
連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
（市郡区以降）

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了
した

薬剤師数

研修を修了した
薬剤師氏名

1 21 岐阜県 きらら調剤薬局 500-5227 岐阜市北一色１０－１１－１２ 058-259-3511 058-245-1711
月･火･水･木･金9:00～17:30

土･日･祝日休み
無 1 朝倉　惠美子

2 21 岐阜県 華陽しいのみ薬局 500-8156 岐阜市祈年町１－１９－２ 058-271-1640 058-275-1949
月･火･木9:00～17:00

水･金9:00～19:00
土9:00～12:30

有
058-271-1640

（転送）
1 土屋　辰司

3 21 岐阜県 まみや調剤薬局清住店 500-8178 岐阜市清住町２－１５安西ビル１階 058-263-2121 058-263-2122

月・火・木・金9:00～19:00
水9:00～17:00
土9:00～13:00

日・祝休業

有 058-263-2121 1 野々村　和哉

4 21 岐阜県 平成調剤薬局日野店 500-8211 岐阜市日野東３－１２－１４ 058-214-8722 058-214-7621
月～金8:30～17:30

土8:30～9:30
有 080-5111-4150 2 三島　章、吉田　智紀

5 21 岐阜県 ピノキオ薬局中央店 500-8226 岐阜市野一色４－７－２ 058-247-8676 058-247-8678

月～金8:30～18:00
土8:30～10:30

日祝:休業
土は研修終了薬剤師が不在の場

合あり

無 4
渡邉　智重、鶴田　敬子、山本　葉

瑠奈、今井　淳仁

6 21 岐阜県 平成調剤薬局金町店 500-8281 岐阜市金町５－１０－３ 058-265-5503 058-265-5403 9:00～18:30(木8:00～16:00) 無 1 伊藤　明己

7 21 岐阜県 ケイ調剤薬局鹿島店 500-8323 岐阜市鹿島町５－１３ 058-255-3020 058-255-3021
月～水,金、土9:00～18:30

木9:00～12:30
日・祝休業

有 090-1786-7494 1 望月　祐子

薬局 薬剤師

オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧
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8 21 岐阜県 まみや調剤薬局鏡島店 500-8362 岐阜市西荘２－５－４７ 058-252-3456 058-252-3455
月～金9:00～19:00

土9:00～14:00
日・祝休業

有 058-252-3456 1 横山　美幸

9 21 岐阜県 平成調剤薬局加納店 500-8455 岐阜市加納栄町通５－１６ 058-276-1171 058-272-9339
月水金9:00～19:00
火木9:00～17:00
土9:00～13:00

無 1 大野　仁志

10 21 岐阜県メディカルサロンM岐阜調剤薬局・漢方センター500-8818 岐阜市梅ケ枝町3-19-1 058-201-6058 058-203-9191
月・火・水・金9:00～19:00

木9:00～17:00
土9:00～17:00

有 090-5252-4897 1 野崎　利晃

11 21 岐阜県 橋本薬局 501-0118 岐阜市大菅北９－２３ 058-253-5889 058-254-0252
月～金9:00～19:00

土9:00～14:00
日・祝休業

有 058-253-5889 1 橋本　恵子

12 21 岐阜県 みずほ薬局 501-0222 瑞穂市別府堤内三の町７２４－１ 058-327-0832 058-327-0832
月・火・木・金9:00～19:00

水土9:00～12:30
日・祝休業

有 090-3565-2638 1 杉野　美和

13 21 岐阜県 オオノ調剤薬局 501-0521 揖斐郡大野町黒野６４６－２１ 0585-34-3663 0585-34-3661
月～金9:00～19:00

土9:00～12:00
日・祝休業

無 1 髙田　めぐみ

14 21 岐阜県 サンセイ調剤薬局揖斐病院前店 501-0619 揖斐郡揖斐川町三輪２５２０ 0585-22-5980 0585-22-5980
月～金8:30～17:30

土9:00～11:00
日・祝休業

有 090-9091-9066 1 廣瀬　絢子
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15 21 岐阜県 平成調剤薬局岐大前店 501-1127 岐阜市古市場神田８５ 058-293-1145 058-293-1146
月・火・木・金9:00～19:15

水8:00～16:00
土9:00～12:15

有 058-293-1145 1 小栗　佑治

16 21 岐阜県 ハーズ黒野調剤薬局 501-1136 岐阜市黒野南１－１－２ 058-234-2003 058-234-2003
月～金9:00～17:30

土9:00～13:00
日・祝休業

無 1 野村　聡子

17 21 岐阜県 平成調剤薬局川部店 501-1151 岐阜市川部２－１４８ 058-293-1217 058-293-1218
月～金9:00～18:00

土9:00～13:00
有 058-293-1217 1 中嶋　亜紀

18 21 岐阜県 ペンギン薬局 501-2105 山県市高富２１１８－１ 0581-23-0323 0581-23-0325

月・火・水・金8:30～19:30
木8:30～16:30
土8:30～18:00
日9:00～13:00

有 0581-23-0323 1 河合　洋

19 21 岐阜県 しいのみセンター薬局 501-3113 岐阜市北山１－１４－２７ 058-241-1818 058-241-1839

月～金9:00～20:00
土9: 00～17:00
祝9:00～12:00

日休業　元旦休業

有 058-241-1818 2 中澤　千寿、浅野　洋子

20 21 岐阜県 (一社)ファルマネットぎふ　南しいのみ薬局 501-3133 岐阜市芥見南山２－８－４７ 058-244-2112 058-244-2110
月・火・水・金9:00～18:00

木・土9:00～17:00
対応可能 058-244-2112 1 吉田　昌樹

21 21 岐阜県 大洞薬局 501-3133 岐阜市芥見南山３－８－５ 058-241-6716 058-241-6718
月～金9:00～20:00

土9:00～15:00
有 058-241-0889 1 高島　英滋
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22 21 岐阜県 丹羽薬局 501-3253 関市栄町１－３－１ 0575-22-0728 0575-24-4011
月～金8:00～18:30
木・土8:30～12:30

日・祝休業
有 0575-22-0728 1 丹羽　智子

23 21 岐阜県 ハーズ美濃調剤薬局 501-3746 美濃市中央４－３－１７ 0575-33-2211 0575-33-2211 月～金9:00～18:00 無 1 川島　千穂

24 21 岐阜県 荘川薬局 501-5413 高山市荘川町新渕４１８－１ 05769-2-2567 05769-2-2577
月～金8:30～17:30

土8:30～12:00
日・祝:休業

有 05769-2-2567 2 佐々木　羽玲、佐々木　多美子

25 21 岐阜県 ピノキオ薬局三宅店 501-6002 羽島郡岐南町三宅８－１３８ 058-215-1656 058-215-1658
月・火・木・金9:00～19:30

水8:30～16:30
土9:00～13:30

無 2 後藤　加代子、橋本　悠子

26 21 岐阜県 さくら薬局羽島岐南店 501-6012 羽島郡岐南町八剣１－１７８ 058-240-2811 058-240-2812
月・火・木・金9:00～19:00

水土9:00～13:00
日・祝：休業

有 058-240-2811 1 槌川　智美

27 21 岐阜県 ピノキオ薬局岐南店 501-6012 羽島郡岐南町八剣１－２２ 058-247-2247 058-247-2274
月･火･木･金9:00～18:30

水9:00～16:30
土9:00～13:00

有 058-247-2247 2 堀　優太、堀　成実

28 21 岐阜県 コメノ薬局 501-6031 羽島郡笠松町米野２４１－１ 058-387-1891 058-322-6011 月～土8:00～19:00 有 058-387-1891 1 中塚　悠二
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29 21 岐阜県 スギ薬局笠松店 501-6101 岐阜市柳津町栄町２０２ 058-218-2045 058-218-2046
月～金9:00～22:00

土9:00～22:00
日・祝8:30～22:00

無 1 小栗　智子

30 21 岐阜県 貴船薬局柳津店 501-6103 岐阜市柳津町蓮池２－２３－２ 058-216-0011 058-216-0012

月・火・水・金8:30～18:30
木8:30～16:30
土8:30～13:00

日祝休業

有 058-216-0011 1 岩田　麻里

31 21 岐阜県 平成調剤薬局茜部店 501-8263 揖斐郡揖斐川町茜部新所4丁目133 21634-278-2788 058-278-2789
月・水・金9:00～19:15

木8:00～16:00
土9:00～12:15

無 1 早見　知浩

32 21 岐阜県 平成調剤薬局長良店 502-0022 岐阜市長良東郷町１－１１ 058-210-3470 058-210-3480
月・火・水・金9:00～19:15

木土9:00～18:30
無 1 鍵谷　貴司

33 21 岐阜県 平成調剤薬局東長良店 502-0082 岐阜市長良東３－４３ 058-296-3005 058-296-3006
月～金9:00～19:00

土9:00～12:00
無 1 飯田　大作

34 21 岐阜県 アイワ薬局かみつちい店 502-0803 岐阜市上土居１－１０－７ 058-296-6152 058-296-6153

月・火・木・金8:45～13:00、15:30～
19:30

水8:45～16:45
土08:45～13:00

日・祝:休業

有 058-296-6152 2 神野　円、成田　愛子

35 21 岐阜県 平成調剤薬局本店 502-0812 岐阜市八代１－３－３ 058-231-2113 058-232-2718
月～金9:00～17:00

土9:00～13:00
日祝休業

有 058-231-2113 2 岸邉　美紀子、武山　則行
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36 21 岐阜県 ハーズ八代調剤薬局 502-0812 岐阜市八代１－６－１８ 058-231-8460 058-231-8460
月～金9:00～19:00

土9:00～18:00
無 1 澤　田　有　美

37 21 岐阜県 あかつき薬局 502-0844 岐阜市岩倉町２－６４ 058-232-0120 058-232-0132
月～金8:45～18:00

土9:00～12:00
有 058-232-0120 1 横井　明子

38 21 岐阜県 ピノキオ薬局忠節店 502-0904 岐阜市島栄町３－１２－１ 058-215-5170 058-215-5171
月～金9:00～19:30

土9:00～12:30
日祝:休業

無 3
小林　篤史、渡邉　久美子、小林

真穂

39 21 岐阜県 みお薬局 502-0905 岐阜市山吹町６－１９－１ 058-296-4151 058-296-4152
月・木・金8:00～19:00
火・水・土9:00～18:00

無 1 見尾谷　富之

40 21 岐阜県 伊佐地薬局白菊店 502-0909 岐阜市白菊町２－２８ 058-210-2180 058-210-2181
月～金8:30～19:00

土8:30～12:00
有 058-210-2180 1 伊佐地　達郎

41 21 岐阜県 すごう薬局 502-0914 岐阜市菅生１－１０－３ 058-216-0234 058-216-0235
月・火・水・金9:00～19:00

土9:00～14:30
有 058-216-0234 1 大西　伸幸

42 21 岐阜県 ルナファーマシーかやば薬局 502-0936 岐阜市萱場南２－１２－１８ 058-213-5107 058-213-5108
月～金8:30～12:00、15:30～18:30

土8:30～12:00
日・祝休業

無 2 長屋　ちとせ、山本　恵
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43 21 岐阜県 サニー調剤薬局 503-0035 大垣市荒尾玉池１－４７ 0584-93-3517 0584-93-3518
月・火・水・金8:30～18:30

木8:30～17:30
土8：30～12:30

有 0584-93-3517 1 日比野　靖

44 21 岐阜県 まもる薬局 503-0216 安八郡輪之内町大吉新田1076-1 0584-68-1171 0584-68-1172
午前 月～土8:00～13:30

午後月～水・金16:00～19:00
木曜日のみ8:00～16:00

有 090-7676-5459 2 加藤　佐織、加藤　芽生子

45 21 岐阜県 さくら薬局海津店 503-0628 海津市海津町福江６５６－１ 0584-54-0212 0584-54-0213
月～金9:00～18:00

土9:00～13:00（第1、3、5土曜日）
第2、4土曜日・日・祝：休業

有 0584-54-0212 1 側瀬　恵里

46 21 岐阜県 さくら薬局大垣東前店 503-0835 大垣市東前３－４－２ 0584-74-4500 0584-74-4522

月・火・木・金9:00～18:30
水9:00～12:30
土9:00～13:30
日・祝：休業

有 0584-74-4500 1 畠山　秀平

47 21 岐阜県 すずの木薬局 503-0981 大垣市桧町８９５－３ 0584-93-3520 0584-84-8735

月・火・水・金9:00～19:00
木7:00～15:00
土9:00～13:00

日・祝休業

有 0584-93-3520 1 篠原　亜由美

48 21 岐阜県 ピノキオ薬局池田店 503-2424
揖斐郡池田町池野字深池道上７－

６
0585-45-0233 0585-45-0233

月～金9:00～19:00
土8:00～16:00
日・祝：休業

無 1 金森　豊

49 21 岐阜県 ヤナセ薬局 503-2425 揖斐郡池田町六之井１４７３－５ 0585-45-2224 0585-45-0449
月～金9:00～19:00

土9:00～13:00
日・祝休業

有 0585-45-2224 1 栁瀬　友香
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50 21 岐阜県 ピノキオ薬局各務原店 504-0025 各務原市那加野畑町２－１０５－３ 058-322-8288 058-383-8188
月・火・水・金8:30～18:30

水・土8:30～12:00
日・祝：休業

無 1 齊藤　美惠子

51 21 岐阜県 いるか調剤薬局 蘇原東島店 504-0816 各務原市蘇原東島町３－１６３－４ 058-380-1077 058-380-1070
9:00～19:00

(水9:00～17:00 土9:00～12:00)
有 058-380-1077 1 大江　義彦

52 21 岐阜県 ピノキオ薬局蘇原店 504-0825 各務原市蘇原柿沢町１－４１－１ 058-322-9921 058-389-6621

月・火・水・金8:30～19:00
木8:30～16:30
土8:30～13:30
日・祝：休業

有 058-322-9921 4
浅野　祐奈、松本　直美、横関　祐

未、東迫　美香子

53 21 岐阜県 ピノキオ薬局那加店 504-0968 各務原市那加西野町１３０ 058-380-5750 058-380-5752

月・火・水・金9:00～19:00
木9:00～15:00

土9:00～13:30、16:00～18:30
日・祝：休業

無 2 浅野　祐奈、加藤　千恵

54 21 岐阜県 クオール薬局加茂店 505-0034 美濃加茂市古井町下古井６０８ 0574-23-1225 0574-23-1226
月～金9:00～18:30

土9:00～18:00
無 080-8754-5726 2 永井　希代子、足立　美穂子

55 21 岐阜県 きらきら薬局 506-0005 高山市七日町２－２３２－７ 0577-62-9182 0577-62-9183

月・火・水・金9:00～19:00
木9:00～17:00
土9:00～13:00
日・祝：休業

有 080-7206-9841 1 小林　由香

56 21 岐阜県 大林調剤薬局上切店 506-0044 高山市上切町３４３－１ 0577-36-3121 0577-37-1551 月～金9:00～18:00 無 1 大林　丈恭
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57 21 岐阜県 スズキ薬局本店 506-0055 高山市上岡本町１－８８ 0577-35-1776 0577-35-0188
月～金9:00～18:30

土9:00～12:30
日・祝休業

有 0577-35-1776 1 鈴木　敏文

58 21 岐阜県 なごみ薬局 506-1111 飛騨市神岡町東町５１２－１ 0578-82-1304 0578-82-1363
月～金9:00～18:30

土9:00～13:00
日・祝休業

有 090-7262-5713 1 渋谷　愛

59 21 岐阜県 V・drug　多治見中央薬局 507-0042 多治見市前畑町３－４５－１ 0572-21-3422 0572-22-8922
月～金9:00～19:30

土9:00～21:30
日・祝9:00～19:30

無 1 宇野　加奈

60 21 岐阜県 エール調剤薬局前畑店 507-0042 多治見市前畑町３－７６－５ 0572-23-8288 0572-23-8244

月～火8:30～18:30
木8:30～16:30

木～金8:30～18:30
土8:30～12:30

日祝休

有 0572-23-8288 2 後藤　啓介、前野　惠子

61 21 岐阜県 エール調剤薬局中津川バイパス店 508-0001 中津川市中津川１２１３－８ 0573-62-1030 0573-62-1031

月・火・木・金8:30～18:00
水8:30～16:30
土8:30～12:30
日・祝：休業

有 0573-62-1030 1 稲垣　哲雄

62 21 岐阜県 エール調剤薬局駒場店 508-0011 中津川市駒場１４９３－２ 0573-65-1026 0573-65-1027

月・火・金8:30～18:00
水8:30～17:30
木8:30～16:30
土8:30～12:30

日・祝休業

有 0573-65-1026 2 中島　浩行、筒井　大介

63 21 岐阜県 ココカラファイン薬局駒場店 508-0011 中津川市駒場字西山１６６６－３７４１ 0573-65-8808 0573-65-8041
月～金8:30～18:00

土8:30～12:30
有 090-6616-6766 3

吉村　恵美、横井　景子、夏目　貴
子
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64 21 岐阜県 エール調剤薬局宮前店 508-0031 中津川市宮前町７７６－１ 0573-62-2134 0573-62-2135

月・火・水・金8:30～18:30
木8:30～16:30
土8:30～13:00
日・祝：休業

有 0573-62-2134 2 遠藤　剛、椿　達也

65 21 岐阜県 有限会社びぜん屋伊藤薬局 508-0032 中津川市栄町２－１７ 0573-65-2742 0573-65-2742
月～金9:00～19:00
木土9:00～18:00

日・祝：休業
有 080-2665-9069 1 伊藤　浩子

66 21 岐阜県 まるみはなの木薬局 508-0034 中津川市淀川町３－８ 0573-65-6171 0573-66-9611 月～日、祝日10:00～20:00 無 1 横井　成尚

67 21 岐阜県 明日香調剤薬局 509-0125 各務原市鵜沼南町５－３６ 058-260-9677 058-260-9678
月・火・木・金9:00～19:00

水・土8:00～16:30
有 058-260-9677 1 西秋　光浩

68 21 岐阜県 かとう薬局 509-0126 各務原市鵜沼東町６－７９ 058-370-0623 058-370-3822
月～金8:30～19:00

土8:30～17:00
有 058-370-0623 2 加藤　正純、栗本　久美

69 21 岐阜県 愛進堂三ツ池薬局 509-0146
各務原市鵜沼三ツ池町５－２３９－

１
058-385-2500 058-385-2511

月・火・木・金9:00～20:00
水9:00～18:00
土9:00～13:00

有 058-385-2500 3
井上　悦子、今尾　多枝子、武市

香織

70 21 岐阜県 V・drug　広見薬局 509-0214 可児市広見字中反田１９９９－１ 0574-60-2682 0574-60-2683
月～金9:00～20:00

土・日・祝9:00～18:00
有 080-9417-5140 1 井上　みなみ
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71 21 岐阜県 井桁屋あさひ薬局 509-1622 下呂市金山町金山２６００－２ 0576-33-2880 0576-33-2177
月～金8:30～19:00

土8:30～13:00
有 090-3257-2758 1 山内　茂義

72 21 岐阜県 ゆう薬局 509-4124 高山市国府町村山２５２－１ 0577-72-5567 0577-72-5568
月～金9:00～17:30

土9:00～13:00
日・祝休業

有 090-1419-6182 1 中田　裕介

73 21 岐阜県 重山薬局 509-4215 飛騨市古川町杉崎９１－１ 0577-73-2726 0577-73-0990
月～金8:30～19:00

土8:30～12:00
日・祝：休業

有 090-1626-8993 1 重山　朋代

74 21 岐阜県 合資会社橋本薬局 509-4235 飛騨市古川町弐之町２－１５ 0577-73-2856 0120-73-3074

月･火･水･金9:00～18:00
木9:00～17:00
土9:00～13:00
日･祝祭日休み

有 080-9494-3994 1 橋本　尚子

75 21 岐阜県 エール調剤薬局瑞浪店 509-6104 瑞浪市山田町６７１－１２ 0572-26-8993 0572-26-8994

月・火・木・金8:30～19:00
水8:30～16:30
土8:30～13:00

日・祝休業

有 0572-26-8993 1 伊藤　圭治

76 21 岐阜県 穂並調剤薬局 509-6107 瑞浪市穂並２－１２０ 0572-66-2755 0572-66-2756
月～金9:00～19:00

土9:00～17:00
有 090-5635-9673 1 計良　雅之

77 21 岐阜県 トーカイ薬局瑞浪店 509-6134 瑞浪市松ケ瀬町２－５８－２ 0572-68-1502 0572-68-1503
月・火・木・金9:00～19:00

水8:30～16:30
土9:00～12:00

有 0572-68-1502 1 粟田　大介
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78 21 岐阜県 V・drug　坂本薬局 509-9132 中津川市茄子川字前田２１９０－６ 0573-64-2117 0573-64-2118
月・火・木・金9:00～18:00

水土9:00～13:00
日・祝休業

無 1 幸脇　由里子

79 21 岐阜県 エール調剤薬局坂下店 509-9232 中津川市坂下８７８－１ 0573-70-0132 0573-70-0133
月～金8:30～18:00

土8:30～12:30
日・祝休業

有 0573-70-0132 1 松井　健

80 21 岐阜県 はなの木薬局 509-9232 中津川市坂下８７２－１ 0573-70-0130 0573-70-0131
月～金9:00～18:00

土9:00～12:00
日･祝休み

有 0573-70-0130 3
児玉　洋子、西尾　良子、三宅　健

太


