
富士宮市 局番0544 局番0544

薬局名 住所 TEL 営業時間（月～金） 営業時間（土・日） 休業日 包括地域 在宅 高度管理 衛生材料 麻薬 時間外 時間外連絡先

中川薬局 上井出716-1 54-0034 9：00～18：00 9：00～12：00 日・祝日 北部 × 無 要相談 不可 要相談 54-0034

なの花薬局 矢立町910-27 29-7037 9：00～18：30（水9:00～17：00） 9:00～13：00 日・祝日 富士宮 △ 有 要相談 可 要相談 29-7037

西富士宮薬局 西町23-1 25-6565 9：00～18：30(木9：00～17：00） 9:00～13：00 日・祝日 西部 ◎ 有 要相談 可 要相談 25-6565

ハロー薬局万野店 万野原新田3117-11 29-7966 9：00～18：00（木9：00～13：00） 9：00～13：00 日・祝日 中部 × 有 要相談 要相談 要相談 携帯に転送

東町薬局 中央町2-4 25-5660 8：30～18：00 8：30～12：30 木・日 南部 △ 無 要相談 要相談 要相談 25-5660

平野薬局 東阿幸地325-1 22-2101 9：00～18：00 9：00～18：00 水・日・祝日 富士宮 〇 無 不可 可 不可 22-2101

ふかさわ薬局 野中640-6 27-0868 9：30～18：00（水9：30～12：30） 9：30～13：00 日・祝日 西部 × 無 要相談 不可 不可 27-0868

富士宮薬局 ひばりが丘416 23-5866 9：00～18：00 9：00～12：00 水・日・祝日 南部 ◎ 無 要相談 可 可 080-5157-8242

フジミ薬局 西町9-7 27-0278 9:00～18：00 9:00～18：00 日 西部 × 無 要相談 不可 可 27-0278

プラス1薬局 宮北町198-1 26-6868 9：00～19：00 9：00～19：00 日・祝日 西部 × 無 不可 不可 不可 26-6868

星山薬局 黒田215-18 28-6300 休業中 休業中 休業中 南部 × 無 不可 不可 要相談 090-5602-6397

ポプラ薬局西小泉店 西小泉町31-18 25-5135 8：30～18：00 8：30～12：00 日・祝日 富士根 △ 無 要相談 要相談 要相談 25-5135

ポプラ薬局小泉店 小泉1975-20 25-7431 9：00～18：00（木9：00～17：00） 9：00～13：00 日・祝日 富士根 △ 無 要相談 可 要相談 25-7431

ポプラ薬局貴船町店 貴船町5-16 21-1500 9:00～18：00 9：00～13：30 木・日・祝日 西部 △ 有 要相談 要相談 要相談 携帯に転送

マルキチ 西町5-11 26-3727 9：00～18：30 9：00～18：30 水・日・祝日 西部 × 無 可 不可 不可 -

宮町薬局 宮町5-32 25-6606 9：00～18：30（木9：00～13:00） 9：00～15：00 日・祝日 南部 × 無 要相談 不可 要相談 25-6606

村松薬局 大宮町17-2 26-2339 9：00～18：00 9：00～18：00 日・祝日 南部 〇 無 要相談 不可 要相談 26-2339

村松薬局粟倉店 粟倉南町116-3 66-8033 8：30～18：00（水8：30～12:00） 8：30～12:00 日・祝日 富士根 〇 無 要相談 可 要相談 090-3387-6692

メイプル薬局上小泉店 小泉1539-18 25-8600 9：00～18：30 9：00～14：30 水・日・祝日 富士根 ◎ 無 要相談 可 要相談 25-8600

メイプル薬局田中店 田中町184-4 25-5877 9：00～18：30 9：00～14：30 日・祝日 南部 ◎ 無 要相談 可 要相談 25-5877

メイプル薬局中央店 中央町12-2 25-6677 8：30～18：00 8：30～15：00 木・日・祝日 南部 ◎ 無 要相談 要相談 要相談 080-5819-2613

メイプル薬局 若の宮町377 22-3929 9：00～19：00（木9：00～18：30） 9：00～13：30 日・祝日 南部 ◎ 有 要相談 可 要相談 22-3929

メイプル薬局淀川店 淀川町30-15 28-2300 9：00～18：30（木9：00～12：30） 9：00～12：30 日・祝日 中部 ◎ 無 要相談 要相談 不可 28-2300

メイプル薬局前田町店 前田町137-6 29-7000 9：00～18：30（木9：00～13：00） 9：00～13：00 日・祝日 富士宮 ◎ 無 要相談 要相談 要相談 29-7000

メイプル薬局野中店 野中959-1 25-7011 8：30～18：00 8：30～12：30 木・日・祝日 西部 △ 有 要相談 要相談 要相談 25-7011

わか葉薬局三園平店 三園平688-1 28-5258 9：00～12：30/14：00～18：00 9：00～12：30 日・祝日 南部 ◎ 有 要相談 可 要相談 28-5258

わか葉薬局淀平店 淀平町378 23-8205 9：00～13：00/14：30～17：45 9：00～12：30 日・祝日 中部 ◎ 無 要相談 可 要相談 23-8205

わか葉薬局芝川店 大久保13-1 65-3885 9：30～13：30/15：00～18：00 9：30～13：30 日・祝日 西部 ◎ 有 要相談 可 要相談 65-3885

（在宅：在宅訪問）
◎可能　　×不可

〇当薬局患者様のみ可能
△日時薬局裁量


