
Email: info@tokai49yakusi.com

東海四十九薬師霊場会 連絡所 世話人 吉田 勲生

〒453-0014 名古屋市中村区則武一丁目22番地 電話（052）451-0773



七番札所 高野山真言宗
福満山 慈心院 神宮寺

寺　院　名

特別札所 天台宗 総本山 延暦寺

電話番号

　077-578-0001

住　　所

〒520-0116 滋賀県大津市坂本本町4220 

三番札所 真言宗 塩岡山 徳楽寺
〒518-0025 三重県伊賀市西高倉3543

ＪＲ関西線 柘植駅よりタクシー 新堂駅より徒歩30分

特別札所 法相宗 大本山 薬師寺
〒630-8563 奈良県奈良市西ノ京町457 　0742-33-6001

〒518-0444 三重県名張市箕曲中村1041 　0595-63-3363

近鉄大阪線・名張駅下車 徒歩25分

十番札所 垂坂山 観音寺

二番札所 真言律宗 福田山 佛勝寺
〒518-0123 三重県伊賀市猪田2159 　0595-21-2619

近鉄 伊賀線猪田道下車 徒歩20分

四番札所 曹洞宗 石松山 瑞泉寺

名鉄常滑線 常滑駅下車 タクシー10分

亀山行バス 稲生郵便局前下車 100ｍ

　0595-21-5874

近鉄伊賀線 上野駅 三重交通 バス 西山線 西高倉下車 徒歩３分

〒479-0803 愛知県常滑市桧原字西前田81-1 　0569-35-3574

名鉄河和線 武豊駅下車 タクシー8分

〒510-0204 三重県鈴鹿市稲生西2-8-16 　059-386-3918

近鉄 名古屋線 白子駅 からタクシー 10分 または

近鉄伊賀線 上野駅よりタクシー

近鉄 四日市 三重交通バス 垂坂行終点下車徒歩７分

　059-331-5448〒510-8037 三重県四日市市垂坂町1266

八番札所 臨済宗東福寺派 龍雲山 桃林寺
〒519-0316 三重県鈴鹿市小岐須町800 　059-371-0528

JR 関西線 加佐登駅 から コミュニティーバス 桃林寺 下車 徒歩５分

九番札所 臨済宗妙心寺派 瑞光山 禅林寺
〒510-1225 三重県三重郡菰野町下村191 　059-393-2040

四日市駅より三重交通バス 阿下楽行き 下村東下車 徒歩３分

五番札所 真言宗豊山派 大宮山 神王寺

六番札所 真言宗醍醐派 瓦岡山 東日寺

ＪＲ亀山駅 三重交通バス 津市役所行 安芸町役場前下車 徒歩15分

〒514-2211 三重県津市芸濃町椋本602 　059-265-3205

近鉄津駅 三重交通バス椋本行 椋本下車 徒歩５分

〒519-1412 三重県伊賀市下柘植2262 　0595-45-4086

一番札所 真言宗 福成就寺



十四番札所 臨済宗妙心寺派
医王山 東光寺

電話番号

　052-501-1757

所　　住名　院　寺

十一番札所 天台宗 善光寺別院 願王寺
 〒452-0822 名古屋市西区中小田井1丁目377

名鉄犬山線 中小田井駅下車 徒歩3分

〒491-0871 愛知県一宮市浅野字前林12 　0586-77-0913

JR東海道本線 尾張一宮駅、 名鉄新一宮駅から

〒503-1543 岐阜県不破郡関ヶ原町今須2591-1 　0584-43-5141

JR東海道線 関ケ原駅 タクシーで７分

〒501-0612 岐阜県揖斐郡揖斐川町小野135 　0585-22-1043

名鉄揖斐線 本揖斐駅下車 タクシー５分

十二番札所 曹洞宗 仙境山 禅林寺

名鉄バス 岩倉行き 浅野公園前下車 徒歩5分

〒504-0835 岐阜県各務原市那加雄飛ヶ丘町129 　0583-83-5411～2

名鉄各務ヶ原線 各務ヶ原市役所前下車 徒歩７分

（本数は少ないがバスは平井口で下車 徒歩３分）

十三番札所 曹洞宗 青坂山 妙応寺

近鉄養老線 揖斐駅 近鉄バス 谷汲行き 東光寺下車 徒歩20分

十六番札所 法相宗

十五番札所 臨済宗 水上殿 水薬師寺
〒500-8426 岐阜県岐阜市加納南広江町49 　058-271-8668

十八番札所 真言宗豊山派 青海山 薬師寺
〒484-0081 愛知県犬山市犬山字薬師26 　0568-61-2362

名鉄犬山線 犬山駅 徒歩１０分

二十番札所 曹洞宗 大福山 薬師寺
〒485-0023 愛知県小牧市北外山1392 　0568-76-2701

名鉄小牧線 間内駅 徒歩５分

名鉄バス 間々観音下車 徒歩15分

十九番札所 曹洞宗 瑠璃光山 玉林寺

　0568-76-4030

名鉄小牧線 小牧駅 タクシー 15分 または

〒485-0082 愛知県小牧市村中691

十七番札所 西山浄土宗 日輪山内 本誓院
〒483-8336 愛知県江南市前飛保町寺町202

名鉄岐阜駅 徒歩 10分、JR岐阜駅 徒歩 ７分

川崎山 薬師寺（薬師寺別院）

　0587-55-5360

名鉄犬山線 江南駅 名鉄バス 江南団地行き 曼陀羅寺下車 徒歩3分



〒489-0838 愛知県瀬戸市寺本町30 　0561-82-2316

JR中央本線 多治見駅より東鉄バス笠原線 羽根駅 下車

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町719 　0572-43-2006

龍吟山 渓雲寺

二十四番札所 臨済宗 妙心寺派

二十三番札所 曹洞宗 亀応山 萬寿寺
〒480-0305 愛知県春日井市坂下町4417 　0568-88-1715

ＪＲ中央本線高蔵寺駅下車 名鉄バス坂下方面行き 坂下下車 徒歩5分

ＪＲ中央本線 神領駅下車 徒歩15分龍光山 瑞雲寺

二十二番札所 臨済宗妙心寺派 〒486-0821 愛知県春日井市神領町1丁目11番4 　0568-81-2310

二十一番札所 天台宗 醫王山 高田寺
〒481-0011 愛知県北名古屋市高田寺383 　0568-21-0887

名鉄犬山線 西春駅 名古屋空港行きバス 高田寺北 下車すぐ

寺　院　名 住　　所 電話番号

地下鉄東山線 一社駅 東へ500ｍ、東名阪自動車道 上社ＩＣ 西へ500ｍ

名鉄バス 瀬戸公園下車 徒歩３分

二十五番札所 曹洞宗 大昌山 宝泉寺

〒489-0923 愛知県瀬戸市城屋敷町34 　0561-84-5533

名鉄瀬戸線 水野駅 下車 徒歩12分 または

名鉄瀬戸線 瀬戸駅 下車 徒歩20分 または

新瀬戸駅 下車 徒歩15分

二十六番札所 曹洞宗 医王山 慶昌院

二十七番札所 曹洞宗 龍華寺 神藏寺

二十九番札所 曹洞宗 医王山 成福寺
〒462-0866 愛知県名古屋市北区瑠璃光町1-8 　052-981-3779

地下鉄名城線 志賀本通下車 徒歩3分

三十番札所 曹洞宗 梅馨山 松音寺

谷口下車南へ徒歩5分

二十八番札所 臨済宗 上野山 永弘院

〒464-0082 愛知県名古屋市千種区上野1-4-18 　052-711-5035

JR名古屋駅か栄の市バスターミナルから 自由が丘行き

〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-11 　052-701-1746

地下鉄名城線 名城公園より如意車庫行き 市バス中丸町下車 徒歩5分

〒462-0053 愛知県名古屋市北区光音寺町2-93 　052-981-9683

JR名古屋駅から市バス 中切町行き 又穂住宅下車 徒歩5分



三十六番札所 天台宗 吉祥山 瀧山寺
　0564-46-2296〒444-3173 愛知県岡崎市滝町字山籠107

名鉄本線 東岡崎駅 大沼方面行きバス 瀧山寺下下車 徒歩3分

三十八番札所 曹洞宗 黄梅山
渭信寺（ソブミ観音）

〒457-0006 愛知県名古屋市南区鳥栖1-6-24 　052-822-2733

名鉄名古屋本線 桜駅下車 徒歩15分

地下鉄名城線 妙音通下車 2番出口より徒歩7分

　052-811-7097

名鉄本線 呼続駅下車 徒歩3分三十一番札所 曹洞宗 竜雲山 法泉寺

寺　院　名

地下鉄 桜通線 野並下車 徒歩5分

号番話電所　　住

〒457-0014 愛知県名古屋市南区呼続2-1-21

三十五番札所 曹洞宗 芙蓉山 蓮華寺
〒444-0948 愛知県岡崎市西本郷町和志山93 　0564-31-6007

名鉄名古屋本線 宇頭駅下車 南へ徒歩10分

地下鉄 桜通線 桜本町下車 徒歩15分

三十二番札所 曹洞宗 大雲山 医王寺

市バス 花井下車 西へ徒歩1分 または 浦里5丁目下車 東へ徒歩2分

三十四番札所 曹洞宗 白龍山 長翁寺

〒458-0801 名古屋市緑区鳴海町字花井町甲50 　052-891-2931

名鉄本線 鳴海下車 北へ徒歩10分

三十三番札所 曹洞宗 薬師山 桂林寺
〒458-0801 名古屋市緑区鳴海町字古鳴海47 　052-891-0484

〒444-3504 愛知県岡崎市上衣文町字神五鞍30 　0564-48-2779

名鉄名古屋本線 本宿駅 くらがり渓谷・額田方面行きバス

衣文観音前 下車・本宿駅より徒歩20分

番外札所 曹洞宗 華嶽山 世楽院
〒436-0341 静岡県掛川市倉真2854 　0537-28-0600

多治見行き 品野下車 徒歩１分

三十七番札所 曹洞宗 龍洞山 久雲寺

〒480-1205 愛知県瀬戸市落合町47 　0561-41-0572

名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅 JRバス 名古屋学院行き または

JR掛川駅 倉新温泉行きバス 谷川下車 徒歩15分

JR浜松駅 気賀三ケ日行きバス 長楽寺入り口下車 徒歩800ｍ

三十九番札所 臨済宗 定光山 金地院

〒431-1305 静岡県浜松市北区細江町気賀8027 　053-522-0924

天竜浜名湖鉄道 気賀駅よりタクシーで５分

〒432-8005 静岡県浜松市西区神ヶ谷町4273 　053-485-0717

JR浜松駅 大久保線・山崎行きバス JA神久呂支所下車 北へ300ｍ天龍山 洞雲寺

四十番札所 臨済宗 方広寺派



四十二番札所 曹洞宗 瑠璃光山 妙法寺
〒470-2101 愛知県知多郡東浦町森岡杉之内46 　0562-83-2786

JR武豊線 尾張森岡駅下車 徒歩8分

〒431-0202 静岡県浜松市西区坪井町1739 　053-447-2254

JR弁天島駅または舞阪駅 浜松行きバス 坪井西下車 北へ徒歩5分冨士山 東光禅寺

四十一番札所 臨済宗妙心寺派

寺　院　名 住　　所 電話番号

四十三番札所 曹洞宗 仙寿山　全久院
〒440-0068 愛知県豊橋市東郷町177 　0532-61-0629

JR豊橋駅 豊橋鉄道東田本線 東田駅下車 北へ徒歩5分

四十四番札所 曹洞宗 薬樹山 医王寺
〒441-3618 愛知県田原市小中山町南郷38 　0531-32-0369

JR豊橋駅 伊良湖行きバス 福江下車 タクシーで10分

四十七番札所 曹洞宗 長松山 正盛院
〒470-2211 愛知県知多郡阿久比町草木草出口7　0569-48-0740

名鉄河和線 巽が丘駅下車 タクシー10分

上野間駅より中部国際空港行きバス 坂井下車 徒歩7分

四十五番札所 曹洞宗 醫王山 東光寺

名鉄河和線 知多半田駅 亀崎行きバス 乙川栄町下車 徒歩5分

四十六番札所 曹洞宗 清涼山 海蔵寺

〒475-0063 愛知県半田市乙川若宮町25 　0569-21-0623

JR武豊線 乙川駅下車 北へ徒歩10分

〒479-0809 愛知県常滑市坂井天王甲16・17合 　0569-37-0316

名鉄知多新線 上野間駅下車 徒歩20分

番外札所 曹洞宗 宝伝山 薬師堂
〒470-2211 愛知県知多郡阿久比町草木峯畑61 　0569-48-0740

名鉄河和線 巽が丘駅下車 タクシー10分

四十八番札所 天台宗 薬王山 法海寺
〒478-0001 愛知県知多市八幡平井16 　0562-32-1959

名鉄常滑線 寺本駅下車 徒歩5分

名鉄常滑線・河和線 太田川駅下車 タクシー10分

四十九番札所 曹洞宗 法憧山 普済寺

〒477-0032 愛知県東海市加木屋町西御門23 　0562-33-2044

名鉄河和線 南加木屋駅下車 タクシー5分


