
３．訪問薬剤師

地区A：富田・富洲原・大矢知・八郷・下野・保々・川越

薬局名 薬局所在地 TEL

あゆみ調剤薬局 四日市市高見台１－１７－１５ 339-8181

あゆみ調剤薬局あさひ店 三重郡朝日町向陽台２－１６－５ 376-0011

イオン薬局四日市北店 四日市市富州原町２２１－２ 361-6563

一色こまち調剤薬局 四日市市富田一色町３０－５８ 329-5101

さくら薬局　四日市山分店 四日市市山分町１１６－１４ 361-3700

グッドファーマそよかぜ薬局 四日市市西富田町１７２－２ 363-8600

こぶた薬局 四日市市松原町１５-１６ 361-7878

さくら薬局四日市富田浜店 四日市市富田浜町２７－１１ 363-1458

さざらい調剤薬局 四日市市下さざらい町８４２－３ 365-6784

スギ薬局富田店 四日市市下之宮町３１３－１ 361-0010

スギヤマ薬局川越店 三重郡川越町大字高松字天神２１－１ 361-2151

善快堂かわごえ薬局 三重郡川越町豊田一色３４８－６ 361-0808

善快堂薬局山城店 四日市市山城町１１５９－２ 338-0064

第一調剤薬局 四日市市蒔田４－２－４ 325-7087

ドリーム薬局 四日市市茂福７７７－４ 363-8008

ナロー調剤薬局　　 四日市市天カ須賀４－６－８ 361-6007

樋口回生堂薬局 四日市市富田一色町１２－１２ 365-0255

平岡回生堂薬局（※） 四日市市富田１－２０－１０ 364-3333

平岡回生堂　あかつき店 四日市市あかつき台２－１－６８ 336-3233

平岡回生堂大矢知店 四日市市下之宮町３０－１ 364-3933

＜問い合わせ先＞

お薬についての相談は、まず下記へご相談ください。

◆一般社団法人四日市薬剤師会 TEL：（０５９）３５４－８４４０／FAX：（０５９）３５４－８４４１

◆平岡回生堂薬局 TEL：（０５９）３６４－３３３３／FAX：（０５９）３６４－３３３４

◆なの花薬局清水店 TEL：（０５９）３３１－８００８／FAX：（０５９）３３１－５７００

◆藤戸薬局 TEL：（０５９）３５４－１２９２／FAX：（０５９）３５４－０８３０

◆うるだ調剤薬局 TEL：（０５９）３９４－７７００／FAX：（０５９）３９４－７７４４

◆ふたば薬局川島店 TEL：（０５９）３２０－２７３７／FAX：（０５９）３２０－２７３８



薬局名 薬局所在地 TEL

フラワー薬局カトレヤ店 四日市市川北１－１２－１３ 361-3030

フラワー薬局富州原店 四日市市富州原町１６－３ 363-9341

みすぎ薬局 四日市市富田１丁目９－１２ 361-5121

やさと調剤薬局 四日市市千代田町３０８－５ 366-0001

四日市調剤薬局おおやち店 四日市市大矢知町１０６８－１ 361-5200

四日市調剤薬局とみすはら店 三重郡川越町豊田２４３－６ 361-5678

地区B：橋北・海蔵・羽津・三重

薬局名 薬局所在地 TEL

アイセイ薬局小杉店 四日市市小杉町東浦１２７７－２ 331-0085

あくらがわ薬局 四日市市城山町１－１１ 334-8550

あまき薬局 四日市市野田２－１２－１６ 334-0300

いくわ調剤薬局 四日市市生桑町高田５８４－１ 333-3667

伊吹堂薬局 四日市市新浜町１８－１４ 331-3565

エール調剤薬局四日市店 四日市市小杉町４７４－４ 333-8900

エンゼル薬局生桑店 四日市市生桑町１９６－４ 330-1331

小川薬局 四日市市滝川町１３－１０ 331-3721

かわらざき調剤薬局 四日市市生桑町２９６－１ 336-6788

キョーワ調剤薬局生桑店 四日市市生桑町１６４２－９７ 329-6677

コアラ調剤薬局 四日市市羽津山町４－２７ 334-7227

さかべ調剤薬局 四日市市東坂部町字長坂１３３４－１ 330-7755

ジップドラッグみたき薬局 四日市市生桑町字神田８９９－１ 330-5515

スギ薬局阿倉川店 四日市市羽津山町２－５ 330-6680

スギ薬局サンシ生桑店 四日市市生桑町字榎下１６７－１スーパーサンシいくわ店内 334-8771

スギ薬局末永店 四日市市末永町８番４０号 330-6171

善快堂かすみがうら店 四日市市羽津中２－１－５ 330-1526

たんぽぽ薬局羽津店 四日市市羽津山町４－３０ 330-5530

なの花薬局清水店（※） 四日市市清水町１－１１ 331-8008

ファミリーサポート薬局海蔵店 四日市市東阿倉川４９７－２ 329-6112

フラワー薬局小杉店 四日市市小杉新町６４ 331-3535

フラワー薬局羽津山店 四日市市羽津山町５－１ 330-6161

ぽかぽか薬局 四日市市羽津町２３－２２ 330-0555

羽津中薬局 四日市市羽津中1丁目5-17 329-7340

のの薬局山之一色店 四日市市山之一色町2423-2 351-7333



地区C：中央

薬局名 薬局所在地 TEL

アイセイ薬局西伊倉店 四日市市西伊倉町３－１ 356-8018

あかつき薬局 四日市市中川原２－５－３２ 351-0465

あゆみ調剤薬局沖の島店 四日市市沖の島町３－５ 350-0611

石垣薬局 四日市市南納屋町１－１ 351-3931

うのもり薬局 四日市市鵜の森１－３－２第２ヤマジビル 359-3300

キョーワ調剤薬局西浦店 四日市市西浦町１丁目２番７－２ 328-4801

キョーワ調剤薬局四日市店 四日市市久保田１丁目１３０－１ 329-7123

くすの木調剤薬局 四日市市鵜の森１－９－２ 351-5623

下里薬局 四日市市蔵町１－１４ 352-2874

スギ薬局青葉店 四日市市青葉町８００番地３５１ 350-8550

スギ薬局久保田店 四日市市久保田１丁目４番３１号 350-2385

スギ薬局城西店 四日市市中川原１丁目３－２ 350-3361

スギヤマ薬局久保田店 四日市市久保田１－６－５６ 350-2100

スギヤマ薬局ときわ店 四日市市城西町１５－３８ 350-8871

スワ薬局石塚店 四日市市石塚町５－６ 337-8445

諏訪調剤薬局 四日市市北浜町６－１ 355-5121

ダリヤ元町薬局 四日市市元町４-８ 359-5100

ダリヤ四日市薬局 四日市市久保田１－３－１０ 350-5252

たんぽぽ薬局中央店 四日市市伊倉１－６９－１ 350-3077

ナカムラ薬局ときわ店 四日市市ときわ５－１－１９ 355-5676

のの薬局 四日市市ときわ２丁目８－１３ 351-5580

藤戸薬局（※） 四日市市南浜田町４－６ 354-1292

フラワー薬局久保田店 四日市市久保田１－３－１０ 350-7007

フラワー薬局四日市駅前店 四日市市諏訪栄町６－３フォーディワンビル１F 351-8899

フラワー薬局中部店 四日市市中部８－１５ 354-5161

まき調剤薬局 四日市市中納屋町１－３ 359-5588

松本調剤薬局 四日市市松本３－１３－３ 355-4188

森薬局 四日市市松本３丁目９番１１号 359-0800

安島薬局 四日市市安島１－４－１６カネニビル３Ｆ 359-0505

らいおん調剤薬局 四日市市松本３丁目１０－２８大栄ビル１０２ 350-1600

ウェルシア薬局四日市ときわ店 四日市市ときわ5丁目2-27 350-1638



地区D：川島・桜・県・菰野

薬局名 薬局所在地 TEL

アイセイ薬局下海老店 四日市市下海老町字平野１０８－１２ 325-2233

イオン薬局四日市尾平店 四日市市尾平町字天王川原１８０５　 333-1513

うるだ調剤薬局（※） 三重郡菰野町潤田字春日２１０５－１ 394-7700

オアシス調剤薬局 四日市市智積町城丸６０３０－２ 325-2511

キョーワ調剤薬局四日市西店 四日市市高角町６９１－１ 329-6481

けやき薬局 三重郡菰野町大字潤田１１９７－１ 391-0836

コモノ薬局 三重郡菰野町菰野１３３７－５ 394-1618

コモノ薬局ピアゴ店 三重郡菰野町竹成字高原３９９８－７ 396-3638

サニー薬局 四日市市赤水町１２７４－１２ 325-2022

さんあい薬局　朝上店 三重郡菰野町田光４４６５－２ 340-3977

スギ薬局菰野店 三重郡菰野町宿野３６１－５ 391-0530

スギヤマ薬局菰野店 三重郡菰野町菰野９７８番地の１ 391-0101

スワ薬局 四日市市智積町６１４８－２ 327-0805

ふたば薬局川島店（※） 四日市市川島町白山７３５９ 320-2737

フラワー薬局はまゆう店 四日市市桜町字南垣内１２７－３ 326-1199

フラワー薬局わかば店 四日市市桜花台１－３５－５ 327-1193

みらい調剤薬局 四日市市川島町６０００－１７５ 320-3700

地区E：日永・内部・四郷・小山田・塩浜・楠

薬局名 薬局所在地 TEL

あゆみ調剤薬局日永店 四日市市日永西５－１７－２ 348-7700

ウサミ薬局 四日市市笹川５－６４－１７ 321-3980

うねめ薬局 四日市市釆女町字名倉１７９８－１８ 349-6770

おぐら薬局 四日市市楠町小倉７６７－２ 358-1622

五味塚薬局 四日市市楠町南五味塚153-5 398-2525

近藤団地薬局 四日市市高花平３－１－６２ 321-1205

サエラ薬局ひなが店 四日市市日永西３丁目５－３８ 349-5840

さくら薬局四日市笹川店 四日市市笹川３丁目４９－２ 320-1553

さんあい薬局河原田店 四日市市河原田町字今宿２３６０－４ 329-7510

スイショー薬局泊店 四日市市泊山崎町２－１６ 347-5445

スギ薬局四日市泊店 四日市市泊小柳町４番５号 349-6626

スギヤマ薬局笹川店 四日市市西日野町字八幡１５９５ 322-8111

ダリヤ泊山薬局 四日市市泊村４１１４－１ 349-6601



薬局名 薬局所在地 TEL

ココカラファイン薬局　四日市医療センター前店 四日市市泊村字西奥４１１０－１ 349-0383

なの花薬局日永北店 四日市市日永西１－４５４６－６ 320-0088

なの花薬局日永西店 四日市市日永西５－５２３ 346-8989

長谷川薬局 四日市市楠町南五味塚８４６ 397-2176

ばん薬局 四日市市釆女が丘１－１５９ 347-5757

ぱんだ薬局 四日市市日永１－１３－２５ 349-4700

ひなが調剤薬局 四日市市日永西３－１－２０ 347-0593

ファーコスうつべ薬局（※） 四日市市小古曽３丁目５番３２号 349-2883

ファーマライズ薬局日永店 四日市市日永西３－７－２２ 349-0610

ふじハート調剤薬局 四日市市貝家町３０３－４ 320-3300

フラワー薬局あさがお店 四日市市泊村内谷１１０２－１ 348-1193

フラワー薬局笹川店 四日市市日永西２－２０－７ 346-1933


