
在宅訪問が可能な薬局（案）（１／２頁）
　　令和2年1月作成

北見市 　　　　　　　　　　　　　　　令和3年12月一部改変

薬局名 住所 電話番号 FAX番号

アイン薬局　常呂町店 常呂町字常呂５７３－２ 0152-63-2251 0152-63-2255 あり 薬局より16㎞以内 あり 平日営業時間内 〇

アイン薬局　中央三輪店 中央三輪２丁目３０２番地３ 0157-33-3223 0157-33-3224 あり 北見自治区 あり 月火金13～18時　水13～15時 〇

アイン薬局　北見店 寿町２丁目４－１０ 0157-26-3313 0157-26-3314 あり 寿町付近 あり 水14時～16時 〇 状況による

アイン薬局　北見美山店 美山町東２丁目６８番６９ 0157-66-0062 0157-66-0063 あり 北見自治区 あり 月・水・木 〇

イワタ調剤薬局 清月町８－１ 0157-68-1525 0157-68-1535 あり 北見自治区 あり 月・金 ×

大通東調剤薬局 大通東５丁目１３番１ 0157-69-7755 0157-69-7756 なし なし 〇

高栄調剤薬局 高栄東町４丁目１－１０ 0157-22-4189 0157-22-4191 なし あり できれば水午後 △

桜町調剤薬局 桜町５丁目２０－３ 0157-32-7700 0157-62-7701 なし なし 〇

さくら薬局　北見店 北３条西４丁目１１番地２ 0157-26-3636 0157-26-6006 なし なし 〇

さくら薬局　北見南仲町店 南仲町１丁目６－３４ 0157-32-7010 0157-32-7011 なし なし 〇

三本木薬局　幸店 幸町1丁目２－８ 0157-33-4700 0157-61-0621 なし なし 〇

三本木薬局　東店 北５条東４丁目１ 0157-24-9923 0157-24-9945 あり 北見市内 あり 月～金 〇

三本木薬局　端野店 端野町２区７９３－３ 0157-56-2441 0157-67-6245 なし なし 〇

サンライズ調剤薬局 中央三輪５丁目４２７番地６５ 0157-36-9339 0157-36-4976 なし なし 〇

とんでん調剤薬局 とん田西町２１１－２２ 0157-68-2520 0157-68-2521 あり 北見市内 あり 曜日・時間に応じて 〇

ナカジマ薬局北見日赤前店 北６条東３丁目２－３ 0157-66-2555 0157-66-2556 なし あり 平日（土日は厳しい場合あり） 〇

なの花薬局　一条店 北１条西４丁目２－１ 0157-66-0002 0157-66-0123 あり 北見市内 あり 営業時間内 ×

なの花薬局　北見東三輪店 東三輪２丁目５４番地９ 0157-22-8931 0157-22-8932 なし あり 繁忙時以外 △ 状況による

なの花薬局　北5条店 北５条東３丁目 0157-26-2070 0157-26-2227 なし あり 平日営業時間内 〇

なの花薬局　大通店 大通西２丁目１番地 まちきた大通ビル１Ｆ 0157-31-8171 0157-31-8172 なし あり 月～金 ×

なの花薬局北見寿町店 寿町５丁目１－４ 0157-22-2710 0120-003-724 なし なし ×

２条調剤薬局 北２条西３丁目１４番地２ 0157-68-2222 0157-68-2211 なし なし ×

日本調剤みわ薬局 東三輪３丁目17番５２ 0157-22-1012 0157-22-1047 あり 北見市・訓子府町・置戸町 なし 〇

ノルデン薬局　北見店 とん田東町４５０番９ 0157-69-8077 0157-69-8079 あり 薬局から徒歩圏内 なし △ 状況による

ピース薬局 高栄東町４丁目１６４－１３９ 0157-33-5171 0157-33-5172 なし あり 月・火・木・金の午後　 〇

ひまわり調剤薬局 北２条西４丁目１２－１ 0157-26-1500 0157-26-1601 なし あり 火・水の午前中 ×

フィール調剤薬局　愛し野店 端野町３区３６６番１０ 0157-33-4755 0157-33-4756 あり 薬局近隣（遠方は要相談） なし 〇 状況による

フィール調剤薬局　寿店 寿町３丁目４番２０ 0157-66-0888 0157-66-0884 なし あり 営業時間外は転送電話にて対応 〇

フィール調剤薬局　夕陽ヶ丘店 高栄東町１丁目２４－２４ 0157-25-1777 0157-25-1778 あり 高栄東町周辺 あり 月～土（日・祝不可　） 〇

一社）北海道薬剤師会　北見支部

訪問可能なエリアの制限 訪問可能な曜日・時間の制限
退院時カンファレンスや
担当者会議等の参加



在宅訪問が可能な薬局（案）（２／２頁）
　　令和2年1月作成

北見市（つづき） 　　　　　　　　　　　　　　　令和3年12月一部改変

薬局名 住所 電話番号 FAX番号

ふじき調剤薬局 三楽町１３４番地の３ 0157-66-2250 0157-66-2251 あり 北見市内・端野・相内 あり 水15時以降 ×

ポテト調剤薬局 北３条西４丁目９番地 0157-26-6677 0157-26-6688 なし なし 〇

ポテト五条薬局　　　　　　　　　　 北５条西４丁目７－２ 0157-24-0017 0157-24-0020 なし なし 〇

ポテトるべ薬局 留辺蘂町東町３９－２ 0157-42-5700 0157-42-5701 あり 留辺蘂地区 あり 状況に応じて △ 状況による

ミント調剤薬局 北６条東２丁目１－５ 0157-31-3310 0157-31-3317 あり 繁忙時間帯以外 あり 北見・端野自治区 △ 状況による

もとまち調剤薬局 本町３丁目７－７ 0157-61-8141 0157-61-8142 あり 状況に応じて あり 状況に応じて △ 状況による

美幌町

薬局名 住所 電話番号 FAX番号

いなみ薬局 美幌町字稲美５９－１２９ 0152-75-0300 0152-75-0311 あり 美幌町 なし 〇
カドカワ薬局　 美幌町新町２丁目５１ 0152-73-2045 0152-73-0336 あり 美幌町 あり 休日ｏｒ業務終了後 ×
カドカワ薬局　仲町店 美幌町字仲町１丁目１０１－１ 0152-75-2700 0152-73-5005 あり 美幌町 あり 休日ｏｒ19時以降 △
中村薬局 美幌町字仲町２丁目４６ 0152-73-2771 0152-73-3522 あり 美幌町 あり 平日営業時間内 〇
ひさやま薬局 美幌町大通北３丁目１２ 0152-73-2837 0152-73-5692 あり 美幌町 あり 平日の午後 〇

津別町

薬局名 住所 電話番号 FAX番号

加藤信陽堂薬局 津別町幸町５ 0152-76-2615 0152-76-1116 あり 津別町内 あり
月～土 （日・祝　5/3～6・

8/13～15・12/29～1/3不可
）

〇

訪問可能なエリアの制限 訪問可能な曜日・時間の制限
退院時カンファレンスや
担当者会議等の参加

訪問可能なエリアの制限 訪問可能な曜日・時間の制限
退院時カンファレンスや
担当者会議等の参加

一社）北海道薬剤師会　北見支部

訪問可能なエリアの制限 訪問可能な曜日・時間の制限
退院時カンファレンスや
担当者会議等の参加


