
Ｎｏ 区名 薬局名 住所 備考

1 中区 エスマイル薬局県庁駅前店 基町10-90

2 中区 センター薬局 基町6-27

3 中区 センター薬局9 基町6-27アクアセンター街9階

4 中区 ウォンツ地下街シャレオ薬局 基町地下街105号

5 中区 そよかぜ薬局 吉島新町2-3-10

6 中区 ウォンツ薬局メディカルモール吉島店 吉島西二丁目14-12　1階

7 中区 ウォンツ吉島薬局 吉島西二丁目15-12

8 中区 鞍掛薬局 光南1-16-21

9 中区 江波二本松薬局 江波二本松１丁目2ー22

10 中区 エスマイル薬局なか調剤店 国泰寺町１-5-18

11 中区 すずらん薬局紙屋町ビル店 紙屋町2-2-2

12 中区 ウォンツ舟入本町薬局 舟入本町13-6

13 中区 すずらん薬局舟入本町店 舟入本町7-16

14 中区 ウォンツ舟入市民病院前薬局 舟入本町8-1

15 中区 ウォンツ十日市薬局 十日市町一丁目1番9号 1F

16 中区 アプコ調剤薬局 新天地4-6

17 中区 ひらもと薬局　千田店 千田町2-1-29

18 中区 ウォンツ薬局　日赤病院前2号店 千田町一丁目5-6

19 中区 ウォンツ薬局　日赤病院前3号店 千田町一丁目5番2号　1F

20 中区 ウォンツ薬局日赤病院前店 千田町一丁目7-10

21 中区 すずらん薬局本店 袋町4-1

22 中区 アプコUnity薬局大手町 大手町1-1-20ニュー大手町ビル1F

23 中区 すずらん薬局大手町店 大手町1-5-22

24 中区 ひろみ薬局大手町店 大手町3-13-6

25 中区 中電前薬局 大手町3丁目1-14

26 中区 すずらん薬局竹屋町店 竹屋町8-8 1階

27 中区 ウォンツ平和大通り薬局 中町7-16

28 中区 アスト薬局 鶴見町１４－２

29 中区 ウォンツ薬局　八丁堀交差点前 鉄砲町10番13号　7階

30 中区 ウォンツ薬局鉄砲町店 鉄砲町9-10

31 中区 エスマイル薬局ひので店 猫屋町1-17

32 中区 らいおん薬局 猫屋町1-18

33 中区 めいぷる薬局 白島北町17-1　原田フラット1F

34 中区 ウォンツ薬局白島通り店 八丁堀12-4　1F

35 中区 ウォンツ八丁堀電停前薬局 八丁堀14-10 1F

36 中区 オール薬局八丁堀店 八丁堀14-7-1F

37 中区 フジミ薬局 富士見町5-5

38 中区 赤松薬局 本通8-29

39 中区 立町薬局 立町4-2 大橋ビル２階

40 中区 ハーティ薬局幟町店 幟町13-4広島マツダビル1階
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中区 40店舗



41 東区 あすか薬局温品店 温品１丁目２ー44

42 東区 ハート薬局温品店 温品7-10-11-14

43 東区 ウォンツフォレオ広島東薬局 温品一丁目3-2

44 東区 ウォンツ下温品薬局 温品七丁目11-34

45 東区 ノムラ薬局牛田旭店 牛田旭1丁目13-12-101

46 東区 あおぞら薬局不動院前店 牛田新町3丁目3-7

47 東区 ノムラ薬局牛田店 牛田早稲田1-8-4

48 東区 やまと薬局 牛田東1-1-25

49 東区 アニー薬局 戸坂千足1-3-12

50 東区 ウォンツ戸坂薬局 戸坂千足二丁目7番20号

51 東区 山陽堂薬局　へさか茶臼城山店 戸坂南2-8-13

52 東区 同仁薬局 光町1-11-5

53 東区 エスマイル薬局鉄道病院前店 光町１丁目11-5

54 東区 ウォンツ薬局光町2号店 光町一丁目9-28

55 東区 ウォンツ薬局光町店 光町二丁目7-17

56 東区 マザー薬局ザ広島タワー店 若草町11-1-102

57 東区 若草薬局 若草町5-3-1F

58 東区 パンダ薬局 若草町9-6-102

59 東区 タウン薬局曙店 曙1-8-28

60 東区 ホーム薬局中山店 中山東2-2-1-1

61 東区 矢賀薬局 矢賀１丁目1-32

62 東区 ベスト薬局 府中店 矢賀新町3-1-3

63 西区 （有）すず薬局 井口3-10-23

64 西区 アイワ薬局井口鈴峰 井口3丁目10－20

65 西区 ウォンツ井口明神薬局 井口明神1丁目1-10

66 西区 鈴が台薬局 井口鈴が台3-5-20

67 西区 ニシダイ薬局 観音本町2-3-3

68 西区 古江ステーション薬局 古江新町２-１２安道ビル１F

69 西区 もみじが丘薬局 己斐上2-35-23

70 西区 りら薬局 己斐上２丁目１１－５

71 西区 西広島どんぐり薬局 己斐本町3丁目1-6

72 西区 ウォンツ己斐駅前薬局 己斐本町一丁目9-24

73 西区 ウォンツ己斐本町薬局 己斐本町二丁目13-24

74 西区 すずらん薬局庚午店 庚午中3-6-11

75 西区 ウォンツ薬局　庚午中店 庚午中三丁目5番10号　峯野ビル1F

76 西区 ウォンツ薬局古江駅前店 庚午中二丁目19-20

77 西区 こばと薬局　高須店 庚午北2丁目22-4

78 西区 たかす薬局 庚午北3-11-12

79 西区 有）勝谷漢方薬局 庚午北３－２１－２

80 西区 ムラオカ薬局 高須1-1-2

81 西区 福井薬局 三篠町2-11-6

82 西区 マロン薬局 三篠町３丁目21-14　高品ビル1F

83 西区 まえだ薬局三篠北町店 三篠北町19-27イケダビル１階

東区 22店舗

西区 31店舗



84 西区 フレア薬局 西観音町２３－１７

85 西区 後藤ふれあい薬局 草津新町2ｰ8ｰ13

86 西区 すばる薬局 草津東1-8-1

87 西区 山陽堂薬局中広店 中広町２丁目３番５号

88 西区 ハート薬局観音店 南観音2-7-14

89 西区 みらい薬局 南観音２丁目３－３７

90 西区 サザン薬局 南観音6丁目1-6ドマーニタセイビル

91 西区 楠木プラス薬局 楠木町4-16-19

92 西区 ウォンツ楠木薬局 楠木町三丁目1番10号

93 西区 ひまわり薬局 福島町1-22-7

94 南区 ハート薬局海岸店 宇品海岸2-11-6 1F

95 南区 イオン薬局みゆき店 宇品御幸1丁目９－１２

96 南区 有限会社　岡田経三薬局 宇品御幸5-19-13

97 南区 ハート薬局中央店 宇品神田1-4-28　1F

98 南区 ファーマシィ薬局宇品神田 宇品神田1－4－3

99 南区 たちばな薬局 宇品神田4-12-12

100 南区 ハート薬局神田店 宇品神田5-20-13　1F

101 南区 広島南薬局 宇品神田一丁目４－２

102 南区 オール薬局宇品店 宇品西3-1-45-1

103 南区 ウォンツ宇品東薬局 宇品東二丁目3番18号

104 南区 イオン薬局宇品店 宇品東六丁目1番15号

105 南区 オリタ薬局 猿猴橋町2-11

106 南区 ハート薬局みなみ店 皆実町4-22-2

107 南区 向洋薬局 向洋中町１－６

108 南区 池田博愛堂薬局 出汐1-3-11

109 南区 ファーマシィ薬局広島タワービル 松原町5-1 4階

110 南区 橋本薬局 松原町9-1

111 南区 クオール薬局広島駅前通店 松川町1-15ポエム松川1F

112 南区 アイ薬局 仁保新町1-9-14

113 南区 日本調剤　みどり町薬局 翠5-17-10

114 南区 ウォンツ薬局　県病院前店 翠五丁目17-12

115 南区 えんこう橋薬局 西荒神町1－45

116 南区 くらかけ薬局 青崎1-8-8

117 南区 高山薬局 青崎1丁目10-10

118 南区 マツイ薬局 段原三丁目3-29

119 南区 イオン薬局広島段原店 段原南1-3-52 2階

120 南区 段原薬局 段原南２丁目3-24

121 南区 ウォンツ段原薬局 段原南一丁目1-21

122 南区 エスマイル薬局東雲店 東雲本町2丁目1-8北岡ビル１F

123 南区 南蟹屋れもん薬局 南蟹屋1-3-35

124 南区 キクイチ薬局 比治山町６－１４

125 安芸区 有限会社アーニスト瀬野薬局 瀬野1-26-3

126 安芸区 みどり坂薬局 瀬野2-12-13

安芸区 12店舗
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127 安芸区 すずらん薬局船越店 船越南2-18-9

128 安芸区 船越南どんぐり薬局 船越南3-25-28

129 安芸区 エスマイル薬局平和店 船越南3丁目6-13

130 安芸区 タウン薬局安芸中野店 中野3丁目９－６

131 安芸区 ｻﾝﾖｰﾌｧｰﾏｼｰ中野薬局 中野5丁目13-32

132 安芸区 トラスト調剤　なのはな薬局 中野東4-18-1

133 安芸区 安芸ふれあい薬局 中野東5丁目1-7

134 安芸区 安芸畑賀薬局 畑賀2丁目22-36

135 安芸区 レデイ薬局矢野駅前店 矢野西4丁目3-15-101

136 安芸区 すみれ薬局 矢野東4-1-9

137 佐伯区 豊見薬局 旭園2-22

138 佐伯区 薬局ドラッグス　ソウ 旭園4-29

139 佐伯区 薬局ドラッグスソウ　南口店 旭園4-35

140 佐伯区 フラワー調剤薬局 海老園1-7-16

141 佐伯区 南海老園豊見薬局 海老園1-8-25

142 佐伯区 アポロ薬局 海老園2-11-1

143 佐伯区 海老山薬局 海老山町7-11

144 佐伯区 みなが薬局 皆賀2-2-23

145 佐伯区 楽々園しみず薬局 楽々園2-2-13

146 佐伯区 ファインしみず薬局 楽々園2-2-2

147 佐伯区 ライフしみず薬局 楽々園4-5-2

148 佐伯区 オール薬局 五日市西店 五日市1丁目14-27-102

149 佐伯区 あさがお薬局 五日市2-9-10-4

150 佐伯区 五日市豊見薬局 五日市4丁目4-31

151 佐伯区 長谷川薬局 五日市5－10－25

152 佐伯区 オール薬局　五日市店 五日市駅前1-5-18-101

153 佐伯区 キララ薬局　五日市北口店 五日市駅前1丁目11-5

154 佐伯区 薬局ドラッグスソウ　北口店 五日市駅前3-4-15-1

155 佐伯区 薬局ドラッグスソウ　フレスタ波出石店 五日市中央7-16-26

156 佐伯区 エイコー堂薬局スパーク佐方店 三筋２－１０－４１

157 佐伯区 フラワー薬局城山店 城山2-2-2

158 佐伯区 すずらん薬局五日市観音店 坪井1-21-44

159 佐伯区 湯来しみず薬局 湯来町白砂588-1

160 佐伯区 もみじ薬局藤の木店 藤の木1-31-13

161 佐伯区 ハート薬局八幡店 八幡2-6-18

162 佐伯区 八幡アゼリア薬局 八幡5-10-1

163 佐伯区 ウォンツ八幡西薬局 八幡東3-19-8

164 佐伯区 ひまわり薬局佐伯店 八幡東３丁目１１－２８

165 安佐南区 林薬局 上祇園店 祇園2-22-24

166 安佐南区 祇園プラス薬局 祇園3-12-12-1

167 安佐南区 マスダ薬局 祇園6-17-12

168 安佐南区 ぎおん薬局 祇園二丁目42-13

安芸区 12店舗
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169 安佐南区 ウォンツ祗園薬局 祗園三丁目15番21号

170 安佐南区 ワイズ薬局 山本4丁目26-23 吉田ビル1F

171 安佐南区 いこいの森薬局 山本９－４－８

172 安佐南区 オール薬局山本店 山本一丁目11-10

173 安佐南区 すずらん薬局上安店 上安2-29-11

174 安佐南区 すずらん薬局川内店 川内1-15-3

175 安佐南区 つぼみ薬局 川内4-7-27

176 安佐南区 ウォンツ相田薬局 相田一丁目3番18号

177 安佐南区 びーだま薬局 大町西　1-1-11

178 安佐南区 パークフロント薬局 大塚西4丁目8-31

179 安佐南区 中筋アトム薬局 中筋1丁目3－11

180 安佐南区 ウォンツ中須薬局 中須1丁目7-7

181 安佐南区 レデイ薬局長楽寺店 長楽寺1-3-16

182 安佐南区 ウォンツ長楽寺薬局 長楽寺一丁目29-25

183 安佐南区 ひがしの薬局 東野2-12-15

184 安佐南区 ウォンツ八木城南薬局 八木1丁目28-9

185 安佐南区 かえで薬局 八木4丁目6-7

186 安佐南区 オール薬局沼田店 伴東5-19-23

187 安佐南区 ウォンツ　フレスポ西風新都薬局 伴南四丁目1番1号

188 安佐南区 エスマイル薬局緑井店 緑井1丁目5-1-202

189 安佐南区 パール薬局佐東店 緑井5-8-10

190 安佐南区 ウォンツ緑井薬局 緑井三丁目17-20

191 安佐北区 可部中央薬局 可部4丁目15-18

192 安佐北区 アレス薬局可部店 可部６丁目３－２４

193 安佐北区 なかしま薬局 可部南4丁目17-10-101

194 安佐北区 アイビー薬局可部 可部南4丁目９－１５

195 安佐北区 ウォンツ薬局　安佐市民病院前店 可部南二丁目2番28号

196 安佐北区 ノムラ薬局亀山店 亀山7-5-12

197 安佐北区 ウォンツ亀山薬局 亀山三丁目3-19

198 安佐北区 ウォンツ高陽矢口薬局 口田一丁目21番23号

199 安佐北区 ウォンツ口田薬局 口田三丁目30番4号

200 安佐北区 エスマイル薬局 口田南店 口田南7丁目12‐27

201 安佐北区 ふかわ薬局 深川5-19-8

202 安佐北区 オール薬局　深川店 深川5-39-3

203 安佐北区 白木薬局 白木町小越194-9

204 安佐北区 エスマイル薬局おちあい店 落合1-13-6

205 安佐北区 もろき薬局 落合南7丁目4番21号

安佐南区 26店舗

安佐北区 15店舗


