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2021年4月28日現在

登録番号 薬局名 所在地

5001 段原薬局 広島市南区段原南２丁目3-24

5002 有限会社　岡田経三薬局 広島市南区宇品御幸5-19-13

5003 たちばな薬局 広島市南区宇品神田4-12-12

5004 アイ薬局 広島市南区仁保新町1-9-14

5005 日本調剤　みどり町薬局 広島市南区翠5-17-10

5006 くらかけ薬局 広島市南区青崎1-8-8

5007 キクイチ薬局 広島市南区比治山町６−１４

5008 オール薬局宇品店 広島市南区宇品西3-1-45-1

5009 高山薬局 広島市南区青崎1丁目10-10

5010 オリタ薬局 広島市南区猿猴橋町2-11

5011 向洋薬局 広島市南区向洋中町１−６

5012 イオン薬局広島段原店 広島市南区段原南1-3-52 2階

5013 マツイ薬局 広島市南区段原三丁目3-29

5014 池田博愛堂薬局 広島市南区出汐1-3-11

5015 イオン薬局みゆき店 広島市南区宇品御幸1丁目９−１２

5016 橋本薬局 広島市南区松原町9-1

5017 ハート薬局中央店 広島市南区宇品神田1-4-28　1F

5018 ハート薬局みなみ店 広島市南区皆実町4-22-2

5019 南蟹屋れもん薬局 広島市南区南蟹屋1-3-35

5020 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

5021 ハート薬局神田店 広島市南区宇品神田5-20-13　1F

5022 ハート薬局海岸店 広島市南区宇品海岸2-11-6 1F

5023 えんこう橋薬局 広島市南区西荒神町1−35−1

5024 エスマイル薬局東雲店 広島市南区東雲本町2丁目1-8北岡ビル１F

5025 ファーマシィ薬局宇品神田 広島市南区宇品神田1−4−3

5026 イオン薬局宇品店 広島市南区宇品東六丁目1番15号

5027 広島南薬局 広島市南区宇品神田一丁目４−２

5028 ウォンツ段原薬局 広島市南区段原南一丁目1-21

5029 ウォンツ宇品東薬局 広島市南区宇品東二丁目3番18号

5030 ウォンツ薬局　県病院前店 広島市南区翠五丁目17-12

5031 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 4階

5032 ハート薬局　東雲店 広島市南区東雲本町1-1-34-1F

5033 あんず薬局　仁保店 広島市南区仁保新町2-4-6-103

5034 すみれ薬局神田店 広島市南区宇品神田2丁目14-22

5035 ルピナス薬局 広島市南区仁保新町1-4-12

6001 ひまわり薬局 広島市西区福島町1-22-7

6002 まえだ薬局三篠北町店 広島市西区三篠北町19-27イケダビル１階

6003 すばる薬局 広島市西区草津東1-8-1

6004 アイワ薬局井口鈴峰 広島市西区井口3丁目10−20

6005 こばと薬局　高須店 広島市西区西区庚午北2丁目22-4

6006 ニシダイ薬局 広島市西区観音本町2-3-3

6007 山陽堂薬局中広店 広島市西区中広町２丁目３番５号

6008 フレア薬局 広島市西区西観音町２３−１７



6009 西広島どんぐり薬局 広島市西区己斐本町3丁目1-6

6010 マロン薬局 広島市西区三篠町３丁目21-14　高品ビル1F

6011 福井薬局 広島市西区三篠町2-11-6

6012 楠木プラス薬局 広島市西区楠木町4-16-19

6013 （有）すず薬局 広島市西区井口3-10-23

6014 ムラオカ薬局 広島市西区高須1-1-2

6015 有）勝谷漢方薬局 広島市西区庚午北３−２１−２

6016 みらい薬局 広島市西区西区南観音２丁目３−３７

6017 もみじが丘薬局 広島市西区己斐上2-35-23

6018 ハート薬局観音店 広島市西区南観音2-7-14

6019 鈴が台薬局 広島市西区井口鈴が台3-5-20

6020 古江ステーション薬局 広島市西区古江新町２-１２安道ビル１F

6021 すずらん薬局庚午店 広島市西区庚午中3-6-11

6022 たかす薬局 広島市西区西区庚午北3-11-12

6023 りら薬局 広島市西区己斐上２丁目１１−５

6024 後藤ふれあい薬局 広島市西区草津新町2ｰ8ｰ13

6025 サザン薬局 広島市西区南観音6丁目1-6ドマーニタセイビル

6026 ウォンツ己斐本町薬局 広島市西区己斐本町二丁目13-24

6027 ウォンツ己斐駅前薬局 広島市西区己斐本町一丁目9-24

6028 ウォンツ薬局古江駅前店 広島市西区庚午中二丁目19-20

6029 ウォンツ薬局　庚午中店 広島市西区庚午中三丁目5番10号　峯野ビル1F

6030 ウォンツ井口明神薬局 広島市西区井口明神1丁目1-10

6031 ウォンツ楠木薬局 広島市西区楠木町三丁目1番10号

6032 三篠アルファ薬局 広島市西区三篠北町19-16

6033 こごみ薬局 広島市西区草津梅が台12-5

6034 そうごう薬局草津店 広島市西区草津本町15-20

6035 ソルベ薬局草津店 広島市西区草津本町24-6

7001 ワイズ薬局 広島市安佐南区山本4丁目26-23 吉田ビル1F

7002 かえで薬局 広島市安佐南区八木4丁目6-7

7003 祇園プラス薬局 広島市安佐南区祇園3-12-12-1

7004 いこいの森薬局 広島市安佐南区山本９−４−８

7005 ぎおん薬局 広島市安佐南区祇園二丁目42-13

7006 レデイ薬局長楽寺店 広島市安佐南区長楽寺1-3-16

7007 オール薬局沼田店 広島市安佐南区伴東5-19-23

7008 マスダ薬局 広島市安佐南区祇園6-17-12

7009 ひがしの薬局 広島市安佐南区東野2-12-15

7010 パークフロント薬局 広島市安佐南区大塚西4丁目8-31

7011 つぼみ薬局 広島市安佐南区川内4-7-27

7012 すずらん薬局川内店 広島市安佐南区川内1-15-3

7013 すずらん薬局上安店 広島市安佐南区上安2-29-11

7014 エスマイル薬局緑井店 広島市安佐南区緑井1丁目5-1-202

7015 中筋アトム薬局 広島市安佐南区中筋1丁目3−11

7016 オール薬局山本店 広島市安佐南区山本一丁目11-10

7017 ウォンツ中須薬局 広島市安佐南区中須1丁目7-7

7018 ウォンツ緑井薬局 広島市安佐南区緑井三丁目17-20

7019 ウォンツ八木城南薬局 広島市安佐南区八木1丁目28-9



7020 ウォンツ祗園薬局 広島市安佐南区祗園三丁目15番21号

7021 ウォンツ相田薬局 広島市安佐南区相田一丁目3番18号

7022 ウォンツ長楽寺薬局 広島市安佐南区長楽寺一丁目29-25

7023 ウォンツ　フレスポ西風新都薬局 広島市安佐南区伴南四丁目1番1号

7024 パール薬局佐東店 広島市安佐南区緑井5-8-10

7025 びーだま薬局 広島市安佐南区大町西　1-1-11

7026 林薬局 上祇園店 広島市安佐南区祇園2-22-24

7027 ププレひまわり薬局　伴東店 広島市安佐南区伴東5-21-2

7028 まえだ薬局　西原店 広島市安佐南区西原1-25-39-4

7029 相田薬局 広島市安佐南区相田1丁目10-15

7030 ドレミ薬局 広島市安佐南区中須2-20-40

8001 豊見薬局 広島市佐伯区旭園2-22

8002 ひまわり薬局佐伯店 広島市佐伯区八幡東３丁目１１−２８

8003 ライフしみず薬局 広島市佐伯区楽々園4-5-2

8004 楽々園しみず薬局 広島市佐伯区楽々園2-2-13

8005 ファインしみず薬局 広島市佐伯区楽々園2-2-2

8006 湯来しみず薬局 広島市佐伯区湯来町白砂588-1

8007 フラワー薬局城山店 広島市佐伯区城山2-2-2

8008 五日市豊見薬局 広島市佐伯区五日市4丁目4-31

8009 オール薬局 五日市西店 広島市佐伯区五日市1丁目14-27-102

8010 八幡アゼリア薬局 広島市佐伯区八幡5-10-1

8011 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

8012 オール薬局　五日市店 広島市佐伯区五日市駅前1-5-18-101

8013 フラワー調剤薬局 広島市佐伯区海老園1-7-16

8014 もみじ薬局藤の木店 広島市佐伯区藤の木1-31-13

8015 ハート薬局八幡店 広島市佐伯区八幡2-6-18

8016 海老山薬局 広島市佐伯区海老山町7-11

8017 すずらん薬局五日市観音店 広島市佐伯区坪井1-21-44

8018 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

8019 薬局ドラッグス　ソウ 広島市佐伯区旭園4-29

8020 薬局ドラッグスソウ　南口店 広島市佐伯区旭園4-35

8021 南海老園豊見薬局 広島市佐伯区佐伯区海老園1-8-25

8022 エイコー堂薬局スパーク佐方店 広島市佐伯区三筋２−１０−４１

8023 キララ薬局　五日市北口店 広島市佐伯区五日市駅前1丁目11-5

8024 みなが薬局 広島市佐伯区皆賀2-2-23

8025 ウォンツ八幡西薬局 広島市佐伯区八幡東3-19-8

8026 長谷川薬局 広島市佐伯区五日市5−10−25

8027 アポロ薬局 広島市佐伯区海老園2-11-1

8028 あさがお薬局 広島市佐伯区五日市2-9-10-4

8029 オール薬局　楽々園店 広島市佐伯区楽々園３丁目1-8

8030 オレンジ薬局 広島市佐伯区海老園1-5-44　ミレニアムビル1F

8031 コイン通り薬局 広島市佐伯区五日市中央2-1-10

8032 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


