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エリア 薬局名 担当 電話番号
ＦＡＸ
番号

休業日 営業時間 訪問可能時間

西 野の花薬局 本郷　真澄 27-0860 27-0861 日･祝
8:30-19:30
土8:30-12:30

要相談

東 原町薬局 射手矢　愼一 26-3133 24-6871 日･祝
8:00-19:00
土8:00-15:00

木土日以外13時～17時

西 松原調剤薬局 馬場　美奈 26-8777 26-8778 水･日･祝
9:00-19:00
土9:00-13:00

木13時～15時

東 アピス薬局 彦根店 野口　直之 21-2552 21-2553 日･祝
9:00-19:00
木土
9:00-13:00

月火水金１３時～１５時

東 後三条ハッピー薬局 北澤　嗣久 24-3650 24-3651 日･祝

9:00-13:00
15:00-18:30
木土
9:00-13:00

月～金13時～15時

東 せり薬局 射手矢　雄一 21-4327 21-4328 木・日･祝
9:00-19:30
土9:00-12:30

要相談

東 のぞみ薬局東沼波店
安福　栄子
山本　達也

47-6656 47-6790 日･祝
9:00-19:00
木土9:00-12:30

要相談

東 丁子屋薬局 近藤　嘉男 22-2702 23-7863 木･祝 9:00-19:00 要相談

東 のぞみ調剤薬局 古野　芳行 26-1345 26-1349 日･祝
8:30-19:00
木8:30-16:30
土8:30-12:30

要相談

東 ツタ薬局彦根店 川嶋　徹也 47-6402 47-6403 日･祝
9:00-19:00
金土 9:00-
12:30

金曜・土曜13時～

東 スギ薬局彦根中央店 善塔　達也 49-2012 49-2013 土･日･祝 9:00-19:00 要相談

東 アピス薬局 沼波店 野口　直之 21-3935 21-3936 木･日･祝
9:00-19:00
土9:00-13:00

土曜14時～

東 すみれ調剤薬局 射手矢　愼一 24-9519 24-9529 日･祝
9:00-19:30
木土9:00-12:30

要相談

中 キリン堂薬局彦根市立病院前店藤井　真吾 27-6166 27-6167 土･日･祝 9:00-18:00 月～金9時～18時

中 きずな薬局 若林　一喜 47-6951 47-6952 日･祝
9:00-19:30
木土
9:00-14:00

月火水金13時～15時

中 スギ薬局 彦根西今店 山田　ゆかり 21-3520 27-1960 無休 9:00-21:00 月～土9時～21時

中 阪神調剤薬局 彦根北店 平田　吉彦 30-0818 30-0819 土･日･祝 9:00-18:00 月～金16時以降・要相談

中 彦根かいえ薬局 清水　寛介 30-3161 30-3162 日･祝
8:30-19:00
木8：30-18:00
土8:30-12:00

要相談

南 キリン堂薬局南彦根
田村　晴香
土谷　祐太郎

21-3098 21-3099 木･祝
9:00-18:00
土日
9:00-17:00

木・祝以外
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南 阪神調剤薬局 南彦根店 増崎　詞子 22-6673 22-6657 日・祝 9:00-19:00 要相談

南 そうごう薬局彦根日夏店 青木　哲朗 30-9811 30-9812 日･祝
9:30-19:30
水土
9:30-14:00

営業時間内

南 リリー薬局 池田　富美子 24-8860 24-8861 日･祝
7:30-19:00
金土
7:30-12:30

要相談

南 ユタカ薬局 彦根南
竹内　康佑
浅見　高光

21-3390 21-3391 日･祝
9:00-19:00
土9:00-13:00

要相談

南 さん調剤薬局 三吉　隆治 47-5329 47-5328 日･祝
9:00-19:00
木9:00-17:00
土9:00-13:00

火木金13時～15時

南 スギ薬局 南彦根店 大志万　哲哉 30-1670 22-2711 無休 10:00-20:00 要相談

南 ぷるす調剤薬局
三浦　崇
成宮　裕二
玉村　厚子

23-9211 23-9217 祝 8:30-17:00 要相談

彦 たかみや薬局 北野　賢 47-5432 47-5434 日･祝
9:00-18:30
火9-17 木9-15
土9-12:30

要相談

彦 スギ薬局河瀬店 堂本　研吾 28-7511 28-7512 無休 9:00-21:00 月～土9時～21時

南 わかば薬局 豊田　和男 28-7837 28-7838 日･祝
8:00-19:00
木8:00-15:00
土8:00-13:00

火水13時～16時・要相談

南 ユタカ調剤薬局 日夏 畑木　智裕 28-9302 28-9303 日･祝
9:00-20:00
土9:00-15:00

要相談

南 河瀬調剤薬局 橋本　智子 25-2771 25-2779 日･祝
9:00-19:00
水9:00-17:00
土9:00-12:30

要相談

稲 アピス薬局　稲枝店 中川　毅彦 47-8073 47-8079 日･祝
9:00-19:00
火土
9:00-13:00

月水木金14時～16時

稲 スギ薬局稲枝店 平　正輝 43-8025 43-8026 日･祝
9:00-20:00
土9:00-15:00

要相談

稲 いなえ澁谷薬局 澁谷　周年 43-7250 43-7255 日･祝
8:30-19:00　木
土
8:30-13:00

月火水の午後

豊 ふれあい回天堂薬局 堀部　純一 35-5480 35-5485 日･祝
9:00-17:00　土
9：00-14:00

要相談

豊 ヤクゴ薬局 豊郷店 元持　かおり 35-5188 35-3821 日･祝
9:00-18:00
土9:00-17:00

平日14時～16時

豊 ヤクゴ薬局 南豊郷店 35-3281 35-3282 日･祝
9:00-18:30　水
9:00-17:00
土9:00-13:00

水日以外で要相談

愛 キクヤ調剤薬局 愛知川店 河居　誠 42-8558 42-6551 日･祝･木
9:00-18:00　土
9:00-12:30

月火水金13時～15時

愛 のぞみ薬局 愛知川店 山内　正勝 42-2340 42-6911 日･祝
9:00-19:00
土9:00-13:00木
9:00-17:00

要相談

愛 ツタ薬局愛荘店
別役　末治
上林　安喜

49-5285 49-5265 日・祝

9:00-13:00
15:00-19:30
土9:00-13:00木
8:00-16:00

要相談



【在宅受入可能薬局】「彦根薬剤師会　在宅受入可能薬局リスト」に掲載以外の薬局

＊「彦根薬剤師会　在宅受入可能薬局リスト」に掲載以外の薬局より情報を提供いただいた薬局について随時掲載しています。

＊直近の情報につきましては、必ず事前に薬局にお問い合わせください。

薬局名 担当 住所 電話番号 FAX 休業日 営業時間 訪問可能時間 情報提供日

1 すずらん薬局
津田智子

下松谷輝
彦根市西今町138‐11

 (0749)

 26-5277

 (0749)

 26-5281
日・祝

 月・火・水・金

    9:00-20:00

 木・土

    9:00-15:00

午前～17:00 2019.11.13


