
【横浜市青葉区】
最寄り駅 最寄り駅詳細

所  要  時  間 薬 局 名 主たる薬剤師 所　在　地  TEL( 上段 )
 FAX( 下段 ) 開 局 時 間 定 休 日 医療機関

連携の有無
月平均の訪問
延べ人数

無菌製剤
処理調剤

在宅認定
薬 剤 師

1 青葉台駅 東急 田園都市線 青葉台駅 
徒歩２０分

クオール薬局
たちばな台店 山口　久枝 227-0046

横浜市青葉区たちばな台 2-7-8
045-960-6189
045-960-6289 ９：００～１７：３０ 日・祝 有 350 人 可

2 青葉台駅 東急 田園都市線 青葉台駅 
徒歩２分 薬樹薬局 青葉台 浦田　薫

227-0062
横浜市青葉区青葉台一丁目 14 番地 1
第二青葉台ﾋﾞﾙ 2 階 201 号室

045-982-4828
045-982-0623

９：００～１９：３０
土　９：００～１７：３０ 日・祝 有 1 人 否

3 青葉台駅 東急 田園都市線 青葉台駅 
徒歩１０分

薬局フィルファ
ーマシー 村上　信子 227-0054

横浜市青葉区しらとり台 1-12
045-985-2388
045-985-2389

９：００～１９：００
土　９：００～１７：００

日・祝・年末年始
（１２／３０～１／３） 有 9 人 否

4 青葉台駅
十日市場駅

東急 田園都市線 青葉台駅・
ＪＲ 横浜線 十日市場駅 徒歩１５分 渡辺薬局 渡辺  紀美枝 227-0054

横浜市青葉区しらとり台 35-11
045-984-3271
045-984-4038 ９：００～１９：００ 日・祝・年末年始

（１２／３１～１／３） 有 6 人 否

5 あざみ野駅
横浜市営地下鉄３号線（ブルーラ
イン）・東急 田園都市線 
あざみ野駅 徒歩１０分

あざみ野センター
薬局 小菅  佐稚子 225-0011

横浜市青葉区あざみ野 1-26-1
045-901-4815
045-901-8715

９：００～１９：００
土　９：００～１８：００

日・祝・年末年始
（１２／３０～１／４） 有 2 人 否

6 あざみ野駅 東急 田園都市線 あざみ野駅 
徒歩５分 あす香薬局 近藤　道代 225-0011

横浜市青葉区あざみ野 2-12-4
045-901-7215
045-904-4705

９：００～１９：００
土　９：００～１７：００ 日・祝 有 50 人 否

7 あざみ野駅 東急 田園都市線 あざみ野駅 
徒歩１分

サン薬局　
あざみ野店 中谷　尚宣

225-0011
横浜市青葉区あざみ野 2-2-8
ﾌﾟﾛｽﾊﾟあざみ野ﾋﾞﾙ 1 階

045-507-7901
045-507-7916

月・火・木・金
９：００～２０：００
水　９：００～１４：００
土　９：００～１８：００

日・祝 有 188 人 否

8 あざみ野駅
東急 田園都市線・横浜市営地下鉄
３号線（ブルーライン） 
あざみ野駅 徒歩２０分

メディカルファー
マシーあざみ野 青柳　美江 225-0011

横浜市青葉区あざみ野 4-2-4
045-901-9115
045-902-5882

９：００～１８：３０
土　９：００～１３：００ 日・祝 有 1 人 否

9 あざみ野駅 東急 田園都市線 あざみ野駅 
バス１０分

藤ファーマシー
嶮山公園店 鈴木　摂子 225-0021

横浜市青葉区すすき野 3-2-1
045-530-9528
045-530-9529

月・火・水・金
９：００～１９：００
木　９：００～１７：００
土　９：００～１３：００

日・祝 有 53 人 否

10 あざみ野駅

東急 田園都市線・横浜市営地下鉄
３号線（ブルーライン）
あざみ野駅 バス１５分 
すすき野団地停留所下車 徒歩５分

藤ファーマシー
すすき野店 若林　直子 225-0021

横浜市青葉区すすき野 3-2-13
045-905-1330
045-905-1336

月・火・木・金
９：００～１９：００
水・土　９：００～１７：００

日・祝 有 5 人 否 〇

11 あざみ野駅
東急 田園都市線・横浜市営地下鉄
３号線（ブルーライン）
あざみ野駅 徒歩１０分

龍生堂薬局　
あざみ野店 塚田　晃司 225-0011

横浜市青葉区あざみ野 2-30 三規庭内
045-909-5673
045-909-5674

９：００～２０：００
日・祝　１０：００～２０：００ １／１ 有 5 人 否

12 市が尾駅 東急 田園都市線 市が尾駅 
徒歩５分 関水薬局 関水　康成 225-0024

横浜市青葉区市ヶ尾町 1168-1
045-971-2811
045-971-5352

９：００～１９：００
木・土　９：００～１７：００

日・祝・年末年始
（１２／３０～１／３） 有 70 人 否

13 市が尾駅 東急 田園都市線 市が尾駅 
徒歩５分

ひまわり調剤　
横浜北部薬局 村崎　優子 225-0024

横浜市青葉区市ヶ尾町 1052-1
045-482-3041
045-482-3042

９：００～１８：００
土　９：００～１３：００

日・祝・年末年始
（１２／３０～１／３） 有 25 人 否

14 市が尾駅 東急 田園都市線 市が尾駅 バス５分
東市が尾小学校前下車 徒歩１分

まごころ薬局
市ヶ尾店 新田　惠子

225-0024
横浜市青葉区市ヶ尾町 518-1
東急ﾄﾞｴﾙ ･ ｱﾙｽ市ヶ尾南 102

045-508-9590
045-530-0222

月・火・木・金
９：００～１８：３０
水　９：００～１７：００
土　９：００～１３：００

日・祝・年末年始 有 120 人 否

15 江田駅 東急 田園都市線 江田駅 徒歩２分 江田駅前薬局 木嶋　千世 225-0013
横浜市青葉区荏田町 2361-3

045-914-6482
045-914-6483

９：００～１８：００
土　９：００～１５：００

日・祝・年末年始
（１２／３１～１／３） 有 1 人 否

16 江田駅 東急 田園都市線 江田駅 徒歩５分 荏田調剤薬局 浜田  真知子 225-0013
横浜市青葉区荏田町 478-37

045-912-3238
045-912-3239

９：００～１７：３０
土　９：００～１２：３０ 日・祝 有 8 人 否

17 江田駅 東急 田園都市線 江田駅 徒歩７分
バス３分

横浜調剤薬局
荏田店 栗木　朋子 225-0013

横浜市青葉区荏田町 423-2
045-911-0719
045-911-9719

９：００～１８：００
土　９：００～１７：００

日・祝・年末年始
（１２／３１～１／３） 有 4 人 否

18 こどもの国駅 東急 こどもの国線 こどもの国駅 
徒歩２０分

田辺薬局
横浜奈良店 近藤　静香 227-0036

横浜市青葉区奈良町 1566-215
045-309-7849
045-309-7859

９：００～１９：００
土　９：００～１３：００ 日・祝 有 179 人 否

19 こどもの国駅 東急 こどもの国線 こどもの国駅 
徒歩１０分

藤ファーマシー
あおば奈良店 大島　幸徳 227-0038

横浜市青葉区奈良 4-6-13
045-507-7340
045-507-7341

月・火・水・金
９：００～１９：００
木　９：００～１７：００
土　９：００～１３：００

日・祝 有 50 人 否

20 こどもの国駅
玉川学園前駅

東急 こどもの国線 こどもの国駅・
小田急 小田原線 玉川学園前駅
いずれも徒歩１５分

綾部薬局　
奈良北店

鈴木　邦子
青木　佳子

227-0036
横浜市青葉区奈良町 1566-271

045-960-5931
045-960-5932

月・火・水・金
９：００～１８：００
木　９：００～１７：００
土　９：００～１３：００

日・祝・年末年始 有 6 人 否

21 たまプラー
ザ駅

東急 田園都市線 たまプラーザ駅 
徒歩約２分

かもめ薬局　
たまプラーザ健
康館

平川　志帆
225-0003
横浜市青葉区新石川 3-14-1
ﾄﾞﾚｯｾたまﾌﾟﾗｰｻﾞ 203

045-912-4431
045-912-4439

９：００～１９：００
土　９：００～１４：００ 日・祝・年末年始 有 100 人 否

22 たまプラー
ザ駅

東急 田園都市線 たまプラーザ駅 
徒歩８分

たまプラーザ調
剤薬局 青山　理加 225-0002

横浜市青葉区美しが丘 5-1-5
045-903-2619
045-903-4668

月・火・水・金
９：００～１９：００
木　９：３０～１８：３０
土　９：００～１８：００

日・祝・年末年始 有 2 人 否

23 たまプラー
ザ駅

東急 田園都市線 たまプラーザ駅 
徒歩８分 松田薬局 長棟　裕子 225-0002

横浜市青葉区美しが丘 1-23-2
045-901-2818
045-903-3406

月・火・木・金
９：００～１８：３０
水・土　９：００～１７：００

日・祝・年末年始 有 45 人 否

24 藤が丘駅 東急 田園都市線 藤が丘駅 
徒歩１０分 セントラル薬局 亀ヶ谷　健 227-0043

横浜市青葉区藤が丘 2-29-10
045-971-8497
045-971-8498

９：００～１８：００
土　９：００～１３：００ 日・祝 有 1400 人 否

25 藤が丘駅 東急 田園都市線 藤が丘駅 
徒歩０分 藤が丘薬局 手塚　洋子 227-0043

横浜市青葉区藤が丘 2-5-3
045-973-4587
045-972-4548 ９：００～１８：００ 日・祝・年末年始

（１２／２９～１／３） 有 40 人 否

26 藤が丘駅 東急 田園都市線 藤が丘駅 
徒歩１分

藤が丘薬局
南口駅ビル店 椿　佳子

227-0043
横浜市青葉区藤が丘 2-5-5
F･GARE2 階

045-973-2122
045-511-7355

９：００～１９：００
土　９：００～１４：００ 日・祝 有 4 人 否

27 藤が丘駅 東急 田園都市線 藤が丘駅 
徒歩２分 めぐみ薬局 平山　明子

227-0043
横浜市青葉区藤が丘 2-3-3
第 2 飯田ﾋﾞﾙ 2F

045-973-8616
045-973-8627

９：００～１９：００
木　９：００～１７：００
土　９：００～１４：００

日・祝 有 2 人 否

28 藤が丘駅 東急 田園都市線 藤が丘駅 
徒歩７分 薬樹薬局 藤が丘 阿形  千惠子

227-0043
横浜市青葉区藤が丘 1-25-1
ｼｰｽﾞﾚﾌｨﾈ 25 1F

045-972-9473
045-972-9483

月・火・木・金
９：００～１８：００
水　９：００～１７：００
土　９：００～１３：００
日　９：００～１２：３０

祝 有 2 人 否


