アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜東海エリア＞

＜静岡県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

メディオ薬局 大岡下石田店

静岡県沼津市大岡1158

055-954-1111

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)JR沼津駅南口より徒歩30分
(2)東海バス久保停留所より徒歩5分

メディオ薬局 大岡高田店

静岡県沼津市大岡1998

055-941-8500

月・火・木・金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

伊豆箱根バス自由ヶ丘停留所より徒歩3分

メディオ薬局 大岡日吉店

静岡県沼津市大岡1743-1

055-964-2255

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～12:00

伊豆箱根鉄道バス日吉停留所より徒歩10分

メディオ薬局 米山町店

静岡県沼津市米山町10-31

055-920-3131

月～金 8:45～18:00
土 8:45～13:00

JR沼津駅北口より徒歩7分

メディオ薬局 高沢町店

静岡県沼津市高沢町6-21

055-926-7272

月～金 8:45～18:30
土 8:45～12:45

JR東海道線沼津駅より徒歩10分

メディオ薬局 若葉町店

静岡県沼津市若葉町4-10

055-929-1111

月～金 8:45～18:45
土 8:45～12:45

(1)東海道線沼津駅北口より徒歩20分
(2)富士急バス寿町バス停より徒歩15分

メディオ薬局 宮前町店

静岡県沼津市宮前町13-4

055-941-8826

月・火・木・金 9:00～18:15
水・土 9:00～12:15

富士急シティバス寺下バス停より徒歩10分

メディオ薬局 根古屋店

静岡県沼津市根古屋308-1

月・火・木・金 8:45～18:30
055-967-9779 水 8:45～17:00
土 8:45～13:00

(1)JR原駅より徒歩30分
(2)富士急バス青野停留所より徒歩5分

メディオ薬局 原店

静岡県沼津市原1533-2

月～水・金 8:50～18:00
055-968-0222 木 8:50～17:00
土 8:50～12:30

JR原駅北口より徒歩15分

静岡県沼津市添地町206

月～水・金 8:30～18:30
055-951-6332 木 8:30～17:00
土 8:30～12:30

JR沼津駅南口より徒歩5分

メディオ薬局 添地町店

メディオ薬局 上香貫槇島町店静岡県沼津市上香貫槇島町1270-1

055-935-1818

月～金 8:45～18:45
土 8:45～12:45

(1)JR東海道線沼津駅南口より東海バスにて約15分、
西島町南口バス停下車徒歩5分

メディオ薬局 下香貫樋ノ口店 静岡県沼津市下香貫樋ﾉ口1706-1

055-935-5777

月～金 8:45～18:15
土 8:45～12:15

(1)JR東海道線沼津駅より車で15分
(2)伊豆箱根バス牛臥入口より徒歩2分

メディオ薬局 下香貫馬場店

静岡県沼津市下香貫馬場488-2

055-935-1700

月～金 8:30～17:45
土 8:30～12:15

(1)東海道線沼津駅から車で15分
(2)東海バス二瀬川バス停より徒歩1分
(3)東海バス馬場バス停より徒歩1分

メディオ薬局 八幡町店

静岡県沼津市八幡町27-3

月・火・木・金 8:45～18:00
055-964-3808 水 9:00～17:00
土 8:45～13:00

メディオ薬局 裾野御宿店

静岡県裾野市御宿330-5

055-994-9900

月～金 8:30～18:00
土 8:30～13:00

富士急行バス御宿下バス停より徒歩2分

メディオ薬局 三島南町店

静岡県三島市南町8-9

055-983-5555

月～水・金 8:30～18:45
木・土 8:30～12:45

(1)三島田町駅広小路駅より徒歩15分
(2)一本松バス停から徒歩5分

メディオ薬局 柿田店

静岡県駿東郡清水町柿田161-1

055-983-1188

月～金 8:45～18:00
土 8:45～13:00

東海バス岡村記念病院バス停より徒歩1分

メディオ薬局 長沢店

静岡県駿東郡清水町長沢256-1

055-983-5858

月～金 8:45～18:15
土 8:45～13:00

東海バス藤倉アパート前バス停より徒歩2分

メディオ薬局 伏見店

静岡県駿東郡清水町伏見788-1

メディオ薬局 徳倉店

静岡県駿東郡清水町徳倉1570-1

メディオ薬局 納米里駅前店

静岡県駿東郡長泉町納米里67-3

メディオ薬局 中土狩店

静岡県駿東郡長泉町中土狩337-5

メディオ薬局 長泉本宿店

静岡県駿東郡長泉町本宿岸田314-5

メディオ薬局 宇佐美店

静岡県伊東市宇佐美1936-29

ヒカリ薬局 富士店

静岡県富士市平垣109-10

メディオ薬局 西宮島店

静岡県富士市川成島756-1

メディオ薬局 宮島店

静岡県富士市宮島13-3

メディオ薬局 水戸島店

静岡県富士市宮島183-2

メディオ薬局 米之宮店

静岡県富士市米之宮町236

0545-65-0202

月～金 8:30～18:30
土 8:30～13:00

アイン薬局 富士中央店

静岡県富士市高島町105

0545-30-9129

月～金 8:30～18:00
土9:00～12:00

アイン薬局 富士吉原店

静岡県富士市吉原4丁目6-27

0545-30-9910

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

メディオ薬局 石坂店

静岡県富士市石坂168-6

0545-23-3100

月～金 8:45～18:15
土 8:45～12:45

月～水・金 8:45～18:00
055-991-5000 木 8:45～16:45
土 8:45～12:45
月～水・金 8:30～18:15
055-932-1405 木 8:30～17:00
土 8:30～12:45
月・火・木・金 8:30～18:00
055-988-8883 水 8:30～16:30
土 8:30～12:30
月～水・金 8:45～18:15
055-988-6800
木・土 8:45～12:15
月・火・木・金 8:45～18:15
055-980-5770 水 8:45～16:45
土 8:45～12:15
月～水・金 8:45～18:15
0557-48-1166 木 8:30～12:45
土 8:45～12:45
月～水・金 8:30～19:00
0545-65-3685 木 9:00～17:00
土 8:30～17:00
月～水・金 8:45～18:15
0545-66-3325 木 8:45～12:30
土8:45～12:15
月・火・木・金 8:30～18:30
0545-65-6667
水 8:30～12:30
土8:30～13:30
月～水・金 8:30～18:00
0545-66-5566
土 8:30～13:30
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JR沼津駅南口から徒歩10分

(1)JR東海道線三島駅から徒歩30分
(2)伊豆箱根鉄道広小路駅から徒歩15分
JR沼津駅南口より車で20分

JR御殿場線長泉なめり駅改札より西側へ徒歩1分
富士急シティバス「幸原」下車徒歩8分
JR御殿場線大岡駅から徒歩12分
伊東線宇佐美駅より徒歩7分
(1)JR東海道線｢富士駅｣より徒歩15分
(2)富士急静岡バス「ひまわりバス」で「川村病院前」下車
JR東海道線富士駅南口より徒歩20分

JR東海道線富士駅南口より徒歩20分
東海道線富士駅南口から徒歩20分
身延線竪堀駅より徒歩20分
(1)JR東海道本線｢富士駅｣より徒歩18分
(2)東海道新幹線｢新富士駅｣北口よりバスで｢中央公園｣下
車徒歩3分
(1)JR｢富士駅｣より「富士吉原行き」バスで15分
(2)JR新幹線｢新富士駅｣より「富士吉原行き」バスで15分
JR東海道線吉原駅から車で15分
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店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

メディオ薬局 大岩店

静岡県富士宮市大岩277-8

0544-25-1100

月～木 9:00～18:00
土 9:00～16:00

富士急静岡バス大岩バス停より徒歩2分

メディオ薬局 西町店

静岡県富士宮市西町23-1

0544-25-6565

月～水・金 9:00～18:30
土 9:00～12:30

身延線西富士宮駅より徒歩5分

メディオ薬局 弓沢町店

静岡県富士宮市弓沢町799

0544-66-8677

月・火・木・金 8:30～18:00
水土 8:30～12:15

身延線富士宮駅より徒歩20分

ヒカリ薬局 富士宮店

静岡県富士宮市東町27-6

月～水・金 8:30～13:00、
0544-25-9001 14:30～19:00
木・土 8:30～13:00

メディオ薬局 長谷通店

静岡県静岡市葵区安東1丁目21-12

054-200-2755

月・火・木・金 8:30～18:30
水・土 8:30～12:00

静岡鉄道新静岡駅より徒歩15分

メディオ薬局 丸子店

静岡県静岡市駿河区丸子2丁目2-12

054-201-1330

月・火・木・金 8:45～18:00
水・土 8:45～12:00

JR東海道線安倍川駅西口から徒歩15分

アイン薬局 榛原店

静岡県牧之原市細江2937-1

0548-24-0281

月・木 8:30～19:30
火・水・金 8:30～13:00

｢藤枝駅｣南口より｢相良営業所行｣バス「榛原総合病院」下
車徒歩3分

メディオ薬局 岡部内谷店

静岡県藤枝市岡部町内谷60-1

054-639-7166

月・火・木・金 8:20～18:00
水・土 8:20～12:30

静鉄バス藤枝市岡部支所前より徒歩3分

JR身延線｢富士宮駅｣より徒歩5分

アイン薬局 静岡店

静岡県静岡市駿河区曲金4丁目13-17

054-280-6088

月～金 8:30～18:00
土9:00～11:00

(1)JR東海道線「静岡駅」北口よりバスで約10分
(2)JR東海道線「静岡駅」南口よりタクシーで約7分
(3)JR東海道線「東静岡駅」南口よりタクシーで約5分
(4)静岡鉄道「新静岡駅」よりバスで約10分

メディオ薬局 中田本町店

静岡県静岡市駿河区中田本町49-8

054-654-0117

月～水・金 8:45～18:45
土 8:45～13:15

JR静岡駅より徒歩15分

メディオ薬局 宮加三店

静岡県静岡市清水区宮加三84-5

054-337-3232

月～金 8:45～18:00
土 8:45～12:30

静鉄バス市立病院行「日本平運動公園入口」停留所
すぐ横

メディオ薬局 小石川町店

静岡県藤枝市小石川町2丁目10-16

054-644-1416

月・火・木・金 8:45～17:00
土 8:45～15:00

(1)東海道線藤枝駅北口より徒歩15分
(2)東海道線藤枝駅北口よりバス5分

メディオ薬局 駅前三丁目店

静岡県藤枝市駅前3丁目14-5

054-646-3245

月～水・金 8:30～18:30
土 8:30～13:30

藤枝駅北口から徒歩10分

アイン薬局 羽衣店

静岡県藤枝市水上266-2

054-646-9341

月～金 9:00～17:15
土 9:00～13:00

(1)藤枝駅より徒歩15分
(2)藤枝駅より静岡鉄道バス「葉梨線・駿河台線」にて「藤枝
平成記念病院前」バス停下車すぐ

アイン薬局 藤枝店

静岡県藤枝市駿河台2丁目17-24

054-645-5022

月～金 8:30～20:00
土 8:30～17:00

JR｢藤枝駅｣北口より「藤枝市立病院行」バス「藤枝市立病
院」下車徒歩2分

アイン薬局 駿河台店

静岡県藤枝市南駿河台5丁目4-23

054-645-5501

月～金 8:30～18:00
土 8:30～13:00

JR｢藤枝駅｣北口より「藤枝市立病院行」バス「藤枝市立病
院」下車徒歩1分

静岡県島田市野田1225-14

0547-33-3170 月～金 9:00～18:00

(1)JR東海道本線｢島田駅｣より｢島田市民病院行」(金谷島
田病院線または島田静波線）静鉄バス「島田市民病院」下
車
(2)JR東海道本線｢島田駅｣より「大津線 天徳寺方面行」島
田市コミュニティバス「島田市民病院北」下車

アイン薬局 浜松店

静岡県浜松市東区将監町24-10

月～金 9:00～18:00
053-411-5171
土 14:00～16:00

(1)JR「浜松駅」より蒲小沢渡線バス(10番乗り場・系統番号
71、74、78）｢労災病院｣下車徒歩1分
(2)JR[浜松駅｣より労災･篠ヶ瀬線バス（系統番号85）｢労災
病院｣下車徒歩1分（浜松労災病院前）

アイン薬局 浜松住吉店

静岡県浜松市中区住吉1丁目24-1
NTT住吉ビル1F

053-478-2888

アイン薬局 浜松中央店

静岡県浜松市中区中央1丁目15-5
浜松メディカルパークビル1F

月～金 9:00～19:00
053-456-4957 土 9:00～18:00
日 8:30～12:00

(1)JR｢浜松駅｣より徒歩7分
(2)遠州鉄道｢遠州病院駅｣より徒歩2分

アイン薬局 こさい店

静岡県湖西市新所岡崎梅田入会地字
藤ヶ池15-71

月～水・金 9:00～18:30
053-573-0181 木 9:00～17:00
土 9:00～14:00

JR新所原駅より徒歩15分

メディオ薬局 恒武町店

静岡県浜松市東区恒武町119-2

月・木・金 9:00～18:00
053-545-9700 水 10：00～18:00
土 9：00~14：30

東名浜松ICから車で5分

メディオ薬局 きらりタウン店

静岡県浜松市浜北区染地台1丁目25-6

053-581-9700

アイン薬局 島田店

月～水・金 8:30～18:00
木・土 8:30～13:00

月～水・金 8:45～18:45
木・土 8:45～12:30
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JR｢浜松駅｣よりバスで「せいれい病院」下車徒歩1分

遠州鉄道積志駅より遠鉄バス染地台一丁目バス停より北
へ３分
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＜岐阜県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

アイン薬局 美濃店

岐阜県美濃市中央4丁目3-16

0575-31-1620 月～金 8:30～18:00

アイン薬局 那加店

岐阜県各務原市那加西市場町7丁目288-3

058-380-1027

月・火・木・金 8:30～19:00
土 8:30～13:30

主な交通手段
岐阜バス；高美線・八幡線・牧谷線・高速名古屋線で
美濃病院下車
(1)JR那加駅より車で5分
(2)名鉄新那加駅より車で6分

＜愛知県＞
店舗名

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段
豊橋駅より「豊橋医療センター前行き」「赤岩口行
き」バス30分

アイン薬局 豊橋東店

愛知県豊橋市飯村町字高山207-5

0532-69-1366 月～金 8:30～18:00

アイン薬局竜美台店

愛知県岡崎市竜美台1丁目3-13
フィオーレ竜美台1F

0564-64-5034

月～金 9:00～18:45
土 9:00～13:00

名古屋鉄道名古屋本線 男川駅より徒歩13分

中岡崎調剤薬局

愛知県岡崎市中岡崎町10-12

0564-28-8211

月～金 9:00～19:00
土9:00～14:00

(1)岡崎公園前駅（名鉄）徒歩5分
(2)中岡崎駅（愛環）徒歩4分

アイン薬局 西端店

愛知県碧南市湖西町1丁目28

月・火・木・金 9:00～19:30
0566-43-3103 水 9:00～17:00
土 9:00～13:00

名鉄三河線北新川駅より徒歩45分
名鉄三河線北新川駅より車で20分

幸生堂調剤薬局 小垣江店

愛知県刈谷市小垣江町上広24-1

月・火・水・金 9:00～19:30
0566-25-3363 木 8:30～16:30
土 9:00～13:30

名鉄三河線小垣江駅から徒歩10分

幸生堂調剤薬局 松栄町店

愛知県刈谷市松栄町3丁目1-16

0566-62-4103 月～土 9：00～19:30

JR東海野田新町駅より南東へ徒歩18分

アイン薬局 中小田井店

愛知県名古屋市西区中小田井3丁目384-2

052-325-6671

アイン薬局 中村日赤店

愛知県名古屋市中村区元中村町3丁目1-2

052-414-7555

ひまわり薬局 大永寺店

愛知県名古屋市守山区永森町341

月～金 9:00～18:00
土 14:00～17:00
月～水・金 9:00～19:30
052-725-8108 土 9:00～13:00

アイン薬局 豊明店

愛知県豊明市間米町島川2160

0562-38-6733

月・火・木・金 9:00～19:00
土 9:00～12:30

名鉄バス「島川」下車徒歩1分

こさか調剤薬局

愛知県豊田市小坂町7丁目66-3

0565-37-1866

月～金 9:00～17:00
土 9:00～13:30

名鉄バス

エイト瀬木薬局

愛知県常滑市字乙田29 -11

0569-36-2127

月・火・水・金 9:00～19:00
木･土 9:00～13:00

名鉄電車常滑線駅より南東へ徒歩15分

エイト薬局 あすか台店

愛知県常滑市飛香台7 丁目3 -1

0569-36-2126 月～金 8:30～18:00

名鉄常滑線常滑駅より北東へ車で4分

月～水・金 9:00～19:15
木・土 9:00～12:30

名古屋鉄道犬山線

中小田井駅より徒歩10分

地下鉄東山線中村日赤駅より徒歩4分
JR中央本線 新守山駅より徒歩14分

洞泉時前バス停すぐ

ナイス薬局 こまき店

愛知県小牧市常普請1丁目33

0568-74-0177 月～金 9:00～18:00

(1)名鉄岩倉駅から｢小牧市民病院前経由 名鉄こまき駅行
き」バスで20分 ｢小牧市民病院前｣下車徒歩1分
(2)名鉄小牧駅から「小牧市民病院前小木 経由岩倉行き」
バスで5分 ｢小牧市民病院前｣下車すぐ

しのぎ調剤薬局

愛知県春日井市篠木町6丁目2番地4

月～水・金 9:00～19:30
0568-86-5400 木9:00～17:00
土 9:00～12:30

JR中央線春日井駅より徒歩20分

アイン薬局 甚目寺店

愛知県あま市西今宿八反田55-2

052-462-0025

月～金 9:00～18:00
土14:00～17:00

名鉄 甚目寺駅より 徒歩10分

はごろも薬局

愛知県一宮市羽衣1丁目5-7

0586-24-0234

月～金 8:30～18:00
土 8:30～15:00

(1)名鉄バス「総合大雄会病院前」バス停より東へ徒歩5分
(2)i-バス「羽衣」バス停より南へ徒歩3分
JR尾張一宮駅・名鉄一宮駅より
(1)名鉄バス「宮田本郷行」「川島行」約15分。「市民病院前」
下車徒歩約2分
(2)i-バス「左回り」約15分。「19市民病院前」下車徒歩約2分

ナイス薬局 いちのみや店

愛知県一宮市文京2丁目4-35

0586-28-8255 月～金 8:30～17:45

アイン薬局 大江店

愛知県一宮市大江1丁目3-8

0586-73-4633

アイン薬局 稲沢店

愛知県稲沢市長束町観音寺田150

0587-34-5350 月～金 9:00～18:00

アイン薬局 一宮西店

愛知県一宮市開明字東石亀34

0586-47-6652

月～金 8:30～18:00
土 8:30～15:00

名鉄尾西線開明駅より徒歩14分

あい愛薬局

愛知県愛西市勝幡町駅前東141-2

0567-22-1234

月・火・木・金9:00～18:00
水・土9:00～12:00

名鉄津島線勝幡駅より徒歩5分

アイン薬局 大垣南店

愛知県大垣市南若森町252-2

0584-71-6205

火・水・金・土 9:00～18:30
木・日 9:00～12:00

(1)養老鉄道養老線「美濃青柳駅」から徒歩13分
(2)近鉄バス｢大垣工業高口｣から徒歩3分

月～金 8：30～19：00
土 8：30～15：00

（1）JR東海道本線「尾張一宮駅」から徒歩15分
（2）名鉄バス「総合大雄会病院前」から徒歩1分
(1)名鉄名古屋本線国府宮駅より徒歩6分
(2)JR稲沢駅より車で5分 徒歩25分

＜三重県＞
店舗名
なかよし調剤薬局 青山店

所在地
三重県伊賀市別府151

なかよし調剤薬局 希央台店 三重県名張市希央台3番町6-2
なかよし調剤薬局 久米店

三重県伊賀市久米町大坪666-4

なかよし調剤薬局 阿山店

三重県伊賀市馬場1122-2

電話番号
0595-53-0800

営業時間

主な交通手段

月・火・水・金 9:00～18:30
近鉄「青山町駅」下車 徒歩5分
木・土 9:00～12:30

月・火・木・金 8:00～19:00
水・土 8:00～13:00
月～水・金 9:00～19:00
0595-26-0064 木 9:00～17:00
土 9:00～12:30
0595-64-6004

月～水・金 9:00～18:00
0595-43-1660 木 9:00～17:00
土 9:00～12:00
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近鉄「名張駅」から徒歩10分
(1)伊賀鉄道「桑町」駅下車、徒歩5分
(2)三重交通バス「名阪東インター」停留所下車、徒歩すぐ
三重交通バス「伊賀市役所阿山支所」停留所下車 徒歩す
ぐ
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