
○松江支部
薬局名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 開局状況

アイアイ薬局 松江市上乃木９－１９－２３ 0852-55-6131 0852-55-6132 通常通り

あいむ薬局上乃木店 松江市上乃木７丁目６－４ 0852-67-5511 0852-67-5522 通常通り

アイン薬局　松江学園店 松江市学園２－６－７ 0852-27-4193 0852-27-4194 通常通り

アイン薬局　松江春日店 松江市春日町１９４－５ 0852-67-1193 0852-67-1194 通常通り

アイン薬局　松江黒田店 松江市黒田町９４－３ 0852-28-1193 0852-28-1194 通常通り

アイン薬局　松江西川津店 松江市西川津町７６６－７ 0852-59-3700 0852-59-3701 通常通り

あさひ薬局 松江市朝日町４７６－７ 0852-20-2512 0852-20-2513 通常通り

あすか薬局 松江市天神町１５　ウィステリア天神１Ｆ 0852-59-2660 0852-59-2661 通常通り

あだかえ薬局 松江市東出雲町出雲郷１１５－１７ 0852-61-0522 0852-61-0577 通常通り

イオン薬局松江店 松江市東朝日町１５１　イオン松江店１階 0852-40-2859 0852-28-9361 通常通り

ウェルネス調剤薬局春日２号店 松江市春日町１８０－１１ 0852-60-9020 0852-60-9029 通常通り

ウェルネス調剤薬局橋南店 松江市西津田７－１１－１４ 0852-28-5150 0852-28-5160 通常通り

ウェルネス薬局大庭店 松江市大庭町１８０３－１ 0852-60-5685 0852-60-5686 通常通り

ウェルネス薬局学園南店 松江市学園南２－１１－３８ 0852-55-8630 0852-55-8631 通常通り

ウェルネス薬局春日店 松江市春日町５－２ 0852-20-1556 0852-20-1553 通常通り

ウェルネス薬局古志原三丁目店 松江市古志原三丁目１－１０ 0852-20-7720 0852-20-7721 通常通り

ウェルネス薬局乃白店 松江市乃白町２０６１番地 0852-59-5235 0852-59-5236 通常通り

ウェルネス薬局東津田店 松江市東津田町１１２５－２ 0852-20-2650 0852-20-2651 通常通り

エスマイル薬局東出雲店 松江市東出雲町揖屋１１８０－８ 0852-67-1625 0852-67-1626 通常通り

オール薬局乃木店 松江市乃木福富町４１３－２ 0852-60-1820 0852-60-1830 通常通り

オリーブ薬局 松江市東出雲町錦新町一丁目7番17号 0852-61-0114 0852-61-0116 通常通り

おれんじ薬局 松江市上乃木９－１６４７－３ 0852-61-8450 0852-61-8454 通常通り

かわたに薬局 松江市北田町１３３－８ 0852-78-2358 0852-78-0417 通常通り

かわつ薬局 松江市西川津町４０９８番地 0852-61-8616 0852-61-8618 通常通り

木村薬局宍道西店 松江市宍道町宍道１２９２－１ 0852-66-9088 0852-66-1105 通常通り

木村薬局宍道東店 松江市宍道町宍道１４１０ 0852-66-9080 0852-66-9105 通常通り

クオール薬局ポエム店 松江市東津田町１１９８－６ 0852-60-6700 0852-23-4411 通常通り

クオール薬局松江春日店 松江市春日町３６５－２ 0852-28-1680 0852-28-1681 通常通り

クオール薬局南田町店 松江市南田町１４５－１８ 0852-20-6510 0852-20-6511 通常通り

㈲くすりや調剤薬局 松江市八幡町２８６－８ 0852-37-2303 0852-38-8208 通常通り

くれよん薬局 松江市上乃木４丁目１０－３１ 0852-67-3904 0852-67-3909 通常通り

クローバー薬局 松江市大庭町１８０１－２ 0852-67-6958 0852-67-6959 通常通り

こはる薬局 松江市殿町３１５－１ 0852-67-2660 0852-67-2661 通常通り

さいかまち薬局　 松江市雑賀町７０－２ 0852-67-5867 0852-67-5868 通常通り

サカモト薬局 松江市中原町１６３ 0852-21-3571 0852-21-5001 通常通り

さくら薬局黒田店 松江市黒田町４２３－２ 0852-27-2331 0852-27-2391 通常通り

さくら薬局古志原店 松江市古志原５－１４－５５ 0852-25-2325 0852-25-2825 通常通り

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 0852-53-0545 通常通り

さくらんぼ薬局東朝日町店 松江市東朝日町２１６－５ 0852-60-1901 0852-60-1902 通常通り

サンアイ薬局 松江市八束町波入６０８－９ 0852-76-3431 0852-76-3421 通常通り

スイング上乃木薬局 松江市上乃木１丁目２－２１ 0852-59-5511 0852-59-5488 通常通り

末次調剤薬局 松江市末次町６０ 0852-31-6001 0852-31-7002 通常通り

スマイル薬局 松江市雑賀町２５５－１ 0852-28-1323 0852-28-1327 通常通り

すみれ調剤薬局 松江市西津田１０－１７－２０－２ 0852-26-4141 0852-26-4143 通常通り

すみれ調剤薬局八雲店 松江市八雲町日吉１９４－１４ 0852-54-9191 0852-54-2900 通常通り

生泉堂調剤薬局 松江市大正町４５５－５ 0852-20-6507 0852-20-6508 通常通り

千寿堂薬局 松江市砂子町１９６－１ 0852-25-4978 0852-25-6768 通常通り

そうごう薬局北堀店 松江市北堀町１２－３ 0852-60-5031 0852-60-5032 通常通り

そうごう薬局島根大学前店 松江市学園２丁目２７番１６号 0852-60-0611 0852-25-7112 通常通り

そうごう薬局東出雲店 松江市東出雲町揖屋１０３４－１ 0852-61-1771 0852-61-1772 通常通り

太陽薬局上乃木店 松江市上乃木２丁目２９－２ 0852-67-6031 0852-67-6032 通常通り

大輪町薬局 松江市大輪町３９２－４４ 0852-22-3142 0852-31-6067 通常通り

タカサゴ薬局 松江市大庭町１８０２－３ 0852-26-4841 0852-61-2023 通常通り

※島根県薬剤師会では毎週、月曜日（月曜が祝日の場合は火曜日）
１０時半から金曜日までの間の状況をお知らせしています。

※なお、各薬局の開局時間等については、島根県医療機能情報システムで確認願います。

www.mi.pref.shimane.lg.jp/shimane/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx

島根県薬剤師会で把握している薬局開局状況一覧



㈲だるま薬局 松江市殿町７４ 0852-21-3648 0852-21-3640 通常通り

調剤薬局ナガトミ 松江市殿町３８３山陰中央ビル５F 0852-27-2345 0852-27-3602 通常通り

とまと薬局 松江市上乃木７－５－９ 0852-55-4253 0852-55-4253 通常通り

なの花薬局　松江川津店 松江市下東川津町４２－８ 0852-61-5715 0852-61-5716 通常通り

ニコニコ薬局　　 松江市東津田町１７６９－５ 0852-59-5818 0852-59-5823 通常通り

西茶町ちどり薬局　 松江市西茶町５３ 0852-67-1253 0852-67-1254 通常通り

日星薬局松江店  　　　　 松江市黒田町２７－１ 0852-59-5870 0852-59-5871 通常通り

㈲乃木調剤薬局 松江市田和山町１３７ 0852-25-8550 0852-25-8562 通常通り

㈲乃木調剤薬局田和山店 松江市田和山町１１１ 0852-20-7787 0852-20-7747 通常通り

ハーブ薬局本庄店 松江市本庄町５３１ 0852-34-9800 0852-34-9801 通常通り

はくいし薬局 松江市宍道町白石１３７－２１ 0852-67-6375 0852-67-6374 通常通り

浜乃木薬局 松江市浜乃木２丁目７－１３北川ビル１Ｆ 0852-25-3003 0852-67-3706 通常通り

比津が丘薬局 松江市比津町４７２－１ 0852-27-7240 0852-27-2122 通常通り

ひまわり薬局 松江市玉湯町湯町８２６－１ 0852-62-2235 0852-62-2236 通常通り

ひまわり薬局学園店 松江市学園南1-11-17 0852-61-0561 0852-61-0562 通常通り

ファーマシィ薬局松江センター 松江市西津田８丁目８－８ 0852-59-5111 0852-59-5112 通常通り

㈲藤原薬局松江店 松江市古志原３－１－２３ 0852-22-0709 0852-22-0810 通常通り

フラワー薬局松江店　 松江市浜乃木７－９－６８ 0852-59-4193 0852-59-4194 通常通り

フリーダム古志薬局大庭店 松江市大庭町１８０５－１ 0852-59-3616 0852-59-3626 通常通り

フリーダム古志薬局古志原店 松江市古志原３丁目５－４１ 0852-67-2200 0852-67-2525 通常通り

フリーダム古志薬局湖北店 松江市岡本町１０９９－１ 0852-88-9300 0852-88-9301 通常通り

フリーダム古志薬局津田店 松江市西津田３－６－９ 0852-28-9300 0852-28-3755 通常通り

フリーダム古志薬局桧山店 松江市西津田５－２２－３３ 0852-61-1222 0852-61-1223 通常通り

フロンティア薬局乃白店 松江市乃白町２００１番地 0852-60-0760 0852-60-0761 通常通り

フロンティア薬局松江店 松江市乃白町１７０－１ 0852-60-2762 0852-60-2763 通常通り

㈲ホテイ薬局 松江市上乃木３－５－１ 0852-25-5535 0852-21-9050 通常通り

㈲ホテイ薬局山代店 松江市山代町４８０－３ 0852-60-7711 0852-60-7710 通常通り

母衣町薬局 松江市母衣町１９８－４ 0852-55-4747 0852-55-4748 通常通り

松江中央薬局 松江市堂形町７６１ 0852-67-1340 0852-67-1368 通常通り

みるきい調剤薬局 松江市竪町８５ 0852-22-7680 0852-28-5980 通常通り

もも薬局嫁島店 松江市嫁島町10番1号 0852-33-7671 0852-33-7691 通常通り

リズム調剤薬局 松江市東奥谷町１４４－１３ 0852-25-7708 0852-25-3828 通常通り

りんご薬局 松江市美保関町森山７６５－２ 0852-72-9393 0852-72-3900 通常通り

れいわ薬局松江店 松江市大正町４４２－４ 0852-67-3989 0852-67-3985 通常通り

㈲和田薬局 松江市北堀町２０７ 0852-21-3302 0852-24-9776 通常通り

○安来支部
薬局名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 開局状況

広瀬調剤薬局 安来市広瀬町広瀬１９２２－１ 0854-32-9503 0854-32-9506 通常通り
さいとう薬局 安来市広瀬町広瀬１４６４－１ 0854-32-2628 0854-32-2595 通常通り
そうごう薬局安来店 安来市安来町９３５－４ 0854-23-7671 0854-22-6572 通常通り
そうごう薬局安来社日店 安来市安来町１２７８－５ 0854-21-9771 0854-21-9772 通常通り
㈲調剤薬局ケイ十神店 安来市南十神町１４－1 0854-23-0700 0854-22-0800 通常通り
なべや薬局神田店 安来市安来町７６９－１ 0854-23-2550 0854-23-2881 通常通り
フリーダム　プラス薬局 安来市広瀬町広瀬１９５０－１ 0854-32-3000 0854-32-3300 通常通り
古山薬局 安来市広瀬町広瀬８６２ 0854-32-2720 0854-32-3020 通常通り
安来中央薬局 安来市今津町６７０－３ 0854-23-7175 0854-23-7176 通常通り
ラン調剤薬局 安来市飯島町５３０－５ 0854-23-1021 0854-23-1052 通常通り

○雲南支部
薬局名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 開局状況

あじさい薬局 飯石郡飯南町野萱７０６－１ 0854-76-3721 0854-76-3722 通常通り
あんず薬局 雲南市三刀屋町三刀屋１２１２－５９ 0854-45-0255 0854-45-0256 通常通り
ウェルネス薬局大東店 雲南市大東町下阿用４－７ 0854-43-8025 0854-43-8035 通常通り
エイト薬局 雲南市大東町飯田９２－７ 0854-43-2731 0854-43-2760 通常通り
おおぎ調剤薬局 雲南市大東町大東２４１５－８ 0854-43-8005 0854-43-8033 通常通り
かけや薬局　　　　　 雲南市掛合町掛合１３１２－１ 0854-62-0817 0854-62-0818 通常通り
きすき薬局 雲南市木次町木次２７８ 0854-42-8331 0854-42-8332 通常通り
共栄薬局 仁多郡奥出雲町横田１０４９－１ 0854-52-9300 0854-52-9320 通常通り
小林薬局藤ヶ瀬店 仁多郡奥出雲町横田１１９３－３２ 0854-52-9115 0854-52-9116 通常通り
小林薬局古市店 仁多郡奥出雲町下横田４２１－１１ 0854-52-9620 0854-52-0321 通常通り
こぶし薬局 飯石郡飯南町頓原２０５７－４ 0854-72-0281 0854-72-0288 通常通り
さくら薬局 雲南市大東町飯田１１７－７ 0854-43-6890 0854-43-6923 通常通り
㈲大東駅前薬局 雲南市大東町飯田１０２－５ 0854-43-9067 0854-43-9068 通常通り
大耀堂薬局 雲南市三刀屋町下熊谷１６２５－２ 0854-45-5700 0854-45-5710 通常通り
たいようどう薬局木次店 雲南市木次町下熊谷１５４３－５ 0854-47-7606 0854-47-7607 通常通り
㈲藤原薬局 雲南市木次町木次４１－１ 0854-42-0046 0854-42-2311 通常通り



三刀屋中央薬局 雲南市三刀屋町三刀屋１２９４－１３ 0854-45-0123 0854-45-0124 通常通り
みなり薬局 仁多郡奥出雲町三成１６２２－３ 0854-54-9087 0854-54-9086 通常通り
もみじ薬局 仁多郡奥出雲町三成３５８－６ 0854-54-0188 0854-54-0208 通常通り

○出雲支部
薬局名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 開局状況

アイ・プラス薬局上塩冶町店 出雲市上塩冶町２６６３番６ 0853-25-7210 0853-25-7206 通常通り
あいむ薬局神立店 出雲市斐川町併川字神立７０５－１ 0853-31-4502 0853-31-4503 通常通り
あんず調剤薬局 出雲市西神西町５１８－６ 0853-43-7889 0853-43-7895 通常通り
イオン薬局イオンスタイル出雲 出雲市渡橋町１０６６　イオンスタイル出雲１Ｆ 0853-24-8227 0853-24-8229 通常通り
石原薬局 出雲市平田町９９１－１ 0853-62-2224 0853-62-0185 通常通り
出雲サン・メディカル薬局 出雲市塩冶町７７１－２ 0853-21-9331 0853-23-3558 通常通り
出雲薬局 出雲市姫原町１－５－６ 0853-25-3148 0853-25-3149 通常通り
㈲いちご調剤薬局 出雲市塩冶町１５３４－５ 0853-22-8915 0853-22-6675 通常通り
㈲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 0853-25-1589 通常通り
㈲いちご調剤薬局神西支店 出雲市神西沖町２２１０－１ 0853-43-2602 0853-43-1398 通常通り
ウェルネス調剤薬局医大北店 出雲市塩冶町９９０－２－２ 0853-27-9215 0853-27-9515 通常通り
ウェルネス薬局出雲駅北店 出雲市駅北町１番 0853-24-9621 0853-24-9622 通常通り
ウェルネス薬局出雲駅南店 出雲市駅南町３丁目１３－１ 0853-20-1877 0853-20-1878 通常通り
ウェルネス薬局塩冶店 出雲市塩冶有原町５－１１ 0853-24-8220 0853-24-8221 通常通り
ウェルネス薬局大塚店 出雲市大塚町７５０－１ 0853-20-1811 0853-20-1812 通常通り
ウェルネス薬局　北本町店 出雲市今市町北本町５丁目２－７ 0853-24-7705 0853-24-7706 通常通り
ウェルネス薬局白枝店 出雲市白枝町５５１－１ 0853-20-1660 0853-20-1661 通常通り
ウェルネス薬局　斐川店 出雲市斐川町上直江１３０３－１ 0853-73-7885 0853-73-7895 通常通り
塩冶神前ふたば薬局 出雲市塩冶神前５－１－１２ 0853-31-7660 0853-31-7480 通常通り
えんや薬局 出雲市塩冶有原町４－６３ 0853-24-7815 0853-24-7816 通常通り
おおつ薬局 出雲市大津町１７０７－３ 0853-24-7580 0853-24-7581 通常通り
カトウ薬局 出雲市今市町３１６－７ 0853-21-7115 0853-23-7847 通常通り
かもめ調剤薬局 出雲市大津新崎町６－３７ 0853-25-1193 0853-25-1189 通常通り
かもめ薬局稗原店 出雲市稗原町２４８７－１ 0853-48-1320 0853-48-1270 通常通り
きらら薬局 出雲市神西沖町２０７２-１ 0853-43-7234 0853-43-1175 通常通り
桜ヶ丘薬局 出雲市大津町３６５６－６ 0853-25-7651 0853-25-7652 通常通り
さくら薬局出雲西平田店 出雲市西平田町２４３－１ 0853-62-9800 0853-62-9801 通常通り
荘原中央薬局 出雲市斐川町荘原２１９２－３ 0853-73-7779 0853-73-7805 通常通り
新崎薬局 出雲市大津新崎町６－２ 0853-21-0412 0853-21-7100 通常通り
スイング薬局高岡店 出雲市高岡町５４ 0853-23-2119 0853-20-7032 通常通り
スイング平田薬局 出雲市西平田町５０ 0853-63-7711 0853-63-7712 通常通り
すずらん薬局 出雲市小山町７９４－１ 0853-20-7107 0853-20-7117 通常通り
大社だんだん薬局 出雲市大社町杵築南１３５３－３ 0853-53-8123 0853-53-6688 通常通り
大社まちかど薬局 出雲市大社町北荒木４８５－２ 0853-25-9155 0853-25-9156 通常通り
知井宮ふれあい薬局 出雲市知井宮町９８８－１０ 0853-21-7123 0853-21-7138 通常通り
調剤薬局くすりのファミリア 出雲市渡橋町９８６－１ 0853-25-0798 0853-22-4503 通常通り
㈲つくし薬局 出雲市里方町８６４－２ 0853-20-0700 0853-20-0703 通常通り
つくし薬局小山店 出雲市小山町１１５－１ 0853-31-7300 0853-31-7301 通常通り
DCB薬局医大前店 出雲市塩冶神前３－８－１７ 0853-23-2415 0853-23-8699 通常通り
DCB薬局ラピタ店 出雲市今市町８７ 0853-21-5993 0853-21-6071 通常通り
天神中央薬局 出雲市塩冶有原町６丁目４５－２ 0853-25-8145 0853-25-8146 通常通り
とも薬局　渡橋店 出雲市渡橋町３８０－１ 0853-27-9305 0853-27-9307 通常通り
なかの薬局 出雲市中野町３８１－２ 0853-22-7999 0853-22-7850 通常通り
中の島薬局 出雲市平田町７６０４ 0853-62-0052 0853-62-0053 通常通り
ながはま薬局 出雲市西園町３３２－３ 0853-27-9839 0853-27-9829 通常通り
なの花薬局平田店 出雲市平田町２１６４－４ 0853-62-9251 0853-62-9252 通常通り
日星薬局古志店 　　　　　 出雲市古志町１１０７－１ 0853-25-7505 0853-25-7506 通常通り
日星薬局斐川店 出雲市斐川町上直江１４２１－１３ 0853-73-8077 0853-73-8078 通常通り
㈱服部薬局出雲支店 出雲市大塚町７４５－２ 0853-24-3664 0853-24-3174 通常通り
はまやま薬局 出雲市松寄下町１０９２－１８ 0853-24-6301 0853-24-6302 通常通り
ひかり薬局 出雲市多久町８８５－２２ 0853-25-7713 0853-25-7612 通常通り
ひよこ薬局 出雲市小山町４４２番地２ 0853-31-4360 0853-31-4362 通常通り
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 0853-24-9911 通常通り
ファーマシィ薬局神前 出雲市塩冶神前二丁目１番２５号 0853-24-8866 0853-24-8867 通常通り
ファーマシィ薬局きりん 出雲市国富町８３３－１２ 0853-62-5884 0853-62-5884 通常通り
ファーマシィ薬局くにびき 出雲市今市町２０７８ 0853-24-7900 0853-24-7900 通常通り
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 0853-20-7522 通常通り
ファーマシィ薬局しまね渡橋 出雲市渡橋町１１０４ 0853-25-2530 0853-25-2531 通常通り
ファーマシィ薬局新川 出雲市斐川町直江３９６５－２ 0853-73-8500 0853-73-8501 通常通り
ファーマシィ薬局すこやか 出雲市塩冶町１５３９－６０ 0853-25-3434 0853-25-3434 通常通り
ファーマシィ薬局花のさと 出雲市下古志町１１２５－３ 0853-24-7715 0853-24-7716 通常通り
ファーマシィ薬局ひかわ 出雲市斐川町直江４８９７－３ 0853-73-7744 0853-73-7745 通常通り
ファーマシィ薬局まごころ 出雲市武志町７３３－４ 0853-20-1104 0853-20-1104 通常通り
プラタナス薬局 出雲市平田町９５３－９ 0853-62-2611 0853-62-1212 通常通り
フラワー薬局 出雲市東林木町８４３－１９ 0853-25-2878 0853-25-2837 通常通り



フラワー薬局平田店 出雲市西平田町９２ 0853-62-0010 0853-62-0011 通常通り
平安堂薬局ラピタ大社店 出雲市大社町杵築南９９６ 0853-25-8210 0853-25-8310 通常通り
平安堂薬局渡橋店 出雲市渡橋町３３４－１ 0853-27-9770 0853-27-9771 通常通り
ほくよう薬局 出雲市武志町８３６－１０ 0853-24-3755 0853-24-8355 通常通り
堀江薬局艸楽 出雲市大社町杵築南１３７０－２ 0853-53-2226 0853-53-2269 通常通り
ほんまち薬局 出雲市今市町５３２ 0853-23-6400 0853-23-3642 通常通り
まきの薬局 出雲市小山町３５２－７ 0853-23-0228 0853-23-8694 通常通り
まめな薬局 出雲市大津町１１０１－４ 0853-25-8033 0853-25-8022 通常通り
みどり薬局 出雲市大津新崎町２－１５ 0853-23-2244 0853-24-3315 通常通り
みどり薬局塩冶店 出雲市塩冶町９９１－２ 0853-20-2850 0853-20-2851 通常通り
みどり薬局南店 出雲市塩冶町１０８０－１ 0853-25-9011 0853-25-9012 通常通り
もも薬局 出雲市大島町２１番地４ 0853-43-7177 0853-43-7178 通常通り
もも薬局出雲インター店 出雲市神西沖町１４５５－９ 0853-43-8033 0853-43-8034 通常通り
薬局かとう 出雲市小山町３０９－２ 0853-25-2614 0853-25-2616 通常通り
やまだ薬局 出雲市姫原町２９０－５ 0853-24-0137 0853-24-0147 通常通り

○大田支部
薬局名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 開局状況

ウェルネス薬局大田店 大田市長久町長久２６４－13 0854-84-0360 0854-84-0361 通常通り
大田いちご調剤薬局 大田市波根町２１２６－５ 0854-85-9015 0854-85-7771 通常通り
久手薬局 大田市久手町刺鹿２７３１－２ 0854-82-0775 0854-82-0776 通常通り
㈱山藤薬局井田支店 大田市温泉津町井田ロ２５５ 0855-66-0313 0855-66-0011 通常通り
スイング大田薬局 大田市大田町大田イ２０２－９ 0854-84-0666 0854-84-0667 通常通り
とびうお薬局 大田市大田町大田ロ１１８１－１９ 0854-83-7447 0854-83-7446 通常通り
なの花薬局　石見大田店 大田市大田町大田ロ１１８６－８ 0854-83-7307 0854-83-7308 通常通り
なの花薬局　石見長久店 大田市長久町長久ロ２２５－６ 0854-82-7555 0854-82-7559 通常通り
なるたき薬局　　 大田市大田町大田ロ１０３１－６ 0854-83-7377 0854-83-7066 通常通り
にま調剤薬局 大田市仁摩町仁万８６０ 0854-88-4512 0854-88-4516 通常通り
ファーマシィ薬局さかえ 大田市仁摩町仁万５６２－１ 0854-88-9150 0854-88-9151 通常通り
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 0854-84-3323 通常通り
フロンティア薬局大田店 大田市大田町吉永１５６２－２ 0854-84-9550 0854-84-9553 通常通り
メディ・くり薬局 大田市久利町久利７６７－１ 0854-83-7526 0854-83-7527 通常通り
山崎薬局 大田市大田町大田ロ９２８ 0854-82-0132 0854-82-6282 通常通り
やまびこ薬局 大田市大田町大田イ４７－１ 0854-82-6550 0854-82-6551 通常通り

○江津・邑智支部
薬局名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 開局状況

ウエーブ江津健康堂薬局 江津市嘉久志町２３０６－２３ 0855-54-0138 0855-54-0139 通常通り
エスマイル薬局邑南店 邑智郡邑南町中野３８４６－１０ 0855-95-3522 0855-95-3523 通常通り
かくし薬局 江津市嘉久志町イ６７０番地３ 0855-52-7885 0855-52-7886 通常通り
川本おりづる薬局 邑智郡川本町川本３８４－７ 0855-72-0152 0855-72-1829 通常通り
かわもと薬局 邑智郡川本町大字川本５２５－２ 0855-72-0910 0855-72-0952 通常通り
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 0855-52-3078 通常通り
くすりのファミリアみずほ薬局 邑智郡邑南町市木２１５３－１ 0855-85-1070 0855-85-1071 通常通り
江の川薬局 江津市江津町１０１６－４１ 0855-54-0160 0855-54-0170 通常通り
㈱山藤薬局江津支店 江津市嘉久志町2306-30ゆめタウン江津１階 0855-54-0370 0855-52-0058 通常通り
㈱山藤薬局和木支店 江津市嘉久志町２４２５－４７先 0855-52-7381 0855-52-7382 通常通り
だいわ薬局 邑智郡美郷町都賀本郷１６３ 0855-82-2550 0855-82-2551 通常通り
たまがわ薬局 江津市桜江町市山２７９－１５ 0855-92-1212 0855-92-1213 通常通り
とまと薬局敬川店 江津市敬川町２９２－２ 0855-54-3050 0855-54-3051 通常通り
はあと薬局 江津市後地町８２５番地１ 0855-55-0333 0855-55-0337 通常通り
パール薬局江津店 江津市都野津町２３７９－１ 0855-52-7699 0855-52-7699 通常通り
星高調剤薬局 江津市渡津町７９０ 0855-52-1800 0855-52-1801 通常通り



○浜田支部
薬局名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 開局状況

旭おりづる薬局 浜田市旭町丸原１３９－８ 0855-45-8123 0855-45-8126 通常通り
あすなろ薬局 浜田市下府町９４－２ 0855-28-3331 0855-28-3332 通常通り
あつた薬局 浜田市熱田町１４６３－２ 0855-24-7722 0855-24-7744 通常通り
ウエーブシティパルク薬局 浜田市相生町１３９１－８ 0855-28-7250 0855-28-7251 通常通り
ウエーブいわみ薬局 浜田市浅井町８７８－９ 0855-24-1150 0855-24-1153 通常通り
ウエーブたまち薬局 浜田市田町５２－７ 0855-22-2228 0855-22-6501 通常通り
ウエルシア薬局浜田田町店 浜田市田町１１６－６ 0855-38-0127 0855-22-0995 通常通り
えびす薬局 浜田市蛭子町２２－１ 0855-22-3333 0855-22-3332 通常通り
遠藤薬局 浜田市黒川町９７－１０ 0855-22-7740 0855-22-5065 通常通り
かさがら調剤薬局 浜田市笠柄町６１ 0855-24-3399 0855-24-3398 通常通り
㈲かなぎ薬局 浜田市金城町七条ハ４０５－８ 0855-42-3550 0855-42-3551 通常通り
くすりのファミリア殿町薬局 浜田市殿町７９－３８ 0855-23-5404 0855-23-5429 通常通り
くまさん薬局 浜田市朝日町１４－１ 0855-25-0137 0855-25-0138 通常通り
さんさん薬局 浜田市港町２９４－３２ 0855-24-1661 0855-24-1662 通常通り
㈱山藤薬局　黒川支店 浜田市黒川町２１０ 0855-25-0725 0855-25-0726 通常通り
㈱山藤薬局　浜田支店 浜田市牛市町５３ 0855-25-0119 0855-25-0132 通常通り
シーズ薬局 高田町店 浜田市高田町６７－４ 0855-23-6717 0855-23-6718 通常通り
㈲俵大正堂薬局 浜田市相生町３９７１－１ 0855-23-1618 0855-22-5374 通常通り
俵薬局本店 浜田市蛭子町３９ 0855-22-0106 0855-23-3927 通常通り
とまと薬局こくふ店 浜田市国分町１９８１－３４８ 0855-25-5710 0855-25-5711 通常通り
とまと薬局殿町店 浜田市殿町７－７ 0855-24-0933 0855-24-0934 通常通り
とまと薬局長沢店 浜田市長沢町５５０－１６ 0855-22-2257 0855-22-2258 通常通り
長沢ゆい薬局 浜田市長沢町３１５４－２ 0855-25-1010 0855-25-1011 通常通り
日星薬局浜田駅北店 浜田市浅井町８６７－３ 0855-25-0715 0855-25-0716 通常通り
浜田調剤薬局   　　　 浜田市殿町１７－１７ 0855-23-0502 0855-23-0533 通常通り
ひよこ薬局 浜田市熱田町５４１－１ 0855-24-7872 0855-24-7873 通常通り
ヒルズ薬局三隅店 浜田市三隅町三隅１３３９ 0855-32-3611 0855-32-3612 通常通り
三隅薬局　　　 浜田市三隅町三隅１３１４－６ 0855-32-1577 0855-32-2577 通常通り
三隅さんさん薬局 浜田市三隅町三隅３８７－５ 0855-32-4501 0855-32-4502 通常通り
みはし薬局 浜田市相生町３９４６ 0855-22-5384 0855-22-5389 通常通り
㈲みはし薬局片庭店 浜田市片庭町５１－４ 0855-25-8860 0855-22-7384 通常通り
弥栄中央薬局 浜田市弥栄町木都賀イ５３０－３ 0855-48-5333 0855-48-5322 通常通り

○益田支部
薬局名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 開局状況

あおい薬局 益田市乙吉町イ８９－１０　日興ビル１階 0856-31-1951 0856-31-1952 通常通り
あけぼの調剤薬局　 益田市あけぼの西町１５－８ 0856-31-0195 0856-31-0196 通常通り
天津薬局 益田市乙吉町イ３３６－３ 0856-24-2515 0856-24-2505 通常通り
ウエルシア薬局益田駅前店 益田市駅前町１７番１ 0856-31-1280 0856-31-1281 通常通り
ウェ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 0856-31-4127 通常通り
エスマイル薬局益田店 益田市中島町ロ６０５番１ 0856-25-7792 0856-25-7793 通常通り
大谷仁成堂薬局乙吉店 益田市乙吉町イ３２２－１０ 0856-24-2377 0856-24-2378 通常通り
大谷仁成堂薬局高津店 益田市高津８－５－３ 0856-23-1771 0856-23-1772 通常通り
大谷仁成堂薬局松ヶ丘店 益田市高津４丁目２４－８ 0856-24-2376 0856-24-2733 通常通り
オール薬局益田店 益田市あけぼの東町１－７ 0856-22-3820 0856-22-3827 通常通り
漢方益田薬局 益田市あけぼの本町９－２ 0856-23-3001 0856-24-1655 通常通り
きりん薬局 益田市あけぼの東町４－４ 0856-23-2183 0856-24-0668 通常通り
㈲甲佐薬局大和通店 益田市須子町１０－２８ 0856-22-2936 0856-22-3665 通常通り
コタロー薬局 益田市久城町９１９－２ 0856-31-1116 0856-24-2388 通常通り
晴快堂漢方薬局 益田市乙吉町イ３３５－８ 0856-23-5194 0856-24-1749 通常通り
高津オオバ薬局 益田市高津１丁目９－２ 0856-31-0418 0856-24-8680 通常通り
調剤薬局オオバ 益田市中島町イ３６－１ 0856-23-0020 0856-23-0019 通常通り
調剤薬局サンズ 益田市かもしま東町９番地７ 0856-25-7858 0856-25-7857 通常通り
調剤薬局タギ 益田市横田町４３３－４ 0856-25-1925 0856-25-1645 通常通り
調剤薬局タギ高津店 益田市高津六丁目１４番３０号 0856-31-1327 0856-31-1328 通常通り
調剤薬局津田 益田市津田町１２６８－１０ 0856-27-1945 0856-27-1946 通常通り
永戸薬局 益田市横田町２３４ 0856-25-2022 0856-25-1905 通常通り
㈲なのはな薬局 益田市駅前町３３－１４ 0856-31-0229 0856-31-0219 通常通り
能美薬局 益田市高津町２－１－２３ 0856-22-0802 0856-22-8945 通常通り
能美恵壽堂薬局 益田市高津５－３０－１７ 0856-22-4380 0856-23-3464 通常通り
野村大盛堂薬局 益田市東町１８－３３ 0856-24-2509 0856-24-1320 通常通り
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 0856-31-1271 通常通り
ベニヤ薬局東町店 益田市東町１０－６ 0856-24-1372 0856-24-2232 通常通り
益田薬局　緑ヶ丘店 益田市高津６丁目２３－２１ 0856-24-1541 0856-24-1542 通常通り
㈲松本薬局 益田市土井町２－２２ 0856-23-3367 0856-23-3378 通常通り
みずほ薬局　　　　　 益田市下本郷町１７８－２ 0856-31-2500 0856-31-2501 通常通り
みと薬局　　　　　　 益田市美都町都茂１８１３番４ 0856-52-3885 0856-52-3887 通常通り
めぐみ薬局 益田市横田町２５３３－１ 0856-31-5060 0856-31-5061 通常通り



○鹿足支部
薬局名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 開局状況

あやめ薬局 鹿足郡吉賀町六日市３７８－５ 0856-77-3073 0856-77-3079 通常通り
柿木つくし薬局 鹿足郡吉賀町柿木村柿木６５１－５ 08567-9-2491 08567-9-2492 通常通り
さくら薬局 鹿足郡津和野町鷲原イ２０８－１ 08567-2-4066 08567-2-0668 通常通り
㈲三五舎薬局 鹿足郡津和野町森村ロ７０ 08567-2-4035 08567-2-4002 通常通り
すみれ薬局 鹿足郡吉賀町柿木村柿木３１０－１ 0856-79-8123 0856-79-8125 通常通り
てるてる薬局 鹿足郡津和野町後田口３９３－１ 0856-72-4123 0856-72-4161 通常通り
日星薬局　　　　 鹿足郡津和野町枕瀬１８９－７ 08567-4-0330 08567-4-0545 通常通り
ホワイト薬局 鹿足郡吉賀町六日市７９３－２ 08567-7-3060 08567-7-3061 通常通り
㈲望月薬局 鹿足郡津和野町後田ロ３４１ 08567-2-0045 08567-2-1459 通常通り

○隠岐支部
薬局名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 開局状況

くすりのさかい 隠岐郡隠岐の島町城北町３７６ 08512-2-4359 08512-2-4349 通常通り
スイングおき薬局 隠岐郡隠岐の島町城北町３５５－３ 08512-3-0080 08512-3-0090 通常通り
スイング島前薬局 隠岐郡西ノ島町美田２０６８－２ 08514-7-9001 08514-7-9002 通常通り
ピア中央薬局 隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一、１－１ 08512-2-2721 08512-2-3165 通常通り


