
自宅療養に対応可能な薬局（令和４年12月21日現在）

桑名地区 たんぽぽ薬局　さくらの丘店 桑名市さくらの丘1番地 0594-41-2260

桑名地区 小林薬局　桑名ふくじま支店 桑名市福島850-7 0594-41-4187

桑名地区 内堀薬局 桑名市内堀10 0594-22-6627

桑名地区 桑名薬局 桑名市寿町3丁目25 0594-84-6652

桑名地区 しょうなん調剤薬局　総合医療センター前店 桑名市寿町3丁目27番 0594-84-5155

桑名地区 フラワー薬局　寿店 桑名市寿町３丁目９ 0594-25-9311

桑名地区 さんあい薬局　京橋店・在宅支援センター 桑名市京橋町34  0594-25-3988

桑名地区 しょうなん調剤薬局　大央店 桑名市大央町21-11 0594-84-7777

桑名地区 みずたに薬局　中央店 桑名市中央町1-17-4 0594-23-7220

桑名地区 あおぞら薬局 桑名市多度町柚井1698-1 0594-49-3633

桑名地区 エンゼル薬局　多度駅前店 桑名市多度町小山1874-4 0594-41-3232

桑名地区 はやふね薬局 桑名市下深谷部702-2 0594-29-1400

桑名地区 東方調剤薬局 桑名市東方字打上田265番5 0594-23-1777

桑名地区 さくら薬局　桑名福島店 桑名市東方福島前770 0594-88-5277

桑名地区 小林薬局　くわな駅西店 桑名市東方１５５－１  シャトレ桑名１階 0594-22-6011　

桑名地区 汐見調剤薬局 桑名市汐見町1-8 0594-25-8193

桑名地区 水谷薬局 桑名市大字北別所1197-1 0594-21-0341

桑名地区 クローバー薬局 桑名市馬道1-69 0594-23-3898

桑名地区 ひび薬局 桑名市大福字寺跡437-3 0594-41-3350

桑名地区 スギ薬局　桑名西別所店 桑名市西別所882 0594-27-1085

桑名地区 ありよし調剤薬局 桑名市西別所996-6 0594-27-7111

桑名地区 さんあい薬局株式会社　蓮花寺店 桑名市増田馬渕597-３ 0594-24-6474

桑名地区 ハーブ調剤薬局 桑名市新西方2-87 0594-24-6930

桑名地区 ソーラー薬局 桑名市新西方3丁目206番地 0594-24-8055

桑名地区 スギ薬局　大山田店 桑名市新西方2丁目14番地 0594-27-1561

桑名地区 さんあい薬局株式会社　坂の下店 桑名市西方梅ノ木戸1569-1 0594-84-6026

桑名地区 フラワー薬局　蓮花寺店 桑名市藤が丘9丁目101 0594-23-8118

桑名地区 さんあい薬局　陽だまりの丘店 桑名市陽だまりの丘7-1513 0594-31-7400

桑名地区 ひまわり薬局 桑名市陽だまりの丘八丁目901-1 0594-32-0006

桑名地区 かわはし薬局 桑名市筒尾9丁目7-16 0594-31-5500

桑名地区 (有)かわはし　つつお調剤薬局 桑名市筒尾6丁目10-3 0594-31-8800

桑名地区 合同会社あおば薬局 桑名市星見ヶ丘9丁目1401番 0594-32-8787

桑名地区 星見ヶ丘調剤薬局 桑名市星見ヶ丘3-203-2 0594-32-9800

桑名地区 フラワー薬局　すずらん店 桑名市星川字宇賀1011-5 0594-32-3232

桑名地区 エンゼル薬局　星川店 桑名市中山町40-1 0594-33-0555

桑名地区 ハート調剤薬局 桑名市赤尾2031-2 0594-31-0001

桑名地区 V･drugながしま調剤薬局 桑名市長島町押付小大525-7 0594-42-5712

桑名地区 しょうなん調剤薬局　長島町 桑名市長島町松ヶ島北島134-2 0594-84-6831 

桑名地区 スギ薬局　長島店 桑名市長島町松ケ島324 0594-41-0300

桑名地区 さつき薬局 桑名市長島町横満蔵573 0594-45-8232

桑名地区 調剤薬局とまと　長島店 桑名市長島町出口247 0594-41-0880

桑名地区 かわはし薬局　員弁店 いなべ市員弁町畑新田520-4 0594-84-1117

桑名地区 いなべ調剤薬局 いなべ市員弁町大泉新田55-5 0594-74-5593

桑名地区 パンプキン薬局 いなべ市員弁町大泉2512-3 0594-84-0100

桑名地区 エンゼル薬局　大安店 いなべ市大安町門前591 0594-87-0077

桑名地区 キョーワ薬局　いなべ店 いなべ市北勢町阿下喜1007 0594-41-3560

薬剤師会 薬局名 住所 電話番号



自宅療養に対応可能な薬局（令和４年12月21日現在）

薬剤師会 薬局名 住所 電話番号

桑名地区 はった薬局 いなべ市北勢町東村32-10 0594-72-2021

桑名地区 ほくせい調剤薬局 いなべ市北勢町中山16番地7 0594-72-8680

桑名地区 モリワキ薬局 員弁郡東員町城山3-21-10 0594-76-7898

桑名地区 わかば薬局 員弁郡東員町鳥取1296-3 0594-86-1800

桑名地区 とういん調剤薬局 員弁郡東員町大字六把野新田130番地5 0594-75-0095

桑名地区 ベル調剤薬局 員弁郡東員町八幡新田139-3 0594-84-7290

桑名地区 ファミリーサポート薬局 員弁郡東員町中上280-1 0594-76-1381

四日市 羽津中薬局 四日市市羽津中1-5-17 059-329-7340

四日市 フラワー薬局　羽津山店 四日市市羽津山町5-1 059-330-6161

四日市 まき調剤薬局 四日市市中納屋町1-3 059-359-5588

四日市 藤戸薬局 四日市市南浜田町4-６ 059-354-1292

四日市 くすの木調剤薬局 四日市市鵜の森1丁目9-2 059-351-5623

四日市 花もも薬局 四日市市中部12番地6-2号 059-356-8700

四日市 フラワー薬局　中部店 四日市市中部8-15 059-354-5161

四日市 あゆみ調剤薬局　沖の島店 四日市市沖の島町3-5 059-350-0611

四日市 アイランド薬局　四日市駅前店 四日市市諏訪栄町５番８号 059-355-0533

四日市 諏訪調剤薬局 四日市市北浜町6-1 059-355-5121

四日市 おぐら薬局 四日市市楠町小倉六之縄767-2 059-358-1622

四日市 楠薬局 四日市市楠町小倉423-2 059-398-2666

四日市 ウェルネス薬局　五味塚店 四日市市楠町南五味塚1306-2 059-340-5198

四日市 ファミリーサポート薬局　海蔵店 四日市市東阿倉川497-2 059-329-6112

四日市 スギヤマ薬局　久保田店 四日市市久保田一丁目6番56号 059-350-2100

四日市 ダリヤ四日市薬局 四日市市久保田1丁目3-10 059-350-5252

四日市 エンゼル薬局　四日市中央店 四日市市城北町40-2　 059-327-5201

四日市 しろにし薬局 四日市市城西町3-17-2 059-325-7615

四日市 スギヤマ薬局　ときわ店 四日市市城西町15-38 059-350-8871

四日市 アイセイ薬局　西伊倉店 四日市市西伊倉町3-1 059-356-8018

四日市 たんぽぽ薬局　四日市中央店 四日市市伊倉1丁目69番1号 059-350-3077

四日市 森薬局 四日市市松本3-9-11 059-359-0800

四日市 スギ薬局　青葉店 四日市市青葉町800番地351 059-350-8550

四日市 さんあい薬局　河原田店 四日市市河原田町2360-4 059-329-7510

四日市 健やか薬局　とまり店 四日市市泊町2-31 059-349-0666

四日市 いちご薬局 四日市市日永1丁目3-21クリスタル日永103 059-327-5572

四日市 ファーマライズ薬局　日永店 四日市市日永西3-17-19-2 059-349-0610

四日市 サエラ薬局　ひなが店 四日市市日永西3丁目17-19-1 059-349-5840

四日市 あゆみ調剤薬局　日永店 四日市市日永西5丁目17-2 059-348-7700

四日市 なの花薬局　日永西店 四日市市日永西五丁目523番地 059-346-8989

四日市 ひなが調剤薬局 四日市市日永西三丁目1-20 059-347-0593

四日市 なの花薬局　日永北店 四日市市日永西1丁目4546-6 059-320-0088

四日市 フラワー薬局　あさがお店 四日市市泊村字内谷1102-1 059-348-1193

四日市 スワ薬局　東日野店 四日市市東日野町 354-1 059-329-6568

四日市 スギヤマ薬局　笹川店 四日市市西日野町1595 059-322-8111

四日市 さくら薬局　四日市笹川店 四日市市笹川3丁目49-2　 059-320-1553

四日市 ウサミ薬局 四日市市笹川5丁目64-17 059-321-3980

四日市 近藤団地薬局 四日市市高花平三丁目1-62 059-321-1205

四日市 ばん薬局 四日市市釆女が丘1丁目159 059-347-5757



自宅療養に対応可能な薬局（令和４年12月21日現在）
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四日市 うねめ薬局 四日市市采女町字名倉1798-18 059-349-6770

四日市 ふじハート調剤薬局 四日市市貝家町303-4 059-320-3300

四日市 ファーコス薬局　うつべ 四日市市小古曽3-5-32 059-349-2883

四日市 一色こまち調剤薬局 四日市市富田一色町30-58 059-329-5101

四日市 さくら薬局　四日市冨田浜店 四日市市富田浜町27-11 059-363-1458

四日市 みすぎ薬局 四日市市富田1-9-12 059-361-5121

四日市 こぶた薬局 四日市市松原町15-16 059-361-7878

四日市 イオン薬局　四日市北店 四日市市富州原町221-2 059-361-6563

四日市 フラワー薬局　富州原店 四日市市富州原町16-3 059-363-9341

四日市 スギ薬局　富田店 四日市市下之宮町313-1 059-361-0010

四日市 平岡回生堂薬局　大矢知店 四日市市下之宮町30-1 058-364-3933

四日市 フラワー薬局　カトレヤ店 四日市市川北1-12-13 059-361-3030

四日市 さざらい調剤薬局 四日市市下さざらい町842-3 059-365-6784

四日市 きらぼし薬局　たるさか店 四日市市垂坂町414-1 059-329-5718

四日市 エール調剤薬局　四日市店 四日市市小杉町474-4 059-333-8900

四日市 アイセイ薬局　小杉店 四日市市小杉町東浦1277-2 059-331-0085

四日市 さんあい薬局　小杉新町店 四日市市小杉新町153番地-3 059-327-5330

四日市 フラワー薬局　小杉店 四日市市小杉新町64 059-331-3535

四日市 フラワー薬局　生桑店 四日市市生桑町582-2 059-330-4193

四日市 さざんか薬局 四日市市生桑町108-2 059-340-4533

四日市 かわらざき調剤薬局 四日市市生桑町296-1 059-336-6788

四日市 さんあい薬局（株） 生桑店 四日市市生桑町字大門826-1 059-327-5140

四日市 エール調剤薬局　Fuji 四日市市高角町1564-6 059-326-7100

四日市 みたき調剤薬局 四日市市小生町字西川原792-4 059-320-3338

四日市 みらい調剤薬局 四日市市川島町6000-175 059-320-3700

四日市 ふたば薬局　川島店 四日市市川島町7359 059-320-2737

四日市 エンゼル薬局　四日市南店 四日市市山田町5570-10 059-329-7705

四日市 エンゼル薬局　かみえび店 四日市市上海老町1633-164 059-325-4833

四日市 アイセイ薬局　下海老店 四日市市下海老町平野108-12 059-325-2233

四日市 サニー薬局 四日市市赤水町1274-12 059-325-2022

四日市 フラワー薬局　はまゆう店 四日市市桜町南垣内127-3 059-326-1199

四日市 オアシス調剤薬局 四日市市智積町6030-2 059-325-2511

四日市 スワ薬局 四日市市智積町6148-2 059-327-0805

四日市 さんあい薬局（株）  桜台店 四日市市桜台1-31-12 059-325-6576

四日市 フラワー薬局　わかば店 四日市市桜花台1-35-5 059-327-1193

四日市 あゆみ調剤薬局 四日市市高見台1-17-15 059-339-8181

四日市 平岡回生堂薬局　あかつき店 四日市市あかつき台2丁目1-68 059-336-3233

四日市 ファミリーサポート薬局　山城店 四日市市山城町785-2 059-329-7565

四日市 善快堂薬局　山城店 四日市市山城町1159-2 059-338-0064

四日市 スギヤマ薬局　菰野店 三重郡菰野町菰野978-1 059-391-0101

四日市 エンゼル薬局　大羽根店 三重郡菰野町菰野2302-4 059-358-2889

四日市 ファーマライズ薬局　菰野店 三重郡菰野町福村64-6 059-391-0871

四日市 けやき薬局 三重郡菰野町潤田1197-1 059-391-0836

四日市 さんあい薬局　朝上店 三重郡菰野町田光4465-2 059-340-3977

四日市 あゆみ調剤薬局　あさひ店 三重郡朝日町向陽台2-16-5 059-376-0011

四日市 善快堂　かわごえ薬局 三重郡川越町豊田一色348番地6 059-361-0808
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四日市 そわか薬局 三重郡川越町北福崎65-6 059-327-7780

鈴鹿亀山 エール調剤薬局　鈴鹿店 鈴鹿市野村町169-3 059-388-1010

鈴鹿亀山 スズカ調剤薬局　稲生店 鈴鹿市稲生4丁目14-20 059-386-0006

鈴鹿亀山 サイトウ薬局 鈴鹿市稲生4丁目18-2 059-386-6715

鈴鹿亀山 けやき調剤薬局 鈴鹿市東旭が丘1丁目6-19 059-380-6770

鈴鹿亀山 旭が丘調剤薬局 鈴鹿市東旭が丘3-2-8 059-380-5700

鈴鹿亀山 健やか薬局　野町店 鈴鹿市野町東2丁目4-30 059-380-1700

鈴鹿亀山 有限会社玉村薬局　若松店 鈴鹿市若松北1-36-24 059-395-0090

鈴鹿亀山 岸岡調剤薬局 鈴鹿市岸岡町3437番地 059-388-0114

鈴鹿亀山 ジップドラッグ　白子薬局 鈴鹿市南若松町237-1 059-388-7785

鈴鹿亀山 スズカ調剤薬局　白子店 鈴鹿市南江島8-5 059-368-3939

鈴鹿亀山 スズカ調剤薬局 鈴鹿市南江島町14-1 059-388-2626

鈴鹿亀山 みつば調剤薬局 鈴鹿市南江島町23-2 059-380-2088

鈴鹿亀山 ホリ薬局 鈴鹿市中江島町20-15 059-388-0464

鈴鹿亀山 スギ薬局　白子店 鈴鹿市江島町4035番地 059-380-5650

鈴鹿亀山 さくら薬局　鈴鹿白子店 鈴鹿市白子駅前12-26  宝ハイツ1階 059-380-5185

鈴鹿亀山 健やか薬局　白子店 鈴鹿市白子本町4067-1 059-367-7820

鈴鹿亀山 本町調剤薬局 鈴鹿市白子本町12-9-1 059-388-1691

鈴鹿亀山 つばき薬局 鈴鹿市白子3丁目14-5 059-388-1135

鈴鹿亀山 フラワー薬局　白子店 鈴鹿市白子1-1-7 059-386-4079

鈴鹿亀山 （株）メディカル一光　フラワー薬局鈴鹿店 鈴鹿市白子4丁目13-20 059-380-6693

鈴鹿亀山 健康館サニー薬局 鈴鹿市白子四丁目16-6 059-380-2800

鈴鹿亀山 じけ調剤薬局 鈴鹿市寺家4丁目18-16 059-368-3600

鈴鹿亀山 磯山調剤薬局 鈴鹿市東磯山3-19-27 059-380-1100

鈴鹿亀山 あきなが薬局 鈴鹿市秋永町635-3 059-380-0670

鈴鹿亀山 かさど調剤薬局 鈴鹿市加佐登2丁目20-48 059-370-5900

鈴鹿亀山 杉浦薬局　県道店 鈴鹿市加佐登3-13-1 059-378-1400

鈴鹿亀山 さんあい薬局　石薬師店 鈴鹿市石薬師町2069-2 059-367-7633

鈴鹿亀山 スズカ調剤薬局　高岡店 鈴鹿市高岡町632-1 059-381-0700

鈴鹿亀山 おかだ調剤薬局 鈴鹿市岡田3丁目-20-31 059-367-3377

鈴鹿亀山 くるみ調剤薬局　すずか店 鈴鹿市十宮4-2-11 059-367-7888

鈴鹿亀山 トミヤ薬局 鈴鹿市十宮3-22-23 059-382-6090

鈴鹿亀山 スズカ調剤薬局　長太店 鈴鹿市長太旭町4-22-18 059-395-3800

鈴鹿亀山 みだ調剤薬局 鈴鹿市中箕田町1124-7 059-395-0055

鈴鹿亀山 かんべ駅前薬局 鈴鹿市神戸1-11-36 059-367-7540

鈴鹿亀山 けいと薬局 鈴鹿市神戸1丁目8-7 059-381-1888

鈴鹿亀山 神戸調剤薬局 鈴鹿市神戸8丁目28-2 059-381-2200

鈴鹿亀山 フラワー薬局　飯野店 鈴鹿市飯野寺家町236-9 059-383-5811

鈴鹿亀山 スギ薬局　西条店 鈴鹿市飯野寺家町856番地 059-381-0781

鈴鹿亀山 明倫堂　鈴鹿薬局 鈴鹿市飯野寺家町817-1 059-381-2300

鈴鹿亀山 さくら薬局　鈴鹿神戸店 鈴鹿市飯野寺家町829-1 059-381-3800

鈴鹿亀山 三日市南薬局 鈴鹿市三日市町1963 059-383-0310

鈴鹿亀山 さんあい薬局株式会社　ハンター店 鈴鹿市算所2-5-1  鈴鹿ハンター１F 059-373-6177

鈴鹿亀山 クスリのアオキ　算所薬局 鈴鹿市算所2丁目7番20号 059-373-4438

鈴鹿亀山 さんあい薬局　鈴鹿店 鈴鹿市西条4丁目48 059-382-5850

鈴鹿亀山 いちご調剤薬局 鈴鹿市西条一丁目19-22 059-381-0077



自宅療養に対応可能な薬局（令和４年12月21日現在）

薬剤師会 薬局名 住所 電話番号

鈴鹿亀山 西条調剤薬局 鈴鹿市西条6-13 059-382-7751

鈴鹿亀山 あさひ調剤薬局 鈴鹿市西条7丁目28 059-381-5959

鈴鹿亀山 ふじ調剤薬局 鈴鹿市柳町1657-2 059-381-3331

鈴鹿亀山 やなぎ調剤薬局 鈴鹿市柳町1675-4 059-381-2700

鈴鹿亀山 リフレ薬局 鈴鹿市東玉垣町1398-2 059-382-3720

鈴鹿亀山 たまがき調剤薬局 鈴鹿市南玉垣町6814-11 059-381-7788

鈴鹿亀山 たいよう調剤薬局桜島店 鈴鹿市桜島町6-20-5 059-373-4555

鈴鹿亀山 アクア薬局　桜島店 鈴鹿市桜島町4-3-8 059-392-5177

鈴鹿亀山 さんあい薬局　ひとみ店 鈴鹿市安塚町1654-1 059-381-4771

鈴鹿亀山 鈴鹿センター薬局 鈴鹿市安塚町638-21 059-381-2298

鈴鹿亀山 まっぷ薬局 鈴鹿市道伯5丁目24-23 059-370-0022

鈴鹿亀山 フラワー薬局　すみれ店 鈴鹿市住吉１丁目23-10 059-370-5599

鈴鹿亀山 あこそ薬局 鈴鹿市阿古曽町26-10  エスポア1A 059-392-5117

鈴鹿亀山 鈴鹿みなみ薬局 鈴鹿市国府町保子里175 059-370-6637

鈴鹿亀山 ファーマライズ薬局　鈴鹿店 鈴鹿市国府町井口57-21 059-370-3770

鈴鹿亀山 まめのき薬局 鈴鹿市弓削町1160-4 059-384-8523

鈴鹿亀山 ふたば薬局　平田店 鈴鹿市平田東町2-10 059-375-5123

鈴鹿亀山 ハロー薬局　鈴鹿店 鈴鹿市平田1-3-3 059-375-1061

鈴鹿亀山 オリーヴ調剤薬局 鈴鹿市平田新町2-2 059-379-3793

鈴鹿亀山 タナカ薬局 鈴鹿市下大久保町811-2 059-374-0008

鈴鹿亀山 いふな薬局 鈴鹿市伊船町2943-2 059-371-6667

鈴鹿亀山 スズカ調剤薬局　亀山店 亀山市みどり町26-9 0595-84-5900

鈴鹿亀山 ココカラファイン薬局　亀山店 亀山市栄町1488-258 0595-84-1884

鈴鹿亀山 かめやま調剤薬局 亀山市栄町萩野1488-315 0595-84-5700

鈴鹿亀山 すずらん調剤薬局 亀山市東台町1-20 0595-83-4801

鈴鹿亀山 十全薬局 亀山市東台町283-2 0595-83-5830

鈴鹿亀山 ファーマライズ薬局　亀山店 亀山市東御幸町216-2 0595-84-2266

鈴鹿亀山 東町薬局 亀山市東町1丁目2-19-1 0595-98-4780

鈴鹿亀山 ふたば薬局 亀山市阿野田町1674-7 0595-83-5665

鈴鹿亀山 天神薬局 亀山市天神2丁目3-7 0595-97-3830

鈴鹿亀山 みなみざき調剤薬局 亀山市南崎町735-10 0595-84-5586

鈴鹿亀山 フラワー薬局　亀山店 亀山市南野町4-13 0595-84-1193

鈴鹿亀山 有限会社うぐいす薬局 亀山市亀田町380-4 0595-83-5575

鈴鹿亀山 日本調剤　亀山薬局 亀山市亀田町466-1 0595-98-6755

鈴鹿亀山 川崎薬局 亀山市能褒野町79-21 0595-85-8134

津 ジップドラッグ　千里薬局 津市河芸町西千里275-1 059-244-2006

津 千里薬局 津市河芸町東千里113-3 059-244-1000

津 ハーモニー薬局 津市河芸町東千里27-2 059-245-2701

津 あおぞら薬局 津市河芸町東千里155番地1 059-271-7725

津 なの花薬局　ちさと店 津市河芸町東千里字大橋259-3 059-244-1155

津 なの花薬局　河芸店 津市河芸町中別保314-4 059-244-0001

津 三重調剤薬局　河芸店 津市河芸町浜田688-8 059-244-0328

津 杜の街調剤薬局 津市河芸町杜の街1丁目1-6 059-244-1888

津 一般社団法人三重県薬剤師会会営津調剤薬局 津市江戸橋1-113 059-231-1134

津 阪神調剤薬局　三重大前店 津市江戸橋2丁目27 059-271-9480

津 日本調剤江戸橋薬局 津市江戸橋1丁目143-2 059-253-7220



自宅療養に対応可能な薬局（令和４年12月21日現在）

薬剤師会 薬局名 住所 電話番号

津 イオン薬局　津店 津市桜橋3-446 059-291-2142

津 なつめ薬局 津市広明町371ハシモトビル101 080-4845-2020

津 健やか薬局　津駅西口店 津市大谷町254  エンデバービル2F 059-253-2278

津 コスモス薬局　なぎさ店 津市海岸町5-10 059-253-6018

津 スマイル調剤薬局　フェニックス店 津市乙部5番3号 059-227-5756

津 さわだ薬局　津中央店 津市中央4-11  橋本ビル101 059-221-0800

津 フラワー薬局　西丸之内店 津市西丸之内14番15号 059-213-9341

津 フラワー薬局　中央店 津市西丸之内27-6 059-213-9311

津 チェリー調剤薬局　押加部店 津市押加部町656-12 059-213-8200

津 津新町調剤薬局 津市新町1-10-4 059-226-7009

津 株式会社長谷部薬局 津市新町2丁目11-18 059-264-7882

津 フラワー薬局　新町店 津市南新町8-29 059-222-1193

津 たんぽぽ薬局　遠山病院前店 津市南新町8番28号 059-221-6281

津 たんぽぽ薬局　武内病院店 津市納所町471番地5 059-253-2851

津 メディモ調剤薬局 津市一身田上津部田1817 059-233-2800

津 健やか薬局　上津部田店 津市一身田上津部田1578-7 059-253-1173

津 なの花薬局　観音寺店 津市観音寺町445の15 059-221-0008

津 西が丘薬局 津市観音寺町799-7 059-226-0102

津 はね調剤薬局 津市片田志袋町487-4 059-239-1212

津 白塚薬局 津市白塚町3385-1 059-273-6450

津 こうなん薬局 津市⾹良洲町1874-4 059-292-7011

津 ほほえみ柳山薬局 津市船頭町津興3391 059-213-3555

津 つおき薬局 津市津興四ツ辻2913-4 059-253-6870

津 コスモス薬局　つおき店 津市三重町津興433-228 059-273-5880

津 太陽薬局 津市藤方15-1 059-238-1288

津 ドライブスルーしろやま薬局 津市藤方35-1 059-269-7775

津 イオン薬局　イオンスタイル津南 津市高茶屋小森町145番地 059-238-5220

津 フラワー薬局　城山店 津市城山1丁目24-13 059-235-1193

津 コスモス薬局　津城山店 津市城山３丁目4-26 059-253-2800

津 高茶屋薬局 津市高茶屋5丁目11-46 059-238-0010

津 コスモス薬局　南が丘店 津市垂水2871-8 059-253-6638

津 セイムス　津垂水薬局 津市垂水法ｹ広1889-24 059-253-2033

津 つばめ薬局 津市野田字鎌切778番-1 059-253-2888

津 コスモス薬局　本店 津市野田33-5 059-237-5278

津 三重調剤薬局 津市大倉11-14 059-227-7088

津 久居センター薬局 津市久居明神町字風早2091-1 059-254-1193

津 一般社団法人三重県薬剤師会会営久居調剤薬局 津市久居明神町2093-1 059-256-6717

津 スギ薬局　久居インターガーデン店 津市久居明神町字風早2522番地 059-254-5270

津 一志調剤薬局　中町店 津市久居町中町176の2 059-256-4313

津 槇の木薬局 津市久居野村町314-1 059-255-0050

津 久居野村調剤薬局 津市久居野村町514-3 059-271-8456

津 ドレミ薬局 津市久居井戸山町864-6 059-254-1300

津 なの花薬局　井戸山店 津市久居井戸山町字奥ノ谷751-11 059-254-3700

津 一志調剤薬局　久居駅前店 津市久居新町767-27 059-256-5153

津 一志調剤薬局　新町店 津市久居新町611-6 059-256-3365

津 久居新町薬局 津市久居新町2115-72 059-269-6821



自宅療養に対応可能な薬局（令和４年12月21日現在）
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津 たんぽぽ薬局　久居店 津市久居新町3006  ポルタひさい2F 059-254-1350

津 みゆき薬局 津市戸木町5058番地 059-253-3678

津 たんぽぽ薬局　榊原店 津市榊原町字石ノ戸1035番1 059-254-2055

津 やまびこ薬局 津市美里町足坂字石田165-2 059-261-4167

津 明薬局 津市芸濃町林356-1 059-266-0030

津 こころ調剤薬局 津市芸濃町椋本5069-7 059-266-1800

津 健やか薬局　高野尾店 津市高野尾町633-105 059-253-7411

津 フラワー薬局　ひまわり店 津市安濃町川西字藤が森51-7 059-268-4193

津 一志調剤薬局　高野店 津市一志町高野226-7 059-293-1190

津 ハロー薬局　一志店 津市一志町小山字鳥居ノ本529-6 059-295-1031

津 チェリー調剤薬局白山店 津市白山町二本木1139-6 0598-26-8500

津 フラワー薬局　一志店 津市白山町南家城613-5 059-264-1193

松阪地区 めぐみ調剤薬局 松阪市大口町155-1 0598-50-0278

松阪地区 センター薬局　済生会病院前店 松阪市朝日町１区10-27 0598-50-3433

松阪地区 アサヒ薬局 松阪市朝日町1区10-7 0598-51-9123

松阪地区 はあと薬局　鎌田店 松阪市鎌田町195-19 0598-50-3250

松阪地区 本木薬局　鎌田店 松阪市鎌田町651-18 0598-53-9066

松阪地区 調剤薬局キタオカ　松阪店 松阪市若葉町486-2 0598-20-8444

松阪地区 かいばな調剤薬局 松阪市垣鼻町1761-23 0598-67-0998

松阪地区 金時堂薬局 松阪市平生町29 0598-21-0531

松阪地区 とまと薬局 松阪市上川町2194-16 0598-61-1012

松阪地区 スマイル調剤薬局　下村店 松阪市下村町997-3 0598-60-2631

松阪地区 ファーコス薬局　大光 松阪市下村町564-4 0598-60-1117

松阪地区 セイムス　梅村学園村薬局 松阪市久保町1456番地4 0598-60-2117

松阪地区 スギ薬局　松阪南店 松阪市駅部田町513-6 0598-30-6275

松阪地区 チェリー調剤薬局　松阪店 松阪市駅部田町1811-1 0598-26-8500

松阪地区 健やか薬局　くろべ店 松阪市東黒部町738-1 0598-67-7018

松阪地区 なの花薬局　宝塚店 松阪市宝塚町1508-1 0598-25-6677

松阪地区 あおぞら薬局 松阪市小黒田町493-2 0598-25-3300

松阪地区 はあと薬局　大黒田店 松阪市大黒田町454-14 0598-20-8990

松阪地区 五反田薬局 松阪市五反田町3丁目1371-11 0598-25-6161

松阪地区 センター薬局　市民病院前店 松阪市殿町1580-1 0598-22-2355

松阪地区 有限会社なかや薬局 松阪市新町844番地 0598-21-0274

松阪地区 井上薬局 松阪市新町916 0598-21-0092

松阪地区 有限会社やく栄薬局 松阪市本町2192 0598-23-7227

松阪地区 ヤスオカ薬局 松阪市中町1856 0598-21-0934

松阪地区 司生堂薬局 松阪市日野町10 0598-21-0520

松阪地区 (有)ヒシナカ薬局 松阪市日野町583 0598-21-0016

松阪地区 なの花薬局　松阪目田店 松阪市目田町字門327-6 0598-61-2223

松阪地区 志宝薬局 松阪市猟師町字高州72 0598-52-5111

松阪地区 健やか薬局　川井町店 松阪市川井町969-7 0598-30-5514

松阪地区 ウェルシア薬局　松阪川井店 松阪市川井町上大坪718 0598-25-5115

松阪地区 センター薬局　中央病院前店 松阪市川井町字小望185-2 0598-25-6333

松阪地区 アクア薬局　宮前店 松阪市飯高町宮前1102-4 0598-46-0761

松阪地区 みくも調剤薬局 松阪市曽原町811-1-2 0598-56-9966

松阪地区 コスモス薬局　みくも店 松阪市市場庄町1085-1 0598-20-8805



自宅療養に対応可能な薬局（令和４年12月21日現在）
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松阪地区 平野治平薬局 松阪市六軒町59 0598-51-0132

松阪地区 やまゆり薬局 松阪市嬉野中川新町1丁目8番地 0598-42-8811

松阪地区 スギ薬局　嬉野店 松阪市嬉野中川新町4-145 0598-48-1100

松阪地区 平野薬局　中川店 松阪市嬉野中川新町4-69 0598-42-4987

松阪地区 健やか薬局　中川店 松阪市嬉野中川新町二丁目17番地 0598-20-9570

松阪地区 健やか薬局　うれしの店 松阪市嬉野算所町514-3-2 0598-30-5732

松阪地区 水本薬局 松阪市小阿坂町192-4 0598-58-0360

松阪地区 ひかり薬局 松阪市射和町305-1 0598-30-4600

松阪地区 エムハート薬局　いざわ店 松阪市射和町628-2 0598-60-0312

松阪地区 つじさい薬局　大淀寺前店 多気郡明和町大淀字寺前2418-7 0596-55-6830

松阪地区 なの花薬局　金剛坂店 多気郡明和町金剛坂817-30 0596-53-2300

松阪地区 勝栄堂薬局 多気郡大台町佐原525-1 0598-82-3153

松阪地区 ファーコス薬局　おおだい 多気郡大台町新田200-6 0598-85-7007

伊勢 ライフ薬局　西豊浜店 伊勢市西豊浜町110-２ 0596-38-2700

伊勢 大湊薬局 伊勢市大湊町812-3 0596-63-8063

伊勢 神社薬局 伊勢市神社港20-25 0596-64-8370

伊勢 明倫堂伊勢薬局 伊勢市小木町字曽祢561-1 0596-31-3377

伊勢 ココカラファイン薬局　ミタス伊勢店 伊勢市船江1-10-21 0596-21-2061

伊勢 伊勢調剤薬局　八間通店 伊勢市船江1-2-35 0596-21-0220

伊勢 さくら薬局　伊勢八間通店 伊勢市河崎1丁目9-36 0596-27-0770

伊勢 高村調剤薬局 伊勢市楠部町202-12 0596-20-2510

伊勢 おかげ薬局　伊勢病院前店 伊勢市楠部町3039 0596-21-5188

伊勢 伊勢度会調剤薬局 伊勢市楠部町3039番地 0596-26-2131

伊勢 イオン薬局　伊勢店 伊勢市楠部町乙160-２ 0596-28-7829

伊勢 コスモス薬局　神田久志本店 伊勢市神田久志本町1542-7 0596-63-5188

伊勢 伊勢調剤薬局　神久店 伊勢市神田久志本町1485-2 0596-20-2288

伊勢 チェリー調剤薬局　黒瀬店 伊勢市黒瀬町1478-5 0598-26-8500

伊勢 在宅医療対応型薬局　ひかりファーマシー 伊勢市神久5丁目82 0596-72-8200

伊勢 フラワー薬局　やまとまち店 伊勢市倭町143-6 0596-20-1193

伊勢 健やか薬局　ひじり岡本店 伊勢市岡本1丁目17-16 0596-63-6965

伊勢 (有)昭和薬局 伊勢市岩渕2丁目2-18 0596-24-5584

伊勢 藤里薬局 伊勢市藤里町671-7 0596-25-0505

伊勢 コスモス薬局　上地店 伊勢市上地町4210-4 0596-20-8777

伊勢 すこやか薬局 伊勢市浦口4丁目2-19 0596-20-5025

伊勢 イワオ薬局　浦口店 伊勢市浦口2丁目2-16 0596-20-5580

伊勢 伊勢調剤薬局　一之木店 伊勢市一之木4丁目845-2 0596-28-1000

伊勢 いせ本町薬局 伊勢市本町３-15 0596-20-8110

伊勢 ファーマライズ薬局　伊勢店 伊勢市宮町1丁目3-11 0596-29-5722

伊勢 新生堂薬局 伊勢市曽祢2丁目10-17 0596-78-7836

伊勢 コスモス薬局　一之木店 伊勢市大世古3丁目1-108 0596-63-5085

伊勢 さくら薬局　伊勢御薗店 伊勢市御薗町長屋2212 0596-65-7760

伊勢 なの花薬局　小俣店 伊勢市小俣町元町1157-2 0596-27-6800

伊勢 ジップドラッグ　小俣薬局 伊勢市小俣町元町496 0596-26-0658

伊勢 なの花薬局　小俣本町店 伊勢市小俣町本町341-107 0596-64-8791

伊勢 さくら薬局伊勢玉城店 度会郡玉城町玉川287-4 0596-58-8931

伊勢 クオール薬局三重南店 度会郡大紀町阿曽字村2267 0598-84-8089



自宅療養に対応可能な薬局（令和４年12月21日現在）

薬剤師会 薬局名 住所 電話番号

伊勢 中村調剤薬局 度会郡南伊勢町五ヶ所浦4099 0599-66-2255

伊勢 かんひちや薬局　病院前店 度会郡南伊勢町五ヶ所3977 0599-66-1228

伊勢 宿田曽調剤薬局 度会郡南伊勢町田曽浦3845-1 0599-69-8020

鳥羽志摩 うえむら薬局 鳥羽市鳥羽4-13-2 0599-21-1193

鳥羽志摩 ファーマライズ薬局　恵利原店 志摩市磯部町恵利原1529 0599-56-0101

鳥羽志摩 （有）とばや薬局 志摩市磯部町迫間1802 0599-55-0181

鳥羽志摩 村田薬局 志摩市磯部町迫間1857 0599-55-0015

鳥羽志摩 伊勢調剤薬局　磯部店 志摩市磯部町迫間367-3 0599-56-0030

鳥羽志摩 かんひちや薬局　南張店 志摩市浜島町南張6-6 0599-54-0077

鳥羽志摩 志摩調剤薬局 志摩市阿児町鵜方1207-2 0599-43-1032

鳥羽志摩 志摩センター薬局 志摩市阿児町鵜方1262-16 0599-46-0777

鳥羽志摩 さくら薬局　志摩鵜方店 志摩市阿児町鵜方3126-12 0599-44-5800

鳥羽志摩 調剤薬局キタオカ 志摩市阿児町鵜方3155-4 0599-43-1696

鳥羽志摩 鵜方調剤薬局 志摩市阿児町鵜方4049-6 0599-43-5211

鳥羽志摩 かんひちや薬局　鵜方店 志摩市阿児町鵜方5016 0599-44-1911

鳥羽志摩 ひかり調剤薬局 志摩市阿児町鵜方748-1 0599-44-5100

鳥羽志摩 かんひちや薬局　甲賀店 志摩市阿児町甲賀4078 0599-45-0005

鳥羽志摩 ヤマジ薬局 志摩市大王町波切1992-3 0599-72-3001

鳥羽志摩 伊藤薬局 志摩市志摩町片田2983 0599-85-2012

鳥羽志摩 けんざん薬局　志摩店 志摩市志摩町布施田1700-1 0599-85-7001

鳥羽志摩 かんひちや薬局　越賀店 志摩市志摩町越賀1691-7 0599-84-0082

伊賀 川口薬局 名張市つつじが丘北3番町4-1 0595-68-3461

伊賀 精養軒薬局 名張市夏見102-1 0595-63-0236

伊賀 しらゆり薬局　夏見店 名張市夏見3273-1 0595-62-4193

伊賀 フラワー薬局　夏見店 名張市夏見3274-1 0595-62-1193

伊賀 なの花薬局　名張市立病院前店 名張市百合が丘西１番町151番地 0595-61-3680

伊賀 畿央徳山薬局 名張市桔梗が丘１番町６街区80 0595-65-0403

伊賀 ぱんだ薬局 名張市桔梗が丘2-5-75-2 0595-67-0710

伊賀 畿央薬局　桔梗駅前店 名張市桔梗が丘2番町1街区53-4 0595-67-1414

伊賀 赤井薬局　桔梗が丘店 名張市桔梗が丘4-1-27 0595-44-6280

伊賀 フラワー薬局　桔梗が丘中央店 名張市桔梗が丘5番町4-14 0595-67-1193

伊賀 フラワー薬局　桔梗が丘店 名張市桔梗が丘8-5-58 0595-65-7557

伊賀 赤井薬局　鴻之台店 名張市鴻之台2-88 0595-64-8934

伊賀 エンゼル薬局　名張店 名張市鴻之台２番町41番地 0595-48-7770

伊賀 畿央薬局　こうのだい店 名張市鴻之台3-24-1 0595-62-2511

伊賀 赤井薬局　中央店 名張市鴻之台3-31 0595-62-0280

伊賀 堀内薬局 名張市丸之内73 0595-63-0725

伊賀 イオン薬局　名張店 名張市元町376番地 0595-61-2439

伊賀 薬局サンキュー・ドラッグ 名張市梅が丘北１番町337 0595-64-3507

伊賀 クローバー調剤薬局 名張市蔵持町原出1306-14 0595-48-7081

伊賀 つむぎ薬局 名張市蔵持町里3258-1 0595-41-1400

伊賀 アイン薬局　名張希央台店 名張市希央台3番町6-2 0595-64-6004

伊賀 畿央薬局　本店 名張市希央台四番町6番地 0595-64-7844

伊賀 スマイルさなぐ薬局 伊賀市佐那具町790番地 0595-41-1701

伊賀 フラワー薬局　服部店 伊賀市服部町三丁目102番 0595-26-4300

伊賀 フラワー薬局　土橋店 伊賀市土橋191-1 0595-21-3993



自宅療養に対応可能な薬局（令和４年12月21日現在）

薬剤師会 薬局名 住所 電話番号

伊賀 いなこ保険薬局 伊賀市沖31番2 0595-38-8555

伊賀 なかよし調剤薬局　青山店 伊賀市別府151 0595-53-0800

伊賀 きりがおか保険薬局 伊賀市桐ヶ丘3丁目328番地 0595-48-6812

伊賀 フラワー薬局　青山店 伊賀市阿保1341-3 0595-53-1193

伊賀 フラワー薬局　伊賀店 伊賀市荒木字川原533-3 0595-22-1193

伊賀 フラワー薬局　上野中央店 伊賀市問屋町７５ 0595-24-1193

伊賀 上野センター薬局 伊賀市四十九町831-4 0595-26-2512

伊賀 ヒロタ薬局 伊賀市小田町215 0595-48-6700

伊賀 おりがみ薬局 伊賀市小田町256番地の1 0595-41-0240

伊賀 しのぶ調剤薬局 伊賀市小田町748-1 0595-21-1737

伊賀 城北薬局 伊賀市平野中川原560-17 0595-22-1222

伊賀 くわまち薬局 伊賀市上野桑町1521-1 0595-41-2255

伊賀 フラワー薬局　桑町店 伊賀市上野桑町1777 0595-26-1193

伊賀 アイン薬局　伊賀上野店 伊賀市久米町大坪666-4 0595-26-0064

伊賀 いが調剤薬局 伊賀市上野新町2756-1 0595-24-5660

伊賀 まちかど薬局 伊賀市上野丸之内10-10 0595-26-5000

伊賀 あすなろ薬局 伊賀市上野丸之内116-12 0595-24-9393

伊賀 なかよし調剤薬局　阿山店 伊賀市馬場1122-2 0595-43-1660

伊賀 薬局有限会社山城屋大薬房 伊賀市畑村1897-2 0595-47-0050

伊賀 フラワー薬局　柘植店 伊賀市柘植町2034-1 0595-45-1193

伊賀 おだいじに薬局 伊賀市下柘植字寺之後999-5 0595-45-6500

伊賀 フラワー薬局　島ヶ原店 伊賀市島ヶ原5846 0595-59-9311

紀北 イシブチ薬局 尾鷲市朝日町9-25 0597-22-2321

紀北 山下薬局　林町店 尾鷲市林町13-18 0597-22-1801

紀北 清川薬局　サレド店 尾鷲市中央町10-22 0597-22-4549

紀北 かもじや薬局 尾鷲市中村町7-69 0597-25-0188

紀北 みやおか薬局 尾鷲市中川18-8 0597-25-0077

紀北 イシブチ薬局　古戸センター 尾鷲市上野町5番39号 0597-23-1010

紀北 くろだ薬局 尾鷲市上野町753-35 0597-22-9818

紀北 紀北調剤薬局　紀伊長島支店 北牟婁郡紀北町東長島15 0597-47-5959

紀北 ココカラファイン薬局　紀伊長島店 北牟婁郡紀北町東長島588 0597-46-2062

紀北 みやま薬局 北牟婁郡紀北町上里350-4 0597-33-1125

紀北 中村調剤薬局 北牟婁郡紀北町相賀480-274 0597-33-0052

紀北 イシブチ薬局　引本店 北牟婁郡紀北町引本浦883-1 0597-32-3636

紀南 ナカニシ薬局 熊野市井戸町 738-2 0597-85-3919

紀南 キタノ薬局 熊野市井戸町375-11 0597-89-5517

紀南 いぶき薬局 熊野市井戸町4972-1 0597-88-2002

紀南 うまどめ薬局 熊野市井戸町614-6 0597-88-0680

紀南 きのくに薬局 熊野市久生屋町882-12 0597-88-2233

紀南 ヒガシ薬局 南牟婁郡御浜町志原1845-27 0597-92-1708

紀南 神志山駅前薬局 南牟婁郡御浜町下市木4649-88 0597-93-0230

紀南 紀南調剤薬局 南牟婁郡御浜町阿田和4735 0597-93-1550

紀南 あたわ調剤薬局 南牟婁郡御浜町阿田和5189-7 0597-93-0710

紀南 ヒガシ薬局　尾呂志店 南牟婁郡御浜町上野67 0597-93-6500

紀南 どんぐりの森薬局 南牟婁郡紀宝町鵜殿781-1 0735-29-7912


