広島市安佐北区安佐町鈴張2012-1 (082)835-2723

(082)835-2731

月～水､金9:00～18:30･木土9:00～12:30

日曜･祝日

こうぜん薬局

広島市安佐北区可部3-38-23

(082)815-1021

(082)815-1041

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝日

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～水､金7:30～18:30･木7:30～17:00･土7:30～13:00

日曜･祝日

アレス薬局可部店

広島市安佐北区可部6-3-24

(082)819-1133

(082)819-1130

月～水､金9:00～12:30 15:00～18:00･木土9:00～12:00

日曜･祝祭日･年末年始

のぞみ薬局可部南店

広島市安佐北区可部南2-14-15

(082)819-3325

(082)819-3326

月火木金8:15～18:30･水8:15～13:00･土8:15～16:00

日曜･祝日

なかしま薬局

広島市安佐北区可部南4-17-10-101 (082)819-1681

(082)819-1682

月～水､金9:00～18:00･木9:00～13:00･第1.3.5土9:00～13:15･第2.4土9:00～18:00

日曜･祝日

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

日曜･祝祭日

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)819-3191

月～金9:00～18:00･土8:30～12:30

日曜･祝日･年末年始

ノムラ薬局亀山店

広島市安佐北区亀山7-5-12

(082)819-2600

(082)819-2601

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝日

ハート薬局高陽店

広島市安佐北区口田3-1-18

(082)841-2088

(082)841-2087

月～金9:00～18:00･土9:00～12:30

日曜･祝日

オリーブ薬局口田東店

広島市安佐北区口田3-32-2

(082)841-5280

(082)841-5281

月～水金8:00～18:00･木土8:00～13:00

日曜･祝日･8/13～8/16･12/30～1/3
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新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
令和3年9月1日現在

（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

エスマイル薬局口田南店

広島市安佐北区口田南7-12-27

(082)841-5925

(082)841-5926

月火水金9:00～18:30･木9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

ふかわ薬局

広島市安佐北区深川5-19-8

(082)845-5304

(082)843-5210

月火木金9:00～18:00･水9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

オール薬局深川店

広島市安佐北区深川5-39-3

(082)845-0707

(082)845-0708

月～水､金9:00～18:30･木9:00～17:00･土9:00～13:30

日曜･祝祭日

ひかり薬局

広島市安佐北区白木町三田7005-2 (082)810-6060

(082)829-1310

月火木金8:30～18:00(昼休憩12:30～15:00)･水土8:30～12:30 日曜･祝日

エスマイル薬局おちあい店 広島市安佐北区落合1-13-6

(082)841-3820

(082)841-3821

月火木金日9:00～18:00･土9:00～13:00

水曜･祝日

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

日曜･祝日

ミント薬局高陽店

広島市安佐北区落合南1-11-20

(082)845-2511

(082)845-2522

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～12:30

日曜･祝日

もろき薬局

広島市安佐北区落合南7-4-21

(082)843-4800

(082)843-4807

月～水金土9:00～18:00･木9:00～13:00

日曜･祝日

豊見薬局

広島市佐伯区旭園2-22

(082)921-0049

(082)921-6093

月～水､金9:00～18:30･木9:00～18:00･土9:00～16:00

日曜･祝日･8/13～8/16･12/29～1/3

薬局ドラッグスソウ

広島市佐伯区旭園4-29

(082)921-7865

(082)921-7987

月～金8:30～18:30･土8:30～14:00

日曜･祝日･1/1～1/3･8/14～8/16･12/29～12/31

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

月火木金8:30～18:00･水8:30～16:30･土8:30～12:30

日曜･祝日･1/1～1/3･8/14～8/16･12/29～12/31

五日市薬局

広島市佐伯区旭園6-12

(082)943-5363

(082)943-5343

月水金9:00～23:00・火木土9:00～20:00

日曜･祝祭日

オレンジ薬局

広島市佐伯区海老園1-5-44

(082)943-7860

(082)943-7861

月火木金9:00～18:00･水土9:00～13:00

日曜･祝祭日

フラワー調剤薬局

広島市佐伯区海老園1-7-16

(082)924-1800

(082)924-7366

月水木金9:00～18:30･火9:00～18:00･土9:00～13:00･日(第1.2.4.5)9:00～12:30

第3日曜･祝日

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･水土9:00～13:00

日曜･祝祭日

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

日曜･祝祭日

海老山薬局

広島市佐伯区海老山町7-11

(082)943-8962

(082)943-8963

月水金9:00～18:30･火木土9:00～23:00

日曜･祝日

楽々園しみず薬局

広島市佐伯区楽々園2-2-13-101

(082)924-4193

(082)924-1193

月～金8:30～18:30･土8:30～12:30

日曜･祝祭日

ファインしみず薬局

広島市佐伯区楽々園2-2-2 広電楽々園駅ビル2F

(082)299-1193

(082)299-1137

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

オール薬局楽々園店

広島市佐伯区楽々園3-1-8

(082)921-0075

(082)921-0076

月～水､金8:30～18:00･木土8:30～17:00

日曜･祝祭日

ライフしみず薬局

広島市佐伯区楽々園4-5-2

(082)208-1193

(082)208-1194

月～金9:00～18:00･土9:00～12:00

日曜･祝祭日

オール薬局五日市西店

広島市佐伯区五日市1-14-27-102 (082)943-7717

(082)943-7718

月火木金土9:00～18:00･水9:00～17:30

日曜･祝日

五日市グリーン薬局

広島市佐伯区五日市4-4-27

(082)921-6840

(082)921-6843

月～水､金8:30～18:00･土8:30～13:00

木曜･日曜･祝祭日

五日市豊見薬局

広島市佐伯区五日市4-4-31 唯山ビル1F

(082)924-3838

(082)924-5913

月～水､金土9:00～18:00･木8:30～16:30

日曜･祝日･12/29～1/3･8/13～8/16

キララ薬局五日市北口店

広島市佐伯区五日市駅前1-11-5

(082)943-4186

(082)943-4187

月～水､金8:30～18:30･木土8:30～13:00

日曜･祝祭日

オール薬局五日市店

広島市佐伯区五日市駅前1-5-18-101 (082)924-5733

(082)924-5738

月火木金8:30～18:00･水8:30～17:00･土8:30～14:00

日曜･祝祭日

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

日曜･祝日･1/1～1/3･8/14～8/16･12/29～12/31

はなぶさ一心堂薬局

広島市佐伯区五日市駅前3-5-13

(082)924-1118

(082)924-1088

月火木金9:00～18:30･土9:00～17:30

水曜･日曜･祝祭日

コイン通り薬局

広島市佐伯区五日市中央2-1-10

(082)943-6879

(082)943-6889

月～水､金8:30～18:00･木土8:30～13:00

日曜･祝日

そうごう薬局五日市中央店 広島市佐伯区五日市中央3-8-14

(082)943-5031

(082)943-5032

月火木金9:00～18:00･水土9:00～13:00

日曜･祝祭日

リーフ薬局

(082)943-8051

(082)943-8052

月火木金9:00～18:00･水土9:00～12:30

日曜･祝祭日

ミレニアムビル1F

広島市佐伯区五日市中央5-1-40
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（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

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

日曜･祝日･1/1～1/3･8/14～8/16･12/29～12/31

フラワー薬局城山店

広島市佐伯区城山2-2-2

(082)926-1801

(082)926-1802

月火木金9:00～18:00･水土9:00～13:00

日曜･祭日

湯来しみず薬局

広島市佐伯区湯来町白砂588-1

(0829)40-5770

(0829)40-5771

月～金8:30～17:30･土8:30～13:00

日曜･祝祭日

もみじ薬局藤の木店

広島市佐伯区藤の木1-31-13

(082)927-3388

(082)927-3385

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝日

ハート薬局八幡店

広島市佐伯区八幡2-6-18

(082)926-4554

(082)926-4553

月火水金8:30～18:00･木土8:30～12:30

日曜･祝日

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

月～木9:00～17:00･金9:00～19:15･土9:00～12:45

日曜･祝祭日･12/29 13:00～1/3

アイワ薬局井口鈴峰

広島市西区井口3-10-20

(082)270-3930

(082)270-3966

月～金9:00～18:30･土9:00～13:00

日曜･祝日

すず薬局

広島市西区井口3-10-23

ｱﾚｽｺｽﾓﾋﾞﾙ1F (082)277-2444

(082)208-2445

月～水､金9:00～19:00･木9:00～17:00･土9:00～14:00

日曜･祝日

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､金9:00～18:30･木7:30～15:30･土9:00～12:30

日曜･祝日

古江ステーション薬局

広島市西区古江新町2-12

(082)272-6141

(082)275-4263

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝祭日

宮本薬局

広島市西区古江東町7-8

(082)271-5662

(082)271-5662

月火木金9:00～18:00･水9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

タウン薬局己斐店

広島市西区己斐上1-11-40

(082)271-7177

(082)271-7010

月～金9:00～18:30･土9:00～13:00

日曜･祝日

みやなが薬局己斐店

広島市西区己斐本町3-1-1 桧垣ビル1F (082)507-0321

(082)507-0320

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

西広島どんぐり薬局

広島市西区己斐本町3-1-6

(082)507-3020

(082)507-3015

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～12:45

日曜･祝祭日

すずらん薬局庚午店

広島市西区庚午中3-6-11

(082)507-0201

(082)507-0203

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日･12/30～1/3

庚午のぞみ薬局

広島市西区庚午北2-7-10

(082)961-3774

(082)961-3776

月～土9:00～18:00

日曜･祝祭日

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9:00～15:30･土9:00～14:00

日曜･祝日

ロイヤル薬局

広島市西区天満町17-21

(082)293-1200

(082)293-5424

月～金8:30～18:00･土8:30～13:00

日曜･祝祭日

ハート薬局観音店

広島市西区南観音2-7-14

(082)503-5666

(082)503-5667

月～水､金9:00～18:00･木8:30～16:30･土9:00～12:30

日曜･祝日･お盆･年末年始

サザン薬局

広島市西区南観音6-1-6

(082)292-7767

(082)292-7791

月～水､金9:00～18:00･木9:00～12:00･土9:00～16:00

日曜･祝日

ピーエムシー企画ひまわり薬局 広島市西区福島町1-22-7

(082)531-1151

(082)531-1156

月～金9:00～17:30･土9:00～13:00

日曜･祝祭日･8/13～8/16･12/29～1/3

広栄薬品(株)広栄薬局基町店 広島市中区基町1-19

(082)212-3901

(082)212-3902

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

すずらん薬局吉島店

広島市中区吉島東1-4-17

(082)241-6246

(082)241-6248

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日･12/30～1/3

江波二本松薬局

広島市中区江波二本松1-2-22-1F (082)961-3324

(082)961-3324

月～水､金9:00～18:00･木9:00～12:30･土9:00～16:00

日曜･祝祭日

国泰寺薬局

広島市中区国泰寺町2-3-6

(082)241-4514

(082)241-4574

月～水､木金8:45～18:30･土8:45～13:30

日曜･祝祭日

オール薬局堺町店

広島市中区堺町1-3-10

(082)231-2321

(082)231-2322

月～水､金9:00～18:30･木9:00～17:00･土9:00～14:00

日曜･祝祭日

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

日曜･祝祭日･12/30～1/3

コスモス薬局紙屋町店

広島市中区紙屋町2-2-6

(082)240-3100

(082)240-3101

月火木金9:00～19:00･水9:00～18:30･土9:00～18:00・日祝11:00～18:00

8/13～16･12/30～1/3

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

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日･12/30～1/3

舟入南薬局

広島市中区舟入南4-16-8

(082)292-7050

(082)292-7055

月～金9:00～18:30･土9:00～13:30

日曜･祝祭日

ミント薬局舟入店

広島市中区舟入本町13-22

(082)233-3177

(082)208-3343

月～水､金9:00～18:15･木土9:00～13:00

日曜･祝祭日

1階

1F

2F

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
令和3年9月1日現在

（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

すずらん薬局舟入本町店

広島市中区舟入本町7-16

アプコ調剤薬局

広島市中区新天地4-6

コスモス薬局白島店

広島市中区西白島町7-24

かりん薬局

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

(082)294-6281

(082)291-1832

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日･8/13～16･12/30～1/3

赤松ビル102 (082)249-0093

(082)249-7417

月～金9:00～18:00･土9:00～17:00

日曜･祝祭日

(082)502-2220

(082)502-2221

月～土9:00～18:00

日曜･祝日･8/13～16･12/30～1/3

広島市中区千田町1-7-11

(082)545-9770

(082)545-9771

月～金8:30～17:30･土10:00～14:00

日曜･祝祭日

緑風会薬局日赤病院前店

広島市中区千田町1-9-2

(082)567-4910

(082)567-4911

月～金9:00～17:00

土曜･日曜･祝祭日

ひらもと薬局千田店

広島市中区千田町2-1-29

井原ビル1F (082)236-1559

(082)236-9952

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～17:00

日曜･祝祭日

すずらん薬局本店

広島市中区袋町4-1

(082)545-4711

(082)545-4710

月～土8:30～18:00

日曜･祝祭日･12/30～1/3

すずらん薬局

広島市中区袋町4-6

(082)244-6467

(082)244-6468

月～土8:30～18:00

日曜･祝祭日･12/30～1/3

アプコUnity薬局大手町

広島市中区大手町1-1-20

(082)207-1193

(082)207-1293

月火木金9:30～18:00･土9:30～15:00

水曜･日曜･祝祭日

すずらん薬局大手町店

広島市中区大手町1-5-22

(082)543-6671

(082)543-6672

月～土8:30～18:00

日曜･祝祭日･12/30～1/3

大手町スマイル薬局

広島市中区大手町3-13-33

(082)545-3432

(082)545-3478

月～金9:00～17:30･土9:00～13:00

日曜･祝日

すずらん薬局竹屋町店

広島市中区竹屋町8-8

(082)241-2207

(082)241-2208

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日･8/13～16･12/30～1/3

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

日曜･祝日

ハンド薬局鉄砲町店

広島市中区鉄砲町5-1 ヴィゴレ1階 (082)554-1277

(082)554-1290

月～金9:30～17:30

土曜･日曜･祝祭日

らいおん薬局

広島市中区猫屋町1-18

(082)942-5705

(082)942-5706

月～金8:30～18:00･土8:30～12:30

日曜･祝祭日･8/1

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～水､金9:00～18:00･木9:00～12:30･土9:00～15:30

日曜･祝日･8/14～8/16･12/29～1/3

めいぷる薬局

広島市中区白島北町17-1

(082)221-7120

(082)962-7194

月火木金9:00～19:00･水8:00～16:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

オール薬局八丁堀店

広島市中区八丁堀14-7

(082)222-6433

(082)222-6434

月～金9:00～18:30･土9:00～15:00

日曜･祝祭日

あいおい橋薬局

広島市中区本川町1-1-26

山根ビル1F (082)294-9339

(082)294-9359

月～水､金8:30～12:30 15:00～18:30･木8:30～12:30･土8:30～12:30 14:00～17:00

日曜･祝祭日

立町薬局

広島市中区立町4-2

大橋ビル2F (082)545-7767

(082)545-8582

月火木金9:00～18:30･水9:00～17:00･土9:00～14:00

日曜･祝日

マザー薬局幟町店

広島市中区幟町10-11

(082)221-1192

(082)221-1195

月～金8:50～18:00･土8:50～13:00

日曜･祝日

幟町とまと薬局

広島市中区幟町12-1

(082)212-4011

(082)212-4022

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝日･8/14～8/16･12/29～1/3

ハーティ薬局幟町店

広島市中区幟町13-4

(082)511-7400

(082)511-7447

月火木金9:00～19:00･水土9:00～18:00

日曜･祝祭日

ハート薬局温品店

広島市東区温品7-10-11-14

(082)209-0566

(082)209-0565

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

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

日曜･祝祭日

ノムラ薬局牛田店

広島市東区牛田早稲田1-8-4

(082)223-7002

(082)223-7005

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝日

牛田中薬局

広島市東区牛田中1-7-28-2

(082)221-0221

(082)221-0227

月～水､金9:00～12:30 14:30～18:00･木9:00～12:00･土9:00～13:00 日曜･祝日

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9:00～13:00･土9:00～17:00

日曜･祝日

(082)554-6578

(082)573-0017

月火木金土9:00～18:30

水曜･日曜･祝祭日

(082)568-8066

(082)568-8068

月～金8:30～18:00

土曜･日曜･祝祭日

(082)261-3360

(082)261-6418

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～12:30

日曜･祝祭日･8/14～16･12/30～1/3

いづみビル１階

ニュー大手町ビル１階

原田フラット1F

1F

広島マツダビル1階

山陽堂薬局へさか茶臼城山店 広島市東区戸坂南2-8-13
エスマイル薬局鉄道病院前店 広島市東区光町1-11-5

若草薬局

広島市東区若草町5-3

1F

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
令和3年9月1日現在

（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

パンダ薬局

広島市東区若草町9-6-102

(082)568-0100

(082)568-0500

月火木金8:30～18:00･水土8:30～13:00

日曜･祝祭日

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8:00～16:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

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･日､祝9:00～15:00･12/29～1/3 9:00～15:00 土曜

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

月～金8:30～19:00･土8:30～14:00･日8:30～13:00

祝日

ハート薬局海岸店

広島市南区宇品海岸2-11-6

(082)254-6240

(082)254-8603

月～金9:00～18:00･土9:00～12:30

日曜･祝日･お盆･年末年始

イオン薬局みゆき店

広島市南区宇品御幸1-9-12

(082)500-5831

(082)500-7127

月～金9:00～21:00･土､日､祝9:00～19:00

なし

(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～水､金8:00～19:30･木土8:00～19:00

日曜日･祝祭日

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9:00～13:00

日曜･祝祭日

ハート薬局中央店

広島市南区宇品神田1-4-28

(082)250-7030

(082)250-7031

月～金9:00～18:00

土曜･日曜･祝日･年末年始

ファーマシィ薬局宇品神田 広島市南区宇品神田1-4-3 オオタビル1F (082)250-5740

(082)250-5741

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

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8:30～20:00･土8:30～18:00

日曜･祝祭日

たちばな薬局

広島市南区宇品神田4-12-12 1階

(082)255-1955

(082)255-1958

月火木9:00～13:00 15:00～18:00･水10:00～13:00 16:00～20:00･金9:00～13:00 16:00～20:00･土8:00～13:00

日曜･祝祭日

ハート薬局神田店

広島市南区宇品神田5-20-13

(082)250-2300

(082)250-2301

月～金9:00～18:00･土9:00～12:30

日曜･祝祭日･8/14～16･12/30～1/3

マリン薬局宇品店

広島市南区宇品西2-5-5

(082)255-1193

(082)255-1196

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～12:30

日曜･祝日

ハート薬局みなみ店

広島市南区皆実町4-22-2

(082)250-7633

(082)250-7760

月～水､金9:00～18:30･木9:00～11:00･土9:00～17:00

日曜･祝日

緑風会薬局

広島市南区出汐1-4-3

(082)256-7171

(082)256-7181

月～金8:30～18:00･土8:30～13:00

日曜･祭日

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

(082)568-1260

(082)568-1261

月～金9:00～18:30･土9:00～17:00

日曜･祝祭日

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1F (082)568-2489

(082)568-2490

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日･8/13～8/15･12/29～1/3

アイ薬局

広島市南区仁保新町1-9-14

(082)286-5101

(082)286-5102

月～金9:00～18:30･土9:00～14:00

日曜･祝祭日･1/1～3

オール薬局翠町店

広島市南区翠3-6-4

(082)255-8820

(082)255-8824

月火木金9:00～18:30･水9:00～18:00･土9:00～17:30

日曜･祝日

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

日曜･祝日･年末年始

高山薬局

広島市南区青崎1-10-10

(082)281-8154

(082)281-8303

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

カンナ薬局

広島市南区大州2-15-12

大州ビル101 (082)510-3288

(082)510-3266

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日･8/15･12/29 12:30～1/4

ライカ薬局

広島市南区段原1-3-12

(082)261-2977

(082)261-2988

月～金9:00～18:30･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

さくらんぼ薬局的場店

広島市南区的場町1-7-10 ニューライフ広島1階

(082)207-0739

(082)207-0839

月～水､金9:00～18:30･土9:00～17:00

木曜･日曜･祝日

ハート薬局東雲店

広島市南区東雲本町1-1-34

(082)555-5830

(082)555-5831

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝日･8/13～8/15･12/30～1/3

キクイチ薬局

広島市南区比治山町6-14

(082)262-1788

(082)262-0150

月～土9:00～13:30 15:00～20:00

日曜･祝日

江田島ひかり薬局

江田島市江田島町中央4-17-7

(0823)42-1735

(0823)42-5020

月～水､金8:30～18:00･木土8:30～17:00

日曜･祝日

クオール薬局江田島店

江田島市能美町中町4715-6

(0823)40-2589

(0823)40-2590

月～金9:00～18:00･土9:00～12:30

日曜･祝日･8/14～16

モリオ薬局

三原市円一町1-1-7

フジグラン三原内 (0848)61-1193

(0848)61-1193

月～金8:45～17:30･土8:45～13:00

日曜･祝祭日

(0848)36-5882

月～土9:00～18:00

日曜･祝日･12/31～1/3

ププレひまわり薬局三原南店 三原市円一町2-6-27

4F

(0848)36-5881

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
令和3年9月1日現在

（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

タウン薬局本郷店

三原市下北方1-7-25

(0848)86-1093

(0848)86-1090

月～水､金土9:00～18:30･木9:00～17:00

日曜･祝日

ザグザグ薬局三原皆実店

三原市皆実4-19-16

(0848)81-2217

(0848)81-2217

月～土9:30～18:30

日曜･祝日

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､日､祝8:30～17:30･土8:30～13:00･月～金19:00～22:00 なし

みのり薬局

三原市宮浦6-3-2

(0848)60-1322

(0848)60-1321

月～水金8:30～18:00･木8:30～13:00･土8:30～17:00

日曜･祝日

ときわ薬局宮沖店

三原市宮沖2-2-10

(0848)67-4774

(0848)67-4774

月～金9:00～18:30･土9:00～13:00

日曜･祝日

幸崎調剤薬局

三原市幸崎能地4-10-22

(0848)69-3377

(0848)69-3377

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～12:30

日曜･祝日

ときわ薬局

三原市港町1-2-27

(0848)62-2953

(0848)62-2199

月～土8:00～19:30･日祝9:00～15:00

なし

なでしこ薬局

三原市港町3-7-27

(0848)64-7045

(0848)64-7046

月火木金9:00～18:30･水土9:00～13:00

日曜･祝祭日

ほのか薬局

三原市宗郷1-3-30

(0848)81-0585

(0848)81-0587

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝祭日

イオン薬局三原店

三原市城町2-13-1

(0848)61-3866

(0848)62-6107

9:00～19:00

なし

ときわ薬局海光

三原市城町3-5-6

(0848)62-7158

(0848)62-7156

月～水､金土9:00～17:30･木9:00～13:00

日曜･祝日･1/1～1/3･8/14､8/15･12/30､12/31

あわや薬局

三次市粟屋町1731

(0824)53-1222

(0824)53-1222

月～水､金9:00～16:30･木土9:00～12:30

日曜･祝祭日

ファーマシィ薬局こうぬ

三次市甲奴町本郷636-11

(0847)67-5515

(0847)67-5516

月～金8:30～17:30

土曜･日曜･祝祭日

あかね薬局

三次市作木町下作木1510-2

(0824)55-7177

(0824)55-7178

月水金8:30～18:00･火8:30～17:15･木土8:30～12:30

日曜･祝日

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～水､金9:00～18:00･木9:00～13:00･第1､3土9:00～13:00 日曜･祝日･第2､4､5土

十日市薬局

三次市十日市中3-11-20

(0824)64-2857

(0824)64-2838

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝日

ファーマシィ薬局三次センター 三次市東酒屋町586-5

(0824)64-6088

(0824)64-6089

月～金9:00～16:00

土曜･日曜･祝祭日

ファーマシィ薬局健美

三次市東酒屋町587-1

K'zビル2F (0824)64-7770

(0824)64-7771

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

ぶどう薬局

三次市畠敷町941-4

(0824)65-0111

(0824)65-0196

月火木金8:45～18:15･水8:00～16:00･土8:45～12:45

日曜･祝日

ふの薬局

三次市布野町上布野小原1491-2

(0824)54-7331

(0824)54-7332

月水8:30～17:10･火金8:30～18:10･木8:30～16:30･土8:30～12:30 日曜･祝祭日

クオール薬局安芸太田店

山県郡安芸太田町下殿河内236-3 (0826)25-0089

(0826)25-0090

月～金8:30～17:30･土8:30～13:00

日曜･祝日･12/29～1/3

つくし薬局

山県郡安芸太田町加計3485-11

(0826)25-0120

(0826)25-0121

月～水､金8:30～18:00･木8:30～16:30･土8:30～12:00

日曜･祝日･お盆･年末年始

げいほく薬局

山県郡北広島町荒神原208-4

(0826)36-3030

(0826)36-3035

月～金8:30～18:00･土8:30～12:30

日曜･祝日

ノムラ薬局大朝店

山県郡北広島町新庄2048-1

(0826)82-3278

(0826)82-3279

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

エンゼル薬局

山県郡北広島町有田1189

(0826)72-6031

(0826)72-6032

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

オール薬局庄原店

庄原市西本町2-12-10

(0824)74-6801

(0824)74-6802

月火木金9:00～18:30･水土9:00～13:00

日曜･祝祭日

エスマイル薬局あおぞら店 庄原市西本町2-15-32

(0824)75-0102

(0824)75-0103

月～水､金9:00～18:30･木土9:00～12:45

日曜･祝祭日

一心堂薬局

神石郡神石高原町福永甲1492-1

(0847)89-4040

(0847)89-4041

月～土9:00～19:00

日曜･祝祭日

栄薬局

大竹市新町1-8-3-101

(0827)53-1818

(0827)53-1818

月～土9:00～18:30

日曜･祝祭日

大竹ヘルシー薬局

大竹市西栄1-12-18

(0827)53-4560

(0827)53-4560

月～金8:30～18:30･土8:30～12:30

日曜･祝祭日

エンゼル薬局

竹原市下野町3143-6

(0846)22-7575

(0846)22-6778

月～水､金土9:00～18:30･木9:00～13:00

日曜･祝祭日

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
令和3年9月1日現在

（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

ばら薬局

竹原市竹原町3644

(0846)24-6066

(0846)24-6067

月火木金9:00～18:00･水土9:00～12:30

日曜･祝祭日

つくし薬局

竹原市中央3-17-9

(0846)23-0221

(0846)23-0222

月～金8:30～18:00･土8:30～13:00

日曜･祝祭日

すぎはら薬局

竹原市中央3-3-2

(0846)23-0100

(0846)23-0101

月～水､金8:30～18:00･土8:30～16:00

木曜･日曜･祝祭日

原田薬局

竹原市中央4-4-24

(0846)23-5131

(0846)23-5132

月～水､金9:00～18:30･木7:00～15:00･土9:00～16:00

日曜･祝日

堂面薬局

竹原市本町1-4-8

(0846)22-2017

(0846)22-2019

月～金9:00～18:00･土9:00～12:30

日曜･祝祭日

早田薬局

東広島市安芸津町三津4394-1

(0846)45-0516

(0846)45-3163

月～金8:30～18:30･土8:30～17:00

日曜･祝日

風早薬局

東広島市安芸津町風早1118-2

(0846)45-5457

(0846)45-5458

月～土9:00～18:00

日曜･祝日

竹乗天命堂薬局

東広島市河内町中河内691-1

(082)437-0101

(082)437-2515

月～土8:00～19:30･日､祝祭8:00～13:00

なし

満井薬局駅前支店

東広島市河内町中河内702-3

(082)437-0369

(082)437-0369

月～土8:00～19:00･日8:00～12:00

祝祭日

アプコ調剤薬局白市

東広島市高屋町小谷3257-4

(082)434-3793

(082)434-7593

月～水金8:30～18:30･木8:30～17:00･土8:30～13:00

日曜･祝祭日

にしたかや薬局

東広島市高屋町中島31-1

(082)434-7933

(082)434-7953

月～水､金9:00～18:30･木9:00～17:00･土9:00～17:30･日9:00～12:30

祝日（祝日が日曜日の場合には開局し、振替休日は休業）

セルム薬局

東広島市黒瀬町国近335-9

(0823)82-1850

(0823)82-1852

月～水金8:30～18:00･木土8:30～12:30

日曜･祝日

賀茂セルム薬局

東広島市黒瀬町南方797-1

(0823)83-1655

(0823)83-1665

月～金8:30～17:30･土8:30～12:30

日曜･祝日･12/29～1/3

薬膳薬局志和店

東広島市志和町別府1340-2

(082)433-5011

(082)433-5016

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝祭日

健伸薬局ごじょう店

東広島市西条御条町2-10

(082)422-5622

(082)422-5622

月～水金土9:00～18:00･木9:00～17:30

日曜･祝祭日

アイワ薬局

東広島市西条昭和町17-23

(082)424-5556

(082)424-5560

月～土9:00～17:30

日曜･祝日

よつば薬局

東広島市西条昭和町7-19

(082)421-5225

(082)490-5711

月～土9:00～18:00

日曜･祝日

ほのか薬局

東広島市西条上市町5-5 総合不動産ビル3F-B

(082)421-1410

(082)421-1410

月金8:30～18:30･火水木8:30～17:00･土8:30～14:30

日曜･祝日

ザグザグ薬局西条西本町店 東広島市西条西本町27-33

(082)493-7711

(082)493-7711

月～土9:30～18:30

日曜･祝祭日

ミント薬局西条中央店

東広島市西条中央7-3-45

(082)493-5656

(082)493-5662

月火木金土9:00～18:30･水9:00～17:00

日曜･祝日

だいだい薬局したみ

東広島市西条町下見4482-1

(082)422-6677

(082)430-9833

月～水､金9:00～18:30･木9:00～17:00･土9:00～15:00

日曜･祝日

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～水､金8:30～18:30･木7:30～15:30･土8:30～12:30

日曜･祭日

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

日曜･祝祭日･夏季休暇･年末年始

じけ薬局

東広島市西条町寺家520-67

(082)422-0321

(082)422-0221

月～金8:30～18:00･土8:30～13:00

日曜･祝日

健伸薬局よこた店

東広島市西条町寺家5410-12

(082)431-5580

(082)431-5580

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

西条タカズミ薬局

東広島市西条町寺家7377

(082)493-5205

(082)493-5206

月火木金9:00～18:00･水9:00～12:00･土9:00～14:00

日曜･祝日

ひまわり薬局

東広島市西条町寺家7430-1

(082)426-3588

(082)426-4188

月～土8:45～18:00

日曜･祝祭日

あかね薬局

東広島市西条町西条東1245-1

(082)422-8160

(082)422-8160

月～土9:00～18:30

日曜･祝日

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

日曜･祝日

健伸薬局土与丸店

東広島市西条土与丸1-3-38

(082)423-2823

(082)423-2823

月～水金土9:00～18:00･木9:00～13:00

日曜･祝祭日

オール薬局西条店

東広島市西条土与丸5-9-7

(082)421-5551

(082)421-5561

月､水～金9:00～18:30･火土9:00～18:00

日曜･祝日

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
令和3年9月1日現在

（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

セリア薬局

東広島市西条土与丸6-1-3

(082)423-7100

(082)423-7100

月～土8:30～19:00

日曜･祝祭日

八本松駅前薬局

東広島市八本松町飯田149-3

(082)420-1251

(082)420-1252

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祭日

あい薬局

東広島市八本松南2-4-14

(082)427-0465

(082)427-0473

月水金8:30～18:00･火木8:30～12:00･土8:30～16:00

日曜･祝日

コスモス薬局福富店

東広島市福富町久芳1539-27

(082)435-2882

(082)435-2883

月～水､金8:45～18:00･木土8:45～12:30

日曜･祝日

すずらん薬局阿品台店

廿日市市阿品台4-17-27

(0829)37-2020

(0829)37-2021

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～12:30

日曜･祝日

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10:00～14:00 17:00～18:00･祝(月～金)10:00～14:00 土曜･日曜

(株)みやじま薬局

廿日市市宮島町甲590-2

(0829)44-0236

(0829)44-0236

月火木金9:00～18:00･水土9:00～15:00

日曜･祝祭日

エース薬局

廿日市市宮内1520-8

(0829)39-6440

(0829)39-6494

月～水､金土9:00～18:00･木9:00～12:30

日曜･祝日

ミント薬局

廿日市市宮内4311-1

(0829)37-2121

(0829)37-2122

月火木金9:00～18:30･水9:00～17:00･土9:00～18:15

日曜･祝日

しみず薬局

廿日市市串戸3-21-2

(0829)32-4141

(0829)32-4142

月～水金8:30～18:00･木土8:30～14:00

日曜･祝日

くすりの広貫堂(有)ﾍﾙｼｰﾀｳﾝｼﾞｮｲ薬局

廿日市市串戸4-13-1

(0829)32-3077

(0829)32-3153

月～土9:00～20:00･祝祭9:00～19:00

日曜

さくら薬局

廿日市市佐方4-8-32-102

(0829)34-0222

(0829)34-0223

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝日

四季が丘薬局

廿日市市四季が丘5-13-6

(0829)37-0210

(0829)37-0212

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～12:30

日曜･祭日

エスマイル薬局住吉店

廿日市市住吉1-3-20

(0829)32-5272

(0829)32-5273

月～水､金8:30～18:00･木8:30～16:30・土8:30～13:00

日曜･祝祭日

大野オレンジ薬局

廿日市市大野中央3-2-34

(0829)50-5250

(0829)50-5260

月～水､金9:00～12:00 15:00～18:00･木9:00～12:30･土9:00～13:00 日曜･祝祭日

平良しみず薬局

廿日市市平良2-10-36

(0829)34-1193

(0829)34-1194

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

ホンマチ調剤薬局

廿日市市本町7-36

(0829)32-6933

(0829)32-6934

月～水金8:30～18:00･木8:30～17:30･土8:30～12:30

日曜･祝祭日

重井薬局

尾道市因島重井町2953-2

(0845)25-1339

(0845)25-1339

月～水､金8:00～18:30･木8:00～16:00･土8:00～12:00

日曜･祝日

のぞみ薬局

尾道市因島重井町5243-5

(0845)23-7211

(0845)23-7212

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～12:30

日曜･祝祭日

因島調剤薬局

尾道市因島重井町6616-3

(0845)25-1257

(0845)25-1730

月～水､金8:00～18:30･木8:30～16:30･土8:30～12:30

日曜･祝祭日

因島市薬剤師センター薬局 尾道市因島中庄町2430-4

(0845)24-2856

(0845)24-4288

月～金9:00～18:00･土9:00～13:30･日祝日9:00～17:00

なし

田熊本町調剤薬局

尾道市因島田熊町1141-1

(0845)22-8070

(0845)22-8747

月～水､金9:00～18:00･木8:00～16:00･土9:00～12:30

日曜･祝祭日

宇和部薬局

尾道市因島土生町1684-7

(0845)22-8548

(0845)22-8548

月～金9:00～18:00･土9:00～12:00

日曜･祭日

病院前薬局

尾道市因島土生町2100-11

(0845)26-0333

(0845)26-0332

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

平木調剤薬局

尾道市因島土生町2147-1

(0845)22-8576

(0845)22-8576

月～金9:00～18:30･土9:00～12:30

日曜･祭日･年末年始･お盆

ホワイト薬局

尾道市因島土生町2201-1

(0845)26-0071

(0845)26-0071

月～金9:00～18:30･土日祝9:00～17:30

なし

アプコセンター薬局

尾道市久保1-1-17

(0848)20-7293

(0848)20-7294

月～水､金9:00～18:30･木土9:00～12:30

日曜･祝日

絵の町薬局

尾道市久保1-3-21

(0848)20-8122

(0848)20-8133

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～12:30

日曜･祝日

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

月～水､金9:00～19:00･木土9:00～18:00

日曜･祝日

さくら薬局

尾道市栗原西2-3-11

(0848)20-1887

(0848)20-1890

月～水､金9:00～12:30 15:00～18:30･木土9:00～12:30

日曜･祭日

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･水土9:00～13:00

日曜･祝祭日

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
令和3年9月1日現在

（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

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

月水金9:00～18:00･火木9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

すばる薬局

尾道市栗原町9650-10

(0848)21-1123

(0848)21-1134

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝祭日

栗原本通薬局

尾道市栗原東2-1-19

(0848)38-9552

(0848)38-9553

月火木金9:00～18:00･水9:00～13:00･土祝9:00～17:00

日曜

古浜薬局

尾道市古浜町6-23

(0848)22-7299

(0848)22-7293

月～水､金8:30～18:30･木8:30～16:30･土8:30～13:30

日曜･祝日

戸田栄光堂薬局

尾道市向島町14

(0848)44-0918

(0848)44-0918

月～金9:00～18:30･土9:00～13:00

日曜･祝日

津部田薬局

尾道市向島町14763-3

(0848)45-1112

(0848)45-1112

月火木金9:00～18:00･水土9:00～12:30

日曜･祝祭日

富浜薬局

尾道市向島町5617-50

(0848)36-5617

(0848)36-5619

月火木金9:00～18:00･水土9:00～12:30

日曜･祝日･盆･年末年始

白金薬局

尾道市高須町1382-1

(0848)47-2921

(0848)47-2922

月～水､金8:30～18:30･木7:30～15:30･土8:30～12:30

日曜･祝日

アプコ高須薬局

尾道市高須町4774-1

(0848)47-6293

(0848)47-6393

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

アプコ東尾道薬局

尾道市高須町5738

(0848)56-1593

(0848)56-1693

月～水､金9:00～18:30･木9:00～17:00･土9:00～17:30

日曜･祝祭日

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

月～金8:30～18:00

土曜･日曜･祝日

おひさま薬局

尾道市新高山3-1170-214

(0848)55-8112

(0848)55-8115

月～金8:30～18:00･土8:30～12:30

日曜･祝日

ファーマシィ薬局新高山

尾道市新高山3-1170-247

(0848)56-0630

(0848)56-0631

月～金9:00～17:30･土9:00～13:00

日曜･祝日

なべか薬局

尾道市新高山3-1170-248

(0848)46-4696

(0848)46-4694

月～金8:30～18:00･土8:30～13:00

日曜･祝日

コスモス薬局尾道店

尾道市新浜2-10-16

(0848)24-3883

(0848)24-3885

月水金8:30～19:00･火8:30～16:00･木8:30～13:30･土8:30～16:30･祝（該当する曜日の開局時間）

日曜

メディエント尾道西薬局

尾道市神田町3-11

(0848)20-0093

(0848)20-0055

月～金9:00～18:30･土9:00～12:30

日曜･祝日

瀬戸田調剤薬局

尾道市瀬戸田町瀬戸田313-1

(0845)27-3668

(0845)27-3668

月～水､金9:00～18:00･木9:00～15:00･土9:00～12:00

日曜･祝祭日

なかの薬局

尾道市瀬戸田町中野402-1

(0845)26-4117

(0845)26-4115

月～金9:00～17:30･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

ファーマシィ薬局尾道

尾道市西御所町6-27

(0848)23-8343

(0848)23-2125

月～水､金土9:00～18:30･木9:00～17:00

日曜･祝日

尾道中央薬局西御所店

尾道市西御所町8-11

(0848)36-6350

(0848)36-6351

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

アプコ中央薬局

尾道市土堂2-6-18

(0848)20-1693

(0848)20-1694

月～水､金9:00～18:30･木9:00～17:00･土9:00～17:30

日曜･祝祭日

アプコUnity薬局

尾道市平原1-10-25

(0848)24-6093

(0848)24-6094

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

ひので薬局別館

尾道市平原1-20-41

(0848)38-7350

(0848)38-7351

月～金9:00～18:00

土曜･日曜･祝日

ひので薬局本館

尾道市平原1-20-44

(0848)38-7728

(0848)38-7729

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

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

土曜･日曜･祝日

門田薬局

尾道市門田町1-41

(0848)23-2529

(0848)23-2529

月～水金9:00～12:00 15:00～18:00･木土9:00～12:00

日曜･祝日

高木町薬局

府中市高木町189-4

(0847)45-8788

(0847)49-6733

月～水､金9:00～18:30･木9:00～17:00･土9:00～18:00

日曜･祝日

にこぴん薬局高木店

府中市高木町407-6

(0847)40-0310

(0847)40-0311

月～水､金土9：00～18：30･木9：00～17:00

日曜･祝日

クオール薬局府川町店

府中市府川町100-17

(0847)40-0480

(0847)46-1050

月火木金9:00～18:00･水土9:00～13:00

日曜･祝日

にこぴん薬局伊勢丘店

福山市伊勢丘5-6-2

(084)944-8251

(084)944-8252

月～水､金9:00～18:00･木9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

コスモス薬局引野店

福山市引野町5-21-36

(084)941-5800

(084)941-5803

月～水､金9:00～18:30･土9:00～14:00

木曜･日曜･祝日･8/13～16･12/30～1/3

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
令和3年9月1日現在

（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

オール薬局近田店

福山市駅家町近田117-6

(084)976-4468

(084)976-4468

月～水､金9:00～19:00･木9:00～17:00･土9:00～14:00

日曜･祝日

オール薬局駅家店

福山市駅家町倉光156-3

(084)976-7666

(084)976-7666

月～水､金土9:00～19:00

木曜･日曜･祝日

すがはら薬局

福山市駅家町法成寺108-8

(084)949-3031

(084)949-3032

月～金9:00～18:30･土9:00～13:00

日曜･祭日

あすか薬局

福山市駅家町万能倉1111-10

(084)977-1261

(084)977-1262

月水金9:00～12:30 15:30～18:00･木土9:00～12:30

火曜･日曜･祝日

とうしん薬局

福山市駅家町万能倉786-6

(084)999-1210

(084)999-1215

月～水､金8:30～18:30･木土8:30～13:00

日曜･祝祭日

こころ薬局

福山市沖野上町3-6-27

(084)925-1193

(084)925-1194

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日､8/13～8/15･12/31～1/3

ファーマシィ薬局沖野上

福山市沖野上町4-15-23

(084)921-9448

(084)921-9455

月～金9:00～18:00

土曜･日曜･祝日

ファーマシィ薬局さんて

福山市沖野上町4-22-30

(084)921-8300

(084)921-8307

月～金9:00～16:00

土曜･日曜･祝日

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

日曜･祝日

葦陽ローズ薬局

福山市霞町2-2-2

(084)932-0044

(084)932-0044

月～水､金土9:00～18:05･木8:30～16:30

日曜･祝日

エスマイル薬局かすみ店

福山市霞町2-4-4

(084)927-9955

(084)927-9966

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝日

にこぴん薬局久松台店

福山市久松台2-2-13

(084)924-0251

(084)924-0256

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

ププレひまわり薬局御幸店 福山市御幸町下岩成338

(084)983-1810

(084)983-1820

月火木金9:00～19:00･水土9:00～18:00

日曜･祝祭日

平成薬局

福山市御幸町上岩成236-1

(084)972-8380

(084)972-8381

月火木金9:00～18:30･水9:00～12:30･土9:00～16:00

日曜･祝日

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

月～金8:30～18:00・土9:00～12:00

日曜･祝日

ファーマシィ薬局クレール 福山市御門町3-3-9

(084)931-3368

(084)931-3378

月～土9:00～19:00

日曜･祝日

葦陽ミナミ薬局

福山市光南町2-4-4

(084)925-0646

(084)925-0646

月～水､金9:00～18:05･木土9:00～13:05

日曜･祝祭日

にこぴん薬局

福山市港町2-5-23

(084)973-6251

(084)973-6252

月～土8:30～18:00

日曜･祝日

葦陽紅葉町薬局

福山市紅葉町3-23

(084)926-4512

(084)926-4512

月､火､木～土9:00～18:05･水9:00～13:05

日曜･祝祭日

葦陽高西薬局

福山市高西町1-7-29

(084)933-2115

(084)933-2115

月～金9:00～18:05･土9:00～13:05

日曜･祝日

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

月～水､金9:00～18:00･木9:00～12:30･土9:00～17:00

日曜･祝日

ザグザグ薬局松永店

福山市今津町3-8-60

(084)930-4233

(084)930-4233

月～土9:00～19:00

日曜･祝日

センター薬局

福山市今津町3-9-5

(084)933-4485

(084)933-5276

月～土9:00～13:00 15:00～18:30

日曜･祝祭日

エル調剤薬局

福山市今津町4-1-21

(084)934-6454

(084)933-1910

月火木金9:00～13:00 15:00～18:30･水9:00～13:00 14:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝日･8/13～15･12/30～1/3

デイ薬局今津

福山市今津町5-1-29

(084)934-3241

(084)934-3243

月～水､金土9:00～12:00 15:00～18:00･木9:00～12:00

日曜･祝祭日

みやけ薬局

福山市三吉町3-1-10

(084)932-6111

(084)932-6110

月～金9:00～18:30･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

にこぴん薬局三吉町店

福山市三吉町3-3-22

(084)973-7551

(084)973-7552

月火木金8:45～18:00･水8:45～12:00･土8:45～13:00

日曜･祝日

サラダ薬局

福山市山手町2-3-15

(084)952-5963

(084)952-5966

月～水､金8:30～18:30･木8:30～13:00･土8:30～13:30

日曜･祝祭日

葦陽王子中央薬局

福山市手城町1-3-44

(084)927-4111

(084)927-4111

月～水､金9:00～18:05･木9:00～17:00･土9:00～13:05

日曜･祝祭日

にこぴん薬局手城町店

福山市手城町2-1-16

(084)973-8251

(084)973-8255

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

アース薬局

福山市松永町3-7-39-4

(084)939-6502

(084)939-6503

月火水金9:00～18:00･木土9:00～12:30

日曜･祝日

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
令和3年9月1日現在

（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

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

日曜･祝日

松永エル薬局

福山市松永町350-13

(084)934-7767

(084)934-7768

月火木金8:30～13:00 15:00～18:30･水8:30～13:00 15:00～17:00･土8:30～13:00

日曜･祝祭日

ゆうゆう薬局

福山市松永町5-9-14

(084)930-0653

(084)930-0654

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日

にこぴん薬局ばら公園店

福山市松浜町1-10-10

(084)999-7251

(084)999-7252

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～12:30

日曜･祝祭日

オール薬局松浜店

福山市松浜町4-5-26

(084)928-7555

(084)928-7571

月～水､金9:00～12:30 15:00～18:30･木9:00～12:30･土9:00～13:30 日曜･祝日

薬局クオリス

福山市沼隈町常石2638-5

(084)987-4889

(084)987-4890

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝祭日･8/13～15･12/29～1/3

ちとせユーキ薬局

福山市沼隈町草深1918-3

(084)987-4008

(084)987-4011

月火木金9:00～18:00･水土9:00～13:00

日曜･祝祭日

わかば薬局

福山市沼隈町草深456-1

(084)987-4475

(084)987-4485

月～水､金9:00～18:30･木土9:00～13:00

日曜･祝祭日

ファミリー薬局

福山市新市町新市55

(0847)40-3530

(0847)40-3531

月～金9:00～18:00･土9:00～17:00

日曜･祝祭日

クオール薬局御領店

福山市神辺町下御領501-1

(084)966-1700

(084)966-1702

月火木～土9:00～18:00･水9:00～13:30

日曜･祝祭日

ファーマシィ薬局新徳田

福山市神辺町新徳田3-542-2

(084)960-0708

(084)960-0706

月火木金9:00～18:30･水9:00～17:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

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

月火木金8:30～19:00･水土8:30～13:00

日曜･祝日

アリチ薬局新徳田店

福山市神辺町新徳田308

(084)960-0158

(084)960-0158

月～水､金9:00～18:30･木土9:00～13:00

日曜･祝祭日･8/13～8/15･12/29～1/3

かんなべ薬局

福山市神辺町川南1045-4

(084)965-6699

(084)965-6698

月水金9:00～19:30･火9:00～18:30･木土9:00～17:30･祝祭(月水金)9:00～19:30･祝祭(火木土)9:00～17:30

日曜

すずな薬局

福山市神辺町川北1345-12

(084)962-5141

(084)962-5141

月～水､金8:30～18:30･木土8:30～12:30

日曜･祝祭日･お盆・年末年始

オール薬局神辺店

福山市神辺町川北1533

(084)960-3327

(084)960-3328

月火木金9:00～18:30･土9:00～17:00

水曜･日曜･祝日

ププレひまわり薬局川北店 福山市神辺町川北362

(084)966-3181

(084)966-3182

月～水､金8:30～19:00･土8:30～17:00

木曜･日曜･祝日

しんめい堂薬局

福山市神辺町道上2981-3

(084)960-3061

(084)960-3062

月～金8:30～18:00･土8:30～13:00

日曜･祝祭日

アリチ薬局平野店

福山市神辺町平野120-7

(084)960-5666

(084)960-5666

月火木金9:00～18:30･水土9:00～12:30(但し第1･3土曜は9:00～17:00､祝祭日の場合は休業) 日曜･祝祭日･祝祭日にあたる土曜･12/29～1/3･8/13～8/15

にこぴん薬局三新田店

福山市水呑町4447

(084)968-0251

(084)956-6300

月～金9:00～18:30･土9:00～17:30

日曜･祝日

にこぴん薬局千田町店

福山市千田町2-47-5

(084)961-0251

(084)961-0252

月水金8:15～17:30･火木8:15～17:15･土8:15～12:30

日曜･祝祭日

鳳鳴館薬局

福山市草戸町3-10-36

(084)923-3538

(084)923-3538

月～土9:00～18:00

日曜･祝祭日

ププレひまわり薬局多治米店 福山市多治米町2-12-10

(084)957-2773

(084)957-2739

月～水､金9:00～19:00･木土9:00～18:00

日曜･祝日

エスマイル薬局たじめ店

福山市多治米町2-15-15

(084)954-1193

(084)954-1194

月火木金8:30～18:00･土8:30～16:00

水曜･日曜･祝日

在宅支援

福山市多治米町5-23-39

(084)920-3142

(084)920-3142

月～土9:30～18:30

日曜･祝日

イヨウ薬局大門店

福山市大門町1-39-18

(084)946-4044

(084)946-4044

月～水､金9:00～17:35･木9:00～17:00･土9:00～12:05

日曜･祝日

東手城ココフル薬局

福山市東手城町1-3-11

(084)945-9700

(084)945-9702

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝祭日

東手城薬局

福山市東手城町3-12-13

(084)945-0413

(084)945-0416

月～水､金土8:30～18:30･木8:30～16:30

日曜･祝祭日

フジエ調剤薬局

福山市藤江町1725-4

(084)935-8826

(084)935-8826

月～水､金9:00～12:30 14:00～18:00･木土9:00～12:30

日曜･祝祭日

サン・メディカル薬局道三店 福山市道三町5-15

(084)928-3021

(084)928-0432

月～水､金9:00～18:00･木土9:00～13:00

日曜･祝日

かえで薬局

(084)959-4002

(084)959-4003

月～水､金土9:00～18:00･木9:00～13:00

日曜･祝祭日

ザグザグ薬局多治米店

福山市南蔵王町4-12-27

新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対し、電話等で服薬指導を行い、迅速に薬剤が交付できる薬局
令和3年9月1日現在

（広島県薬剤師会会員・応需薬局のみ掲載。黄色は無菌調剤(注射薬)の調剤が可能な薬局）
薬局名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

開局時間

休日

ププレひまわり薬局蔵王店 福山市南蔵王町6-2-5

(084)959-6177

(084)959-6178

月～土9:00～18:00

日曜･祝日･12/31～1/3

薬局プラスファーマシー

(084)936-2068

(084)936-1704

月～水､金8:30～18:00･木土8:30～12:30

日曜･祭日､8/13～8/15､12/31､1/1～1/3

ププレひまわり薬局木之庄店 福山市木之庄町1-11-12

(084)959-5361

(084)959-5362

月～水､金9:00～19:00･木土9:00～18:00

日曜･祝日･12/31～1/3

木之庄薬局

福山市木之庄町2-7-3

(084)925-3125

(084)925-3129

月～水､金9:00～19:00･木8:00～16:00･土9:00～17:00

日曜･祝日

ふれあいローズ薬局

福山市野上町2-6-8

(084)973-9880

(084)973-9881

月～土9:00～18:30

日曜･祝日

ファーマシィ薬局野上

福山市野上町3-4-32

(084)923-7515

(084)923-7515

月火木金9:00～18:00･水土9:00～13:00

日曜･祝日

アプコ松永薬局

福山市柳津町1-2-29

(084)930-0193

(084)930-0194

月火木金9:00～18:00･水9:00～17:00･土9:00～12:30

日曜･祝日

エスマイル薬局みどり町店 福山市緑町2-40

(084)927-1193

(084)927-1194

月～金9:00～18:00･土9:00～13:00

日曜･祝日･8/13～8/15･12/31～1/3

あゆみ薬局

(0846)63-1052

(0846)63-0345

月～水､金8:00～17:00･木土8:00～12:00

日曜･祝祭日

福山市本郷町1598-1

豊田郡大崎上島町沖浦1001-2

