
広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

めいぷる薬局 〒730-0001 広島県広島市中区白島北町17-1原田フラット 082-221-7120 9～19

月曜、火曜、木曜、金曜　9時から18時半 

水曜8時から15時 

土曜は出来ないことが多い。要相談 

患者様優先のため待ち時間あり。 

電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日12時以降から1月4日、8/13～8/16 広島市中区

エスマイル薬局県庁駅前店 〒730-0011 広島県広島市中区基町10-90 082-511-7061 9:00～18:00 9:00～18:00 電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12月29日～1月3日 広島市中区

オール薬局八丁堀店 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀14-7-1F 宮田ビル 082-222-6433 9:00～18:30 木曜9:00～12:00 電話連絡が不要
日曜日

祝日
12/29～1/3 広島市中区

コスモス薬局チュリス八丁堀店 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀６－７ 082-222-7336 9:00～18:00 9:00～18:00（水曜日、土曜日は9:00～13:00）
電話連絡が必要/インターホンも

押す
日曜･祝日 12月29日～1月4日 広島市中区

ここから薬局三川町店 〒730-0029 広島県広島市中区三川町1-20ピンクリボン39ビル1階 082-545-0030 9:00~18：00　木：17：00まで　土：15：00まで 月・火・水・金：9：00~17：00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日~1月4日 広島市中区

マザー薬局三川町店 〒730-0029 広島県広島市中区三川町2-8井手ビル 082-544-1414 月・火・水・金9:00~18:00、木8:30~16:30、土9:00~13:00 営業時間中 電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 広島市中区

すずらん薬局紙屋町ビル店 〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-2 082-545-5017
月・火・木・金（9:00～19:00）、水(9:00～18:30)、土(9:00～

18:00)

土曜日　16:30～17:30　(事前にお電話でご連絡下さい。症状があ

る方は薬局内に入らず外でお待ち下さい。) 
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日～1月4日 広島市中区

立町薬局 〒730-0032 広島県広島市中区立町4-2大橋ビル2階 082-545-7767 9：00～18：30(水曜日～17：00、土曜日～14：00）
水14：00～16：00のみ

来局前に電話にて連絡してください（在庫確認のため）
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/28～1/3 広島市中区

すずらん薬局 本店 〒730-0036 広島県広島市中区袋町4-1 082-545-4711 9:00～18:00 木曜日15:00～17:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月4日 広島市中区

すずらん薬局袋町店 〒730-0036 広島県広島市中区袋町4-6 082-244-6467 9:00～18：00
水曜日 

14:00～17:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日～1月3日 広島市中区

エスマイル薬局なか調剤店 〒730-0042 広島県広島市中区国泰寺町1丁目5-18 082-245-9565 平日9:00～18:00、土曜9:00～13:00 平日9:00～18:00、土曜9:00～13:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月30日～1月3日 

12月29日9:00～13:00 

1月4日9:00～13:00

広島市中区

フジミ薬局 〒730-0043 広島県広島市中区富士見町5-5ゴーウェル富士見町 082-246-4650
月・火・水・木・金　9：00～18：00

土　9：00～13：00
12：00～13：00 電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日（木）～1月3日（火） 広島市中区

アスト薬局 〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町14-2 082-248-3434 9:00-18:00
月?金曜日9:00-18:00 

土曜日9:00-13:00 
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/29-1/3 広島市中区

すずらん薬局竹屋町店 〒730-0048 広島県広島市中区竹屋町8番8号 1F 082-241-2207 平日9:00～18:00 土曜日9:00～13:00
火曜日 15:00～17:00 

水曜日 15:00～17:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日 12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 広島市中区

すずらん薬局大手町店 〒730-0051 広島県広島市中区大手町１－５－２２ 082-543-6671 8:30～18:00
水曜日　15:30～17:00　 

 
電話連絡が必要

日曜日

祝日

休業日　12月31～1月3日 

 

12月30日(金)　15:00～17:00　配布可能時間追加 

広島市中区

ひろみ薬局大手町店 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3－13－6藏本ビル1階 082-258-5125 ﾖｳﾋﾞﾆﾖｯﾃﾁｶﾞｲﾏｽ ﾔｯｷｮｸｴｲｷﾞｮｳｼﾞｶﾝﾁｭｳﾊﾊｲﾌｶﾉｳﾃﾞｽ 電話連絡が必要
日曜日

祝日
まだ決まっていません 広島市中区

コスモ薬局 〒730-0051 広島県広島市中区大手町三丁目6-4カルチェ大手町1F 082-541-5043 月曜～金曜9:00～18:00 土曜9:00～13:00 月曜～金曜9:00～18:00 土曜9:00～13:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29～1/3 広島市中区

ぱんだ薬局千田町店 〒730-0052 広島県広島市中区千田町1丁目3-3藤和鷹の橋コープ1階 082-243-8585 9:00～18:00 土～13:00
月火水木金 9:00～13:00  15:00～18:00 

土             9:00～13:00
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 今年は12月28日～1月4日まで 広島市中区

あいおい橋薬局 〒730-0802 広島県広島市中区本川町1丁目1-26山根ビル1F 082-294-9339 9:00～18:30  9:00～17:00(木土) 9:00～18:30  9:00～17:00(木土) 電話連絡が必要
日曜日

祝日
未定 広島市中区

そらいろ薬局　吉島店 〒730-0822 広島県広島市中区吉島東１－２３－１０岩田ビル１F 082-881-0808 月火水金8:30～12:30  14:30～17:30  木土8:30～12:30 月火水金8:30～12:30  14:30～17:30  木土8:30～12:30 電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12/30～1/4まで休み 広島市中区

すずらん薬局吉島店 〒730-0822 広島県広島市中区吉島東1-4-17 082-241-6246 9:00～18:00 火曜日　15:00～17:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30～1/3 広島市中区

クルーズ薬局吉島店 〒730-0823 広島県広島市中区吉島西1-24-30 082-545-8188 月･火･水･金 9:00～18:00､木･土 9:00～13:00

月・火・水・金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月31日～1月4日 広島市中区

江波二本松薬局 〒730-0834 広島県広島市中区江波二本松１丁目2ー22 082-961-3324 9:00～18:00

月火水金　9:00～17:30 

木9:00～16:30 

土9:00～15:30

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月31日　1月1日 広島市中区

エスマイル薬局 舟入店 〒730-0842 広島県広島市中区舟入中町11-9 082-292-1302 月火水木金9：00～18：00　土9:00～13：00 営業時間内は可能 電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 広島市中区

すずらん薬局舟入本町店 〒730-0843 広島県広島市中区舟入本町7-16 082-294-6281 9:00~1800 毎週木曜16：30～17：30 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日13時～1月3日 広島市中区

なかがわ薬局舟入店 〒730-0845 広島県広島市中区舟入川口町4-16第2児玉ビル1階 082-275-6712 平日 9：00～18：30(木曜 17：00まで)、土曜 9：00～13： 平日 9：00～18：30(木曜 17：00まで)、土曜 9：00～13： 電話連絡が必要 日曜・祝日 12月29日～1月4日 広島市中区

すずらん薬局舟入店 〒730-0847 広島県広島市中区舟入南4-1-63　2階 082-532-4193 9:00~18:00 金曜日9:00~12:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30~1/3 広島市中区

ドレミ薬局 〒730-0847 広島県広島市中区舟入南4-5-3 082-503-5125

9:00～18:30

木曜日：9:00～17:00

土曜日：9:00～12:30

9:00～18:30

木曜日：9:00～17:00

土曜日：9:00～12:30

電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日～1月3日 広島市中区

舟入南薬局 〒730-0847 広島県広島市中区舟入南4丁目16-8内田ビル１階 082-292-7050 9:00～18:15
営業時間中であれば、配布可能です。 

土曜日は9:00～13:15です。
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月29日午後～1月4日 広島市中区

濱崎漢方薬局 〒730-0847 広島県広島市中区舟入南５－６－１２山中ビル１階 082-294-8776 月火水金8:30～18:00　木8:30～16:00　土8:30～13:00 月火水金　15:00～17:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
2022年12月30日～2023年1月4日 広島市中区

エスマイル薬局ひので店 〒730-0852 広島県広島市中区猫屋町1-17 082-297-5222 8:30～18:00 月・水15:00~17:30 電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12/29～1/3 広島市中区

らいおん薬局 〒730-0852 広島県広島市中区猫屋町1-18 082-942-5705 (月～金)8:30～18:00(土)8:30～12:30 土曜日8:30～12:00のみ可能 電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月29日、30日、31日 

1月1日、2日、3日
広島市中区

オール薬局堺町店 〒730-0853 広島県広島市中区堺町1丁目3－10?1F吉田ビル 082-231-2321 9:00～18:30
月曜日、火曜日、水曜日、金曜日　13:30～15:00 

木曜日、土曜日　受け付けません
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12月29日　12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日　1

月4日
広島市中区

ホーム薬局中山店 〒732-0023 広島県広島市東区中山東2-2-1-1 082-516-7110
(木土以外)9:00～18:30 （木)9:00～16:00  (土)9:00 ～

12：30
14:00～15:00 電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日~1月4日 広島市東区

温品調剤薬局 〒732-0033 広島県広島市東区温品6-1-12 082-280-1511 9：00～18：00
月・火・水・金　9：00～18：00 

木・土　　　　　9：00～12：00
電話連絡が必要

日曜日

祝日

休業期間 

2022.12.29～2023.1.4　は配布ができません
広島市東区

ハート薬局温品店 〒732-0033 広島県広島市東区温品7-10-11-14 082-209-0566 月曜日-金曜日　9：00～18：00　土曜日　9:00～13:00 　日曜日　休業　火曜日　13：00～15：00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29　12：00　～　1/3まで休業 広島市東区

康仁薬局矢賀店 〒732-0042 広島県広島市東区矢賀2丁目8-17 082-890-0033 月･火･水･金 9:00～18:00､木･土 9:00～13:00

月・水・金　13：45～14：45 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市東区

ベスト薬局　府中店 〒732-0044 広島県広島市東区矢賀新町3-1-3 082-284-4643 月～金8:30~19:00　土8:30~14:00　日8:30~13:00 電話でご確認ください 電話連絡が必要 祝日 12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 広島市東区

同仁薬局　JR広島病院前店 〒732-0052 広島県広島市東区光町1-11-5チサンマンション広島 082-263-7351 8：30～17：30 8：30～17：30 電話連絡が不要

土曜日

日曜日

祝日

１２月３０日　１２月３１日　１月１日　１月２日　１月３日 広島市東区

エスマイル薬局鉄道病院前店 〒732-0052 広島県広島市東区光町１丁目１１－５ 082-568-8066 8：30～18：00 15：00～17：30 電話連絡が必要
土曜･日曜･祝祭

日
12月30日、31日  1月1日、2日、3日 広島市東区
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

アイン薬局広島駅北口店 〒732-0053 広島県広島市東区若草町１１－１－１０２ザ広島タワーマンション西側1F 082-568-0008 9:00～18:00,9:00～17:00 平日9:00～18:00,土曜9:00～17:00 電話連絡が必要 日曜･祝日
12月30.31日 

1月1～4日
広島市東区

若草薬局 〒732-0053 広島県広島市東区若草町5-3-1F 082-261-3360 月火水金9:00～18:00 木9:00～17:00 土9:00～12:30 月～金 12:00～15:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月4日 広島市東区

パンダ薬局 〒732-0053 広島県広島市東区若草町9番6号岡本ビル1階 082-568-0100 月火木金8:30~18:00、水土8:30~13:00
月･火･木･金　9:00~12:30、15:00~17:30 

水･土　9:00~12:30
電話連絡が不要 日曜･祝祭日 12月30日～1月3日 広島市東区

ノムラ薬局牛田店 〒732-0062 広島県広島市東区牛田早稲田1-8-4 082-223-7002
月・火・水・金曜日：　9：00～18：00 

木・土曜日　　　　：　9：00～13：00

月・火・水・金曜日：　9：00～18：00 

木・土曜日　　　　：　9：00～13：00
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月29日（木）～１月４日（水） 広島市東区

康仁薬局牛田店 〒732-0065 広島県広島市東区牛田中2-2-1 082-511-3388 月～金　9:00～18:00、土　9:00～13:00

月曜日　9：00～10：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 広島市東区

ノムラ薬局牛田旭店 〒732-0067 広島県広島市東区牛田旭1-13-12-101 082-511-7833 9:00～18:00

月・火・水・金曜日：　9：00～18：00 

木・土曜日　　　　：　9：00～13：00 

 

12月30日、１月１日、１月２日、１月３日：　10：30～16：

電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月31日（土） 広島市東区

あおぞら薬局不動院前店 〒732-0068 広島県広島市東区牛田新町3丁目3-7 082-502-1020 9:00～18:00

月～水、金?9:00～18:00まで 

木?9:00～17:00まで 

土?9:00～12:30まで

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日まで 広島市東区

南蟹屋れもん薬局 〒732-0803 広島県広島市南区南蟹屋1-3-35 082-510-3400 月～水、金9:00~18:00、木、土9:00~12:00 営業時間内でお願いします。 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29(木)午後～1/4(水) 広島市南区

康仁薬局段原店 〒732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-53 082-506-3000 月～金　9：00～19：00、土・祝日　9：00～18：00

月～土　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要 日曜日 1月1日～1月3日（予定） 広島市南区

クルーズ薬局段原店 〒732-0818 広島県広島市南区段原日出1-15-21 082-510-5100 月～金　9：00～18：30、土　9：00～18：00

月～金　13：30～14：30 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 広島市南区

ファーマシィ薬局広島タワービル 〒732-0822 広島県広島市南区松原町5-1ビックフロント広島　4階 082-568-1260 9:00～18:30

月曜日ー金曜日13:00～15:00 

火曜日13:00～18:00 

緊急、指定時間外希望の方は別途お電話ください。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 広島市南区

オリタ薬局 〒732-0823 広島県広島市南区猿猴橋町2-11 082-263-6174 月～土 9:00-18:00 月～土 9:00-18:00 電話連絡が必要 日曜･祝日 12/28-1/5 広島市南区

クオール薬局広島駅前通店 〒732-0826 広島県広島市南区松川町1－15ポエム松川1F 082-568-2489 月火水金9:00～18:00 木9:00～17:00 土9:00～13:00 月～金　9:00～13:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月4日 広島市南区

（一財）緑風会　緑風会薬局 〒734-0001 広島県広島市南区出汐1-4-3 082-256-7171 月～金　8:30～18:00、土　8:30～13:00 月～金　9:00～18:00 電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

2022年12月29日～2023年1月3日 広島市南区

池田博愛堂薬局 〒734-0001 広島県広島市南区出汐１丁目３－１１ 082-254-4910 月～金曜日9：00～18：00　　土曜日9：00～13：00

・月～金曜日10：00～12：00　　15：00～17：00 

 

・土曜日10：00～12：00

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月29日13：00～1月3日 

 

12月29日のキット配布可能時間は10：00～12：00まで。

広島市南区

ハート薬局中央店 〒734-0004 広島県広島市南区宇品神田1-4-28　1F 082-250-7030 月-金　9：00-18：00 月-金　9：00-18：00 電話連絡が不要

土曜日

日曜日

祝日

12/29-1/3 広島市南区

ファーマシィ薬局宇品神田 〒734-0004 広島県広島市南区宇品神田1-4-3オオタビル1階 082-250-5740 9:00～18:00
9:30-11:00(月～土） 

15:00-17:00（月～金）
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市南区

ひとみ薬局 〒734-0004 広島県広島市南区宇品神田1-6-9 082-251-0570 月～金9:00~18:00　土9：00～13：00 9:00~12:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
１２月２９日～１月４日 広島市南区

有限会社ヤマキ薬局 〒734-0004 広島県広島市南区宇品神田1-7-12 082-251-0873 8:30～20:00 9：00～20：00 電話連絡が不要
日曜日

祝日
1月1日　1月2日　1月3日 広島市南区

康仁薬局宇品神田店 〒734-0004 広島県広島市南区宇品神田1丁目2番16-202号 082-250-7377 月～金　8：30～18：00、土　8：30～17：30

金曜日　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 広島市南区

すみれ薬局神田店 〒734-0004 広島県広島市南区宇品神田2-14-22 082-253-7891 9：00～18：00　土曜日9：00～14：30
9:00~17:30 

土曜日　9：00～14：00 
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月29日～1月3日 広島市南区

たんぽぽ堂薬局 〒734-0004 広島県広島市南区宇品神田3丁目6-32 082-569-4208 9:00-18:30
月火木金　8:00-18:30 

水土　8:00-12:30
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月29日-1月4日 広島市南区

たちばな薬局 〒734-0004 広島県広島市南区宇品神田4-12-12杉本ビル1階 082-255-1955 9:00～18:00 営業時間内、いつでも可 電話連絡が不要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日を休業 広島市南区

ハート薬局神田店 〒734-0004 広島県広島市南区宇品神田５丁目　20-13 1F 082-250-2300 9:00~18:00(月～金) 9：00～12：30(土) 営業時間と同じ 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 広島市南区

エイコー堂薬局みどり店 〒734-0005 広島県広島市南区翠1-10-25西本ビル１階 082-254-8785 ＜月～金＞9:00～19:00　＜土＞9:00～14:00

＜月～金＞9:00～19:00　＜土＞9:00～14:00（営業時間と同

じ） 

 

【！】個別に対応させていただきますので、事前にお電話をください。

082-254-8785

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～１月３日 広島市南区

日本調剤　みどり町薬局 〒734-0005 広島県広島市南区翠5-17-10 082-250-7651 9:00～18:00 9:00～18:00 電話連絡が必要 日・祝日 12月29日～1月3日 広島市南区

ハート薬局みなみ店 〒734-0007 広島県広島市南区皆実町4-22-2 082-250-7633
月-水、金　9：00-13：00　14：30-18：30　木　8：45-16：

45　土　9：00-13：00　14：30-17：00

月-水、金　9：00-13：00　14：30-18：30　 

木　8：45-16：45　 

土　9：00-13：00　14：30-17：00

電話連絡が不要
日曜日

祝日
12/29-1/5 広島市南区

ハート薬局　海岸店 〒734-0011 広島県広島市南区宇品海岸2-11-6 082-254-6240 9:00～18:00
月曜日～金曜日　9:00～17:30 

土曜日9:00～12:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市南区

マリン薬局　宇品店 〒734-0014 広島県広島市南区宇品西2-5-5 082-255-1193 9：00～18：00
木曜日は9：00～17：00 

土曜日は9：00～13：00 
電話連絡が必要

日曜日

祝日
１２月29日～1月３日 広島市南区

オール薬局宇品店 〒734-0014 広島県広島市南区宇品西３丁目1-45-1 082-250-2777 月・火・木・金　9:00-18:00 水　9:00-17:00 土 9:00-13:00 月・火・水・木・金　13:00-15:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月28日13:30～1月3日 広島市南区

すみれ薬局御幸店 〒734-0015 広島県広島市南区宇品御幸2-16-4 082-252-9712 9：00～18：00　土曜日9：00～13:00
9:00~17:30 

土曜日　9：00～12：30
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月29日～1月3日 広島市南区

有限会社　岡田経三薬局 〒734-0015 広島県広島市南区宇品御幸5-19-13 082-255-6360 月・火・水・金 8:00～19:00 木・土8:00～18:00 営業時間中、営業時間外も対応可能。 電話連絡が必要 日曜日･祝祭日
12月30日～1月3日 

場合によっては年末年始も対応可能
広島市南区

ハート薬局　東雲店 〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町1-1-34 082-555-5830 月・火・水・金　9：00-18：00　　木　9:00-17:00　　土　9:00-13:00

月・火・水・金　13：00-18：00　 

木　13:00-17:00　　 

土　9:00-12:00

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30-1/4 広島市南区

そらいろ薬局 〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町2-17-6 082-890-7533 9:00～18:00
9:00～18:00 

土曜日は、9:00～12:30
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日 12月30日  12月31日  1月1日  1月2日  1月3日 広島市南区

純薬㈱　東雲アゼリア薬局 〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町２丁目１３－３２ 082-890-3837 平日9:00~18:30　土曜日 9:00~17:30 平日9：00～18：30　土曜日9：00～17：30 電話連絡が必要

木曜日

日曜日

祝日

１２月２８日　午後　１２月２９日　１２月３０日　１２月３１

日　１月１日　１月２日　１月３日　　　　　 
広島市南区
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

エスマイル薬局東雲店 〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町2丁目1-8北岡ビル１F 082-284-5210 9：00～18：00、木・土9：00～13：00

午前は月・水・木のみ。

午後は月・火・水・金の13：00～16：00まで。

奇数の木曜日は終日休みのため不可。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29～1/4終日休み。1/5は9：00～13：00臨時営業 広島市南区

アイ薬局 〒734-0024 広島県広島市南区仁保新町1-9-14 082-286-5101 9:00～18:30
月火水金9時から18時30 

木土9時から14時 
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12/30 12/31 1/1～1/3 広島市南区

そらいろ薬局　旭店 〒734-0036 広島県広島市南区旭1丁目19-26ヴィラ旭1階 082-207-3005 9:00～18:00 9:00～12:30　14:30～18:00 電話連絡が不要
日曜日

祝日
12/29　12/30　12/31　1/1　1/2　1/3 広島市南区

株式会社　旭ゆめ薬局 〒734-0036 広島県広島市南区旭２丁目４－３ 082-250-8166 9:00～18:00
月、火、水、金　9:00～18:00 

木、土　9:00～13:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
未定 広島市南区

高山薬局 〒734-0053 広島県広島市南区青崎1丁目10-10 082-281-8154 9:00～18:00 営業時間中は配布可能 電話連絡が不要
日曜日

祝日
休業12/30～1/4 広島市南区

えんこう橋薬局 〒732-0806 広島県広島市西区荒神町１ー３５ー１ 082-263-3320 月～金9:00～18:00　土9:00～13:00

月～金　9:00～18:00　土　９:00～13:00 

 

日祝は対応不可

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29～１/3　休日 広島市西区

楠木プラス薬局 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町４－１６－１９ 082-509-3388 9:00~18:00
月～金　9:00~18:00 

日　9:00~12:00
電話連絡が必要 祝日 12月29日～1月3日 広島市西区

マロン薬局 〒733-0003 広島県広島市西区三篠町3丁目21-14高品ビル1F 082-537-2100 月・火・木・金：9：00～18：00　水・土：9：00～13：00
月・火・木・金：9：00～18：00 

水・土：9：00～13：00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
１２月３０日～１月３日 広島市西区

まえだ薬局三篠北町店 〒733-0006 広島県広島市西区三篠北町19-27イケダビル１階 082-509-3280 9:00～18:00（木曜日9:00～17:00、土曜日9:00～13:00） 9:00～18:00（木曜日9:00～17:00、土曜日9:00～13:00） 電話連絡が必要 日曜･祝日 １２月３０日　１２月３１日　１月１日　１月２日　１月３日 広島市西区

エスマイル薬局プラザ店 〒733-0011 広島県広島市西区横川町2丁目7-19メディカルプラザ 082-503-8008 月水金：9-23時　火木：9-20時　土：9-18 13時～14時の1時間 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30-1/3の5日間 広島市西区

有限会社山陽堂薬局中広店 〒733-0012 広島県広島市西区中広町２－３－５ 082-293-8201 月火水金：9:00～18:00　木土：9:00～13:00
月9:00~14:30、火・水・金12:30~14:30、木・土

12:30~13:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
１２月２９日～１月３日 広島市西区

ヨコガワ薬局 〒733-0013 広島県広島市西区横川新町5-11F 082-208-1136 8:30～18:00 9:00～18:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月30日　31日 

1月1日　2日　3日
広島市西区

あすか薬局上天満町店 〒733-0021 広島県広島市西区上天満町9－13 082-942-1525 月・火・木・金：9：00～18：00、水・土：9：00～13：00 営業時間内のみ 電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月28日、12月29日、12月30日、12月31日、1月1日、1月2

日、1月3日
広島市西区

ひまわり薬局 〒733-0024 広島県広島市西区福島町1-22-7 082-531-1151 9：00～17：30　9：00～13：00

月曜～金曜日：9：00～17：30 

土曜日：9：00～13：00 

 

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月29日の13：00～17：30 

12月30.31日 

1月1.2.3日

広島市西区

西大薬局　北店 〒733-0033 広島県広島市西区観音本町2-3-3-1f第三サンパレス 082-233-8233 0900～1830 開局時間に準ずる。 電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30.311月1.2.3 広島市西区

ハート薬局観音店 〒733-0035 広島県広島市西区南観音2-7-14 082-503-5666 9:00~18:00

月～水、金曜日　9：00～18：00 

木曜日　9：00～13：00 

土曜日　9：00～12：30

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 広島市西区

みらい薬局 〒733-0035 広島県広島市西区南観音2丁目3-37 082-503-3070 9:00～18:00(12:30)
月火水金…9:00～18:00 

木土…9:00～12:30
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12月28日～1月3日

12月28日9:00～12:00のみ営業
広島市西区

サザン薬局 〒733-0035 広島県広島市西区南観音6丁目１－６　ドマーニタセイ 082-292-7767 9:00~18:00

月、火、水、金：9:00~18:00 

木：9:00~12:00 

土：9:00~16:00

電話連絡が必要 日曜･祝日 12月29日～1月3日まで年末年始休業 広島市西区

観音みなみ薬局 〒733-0035 広島県広島市西区南観音７丁目１４－２０第２藤島ビル１階 082-233-7510
月、火、水、金）8:55～13:00、15:00～18:00

木、土）8:55～13:00

検査キットの在庫確認および混雑防止のため、

ご来店の前に、必ずお電話ください。

電話　０８２－２３３－７５１０

＜検査キット配布可能時間は、店舗営業時間とは異なります＞

月、火、水、金）9:00～12:00、15:00～17:00

木、土）9:00～12:00

日、祝）休業

電話連絡が必要
日曜日

祝日
１２月２９日～１月３日 広島市西区

保険薬局トライファーマシー 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町１ー１４ー３T&Yビル１F 082-271-1143 9:00～18:00 土曜日は13:00まで 9:00～18:00 土曜日は13:00まで 電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月29日～1月3日 広島市西区

マザー薬局己斐店 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町1丁目14番12号 082-274-2337

9:00～18:00（月・火・水・金）

8:30～16:30（木）

9:00～16:00（土）

月火水金9:00～18:00 

木9:00～16:30 

土9:00～16:00

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日　12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 広島市西区

みやなが薬局己斐店 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町3丁目1-1桧垣ビル1階 082-507-0321 9:00～18:00
月・水・金　9:00～17:30

火・木・土　9:00～12:30
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日　12月31日　1月1日　1月２日　1月3日　1月4日 広島市西区

西広島どんぐり薬局 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町3丁目1-6コープマンション 082-507-3020 9:00～18:00　9:00～12:45

★月、火、水、金 

9:00～11:45    14:30～17:45 

 

★木、土 

9:00～12:30 

 

日曜日、祝日休み 

木曜日、土曜日午後休み

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29～1月4日 広島市西区

タウン薬局己斐店 〒733-0815 広島県広島市西区己斐上1丁目11-40 082-271-7177 9：00～18：30
月～金　９：00～17：00 

土　9：00～12：00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日～1月3日 広島市西区

こばと薬局　高須店 〒733-0821 広島県広島市西区庚午北2-22-4高須サンフラワービル 082-507-8410 9:00～18:30

月火水木金　9:00～11:00     

　　　　　15:00～17:00 

 

電話連絡が不要
日曜日

祝日
12/29～1/4 広島市西区

すずらん薬局庚午店 〒733-0822 広島県広島市西区庚午中3-6-11 082-507-0201 9:00~18:00
木曜日　14:00～17:30

上記のみ。他曜日不可
電話連絡が必要

日曜日

祝日

１２月３０日 

１月１日 

１月２日 

１月３日

広島市西区

ふれあい薬局 〒733-0834 広島県広島市西区草津新町2-8-13 082-279-5282 9:00～18:00 9:00～18:00 電話連絡が不要
日曜日

祝日
12月30日～1月３日 広島市西区

商工センター薬局 〒733-0841 広島県広島市西区井口明神 1-14-49 082-277-5088 平日9:00～18:00　土曜9:00～13:00
平日　9:00～18:00 

土曜日　9:00～13:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日12:00～1月3日 広島市西区

クオール薬局無印良品広島アルパーク店 〒733-0841 広島県広島市西区井口明神1-16-1アルパーク西棟1階 082-270-3789 10:00～20:00 10:00～19:00 電話連絡が不要 無休 施設の休館スケジュールに準ずる。 広島市西区

アイワ薬局井口鈴峰 〒733-0842 広島県広島市西区井口3丁目10－20 082-270-3930 9:00～18:30
月曜日～金曜日　9:00～18:30 

土曜日　　　　　9:00～13:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日　31日　1月1日　2日　3日 広島市西区

康仁薬局井口店 〒733-0842 広島県広島市西区井口4丁目7番18-7号 082-501-5346 月･火･木･金･土 9:00～18:00､水 9:00～13:00

月・火・木・金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 広島市西区

さんくす薬局井口店 〒733-0844 広島県広島市西区井口台2-23-32 082-278-5335
月･火･水･金 9:00～18:30､木 9:00～17:00､土 9:00～

13:00

月～金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月4日 広島市西区

こごみ薬局 〒733-0864 広島県広島市西区草津梅が台１２－５ 082-961-3261 8：45～17：15 月～土曜日 13：00～17：15 電話連絡が不要 日曜･祝日 8/14～16･12/29～1/3 広島市西区

有限会社　ムラオカ薬局 〒733-0871 広島県広島市西区高須1-1-2 082-272-6436
月～土7:30～20:00･日(第1､3以外)8:30～20:00･祝7:30～

20:00
7:30～20:00 電話連絡が必要 日曜日(第1・3) 12月31日 ～1月3日 広島市西区
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

宮本薬局 〒733-0872 広島県広島市西区古江東町7-8 082-271-5662 9:00～18:00((水)9:00～17:00、(土)9:00～13:00)

配布可能時間 

月火木9:00～16:30 

水金土9:00～12:00 

屋外での受け渡しとなる可能性がございますので、ご了承下さい。 

在庫状況もあるため、来局前に必ず事前電話お願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29午後～1/3 広島市西区

ハーブ薬局 〒733-0873 広島県広島市西区古江新町13-36 082-272-6613 9:00～18:00
月曜日、木曜日、土曜日対応不可 

火曜日、水曜日、金曜日　9:00～10:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12月29日、12月30日、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日、1

月4日、1月5日 
広島市西区

かえで薬局 〒731-0101 広島県広島市安佐南区八木４丁目6-7 082-873-3036 月火水金9:00-18:30 木土9:00-12:30 上記記載の営業時間 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30-1/3 広島市安佐南区

すずらん薬局川内店 〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内1-15-3 082-831-2800 ９：００～１８：００ 火曜日　９：００～１０：００ 電話連絡が必要
日曜日

祝日
年末年始：１２／３０～１／３ 広島市安佐南区

つぼみ薬局 〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内4-7-27 082-962-5280 8:00～18:00
8:00～17:00

但し、土曜日は8:00～13:00
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月29日 12月30日 12月31日 1月1日　1月2日 1月3日 広島市安佐南区

みやもと薬局 〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内6-42-24 082-877-1677 9：00～19：30 9：00～19：30 電話連絡が不要 日曜日 12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 広島市安佐南区

エスマイル薬局緑井店 〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井1丁目5-1-202 082-831-8244 9:00~19:00　木曜のみ9:00~17:00 開局時間は対応可能 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市安佐南区

クルーズ薬局緑井店 〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井5-29-18-101 082-831-0112 月～金　9：00～18：30、土　9：00～18：00

月～金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日午後～1月3日 広島市安佐南区

ここから薬局緑井店 〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井六丁目27ー12 082-831-1102 9:00~18:00
月、火、水、金　9:00~17:00 

木、土　9:00~12:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 広島市安佐南区

ひがしの薬局 〒731-0111 広島県広島市安佐南区東野２丁目１２番１５号１Ｆ 082-962-2241 9:00～18:00
9:00～18:00 

但し、木曜、第２,４土曜は、9:00～13:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12月30日～1月3日 

但し、1月1日は、休日当番で開局
広島市安佐南区

さんくす薬局東原店 〒731-0112 広島県広島市安佐南区東原1-1-2 082-850-0530 月～土　8：45～18：00

火・金　15：00～16：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月2日、1月4日 広島市安佐南区

まえだ薬局西原店 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原1-25-39-4 082-850-0731

月・火・水・金　9：00～18：30

木　　　　　　　9：00～17：00

土　　　　　　　9：00～13：00

月・火・水・金　9：00～18：30

木　　　　　　　9：00～17：00

土　　　　　　　9：00～13：00

電話連絡が必要 日曜･祝日 年末年始は12/30～1/3が休業です。 広島市安佐南区

西原にんじん薬局 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原4-11-20 082-832-5517 8:30~18:30 木・土8:30~13:00

月曜日・火曜日・水曜日・金曜日 

8：30~12:00 15:00~18:00 

木曜日・土曜日 

8：30~12:30

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月28日午後から1月5日 

12月28日は水曜日ですが12：00までです。
広島市安佐南区

ウエルシア薬局広島西原店 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原8-38-29 082-832-3277 10:00～14:00  15:00～19:00 営業時間と同じ 電話連絡が不要

土曜日

日曜日

祝日

12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 広島市安佐南区

ドレミ薬局 〒731-0121 広島県広島市安佐南区中須2-20-40 082-830-5222
月・火・水・金／9:00～18:00　木／9:00～20:00　第1・3・5土

／9:00～13:00　第2・4土／9:00～12:00

いずれも事前電話連絡での予約制 

火／15:00～16:00 

第2・4土／10:30～11:30 

電話連絡が必要

日曜日

祝日

無休

12月29日～12月31日　1月1日～1月3日 広島市安佐南区

中筋アトム薬局 〒731-0122 広島県広島市安佐南区中筋1-3-11 082-830-5625 月～水、金8:30-18:30、木8:30-16:30、土8:30-13:00 営業時間に準ずる 電話連絡が不要
日曜日

祝日
12月29-1月3日 広島市安佐南区

マザー薬局中筋店 〒731-0122 広島県広島市安佐南区中筋2-5-20中田ビル　202 082-870-6236 月～水・金：8:30～18:00　土：8：30～13：00 月～水・金：8:30~18:00　土：8：30～13：00 電話連絡が必要
木曜･日曜･祝祭

日

12/28は13時まで営業 

12/19～1/5まで休業
広島市安佐南区

加藤古市薬局 〒731-0123 広島県広島市安佐南区古市二丁目18-12 082-879-3360 9:00～18:30 9:30～18:00（土曜日9:30～13:00) 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月4日 広島市安佐南区

康仁薬局大町店 〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東1-8-25 082-870-0022 月･火･水･金 8:00～18:30、木･土 8:00～17:00

月～水、金　14：00-15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日午後～1月2日 広島市安佐南区

びーだま薬局 〒731-0125 広島県広島市安佐南区大町西　1-1-11 082-870-6422
月、火、水、金　8：30～18：00、木　8：30～16：30、土　8：

30～13：00

使用法の説明等ございますので、事前連絡の上、営業時間終了30分

前までにご来局下さい。 

※薬局での感染拡大を防止するため、必ず事前にご一報下さい。 

　日祝日等営業時間外でも、可能な限り対応させて頂きますので、まず

はご連絡下さい。 

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月30日～1月3日 

※日祝日等営業時間外でも、可能な限り対応させて頂きますので、ま

ずはご連絡下さい。 

広島市安佐南区

安芸長束駅前薬局 〒731-0135 広島県広島市安佐南区長束4-1-11 082-225-7497 9:00～19:00

月:9:00～19:00 

火:9:00～19:00 

水:9:00～19:00 

木:9:00～17:00 

金:9:00～19:00 

土:9:00～13:00

電話連絡が必要 日曜･祝祭日

12/29 9:00～13:00

12/30～1/4 休み

1/5～通常営業

広島市安佐南区

オール薬局　山本店 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1-11-10 082-875-0008 月～金8:30～18:30 土8:30～13:00 月曜～金曜10:00～18:00 電話連絡が不要
日曜日

祝日
12月29日～1月4日 広島市安佐南区

ワイズ薬局 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本４丁目26-23吉田ビル1f 082-871-7500
月・火・水・金 9:00～18:30 木 9:00～16:30 土　9:00～

13:00
電話連絡でご確認ください。 電話連絡が必要

日曜日

祝日
１２月３０日、３１日、１月1日、２日、３日、４日 広島市安佐南区

いこいの森薬局 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本9-4-8 082-875-3000 8:30～18:00
月、火、木、金　15時～18時 

来局前にお電話ください。
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/29～1/3 広島市安佐南区

林薬局上祇園 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2-22-24 082-850-2203 9:00～18:00(土:13:00) 営業時間中 電話連絡が必要 日曜･祭日

1月1日～4日 

4月29日～5月5日 

8月13日～16日 

12月29日～31日

広島市安佐南区

ぎおん中央薬局 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園２丁目１２－２７ 082-871-7775

月・火・水・金　9：00～18：30

木　9：00～17：00

土　9：00～13：30

月・火・水・金　13：30～14：30

木　13：30～16：30

※電話での事前予約が必要です。薬局に車でお越しいただける方のみ

に配布を行います。なお、事前予約がない場合はお渡しできませんの

で、ご注意ください。

電話連絡が必要
日曜日

祝日

１２月３０日　１２月３１日　１月１日　１月２日　１月３日

１月４日
広島市安佐南区

ぎおん薬局 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2丁目42-13 082-875-1245

月火水金9:00～18:00

木9:00～17:00

土9:00～13:00

月火水金9:00～18:00

木15:00～17:00

土9:00～13:00

電話連絡が必要 日曜･祭日 令和4年12/30 13:00～令和5年1/3 広島市安佐南区

クルーズ薬局祇園店 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園5丁目2番45-101 082-850-1220 月～土　9：00～18：00

月～金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 広島市安佐南区

祇園プラス薬局 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園三丁目12-12-1 082-225-7158 月火水金8:30～18:00　木8:30～16:30 土8:30～12:30 月火水金8:30～17:00　木8:30～16:30 土8:30～12:30 電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月30日～1月3日まで休業 

 
広島市安佐南区

はる薬局 〒731-0139 広島県広島市安佐南区山本新町2-18-9-10 082-554-1508 9:00~19:00 9:00~19:00 電話連絡が不要

水曜日

日曜日

祝日

12月30日～1月3日 広島市安佐南区
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

相田薬局 〒731-0141 広島県広島市安佐南区相田1-10-15 082-878-2525 9:00～18:00
月～土 13:00～15:00

それ以外の時間帯は電話でご確認ください。
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日～１月3日 広島市安佐南区

タウン薬局高取店 〒731-0144 広島県広島市安佐南区高取北1-4-25 082-878-0100 月～金9:00～18:30　土9:00～17:00
月～金9:00～17:30 

土9:00～16:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/30(金)～1/4(水) 広島市安佐南区

毘沙門台薬局 〒731-0152 広島県広島市安佐南区毘沙門台2丁目42-26 082-879-3993 9:00～13:00　15:00～19:00（木土は午前中のみ） 9:00～13:00　15:00～19:00（木土は午前中のみ） 電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月29日～1月3日 広島市安佐南区

すずらん薬局上安店 〒731-0154 広島県広島市安佐南区上安2-29-11 082-836-3790 9:00～18:00 火曜日　13：30～14：30 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月4日 広島市安佐南区

オール薬局沼田店 〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東5-19-23 082-849-5567 9:00-18:00 14:00-16:00 電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12/29-1/4 広島市安佐南区

ププレひまわり薬局伴東店 〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東5丁目21番2号 082-836-3577 月火木金9:00-19:00　水9:00-13:00　土9:00-14:00

月火木金　9:00-18:00 

受付は営業終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12/30は営業時間18:00まで。 

12/30のキット配布は17:00まで（最終受付16:30）となります。 

12/31-1/3は休業となります。

広島市安佐南区

さんくす薬局沼田店 〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東7丁目58番3号 082-849-4660 月･火･水･金 9:00～18:30､木･土 9:00～13:00

月・火・水･金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市安佐南区

くるみ薬局沼田店 〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東7丁目59番1号 082-848-7890
月･火･水･金 8:30～18:30、木 8:30～18:00、土 8:30～

13:00

（月・水・金）13：30～14：30

※電話での事前予約が必要です。

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市安佐南区

クルーズ薬局西風新都店 〒731-3168 広島県広島市安佐南区伴南1丁目5番18-8-101 082-849-6505 月･火･水･金 8:30～19:00、木･土 8:30～18:00

月～土　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。 

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 広島市安佐南区

タウン薬局安東店 〒731-広島県 広島県広島市安佐南区安東２－１０－２ 082-872-5511 月～金9：00～18：30、土9：00～12：30
月～金9：00～17：30、土9：00～11：30

抗原検査キットを取りに来られる前にご連絡をお願いします。
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日、12月30日、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 広島市安佐南区

こうぜん薬局 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部3-38-23 082-815-1021 9:00～18:00 月火水金13:00～15:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29～1/4 広島市安佐北区

のぞみ薬局本店 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部5-14-19 082-810-0270
【月～水、金】7:30～18:30　【木】7:30～17:00　【土】7:30～

13:00

【月～水、金】9:00～18:30　【木】9:00～17:00　【土】9:00～

13:00

※発熱患者様用入口からお入りください。

電話連絡が必要 日曜･祝日 1月1日　1月２日　1月３日 広島市安佐北区

アレス薬局　可部店 〒731-0221 広島県広島市安佐北区可部6丁目３－２４ 082-819-1133 9～12：30；15～18：00（木・土9:00~12:00のみ） １２：００～１２：３０(月、火、水、金) 電話連絡が必要
日曜日

祝日

12/29~1/4は休業 

 

12月16日以降、営業時間並びにキット配布可能時間は変更の予定

です。尚、現時点では事前電話のない場合は対応できません。

広島市安佐北区

なかしま薬局 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南4丁目17-10-101 082-819-1681
月～水、金：9：00～18：00 木：9：00～17：00 第1・3・5土

曜：9：00～13：15 第2・４土曜：9：00～18：00

月～水・金：9：00～18：00  

木：9：00～17：00  

第1・3・5土曜：9：00～13：15 

第2・４土曜：9：00～18：00

電話連絡が必要 日曜･祝日 12/29～1/3 広島市安佐北区

日本調剤　安佐北薬局 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5-13-14 082-819-3190 9:00～18:00 火　木　金曜日　10:00～16:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/31-1/3 広島市安佐北区

ノムラ薬局亀山店 〒731-0231 広島県広島市安佐北区亀山7丁目5-12 082-819-2600 9:00～18:00
月・火・水・金曜日：　9：00～18：00 

木・土曜日　　　　：　9：00～13：00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日～１月３日 広島市安佐北区

エスマイル薬局おちあい店 〒739-1731 広島県広島市安佐北区落合1丁目１３－６ 082-841-3820 9:00～18:00
14:00～15:00 

待合が狭く、感染対策のため
電話連絡が必要

水曜日

土曜日

祝日

8月6日　12月30日、31日 

 

12月30日　臨時休業の為 

12月31日　休日当番の為対応が困難の為

広島市安佐北区

のぞみ薬局 高陽店 〒739-1731 広島県広島市安佐北区落合五丁目25番1号 082-841-6330

8:30～18:00（月、火、木、金）、8:30～17:00（水）、8:30～

13:00（土）

9:30～18:00（月、火、木、金）

9:30～16:30（水）

9:30～12:30（土）

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 広島市安佐北区

もろき薬局 〒739-1732 広島県広島市安佐北区落合南7丁目4番21号 082-843-4800 9:00～18:00（木曜日は9:00～13:00） 9:00～18:00（木曜日は9:00～13:00） 電話連絡が必要
日曜日

祝日
未定 広島市安佐北区

エスマイル薬局口田南店 〒739-1733 広島県広島市安佐北区口田南7丁目12-27 082-841-5925
月・火・水・金：9:00-18:30　木：9:00-18:00　土：9:00-

13:00

火曜日：14:00～16:00 

木曜日：14:00～17:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月31日～1月3日 広島市安佐北区

ハート薬局高陽店 〒739-1734 広島県広島市安佐北区口田3-1-18 082-841-2088 9：00～18：00 平日の開局日　10：00～16：00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月28日～1月4日 広島市安佐北区

口田薬局 〒739-1734 広島県広島市安佐北区口田3丁目2-5 082-845-1221 9:00～18:00
月～金　9:00～18:00 

土　　　9:00～13:00（13:00以降は要予約）
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12/31～1/5 広島市安佐北区

オール薬局深川店 〒739-1751 広島県広島市安佐北区深川5?39-3 082-845-0707 9:00～18:30

月・火・水・金　9：00～18:00 

木　9:00～17:00 

土　9:00～13:00

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日　12月30日　１月1日　１月２日　１月３日 広島市安佐北区

ふかわ薬局 〒739-1751 広島県広島市安佐北区深川5-19-8 082-845-5304
月・火・木・金　9：00～18：00　　水　9：00～17：00　　土

9：00～13：00　　日・祝　休み

月・火・木・金　13：00～15：00 

 

ご予約された方はお手数ですがお電話でご一報下さい。 

来局された際には入口横のインターフォンを押してください。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
１２月３０日～１月４日 広島市安佐北区

全快堂薬局　本店 〒736-0081 広島県広島市安芸区船越３丁目１３番１５号 082-820-0556
（月･火･水･金）9:00～12:00　15:00～19:00（木）9:00～

12:00　16:00～19:00　（土）9:00～12:00

（月･火･水･金）9:00～12:00　15:00～19:00 

（木）9:00～12:00　16:00～19:00　 

（土）9:00～12:00

電話連絡が不要
日曜日

祝日
12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 広島市安芸区

すずらん薬局船越店 〒736-0082 広島県広島市安芸区船越南2-18-9 082-821-3030 月～水、金:9:00～18:00  木:9:00～17:00  土:9:00～13:00
月～金:9:00～10:00、15:00～16:00 

土:9:00～10:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/30～1/3 広島市安芸区

エスマイル薬局　平和店 〒736-0082 広島県広島市安芸区船越南3丁目6-13 082-821-0234 月～金；9：00～18：30　土；9：00～13：15
月～金；15：00～18：00 

土；11：00～13：00 
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月30日、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 広島市安芸区

くるみ薬局矢野店 〒736-0085 広島県広島市安芸区矢野西4-10-18 082-820-4323 月～金　9：00～18：00、土　9：00～13：00

水曜日　9：00～16：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 広島市安芸区

康仁薬局矢野店 〒736-0085 広島県広島市安芸区矢野西4-1-21 082-888-5500
月･火･水･金 8:30～19:00､木 8:30～17:30､土 8:00～

17:00

水曜日　13：00～14：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 広島市安芸区

安芸畑賀薬局 〒736-0088 広島県広島市安芸区畑賀2丁目22-36 082-820-6088
8:30～17:30、月火木金8:30～17:30･水9:00～17:00･土

8:30～23:00･日､祝18:00～23:00
9:00～17:30 電話連絡が必要 なし 12月29日30日 広島市安芸区

有限会社アーニスト瀬野薬局 〒739-0311 広島県広島市安芸区瀬野1-26-3 082-894-2662 9:00～17:30
月～金　営業時間内 

土曜日　配布無し
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 広島市安芸区
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

タウン薬局安芸中野店 〒739-0321 広島県広島市安芸区中野3丁目9-6 082-892-3388 月、火、水、金、土9：00～18：30　木9：00～17：00 営業終了の1時間30分前まで 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日休業 広島市安芸区

なのはな薬局 〒739-0323 広島県広島市安芸区中野東4-18-1 082-893-6370 8:30～17:15

土曜日　 

8時30から13時 

 

日祝 

休み 

 

ただし電話対応可

電話連絡が不要
日曜日

祝日
12月30日から1月3日 広島市安芸区

ププレひまわり薬局瀬野川店 〒739-0323 広島県広島市安芸区中野東4丁目1番40号 082-516-5751 月火水金土9:00-14:00,15:00-18:00

月火水金土9:00-17:00（14:00-15:00を除く） 

受付時間は配布可能時間終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要

木曜日

日曜日

祝日

12/31-1/3は休業となります 広島市安芸区

平原薬局 〒739-0323 広島県広島市安芸区中野東5-1-2 082-892-0903 9:00～18:30 9:00～18:30 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 広島市安芸区

安芸ふれあい薬局 〒739-0323 広島県広島市安芸区中野東５丁目１－７ハッツピーハヤシビル 082-893-6002
9:00～18：00（月・火・水・金）8:00～16：00（木）9:00～

16:00(土）

9:00~18:00(月・火・水・金） 

9:00~16:00(木・土） 

 

 

 

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日・31日・１月1日・2日・3日 広島市安芸区

サンケイ薬局　八幡店 〒731-5115 広島県広島市佐伯区八幡東２－２８－５ 082-927-8866 9：00～19：00
月、火、水、金曜日→9：00～19：00 

土曜日→9：00～13：00 
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日～1月3日まで 広島市佐伯区

康仁薬局八幡東店 〒731-5115 広島県広島市佐伯区八幡東3-28-17 082-929-1100 月～土　9：00～19：00

月～金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 広島市佐伯区

ひまわり薬局佐伯店 〒731-5115 広島県広島市佐伯区八幡東3丁目11-28 082-926-4771
月・火・水・木曜日9：00～17：00　金曜9：00～19：15　土曜

9：00～12：45

月～金曜日　9：00～17：00 

土曜日　9：00～12：00 

 

1.電話にて要予約。 

2.車でお越しいただける方のみに対応。 

3.夜間休日は対応不可。 

 

 

 

電話連絡が必要
日曜日

祝日

休業日　12月29日13：00～　12月30日　12月31日　1月1日　1

月2日　1月3日 

12月29日9：00～12：00まで販売対応 

 

 

 

広島市佐伯区

ハート薬局八幡店 〒731-5116 広島県広島市佐伯区八幡2-6-18 082-926-4554 月～水・金曜8:30～18:00、木・土曜8:30～12:30
月～水・金曜9:00～18:00 

木・土曜9:00～12:30
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市佐伯区

みなが薬局 〒731-5124 広島県広島市佐伯区皆賀2-2-23 082-922-8010 月・火・水・金　9:00～18:00、木・土　9:00～12:00
月・火・水・金　9:00～18:00 

木・土　9:00～12:00 
電話連絡が必要 日曜･祝日 １２月２９日～１月３日、８月１３日～８月１５日 広島市佐伯区

みなが薬局 〒731-5124 広島県広島市佐伯区皆賀2-2-23 082-922-8010 月・火・水・金9:00~18:00、木・土9:00~12:00 月・火・水・金9:00~18:00、木・土9:00~12:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市佐伯区

オール薬局五日市店 〒731-5125 広島県広島市佐伯区五日市駅前1-5-18-101 082-924-5733 9:00～18:00 平日水曜日以外の13:00~15:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
現時点では不明。 広島市佐伯区

薬局ドラッグスソウ　北口店 〒731-5125 広島県広島市佐伯区五日市駅前3－4－15－1 082-925-5050 平日9:00～18:30  土曜9:00～13:30
【必須】事前に電話で在庫を確認してください。 

平日17:30～18:30  土曜12:30～13:30
電話連絡が必要

日曜日

祝日
現時点では未定（GoogleMapかお電話にてご確認ください） 広島市佐伯区

新宮アゼリア薬局 〒731-5126 広島県広島市佐伯区新宮苑11-21 082-573-8165 9:00～18:00（月～金）　9:00～13:00（土）
9：00～12：00　15：00～18：00（月～金） 

9：00～13：00（土）
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12月28日、12月29日、12月30日、12月31日、1月1日、1月2

日、1月3日、1月4日
広島市佐伯区

オール薬局　五日市西店 〒731-5127 広島県広島市佐伯区五日市1-14-27-102 082-943-7717 月火木金土：9：00～18：00、水：9：00～17：30　日祝休 営業時間内（事前電話予約必須） 電話連絡が必要
日曜日

祝日
決まり次第連絡します。 広島市佐伯区

あさがお薬局 〒731-5127 広島県広島市佐伯区五日市2-9-10-4 082-924-7722
月・火・水・金9:00～12：30　14：30～18：00　木・土9：00～

12：30

可能な限り営業時間内での配布となるようご協力ください。

車などでお渡しさせていただきたいので、必ず電話連絡をしてください。

※休日当番薬局の為、令和5年1月22日（日）9：00～18：00

開局致します。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市佐伯区

五日市豊見薬局 〒731-5127 広島県広島市佐伯区五日市4丁目4-31唯山ビル1階 082-924-3838 月・火・水・金・土　9:00~18:00　木　8:30~16:30
月・火・水・金・土　9：00～17：45 

木　8:45～16:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市佐伯区

長谷川薬局 〒731-5127 広島県広島市佐伯区五日市5-10-25 082-921-3049 ９：００～２０：００ ９：００～２０：００ 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月31日　1月1日　１月2日　１月３日 広島市佐伯区

さんくす薬局五日市中央店 〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央5丁目11-21 082-943-8484
月･火･水･金 9:00～18:00､木 9:00～17:00､土 9:00～

13:00

月・火・水・金　14：00～15：00

※電話での事前予約が必要です。

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市佐伯区

薬局ドラッグスソウ　フレスタ波出石店 〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央7－16－26 082-924-5068
月水金：9:00～18:30 火木：9:00～17:00 土：9:00～

13:00

【必須】事前に電話で在庫の確認をしてください。

月水金：17:30～18:30 火木：16:00～17:00 土：12:00～

13:00

電話連絡が必要
日曜日

祝日
現時点では未定です（GoogleMapかお電話にてご確認ください） 広島市佐伯区

豊見薬局 〒731-5133 広島県広島市佐伯区旭園２－２２ 082-921-0049 9:00~18:00

月火水金　9:00~18:00 

木　9:00~17:00 

土　9:00~15:00

電話連絡が必要 日曜･祝日 12/29～1/3　休み 広島市佐伯区

薬局ドラッグスソウ 〒731-5133 広島県広島市佐伯区旭園4－29 082-921-7865 平日 9:00～18:30 土曜 9:00～14:00
【必須】事前にお電話で在庫確認してください。 

平日17:00～18:30  土曜日13:00～14:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
現時点では未定です（GoogleMapかお電話にて確認ください） 広島市佐伯区

薬局ドラッグスソウ　南口店 〒731-5133 広島県広島市佐伯区旭園4－35 082-924-8120
月火木金：8:30～18:00  水：8:30～16:30  土：8:30～

12:30

【必須】事前に電話にて在庫を確認して下さい。 

月火木金：17:00～18:00 

水：15:30～16:30

電話連絡が必要
日曜日

祝日
現時点では未定（GoogleMapかお電話にてご確認ください） 広島市佐伯区

五日市薬局 〒731-5133 広島県広島市佐伯区旭園6-12 082-943-5363
月・水・金曜日　9：00～23：00、火・木・土曜日　9：00～20：

00
9：00～12：00、15：00～18：00 電話連絡が不要

日曜日

祝日
12月30日～1月3日 広島市佐伯区

海老山薬局 〒731-5134 広島県広島市佐伯区海老山町7-11 082-943-8962 月・水・金　9：00～18：30、火・木・土　9：00～23：00 営業時間中 電話連絡が不要
日曜日

祝日
12月31日、１月１日、１月２日、１月３日 広島市佐伯区

フラワー調剤薬局 〒731-5135 広島県広島市佐伯区海老園1-7-16 082-924-1800 9:00～18:00
平日9:00~12:00　15:00~18:00 

土日9:00~12:00 
電話連絡が必要 第3日曜･祝日 12/30 ~1/4 広島市佐伯区

南海老園豊見薬局 〒731-5135 広島県広島市佐伯区海老園１－８－２５ 082-943-5325 月火木金9:00-19:00　水9:00-17:00 土9:00-13:00 概ね閉局時間の20分前にはお越しください。 電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月29日は9:00ー13:00開局いたします。 

12月30日～1月4日はお休みをいただきます。
広島市佐伯区

オレンジ薬局 〒731-5135 広島県広島市佐伯区海老園1丁目5-44ミレニアムビル1F 082-943-7860 月火木金9:00～18:00 水土9:00～12:00 日祝休み
月火木金9:00～18:00 水土9:00～12:00 日祝休み

※事前連絡をお願いします
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/29　12:00～　1/3 広島市佐伯区

6/15



広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

アポロ薬局 〒731-5135 広島県広島市佐伯区海老園2-11-1 082-921-5171 9：00～18：30月～金  9：00～13：30土
9：00～18：30  月～金 

9：00～13：30  土
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月31日  1月1日  1月2日  1月3日 広島市佐伯区

ファインしみず薬局 〒731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園2-2-2 082-299-1193 (平日)9:00～18:00(土曜日)9:00～13:00

(平日）12:00～14:00 

(土曜日）12:00～13:00 

 

※店舗外での受け渡しとなります。 

※事前連絡、到着連絡必須です。

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月28日はキット配布可能時間12:00～13:00 

12月29日～1月3日は休業しております。 
広島市佐伯区

楽々園しみず薬局 〒731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園2丁目2-13 082-924-4193 8:30～18:30

配布可能時間　13:00～15:00 

上記以外の時間帯での受取を希望される場合は、 

必ず事前に薬局までお電話でお問い合わせください。 

（営業状況によっては、ご希望に添えない場合がございますので、予めご

了承ください。）

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 広島市佐伯区

楽々園しみず薬局 〒731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園2丁目2-13 082-924-4193 8:30～18:30

配布可能時間　平日13:00～15:00 

 

それ以外の日時で受取をご希望される方は、 

事前に薬局までお問い合わせください。 

（状況により、ご希望に添えない場合も 

ございますので、予めご了承くださいませ。） 

 

駐車場もしくは薬局前の屋外で販売いたします。 

到着されましたら必ず電話連絡をお願いします。 

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 広島市佐伯区

オール薬局　楽々園店 〒731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園3丁目1-8 082-921-0075 8:30～18:00 木・土は8:30～17:00 13:00～15:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
まだ未定です。 広島市佐伯区

ライフしみず薬局 〒731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園4丁目5ー2 082-208-1193 9:00～18:00

平日13:00～15:00 

店舗の外での受け渡し(薬局到着時に外で電話連絡を必ずお願いしま

す)

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日  12月31日  1月1日  1月2日  1月3日 1月4日 広島市佐伯区

康仁薬局楽々園店 〒731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園5-9-5 082-943-5501 月～土　9：00～18：00

月～金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 広島市佐伯区

すずらん薬局五日市観音店 〒731-5142 広島県広島市佐伯区坪井1-21-44 082-943-5521 9:00～18:00(月火水金)9:00～12:30(木土) 9:00～10:00(月・金のみ対応(祝日を除く)) 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29～1/3 広島市佐伯区

エイコ―堂薬局　スパーク佐方店 〒731-5144 広島県広島市佐伯区三筋2-10-41 082-924-2513 10:00～20:00 10:00～20:00 電話連絡が必要 日曜日 １月１日～１月４日 広島市佐伯区

フラワー薬局城山店 〒731-5155 広島県広島市佐伯区城山2-2-2水戸第3ビル1F 082-926-1801 9:00~18:00  　水・土曜日は9:00~13:00

9:00~12:30 

14:30~18:00 

水・土曜日は9:00~13:00 

 

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月29日　12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日　1

月4日
広島市佐伯区

湯来しみず薬局 〒738-0512 広島県広島市佐伯区湯来町白砂５８８－１ 0829-40-5770 平日8:30～17:30　土曜日8:30～13:00

平日・土曜日8:30～9:00　平日14:00～17:00

いずれの時間帯も基本的に薬局外（駐車場）での配布とさせていただ

きます。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 広島市佐伯区

マリン薬局　阿賀店 〒737-0003 広島県呉市阿賀中央６丁目1-34 0823-76-3393 9:00～18:00

9:00～17:00 

 

来局の際に電話を頂き、藤三阿賀店３階駐車場に到着次第、再び、

電話をして頂きます。 

薬剤師がキットを持っていくまでは車の中で待機願います。

電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

１２月２９日、１２月３０日、１２月31日、１月１日、１月２

日、１月３日
呉市

あが中央薬局 〒737-0003 広島県呉市阿賀中央6丁目2-11あがプラザ2階 0823-72-2185 9：00～18：00 9：00～18：00 電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30、31日、1月1～4日 呉市

井上一誠堂薬局　警固屋店 〒737-0012 広島県呉市警固屋4-2-30 0823-28-6303 9:00～18:30
月～金曜日　9:00～18:00 

土曜日　9:00～12:30（土曜日の営業は午前のみ）
電話連絡が必要

日曜日

祝日
年末年始等の休業日はまだ決まっていません 呉市

宮原薬局 〒737-0024 広島県呉市宮原5-5-12 0823-21-2478 8:30～18:00(土は13:00まで) 8:30～18:00(土は13:00まで) 電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12/30～1/3 呉市

エスマイル薬局呉本町店 〒737-0032 広島県呉市本町9-8 0823-27-5525 9：00～18：00

月火水金　9：00～18：00 

木　9：00～17：00 

土　9：00～13：00 

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月28日～1月4日 呉市

たんぽぽ薬局 〒737-0043 広島県呉市和庄登町12-19 0823-23-2562 9:00~18:00
月曜日～金曜日  14:00～18:00 

土曜日 11:00～13:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/30,12/31,1/1,1/2,1/3 呉市

有限会社ひかり薬局 〒737-0045 広島県呉市本通2丁目３番15号佐伯ビル 0823-26-7966 9時～18時 (木～13:30,土～13:00) 月～土 9:00～13:00 電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日から1月3日まで 呉市

第一薬局 〒737-0045 広島県呉市本通３丁目４－５ 0823-23-7474 9:00～19:30 9:30～18:30 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月31日～１月３日 呉市

康仁薬局呉本町店 〒737-0045 広島県呉市本通4-10-5 0823-21-8899
月･火･水･金 8:30～18:30､木 8:30～17:30､土 8:30～

13:30

月・水　13：30～14：30 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 呉市

小松薬局 〒737-0046 広島県呉市中通1-3-19 0823-21-2448 900～1800
月～金　9時～17時30分 

土　9時～13時
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日、31日、1月1日、2日、3日 呉市

フタバ薬局 〒737-0046 広島県呉市中通４丁目６－５ 0823-25-8002

月～金9：00～18：00

土9：00～13：00

日・祝日休み

月・火・水・金　9：00～18：00

木・土　9：00～13：00
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12/30～1/3休業 呉市

さんくす薬局呉店 〒737-0051 広島県呉市中央2丁目6-10 0823-32-6315 月･火･水･金･土 9:00～18:00､木 9:00～17:00

火曜日　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 呉市

瀬田薬局 〒737-0056 広島県呉市朝日町1-1 0823-21-5936 月～金8:00～19:00 土8:00～17:00 月～金9:00～18:00 土9:00～15:00 電話連絡が必要 第1･3･5日曜 12/31～1/3は休み 呉市

(一社)呉市薬剤師会　センター薬局北店 〒737-0056 広島県呉市朝日町14-6 0823-32-7677
月～金8:45～17:30･土19:00～23:00･日祝9:00～18:00　※

小児夜間救急は年中無休で19:00～23:00

平日の１４時から１７時まで。

担当者が不在の場合は対応出来ない場合があります。

土日祝日対応不可。

来られる場合は事前に電話お願いします。

電話連絡が必要 なし なし（但し毎年12/30は19:00～23:00のみ） 呉市

有限会社佐々木回生堂薬局 〒737-0075 広島県呉市西畑町２－１２ 0823-21-6385 ８:３０～１９：３０ 9:00～19:00 電話連絡が必要 日曜日 １月１日．２日．３日．４日 呉市

康仁薬局広二級橋店 〒737-0112 広島県呉市広古新開1丁目1番32号 0823-76-5066
月･火･水･金 9:00～18:00､木 9:00～17:00､土 9:00～

13:00

月～水･金　14：00～15：00､  土　14:00～16:00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 呉市

マリン薬局広中央店 〒737-0112 広島県呉市広古新開１丁目3-13 0823-75-1193 9:00~19:00
平日　9:00~19:00 

土曜日のみ9:00~13:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日～1月3日 呉市

康仁薬局新広店 〒737-0112 広島県呉市広古新開7丁目24-3　広サンフラワービル1F 0823-76-5821 月～金　9：00～18：00、土　9：00～17：00

月～水、金　13：00～14：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月4日 呉市

あすなろ薬局 〒737-0112 広島県呉市広古新開７丁目４０－１ 0823-74-3996
月～水、金　9:00～18:00　木　8:00～16:00　土　9:00～

12:00
同上 電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/29PM～1/4 呉市
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

康仁薬局仁方店 〒737-0145 広島県呉市仁方西神町6番 0823-79-2288 月～金　9：00～18：30、土・日・祝　9：00～18：00

月～水、金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要 無休 12月31日午後～1月3日 呉市

オール薬局郷原店 〒737-0161 広島県呉市郷原町1664-1 0823-70-3522 9:00~18:00

月曜、火曜、水曜、金曜日：9：00～18：00 

木曜日：9：00～17：00 

土曜日：9：00～13：00

電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月29日、12月30日、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 呉市

小松薬局　郷原店 〒737-0161 広島県呉市郷原町2379-38 0823-77-1211 900～1700
月～金　9時～16時30分 

土　9時～11時30分
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月30日、31日、1月1日、2日、3日 呉市

エスマイル薬局かまがり店 〒737-0303 広島県呉市下蒲刈町下島2119-31 0823-65-3079 8:30～17:30

一人薬剤師で午前中の対応が難しいため、平日は14:00～17:30で

お願いいたします。土曜日は12時までの営業となっているので、8:30～

12:00まで対応可能です。

電話連絡が必要 日曜･祝日 12月29日～1月3日休業 呉市

小松薬局　東片山店 〒737-0805 広島県呉市東片山町10-15 0823-25-7405 900～1800
月、火、水、金　9時～17時30分 

木、土　9時～11時30分
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月29日、30日、31日、1月1日、2日、3日 呉市

日本調剤　呉薬局 〒737-0811 広島県呉市西中央3-2-1和中ビル 0823-32-6780 8:30~18:30 14:00~17:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29～1/3 呉市

マリン薬局海岸通店 〒737-0821 広島県呉市三条１丁目9-2 0823-24-1193
９：００～18：00／９：００～17：00（木）／9：00～

12：00（土）

９：００～18：00（月・火・水・金） 

９：００～17：00（木） 

9：00～12：00（土）

電話連絡が不要
日曜日

祝日
１２月２９日～１月３日 呉市

オーツカ薬局Ⅱ 〒737-0821 広島県呉市三条2-12-6 0823-24-4193 9:00～19:00 木18:00 土14:00迄

月～土　9:00～18:00 木18:00 土14:00迄

有症状の方は感染対策のため要予約とさせて頂きます

お電話にてご連絡の上ご来局をお願いします

電話連絡が必要 日曜日・祝日 12月31日～1月3日 呉市

マリン薬局三津田店 〒737-0821 広島県呉市三条3-5-14 0823-32-4193 9:00~18:00

平日　9:00～18:00 

土曜日　9:00～13:00 

日曜日、祝日は休み

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月30日、31日 

1月1～3日
呉市

健康堂薬局 〒737-0821 広島県呉市三条3丁目2－11 0823-22-8251 9:00~18:30 9:00~18:30 電話連絡が不要
日曜日

祝日
12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 呉市

ももたろう薬局海岸店 〒737-0823 広島県呉市海岸1丁目4-10 0823-23-7007 9:00～18:00

同上 

木曜日9:00～17:00 

土曜日9:00～12:00

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月4日 呉市

ももたろう薬局　吉浦店 〒737-0863 広島県呉市宮花町7-12 0823-31-7751 9:00～18:30

月火水金　　9:00～18:30 

木　　　　　9:00～17:00 

土　　      　9:00～12:30 

第二　第四 

土曜日9:00～12:00 

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 呉市

のばら薬局 〒737-0902 広島県呉市焼山此原町21-2 0823-33-0826
月～金 9:00～18:00

土 9:00～12:00

月～金 9:00～18:00

土 9:00～12:00
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日～1月3日 呉市

うさぎ薬局 〒737-0903 広島県呉市焼山西2-1-34 うさぎ薬局 0823-30-1189

月曜日９：００～１８：３０

火曜日９：００～１８：３０

水曜日９：００～１８：３０

木曜日９：００～１４：００

金曜日９：００～１８：３０

土曜日９：００～１３：００

月曜日８：３０～１８：００

火曜日８：３０～１８：００

水曜日８：３０～１８：００

木曜日８：３０～１３：３０

金曜日８：３０～１８：００

土曜日８：３０～１２：３０

電話連絡が必要 日曜･祝祭日
12月３０日から 

1月3日まで休業
呉市

小松薬局　焼山北店 〒737-0911 広島県呉市焼山北1-7-7 0823-34-5240 9:00～18:00
月、火、木、金　9時～17時30分 

水、土　9時～11時30分
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月30日、31日、1月1日、2日、3日 呉市

小松薬局　本庄店 〒737-0912 広島県呉市焼山本庄4-8-13 0823-36-3434 900～1800
月、火、水、金　9時～17時30分 

木、土　9時～11時30分 
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月29日、30日、31日、1月1日、2日、3にち 呉市

オール薬局　焼山中央店 〒737-0935 広島県呉市焼山中央1-13-10 0823-33-4228 月、火、水、金9:00～18:00  木、土9:00～12:30
月、火、水、金曜日　14時～17時 

在庫等確認があるので、来局前に事前に電話連絡してほしい。
電話連絡が必要

日曜日

祝日

現時点で未定。 

少人数なため、キット配布時間も変更になる可能性あり。
呉市

小松薬局　山ノ上店 〒737-0935 広島県呉市焼山中央1-2-11 0823-34-2220 900～1800
月、火、水、金　9時～17時 

木、土　9時～11時
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月29日、30日、31日、1月1日、2日、3日 呉市

くるみ薬局焼山店 〒737-0935 広島県呉市焼山中央2-1-21 0823-30-1020 月～金 9：00～18：00、土 9：00～13：00

月～金　13：30～15：00 

 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 呉市

ももたろう薬局　焼山店 〒737-0935 広島県呉市焼山中央2丁目9－22 0823-34-5300 9:00～18:30

9:00～18:30 

 

木曜日は9:00～17:00 

土曜日は9:00～12:30

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12/30～1/3 

 

その他は未定

呉市

有限会社　焼山貴船薬局 〒737-0935 広島県呉市焼山中央二丁目６番３７号 0823-30-1288 月・火・水・金　9:00～18:00、木・土　9:00～12:00
月・火・水・金　9:00～18:00 

木・土　9:00～12:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
１２月２８日～１月３日 呉市

井上一誠堂薬局音戸御所の浦店 〒737-1206 広島県呉市音戸町高須3-7-2 0823-36-7303 平日9:00～18:00　土9:00～13:00

月・火・木・金曜9:00～18:00

水曜15:00～18:00

土曜9:00～13:00

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月29日 

12月30日 

12月31日 

1月1日 

1月2日 

1月3日

呉市

ホーム薬局 〒737-2516 広島県呉市安浦町中央5-1-52 0823-84-7077 月～金8:45～18:00土8:45～13:00

月～金16:00～18:00 

土8:45～10:00（日・祝を除く） 

　他の患者様との接触を避けるために、可能な限り上記の時間内での

来局にご協力お願いします。 

受け取りを希望される方は事前に電話連絡の上、①お名前（来局

者：申込データを一致しているか本人確認を行います）②ID番号③

電話番号をお知らせください。 

　来局時には他の患者様との接触を避けるために、店舗前で到着の旨

を電話連絡をするか、入り口にてスタッフにお声かけください。申込データ

との照合、本人確認、配布は店舗外にて行います。 

　感染すると重症化するリスクの高い患者様が多数来局される場所です

ので、ご理解いただき、ご協力よろしくお願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29～1/3 呉市

ヒトミ薬局 〒737-2516 広島県呉市安浦町中央5丁目2-35 0823-84-7300 9:00～12:30 15:00～18:00

月?水?金  10:00～12:00  16:00～17:30 

火?木       10:00～12:00 

土(第2?4?5) 10:00～12:00  16:00～17:30

電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12月29日～1月3日 呉市
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

ライフ薬局 〒737-2603 広島県呉市川尻町西2-12-34 0823-87-3400 月火水金9:00～18:00木9:00～17:00土9:00～12:30

月～金15:00～16:00 

　他の患者様との接触を避けるために、可能な限り上記の時間内での

来局にご協力お願いします。 

受け取りを希望される方は事前に電話連絡の上、①お名前（来局

者：申込データを一致しているか本人確認を行います）②ID番号③

電話番号をお知らせください。 

　来局時には他の患者様との接触を避けるために、店舗前で到着の旨

を電話連絡をするか、入り口にてスタッフにお声かけください。申込データ

との照合、本人確認、配布は店舗外にて行います。 

　感染すると重症化するリスクの高い患者様が多数来局される場所です

ので、ご理解いただき、ご協力よろしくお願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29～1/3 呉市

アルファ薬局 〒725-0012 広島県竹原市下野町1771-1 0846-22-7611 8：45～17：30 火曜日・金曜日・土曜日　14：00～17：00（祝日除く） 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 竹原市

きらり薬局 〒725-0012 広島県竹原市下野町3263-1 0846-22-1116
月～金曜日　9:00～18:00

土曜日　9:00～17:00

月～金曜日　9:00～18:00

土曜日　9:00～17:00
電話連絡が必要 木曜･日曜･祝日 12月29日～1月3日 竹原市

竹原中央薬局 〒725-0026 広島県竹原市中央3-16-54 0846-22-8550 8:30~18:30（木・土曜日8:30~17:30）

8:30~9:30 

13:00~14:00 

18:00~ 

（木・土曜日8:30~9:30 13:00~17:30） 

電話連絡が必要
日曜日

祝日
現在未定 竹原市

つくし薬局 〒725-0026 広島県竹原市中央３丁目17-9 0846-23-0221

月・火・木・金 8:00～18:30

水 8:00～17:00

土 8:00～12:00

月・火・木・金 8:00～18:30

水 8:00～17:00

土 8:00～12:00

電話連絡が必要 日曜･祝日 12月31日　1月1日　1月2日　お盆 竹原市

原田薬局 〒725-0026 広島県竹原市中央4丁目4-24 0846-23-5131 月火水金　9:00～18:30 木7:00～15:00 土9:00～16:00 営業時間中 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 予定 竹原市

ときわ薬局海光 〒723-0014 広島県三原市城町3-5-6 0848-62-7158 9:00～17:30
月～土曜日9:00～17:30

木曜日のみ9:00～13:00
電話連絡が必要 日曜･祝日

12月30日・31日 

1月1日・2日・3日
三原市

ププレひまわり薬局三原南店 〒723-0015 広島県三原市円一丁目2-6-27 0848-36-5881 月火水木金土9:00-18:00

月火水木金土9:00-17:00 

受付は営業終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/31-1/3は休業となります。 三原市

モリオ薬局 〒723-0015 広島県三原市円一町1-1-7（フジグラン三原内） 0848-61-1193 8:45～17:30
9:00～17:30（平日） 

9:00～13:00（土曜日）
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 三原市

三原なみき薬局 〒723-0015 広島県三原市円一町４丁目１－２７ 0848-64-8468 8:30~18:00
8:30~9:30 

13:00~18:00 
電話連絡が必要

日曜日

祝日
１２月３１日、１月１日、１月２日、１月３日 三原市

ときわ薬局　宮沖店 〒723-0016 広島県三原市宮沖２丁目２－２０ 0848-67-4774 8:30～18:30 8:30～18:30 電話連絡が不要
日曜日

祝日
12月31日～1月3日 三原市

有限会社　ときわ薬局 〒723-0017 広島県三原市港町１－２－２７ 0848-62-2953 月～金8：30～19：30　日祝：9：00～13：00 月～金8：30～19：30　日祝：9：00～13：00 電話連絡が必要 祝日の月曜日 12月31日　1月１日　１月２日　１月３日 三原市

ほのか薬局 〒723-0044 広島県三原市宗郷1-3-30 0848-81-0585 9:00～18:00
月・火・水・金　9:00～12:30　15:00～18:00 

木・土　9:00～12:30
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 三原市

三原薬剤師会センター薬局 〒723-0051 広島県三原市宮浦一丁目20-36 0848-64-8079
月～金8:30～17:30,19:00～22:00,土8:30～13:00,日8:30

～17:30
月～金13:00～17:00 電話連絡が必要 祝日 特になし(祝日も開局) 三原市

クルーズ薬局頼兼店 〒723-0054 広島県三原市頼兼1丁目1-4 0848-61-5322 月～金　9：00～18：00、土　9：00～13：00

月～金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 三原市

タウン薬局本郷店 〒729-0414 広島県三原市下北方１－７－２５ 0848-86-1093 9：00～18：30（木のみ17：00まで） 9：00～16：00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
例年31日から3日 三原市

すみれ薬局 〒729-1321 広島県三原市大和町和木1531-5 0847-35-3320 8:30～17:30 8:30～17:30 電話連絡が必要 土曜･日曜･祝日 12月29日～1月3日 三原市

大和薬局 〒729-1406 広島県三原市大和町下徳良１８９５－４ 0847-33-1717 8:45-18:00  木8:45-17：00　土8:45-12:00 開局時間内 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29ー1/3 三原市

あおぞら薬局 〒722-0014 広島県尾道市新浜1-9-1 0848-24-2777 　9：00～18：00

月・火・水・金　9：00～18：00 

 

木・土　9：00～13：00

電話連絡が必要 土曜･日曜･祝日 12月29日～1月3日 尾道市

門田薬局 〒722-0017 広島県尾道市門田町1-41 0848-23-2529 9:00～18:00

営業時間は配布可能 

月、火、水、金 

9:00～18:00 

木、土 

9:00～12:00

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月30日、31日 

1月1日、1月3日、1月4日 

※1月2日は当番で開局9:00～17:00

尾道市

なの花薬局　平原店 〒722-0018 広島県尾道市平原1-20-46 0848-23-2311 9:00-18:00 平日9:00-18:00 土曜日9:00-12:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30 12/31 1/2 1/3 尾道市

あい薬局　平原店 〒722-0018 広島県尾道市平原1丁目20-50 0848-21-1311 9:00～18:00
月曜日から金曜日9:00～18:00 

土曜日　　　　　9:00～13:00
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 尾道市

あしたば薬局 〒722-0022 広島県尾道市栗原町8234-1 0848-21-1125 8:30~14:00

できる限り営業時間での対応可能としておりますが 

薬局が込み合っている場合は電話での相談の上 

受取時間を指定させていただく場合もあります。

電話連絡が必要

水曜日

日曜日

祝日

12月30日　1月4日 尾道市

ププレひまわり薬局尾道中央店 〒722-0026 広島県尾道市栗原西1-4-16 0848-38-1029 月火水金：9:00-19:00　木金：9:00-18:00

月火水木金土：9:00-17:00 

受付は営業終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30-1/3は休業となります。 尾道市

三北調剤薬局 〒722-0031 広島県尾道市三軒家町17-14 0848-23-9171 9:00~18:00

10:00~17:00 

但し、木曜日10:00~16:30 

             土曜日10:00~12:30

電話連絡が必要 日曜･祝日 12月29日から1月３日まで、祝日、祭日 尾道市

ファーマシィ薬局尾道 〒722-0037 広島県尾道市西御所町６－２７ 0848-23-8343 月火水金土　9:00～18:30　木　9:00～17:00 水　13:30～15:30 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日、12月30日、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 尾道市

尾道中央薬局西御所店 〒722-0037 広島県尾道市西御所町8-11 0848-36-6350 9:00～18:00

月、火、水、金は9時から18時 

 

木は9時から17時 

 

土は9時から13時

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日から1月3日 尾道市

クルーズ薬局天満町店 〒722-0038 広島県尾道市天満町16番14-7 0848-21-1161 月～金　9：00～18：00、土　9：00～13：00

月曜日　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 尾道市

ファーマシィ薬局新高山 〒722-0055 広島県尾道市新高山3-1170-247 0848-56-0630 9:00～18:00

月曜、金曜の　13:00～15:00

来局は出来るだけ自動車でお越し下さり、到着時に外部で電話のご一

報を、お願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日、30日、31日、１月２日、３日 尾道市

ファーマシィ薬局病院前 〒722-0055 広島県尾道市新高山三丁目1170-109 0848-56-0560 月～金8:30～18:00　土9:00～13:00
水曜日  13:00～15:00 

木曜日  13:00～15:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12/29  12/30  12/31  1/1  1/2  1/3 

年末年始はキット配布を行っておりません。
尾道市

戸田栄光堂薬局 〒722-0073 広島県尾道市向島町14 0848-44-0918 9：00～18：30 9時から18時半まで 電話連絡が必要 日曜･祝日 1月1日　2日　3日 尾道市
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

市薬局 〒722-0311 広島県尾道市御調町市100番地 0848-76-3490 月～金8：30～17：30　土9：00～11：00
月～金　8：30～17：30 

土　　　9：00～11：00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日～1月3日 尾道市

ファーマシィ薬局あすなろ 〒722-0311 広島県尾道市御調町市106 0848-76-3530 月～金8:30～17:30　土8:30～12:30 月、火、木14:00～17：00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 尾道市

ひまわり薬局 〒722-2323 広島県尾道市因島土生町2016-3 0845-22-8374 9：00～18:30 9：00～18:30 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 尾道市

ホワイト薬局 〒722-2323 広島県尾道市因島土生町2201-1 0845-26-0071 9:00-18:30 9:00-18:00 電話連絡が不要 無休 年中無休で配布可能 尾道市

アプコ高須薬局 〒729-0141 広島県尾道市高須町4774-1 0848-47-6293 9：00～18：00
9:00～17：00 

土曜日：9：00～12：30（午後は休業）
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 休業日：12月29日12時～1月4日 尾道市

東尾道薬局 〒729-0141 広島県尾道市高須町西新涯5598-3 0848-46-2587 9:00～18:30 10:00～18:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 尾道市

平成薬局 〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成２３６－１ 084-972-8380 9:00~18:30  　水 9:00~12:30  　土 9:00~16:00 月火木金：13:00~15:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 福山市

アイン薬局福山御幸店 〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成正戸464-8 084-949-3378 平日8:30～18:00、土曜9:00～12:00 平日17:00～18:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 福山市

ププレひまわり薬局御幸店 〒720-0002 広島県福山市御幸町下岩成338番地 084-983-1810 月火木金9:00-19:00　水9:00-18:00　土9:00-14:00

月火木金9:00-18:00 

受付は配布可能時間終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。 

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12/29は9:00-18:00まで営業。 

12/30-1/3は休業となります。
福山市

ププレひまわり薬局三吉店 〒720-0031 広島県福山市三吉町4丁目8番34号 084-982-5156 月火水木金9:00-14:00,15:00-18:00

月火水木金9:00-16:00（14:00-15:00除く） 

受付は配布可能時間終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12/30-1/3は休業となります 福山市

株式会社サン・メディカル薬局（大黒店） 〒720-0053 広島県福山市大黒町１ー１ 084-923-2325 9:00~18:00 月・火・木・金・土曜日　14:00~16:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30～1/3 福山市

美泉堂薬局 〒720-0056 広島県福山市本町8-29 084-922-6858 9:00～18：00 10：00～17：00 電話連絡が必要
日曜･祝日･第3月

曜
12月31日～1月3日 福山市

サン・メディカル薬局東桜町店 〒720-0065 広島県福山市東桜町11-10 084-973-3551 9:00～18:00（月～金）、9:00～13:00（土）
14:00～16:00（月～金） 

薬局内ではなく、屋外での対応になります。
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12／31、1／1、2、3 福山市

キューピー堂薬局 〒720-0067 広島県福山市西町三丁目12番20号 084-922-2458 8:00～19:00 8:00～18:30 電話連絡が必要 無休（不定あり） 12月31日　1月1日　1月2日 福山市

ファーマシィ薬局南本庄 〒720-0077 広島県福山市南本庄3-2-16 084-973-3738 9:00～18:30
日曜日　15:00～17:00 

感染拡大防止のため、来局前に必ず電話をしてください。
電話連絡が必要

土曜日

祝日
12月31日　1月1日・2日・3日 福山市

ププレひまわり薬局木之庄店 〒720-0082 広島県福山市木之庄町1丁目11-12 084-959-5361 月火水木金土10:00-19:00

月火水木金土10:00-19:00 

受付は営業終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/31-1/3は休業となります 福山市

サラダ薬局 〒720-0092 広島県福山市山手町2丁目3-15 084-952-5963 8:30～18:30
月.火.水.金　8:30～18:00 

木.土　　　　8:30～12:30
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日13時～1月3日 福山市

ちとせユーキ薬局 〒720-0311 広島県福山市沼隈町草深1918-3 084-987-4008 9:00－18:00
9:00～17:00（月・火・木・金） 

9:00～12:00（水・土）
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日から1月3日 福山市

ふれあいぶどう薬局 〒720-0311 広島県福山市沼隈町草深1980-10 084-980-7011 8:30～17:30
月曜日はなし 

火曜日～金曜日：AM10：00～12：00、13：00～15：00 
電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

令和3年12月31日（土）、令和4年1月1日（日）、令和4年1月3

日（火）
福山市

わかば薬局 〒720-0311 広島県福山市沼隈町草深456-1 084-987-4475 9:00~18:30 9:00~18:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 福山市

薬局クオリス 〒720-0313 広島県福山市沼隈町常石2638-5 084-987-4889 月火水金9:00~18:00 木土9:00~12:30

月火水金9:00~12:30  15:30~18:00  

木土9:00~12:30 

上記以外の時間に関しましては事前に電話連絡頂けましたら対応致し

ます。

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月30日,12月31日 

1月2日,1月3日,1月4日 

※1月1日は休日当番のため9:00~17:00はキット配布可能

福山市

フジエ調剤薬局 〒720-0543 広島県福山市藤江町1725番地8 084-935-8826
月～金(木を除く) 9:00～12:30 14:00～18:00

木・土 9:00～12:30

月～金(木を除く) 9:00～12:30 14:00～18:00

木・土 9:00～12:30
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月30日～1月3日 福山市

オール薬局松浜店 〒720-0802 広島県福山市松浜町4-5-26 084-928-7555
月火水金：9：00-18：30　木：9：00-12：30　土：9：00-

13：30

月火水金：9：00-13：00　（木、土、日、祝日、年末年始は不

可）
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日、31日、1月1日、２日、３日 福山市

ププレひまわり薬局緑町店 〒720-0804 広島県福山市緑町1-30 084-982-9331 月火木金土9:00-14:00,15:00-18:00

月火木金土9:00-17:00 （14:00-15:00除く） 

受付は営業終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要

水曜日

日曜日

祝日

12/31-1/4は休業となります 福山市

ファーマシィ薬局クレール 〒720-0805 広島県福山市御門町3-3-9 084-931-3368 9：00～19：00
水曜日の13：00～15：00 

感染拡大防止のため、来局前に必ず電話をしてください。
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 福山市

ファーマシィ薬局すみよし 〒720-0809 広島県福山市住吉町6-11 084-920-1264 月～金9：00～18：30　　土：9：00～13：00
金曜日　14：00～16：00 

感染拡大防止のため、来局前に必ず電話をしてください。
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日～1月3日　休業となります。 福山市

サン・メディカル薬局（道三店） 〒720-0813 広島県福山市道三町5-15 084-928-3021 月・火・水・金曜日　9:00～18:00　木・土曜日 9：00～13：00
13:00～15:00 

本人の場合は車等、屋外での配布とさせていただきます 
電話連絡が必要

日曜日

祝日
１２月３０日～１月３日 福山市

エスマイル薬局野上店 〒720-0815 広島県福山市野上町1丁目5-28 084-959-4210 月・水・金：9:00～23:00、火・木・土：9:00～18：00

月・水・金：9：00～22：30まで可 

 

火・木・土：9：00～18：00まで可

電話連絡が必要 日曜日 1月1日 福山市

ふれあいローズ薬局 〒720-0815 広島県福山市野上町2-6-8 084-973-9880 9:00～18:30 営業時間と一緒 電話連絡が必要 日曜･祝日 12月31日～1月3日 福山市

サン・メディカル薬局川口店 〒720-0822 広島県福山市川口町1丁目8-1-105 084-920-2131 月～金　9：00～18：30　土　9：00～13：00
月～金　14：30～15：30 

来局前に必ず電話で事前連絡をお願いします。
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日PM、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 福山市

ププレひまわり薬局多治米店 〒720-0824 広島県福山市多治米町2-12-10 084-957-2773 月火水金：9:00-19:00　木金：9:00-18:00

月火水木金土：9:00-18:00 

受付は営業終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12/30の受付は17:00まで。 

12/31-1/3は休業となります。
福山市

エスマイル薬局たじめ店 〒720-0824 広島県福山市多治米町2-15-15 084-954-1193 8:30～18:00

平日8:30～18:00 

土曜日8:30～16:00 

(土曜日は営業時間が8:30～16:00までのため)

電話連絡が必要

水曜日

日曜日

祝日

2022年12月30日～2023年1月4日 福山市

ププレひまわり薬局多治米2号店 〒720-0824 広島県福山市多治米町4丁目12番22号 084-982-6151 月火水木金9:00-14:00,15:00-18:00

月火水木金9:00-17:00 （14:00-15:00除く） 

受付は営業終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12/30-1/3は休業となります 福山市

クルーズ薬局多治米店 〒720-0824 広島県福山市多治米町5-23-29-Ｂ101 084-981-3511
月･火･水･金 8:30～18:30､木 8:30～18:00､土 8:30～

13:00

水曜日　13：30～14：30 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 福山市

こころ薬局 〒720-0825 広島県福山市沖野上町3-6-27 084-925-1193 9:00～18:00月～金　9:00～13:00土 9:00～18:00月～金　9:00～13:00土 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 福山市

ファーマシィ薬局沖野上 〒720-0825 広島県福山市沖野上町4-15-23 084-921-9448 9:00～18:00
木曜日 10:00～11:00 

『感染拡大防止のため、来局前に必ず電話をしてください』
電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12月29日～1月3日 

『年末年始休業中のキット配布は行いません』
福山市
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

今岡薬局　医療センター前店 〒720-0825 広島県福山市沖野上町４－２１－３３ 084-922-1985 月～金：9:00～18:00　土：9:00～12:00 月～金：9:00～18:00　土：9:00～12:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日、31日、1月1日、2日、3日 福山市

ファーマシィ薬局国立前 〒720-0825 広島県福山市沖野上町4-23-27 084-931-0726 8:30～17:30
月曜　14：00～16：00頃 

『感染拡大防止のため、来局前に必ず電話をしてください。』
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日、12月30日、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 福山市

有限会社　鳳鳴館薬局 〒720-0831 広島県福山市草戸町3-10-36 084-923-3538 9:00～19:00 9:00～19:00 電話連絡が必要 日曜･祝祭日 1月１日から１月3日 福山市

ファーマシィ薬局みのみ 〒720-0832 広島県福山市水呑町1957-2 084-920-5070 月～水・金9:00～18:30　木9:00～17:00　土9:00～13:00
木曜日14:00～16:00 

感染拡大防止のため、来局前に必ず電話をしてください。
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12月30日　午後 

12月31日 

1月1日～1月3日

福山市

ファーマシィ薬局たけがはな 〒720-0832 広島県福山市水呑町3590-1 084-968-0117 9:00-18:00

土曜日の13:00-16:00　 

が、キット配布可能時間です。 

 

『感染拡大防止のため、来局前に必ず電話をしてください。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30-1/3までが、年末年始の休業日です。 福山市

ププレひまわり薬局水呑店 〒720-0832 広島県福山市水呑町4457番地 084-920-5666 月火水木金9:00-19:00　土9:00-18:00

月火水木金土9:00-17:00 

受付は配布可能時間終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12/30は18時までで終了。 

12/31-1/3は休業となります。
福山市

せと薬局 〒720-0838 広島県福山市瀬戸町山北444-2 084-949-1251 月水金9:00～18:30　火木土9:00～17:00 月水金9:00～18:30　火木土9:00～17:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月　30日　31日　 

１月　１日　２日
福山市

ももたろう薬局　駅家店 〒720-1131 広島県福山市駅家町万能倉728-7 084-949-3707
月水9:00～17:00 火木金9:00～13:00,14:00～18:30 土

9:00～12:30
営業時間中は配布可能 電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日12:00～1月3日 福山市

オール薬局近田店 〒720-1133 広島県福山市駅家町近田117-6 084-976-4468 9:00～19:00

9:00～19:00 

 

9:00～17:00(木)のみ 

9:00～14:00(土)のみ

電話連絡が必要 日曜･祝日

12月30日13:00～ 

12月31日 

1月1日 

1月2日 

1月3日 

福山市

しんめい堂薬局 〒720-2104 広島県福山市神辺町道上2981-3 084-960-3061
月～金 9:00-18:00

土 9:00-13:00

月～金 9:00-18:00

土 9:00-13:00
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月３０日～1月４日 福山市

アリチ薬局平野店 〒720-2116 広島県福山市神辺町平野120-7 084-960-5666 9:00~18:00 （水・土9:00~12:00)
月・火・木・金　9：30～11：30，14：30～17：30

水・土　9：30～11：30
電話連絡が必要 日曜･祝日 盆･12/28~1/3 福山市

クオール薬局御領店 〒720-2117 広島県福山市神辺町下御領501-1 084-966-1700 月,火,木～土:9:00~18:00　水:9:00~17:00 月,火,木～土:9:00~18:00　水:9:00~17:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 福山市

オール薬局神辺店 〒720-2123 広島県福山市神辺町川北1533 084-960-3327 月火水木金9：00～18：30、土9:00～17：00 月、火、木、金、土9:00～17：00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 福山市

ププレひまわり薬局川北店 〒720-2123 広島県福山市神辺町川北362番 084-966-3181 月火水金：8:30-19:00　土：8:30-17:00

月火水金土　14:00-15:00 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要

木曜日

日曜日

祝日

12/29-1/3は休業となります。 福山市

アリチ薬局　新徳田店 〒720-2125 広島県福山市神辺町新徳田308 084-960-0158 9：00～18：30
木・土　　　　　　9：30～11：30 

月・火・水・金　　9：30～11：30　14：30～17：30
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日　12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 福山市

ファーマシィ薬局新徳田 〒720-2125 広島県福山市神辺町新徳田3-542-2 084-960-0708
月・火・木・金：9:00～18:30、水：9:00～17:00、土：9:00～

13:00
月・火・木・金曜日：13:00～14:00 電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日、31日、1月1日、2日、3日 福山市

ファーマシィ薬局神辺 〒720-2125 広島県福山市神辺町新徳田3-546-2 084-563-5337 8:30ー19:00 月火木金13：30～15：00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 福山市

アイワ薬局 〒720-2418 広島県福山市加茂町中野403-23 084-972-7535 9:00~ 18:30

9:00~18:15 

 

木曜日　09:00~12:30 

土曜日　09:00~12:30

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日、30日、31日、1月1日、2日、3日 福山市

セブン薬局 〒721-0907 広島県福山市春日町7-1-24 084-941-2235 9:00～18:00
平日は営業時間内 

土曜日は9:00～12:00
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月30日  12月31日　1月1日　1月2日   1月3日 福山市

ファーマシィ薬局伊勢丘 〒721-0915 広島県福山市伊勢丘6-1-25 084-948-6255 9：00～18：00
週2日、下記時間のみ 

月・金曜：13：00～14：00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/29～1/3 福山市

ファーマシィ薬局だいもん 〒721-0926 広島県福山市大門町3-19-16 084-946-4445 8:30-19:00 月、火、木、金　13:00-15:00 電話連絡が必要

水曜日

日曜日

祝日

12/29午後～1/5まで休み 福山市

アイン薬局　福山大門店 〒721-0927 広島県福山市大門町津之下2033 084-943-0155 8:30～18:00
平日　月曜日～金曜日 

13:00～18:00
電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12月29日～1月3日 福山市

ファーマシィ薬局引野 〒721-0941 広島県福山市引野町北五丁目8番16号 084-940-3111 9:00～18:00 水曜、木曜の13時～14時 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29～1/3休み 福山市

ファーマシィ薬局あけぼの 〒721-0952 広島県福山市曙町3丁目20-21-1 084-981-2785 9:00～18:30

木曜日　14：00～16：00 

 

感染拡大防止のため、来局前に必ず電話をしてください。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 福山市

三宅調剤薬局 〒721-0952 広島県福山市曙町5-18-20 084-954-0508 9:00～19:00 9:00～18:30 電話連絡が必要 日曜日・祝日 12月30日～1月3日 福山市

株式会社サン・メディカル薬局新涯店 〒721-0955 広島県福山市新涯町1丁目17-1 084-954-1231 (月)(火)(水)(金)8:30~18:00/(木)(土)8:30~12:30

(月)14:00~16:00 

(火)14:00~16:00 

 

当薬局をご希望の方は、事前に電話にてご連絡をお願いいたします。 

電話にてID確認をさせていただきます。 

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 福山市

ファーマシィ薬局新涯 〒721-0955 広島県福山市新涯町1丁目5-40 084-981-3080 月火水金　9：00～18：30　木　9：00～17：00　土　9：00～13：00
火曜　12：00～15：00 

感染拡大防止のため、来局前に必ず電話をしてください。
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/30～1/3 福山市

明神町薬局 〒721-0961 広島県福山市明神町2-10-3 084-973-2115 9:00～18:00 9：00～18:00 電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日～1月3日　休業 福山市

アイン薬局福山蔵王店 〒721-0971 広島県福山市蔵王町３丁目11-11 084-973-5552 9:00～18:00
月～金9:00～18:00 

土9:00～12:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日、30日、31日、1月1日、1月2日、1月3日 福山市

ププレひまわり薬局多店 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町6丁目2番5号 084-959-6177 月火水木金土9:00-18:00

月火水木金土13:00-16:00 

受付は営業終了30分前までとなります。 

 

在庫切れの可能性もあるため来局前にお電話で確認をお願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日

12/30　13時までのためキット配布対応できません。 

12/31～1/3は休業となります。
福山市

アイン薬局 福山内海店 〒722-2632 広島県福山市内海町ロ３５１－１ 084-986-2750 8:30～18:30 9:00～18:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日、12月30日、12月31日、1月1日、１月３日 福山市

サン・メディカル薬局(松永店) 〒729-0104 広島県福山市松永町342-9 084-930-4313 8:30～18:30 13:30から17:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/31、1/1、1/2、1/3 福山市

松永エル薬局 〒729-0104 広島県福山市松永町350-13 084-934-7767 8:30～13:00  15:00～18:30

月、火、木、金曜日

8:30～13:00  15:00～18:30

水曜日

8:30～17:00

土曜日

8:30～13:00

電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月29～1月3日 福山市
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

ファーマシィ薬局松永ファミール 〒729-0104 広島県福山市松永町4-1-4駅前ﾛｰﾀﾘｰﾏﾝｼｮﾝ１F 084-934-7560 月火水金土：8：30～17：30、木：9：00～17：00

月曜日：13：30～17：30 

水曜日：15：30～17：30 

木曜日：9：00～12：00 

土曜日：14：30～17：30

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 福山市

ゆうゆう薬局 〒729-0104 広島県福山市松永町5-9-14 084-930-0653 9:00-18:00
9:00-18:00 

土曜日　9：00-13：00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
１２月30日　12月31日　１月１日　１月２日　１月3日 福山市

ファーマシ薬局今津 〒729-0111 広島県福山市今津町2-2-10 084-933-5683 月・火・水・金09:00-18:00 木・土09:00-17:00
木曜日:13:00-17:00 

『感染拡大防止のため、来局前に必ず電話をしてください。』
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12月30日午後 

12月31日～1月3日
福山市

ファーマシィ薬局みのり 〒729-0111 広島県福山市今津町2-3-9 084-933-6341 月火木金9:00～18:00、水土9:00～12:30 火曜日　12：00～17：00 電話連絡が必要

水曜日

土曜日

日曜日

祝日

定休日の水曜、土曜は12：30～が休業です。 

 

年末年始は12/29～1/4まで休業です。

福山市

エル調剤薬局 〒729-0111 広島県福山市今津町４－１－２１ 084-934-6454 9:00～18:30

午前 9:30～13:00 

午後 15:00～18:30 

ただし水曜日の午後は15:00～17:00 

土曜日は午前のみ

電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日（金）～１月３日（月） 福山市

薬局プラスファーマシー 〒729-0252 広島県福山市本郷町1598-1 084-936-2068 8:30-18:00
8:30-18:00(月火水金) 

8:30-12:30(木土)
電話連絡が必要 日曜･祭日 12月30、31、1月1、2、3 福山市

小野薬局 〒729-3101 広島県福山市新市町戸手1326-1 0847-52-2031 8:30～20:00 8:30～20:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30～1/3 福山市

さくら薬局新市店 〒729-3103 広島県福山市新市町新市389-1 0847-51-8931 月・火・木・金：9：00～18：30　　水・土：9：00～13：00
火曜日：13：00～14：30 

上記以外の時間帯は配布不可
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日～1月3日 福山市

ファミリー薬局 〒729-3103 広島県福山市新市町新市55 0847-40-3530 月～金　9：00～18：00　土　9：00～17：00 月～金　9：00～18：00　土　9：00～17：00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/31～1/3 福山市

マルシン薬局 〒729-3103 広島県福山市新市町新市616 0847-52-5122 9:00～18:30 9:00～18:30 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月31日　1月1～3日 福山市

ファーマシィ薬局府中 〒726-0002 広島県府中市鵜飼町555-38 0847-47-1132 月～金：9：00～17：30　　土：９:00～13：00 月～木：14：00～16：00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月31日～1月3日 府中市

クオール薬局府川町店 〒726-0004 広島県府中市府川町100-17 0847-40-0480 月・火・木・金曜日：9:00～18:00 水・土曜日：9:00～13:00
月・火・木・金曜日：9:00～18:00  

水曜日：9:00～13:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日～1月3日 府中市

オール薬局　備後府中店 〒726-0004 広島県府中市府川町465-1 0847-47-1105 9:00～18:30
木曜日　土曜日　9:00～13:00 

月曜から水曜日　金曜日　9:00～13:00 15:00～18:30 
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 未定 府中市

株式会社 サン・メディカル薬局(永井店) 〒726-0005 広島県府中市府中町14-29 0847-40-1231 9:00～18:00 (日曜日 9:00～12:00) 9:00～18:00 (日曜日 9:00～12:00) 電話連絡が必要 祝日

12月29日 

12月30日 

12月31日 

1月1日 

1月2日 

1月3日

府中市

サン・メディカル薬局新市店 〒726-0012 広島県府中市中須町10-1 0847-52-7128 平日9:00～18:00  土曜日9:00～12:00
平日9:00～18:00 

土曜日9:00～12:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日～1月4日 府中市

ももたろう薬局府中店 〒726-0012 広島県府中市中須町1695-3 0847-46-1688
8：30～18：00（月～水・金）8：30～16：30（木）8：30

～13：00（土）
営業時間中は配布可能 電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日～1月3日 府中市

ステーション薬局 〒726-0012 広島県府中市中須町27-3 0847-40-3663
月～水・金 9:00～13:00 15:00～19:00 木 9:00～17:00 土

9:00～13:00 14:30～17:00 日 9:00～12:00

月～水・金 9:00～13:00 15:00～19:00  

木 9:00～17:00  

土 9:00～13:00

電話連絡が必要 祝日
12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日　1月4日　1月5

日 
府中市

高木町薬局 〒726-0013 広島県府中市高木町189-4 0847-45-8788 9:00～18:30 13:00～15:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
１２月３０、３１日１月２、３日 府中市

エスマイル薬局府中店 〒726-0021 広島県府中市土生町1572-4 0847-43-1193 月～金　9：00～18：00　土　9：00～13：00

月曜日～金曜日　13：30～16：00 

 

駐車場で対応します。 

来局前、駐車場に到着時に薬局に電話をして下さい。

電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12月30日、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日 府中市

ファーマシィ薬局マロン 〒726-0023 広島県府中市栗柄町2203-1 0847-47-1203 月水金9:00-18:30、火木9:00-17:00、土9:00-13:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30、12/31、1/1、1/3、1/4、1/5 府中市

中本薬局プラザ店 〒728-0012 広島県三次市十日市中1丁目2-2 0824-63-8040 9:00～19:00
月～土9:00～19:00 

日祝9:00～18:00
電話連絡が必要 日曜日 1月1日～1月3日 三次市

ファーマシィ薬局三次 〒728-0012 広島県三次市十日市中2-13-1 0824-65-2226
月～水・金：9:00～17:30、木：9:00～17:00、土：9:00～

13:00

月～水・金：13:00～14:00 

木曜日のみ：14:00～15:00 

土曜日は対応不可 

 

薬局に到着後は必ず電話をいただき、車など薬局の外でお待ちくださ

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/28～1/4 三次市

ともえ薬局 〒728-0012 広島県三次市十日市中2丁目10-23 0824-65-1677 8:30～18:00

8:30～18:00 

木曜日.土曜日:8:30～13:00 

日曜日、祭日は配布してません。

電話連絡が必要 日曜･祝祭日 8/13～15､12月29日午後、12月30日～1月3日 三次市

アイン薬局三次店 〒728-0013 広島県三次市十日市東4丁目1-1サングリーン第2ビル1F 0824-65-2346 9:00～18:00 日曜・祝日は午前のみの為　9:00～13:00 電話連絡が必要 水曜日

12月29日　1月3日 

12月28日9:00～13:00 

1月4日9:00～13:00

三次市

アイン薬局三次十日市店 〒728-0013 広島県三次市十日市東4丁目1-30 0824-65-0404 9:30～18:30 9:30～18:30 電話連絡が必要
水曜日

第3､5日曜日

12/29.30.31 

1/1.2.3
三次市

ファーマシイ薬局三次センター 〒728-0023 広島県三次市東酒屋町586-5 0824-64-6088 9:00~18:00 17:00~18:00 電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12月29日～1月3日 三次市

ファーマシィ薬局健美 〒728-0023 広島県三次市東酒屋町587-1Ｋ'Ｚビル2階 0824-64-7770 月~金9：00~18：00　土9：00~13：00
月~土9：00~10：00 

日祝は不可
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/29~1/3 三次市

ふの薬局 〒728-0201 広島県三次市布野町上布野字小原1491-2 0824-54-7331
月・水曜日8:30-17:10 火・金曜日8:30-18:10 木曜日8:30-

16:30 土曜日8:30-12:30
時間外は電話連絡をいただけるようにお願いします 電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日から1月3日まで 三次市

ファーマシィ薬局こうぬ 〒729-4101 広島県三次市甲奴町本郷636-11 0847-67-5515 8：30-17：30
月～金　（駐車場につかれたら、再度、連絡)

12:30~13:30
電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12/29-1/3 三次市

エスマイル薬局あおぞら店 〒727-0013 広島県庄原市西本町2-15-32 0824-75-0102 月～水、金：9：00～18：30　木・土：9：00～12：45
月、火、水：9：00～18：00 

木　　　　：9：00～12：00
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12/29（木）　　　　　　　午後休み 

12/30（金）～1/3（火）　全日休み
庄原市

有限会社栄薬局 〒739-0611 広島県大竹市新町１丁目８-３-１０１ 0827-53-1818 9：00～18：30 ９：００～１８：３０ 電話連絡が必要 日曜･祝祭日 １２月３１日～１月３日 大竹市

ヘルシー第一薬局 〒739-0653 広島県大竹市黒川3丁目16-16 0827-59-2440 9:00～17:30 15:00～17:30 電話連絡が必要 土曜･日曜･祭日 12月29日　12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 大竹市

健伸ほのか薬局 〒739-0006 広島県東広島市西条上市町５番５号３B総合不動産ﾋﾞﾙ 082-421-1410 月･金　8:30～18:30　火・水・木8:30～17:00　土8:30～14:30
火曜日・水曜日・木曜日：14:30～17:00 

土曜日：13:00～1４:30 
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日～1月3日 東広島市

健伸薬局土与丸店 〒739-0007 広島県東広島市西条土与丸1-3-38 082-423-2823 9:00~18:00 9:00~9:30（火、水のみ） 電話連絡が必要

木曜日

日曜日

祝日

12月29日～1月4日 東広島市

オール薬局西条店 〒739-0007 広島県東広島市西条土与丸5-9-7 082-421-5551 月・水・木・金　　9：00～18：30、火・土　9：00～18：00
月・火・水・金・土　　14：00～15：00 

木曜日は配布を実施しておりません
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月29日～1月3日 東広島市
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

セリア薬局 〒739-0007 広島県東広島市西条土与丸6-1-3 082-423-7100 9:00～19:00 17:00～18:00 電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月30日～1月3日 東広島市

健伸薬局ごじょう店 〒739-0013 広島県東広島市西条御条町2-10 082-422-5622 9：00～18：00（木9：00～17：30）

月火水金：13：00～14：00 

 

木　：15：00～16：00

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 東広島市

アイワ薬局 〒739-0014 広島県東広島市西条昭和町17番23号 082-424-5556 9:00～17:30 ９:00～17:30 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月３日 東広島市

エスマイル薬局昭和町店 〒739-0014 広島県東広島市西条昭和町6-10 082-422-0515 8:30～18:30 10:00～15：30 電話連絡が必要

水曜日

日曜日

祝日

12月30日～1月4日 東広島市

オリーブ薬局 〒739-0015 広島県東広島市西条栄町10-30東広島シープライスビル 082-431-5567 8:30～19:30

月:  9:00 - 16:30

火:  9:00 - 18:30

水:  9:00 - 18:30

木:  9:00 - 16:30

金:  9:00 - 19:30

土:  9:00 - 14:30

ほか　要相談

電話連絡が必要
日曜日

祝日
決まり次第連絡 東広島市

ファーコス薬局 かがみやま 〒739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇2420-2 082-431-5501
月・火・水・金 8：30～18：30　木 7:30～15：30　土 8:30～

12：30
12：00～15：00（土曜日を除く） 電話連絡が必要

日曜日

祝日
12/31～1/3 東広島市

さんくす薬局 〒739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇4284-1 082-493-8715 月～土　9：00～19：00

月～土　13：00-14：30 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 東広島市

さんくす薬局田口店 〒739-0036 広島県東広島市西条町田口2721-2 082-420-2250 月～金　9：00～18：00、土　9：00～13：00

月～金　13：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 東広島市

ひかり薬局 〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家1319-2 082-422-7579 7:30～17:00 水7:30～15:30 土7:30～13:00 営業時間中は配布可能 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日31日1月1日2日3日 東広島市

さんくす薬局寺家駅店 〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家14番17号 082-493-5560 月～金　8：30～19：00、土　8：30～18：30

月・水　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 東広島市

みるく薬局 〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家3227-1 082-424-0117 9:00～18:00、9:00～13:00
月火木金・・・14：00～17：00 

水土・・・12：00～13：00
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 １２月２９日から１月３日 東広島市

じけ薬局 〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家５２０－６７ 082-422-0321 月～金曜日：8:30～18:00　土曜日：8:30～13:00

月～金曜日：9:00～10:00、15:00～17:00

※駐車場につきましたら、薬局に入る前にご連絡ください。ご案内させて

いただきます。

電話連絡が必要 日曜･祝日 12月29日　12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 東広島市

健伸薬局よこた店 〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家5410-12 082-431-5580 月～金 9：00～18：00　土 9：00～13：00 月～金 9：00～17：30 電話連絡が必要 日曜･祝日
12月29日　12月30日　12月31日　1月1日　１月2日　1月3日　1

月4日
東広島市

あかね薬局 〒739-0042 広島県東広島市西条町西条東1245-1 082-422-8160 9:00～18:30 9:00～18:30 電話連絡が必要 日曜･祝日 未定 東広島市

あい薬局 〒739-0144 広島県東広島市八本松南2丁目4-14 082-427-0465
月水金8：30～18：30　火木8：30～12：30　土8：30～

16：30

月水金　AM8：30～12：30　PM2：30～6：30 

火木　AM8：30～12：30　 

土　8：30～16：30

電話連絡が必要 日曜･祝日

12/29(木)臨時休業 

12/30(金)臨時営業　8：30～12：30 

12/31(土)～1/3(火)臨時休業

東広島市

はるな薬局 〒739-0151 広島県東広島市八本松町原6774-1 082-420-9988
月・火・水・金 8:30～18:30(昼休12:00～14:00)

木・土 8:30～12:00

月・火・水・金 8:30～18:30(昼休12:00～14:00)

木・土 8:30～12:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
未定 東広島市

薬膳薬局志和店 〒739-0267 広島県東広島市志和町別府1340-2 082-433-5011 9:00～18:30 9:00～18：30 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月31日 1月1日 1月2日 1月3日 東広島市

さんくす薬局高屋店 〒739-2102 広島県東広島市高屋町杵原1826-1 082-491-0023 月･火･水･金 9:00～18:00､木・土 9:00～12:30

火・金　13：30～14：30 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 東広島市

たかみニュータウン薬局 〒739-2115 広島県東広島市高屋高美が丘5-2-1ハーモニー高美 082-434-7113 :
 9：30～12：00 

14：30～17：00
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月29日～1月3日 東広島市

にしたかや薬局 〒739-2125 広島県東広島市高屋町中島31-1 082-434-7933

月、火、水、金9:00-18:30

木9:00-17:00

土9:00-17:30

日9:00-12:30

営業時間中

※事前連絡の電話で「申込番号」を伺います。
電話連絡が必要 祝日 未定 東広島市

早田薬局 〒739-2402 広島県東広島市安芸津町三津4394-1 0846-45-0516 月～金8:30～18:30土8:30～17:00

月～金15:00～17:00 

土14:00～16:00（日・祝を除く） 

　他の患者様との接触を避けるために、可能な限り上記の時間内での

来局にご協力お願いします。 

受け取りを希望される方は事前に電話連絡の上、①お名前（来局

者：申込データを一致しているか本人確認を行います）②ID番号③

電話番号をお知らせください。 

　来局時には他の患者様との接触を避けるために、店舗前で到着の旨

を電話連絡をするか、入り口にてスタッフにお声かけください。申込データ

との照合、本人確認、配布は店舗外にて行います。 

　感染すると重症化するリスクの高い患者様が多数来局される場所です

ので、ご理解いただき、ご協力よろしくお願いします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/30～1/3 東広島市

あきつ薬局 〒739-2402 広島県東広島市安芸津町三津4424 0846-45-4943 8：30～18：00

14：00～17：00は確実に対応できます。

9：00～17：00対応はできますが処方調剤を優先するため待ってもら

うようになります。

電話連絡が必要 土曜･祝祭日 令和4年12月29日～令和5年1月3日 東広島市

風早薬局 〒739-2403 広島県東広島市安芸津町風早1118-2 0846-45-5457 9:00-18:00
木曜日と土曜日は9:00-17:00 

日曜日はできません
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日-1月3日 東広島市

康仁薬局 〒739-2613 広島県東広島市黒瀬町楢原646-4 0823-82-8282 月～金　9：00～18：00、土　9：00～13：00

月～金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月3日 東広島市

くるみ薬局黒瀬店 〒739-2616 広島県東広島市黒瀬町兼広139-1 0823-83-1200 月･火･水･金 9:00～19:00､木･土 9:00～18:00

月～土　13：30～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 東広島市

さくら薬局 〒738-0001 広島県廿日市市佐方4丁目8-32 0829-34-0222 月～水･金9:00～18:00、木･土9:00～13:00 月～水･金：13：00～15：30 電話連絡が必要 日曜･祭日
12/30～1/4　 

現時点ではまだ不明。
廿日市市

エスマイル薬局住吉店 〒738-0014 広島県廿日市市住吉1-3-20 0829-32-5272 月火水金9:00～17:30　木9:00～16:00　土9:00～12:30 月火水金9:00～17:30　木9:00～16:00　土9:00～12:30 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日13:00～　12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日廿日市市
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広島県抗原定性検査キット無料配布対象薬局リスト(2022年12月22日現在)

薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

ホンマチ調剤薬局 〒738-0015 広島県廿日市市本町7-36 0829-32-6933 月・火・水・金8:30～18:00　木8:30～17:30　土8:30～12:30

火曜日14:00～15:00のみ

※電話での事前予約が必要です。来局の際は店舗に入る前にお電話

いただきますようお願いいたします。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月４日 廿日市市

康仁薬局廿日市中央店 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1丁目3-36 0829-32-8486 月～土　8：30～18：00

月～金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。 

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 廿日市市

ヘルシータウンジョイ薬局　廿日市市役所駅前店 〒738-0024 広島県廿日市市新宮2-1-10 0829-34-3652 月火水金9:00~18:00  木土9:00~13:00
月火水金9:00~18:00

木土9:00~13:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12月30日~１月３日 

２０２３年１月1日は休日当番のため9：00~18：00でキット配布

可能

廿日市市

平良しみず薬局 〒738-0025 広島県廿日市市平良2-10-36 0829-34-1193 9:00～18:00
平日　9:00～18:00 

土曜　9:00～13:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12月29日　午後（13:00～） 

12月30日 

12月31日 

1月1日 

1月2日 

1月3日

廿日市市

第一薬局廿日市 〒738-0033 広島県廿日市市串戸2-17-5いわみビル1階 0829-32-0300 9:00～18:00（平日）　　9：00～17：00（土曜日）
9：00～17：30（平日） 

9：00～16：30（土曜日）
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12/29～1/3（定休） 

 

現時点では未定 

決まりご次第連絡いたします。

廿日市市

しみず薬局 〒738-0033 広島県廿日市市串戸3-21-2 0829-32-4141 9：00～18：00(木・土13：00まで）

月・火・水・金→9：00～17：00 

木・土→9：00～13：00 

在庫がない場合がありますので受け取りの際は必ず事前に連絡をしてく

ださい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日、31日、1月1日、2日、3日 廿日市市

康仁薬局宮内串戸店 〒738-0033 広島県廿日市市串戸4丁目14-14 0829-34-1201 月～金　8：30～18：00、土　8：30～16：00

月～水、金　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日午後～1月3日 廿日市市

地御前薬局 〒738-0042 広島県廿日市市地御前2-10-22 0829-36-0008 8:30～18:00
月水金   13:00～14:00

受取希望の方は事前にTEL予約をお願いします。
電話連絡が必要 日曜･祝日 12/29(木)～1/3(火) 廿日市市

阿品調剤薬局 〒738-0053 広島県廿日市市阿品台４丁目４－１１ 0829-39-1911 月～土8:30～13:00　14:00～18:30 月～土8:30～13:00　14:00～18:30 電話連絡が不要 日曜･祝祭日 12/31～1/3予定 廿日市市

タウン薬局ナタリー店 〒738-0054 広島県廿日市市阿品3丁目1-6 0829-36-6333 9:00～19:00

月・火・水・金曜日：9時～18時 

木曜日：9時～17時 

土曜日：9時～12時30分

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 廿日市市

ながさわ薬局 〒738-0203 広島県廿日市市友田573 0829-74-0063 9:00-19:00
月～金 9:00-17:00

土 9:00-12:00
電話連絡が必要 日曜日 1月1日～３日休み 廿日市市

ファースト薬局宮島口店 〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1丁目4-13 0829-30-8919 (月-金)10:00-14:00,17:00-18:00

(月-金)10:00-14:00,17:00-18:00 

来局の際は、店に入る前にお電話ください、当店を利用される他のお客

さんにご配慮ください。

電話連絡が必要
土曜日

日曜日
12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 廿日市市

ファーマシィ薬局吉田中央 〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田3782-8 0826-47-0200 8:30-17:30

月-金の17:00-17:30 

＊祝日は除く 

薬局に到着後は必ず電話をしていただき、お車など薬局の外でお待ちく

ださい。

電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12月30日~1月3日 安芸高田市

すずらん薬局高宮店 〒739-1802 広島県安芸高田市高宮町佐々部983-18 0826-59-0165 月～金曜日：9:00-18:00　土曜日：9:00-13:00 木曜日：14:00～17:00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日～1月4日 安芸高田市

ももたろう薬局大柿店 〒737-2101 広島県江田島市大柿町飛渡瀬1540-11 0823-40-3199 9:00～12:00・15:00～18:00
月～水・金　9:00～12:00　15:00～18:00 

木・土　　　9:00～12:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月30日～1月3日 江田島市

府中つばき薬局 〒735-0004 広島県安芸郡府中町山田１－２－９ 082-286-7000 8：30～18：00 8：30～18：00 電話連絡が必要

日曜日

祝日

無休

12月29日　8：30～12：30 

12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日
安芸郡府中町

こばと薬局 〒735-0006 広島県安芸郡府中町本町2-9-38 082-288-2899 9：00～18：30 9：00～18：30 電話連絡が不要
日曜日

祝日
12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日　1月4日 安芸郡府中町

康仁薬局府中店 〒735-0006 広島県安芸郡府中町本町5-5-1 082-287-2044
月･火･水･金 9:00～18:00､木 9:00～17:00､土 9:00～

13:00

金曜日　14：00～15：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 安芸郡府中町

あんず薬局 〒735-0008 広島県安芸郡府中町鶴江1-25-20 082-890-6177 9：00-18：30

月・火・水・金　　9：00-18：30 

木　　　　　　　　9：00-17：00 

土　　　　　　　　9：00-15：30

電話連絡が必要 日曜･祝日 12月29日（木）～1月5日（木） 安芸郡府中町

安芸府中薬局 〒735-0017 広島県安芸郡府中町青崎南2-2-104 082-510-3535 8：45～17：45

月～金　8：45～17：45

土・日・祝日　×

※事前に電話連絡が必要です。

電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 安芸郡府中町

イオン薬局イオンスタイル広島府中 〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 082-561-0500 9:00～21:00 9:00～21:00 電話連絡が必要 無休

休業日なし　以下のとおり営業時間の変更あり

12/31 9:00~19:00

1/1　8:00~19:00

1/2・1/3　9:00~19:00

安芸郡府中町

府中どんぐり薬局 〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須3-2-17 082-282-0505 月・火・木・金 8:45～18:00 水・土 8:45～13:00
月・火・木・金 8:45～18:00  

水・土 8:45～13:00
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12/30～1/4 安芸郡府中町

オール薬局府中店 〒735-0022 広島県安芸郡府中町大通2-8-21大興クリニックビル 082-287-8282 月火水金8:30~18:30　木8:30～18:00　土8:30～17:00

木13:00～15:00 

(在庫と店舗状況により配布できない可能性があるため、事前に電話連

絡必要)

電話連絡が必要
日曜日

祝日
年末年始閉局日：12月29日～1月3日 安芸郡府中町

上原薬局 〒735-0026 広島県安芸郡府中町桃山1-2-17 082-285-6061 9：00～13：00　15：00～19：00

月・火・水・金　9：00～13：00、15：00～18：30 

木　9：00～13：00、15：00～16：30 

土　９：００～12：00

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日 安芸郡府中町

クルーズ薬局 〒736-0024 広島県安芸郡海田町西浜4-22-2 082-821-3550 月～土　9：00～18：00

火曜日　13：30～14：30

※電話での事前予約が必要です。

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月30日～1月3日（予定） 安芸郡海田町

すずらん薬局海田店 〒736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町3-25 082-516-6880 9:00~18:00 土曜日　14:00～17:00 電話連絡が必要

水曜日

日曜日

祝日

12月30日　12月31日　1月1日　1月2日　1月3日 安芸郡海田町

康仁薬局海田店 〒736-0046 広島県安芸郡海田町窪町2-14 082-824-3377 月～金　9：00～19：00、土　9：00～18：00

月～金　13：00～14：00 

※電話での事前予約が必要です。 

　薬局に車でお越し頂ける方のみに配布を行います。 

　尚、事前予約が無い場合はお渡しできませんのでご注意下さい。

電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月29日午後、12月30日、1月2日～1月4日 安芸郡海田町

ももたろう薬局　熊野店 〒731-4223 広島県安芸郡熊野町川角３－４－１０ 082-824-7301 ９：００～１７：００ ９：００～１７：００ 電話連絡が必要
日曜日

祝日
１２月２９日～１月３日 安芸郡熊野町

有限会社　貴船薬局 〒731-4227 広島県安芸郡熊野町貴船１８－１５ 082-854-7127 月火水金　9:00～18:00　木土　9:00～12:00
月・火・水・金　9:00～12:00　15:00～18:00 

木・土　9:00～12:00
電話連絡が必要

日曜日

祝日

12月29日は午前中まで営業。 

12月30日～1月3日まで休業。
安芸郡熊野町
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薬局名 ご住所 電話番号 営業時間 キット配布可能時間 事前電話連絡 定休日 年末年始等の休業日 市区町

中央薬局　坂店 〒731-4312 広島県安芸郡坂町平成ケ浜1-8-40 082-884-0727 8:30～18:00
水曜日、土曜日は9:00～13:00 

そのほかの曜日は営業時間どおり
電話連絡が必要 日曜･祝祭日 12月29日 13:00～ 1月4日まで休業のため販売不可 安芸郡坂町

あおぞら薬局坂駅前店 〒731-4314 広島県安芸郡坂町坂西1-3-21 082-885-8170 9:00から18：00 12：30から15：00 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12/29から1/4 安芸郡坂町

つくし薬局 〒731-3501 広島県山県郡安芸太田町加計3485-11 0826-25-0120 月火水金　8:30～18:00   木　8:30～16:30   土　8:30～12:00
月火水金　15:00～17：00 

その他の曜日　時間は要相談。
電話連絡が必要

日曜日

祝日
12月31日　1月1日～3日 山県郡安芸太田町

クオール薬局安芸太田店 〒731-3622 広島県山県郡安芸太田町下殿河内236-3 0826-25-0089 月曜～金曜日8:30～17:30 土曜日8:30～13:00 営業時間内 電話連絡が必要
日曜日

祝日
12月31日　1月1日配布可　9:00～17:00 山県郡安芸太田町

ノムラ薬局大朝店 〒731-2103 広島県山県郡北広島町新庄2048-1 0826-82-3278 9:00～18:00
月・火・水・木・金曜日：　9：00～18：00 

土曜日　　　　　　　　：　9：00～13：00
電話連絡が必要 日曜･祝日 12月30日(金)～１月3日(火) 山県郡北広島町

ファーマシィ薬局せら 〒722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷822-13 0847-25-0221 9:00~18:30 感染拡大防止のため、来局前に必ず電話をしてください。 電話連絡が必要
日曜日

祝日

12月29日、30日、31日 

1月1日、２日、3日
世羅郡世羅町

クオール薬局　神石高原店 〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1711-3 0847-85-4222 月～金　8：30～18：00 月～金　9：00～18：00 電話連絡が必要

土曜日

日曜日

祝日

12月31日～1月3日 神石郡神石高原町
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