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登録番号 薬局名 所在地

10001 旭町薬局 福山市入船町1-7-26

10002 アプコ松永薬局 福山市柳津町1丁目2番29号

10003 ファーマシィ薬局みのみ 福山市水呑町1957-2

10004 宮野薬局 福山市南町2-12

10005 美泉堂薬局 福山市本町8-29

10006 菜の花薬局 福山市神辺町川南3143-7

10007 有限会社鳳鳴館薬局 福山市草戸町3-10-36

10008 ウォンツ福山駅家薬局 福山市駅家町万能倉1246-2

10009 松永エル薬局 福山市松永町350-13

10010 エル調剤薬局 福山市今津町4-26-54-4

10011 むべやま薬局 福山市駅家町向永谷666-1

10012 あしべ薬局 福山市駅家町大字上山守213番地の1

10013 蔵王薬局 福山市蔵王町162-1

10014 ふれあいローズ薬局 福山市野上町2丁目6-8

10015 今岡薬局 福山市明治町13-15

10016 今岡薬局医療センター前 福山市沖野上町4丁目21-33

10017 ㈱エスマイル　アイワ薬局 福山市加茂町中野403-23

10018 サン・メディカル薬局（松永店） 福山市松永町342-9

10019 オール薬局　神辺店 福山市神辺町川北1533

10020 ザグザグ薬局多治米店 福山市多治米町5-23-39

10021 ザグザグ薬局松永店 福山市今津町3-8-60

10022 ザグザグ薬局曙店 福山市曙町3-19-12

10023 ファーマシィ薬局国立前 福山市沖野上町4丁目23-27

10024 薬局プラスファーマシー 福山市本郷町1598番地の1

10025 ファーマシィ薬局加茂 福山市加茂町上加茂392-1

10026 東手城ココフル薬局 福山市東手城町1丁目3番11号

10027 ウォンツハピネス駅家薬局 福山市駅家町上山守450-5

10028 すがはら薬局 福山市駅家町法成寺108-8

10029 ファーマシィ薬局沖野上 福山市沖野上町4-15-23

10030 有限会社グリーン薬局 福山市千田町三丁目34番28号

10031 にこぴん薬局　手城町店 福山市手城町2-1-16

10032 葦陽王子中央薬局 福山市手城町1-3-44

10033 ファーマシィ薬局神辺 福山市神辺町新徳田3-546-2

10034 葦陽紅葉町薬局 福山市紅葉町3-23

10035 ファーマシィ薬局野上 福山市野上町三丁目4-32

10036 ファーマシィ薬局すみよし 福山市住吉町6-11

10037 にこぴん薬局久松台店 福山市久松台2丁目2-13

10038 サン・メディカル薬局　道三店 福山市道三町5-15

10039 サン・メディカル薬局　新涯店 福山市新涯町1丁目17-1

10040 ファーマシィ薬局伊勢丘 福山市伊勢丘6丁目1-25

10041 ププレひまわり薬局　水呑店 福山市水呑町4457番地

10042 ププレひまわり薬局　木之庄店 福山市木之庄町1丁目11-12

10043 ププレひまわり薬局　多治米店 福山市多治米町2-12-10

10044 ププレひまわり薬局　川北店 福山市神辺町川北362番地

10045 ププレひまわり薬局　御幸店 福山市御幸町下岩成338番地



10046 コスモス薬局 福山市加茂町下加茂992-3

10047 葦陽高西薬局 福山市高西町1-7-29

10048 セブン薬局 福山市春日町七丁目1番24号

10049 くるみ薬局 福山市木之庄町2-7-1

10050 ファーマシィ薬局　新徳田 福山市神辺町新徳田3丁目542-2

10051 野の花薬局 福山市新市町新市1261-6

10052 キューピー堂薬局 福山市西町3丁目12-20

10053 エスマイル薬局　宮内店 福山市新市町宮内349-2

10054 オール薬局　近田店 福山市駅家町近田117-6

10055 新市中央薬局 福山市新市町新市54-1

10056 有限会社有木薬局 福山市霞町三丁目3番12号

10057 かっぱ薬局 福山市新涯町2丁目6番31号

10058 サラダ薬局 福山市山手町2丁目3-15

10059 イヨウ薬局大門店 福山市大門町1-39-18

10060 にこぴん薬局　千田町店 福山市千田町2丁目47-5

10061 アリチ薬局　新徳田店 福山市神辺町新徳田308

10062 アリチ薬局　平野店 福山市神辺町平野120-7

10063 ファーマシィ薬局みのり 福山市今津町二丁目3-9

10064 クオール薬局　御領店 福山市神辺町下御領501-1

10065 ファミリー薬局 福山市新市町新市55

10066 ファーマシィ薬局あけぼの 福山市曙町3-20-21-1

10067 しんめい堂薬局 福山市神辺町道上2981-3

10068 トミヤス薬局 福山市松浜町1丁目1-26

10069 葦陽ミナミ薬局 福山市光南町2-4-4

10070 ファーマシィ薬局　さんて 福山市沖野上町4-22-30

10071 サン・メディカル薬局　川口店 福山市川口町1丁目8番1-105号

10072 どんぐり薬局 福山市多治米町1丁目11-25

10073 葦陽ローズ薬局 福山市霞町2-2-2

10074 ㈲三宅調剤薬局 福山市曙町5-18-20

10075 一般社団法人福山市薬剤師会　野上薬局 福山市野上町3丁目12番1号

10076 スモモ薬局 福山市御門町3-8-8

10077 有木薬局新涯店 福山市新涯町三丁目16-2

10078 ファーマシィ薬局松永ファミール 福山市松永町4-1-4　駅前ロータリーマンション1F

10079 マルシン薬局 福山市新市町新市616

10080 小野薬局 福山市新市町戸手1326-1

10081 にこぴん薬局ばら公園店 福山市松浜町1-10-10

10082 ファーマシィ薬局クレール 福山市御門町3-3-9

10083 オール薬局　松浜店 福山市松浜町4-5-26

10084 にこぴん薬局　三新田店 福山市水呑町4447

10085 ウォンツ福山御船薬局 福山市御船町1-9-3

10086 ファーマシィ薬局今津 福山市今津町2-2-10

10087 ファーマシィ薬局南手城 福山市南手城町2-12-18

10088 にこぴん薬局　港町店 福山市港町2丁目5-23

10089 ファーマシィ薬局新涯 福山市新涯町1丁目5-40

10090 株式会社サン・メディカル薬局（大黒店） 福山市大黒町1-1

10091 エスマイル薬局　駅家店 福山市駅家町倉光306-7

10092 あすか薬局 福山市駅家町万能倉1111-10

10093 ファーマシィ薬局　南本庄 福山市南本庄3-2-16



10094 そうごう薬局　御門店 福山市御門町3丁目2-6

10095 ウォンツ福山伊勢丘薬局 福山市伊勢丘3-3-1

10096 うさぎ薬局 福山市沖野上町3丁目2-13-102

10097 オレンジ薬局　光南店 福山市光南町3-7-12

10098 そうごう薬局蔵王店 福山市南蔵王町5-14-10

10099 そうごう薬局福山店 福山市御門町1-3-31

10100 そうごう薬局幕山中央店 福山市幕山台1-1-1

10101 ファーマシィ薬局たけがはな 福山市水呑町3590-1

10102 ファーマシィ薬局引野 福山市引野町北5丁目8番16号

10103 明神町薬局 福山市明神町2-10-3

10104 そうごう薬局近田店 福山市駅家町近田586-2

10105 有限会社富士薬局 福山市宝町2番21号

10106 くまのみ薬局 福山市御幸町森脇426-8

10107 エスマイル薬局たじめ店 福山市多治米町2-15-15

10108 西江良薬局 福山市駅家町江良425-1

10109 ゆうゆう薬局 福山市松永町5-9-14

10110 内海町薬局 福山市内海町町口351-1

10111 サン・メディカル薬局　東桜町店 福山市東桜町11-10


