指定薬局一覧
Ｈ２９．１０更新
名 称

住 所

有限会社西本広薬局

呉市広本町1丁目11-34

中本薬局

呉市本通5-1-28

ひらもと薬局

呉市東中央1-6-22

のばら薬局

呉市焼山此原町21-2

株式会社中島薬局呉駅ビル店

呉市宝町1番16号

株式会社中島薬局畑店

呉市西畑町17-4

たちかけ薬局

呉市広大新開2-5-23

豊島薬局

呉市豊浜町豊島4027番地

あおぞら薬局 広公園店

呉市広駅前1丁目4-64

ライフ薬局

呉市川尻町西2丁目12-34

ホーム薬局

呉市安浦町中央2丁目2番6号

あおぞら薬局

呉市宮原五丁目5-2

株式会社小松薬局山ノ上店

呉市焼山中央1丁目2-11

株式会社小松薬局 焼山北店

呉市焼山北1丁目7-7

株式会社小松薬局 本庄店

呉市焼山本庄4丁目8-13

あおぞら薬局広中町店

呉市広中町11-17

みどり薬局

呉市倉橋町7382-2

エンゼル薬局

呉市焼山中央1丁目10-8-104

健康堂薬局

呉市三条3丁目2-11

のぞみ薬局

呉市広古新開2-5-23

労災前のぞみ薬局

呉市広多賀谷1-2-26

株式会社小松薬局

呉市中通1丁目3-19

株式会社小松薬局 東片山店

呉市東片山町10-15

ニック労災前薬局

呉市広多賀谷1-2-61

井上一誠堂薬局 焼山店

呉市焼山北3丁目6-16

井上一誠堂薬局 警固屋店

呉市警固屋4丁目2-30

井上一誠堂薬局

呉市中通4丁目4番14号

さいとう薬局

呉市海岸2丁目2番7号102

オール薬局 呉本通店

呉市本通7丁目1-30

アロー薬局呉中央店

呉市中央3丁目2-1

アロー薬局東中央店

呉市東中央4丁目6-1

オーツカ薬局

呉市本通3-2-16

メディカル・ワン薬局 呉店

呉市宝町5-10 ゆめタウン呉内

二反田薬局

呉市阿賀北6-3-10-101

フタバ薬局本通店

呉市本通4丁目6番7号

シンメ薬局

呉市阿賀北5丁目15-7

ウォンツ広白石薬局

呉市広白石1-3-35

ウォンツ広本町薬局

呉市広本町3-21-1

有限会社スミヨシ薬局

呉市下蒲刈町下島2488

みつば薬局

呉市中央2丁目6-7

オーツカ薬局Ⅱ

呉市三条2丁目12番6号

宮原薬局

呉市宮原5丁目5番12号

あおぞら薬局 広国際通り店

呉市広古新開8丁目7-23

栄町薬局 広店

呉市広古新開2丁目15-22

栄町薬局 本通店

呉市本通4丁目2-12

栄町薬局

呉市東中央1丁目6-15

すずらん吉浦薬局

呉市吉浦本町1丁目2-6

第一薬局

呉市本通3丁目4-5

マリン薬局広中央店

呉市広古新開1丁目3-13

マリン薬局広店

呉市広駅前1丁目2-19

マリン薬局阿賀店

呉市阿賀中央6丁目1-34

マリン薬局三津田店

呉市三条3丁目5-14

マリン薬局三条店

呉市三条2丁目15-11

マリン薬局海岸通店

呉市三条1丁目9-2

ケツメイシ薬局

呉市焼山中央2丁目9-40

あおば薬局

呉市東中央2丁目7番14号

ワカバ薬局

呉市中央4丁目4番2号

株式会社広島メディクス ももたろう薬局 焼山店

呉市焼山中央2-9-22

ももたろう薬局 郷町店

呉市郷町6-27

ももたろう薬局 海岸店

呉市海岸1-4-10

ももたろう薬局 吉浦店

呉市吉浦宮花町7-12

クレディ薬局

呉市広駅前1丁目2番45号

株式会社中央薬局

呉市中通3丁目1番17号

あが中央薬局

呉市阿賀中央6丁目2-11-2F

瀬田薬局

呉市朝日町1-1

かまだ薬局

呉市本通1丁目1-13

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

康仁薬局広本町店

呉市広本町3-12-11

康仁薬局呉中央店

呉市中央1-3-1

康仁薬局仁方店

呉市仁方西神町6番

康仁薬局広二級橋店

呉市広古新開1丁目1番32号

康仁薬局呉本町店

呉市本通4-10-5

さんくす薬局呉店

呉市中央2丁目6-10

康仁薬局新広店

呉市広古新開7丁目8-2 広サンフラワービル1F

康仁薬局神山店

呉市神山3丁目3-5

くるみ薬局焼山店

呉市焼山中央2-1-21

オール薬局 阿賀店

呉市阿賀中央6-2-11

オール薬局 中通店

呉市中通1-3-12

オール薬局 焼山店

呉市焼山中央2-5-9

オール薬局 東中央店

呉市東中央2-8-17

オール薬局 川尻店

呉市川尻町西2-4-41

オール薬局 新栄橋店

呉市西中央1-3-10

オール薬局 伏原店

呉市伏原2-8-21

オール薬局 海岸通店

呉市海岸2-17-6

オール薬局 吉浦店

呉市吉浦東本町1-7-7

中町薬局

呉市広中町15-26

オレンジ薬局

呉市下蒲刈町下島2176-4

竹内薬局

呉市広本町1-9-20

アイセイ薬局 呉ひろ店

呉市広白石4丁目7-12

有限会社ナカマチ薬局

呉市音戸町鰯浜2丁目3番29号

あすなろ薬局

呉市広古新開7丁目40-1

広薬局

呉市広大新開1-4-18

有限会社ひかり薬局

呉市本通2丁目3番15号

幸城薬局 南隠渡店

呉市音戸町南隠渡1-8-19-4

タウン薬局

呉市広大新開1-4-2

ホワイト薬局

呉市東中央1丁目4-17

幸城薬局 田原店

呉市音戸町田原2丁目2番12号

幸城薬局 藤三御所ノ浦店

呉市音戸町高須3丁目7-5

黒木薬局

呉市本通1丁目3-8

株式会社にじむら薬局

呉市広多賀谷1丁目3番40号

有限会社仁方本町薬局

呉市仁方本町2丁目9-25

エール薬局 呉宝町店

呉市中通2丁目3番30-101号

エール薬局 焼山店

呉市焼山中央1丁目13-10

有限会社ウエダ調剤薬局

呉市阿賀北3丁目4-15

コスモス薬局 呉中通店

呉市中通2-8-18 にいたにクリニックビル1階

コスモス薬局

呉市中央6-5-18

さくら薬局

呉市中通3丁目3-25

エスマイル薬局呉本町店

呉市本町9-8

天応南薬局

呉市天応南町1934-1

かまがり薬局

呉市下蒲刈町下島2119番31

エスマイル薬局呉駅前店

呉市西中央1-6-18

有限会社森川薬局

呉市宮原3丁目9-21

有限会社佐々木回生堂薬局

呉市西畑町2-12

光原薬局

呉市安浦町中央1丁目3-25

有限会社ひかり薬局

呉市豊町大長5008-2

有限会社焼山貴船薬局

呉市焼山中央2丁目6-37

純薬㈱音戸アゼリア薬局

呉市音戸町引地一丁目4-1

広貴船薬局

呉市広大新開3丁目2-18

うさぎ薬局

呉市焼山西2丁目1-34

アロー薬局呉店

呉市本通6丁目2-15

㈲けごや薬局

呉市警固屋五丁目4-17

たんぽぽ薬局

呉市和庄登町12-19

株式会社 くれ本通薬局

呉市本通6丁目6-7

日本調剤 呉薬局

呉市西中央3丁目2-1

ソルベ薬局

呉市広大新開1丁目8-8-102

クレオ薬局

呉市中央1-5-15

康仁薬局宝町店

呉市宝町2-23-1

小早川薬局

呉市西中央1丁目6-31

そうごう薬局川尻店

呉市川尻町東1丁目21番2号

そうごう薬局 藤脇店

呉市音戸町藤脇2丁目18番8号

オール薬局 新広店

呉市広古新開７丁目23-9

ひらもと薬局 西中央店

呉市西中央2丁目1番地12

株式会社小松薬局 郷原店

呉市郷原町2379番地38

