
所属薬剤師会 保険薬局名 郵便番号 薬局の所在地 薬局の電話番号
薬局のＦＡＸ番

号

メールアドレス※往診医師からの連絡

用として利用する場合があります
開局日及び開局時間 休日・夜間の対応

休日・夜間対応の電話

番号

休日・夜間対応の

薬剤師名

薬局従事者によ

る患家への持参

（当日対応）

当日持参可能

な場合の距離

配送業者による薬

剤配送の可否（翌

日配送）

備考

142 08もとす薬剤師会 アイランド薬局穂積店 〒501-0234 瑞穂市 牛牧816-5 058-329-4189 058-329-4188 hozumi@apocreat.co.jp
月曜日～金曜日 08:30～20:00水曜日、土曜日 08:30～13:00日曜

日、祝日 非対応
対応不可 対応可能 5 対応不可

143 08もとす薬剤師会 アクア薬局北方店 〒501-0446 本巣郡北方町 柱本1-200 058-260-7022 058-260-7023 aquamedical.kitakata@gmail.com
月・火・木・金曜日 09:00～19:00水曜日、土曜日 09:00～12:00日

曜日 非対応
対応可能 058-260-7022 村瀬 友紀 対応可能 10 対応可能

144 08もとす薬剤師会 アピス薬局みずほ店 〒501-0236 瑞穂市 本田551-1-1 058-326-1555 058-326-0559 mizuho-ten@apis.co.jp
月・火・木・金・土曜日 08:30～13:00 16:00～19:30水曜日 08:30～

16:30
対応可能 058-326-1555 西山 光知子 対応可能 15 対応可能 　

145 08もとす薬剤師会 オリーブ薬局北方店 〒501-0428
本巣郡北方町 若宮1-11 オリーブ

薬局北方店
058-216-7087 058-216-7088 kitagata@olivu.co.jp

月曜日～金曜日 9:00～18:30水曜日、土曜日 9:00～12:00日曜日、祝

日 非対応
対応不可 対応可能 20 対応可能

146 08もとす薬剤師会 きたがた調剤薬局 〒501-0431
本巣郡北方町 北方字地下前582-

14
058-324-2508 058-324-2847 m-kitagata@withs.co.jp

月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 08:45～19:15木曜日、土曜日

08:45～12:45日曜日 非対応
対応不可 対応可能 4 対応可能 　

147 08もとす薬剤師会 たなせ調剤薬局 〒501-0307 瑞穂市 唐栗275-3 058-328-7377 058-328-7378 qqq92w79k@crux.ocn.ne 月曜日～金曜日 08:30～19:30土曜日 08:30～12:30 対応可能 058-328-7377 棚瀬 友啓 対応可能 10 対応可能

148 08もとす薬剤師会 たんぽぽ薬局ほづみ駅前店 〒501-0222 瑞穂市 別府字堤内三ノ町995番地 058-326-1361 058-326-1365 tn-hozumiekimae@tanpopo-ph.co.jp
月・火・木・金 9:00～19:00水 9:00～17:00土 9:00～13:00定休日

日・祝日
対応不可 対応可能 10 対応可能

149 08もとす薬剤師会 はら調剤薬局 〒501-0445
本巣郡 北方町柱本南2丁目160番

の2
058-320-4137 058-320-4138 itsu-kei@space.ocn.ne.jp

月曜日～水曜日 8:30～19:00木曜日、土曜日 8:30～13:00金曜日

8:30～19:00日曜日 非対応
対応不可 対応可能 15 対応可能

150 08もとす薬剤師会 ピノキオ薬局　北方店 〒501-0431 本巣郡北方町 北方１７５２番４ 058-322-3002 058-322-3003 kitagata@pinokio-pharmacy.jp
月・火・木・金 08:30～20:00水曜日、土曜日 08:30～12:30日曜

日・祝日 休業
対応不可 対応可能 10 対応可能 　

151 08もとす薬剤師会 ピノキオ薬局文殊店 〒501-1203 本巣市 文殊880 0581-34-4988 0581-34-4977 monjyu@pinokio-pharmacy.jp 月、火、木、金曜日 7:45～19:00水、土曜日 7:45～12:30 対応不可 対応可能 3 対応可能

152 08もとす薬剤師会 ホップ芝原薬局 〒501-0423 本巣郡北方町 芝原東町3-52-2 058-320-5115 058-320-5116 wfmpq285@yahoo.co.jp
月・火・木・金曜日 08:30～12:30 15:30～19:30水曜日 08:30～

16:30土曜日 08:30～16:30
対応可能 058-320-5115 小川 剛志 対応可能 5 対応可能 　

153 08もとす薬剤師会 真正調剤薬局 〒501-0466 岐阜市須賀4-14-10 下真桑544-2 058-320-0072 058-320-0073 ren.ha@ezweb.ne.jp
月曜日～土曜日 09:00～19:3012:30□16:00は非対応内 水曜日、土

曜日 09:00□12:30日曜日 非対応
対応不可 対応可能 10 対応不可 　

154 08もとす薬剤師会 瑞穂マイ調剤薬局 〒501-0205 瑞穂市 馬場小城町1-84 058-329-3751 058-329-3752 mizuho@mychyoo.com
月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 09:00～14:30/15:30～18:30水曜

日 09:00～17:00土曜日 09:00～12:30
対応不可 対応可能 7 対応可能

155 08もとす薬剤師会 太平調剤薬局緑町店 〒501-0236 瑞穂市 本田1018-1 058-329-4332 058-329-4331 honden2@giga.ocn.ne.jp
月・火・木・金曜日 08:30～19:00水曜日 08:30～16:00土曜日 08:30

～12:00日曜日・祝日 非対応
対応不可 対応可能 5 対応可能

156 08もとす薬剤師会 本巣薬局中央調剤 〒501-0203 瑞穂市 馬場上光町1-101 058-329-4026 058-329-4027 motosuyakkyokucyuuou@yahoo.co.jp
月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 8:30～13:00

15:00～19:00水曜日  8:30～16:30土曜日 8:30～12:30
対応不可 対応可能 3 対応可能

37 08もとす薬剤師会 アイセイ薬局本巣店 〒501-0419 本巣市 早野字一本松653-2 058-320-0102 058-323-7720 motosu@aisei.co.jp 月曜日～金曜日 08:30～19:30木曜日 08:30～13:00 対応可能 058-320-0102 渡部 康裕 対応不可 対応可能

令和３年８月３０日現在（報告数３８１薬局）

自宅療養者に対して「電話や情報通信機器を用いた服薬指導」や「薬剤の配送等」が可能な薬局の一覧

患家への持参対応が可能な薬局

患家への持参対応はできないが、宅配業者による薬剤配送は可能な薬局(７1薬局）


