
【厚木市（愛甲郡含む）】

薬局名 主たる薬剤師
住所
（郵便番号）

住所 TEL FAX 開局時間 定休日
無菌製剤
処理調剤

1 キラリ薬局　厚木店 森川雅洋 243-0004 厚木市水引1-14-12 046-259-8206 046-259-8207
月～金             　9：00～18：00
土　　　               9：00～13：00

日・祝・年末年始 ×

2 アイン薬局本厚木店 徳江　竜 243-0004 厚木市水引1丁目17-3 046-297-0088 046-297-0087
月～金             　9：00～18：00
土                  　14：00～16：00

日・祝・年末年始 ×

3 薬樹薬局厚木水引 加納隼人 243-0004 厚木市水引1-17-6 046-297-5103 046-297-5104 月～金            　9：00～18：00 土・日・祝 ×

4 薬樹薬局　厚木旭町 林　経昭 243-0014 厚木市旭町1-27-1　後藤ビル1階 046-228-6506 046-228-6526
月～金　            9：00～18：30
土                  　9：00～17：30

日・祝 ×

5 たかたみ薬局 曽根智章 243-0016 厚木市田村町1-3 046-204-9858 046-204-9859

月～水　            9：00～12：00
　　　　           　16：00～18：00
金                  　9：00～10：00

16：00～18：00

木・日・祝・年末年始（12/30～1/4） ×

6 アイン薬局　厚木中町店 中村亜沙子 243-0018 厚木市中町3-12-16 046-259-8912 046-259-8913
月～金           　9：00～18：00
土　                  9：00～13：00
日（第2,4）　       9：00～12：00

日（第1,3,5）・祝 ×

7 なかよし薬局酒井店 須田哲史 243-0022 厚木市酒井2541-1 046-226-8222 046-226-8886
月～水・金　      9：00～18：00
土　                  9：00～13：00

木・日・祝・年末年始 〇

8 若草薬局 戸室店 竹内久美子 243-0031 厚木市戸室1-32-3 046-223-6623 046-223-6674
平日　　            9：00～18：00
土　　             　9：00～17：00

日・祝・年末年始（12/30～1/3） ×

9 なかよし薬局　恩名店 海藤智仁 243-0032 厚木市恩名2-23-4 046-296-5533 046-296-5522
月～水・金      　9：00～13：00
　　　　　　　      15：00～18：30
木・土　             9：00～13：00

日・祝・年末年始 〇

10 つばめ薬局愛甲石田店 齋藤邦夫 243-0035 厚木市愛甲1-3-24エランドール1Ｆ 046-281-9369 046-281-9389 月～金　           9：00～18：00 土・日・祝・年末年始 ×

11 なかよし薬局愛甲店 山田由貴博 243-0035 厚木市愛甲1-5-9 046-248-7622 046-248-7611
月～金           　9：00～19：00
土　                  9：00～13：00

日・祝 〇

12 愛甲調剤薬局 今福浩行 243-0035 厚木市愛甲1－8－8 046-248-5887 046-248-5816
 月～水・金        9：00～20：00

木　　　　     　　9：00～18：00
土　　　　     　　9：00～16：30

日・祝・年末年始（12/30～1/4） ×

13 まつかげ台薬局 三原富美子 243-0201 厚木市上荻野1185-4 046-291-1612 046-291-1612
月・火・木・金　  9：00～18：30
水・土　　　     　9：00～13：00

日・祝・年末年始 ×

14 なかよし薬局荻野店 上田達也 243-0203 厚木市下荻野1106-11 046-242-3160 046-242-6583
月～水・金      　9：00～18：30
木・土　        　　9：00～13：00

日・祝・年末年始 ×

15 さくらんぼ薬局 関　雅子 243-0203 厚木市下荻野1212-1 046-291-1732 046-291-1732
月～金　           9：00～18：30
土                  　9：00～14：00

木・日 ×

16 メディスンショップ厚木ピーチ薬局 大塚昌弘 243-0203 厚木市下荻野1480-1 046-280-6565 046-280-6565
月～金           　9：00～18：00
土　                 9：00～13：00

日・祝・年末年始 ×

17 なかよし薬局　鳶尾店 小宮裕令 243-0204 厚木市鳶尾2丁目25-4-103 046-243-5117 046-243-5525
月～水・金　     9：00～18：00
土                 　9：00～13：00

木・日・祝 ×

18 なかよし薬局　愛川店 渡邊　祐 243-0301 愛甲郡愛川町角田1343-1 046-284-2227 046-284-2266
月～水・金　     8：30～13：00
                     14：30～18：00
土                 　8：30～12：30

木・日・祝・年末年始（12/30～1/4） ×

19 なかよし薬局　中津店 郷渡慶一 243-0303 愛甲郡愛川町中津2037-7 046-284-3511 046-284-3522
9：00～17：30
土　                 9：00～13：00

土（午後）・日・祝・年末年始（12/29
～1/3）

×

20 なかよし薬局関口店 加藤 祐 243-0804 厚木市関口262-11 046-244-1011 046-244-1055
月・火・金       　9：00～13：00
　　       　　　　15：00～18：30
木・土（第1,3） 　9：00～13：00

水・土（第2,4）・祝・年末年始 〇
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21 なかよし薬局　妻田店 安澤直幸 243-0813 厚木市妻田東2-23-6　三和ビル1F 046-222-2801 046-222-2802
月・火・木・金　  9：00～12：30
　　　　　　　　　14：00～18：30
水・土・日       　9：00～12：30

祝・年末年始 ×

22 なかよし薬局　妻田南店 三島克彦 243-0814 厚木市妻田南1-2-29 046-297-3390 046-297-4160

月・水　            9：00～12：00
　　　　         　15：00～19：00
木・金　            9：00～12：00

15：00～17：00

火・日・祝・年末年始（12/30～1/4） 〇

23 ひなた薬局林店 長沼寿志 243-0816 厚木市林3-6-47 046-294-3366 046-294-3367
月～水・金　     9：00～18：00
土                　9：00～14：00

木・日・祝・年末年始（12/30～1/3） ×


