アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜中国エリア＞

＜鳥取県＞
店舗名

所在地

所在地

電話番号

営業時間
月～金 8:30～18:10
0857-27-1861
土 8:30～16:30

主な交通手段

たむら調剤薬局

鳥取県 鳥取県鳥取市東町3丁目264

たむら薬局

鳥取県 鳥取県鳥取市西町3丁目311

0857-23-0616 月～金 8:30～18:30

バス停「西町」下車徒歩7分、「湯所」下車徒歩7分

有限会社常田薬局

鳥取県 鳥取県鳥取市西町2丁目102-1

0857-22-4792 月～金 8:30～18：30

JR鳥取駅より徒歩15分

常田調剤薬局

鳥取県 鳥取県鳥取市西町3丁目110-2

0857-27-7164

たんぽぽ薬局

鳥取県 鳥取県鳥取市西町1丁目211-3

0857-37-1920 月～金 8:30～17:30

JR鳥取駅より徒歩15分

みなみ薬局

鳥取県 鳥取県鳥取市富安1-76

月・火・木・金 8:30～
18:30
0857-27-3730
水 8:30～13:00
土 8:30～17:30

「富安」バス停下車徒歩２分 JR｢鳥取駅｣より徒歩5分

駅南おうぎまち薬局

鳥取県 鳥取県鳥取市扇町123-2

0857-30-1301

月～金 9:00～18:30
土 9:00～17:00

JR｢鳥取駅｣より徒歩3分

吉成薬局

鳥取県 鳥取県鳥取市吉成779-41

0857-53-3438

月～金 9:00～18:30
土 9:00～13:00

｢鳥取駅｣より｢智頭駅行き｣｢用瀬行き｣バス「南吉成」下車徒
歩2分

みやなが薬局

鳥取県 鳥取県鳥取市宮長13-7

はまさか薬局

鳥取県 鳥取県鳥取市江津408

つばさ薬局21

鳥取県 鳥取県鳥取市湖山町北2丁目557

月・火・木・金 8:30～18:00
水・土 8:30～12:30

月～水・金 8:30～18:45
0857-50-1120 木 8:30～12:45
土 8:30～17:00
月～水・金 8:30～18:30
0857-30-2345
木・土 8:30～12:30
月～金 8:30～18:30
0857-37-3488
土 8:30～13:30

バス停「西町」下車徒歩5分、「湯所」下車徒歩5分

JR鳥取駅より徒歩20分

日交バス停「宮長」下車徒歩１分
日交バス「浜坂小学校前」下車徒歩5分
JR鳥大前駅より徒歩10分

＜岡山県＞
店舗名
アイン薬局 岡山北店

所在地

所在地

岡山県 岡山県岡山市北区下伊福2丁目1-15

電話番号

営業時間

月・火・木・金 9:00～18:30
086-255-6203 水 9:00～17:00
土 9:00～13:00

月～金 9:00～19:30
土 9:00～13:00

アイン薬局 岡山厚生店

岡山県 岡山県岡山市北区新屋敷町1丁目2-1先

086-259-1515

パストラーレ瀬戸薬局

岡山県 岡山県岡山市東区瀬戸町沖273‐4

086-952-5999 月～土9:00〜19:10

アイン薬局 倉敷駅前店

岡山県

アイン薬局 吉備中央店

岡山県 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7520-10

岡山県倉敷市寿町1-26
マツダパーキングビル1F

月～水・金 9:00～18:00
086-441-7160 木 9:00～17:00
土 9:00～13:00
月～金 9:00～18:00
0866-56-6868
土 9:00～13:00

主な交通手段
JR｢岡山駅｣より徒歩7分

(1)JR｢岡山駅｣より南へくだり市役所前を右折れ商工会議
所前
(2)JR｢岡山駅｣天満屋バスターミナルより｢倉敷方面行き｣バ
ス｢光生病院前｣下車
(3)JR｢岡山駅｣または｢天満屋｣よりタクシーで約5分
JR｢瀬戸駅｣より2km
JR｢倉敷駅｣北口より徒歩3分
JR「岡山駅」から車で45分

＜広島県＞
店舗名
アイン薬局 福山御幸店

所在地

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

広島県 広島県福山市御幸町大字上岩成字正戸464-8

084-949-3378 月～金 8:30～18:00

平成薬局

広島県 広島県福山市御幸町上岩成236-1

月、火、木、金 9:00〜18:30
084-972-8380 水 9:00〜12:40、土 9:00〜 中国中央病院西側
16:10

川北薬局

広島県 広島県福山市神辺町川北910-2

084-963-5210

月～金 9:00〜18:10
土 9:00〜12:10

神辺支所北側

アイン薬局 福山蔵王店

広島県 広島県福山市蔵王町3丁目11-11

084-973-5552

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

福山東ICよりすぐ

内海町薬局

広島県 広島県福山市内海町351-1

084-986-2750

月～水、金 8:30〜18:40
木、土 8:30〜12:40

｢沼隅支所｣より徒歩5分

高木町薬局

広島県 広島県府中市高木町189-1

月～水、金、土 9:30〜
084-745-8788 18:30
木 9:00〜13:10

マザー薬局 幟町店

広島県 広島県広島市中区幟町10-11

082-221-1192

月・火・水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

広電 胡町電停より 徒歩5分

マザー薬局 三川町店

広島県 広島県広島市中区三川町2-8

082-544-1414

月～金 9:00～18:30
土 9:00～13:00

広電 八丁堀電停より 徒歩10分

水野薬局

広島県 広島県広島市安佐南区中筋2丁目5-20 中田ビル 082-870-6236

月・火・水・金 9:00～18:00
土 9:00～14:00

ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 中筋駅より 徒歩5分

マザー薬局 ザ広島タワー店

広島県

082-568-0008

月～金：9:00～18:00
土：9:00～17:00

JR広島駅より 徒歩10分

保険薬局 トライファーマシー

広島県 広島県広島市西区己斐本町1丁目14-3 T&Yビル1F082-271-1143

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR西広島駅より 徒歩5分

マザー薬局 己斐店

広島県 広島県広島市西区己斐本町1丁目14-12

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

JR西広島駅より 徒歩5分

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

082-274-2337

JR福塩線｢万能倉駅｣より徒歩10分

JR｢鵜飼駅｣より徒歩2分

＜山口県＞
店舗名

所在地

所在地

電話番号

営業時間
月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

主な交通手段

オダ薬局 山手店

山口県 山口県岩国市山手町2丁目18-10 メゾン山手1F

0827-23-6737

アップル薬局

山口県 山口県下関市梶栗町2丁目2-17

083-259-7008 月～土、祝日 9:00～18:00 JR梶栗郷台地駅から徒歩5分

かじくり薬局

山口県 山口県下関市梶栗町3丁目7-7

083-262-1288 月～土 9:00～18:00
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JR岩国駅から徒歩25分・市営バス今津バス停から徒歩5分

JR梶栗郷台地駅から徒歩3分
松岡町バス停留所から徒歩１分
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