
広島市PCR検査事業　登録薬局一覧
2021年4月13日現在

登録番号 薬局名 所在地

1001 アスト薬局
あすとやっきょく

広島市中区鶴見町１４－２
ひろしましなかくつるみちょう１４－２

1002 ハーティ薬局幟町店
はーてぃやっきょくのぼりちょうてん

広島市中区幟町13-4広島マツダビル1階
ひろしましなかくのぼりちょう１３－４ひろしままつだびる１かい

1003 めいぷる薬局
めいぷるやっきょく

広島市中区白島北町17-1　原田フラット1F
ひろしましなかくはくしまきたまち１７－１　はらだふらっと１Ｆ

1004 フジミ薬局
ふじみやっきょく

広島市中区富士見町5-5
ひろしましなかくふじみちょう５－５

1005 中電前薬局
ちゅうでんまえやっきょく

広島市中区大手町3丁目1-14
ひろしましなかくおおてまち３ちょうめ１－１４

1006 鞍掛薬局
くらがかりやっきょく

広島市中区光南1-16-21
ひろしましなかくこうなん１－１６－２１

1007 立町薬局
たてまちまちやっきょく

広島市中区立町4-2 大橋ビル２階
ひろしましなかくたてまち４－２　おおはしびる２かい

1008 そよかぜ薬局
そよかぜやっきょく

広島市中区吉島新町2-3-10
ひろしましなかくよしじましんまち２－３－１０

1009 らいおん薬局
らいおんやっきょく

広島市中区猫屋町1-18
ひろしましなかくねこやまち１－１８

1010 センター薬局9
せんたーやっきょく９

広島市中区基町6-27アクアセンター街9階
ひろしましなかくもとまち６－２７あくあせんたーがい９かい

1011 ひらもと薬局　千田店
ひらもとやっきょく　せんだてん

広島市中区広島市中区千田町2-1-29
ひろしましなかくひろしましなかくせんだまち２－１－２９

1012 センター薬局
せんたーやっきょく

広島市中区基町6-27
ひろしましなかくもとまち６－２７

1013 アプコUnity薬局大手町
あぷこＵｎｉｔｙやっきょくおおてまち

広島市中区大手町1-1-20ニュー大手町ビル1F
ひろしましなかくおおてまち１－１－２０にゅーおおてまちびる１Ｆ

1014 オール薬局八丁堀店
おーるやっきょくはっちょうぼりてん

広島市中区八丁堀14-7-1F
ひろしましなかくはっちょうぼり１４－７－１Ｆ

1015 江波二本松薬局
えばにほんまつやっきょく

広島市中区江波二本松１丁目2ー22
ひろしましなかくえばにほんまつ１ちょうめ２ー２２

1016 すずらん薬局本店
すずらんやっきょくほんてん

広島市中区袋町4-1
ひろしましなかくふくろまち４－１

1017 すずらん薬局大手町店
すずらんやっきょくおおてまちてん

広島市中区大手町1-5-22
ひろしましなかくおおてまち１－５－２２

1018 すずらん薬局紙屋町ビル店
すずらんやっきょくかみやちょうびるてん

広島市中区紙屋町2-2-2
ひろしましなかくかみやちょう２－２－２

1019 すずらん薬局舟入本町店
すずらんやっきょくふないりほんまちてん

広島市中区舟入本町7-16
ひろしましなかくふないりほんまち７－１６

1020 アプコ調剤薬局
あぷこちょうざいやっきょく

広島市中区新天地4-6
ひろしましなかくしんてんち４－６

1021 すずらん薬局竹屋町店
すずらんやっきょくたけやまちてん

広島市中区竹屋町8-8 1階
ひろしましなかくたけやまち８－８　１かい

1022 エスマイル薬局ひので店
えすまいるやっきょくひのでてん

広島市中区猫屋町1-17
ひろしましなかくねこやまち１－１７

1023 エスマイル薬局県庁駅前店
えすまいるやっきょくけんちょうえきまえてん

広島市中区基町10-90
ひろしましなかくもとまち１０－９０

1024 エスマイル薬局なか調剤店
えすまいるやっきょくなかちょうざいてん

広島市中区国泰寺町１-5-18
ひろしましなかくこくたいじまち１－５－１８

1025 赤松薬局
あかまつやっきょく

広島市中区本通8-29
ひろしましなかくほんどおり８－２９

1026 ウォンツ舟入本町薬局
うぉんつふないりほんまちやっきょく

広島市中区舟入本町13-6
ひろしましなかくふないりほんまち１３－６

1027
ウォンツ舟入市民病院前薬局
うぉんつふないりしみんびょういんまえやっきょく

広島市中区舟入本町8-1
ひろしましなかくふないりほんまち８－１

1028 ウォンツ薬局日赤病院前店
うぉんつやっきょくにっせきびょういんまえてん

広島市中区千田町一丁目7-10
ひろしましなかくせんだまちいちちょうめ７－１０

1029 ウォンツ薬局　日赤病院前2号店
うぉんつやっきょく　にっせきびょういんぜん２ごうてん

広島市中区千田町一丁目5-6
ひろしましなかくせんだまちいちちょうめ５－６

1030 ウォンツ薬局　日赤病院前3号店
うぉんつやっきょく　にっせきびょういんまえ３ごうてん

広島市中区千田町一丁目5番2号　1F
ひろしましなかくせんだまちいちちょうめ５ばん２ごう　１Ｆ

1031 ウォンツ吉島薬局
うぉんつよしじまやっきょく

広島市中区吉島西二丁目15-12
ひろしましなかくよしじまにしふたちょうめ１５－１２

1032 ウォンツ薬局メディカルモール吉島店
うぉんつやっきょくめでぃかるもーるよしじまてん

広島市中区吉島西二丁目14-12　1階
ひろしましなかくよしじまにしふたちょうめ１４－１２　１かい

1033 ウォンツ八丁堀電停前薬局
うぉんつはっちょうぼりでんていまえやっきょく

広島市中区八丁堀14-10 1F
ひろしましなかくはっちょうぼり１４－１０　１Ｆ

1034 ウォンツ薬局　八丁堀交差点前
うぉんつやっきょく　はっちょうぼりこうさてんまえ

広島市中区鉄砲町10番13号　7階
ひろしましなかくてっぽうちょう１０ばん１３ごう　７かい

1035 ウォンツ薬局鉄砲町店
うぉんつやっきょくてっぽうちょうてん

広島市中区鉄砲町9-10
ひろしましなかくてっぽうちょう９－１０

1036 ウォンツ薬局白島通り店
うぉんつやっきょくはくしまどおりてん

広島市中区八丁堀12-4　1F
ひろしましなかくはっちょうぼり１２－４　１Ｆ

1038 ウォンツ平和大通り薬局
うぉんつへいわおおどおりやっきょく

広島市中区中町7-16
ひろしましなかくなかちょう７－１６

1039 ウォンツ十日市薬局
うぉんつとおかいちやっきょく

広島市中区十日市町一丁目1番9号 1F
ひろしましなかくとおかいちまちいちちょうめ１ばん９ごう　１Ｆ

1040 ひろみ薬局大手町店
ひろみやっきょくおおてまちてん

広島市中区大手町3-13-6
ひろしましなかくおおてまち３－１３－６

2001 ノムラ薬局牛田旭店
のむらやっきょくうしたあさひてん

広島市東区牛田旭1丁目13-12-101
ひろしましひがしくうしたあさひ１ちょうめ１３－１２－１０１



登録番号 薬局名 所在地

2002 パンダ薬局
ぱんだやっきょく

広島市東区若草町9-6-102
ひろしましひがしくわかくさちょう９－６－１０２

2003 やまと薬局
やまとやっきょく

広島市東区牛田東1-1-25
ひろしましひがしくうしたひがし１－１－２５

2004 ノムラ薬局牛田店
のむらやっきょくうしたてん

広島市東区牛田早稲田1-8-4
ひろしましひがしくうしたわせだ１－８－４

2005 ホーム薬局中山店
ほーむやっきょくなかやまてん

広島市東区中山東2-2-1-1
ひろしましひがしくなかやまひがし２－２－１－１

2006 ハート薬局温品店
はーとやっきょくぬくしなてん

広島市東区温品7-10-11-14
ひろしましひがしくぬくしな７－１０－１１－１４

2007 ベスト薬局 府中店
べすとやっきょく　ふちゅうてん

広島市東区矢賀新町3-1-3
ひろしましひがしくやがしんまち３－１－３

2008 若草薬局
わかくさやっきょく

広島市東区若草町5-3-1F
ひろしましひがしくわかくさちょう５－３－１Ｆ

2009 同仁薬局
どうじんやっきょく

広島市東区光町
ひろしましひがしくひかりまち

1-11-5
１－１１－５

2010 タウン薬局曙店
たうんやっきょくあけぼのてん

広島市東区曙1-8-28
ひろしましひがしくあけぼの１－８－２８

2011 山陽堂薬局　へさか茶臼城山店
さんようどうやっきょく　へさかちゃうすしろやまてん

広島市東区戸坂南2-8-13
ひろしましひがしくへさかみなみ２－８－１３

2012 矢賀薬局
やがやっきょく

広島市東区矢賀１丁目1-32
ひろしましひがしくやが１ちょうめ１－３２

2013 エスマイル薬局鉄道病院前店
えすまいるやっきょくてつどうびょういんまえてん

広島市東区光町１丁目11-5
ひろしましひがしくひかりまち１ちょうめ１１－５

2014 あおぞら薬局不動院前店
あおぞらやっきょくふどういんまえてん

広島市東区牛田新町3丁目3-7
ひろしましひがしくうしたしんまち３ちょうめ３－７

2015 アニー薬局
あにーやっきょく

広島市東区戸坂千足
ひろしましひがしくとさかせんぞく

1-3-12
１－３－１２

2016 マザー薬局ザ広島タワー店
まざーやっきょくざひろしまたわーてん

広島市東区若草町11-1-102
ひろしましひがしくわかくさちょう１１－１－１０２

2017 あすか薬局温品店
あすかやっきょくぬくしなてん

広島市東区温品１丁目２ー44
ひろしましひがしくぬくしな１ちょうめ２ー４４

2018 ウォンツ薬局光町店
うぉんつやっきょくひかりまちてん

広島市東区光町二丁目7-17
ひろしましひがしくひかりまちにちょうめ７－１７

2019 ウォンツ薬局光町2号店
うぉんつやっきょくひかりまち2ごうてん

広島市東区光町一丁目9-28
ひろしましひがしくひかりまちいちちょうめ９－２８

2020 ウォンツ下温品薬局
うぉんつしもぬくしなやっきょく

広島市東区温品七丁目11-34
ひろしましひがしくぬくしなななちょうめ１１－３４

2021 ウォンツフォレオ広島東薬局
うぉんつふぉれおひろしまひがしやっきょく

広島市東区温品一丁目3-2
ひろしましひがしくぬくしないちちょうめ３－２

2022 ウォンツ戸坂薬局
うぉんつへさかやっきょく

広島市東区戸坂千足二丁目7番20号
ひろしましひがしくへさかせんそくにちょうめ７ばん２０ごう

3001 可部中央薬局
かべちゅうおうやっきょく

広島市安佐北区可部4丁目15-18
ひろしましあさきたくかべ４ちょうめ１５－１８

3002 アレス薬局可部店
あれすやっきょくかべてん

広島市安佐北区安佐北区可部６丁目３－２４
ひろしましあさきたくあさきたくかべ６ちょうめ３－２４

3003 白木薬局
しらきやっきょく

広島市安佐北区白木町小越194-9
ひろしましあさきたくしらきちょうおこえ１９４－９

3004 ノムラ薬局亀山店
のむらやっきょくかめやまてん

広島市安佐北区亀山7-5-12
ひろしましあさきたくかめやま７－５－１２

3005 オール薬局　深川店
おーるやっきょく　ふかわてん

広島市安佐北区深川
ひろしましあさきたくふかわ

5-39-3

3006 なかしま薬局
なかしまやっきょく

広島市安佐北区可部南4丁目17-10-101
ひろしましあさきたくかべみなみ４ちょうめ１７－１０－１０１

3007 エスマイル薬局 口田南店
えすまいるやっきょく　くちたみなみてん

広島市安佐北区口田南7丁目12‐27
ひろしましあさきたくくちたみなみ７ちょうめ１２ー２７

3008 もろき薬局
もろきやっきょく

広島市安佐北区落合南7丁目4番21号
ひろしましあさきたくおちあいみなみ７ちょうめ４ばん２１ごう

3009 エスマイル薬局おちあい店
えすまいるやっきょくおちあいてん

広島市安佐北区落合1-13-6
ひろしましあさきたくおちあい１－１３－６

3010 ふかわ薬局
ふかわやっきょく

広島市安佐北区深川5-19-8
ひろしましあさきたくふかわ５－１９－８

3011 アイビー薬局可部
あいびーやっきょくかべ

広島市安佐北区可部南4丁目９－１５
ひろしましあさきたくかべみなみ４ちょうめ９－１５

3012 ウォンツ高陽矢口薬局
うぉんつこうようやぐちやっきょく

広島市安佐北区口田一丁目21番23号
ひろしましあさきたくくちたいちちょうめ２１ばん２３ごう

3013 ウォンツ口田薬局
うぉんつくちたやっきょく

広島市安佐北区口田三丁目30番4号
ひろしましあさきたくくちたみなみさんちょうめ３０ばん４ごう

3014 ウォンツ薬局　安佐市民病院前店
うぉんつやっきょく　あさしみんびょういんまえてん

広島市安佐北区可部南二丁目2番28号
ひろしましあさきたくかべみなみにちょうめ２ばん２８ごう

3015 ウォンツ亀山薬局
うぉんつかめやまやっきょく

広島市安佐北区亀山三丁目3-19
ひろしましあさきたくかめやまさんちょうめ３－１９

3016 日本
にほん

調剤
ちょうざい

　安佐北
あさきた

薬局
やっきょく

広島市安佐北区可部南5-13-14
ひろしましあさきたくかべみなみ５－１３－１４

4001 有限会社アーニスト瀬野薬局
ゆうげんがいしゃあーにすとせのやっきょく

広島市安芸区瀬野1-26-3
ひろしましあきくせの１－２６－３

4002 船越南どんぐり薬局
ふなこしみなみどんぐりやっきょく

広島市安芸区船越南3-25-28
ひろしましあきくふなこしみなみ３－２５－２８

4003 トラスト調剤　なのはな薬局
とらすとちょうざい　なのはなやっきょく

広島市安芸区中野東4-18-1
ひろしましあきくなかのひがし４－１８－１



登録番号 薬局名 所在地

4004 安芸畑賀薬局
あきはたかやっきょく

広島市安芸区畑賀2丁目22-36
ひろしましあきくはたか２ちょうめ２２－３６

4005 安芸ふれあい薬局
あきふれあいやっきょく

広島市安芸区中野東5丁目1-7
ひろしましあきくなかのひがし５ちょうめ１－７

4006 レデイ薬局矢野駅前店
れでいやっきょくやのえきまえてん

広島市安芸区矢野西4丁目3-15-101
ひろしましあきくやのにし４ちょうめ３－１５－１０１

4007 タウン薬局安芸中野店
たうんやっきょくあきなかのてん

広島市安芸区中野3丁目９－６
ひろしましあきくなかの３ちょうめ９－６

4008 すみれ薬局
すみれやっきょく

広島市安芸区矢野東4-1-9
ひろしましあきくやのひがし４－１－９

4009 すずらん薬局船越店
すずらんやっきょくふなこしてん

広島市安芸区船越南2-18-9
ひろしましあきくふなこしみなみ２－１８－９

4010 エスマイル薬局平和店
えすまいるやっきょくへいわてん

広島市安芸区船越南3丁目6-13
ひろしましあきくふなこしみなみ３ちょうめ６－１３

4011 みどり坂薬局
みどりさかやっきょく

広島市安芸区広島市安芸区瀬野2-12-13
ひろしましあきくひろしましあきくせの２－１２－１３

4012 サンヨーファーマシー
さんよーふぁーましー

中野
なかの

薬局
やっきょく

広島市安芸区中野5丁目13-32
ひろしましあきくなかの５ちょうめ１３－３２


