
　　　清水区　在宅訪問可能薬局一覧
清水薬剤師会　　令和２年６月5日調査

地域包括支援センター  薬 局 名 住　所 電話番号 ＦＡＸ番号 訪問指導の応需

興津川 東海道薬局 興津清見寺町 １４３－１８ 　３６９－５５３７ 　３６９－５５３８ 　状況に応じ可

伏見健康堂薬局中町店 興津中町　９９－１ 　３６９－５８１８ 　３６９－５８１９ 　可

ウエルシア薬局清水興津店 興津中町　１３９４－１ 　３６９－５８４１ 　３６９－５８３１ 　可

そうごう薬局清水八木間店 八木間町　１６５７－１ 　３９５－８６９１ 　３９５－８６９２ 　状況に応じ可

両河内 ひばり和田島薬局 和田島　７００ 　３９５－２０２０ 　３９５－２１３１ 　状況に応じ可

蒲原・由比 すずらん薬局由比町店 由比　７５０ 　３７７－０３３３ 　３７７－０３３２ 　可

高部 たかべ薬局 押切　２１３１－２ 　３４７－５６６０ 　３４７－５６６４ 　状況に応じ可

ひばり天王町薬局 天王南　３－９ 　３８８－９９５２ 　３８８－９９５３ 　可

ｴﾑﾊｰﾄ薬局おしきり店 押切　２００２－２ 　３４４－５０５０ 　３４４－５０５２ 　可

ウエルシア薬局清水天王店 天王東　６－１６ 　３６１－０３８８ 　３６１－０３８９ 　可

ホワイト薬局高部店 押切　２３７４－１ 　３６８－６９１３ 　３６８－６９１４ 　状況に応じ可

飯田・庵原 庵原薬局 原　５６－６ 　３６４－５１６８ 　３６４－５８６８ 　可

MD下野薬局 下野西　７－４ 　３６１－０６４８ 　３６１－０６４９ 　可

西ヶ谷薬局 庵原町　１４９７－１ 　３６６－７１１２ 　３６６－７１１２ 　状況に応じ可

港南 アイセイ薬局清水巴店 巴町　１３－１１ 　３５１－５０５０ 　３５１－５０５１ 　可

アイセイ薬局清水富士見店 富士見町　８－１５ 　３５１－８３３３ 　３５１－３３３２ 　可

あい・ハート薬局渋川店 渋川　３－１０－１０ 　３７６－６４００ 　３７６－６４０９ 　状況に応じ可

ｴﾑﾊｰﾄ薬局いりえおか店 入江岡町　３－２ 　３５５－２０１１ 　３５５－２０１２ 　可

MDちとせ薬局 千歳町　２－３５ 　３７６－５０１５ 　３７６－５０１６ 　状況に応じ可

敬順堂薬局 上清水町　２－１３ 　３５２ー３９７５ 　３５４－０５２６ 　可

眞長薬局 入江南町　２－２７ 　３６７－０８３１ 　３６５－４５１３ 　可

高橋薬局 桜橋町　１０－２６ 　３６６－３８２０ 　３６６－６０９０ 　可

つるまい薬局 鶴舞町　６－４ 　３７１－１８１１ 　３７１－１８２２ 　状況に応じ可

東洋堂薬局 巴町　１－４ 　３５２－１５８４ 　３５２－１５８４ 　状況に応じ可

ふたば薬局 追分　２－８－５ 　３６１－１８１８ 　３６１－１８１９ 　状況に応じ可

平和堂薬局 万世町　２－２－４ 　３５２－５５８４ 　３５２－６２０９ 　状況に応じ可

もみの木薬局清水店 入江南町　１４－２７－２ 　３４０－９０３０ 　３４０－９０９０ 　可

岡・船越 アクア薬局 花みずき通り店 西高町　４－１９ 　３５５－５３８８ 　３５５－５３６６ 　状況に応じ可

おおつぼ薬局 大坪　２－５－２ 　３４７－５１０１ 　３４０ー２２３２ 　可

木の下町薬局 木の下町　１８９ 　３４７－４０３０ 　３４０－４００６ 　可

桜橋薬局 春日　１－５－４ 　３６８－７６５２ 　３６８－７６２１ 　状況に応じ可

清水センター薬局 桜ヶ丘町　１１－１９ 　３５５－３９６１ 　３５５ー３９６２ 　可

清水調剤薬局桜ヶ丘店 桜が丘町　８－３ 　３６８－４７７５ 　３６８－４７７６ 　可

朝陽薬局 梅田町　１０－１９ 　３５２－６８９１ 　３５１－２４４６ 　可

船越薬局 船越東町　２３５－１ 　３５３－３０２３ 　３５３－３０２２ 　状況に応じ可

みかど台薬局船越東店 船越東町　２１３－４ 　３４０－９８５５ 　３４０－９８６６ 　可

みとみどう薬局 春日　１－７－６ 　３５３－０２０２ 　３５３－０２０５ 　可

みなと薬局木の下町店 木の下町　９３ 　３４４－２８００ 　３４４－２８１１ 　可

ﾔﾏｷﾞﾜ薬局矢部店 中矢部町　３－１１ 　３５３－６２２６ 　３５３－６２２６ 　可

デイジー薬局 有東坂　５－４４ 　３４９－３３１１ 　３４９－３３７７ 　可

港北 ｴﾑﾊｰﾄ薬局しみず東店 高橋南町　９－１７ 　３６１－３３００ 　３６１－３３０１ 　可

さかえ薬局 江尻東　１－１－１ 　３６６－２６９４ 　３６３－１７８８ 　可

すみれ薬局 西久保　１－１３－２１ 　３６４－５２２９ 　３６４－５２２９ 　状況に応じ可

なの花薬局清水西久保店 西久保　１－５－８ 　３６８－６１５０ 　３６８－６１５１ 　可

全快堂薬局 真砂町　２－２２ 　３６６－３２８８ 　３６４－２７５９ 　状況に応じ可

宮城薬局 辻　２－５－１２ 　３６６－６３００ 　３６６－６４１９ 　可

松原 ウエルシア薬局清水折戸店 折戸　４－２－３５ 　３３７－０８８８ 　３３７－１８８１ 　可

ウエルシア薬局清水駒越店 駒越西　１－２－７０ 　３３７－１６６０ 　３３７－１６６５ 　可

おおた薬局 折戸　５０４－５ 　３３６－２１００ 　３３６－２１００ 　状況に応じ可

杏林堂薬局清水三保店 三保　１１１－２ 　３３４－２０１１ ０１２０－７７６－５０８ 　可

清水市民薬局 宮加三　７７３－２ 　３３７－２５００ 　３３７－２５０１ 　可

タキグチ薬局 村松　２０４７－３ 　３３５－３２２９ 　３３５－３２２２ 　状況に応じ可

みなと薬局 村松原　１－２－１ 　３５５－９３２２ 　３５５－２２１２ 　可

有度 アイセイ薬局草薙店 草薙一里山　１８－２４ 　３４４－１３５２ 　３４４－１３６２ 　状況に応じ可

アザレア薬局 中之郷　１－７－４ 　３４８－５２１６ 　３４８－５２１７ 　状況に応じ可

イオン薬局清水店 上原　１－６－１６ 　３４４－２５１５ 　３４８－０２５７ 　状況に応じ可

植田薬局 吉川　９３０－１ 　３４６－３７８３ 　３４７－６８１８ 　状況に応じ可

うわはら薬局 平川地　１７－３７－３ 　３４７－５５０１ 　３４７－５５０８ 　状況に応じ可

草薙薬局 草薙　１－１０－１３ 　３４５－７７２７ 　３４８－９３１０ 　状況に応じ可

グリーン薬局 草薙　１４０－２ 　３４８－４０１６ 　３４８－４０１９ 　可

田島薬局 中之郷　１－９－３１ 　３４６－９２１１ 　３４６－９２１３ 　状況に応じ可

みかど台薬局 七ツ新屋　２－４－２０ 　３４４－０７１５ 　３４４－０７１６ 　状況に応じ可

お問い合わせ 清水薬剤師会 054-348-3993

宮城薬局 054-366-6300



地域包括センター・薬局 住   所 電話番号 ＦＡＸ 地域包括センター・薬局 住   所 電話番号 ＦＡＸ

興津川 地域包括センター               清水区承元寺町1341（白扇閣内） 369-3482 369-5361 朝陽薬局 清水区梅田町　１０－１９ 352-6891 351-2446

東海道薬局 清水区興津清見寺町１４３-１８ 369-5537 369-5538 菜の花薬局 清水区船原　２-１７６-６ 351-7087 351-7086

伏見健康堂薬局中町店 清水区興津中町　９９－１ 369-5818 369-5819 船越薬局 清水区船越東町　２３５－１ 353-3023 353-3022

ウエルシア薬局清水興津店 清水区興津中町１３９４－１ 369-5841 369-5831 みかど台薬局船越東店 清水区船越東町　２１３-４ 340-9855 340ｰ9866

扇子屋薬局 清水区興津本町　３７ 369-0231 369-2180 みとみどう薬局 清水区春日　１－７－６ 353-0202 353-0205

三浦薬局八木間店 清水区八木間町　１８９３ 369-6011 369-6011 みなと薬局木の下町店 清水区木の下町　９３ 344-2800 344-2811

★そうごう薬局清水八木間店 清水区八木間町　１６５７－１ 395-8691 395-8692 ﾔﾏｷﾞﾜ薬局矢部店 清水区中矢部町　３－１１ 353-6226 353-6226

両河内地域包括支援センター 清水区和田島６８８ 343-1515 396-3711 デイジー薬局 清水区有東坂　５－４４ 349-3311 349-3377

◎ひばり和田島薬局 清水区和田島　７００ 395-2020 395-2131 港北地域包括支援センター 清水区本郷町5-8　　　　　     371-0296 371-0315

蒲原・由比地域包括支援センター 清水区蒲原721-4（白銀すこやかセンター内） 385-5595 385-0017 うさぎ薬局袖師店 清水区袖師町　１１２０－２ 363-6662 363-6668

くすりの安西 清水区蒲原　３－１３－９ 388-2249 388-2249 エムハート薬局しみず東店 清水区高橋南町　９－１７ 361-3300 361-3301

すずらん薬局由比店 清水区由比７５０ 377-0333 377-0332 えじり薬局 清水区江尻町　７－１７ 361-5200 361-5201

はあと薬局 清水区蒲原　３－１０－１６ 902-1963 389-0740 さかえ薬局 清水区江尻東　１－１－１ 366-2694 363-1788

清水センター薬局銀座店 清水区銀座　２－２０ 361-1521 361-1522

高部地域包括支援センター 清水区柏尾387-2（柏尾の里内） 347-5271 347-5273 スズキ健康堂薬局 清水区銀座　１－４ 366-2314 366-2384

たかべ薬局 清水区押切　２１３１－２ 347-5660 347-5664 ◎すみれ薬局 清水区西久保　１－１３－２１ 364-5229 364-5229

ひばり天王町薬局 清水区天王南　３－９ 388-9952 388-9953 ★全快堂薬局 清水区真砂町　２－２２ 366-3288 364-2759

エムハート薬局おしきり店 清水区押切２００２番地２号 344-5050 344-5052 全快堂薬局辻町店 清水区辻  １－１－１９ 364-0222 364-0117

★ウエルシア薬局清水天王店 清水区天王東６－１６ 361-0388 361-0389 タシロ薬局 清水区江尻町　５－１０ 366-0619 366-0244

ホワイト薬局高部店 清水区押切2374-1 368-6913 368-6914 つくし薬局 清水区西久保３１０－２１ 371-6200 371-6201

ハロー薬局　押切店 清水区押切１６１８－２ 349-5180 349-5181 天神みつる薬局 清水区天神　１－１１－６ 371-1230 371-1231

飯田・庵原地域包括支援センター 清水区石川本町5-7 364-6631 364-6681 なの花薬局清水西久保店 清水区西久保　１－５－８ 368-6150 368-6151

庵原薬局 清水区原　５６－６ 364-5168 364-5868 荷居屋薬局 清水区江尻東　１－３－１３ 366-0218 364-5352

ＭＤ下野薬局 清水区下野西   ７－４ 361-0648 361-0649 ミネ薬局 清水区袖師町　４６１－３ 366-5387 371-0686

◎西ｹ谷薬局 清水区庵原町　１４９７－１ 366-7112 366-7112 宮城薬局 清水区辻  ２－５－１２ 366-6300 366-6419

やさか薬局 清水区八坂北　２－１２－１５ 366-8478 366-8498 レイズ薬局清水店 清水区大手３－３－２１－２号 625-5215 625-5216

港南地域包括支援センター 清水区渋川3-8-27ヴィラエスポワール101 625-6663 625-６６５２ 松原地域包括支援センター 清水区宮加三19-1ｴﾙｳﾞｧｽB 337-0500 337-0533

ｱｲｾｲ薬局清水巴店 清水区巴町　１３－１１ 351-5050 351-5051 ウエルシア薬局清水折戸店 清水区折戸　４－２－３５ 337-0888 337-1881

ｱｲｾｲ薬局清水富士見店 清水区富士見町　８－１５ 351-8333 351-3332 ◎ウエルシア薬局清水駒越店 清水区駒越西１－２－７０ 337-1660 337-1665

あい・ハート薬局渋川店 清水区渋川 ３－１０－１０ 376-6400 376-6409 おおた薬局 清水区折戸　５０４－５ 336-2100 336-2100

ウエルシア薬局清水北矢部店 清水区北矢部町１－１４－２０ 353-4718 353-4718 太田薬局 清水区三保　３４８８－６ 334-1588 334-1588

うさぎ薬局鶴舞店 清水区鶴舞町  ３－４０１－１ 368-5982 368-5983 ★杏林堂薬局清水三保店 清水区三保　１１１－２ 334-2011 334-2012

★エムハート薬局いりえおか店 清水区入江岡町　３－２ 355-2011 355-2012 清水市民薬局 清水区宮加三　７７３－２ 337-2500 337-2501

MDちとせ薬局 清水区千歳町　２－３５ 376-5015 376-5016 清水市民薬局村松店 清水区清水村松地先新田１３－１ 340-8031 340-8036

敬順堂薬局 清水区上清水町　２－１３ 352-3975 354-0526 上力薬局 清水区上力町  ６－２２ 337-1655 337-1655

◎清水センター薬局八千代店 清水区八千代町　３－２３ 351-3207 351-3208 タキグチ薬局 清水区村松　２０４７－３ 335-3229 335-3222

新清水薬局 清水区相生町　３－３ 355-2422 355-2423 ひこばえ薬局 清水区駒越東町２－３５ 334-7719 334-5072

眞　長　薬局 清水区入江南町　２－２７ 367-0831 365-4513 日立町薬局 清水区日立町　４－３ 337-0100 337-0114

眞長薬局ひがし店 清水区入江　１－６－６ 340-3677 340-2477 ぶんじ永楽堂薬局 清水区村松原　１－４－３ 334-5838 334-5876

高橋薬局 清水区桜橋町　１０－２６ 366-3820 366-6090 みなと薬局 清水区村松原　１－２－１ 335-9322 335-2212

つるまい薬局 清水区鶴舞町  ６－４ 371-1811 371-1822 有度地域包括支援センター 清水区長崎新田２９６－５ 344-7721 344-7730

どんぐり薬局 清水区下清水町　６－１２ 352-7708 352-7708 ｱｲｾｲ薬局草薙店 清水区草薙一里山１８－２４ 344-1352 344-1362

東洋堂薬局 清水区巴町 １－４ 352-1584 352-1584 イオン薬局清水店 清水区上原　１－６－１６ 344-2515 348-0257

ふたば薬局 清水区追分　２－８－５ 361-1818 361-1819 うわはら薬局 清水区平川地 １７－３７－３ 347-5501 347-5508

平和堂薬局 清水区万世町　２－２－４ 352-5584 352-6209 植田薬局 清水区吉川  ９３０－１ 346-3783 347-6818

もみの木薬局清水店 清水区入江南町１４－２７－２ 340-9030 340-9090 グリーン薬局 清水区草薙   １４０－２ 348-4016 348-4019

岡船越地域包括支援センター 清水区船越１－１－１ 376-6651 376-6652 草薙薬局 清水区草薙　１－１０－１３ 345-7727 348-9310

アクア薬局 花みずき通り店 清水区西高町　４－１９ 355-5388 355-5366 しろくま薬局楠店 清水区楠新田　２８１－３ 395-8090 395-8091

おおつぼ薬局 清水区大坪町 ２－５－２ 347-5101 340-2232 田島薬局 清水区中之郷　１－９－３１ 346-9211 346-9213

◎木の下町薬局 清水区木の下町　１８９ 347-4030 347-4006 つつじ堂薬局二番館 清水区草薙　１－１４－６ 347-3353 347-3353

★コーエイ薬局清水店 清水区庄福町　９－２２ 355-3955 355-3900 ◎みかど台薬局 清水区七ツ新屋２－４－２０ 344-0715 344-0716

桜橋薬局 清水区春日　１－５－４ 368-7652 368-7621 ★和漢薬局さかき自然館 清水区草薙一里山１０－１１ 345-0005 348-7365

清水センター薬局 清水区桜が丘町　11-19 355-3961 355-3962

清水調剤薬局桜ヶ丘店 清水区桜が丘町　８－３ 368-4775 368-4776

スマイル薬局 清水区船越　３－５－２６ 351-6177 351-7771
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