
民協区 店　　　名 住       所 電     話 民協区 店　　　名 住       所 電     話

 あおぞら薬局  呉市宮原５－５－２ 21-1070  ㈱三条薬局  呉市三条２－１３－６ 21-3349

 宮原薬局  呉市宮原５－５－１２ 21-2478  マリン薬局 三津田店  呉市三条３－５－１４ 32-5589

 ドラッグセガミ 坪ノ内店  呉市坪ノ内３－６ 32-7760  神田薬品  呉市海岸２－３－７ 24-8190

 株式会社 小松薬局  呉市中通１－３－１９ 21-2448  ㈲にしむら  呉市海岸２－１３－１７ 21-3604

 中央薬局  呉市中通３－１－１７ 21-2706  深川医療器㈱  呉市光町１０－２０ 22-3515

 ココカラファイン 呉れんが通り店  呉市中通３－２－１８クレアル１F 32-2011  ㈲平原商会  呉市新宮町１３－５ 25-6928

 ㈲ひかり薬局  呉市本通２－３－１５ 26-7966  スーパードラッグひまわり 呉築地店  呉市築地町2-54 27-5780

 ウォンツ 呉四ツ道路店  呉市本通２－６－１ 32-1517  くすりのファーマシィ 吉浦店  呉市吉浦本町１－３－２１ 31-0976

 ウォンツ 呉中通店  呉市中通３－４－１０ 32-0710  佐々木薬局  呉市吉浦東本町１－５－１１ 31-1721

 井上一誠堂薬局  呉市中通４－４－１４ 25-2121  オール薬局 吉浦店  呉市吉浦東本町１－７－７ 20-3070

 オーツカ薬局  呉市本通３－２－１６ 21-3626 12区  ウォンツ 警固屋店  呉市警固屋４－９－２０ 20-2611

 ㈲林第一薬局  呉市本通３－４－５ 23-7474  シンメ薬局  呉市阿賀北５－１５－７ 74-9075

 栄町薬局 本通店  呉市本通４－２－１２ 32-5560  二反田薬局  呉市阿賀北６－３－１０－１０１ 71-8658

 康仁薬局 呉本町店  呉市本通４－１０－５ 21-8899  ㈱ＢＡＮＤＳ  呉市阿賀中央５－８－２５ 76-5257

 中本薬局  呉市本通５－１－２８ 21-5796  マリン薬局 阿賀店  呉市阿賀中央６－１－３４ 76-1193

 たんぽぽ薬局  呉市和庄登町１２－１９ 23-2562  くすりの石田一貫堂  呉市阿賀中央6-2-11ｱｶﾞﾌﾟﾗｻﾞ1F 72-1510

 エスマイル薬局　呉本町店  呉市本町９－８ 27-5525  豊栄薬局  呉市阿賀南２－６－２８ 71-9138

 アロー薬局 呉店  呉市本通６－２－１５ 24-2268  康仁薬局 広二級橋店  呉市広古新開１－１－３２ 76-5066

 株式会社 中島薬品 本店  呉市本通８－４－２０ 24-3900  日本基準寝具株式会社　呉営業所  呉市広古新開１－２－３７ 76-3933

 株式会社 中島薬局 畑店  呉市西畑町１７－４ 25-4700  マリン薬局 広中央店  呉市広古新開１－３－１３ 71-1193

 有限会社 佐々木回生堂薬局  呉市西畑町２－１２ 21-6385
 株式会社 ニチイ学館

 ニチイケアセンター広福祉用具販売事業所
 呉市広古新開1-9-18　西原ﾋﾞﾙ101 76-6202

 ひらもと薬店  呉市東中央１－６－２２ 21-2854  くすりのレデイ 広古新開店  呉市広古新開３－５－３３ 27-3663

 栄町薬局  呉市東中央１－６－１５ 25-4380  スーパードラッグひまわり 広店  呉市広古新開7－25－7 27-7610

 アロー薬局 東中央店  呉市東中央４－６－１ 32-7056  康仁薬局　新広店  呉市広古新開7－24－3　広ｻﾝﾌﾗﾜｰﾋﾞﾙ1F 76-5821

 瀬田薬局  呉市朝日町１－１ 21-5936  あおぞら薬局 広国際通り店  呉市広古新開8－32－4 73-2381

6区  ウォンツ 呉片山店  呉市西片山町２－４ 32-1577  あすなろ薬局  呉市広古新開７－４０－１ 74-3996

 康仁薬局 呉中央店  呉市中央１－３－１ 21-7800  有限会社 西本広薬局  呉市広本町１－１１－３４ 71-7406

 みつば薬局  呉市中央２－６－７ 22-1500  イオンドラッグ 広店  呉市広本町２－１７－１ 73-0111

 さんくす薬局 呉店  呉市中央２－６－１０ 32-6315  康仁薬局 広本町店  呉市広本町３－１２－１１ 76-6877

 株式会社 くれせん  呉市中央３－１－２２ 32-6700  ウォンツ 広本町店  呉市広本町３－２１－１ 76-0955

 石田薬品  呉市中央５－１０－１ 21-5057  ケムコ商事㈱  呉市広大新開１－２－６ 72-1192

 ㈲石丸商会  呉市中央６－６－１ 22-1403  たちかけ薬局  呉市広大新開２－５－２３ 73-5493

 株式会社 中島薬局 呉駅ビル店  呉市宝町１－１６ 25-0900  ウォンツ 広白石店  呉市広白石１－３－３５ 76-5655

 ドラッグセガミ　呉駅店  呉市宝町１－１６ 32-0139  スーパードラッグひまわり 広中央店  呉市広中町１－２５ 27-3881

 康仁薬局 宝町店  呉市宝町２－２３－１ 32-6112  ウォンツ 藤三広店  呉市広本町３－１３－７１ 69-9117

 メディカルワン薬局 呉店  呉市宝町５－１０ゆめタウン呉内 23-9200
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17区  康仁薬局 仁方店  呉市仁方西神町６ 79-2288

18区  はらだ  呉市天応南町７－３０ 38-7422

 ウォンツ 焼山店  呉市焼山此原町２２－１１ 30-3200

 うさぎ薬局  呉市焼山西２－１－３４ 30-1189

 スーパードラッグひまわり 焼山店  呉市焼山西３－５－５ 30-5380

 瀬田薬品  呉市焼山西３－２０－２０ 33-4500

 ドラッグコスモス 焼山北店  呉市焼山北３－１－２０ 30-6776

 のばら薬局  呉市焼山此原町２１－２ 33-0826

 くるみ薬局 焼山店  呉市焼山中央２－１－２１ 30-1020

 ドラッグセガミ 焼山店  呉市焼山中央２－８－８ 30-3076

 ももたろう薬局 焼山店  呉市焼山中央２－９－22 34-5300

 康仁薬局 神山店  呉市神山３－３－５ 30-3655

 エスマイル薬局かまがり店  呉市下蒲刈町下島２１１９－３１ 65-3079

 オレンジ薬局  呉市下蒲刈町下島２１７６－４ 65-2722

 ㈲スミヨシ薬局  呉市下蒲刈町下島２４８８ 65-3020

 フラワー薬局  呉市川尻町東１－１０－１３ 87-0306

 生駒薬品  呉市川尻町東３－１－３６ 87-2066

 ウォンツ 川尻店  呉市川尻町東４－２－４ 70-5870

 ウォンツ 音戸波多見店  呉市音戸町波多見４－２－５５ 50-0122

 有限会社 ナカマチ薬局  呉市音戸町鰯浜２－３－２９ 52-2670

 幸城薬局 田原店  呉市音戸町田原２－２－１２ 52-2510

 幸城薬局 藤三御所ノ浦店  呉市音戸町高須３－７－５ 52-0950

 幸城薬局 南隠渡店  呉市音戸町南隠渡１－８－１９－４ 50-0030

 岡本健生堂薬店  呉市倉橋町１１８６７ 54-0370

 みどり薬局  呉市倉橋町７３８２－２ 56-0960

 光原薬局  呉市安浦町中央１－３－２５ 84-5990

 くすりのファーマシィ 安浦店  呉市安浦町安登西１－３－１１ 84-0182

 安浦薬品  呉市安浦町内海南１－１０－４６ 84-2143

 ドラッグコスモス 安浦店  呉市安浦町中央北２－１２－７ 70-6160

 北谷薬品  呉市豊浜町豊島３５５４－４ 68-2003

 豊島薬局  呉市豊浜町豊島４０２７ 67-1084

29区  資誠堂薬局  呉市豊町大長４９７０ 66-2434
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お　　願　　い

【紙おむつの正しい出し方】

１．紙おむつに付着している汚物は，必ず便所に流すこと。

２．新聞紙などに包んで，呉市指定のビニール袋に入れること。

３．臭いが出ないようにして，燃えるゴミの日に出すこと。

４．間違って出された場合は，収集しません。


