保険薬局名

薬局の所在地

患家への持参対応が可能な薬局
1 たんぽぽ薬局

市橋店

岐阜市 市橋3-8-2

2 たんぽぽ薬局岐阜駅前店

岐阜市 神田町9-27 大岐阜ビル2階B号室

3 ふれあい薬局

岐阜市 神室町4-29-3 小川ビル1階

4 まみや調剤薬局清住店

岐阜市 清住町2-15 安西ビル1階

5 アイセイ薬局石原店

岐阜市 森西29-1

6 ケイ調剤薬局鹿島店

岐阜市 鹿島町5-13

7 シノダ薬局菊地店

岐阜市 菊地町2-42

8 スギヤマ薬局⾧良店

岐阜市 福光東3-1-1

9 ファイン総合薬局

岐阜市 大学西1-90-1

10 プラス薬局 岩滝店

岐阜市 岩滝西3-78-2

11 プラス薬局河渡店

岐阜市 河渡3-158-2

12 ㈱順天堂薬局

岐阜市 今小町14

13 貴船薬局

岐阜市 日光町九丁目７の２

14 貴船薬局柳津店

岐阜市 柳津町蓮池2-23-2

15 小川薬局

岐阜市 世保615

16 大洞薬局

岐阜市 芥見南山3-8-5

17 大洞薬局加野店

岐阜市 向加野3-6-12

18 すごう薬局

岐阜市 菅生1-10-3 すごう薬局

19 たんぽぽ薬局岐大前店

岐阜市 大学西1-91-4

20 ホップながもり薬局

岐阜市 北一色4-3-3

21 (有)延命堂川出院 愛情薬局

岐阜市日野南 6-1-3

22 あかつき薬局

岐阜市 岩倉町2-64

23 かめはん薬局⾧良店

岐阜市 ⾧良東2-127-2

24 しょうなん調剤薬局やぶた店

岐阜市 薮田南3-6-8

25 ふたば調剤薬局

岐阜市 福光東1-27-8

26 まみや調剤薬局鏡島店

岐阜市 西荘2-5-47

27 みお薬局

岐阜市 山吹町6ー19-1

28 わかば薬局六条店

岐阜市 六条北2-10-9 六条メディカルﾓｰﾙ

29 アイワ薬局 日野店

岐阜市 日野南3-11-3

30 アイワ薬局かみつちい店

岐阜市 上土居1-10-7

31 アイワ薬局柳津店

岐阜市 柳津町高桑東3-15

32 ヒロエ薬局

岐阜市 加納東丸町1の9

33 河合保険調剤薬局

岐阜市 折立894

34 平成調剤薬局 東⾧良店

岐阜市 ⾧良東３

35 平成調剤薬局茜部店

岐阜市 茜部新所4-133

36 平成調剤薬局岐大前店

岐阜市 古市場神田８５

37 平成調剤薬局鏡島店

岐阜市 鏡島精華3-7-12

38 平成調剤薬局市役所前店

岐阜市 江川町22

39 平成調剤薬局川部店

岐阜市 川部2-148

40 平成調剤薬局太郎丸店

岐阜市 太郎丸新屋敷207-3

41 平成調剤薬局⾧良店

岐阜市 ⾧良東郷町1-11

42 平成調剤薬局日野店

岐阜市 日野東3-12-14

43 平成調剤薬局八代店

岐阜市 八代1-2-28

44 平成調剤薬局福光店

岐阜市 福光東3-9-11

45 平成調剤薬局本店

岐阜市 八代1-3-3

46 有限会社大氣太平調剤薬局又丸店

岐阜市 又丸宮東19-3

47 V・drug

岐阜市 鹿島町7-34

ぎふ西調剤薬局

４３

48 こまくさ薬局

岐阜市 薮田南１

４ ７

49 ろくじょう薬局

岐阜市 六条北2-12-4

1F

50 アピス薬局 河渡店

岐阜市 河渡3丁目111-1

51 ピノキオ薬局

岐阜市 島栄町3丁目12番1

忠節店

52 ライフ在宅支援薬局

岐阜市 福光南町12-15

53 東洋薬局 三里店

岐阜市 清本町1丁目28番地

54 平成調剤薬局加納店

岐阜市 加納栄町通5□16

55 岐阜薬科大学附属薬局

岐阜市 大学西1-108-3

56 ファースト調剤薬局新岐阜店

岐阜市 ⾧住町1-21

57 ユタカ薬局則武

岐阜市 則武中4丁目3-6

58 オリーブ薬局

岐阜市野一色 6-7-23

59 橋本薬局

岐阜市 大菅北9-23

60 ハーズ黒野調剤薬局

岐阜市 黒野南1-1-2

61 ハーズ市橋調剤薬局

岐阜市 市橋3-7-12

62 あいしんどう薬局

各務原市 緑苑中2-96

63 イオン薬局各務原店

各務原市 那加萱場町3-8

64 ウラタ薬局新町店

各務原市 那加前洞新町4-179

65 かとう薬局

各務原市 鵜沼東町6-79

66 くすのき薬局

各務原市 那加楠町45

67 たんぽぽ薬局東海中央病院店

各務原市 蘇原東島町4丁目6番地2

68 たんぽぽ薬局那加店

各務原市 那加土山町２丁目２２９番地

69 ひだまり薬局

各務原市 蘇原希望町4-31-1

70 プラス薬局鵜沼店

各務原市 鵜沼羽場町1-212-1

71 愛進堂三ツ池薬局

各務原市 鵜沼三ツ池町5-239-1

72 赤い実調剤薬局

各務原市 鵜沼各務原町3-550 9

73 土屋薬局

各務原市 蘇原吉野町3-58-1

74 しょうなん調剤薬局

山県店

山県市 東深瀬175-17

75 たんぽぽ薬局岐北病院店

山県市 高富1187-3

76 ペンギン薬局

山県市 高富2118-1

77 ペンギン薬局高富本町店

山県市 高富１１７８番地８

78 コメノ薬局

羽島郡笠松町 米野241-1

79 スギヤマ調剤薬局 羽島市民病院前店

羽島市 竹鼻町狐穴字東百石3424番1

80 スギヤマ薬局

羽島市 竹鼻町狐穴小堤1060-1

羽島店

81 だるまや薬局

羽島郡笠松町 上本町80

82 たんぽぽ薬局新笠松店

羽島郡笠松町 田代279番地の2

83 ホープ薬局

羽島市 竹鼻町272-5 ホープ薬局

84 まみや調剤薬局岐南店

羽島郡岐南町 下印食3-14-3

85 宮川薬局

羽島郡笠松町 奈良町116

86 調剤薬局羽島

羽島市 竹鼻町狐穴3423の1

87 有限会社羽島調剤薬局

羽島郡笠松町 円城寺966

88 アイセイ薬局大垣南店

大垣市 築捨町5丁目69-1

89 おおがき南調剤薬局

大垣市 築捨町2-4

90 サニー調剤薬局

大垣市 荒尾玉池1-47

91 しょうなん調剤薬局神戸店

安八郡神戸町 神戸1706-1

92 たんぽぽ薬局

垂井店

不破郡垂井町 2210-45

93 トーカイ薬局

安八店

安八郡安八町 南今ケ渕字中筋429-2

94 なの花薬局 関ケ原店

不破郡関ケ原町 関ケ原2490-29

95 ハーモニー調剤薬局

大垣市 鶴見町722-5

96 ハーモニー調剤薬局

桐ヶ崎店

大垣市 桐ケ崎町44

97 ピノキオ薬局三津屋店

大垣市 三津屋町5-1-5

98 ファーコス薬局 東神田

不破郡垂井町 東神田2-23-2

99 ファーコス薬局ひばり

不破郡垂井町 杢録2210-45

100 ホップきどまち薬局

大垣市 木戸町２丁目７９

101 まもる薬局

安八郡輪之内町 大吉新田字登ノ割1076-1

102 ユタカ調剤薬局 新田

大垣市 新田町1丁目12番地

103 ユタカ調剤薬局禾森

大垣市 禾森町4-23

104 ユタカ薬局大垣旭町

大垣市 旭町2丁目2番地

105 ラブダイイチ東薬局

大垣市 東町2-1-1

106 アイセイ薬局

海津市 南濃町松山195-1

南濃店

107 なんのう調剤薬局

海津市 南濃町太田

108 ユタカ調剤薬局 広幡

養老郡養老町 大跡536

266-6

109 ユタカ調剤薬局養老

養老郡養老町 押越1237-4

110 田中平和堂薬局

海津市 南濃町駒野688-1

111 瑠璃光薬局

養老郡養老町 船附1343

112 アイセイ薬局揖斐川店

揖斐郡揖斐川町 三輪105番

113 こころ調剤薬局

揖斐郡揖斐川町 三輪2519-2

114 コスモス薬局揖斐店

揖斐郡揖斐川町 上ﾐ野野々宮73-13

115 たんぽぽ薬局揖斐店

揖斐郡揖斐川町 三輪2590-3

116 ピノキオ薬局

三町店

揖斐郡揖斐川町 ⾧良字上新田657番地

117 ピノキオ薬局

揖斐店

揖斐郡大野町 中之元1114-1

118 ピノキオ薬局三輪店

揖斐郡揖斐川町 上ミ野字野々宮73-37

119 ピノキオ薬局池田店

揖斐郡池田町 池野7-6

120 谷汲調剤薬局

揖斐郡揖斐川町 谷汲名礼252-2

121 アイランド薬局穂積店

瑞穂市 牛牧816-5

122 アクア薬局北方店

本巣郡北方町 柱本1-200

123 オリーブ薬局北方店

本巣郡北方町 若宮1-11 オリーブ薬局北方店

124 たなせ調剤薬局

瑞穂市 唐栗275-3

125 たんぽぽ薬局ほづみ駅前店

瑞穂市 別府字堤内三ノ町995番地

126 はら調剤薬局

本巣郡 北方町柱本南2丁目160番の2

127 ピノキオ薬局文殊店

本巣市 文殊880

128 ホップ芝原薬局

本巣郡北方町 芝原東町3-52-2

129 瑞穂マイ調剤薬局

瑞穂市 馬場小城町1-84

130 太平調剤薬局緑町店

瑞穂市 本田1018-1

131 本巣薬局中央調剤

瑞穂市 馬場上光町1-101

132 (有)丹羽薬局

関市 栄町1-3-1

133 ウラタ薬局仲町店

関市 仲町121-3

134 だん調剤薬局

美濃市 段118-1

135 ふうせん薬局

関店

関市 平成通1-3-28 サンライズ21

136 小林薬局

美濃市 広岡町2932-10

137 ユタカ調剤薬局五町

郡上市 八幡町五町3-1-24

138 郡上薬局

郡上市 八幡町大正町56

139 古田調剤薬局

郡上市 美並町白山783-1

140 かえで調剤薬局

美濃加茂市 深田町3-34-1

141 きりん薬局

美濃加茂市 太田町2819-5

142 コスモス調剤薬局

加茂郡白川町 赤河1063-1

143 さつき調剤薬局

可児市 塩918番地13

144 ハロー薬局白川店

加茂郡白川町 坂ノ東字御堂前5779ー1

145 ひがし調剤薬局

美濃加茂市 本郷町9-18-47

146 フジサワ薬局

美濃加茂市 太田町1882-7

北町調剤センター

147 フジサワ薬局下恵土調剤センター

可児市 下恵土3440-681

148 ユニファーマシーおんさい薬局

美濃加茂市 西町5-337-2

149 看寿堂薬局

美濃加茂市 西町7-297-1

150 有限会社 ワコウ薬局

可児市 ⾧坂1丁目57番地

151 V・drug 多治見錦薬局

多治見市 錦町1-21-1

152 V・drug

多治見旭ヶ丘薬局

多治見市 小名田町西ケ洞1-325

153 エール調剤薬局 前畑店

多治見市 前畑町3-76-5

154 ささゆり薬局

多治見市 松坂町1-504

松坂店

155 ジェーシーエス調剤薬局幸店

多治見市 幸町8-58-3

156 シモダ薬局

多治見市 宝町3-32-1

157 シモダ薬局 平和店

多治見市 平和町7-76

158 スギヤマ調剤薬局多治見店

多治見市 前畑町5-85-2

159 スギヤマ薬局滝呂店

多治見市滝呂町 6-127

160 トーカイ薬局

多治見市 小田町5-26-1

多治見北店

161 トーカイ薬局多治見駅前店

多治見市 白山町1丁目231番地

162 トーカイ薬局多治見根本店

多治見市 高根町2-111-1

163 トーカイ薬局多治見店

多治見市 明和町6-54-2

164 はなまる薬局笠原店

多治見市 笠原町1966-4

165 マツバラ薬局

多治見市 笠原町2835-1

166 山中薬局西友滝呂店

多治見市 滝呂町12丁目185-1 西友滝呂店内

167 明和調剤薬局

多治見市 明和町4-4-10

168 エール調剤薬局 土岐店

土岐市 肥田浅野笠神町2-21-2

169 スギヤマ薬局土岐店

土岐市 土岐口中町4-78-1

170 ユニファーマシー土岐いずみ薬局

土岐市 泉町久尻480-25

171 日比野薬局

土岐市 駄知町2254-3

172 いきいき健康薬局

瑞浪市 松ケ瀬町１

173 トーカイ薬局

瑞浪市 松ケ瀬町2-58-2

瑞浪店

１５ ２

174 伊藤薬局

瑞浪市 885-2

175 穂並調剤薬局

瑞浪市 穂並2丁目120 穂並調剤薬局

176 Zipファーマシー白沢駒場薬局

中津川市 駒場字西山1666-3741

177 アイセイきたの店

中津川市 中津川字北野777-31

178 エール調剤薬局 宮前店

中津川市 宮前町７７６

179 エール調剤薬局駒場店

中津川市 駒場1493-2 エール調剤薬局駒場店

１

180 エール調剤薬局坂下店

中津川市 坂下878-1

181 エール調剤薬局中津川バイパス店

中津川市 中津川１２１３

182 コスモス調剤薬局 中津川店

中津川市 駒場526-21

183 たいと薬局

中津川市 付知町6860-3

184 はなの木薬局

中津川市 坂下872-1

185 ハロー薬局 加子母店

中津川市 加子母5061-10

186 ハロー薬局 福岡中店

中津川市 福岡943-36 エスポワール101

187 ハロー薬局田瀬店

中津川市 田瀬972-1

188 やさかはなの木薬局

中津川市 坂下408-1

８

189 辻村薬局

中津川市 太田町2-4-3

190 有限会社びぜん屋伊藤薬局

中津川市 栄町2-17

191 さるぼぼ薬局

下呂市 萩原町羽根41-2

192 スミ薬局

下呂市 小坂町小坂町789

193 井桁屋あさひ薬局

下呂市 金山町金山919-5

194 井桁屋えきまえ薬局

下呂市 金山町大船渡518-14

195 下呂薬局

下呂市 森1419-32

196 株式会社鍵屋永田薬局

下呂市 金山町下原町335-4

197 第一薬局 金山店

下呂市 金山町金山970-1

198 有限会社 ひまわり調剤薬局

下呂市 小川257-1

199 あおば薬局

高山市 桐生町4

200 きらきら薬局

高山市 七日町2-232-7

201 グリーン薬局久美愛病院前店

高山市 上切町３１７

202 スズキ薬局 本店

高山市 上岡本町1丁目88番地
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203 スマイルあさひ薬局

高山市 朝日町万石 225-1

204 スマイル天満薬局

高山市 天満町4丁目60-2

205 ひだ薬局 町方店

高山市 丹生川町

206 ひだ薬局岡本店

高山市 岡本町4-1-5

207 ひだ薬局冬頭店

高山市 冬頭町752-1

208 ヘルスバンクウィズハート薬局西之一色店

高山市 西之一色町3-1213-2 ヘルスバンク西之一色店

209 ゆう薬局

高山市 国府町村山252-1

210 わに薬局 駅西店

高山市 昭和町2-85-1

211 わに薬局市庁舎東店

高山市 初田町2-62-5

212 荘川薬局

高山市 荘川町新渕418-1

213 中野シオン薬局

高山市 下一之町22

214 有限会社 ひだ薬局

高山市 名田町3-81

215 なごみ薬局

飛騨市 神岡町東町512-1

216 ひだ薬局 若宮店

飛騨市 古川町若宮１丁目７ー３２

217 ひだ薬局 上気多店

飛騨市 古川町上気多591-1 ひだ薬局

218 西野薬局

飛騨市 古川町向町1-6-21

219 V・drug

領下中央薬局

町方店 36-11

岐阜市 領下6-26-1

220 サンセイ調剤薬局清水店

揖斐郡揖斐川町 清水1670

221 日本調剤三輪薬局

揖斐郡揖斐川町 三輪2438-2

222 ファースト調剤薬局

関店

関市 池田町91

223 アポロン薬局五町店

郡上市 八幡町五町3-15-17

224 アイセイ薬局明智店

恵那市 明智町876-14

225 いとう薬局初田店

高山市初田町3-19-11

226 そらまち薬局

高山市大門町1

227 V・drug

高山南薬局

228 真央莉薬局花岡店

高山市石浦町2-188
高山市花岡町1-6-2

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
229 ホップ金華薬局

岐阜市 四屋町41

230 箕浦薬局

岐阜市 東材木町22

231 平成調剤薬局金町店

岐阜市 金町5-10-3 さわだビル1F

232 なの花薬局駒爪店

岐阜市 西駒爪町19

233 ひまわり薬局神田町店

岐阜市 神田町7-1

234 きむら調剤薬局

岐阜市 旦島1-6-13

235 たんぽぽ薬局

岐阜市 岩倉町2-70

早田店

236 ひまわり薬局寺田店

岐阜市 寺田7-106-2

237 ユタカ薬局黒野

岐阜市 折立873-3

238 日本調剤岐大前薬局

岐阜市 古市場老ノ上93-1

239 たんぽぽ薬局⾧良センター店

岐阜市 ⾧良１３００

240 V・drug 今嶺薬局

岐阜市 今嶺1□28□15 V・drug 今嶺薬局

241 キョーワ薬局 城東店

岐阜市 正法寺町27-1

242 プラス薬局ＦＣ芥見店

岐阜市 芥見南山2-8-19

243 ききょう薬局

各務原市 蘇原東門町2-78-2

244 ファーマライズ薬局 鵜沼川崎店

各務原市 鵜沼川崎町2-128-1

245 アイランド薬局羽島店

羽島市 正木町坂丸三丁目47番地2

246 クオールぎなん薬局

羽島郡岐南町 野中3-211

247 V・drug 大垣林町薬局

大垣市 林町7丁目字藪下671

248 アイセイ薬局 大垣赤坂新田店

大垣市 赤坂新田一丁目72番2

249 アイセイ薬局大垣清水店

大垣市 清水町28-1 シャローＦ１階

250 アイン薬局大垣南店

大垣市 南若森町252-2

251 すずの木薬局

大垣市 桧町895-3

252 なぎさ薬局大垣市民病院前店

大垣市 南頬町4丁目85.-2

１７

上気多店

253 エース薬局船附店

養老郡養老町 船附中代1343

254 クオール薬局ようなん店

海津市 南濃町津屋1491-4

255 平田調剤薬局

海津市 平田町幡⾧566番地

256 ながせ薬局

揖斐郡揖斐川町 谷汲⾧瀬1508-3

257 アイセイ薬局本巣店

本巣市 早野字一本松653-2

258 オレンジ薬局

関市 中福野町10

2

259 たんぽぽ薬局関店

関市西本郷笹島字 130-1

260 海薬局

関市 下有知5228-1

261 たんぽぽ薬局八幡桜町店

郡上市 八幡町桜町330

262 あじさい薬局

美濃加茂市 太田本町2-6-9

263 クオールみどり薬局

美濃加茂市 蜂屋町上蜂屋 3555-60

264 クオール薬局加茂店

美濃加茂市 古井町下古井608

265 グッドワン調剤薬局

美濃加茂市 太田町2591-1 朝日プラザ美濃加茂ステーショ

266 ファーマライズ薬局川辺町店

加茂郡川辺町 西栃井1232-2

267 V・drug 笠原中央薬局

多治見市 笠原町字権現2200番地289

268 V・drug 多治見インター薬局

多治見市 若松町2-48

269 アイセイ薬局 滝呂店

多治見市 滝呂町12丁目211-2

270 たんぽぽ薬局多治見中央店

多治見市 前畑町5-108

271 メール調剤薬局 日ノ出店

多治見市 日ノ出町1-40-5

272 エムハート薬局多治見栄町店

多治見市 栄町1-37-2

273 コグマ薬局

土岐市 泉岩畑町3-3 こまどりビル1F

274 日本調剤 土岐薬局

土岐市 土岐津町土岐口703番地の24 日本調剤

275 フジサワ薬局瑞浪調剤センター

瑞浪市 北小田町2-200

276 アイセイ薬局付知店

中津川市 付知町広島野2711-1

277 V drug萩原中央薬局

下呂市 萩原町花池字川原177-3

278 せせらぎ薬局

高山市 清見町三日町1226

279 橋本薬局

飛騨市 古川町弐之町2-15

患家への持参・宅配便の対応は不可だが、休日・夜間対応のある薬局

土岐薬局

(患者家族等の来局が必要だが夜間・休

280 貴船薬局

飛騨市 古川町貴船町12-3

281 ユニファーマシーほんまち薬局

下呂市萩原町萩原1351-1

