
医療用抗原検査キットの取扱い薬局一覧

【安　来】
薬　局　名 所　在　地 連　絡　先 営業時間 販売対応時間 夜間休日の対応方法

さいとう薬局 安来市広瀬町広瀬１４６４－１ 0854-32-2628
月～金8：30-19：00
土8：30-18：00 24時間対応

電話による対応（転送電話）
必要な場合、店頭にて販売

さくら薬局　安来赤江店 安来市赤江町１４４７－１ 0854-28-8800
月火水金8：30-13：15、15：45-20：00
木土8：30-13：00 同営業時間 電話による対応

そうごう薬局　安来社日店 安来市安来町１２７８－５ 0854-21-9771
月8：45-18：00、火～金8：45-17：30
土8：45-12：00 同営業時間

電話による対応
転送電話にてできるだけ対応

広瀬調剤薬局 安来市広瀬町広瀬１９２２－１ 0854-32-9503 月～金8：30-17：30 同営業時間 なし

フリーダム　プラス薬局 安来市広瀬町広瀬１９５０－１ 0854-32-3000 月～金9：30～17：30 同営業時間 なし

安来中央薬局 安来市今津町６７０－３ 0854-23-7175
月火水金9：00-18：00
木土9：00-13：00 同営業時間 なし

【松　江】
薬　局　名 所　在　地 連　絡　先 営業時間 販売対応時間 夜間休日の対応方法

アイン薬局　松江学園店 松江市学園二丁目６番７号 0852-27-4193
月～金8：30-18：30
土8：30-17：00 24時間対応

転送電話による受付対応後、
当該店舗もしくは近隣店舗で販売

アイアイ薬局 松江市上乃木９丁目１９－２３ 0852-55-6131
月～金8：30-19：00
土8：30-13：30 月～金8：30-19：00、土8：30-19：00 電話による対応

アイン薬局　松江春日店 松江市春日町１９４－５ 0852-67-1193
月火水金8：30-18：30
木土8：30-13：00 24時間対応

転送電話による受付対応後、
当該店舗あるいは近隣店舗で販売

イオン薬局　松江店 松江市東朝日町１５１ 0852-40-2859
月～土9：00-20：00
日、祝日10：00-14：00、15：00-19：00 同営業時間 なし

ウエルネス薬局　春日店 松江市春日町５－２ 0852-20-1556 月～土9：00-18：30 同営業時間 なし

ウエルネス薬局　学園南店 松江市学園南２－１１－３８ 0852-55-8630
月火水金9：00-18：30
木土9：00-18：00 同営業時間 なし

ウエルネス薬局　古志原店 松江市古志原２－２２－２８ 0852-20-6277
月火水金9：00-13：00、14：00-18：00
木土9：00-13：00 同営業時間 なし

ウエルネス薬局　古志原三丁目店 松江市古志原３－１－１０ 0852-20-7720
月～金9：00-18：30
土9：00-18：00 同営業時間 なし

ウエルネス調剤薬局　春日２号店　 松江市春日町１８０－１１ 0852-60-9020
月火木金9：00-18：30
水土9：00-13：00 同営業時間 なし

ウエルネス薬局　乃白店 松江市乃白町２０６１J41 0852-59-5235
月～金9：00-18：30
土9：00-16：00 同営業時間 なし

ウエルネス薬局　大庭店 松江市大庭町１８０３－１ 0852-60-5685
月～土9：00-18：30
日9：00-13：00 同営業時間 なし

ウエルネス調剤薬局　橋南店 松江市西津田７－１１－１４ 0852-28-5150
月～金9：00-18：30
土9：00-18：00、日9：00-14：00 同営業時間 なし

ウエルネス薬局　北田町店 松江市北田町３３－３ 0852-67-7815
月火木金9：00-13：30
水土9：00-12：30 同営業時間 なし

ウエルネス薬局　東津田店 松江市東津田町１１２５－２ 0852-20-2650
月～金9：00-18：30
土9：00-17：00 同営業時間 なし

オール薬局　乃木店 松江市乃木福富町４１３－２ 0852-60-1820
月火水金9：00-18：30
木9：00-12：30、土9：00-13：00 同営業時間 電話による対応（転送電話）

オリーブ薬局 松江市東出雲町錦新町１－７－１７ 0852-61-0114
月火木金9：00-18：45
土9：00-13：00 9：00-18：45 なし

オリーブ薬局　西川津店 松江市西川津町１２０４ 0852-28-0114
月火木金9：00-13：00、14：30-18：30
水土9：00-13：00 同営業時間 なし

おれんじ薬局 松江市上乃木九丁目１６４７番３ 0852-61-8450
月火水金8：30-18：30
木8：30-16：30、土8：30-13：00 同営業時間

事前に電話による対応、
可能な場合販売

かわつ薬局 松江市西川津町４０９８ 0852-61-8616
月火木金9：00-18：00
水9：00-17：00、土9：00-12：00 同営業時間 なし



クオール薬局　南田町店 松江市南田町１４５－１８ 0852-20-6510
月火水金9：00-18：00
木9：00-17：00、土9：00-14：00

同営業時間
時間外も対応

転送電話による受付対応後、
当該店舗で販売

クオール薬局　松江春日店 松江市春日町３６５－２ 0852-28-1680
月火木金9：00-18：30
土9：00-13：00

同営業時間
時間外も対応（要相談）

電話による対応、要相談後
店頭にて販売

クオール薬局　ポエム店 松江市東津田町１１９８－６ 0852-60-6700
月火木金9：00-18：00
土9：00-13：00

同営業時間
時間外も対応（要相談）

電話による対応、要相談後
ドライブスルーにて販売

クローバー薬局 松江市大庭町１８０８－２ 0852-67-6958
月火木金9：00-18：30、水8：00-16：30
土9：00-17：00 同営業時間 なし

ココカラファイン薬局　西津田店 松江市西津田７－１５－１８ 0852-67-5476
月水木金9：00-17：00
火9：00-19：00、第2、4土9：00-13：00 同営業時間 なし

さくら薬局　黒田店 松江市黒田町４２３－２ 0852-27-2331
月火水金8：30-18：30
木8：30-16：30、土8：00-14：00 同営業時間 なし

さくら薬局　古志原店 松江市古志原５－１４－５５ 0852-25-2325
月～金9：00-18：30
土9：00-13：00 同営業時間 なし

さくら薬局　東出雲店 松江市東出雲町錦新町２－２－２ 0852-53-0543
月火水金8：30-18：30
土8：00-13：30 同営業時間 なし

サンアイ薬局 松江市八束町波入６０８－９ 0852-76-3431
月～金8：45-18：30
土8：45-13：00 9：00-18：00 なし

すみれ調剤薬局　八雲店 松江市八雲町日吉１９４－１４ 0852-54-9191
月火水金8：30-13：30、15：30-18：30
木土8：30-12：30 月火水金15：30-16：00 なし

そうごう薬局　東出雲店 松江市東出雲町揖屋１０３４－１ 0852-61-1771
月～金8：30-19：00
土8：30-15：30 同営業時間 電話による対応

そうごう薬局　島根大学前店 松江市学園２－２７－１６ 0852-60-0611
月9：00-17：00、火～金9：00-19：00
土9：00-13：00 同営業時間 なし

そうごう薬局　北堀店 松江市北堀町１２－３ 0852-60-5031
月火木金9：00-18：30
水9：00-17：00、土9：00-13：30 同営業時間 電話による対応

だるま薬局 松江市殿町７４ 0852-21-3648
月火水金8：30-18：30
木土8：30-17：30 同営業時間 なし

とまと薬局 松江市上乃木７－５－９ 0852-55-4253
月火水金9：00-18：30
土9：00-14：00 同営業時間 なし

調剤薬局ナガトミ 松江市殿町３８３山陰中央ビル５階 0852-27-2345
月火木金9：00-18：30
水9：00-13：00、土9：00-14：00 同営業時間 なし

西茶町ちどり薬局 松江市西茶町５３ 0852-67-1253
月火木金9：00-13：00、15：00-18：00
水土9：00-12：00 同営業時間 電話による受付後、店頭にて販売

日本調剤　松江薬局 松江市母衣町１２６－３ 0852-20-5101
月～金8：30-17：30
土8：30-12：30 同営業時間 なし

乃木調剤薬局 松江市田和山町１３７ 0852-25-8550
月火水金8：30-18：30
木8：30-16：15、土8：30-13：00 同営業時間 電話による対応

ハーブ薬局　本庄店 松江市本庄町５３１ 0852-34-9800
月火木金8：30-12：45、15：45-18:00
水土8：30-12：45 同営業時間 緊急性に応じ電話対応

比津が丘薬局 松江市比津町４７２－１ 0852-27-7240
月火木金9：00-18：30
水土9：00-12：30 早朝、深夜以外

電話による対応
可否の相談後、店頭販売

ひまわり薬局　学園店 松江市学園南１－１１－１７ 0852-61-0561
月火木金8：30-12：40、14：30-18：30
木8：30-16：30、土8：30-13：00 同営業時間

電話による対応（要相談）
可能な限り対応

ファーマシィ薬局松江センター店 松江市西津田８－８－８ 0852-59-5111
月水～金9：00-17：00、火9：00-19：30
第2、4土9：00-14：00 24時間対応

転送電話による受付対応後、
当該店舗あるいは近隣店舗で販売

藤原薬局　松江店 松江市古志原３－１－２３ 0852-22-0709 月～土9：00-19：00 同営業時間 在局時は可能。要相談

フラワー薬局　松江店 松江市浜乃木７－９－６８ 0852-59-4193
月～金8：30-17：30
土9：00-12：00 同営業時間（在庫があれば） 電話による対応（夜間・休日用電話）

フリーダム古志薬局　津田店 松江市西津田３－６－９ 0852-28-9300
月火木金8：30-19：00
水8：30-18：00、土8：30-12：30 同営業時間 なし

フリーダム古志薬局　古志原店 松江市古志原３－５－４１ 0852-67-2200
月火水金8：30-18：30
木8：30-16：30、土8：30-17：00 同営業時間 なし

フリーダム古志薬局　湖北店 松江市岡本町１０９９－１ 0852-88-9300
月水金9：00-19：00
火木9：00-17：00、土9：00-13：00 同営業時間 なし

フリーダム古志薬局　桧山店 松江市西津田５－２２－３３ 0852-61-1222
月火木金9：00-18：30
水9：00-16：30、土9：00-13：00 同営業時間 電話による対応、翌日店頭販売



フリーダム古志薬局　大庭店 松江市大庭町１８０５－１ 0852-59-3616
月火木金8：30-19：00
水8：30-16：30、土8：30-13：00 同営業時間 なし

ホテイ薬局　山代店 松江市山代町４８０－３
0852-60-7711
0852-25-5535

月～土8：30-19：00
休日、夜間対応（0852-25-5535）

同営業時間
休日、夜間対応（0852-25-5355） 電話による対応（要相談）

ホテイ薬局 松江市上乃木３－５－１ 0852-25-5535 月～土8：30-19：00 同営業時間 在庫状況により対応　要相談

母衣町薬局 松江市母衣町１９８－４ 0852-55-4747 月～金8：30-17：30 同営業時間 なし

りんご薬局 松江市美保関町森山７６５－２ 0852-72-9393
月火水金8：30-18：00
木土8：30-13：00

同営業時間
営業時間外は電話にて相談 電話による対応

れいわ薬局　松江店 松江市大正町４４２－４ 0852-67-3989
月火木金9：00-19：00
水9：00-12：30、土9：00-13：00 同営業時間 なし

【出　雲】
薬　局　名 所　在　地 連　絡　先 営業時間 販売対応時間 夜間休日の対応方法

イオン薬局　イオンスタイル出雲 出雲市渡橋町１０６６ 0853-24-8227 年中無休　9：00-20：00 同営業時間（処方箋を優先） 年中無休

石原薬局 出雲市平田町９９１－１ 0853-62-2224
月～金9：00-19：00
土9：00-18：00 同営業時間、土曜日は18：30まで対応 なし

出雲サン・メディカル薬局 出雲市塩冶町７７１－２ 0853-21-9331
月火水金9：00-18：30
木9：00-17：00、土9：00-13：30 同営業時間 なし

いちご調剤薬局 出雲市塩冶町１５３４－５ 0853-22-8915
月～金8：30-18：30
土8：30-13：30 同営業時間 なし

いちご調剤薬局　北本町支店 出雲市今市町北本町２－３－２２ 0853-23-3055
月火水金8：30-19：00
木8：30-17：00、土8：30-17：30 同営業時間 なし

いちご調剤薬局　神西支店 出雲市神西沖町２２１０－１ 0853-43-2602
月火水金9：30-18：30
木土9：00-14：00 同営業時間 なし

おおつ薬局 出雲市大津町１７０７－３ 0853-24-7580
月火木金8：30-18：15
水土8：30-12：45 月火木金8：30-15：00 なし

かいじょう薬局 出雲市塩冶町１５６０－５ 0853-31-9985
月火木金9：00-18：30
水土9：00-13：00 月火木金14：00-18：00 なし

カトウ薬局 出雲市今市町３１６－７ 0853-21-7115
月水金9：00-18：30
火木土9：00-18：00 同営業時間 なし

薬局かとう 出雲市小山町３０９－２ 0853-25-2614 月～土9：00-18：30 月～土9：00-17：00 なし

かもめ調剤薬局 出雲市大津新崎町６－３７ 0853-25-1193 月～土8：30-19：00 同営業時間
電話による対応。
連絡後、店頭にて販売

かもめ薬局　稗原店 出雲市稗原町２４８７－１ 0853-48-1320
月火水金9：00-13：00、16：00-18:30
木土9：00-13：00 営業時間の午前中のみ なし

クローバー薬局　平田店 出雲市万田町５３１－１ 0853-31-4717
月火水金8：30-18：00
土8：30-12：00 同営業時間 なし

すずらん薬局 出雲市小山町７９４－１ 0853-20-7107
月火水金8：30-19：00
木土8：30-13：30 同営業時間 なし

知井宮ふれあい薬局 出雲市知井宮町９８８番地１０ 0853-21-7123
月火水金8：50-19：00
木8：50-17：00、土8：50-13：00

月火水金9：00-18：00
木9：00-17：00、土9：00-13：00 営業時間内に予約、要相談

つくし薬局　小山店 出雲市小山町１１５－１ 0853-31-7300
月火水金8：45-19：00
木8：45-18：30、土8：45-13：15 同営業時間 電話による対応

とも薬局渡橋店 出雲市渡橋町３８０－１ 0853-27-9305
月火水金8：30-18：30
木8：30-18：00、土8：30-12：30 平日8：30-15：30

緊急性がある場合電話による対応
（転送電話）

なかの薬局 出雲市中野町３８１－２ 0853-22-7999
月火水金8：30-18：30
木土8：30-17：00

営業時間は店頭
営業時間外は電話対応 電話による対応

ながはま薬局 出雲市西園町３３２番地３ 0853-27-9839
月火水金9：00-19：00
木土9：00-18：00 同営業時間 電話による対応（転送電話）

日本調剤　島大薬局 出雲市塩冶町８９－１ 0853-24-9811
月～金9：00-19：00
土9：00-13：00 同営業時間 検討中

ひよこ薬局 出雲市小山町４４２－２ 0853-31-4360
月火木金8：30-18：00
土8：30-13：00、祝日の水8：30-12：00

月火木金8：30-18：00
土8：30-13：00 なし



ファーマシィ薬局出雲中央 出雲市姫原４丁目１０－２ 0853-24-9910
月火水金8：30-18：30
木9：00-17：00、土8：30-17：00 同営業時間

伝送電話にて受付後、当該薬局
および近隣グループ薬局にて販売

ファーマシィ薬局神前 出雲市塩冶神前２丁目１番２５号 0853-24-8866
月水金9：00-18：30、木9：00-17：00
土9：00-16：30 同営業時間 電話による対応

ファーマシィ薬局　くにびき 出雲市今市町２０７８ 0853-24-7900
月水木金8：15-18：30
火土8：15-18：00 13：00-15：00

伝送電話にて受付後、当該薬局
および近隣グループ薬局にて販売

ファーマシィ薬局　新川 出雲市斐川町直江３９６５－２ 0853-73-8500
月～金9：00-19：00
土9：00-12：00 火木金14：00-17：00 要相談

ファーマシィ薬局　しまね医大前 出雲市塩冶神前１－７－４ 0853-20-7520
月火水金9：00-18：00
木9：00-17：00、土9：00-12：30

月火水金13：00-18：00
木13：00-17：00、土10：00-12：30

伝送電話にて受付後、当該薬局
および近隣グループ薬局にて販売

ファーマシィ薬局　ひかわ 出雲市斐川町直江４８９７－３ 0853-73-7744
月～金9：00-19：00
土9：00-13：00

原則同営業時間（午後からを推奨）
時間外の場合は転送電話受付

伝送電話にて受付後、当該薬局
および近隣グループ薬局にて販売

ファーマシィ薬局　すこやか 出雲市塩冶町１５３９－６０ 0853-25-3434
月水木金9：00-18：00、火9：00-19：00
日・祝日9：00-12：00、13：00-16：00

月水木金14：00-17：00
日・祝日9：00-12：00、13：00-16：00

伝送電話にて受付後、当該薬局
および近隣グループ薬局にて販売

ファーマシィ薬局　しまね渡橋 出雲市渡橋町１１０４ 0853-25-2530
月火水金9：00-13：30、15：30-18：45
木土9：00-12：45

月火水金9：00-13：30、15：30-17：30
木土9：00-12：45 電話による対応（080-8985－9135）

ファーマシィ薬局　花のさと 出雲市下古志町１１２５－３ 0853-24-7715
月～金8：30-18：00
土9：00-12：00 月木金13：00-15：00

伝送電話にて受付後、当該薬局
および近隣グループ薬局にて販売

ファーマシィ薬局　きりん 出雲市国富町８３３－１２ 0853-62-5884
月火水金9：00-18：30
木9：00-17：00、土9：00-18：00 同営業時間

伝送電話にて受付後、当該薬局
および近隣グループ薬局にて販売

ファーマシィ薬局　まごころ 出雲市武志町７３３－４ 0853-20-1104
月火水金8：00-18：30
木8：00-16：00、土8：00-12：30

月火水金10：00-11：00、15：30-17：30
木土10：00-11：00

伝送電話にて受付後、当該薬局
および近隣グループ薬局にて販売

フラワー薬局　平田店 出雲市西平田町９２ 0853-62-0010
月～金9：00-18：30
土9：00-13：00 13：00-16：00 なし

フラワー薬局　 出雲市東林木町８４３－１９ 0853-25-2878
月火水金8：45-13：00、15：30-18:30
木土8：45-12：30

月火水金9：00-12：30、16：00-18:30
木土9：00-12：30 なし

平安堂　ラピタ大社店 出雲市大社町杵築南９９６ 0853-25-8210
月火水金8：30-18：00
木8：30-16：30、土8：30-12：30 同営業時間 なし

みどり薬局　南店 出雲市塩冶町１０８０－１ 0853-25-9011
月火水金8：30-18：30
土8：30-13：00 13：00-16：00 なし

みどり薬局 出雲市大津新崎町２－１５ 0853-23-2244 月～土8：30-18：30 同営業時間 なし

もも薬局 出雲市大島町２１番地４ 0853-43-7177
月火水金9：00-18：30
木9：00-17：00、土9：00-16：00 同営業時間

緊急性がある場合電話による対応
（転送電話）

もも薬局　出雲インター店 出雲市神西沖町１４５５－９ 0853-43-8033
月火水金8：30-18：00
木8：30-16：30、土8：30-17：00 同営業時間 電話による対応

【雲　南】
薬　局　名 所　在　地 連　絡　先 営業時間 販売対応時間 夜間休日の対応方法

おおき調剤薬局 雲南市大東町大東２４１５－８ 0854-43-8005
月火水金8：30-19：00
木8：30-18：00、土8：30-13：00 月～金14：00-16：00 なし

共栄薬局 仁多郡奥出雲町横田１０４９－１ 0854-52-9300
月火水金9：00-18：00
木9：00-17：00、土9：00-13：00 木曜日の週１回13：00-17：00（要予約） 可能な限り対応

小林薬局　古市店 仁多郡奥出雲町下横田４２１－１１ 0854-52-9620
月火木金8：30-18：30
水土8：30-12：30 同営業時間

電話にて対応（転送電話）
状況に応じて開局

こぶし薬局 飯石郡飯南町頓原２０５７－４ 0854-72-0281
月～金8：30-17：30
土9：00-12：00 同営業時間 なし

さくら薬局 雲南市大東町飯田１１７－７ 0854-43-6890
月～金8：45-19：00
土8：45-17：00 同営業時間 電話による対応

有限会社　大東駅前薬局 雲南市大東町飯田１０２－５ 0854-43-9067
月～金8：30-18：30
土8：30-15：00　　時間外は電話対応

同営業時間
時間外については、電話にて対応 電話にて対応

藤原薬局 雲南市木次町木次４１－１ 0854-42-0046
月火木金8：30-18：30
水8：30-16：30、土8：30-13：00 同営業時間 要相談（対応できない場合あり）

三刀屋中央薬局 雲南市三刀屋町三刀屋１２９４－１３ 0854-45-0123
月～金9：00-18：00
土9：00-12：30 同営業時間 なし

もみじ薬局 仁多郡奥出雲町三成３５８番地６ 0854-54-0188
月火水金9：00-18：00
木9：00-17：00、土9：00-13：00 同営業時間（要電話） 電話にて対応



【大　田】
薬　局　名 所　在　地 連　絡　先 営業時間 販売対応時間 夜間休日の対応方法

大田いちご調剤薬局 大田市波根町２１２６－５ 0854-85-9015
月火水金8：30-19：00
木8：30-16：30、土8：30-18：00 同営業時間

２４時間対応用連絡先にて対応
090-4806-9036

久手薬局 大田市久手町刺鹿２７３１－２ 0854-82-0775
月～金8：30-19：00
土8：30-13：00 同営業時間 電話による対応

ココカラファイン薬局　大田市立病院店 大田市大田町吉永１４２８－３ 0854-83-7251 月～土8：30-17：30 同営業時間
基本的になし。
緊急の場合、080-7513-8761へ

なの花薬局　石見大田店 大田市大田町大田ロ１１８６－８ 0854-83-7307
月火木金8：30-18：30
水8：30-16：30、土8：30-13：00 同営業時間 電話による対応

ファーマシィ薬局　さかえ 大田市仁摩町仁万５６２－１ 0854-88-9150
月火木金8：30-18：30
水8：30-14：00 同営業時間

伝送電話にて受付後、当該薬局
および近隣グループ薬局にて販売

ファーマシィ薬局　しまね大田 大田市大田町吉永柳ヶ坪１５６４－３ 0854-84-9919
月～金9：00-17：45
土9：00-12：30 同営業時間

緊急電話にて対応。場合によっては、
近隣薬局で対応の可能性あり。

【江津・邑智】
薬　局　名 所　在　地 連　絡　先 営業時間 販売対応時間 夜間休日の対応方法

エスマイル薬局　邑南店 邑智郡邑南町中野８４６－１０ 0855-95-3522
月～金8：30-17：30
土8：30-12:30 同営業時間 要相談

かくし薬局 江津市嘉久志町イ６７０－３ 0855-52-7885
月火水金8：30-18：00
木土8：30-12：30

同営業時間
ただし、時間外は要相談

グループ店舗内で確認検討後、
可能であれば最寄りの店舗にて対応

かわもと薬局 邑智郡川本町川本５２５－２ 0855-72-0910
月～金8：30-17：30
土8：30-10：30 同営業時間 なし

川本おりづる薬局 邑智郡川本町川本３８４－７ 0855-72-0152
月～金8：30-17：30
土9：00-12：00 同営業時間 なし

くすりのファミリア　みずほ薬局 邑智郡邑南町２１５３－１ 0855-85-1070
月木9：00-16：30
火水金9：00-17：30、土8：30-12：00 同営業時間

電話にて相談
緊急連絡先090-7892-6721

くすりのファミリア　江津薬局 江津市嘉久志町イ１４９４－５ 0855-54-1052
月～金9：00-18：00
土9：00-13：00 同営業時間 転送電話により対応

山藤薬局　和木支店 江津市嘉久志町２４２５－４７先 0855-52-7381
月火水金9：00-18：00
木9：00-16：30、土9：00-13：00 同営業時間

なし
だだし、系列店の江津支店で対応

たまがわ薬局 江津市桜江町市山２７９－１５ 0855-92-1212
月火木金8：30-18：00
土8：30-12：15 同営業時間

時間外連絡先にて対応
080-1940-0007

とまと薬局　敬川店 江津市敬川町２９２－２ 0855-54-3050
月火木8：30-17：30
水金8：30-18：00、土8：30-12：30 同営業時間

電話による対応
時間外用連絡先0855-23-7088

パール薬局　江津店 江津市都野津町２３７９－１ 0855-52-7699
月火水金9：00-18：00
木9：00-17：00、土9：00-12：00

同営業時間
ただし、連絡あればいつでも対応 緊急連絡先080-9797-9115

【浜　田】
薬　局　名 所　在　地 連　絡　先 営業時間 販売対応時間 夜間休日の対応方法

旭おりづる薬局 浜田市旭町丸原１３９－８ 0855-45-8123
月～木8：30-17：30
金土8：30-12：30 同営業時間 なし

あすなろ薬局 浜田市下府町９４－２ 0855-28-3331
月火水金8：30-18：00
木8：30-16：30、土8：30-13：00 8：30-18：00

電話による対応（転送電話）後、
可能ならば店頭販売

ウエルシア薬局　浜田田町店 浜田市田町１１６－６ 0855-38-0127 月～土9：00-14：00、15：00-18：00 同営業時間 なし

遠藤薬局 浜田市黒川町９７－１０ 0855-22-7740
月～金8：30-18：00
土8：30-12：00

同営業時間
時間外については、電話応相談 電話による対応

かさがら薬局 浜田市笠柄町６１ 0855-24-3399
月火水金8：30-18：00、木8：30-16：30、
土8：30-16：00、第２土8：30-12：00

同営業時間
時間外については、応相談

グループ店舗内で確認検討後、
可能であれば最寄りの店舗にて対応

かなぎ薬局 浜田市金城町七条ハ４０５－８ 0855-42-3550
月火水金8：30-18：30
木8：30-16：30、土8：30-16：00

同営業時間
ただし、時間外は要相談

グループ店舗内で確認検討後、
可能であれば最寄りの店舗にて対応

くまさん薬局 浜田市朝日町１４－１ 0855-25-0137
月～金8：30-18：00
土8：30-15：30 同営業時間 なし

山藤薬局　浜田支店 浜田市牛市町５３ 0855-25-0119
月火水金8：30-18：00、木8：30-13：00
第1、3、5土8：30-13：00、第2、4土8：30-15：00 同営業時間 なし

シーズ薬局　高田町店 浜田市高田町６７－４ 0855-23-6717
月火水金8：45-18：00
木土8：45-16：45、第1、3土8：45-13：00

同営業時間
ただし、時間外は要相談

グループ店舗内で確認検討後、
可能であれば最寄りの店舗にて対応



俵薬局　本店 浜田市蛭子町３９ 0855-22-0106
月火木金8：30-18：00
水土8：30-13：00 同営業時間 なし

とまと薬局　殿町店 浜田市殿町７－７ 0855-24-0933
月火水金8：00-18：00
木8：00-16：00、土8：00-12：30 同営業時間

電話による対応
時間外用連絡先0855-23-7088

とまと薬局　長沢店 浜田市長沢町５５０－１６ 0856-22-2257
月火水金8：30-18：00
木8：00-16：00、土8：30-12：30 同営業時間

電話による対応
時間外用連絡先0855-23-7088

とまと薬局　こくむ店 浜田市国分町１９８１－３４８ 085525-5710
月～金8：30-18：00
土8：30-12：30 同営業時間

電話による対応
時間外用連絡先0855-23-7088

浜田調剤薬局 浜田市殿町１７－１７ 0855-23-0502
月火水金8：30-18：00
木8：00-16：00、土8：30-12：30 同営業時間

電話による対応
時間外用連絡先0855-23-7088

ひよこ薬局 浜田市熱田町５４１－１ 0855-24-7872
月火木金9：00-12：30、15：00-18：00
水土9：00-12：00

同営業時間
ただし、時間外070-8534-0749で対応

電話による対応
070-8534-0749で

ヒルズ薬局　三隅店 浜田市三隅町三隅１３３９ 0855-32-3611
月～金8：00-18：00
土8：00-12：30 同営業時間

電話による対応
連絡先050-3552-3611

ファーマシィ薬局　浜田駅北 浜田市浅井町８６７－３ 0855-25-0715 月～金9：00-18：00 同営業時間
電話による対応（転送電話）後、
店頭販売

三隅薬局 浜田市三隅町三隅１３１４－６ 0855-32-1577
月～金8：00-18：30
土8：00-13：00 同営業時間 電話による対応

弥栄中央薬局 浜田市弥栄町木都賀イ５３０－３ 0855-48-5333
月～金8：30-17：30
土8：30-12：30

同営業時間
ただし、時間外090-3729-6176で対応 電話による対応

【益　田】
薬　局　名 所　在　地 連　絡　先 営業時間 販売対応時間 夜間休日の対応方法

あおい薬局 益田市乙吉町イ８９－１０ 0856-31-1951
月～金8：30-18：30
土8：30-13：00 同営業時間 なし

天津薬局 益田市乙吉町イ３３６－３ 0856-24-2515
月～金8：30-18：30
土8：30-13：00 同営業時間 なし

ウエルネス薬局　益田日赤病院前店 益田市乙吉町イ１０２－１ 0856-31-4126
月～水9：00-19：00
木～土9：00-17：00 同営業時間 なし

ウエルシア薬局　益田駅前店 益田市駅前町１７－１ 0856-31-1280 月～土9：00-14：00、15：00-18：00 同営業時間 なし

オール薬局　益田店 益田市あけぼの東町１－７ 0856-22-3820
月火木金8：30-19：00
水8：30-17：00、土8：30-12：30 同営業時間 電話による対応。要相談

調剤薬局オオバ 益田市中島町イ３６－１ 0856-23-0020
月～金8：30-18：30
土8：30-13：30 同営業時間 携帯連絡先090-8716-8439で対応

漢方益田薬局 益田市あけぼの本町９－２ 0856-23-3001
月～金8：30-19：00
土8：30-15：00 同営業時間 なし

きりん薬局 益田市あけぼの東町４－４ 0856-23-2183
月火水金8：30-18：30
木8：30-17：00、土8：30-13：00 同営業時間 電話による対応。可能な限り対応

高津オオバ薬局 益田市高津１－９－２ 0856-31-0418
月～金8：30-18：30
土8：30-13：00 同営業時間 携帯連絡先090-8716-8438で対応

調剤薬局津田 益田市津田町１２６８－１０ 0856-27-1945
月～金8：00-18：30
土8：00-17：00 同営業時間 電話による対応

なのはな薬局 益田市駅前町３３－１４ 0856-31-0229 月～土8：00-18：30 月～土8：00-19：00 電話による対応

能美惠壽堂薬局 益田市高津５－３０－１７ 0856-22-4380
月～金8：20-18：30
土8：20-13：00 同営業時間 なし

能美薬局 益田市高津町２－１－２３ 0856-22-0802
月火木金8：20-18：30
水8：20-17：00、土8：20-13：00 同営業時間

電話による対応、都度対応
可能な場合販売

野村大盛堂薬局 益田市東町１８－３３ 0856-24-2509
月火水金8：30-18：30
木8：30-14：00、土8：30-13：00 同営業時間 電話による対応。要相談

ファーマシィ薬局益田センター 益田市乙吉町イ１０３－１ 0856-31-1270 月～日、祝日8：30-21：00 同営業時間
伝送電話にて受付後、当該薬局
および近隣グループ薬局にて販売

ベニヤ薬局　東町店 益田市東町１０－６ 0856-24-1372
月～金8：30-18：30
土8：30-13:00 同営業時間 なし

益田薬局　緑ヶ丘店 益田市高津６－２３－２１ 0856-24-1541
月～金8：30-19：00
土8：30-13：00 同営業時間 勤務の場合対応

有限会社めぐみ薬局 益田市横田町２５３３番地１ 0856-31-5060
月火水金8：30-18：00
木8：30-17：00、土8：30-13：00 月火水金14：00-16：00 薬局にて対応



【鹿足】
薬　局　名 所　在　地 連　絡　先 営業時間 販売対応時間 夜間休日の対応方法

柿木つくし薬局 鹿足郡吉賀町柿木６５１－５ 0856-79-2491
月～金7：00-18：00
土7：00-17：00 同営業時間

電話による対応（事前に相談）
24時間対応

すみれ薬局 鹿足郡吉賀町柿木３１０－１ 0856-79-8123
月～金8：00-18：00
土8：00-12：30 同営業時間 電話による対応

てるてる薬局 鹿足郡津和野町後田ロ３９３－１ 0856-72-4123
月火水金9：00-18：00
土8：30-17：00 同営業時間 なし

日星薬局 鹿足郡津和野町枕瀬１８９－７ 0856-74-0330
月～金8：30-17：30
土8：30-12:30 基本的に営業時間内 時間外連絡先にて対応

【隠岐】
薬　局　名 所　在　地 連　絡　先 営業時間 販売対応時間 夜間休日の対応方法

くすりのさかい 隠岐郡隠岐の島町城北町３７６ 08512-2-4359
月～金10：00-19：00
土、祝日10：00-17：00 同営業時間 電話による対応

スイング島前薬局 隠岐郡西ノ島町美田２０６８－２ 08514-7-9001 月～金9：00-17：30 同営業時間 なし

ピア中央薬局 隠岐郡隠岐の島町西町字八尾の１、１－１
08512-2-2721
080-6947-2485 月～土9：00-18：00、日祝日も対応 同営業時間、日祝日も対応 電話による対応（要予約）


