


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

包括 薬局名 所在地 TEL（0544） 

北 部 朝霧高原薬局 猪之頭 52-2277 

 
包括 薬局名 所在地 TEL（0544） 

中 部 

おくとう薬局 万野原新田 25-6155 

あおい薬局万野原 万野原新田 66-5125 

ハロー薬局万野 万野原新田 29-7966 

秋山薬局 舞々木町 26-2619 

アイセイ薬局 宮原 25-7155 

わか葉薬局淀平 淀平町 23-8205 

メイプル薬局淀川 淀川町 28-2300 

 

包括 薬局名 所在地 TEL（0544） 

富士根 

abc薬局富士宮 杉田 25-5002 

ポプラ薬局小泉 小泉 25-7431 

ポプラ薬局西小泉 西小泉 25-5135 

メイプル薬局上小泉 小泉 25-8600 

村松薬局粟倉 粟倉南町 66-8033 

アイン薬局大岩 大岩 25-1100 

 

包括 薬局名 所在地 TEL（0544） 

西 部 わか葉薬局芝川 大久保 65-3885 

メイプル薬局野中 野中 25-7011 

ポプラ薬局貴船 貴船町 21-1500 

くるみ薬局 貴船町 25-1477 

西富士宮薬局 西町 25-6565 

 

包括 薬局名 所在地 TEL（0544） 

富士宮 

メイプル薬局前田 前田町 29-7000 

なの花薬局矢立 矢立町 29-7037 

平野薬局 東阿幸地 22-2101 

アイン薬局富士宮 東町 25-9001 

アメリカヤ薬局 東町 26-2371 

 
包括 薬局名 所在地 TEL（0544） 

南 部 

富士宮薬局 ひばりが丘 23-5866 

田子浦薬局浅間 浅間町 66-8978 

イオン薬局富士宮 浅間町 25-6220 

杏林堂薬局浅間 浅間町 25-7911 

メイプル薬局田中 田中町 25-5877 

わか葉薬局三園平 三園平 28-5258 

エムハート薬局三園平 三園平 25-8131 

あさひ薬局 朝日町 66-6320 

メイプル薬局 若の宮町 22-3929 

メイプル薬局中央 中央町 25-6677 

あお葉薬局 中央町 25-2555 

東町薬局 中央町 25-5660 

村松薬局 大宮町 26-2339 

 



富士宮市 局番0544 局番0544

薬局名 住所 TEL 営業時間（月～金） 営業時間（土・日） 休業日 包括地域 在宅 高度管理 衛生材料 麻薬 時間外 時間外連絡先

アイセイ薬局 宮原89-１ 25-7155 9：00～18：30 9：00～12：30 日・祝日 中部 〇 無 要相談 可 要相談 携帯に転送

アイン薬局富士宮店 東町27-6 25-9001 8：30～19：00（木8：30～13：00） 8：30～13：00 日・祝日 富士宮 〇 無 可 可 可 080-6844-3086

アイン薬局富士宮大岩店 大岩277‐８ 25-1100 9：00～18：00 9：00～12：00 日・祝日 富士根 ◎ 無 可 可 可 携帯に転送

あおい薬局万野原店 万野原新田3925-3 66-5125 9：00～19：00（木9：00～13:00） 9:00～13：00 第２土曜・日・祝 中部 △ 無 要相談 要相談 要相談 66-5125

あおぞら薬局 中央町11-7 28-3700 9：00～18：30（水9：00～12：30） 9：00～12：30 日・祝日 南部 × 無 不可 可 要相談 080-6816-7866

あお葉薬局 中央町3-13 25-2555 9：00～18：00 9:00～13：00 水・日・祝日 南部 △ 無 不可 不可 要相談 携帯に転送

秋山薬局 舞々木町660 26-2619 8：00～20：00（火8：00～14：00） 8：00～14：00 日・祝日 中部 △ 無 要相談 可 要相談 26-2619

朝霧高原薬局 猪之頭1772-2 52-2277 8：30～18：30（金8：30～12：30） 8：30～12：30 水・日・祝日 北部 〇 無 要相談 不可 要相談 090-1260-8962

あさひ薬局 朝日町9-2 66-6320 8：30～18：00 8：30～18：00 日・祝日 南部 〇 無 要相談 可 要相談 66-6320

あすなろ薬局 北町6-20 22-4556 8：30～18：30 8：30～18：30 木・日・祝日 南部 × 無 要相談 不可 要相談 22-4566

アメリカヤ薬局 東町15-2 26-2371 9：00～19：00 9：00～19：00 日・祝日 富士宮 〇 無 可 不可 可 26-2371

イオン薬局イオンスタイル富士宮 浅間町1-8 25-5929 9：00～22：00 9：00～22：00 無 南部 〇 有 要相談 可 不可 -

ａｂｃ薬局 杉田3-3 25-5002 9：00～18：00 9：00～13：00 日・祝日 富士根 ◎ 有 可 可 要相談 090-1608-2356

エムハート薬局三園平店 三園平488-2 25-8131 8：30～18：30 8：30～17：00 木・日・祝日 南部 ◎ 無 要相談 可 要相談 080-6965-9610

おくとう薬局 万野原新田2967-15 25-6155 8：30～18：30 8：30～18：30 日・祝日 中部 ◎ 無 要相談 可 要相談 080-6946-0122

かぎや薬局 宮町8-23 26-2363 9：00～18：00 日・祝10：00～18：00 水 南部 × 無 不可 不可 不可 26-2363

杏林堂薬局富士宮浅間店 浅間町6-3 25-7911 9：30～18：30 休業 土・日・祝 南部 △ 有 有 有 不可 25-7911

クツワヤ薬局 下条480-5 58-0047 8：30～19：00 8：30～19：00 日 北部 × 無 可 不可 要相談 58-0047

くるみ薬局 貴船町1-2 25-1477 9：00～18：00（木9：00～13：00） 9：00～13：00 日・祝日 西部 △ 無 要相談 要相談 不可 携帯に転送

田子浦薬局浅間町店 浅間町3-14 66-8978 9：00～18：30 9：00～13：00 木・日・祝日 南部 △ 無 要相談 不可 要相談 66-8978

寺田源道寺薬局 弓沢町1066 26-5367 7：00～19：00 7：00～19：00 日・祝日 富士宮 × 無 要相談 不可 要相談 26-5367

ときわ薬局 東町13-1 26-2255 8：30～19：00 8：30～19：00 日・祝日 南部 × 無 不可 不可 要相談 26-2255

在宅訪問可能薬局リスト（富士宮市薬剤師会）2022

（在宅：在宅訪問）
◎可能　　×不可

〇当薬局患者様のみ可能
△日時薬局裁量



富士宮市 局番0544 局番0544

薬局名 住所 TEL 営業時間（月～金） 営業時間（土・日） 休業日 包括地域 在宅 高度管理 衛生材料 麻薬 時間外 時間外連絡先

中川薬局 上井出716-1 54-0034 9：00～18：00 9：00～12：00 日・祝日 北部 × 無 要相談 不可 要相談 54-0034

なの花薬局 矢立町910-27 29-7037 9：00～18：30（水9:00～17：00） 9:00～13：00 日・祝日 富士宮 △ 有 要相談 可 要相談 29-7037

西富士宮薬局 西町23-1 25-6565 9：00～18：30(木9：00～17：00） 9:00～13：00 日・祝日 西部 ◎ 有 要相談 可 要相談 25-6565

ハロー薬局万野店 万野原新田3117-11 29-7966 9：00～18：00（木9：00～13：00） 9：00～13：00 日・祝日 中部 × 有 要相談 要相談 要相談 携帯に転送

東町薬局 中央町2-4 25-5660 8：30～18：00 8：30～12：30 木・日 南部 △ 無 要相談 要相談 要相談 25-5660

平野薬局 東阿幸地325-1 22-2101 9：00～18：00 9：00～18：00 水・日・祝日 富士宮 〇 無 不可 可 不可 22-2101

ふかさわ薬局 野中640-6 27-0868 9：30～18：00（水9：30～12：30） 9：30～13：00 日・祝日 西部 × 無 要相談 不可 不可 27-0868

富士宮薬局 ひばりが丘416 23-5866 9：00～18：00 9：00～12：00 水・日・祝日 南部 ◎ 無 要相談 可 可 080-5157-8242

フジミ薬局 西町9-7 27-0278 9:00～18：00 9:00～18：00 日 西部 × 無 要相談 不可 可 27-0278

プラス1薬局 宮北町198-1 26-6868 9：00～19：00 9：00～19：00 日・祝日 西部 × 無 不可 不可 不可 26-6868

星山薬局 黒田215-18 28-6300 休業中 休業中 休業中 南部 × 無 不可 不可 要相談 090-5602-6397

ポプラ薬局西小泉店 西小泉町31-18 25-5135 8：30～18：00 8：30～12：00 日・祝日 富士根 △ 無 要相談 要相談 要相談 25-5135

ポプラ薬局小泉店 小泉1975-20 25-7431 9：00～18：00（木9：00～17：00） 9：00～13：00 日・祝日 富士根 △ 無 要相談 可 要相談 25-7431

ポプラ薬局貴船町店 貴船町5-16 21-1500 9:00～18：00 9：00～13：30 木・日・祝日 西部 △ 有 要相談 要相談 要相談 携帯に転送

マルキチ 西町5-11 26-3727 9：00～18：30 9：00～18：30 水・日・祝日 西部 × 無 可 不可 不可 -

宮町薬局 宮町5-32 25-6606 9：00～18：30（木9：00～13:00） 9：00～15：00 日・祝日 南部 × 無 要相談 不可 要相談 25-6606

村松薬局 大宮町17-2 26-2339 9：00～18：00 9：00～18：00 日・祝日 南部 〇 無 要相談 不可 要相談 26-2339

村松薬局粟倉店 粟倉南町116-3 66-8033 8：30～18：00（水8：30～12:00） 8：30～12:00 日・祝日 富士根 〇 無 要相談 可 要相談 090-3387-6692

メイプル薬局上小泉店 小泉1539-18 25-8600 9：00～18：30 9：00～14：30 水・日・祝日 富士根 ◎ 無 要相談 可 要相談 25-8600

メイプル薬局田中店 田中町184-4 25-5877 9：00～18：30 9：00～14：30 日・祝日 南部 ◎ 無 要相談 可 要相談 25-5877

メイプル薬局中央店 中央町12-2 25-6677 8：30～18：00 8：30～15：00 木・日・祝日 南部 ◎ 無 要相談 要相談 要相談 080-5819-2613

メイプル薬局 若の宮町377 22-3929 9：00～19：00（木9：00～18：30） 9：00～13：30 日・祝日 南部 ◎ 有 要相談 可 要相談 22-3929

メイプル薬局淀川店 淀川町30-15 28-2300 9：00～18：30（木9：00～12：30） 9：00～12：30 日・祝日 中部 ◎ 無 要相談 要相談 不可 28-2300

メイプル薬局前田町店 前田町137-6 29-7000 9：00～18：30（木9：00～13：00） 9：00～13：00 日・祝日 富士宮 ◎ 無 要相談 要相談 要相談 29-7000

メイプル薬局野中店 野中959-1 25-7011 8：30～18：00 8：30～12：30 木・日・祝日 西部 △ 有 要相談 要相談 要相談 25-7011

わか葉薬局三園平店 三園平688-1 28-5258 9：00～12：30/14：00～18：00 9：00～12：30 日・祝日 南部 ◎ 有 要相談 可 要相談 28-5258

わか葉薬局淀平店 淀平町378 23-8205 9：00～13：00/14：30～17：45 9：00～12：30 日・祝日 中部 ◎ 無 要相談 可 要相談 23-8205

わか葉薬局芝川店 大久保13-1 65-3885 9：30～13：30/15：00～18：00 9：30～13：30 日・祝日 西部 ◎ 有 要相談 可 要相談 65-3885

（在宅：在宅訪問）
◎可能　　×不可

〇当薬局患者様のみ可能
△日時薬局裁量


