
【横浜市都筑区】

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 オアシス薬局 石原則子 224-0001 横浜市都筑区中川1-5-19-101 045-915-9508 045-532-9509
月～水・金　9：00～18：30
木　       　　9：00～17：00
土　       　　9：00～13：00

日・祝・年末年始 ×

2 おひさま薬局 海野珠江 224-0001 横浜市都筑区中川1-15-8 045-913-8689 045-913-8722
月～金　9：00～18：30
土　　　　9：00～13：00

日・祝 ×

3 つばさ薬局 大磯　学 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-2-1 045-914-6888 045-914-6885

月・火・木・金　 9：00～19：30
水・土　           9：00～19：00
日(第1･2･3)　   9：30～13：30
日(第4･5)　      9：30～19：00

祝・年末年始 ×

4 ふれあい調剤薬局センター北店 熊谷妙子 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-2-2 045-910-5526 045-910-5527
月～金　9：00～19：00
土　　　　9：00～17：00

日･祝・年末年始 ×

5 すずらん薬局センター北 谷口直子 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-28-20 045-914-5173 045-914-5174
9：00～19：00
土・日　9：00～13：00 日（第2,4）祝・夏季・年末年始 ×

6 わかば薬局モザイクモール港北店 宮木麻衣子 224-0003
横浜市都筑区中川中央1-31-1
モザイクモール港北3階

045-914-2306 045-914-3872 10：00～20：00
年末年始及びモザイクモール港北
の休館日に準ずる

×

7 薬樹薬局荏田東 佐伯達也 224-0006 横浜市都筑区荏田東1丁目4番12号 045-942-3330 045-942-2552
月・火・木・金　9：00～19：00
水　　　　　　 　9：00～18：30
土　　　　 　　　9：00～17：30

日・祝 ×

8 ハートフル薬局　荏田南店 七條幸子 224-0007 横浜市都筑区荏田南3－37－20 045-949-2525 045-949-2526

月・火・木・金　　9：00～19：00
水　                 9：00～13：00
　                　15：00～19：00
土                 　9：00～15：00

日・祝・年末年始・夏季 ×

9 都筑セントラル薬局 男全龍一 224-0012 横浜市都筑区牛久保1-2-5-102 045-911-0661 045-911-6862
月～水・金　     9：00～18：30
木・土　　　　     9：00～17：00

日・祝 ×

10 すみれ中央薬局 岡野麻美子 224-0013 横浜市都筑区すみれが丘6-37 045-593-3009 045-593-3016
月・水・金　       9：00～18：00
火・木            　9：00～17：00
土　                 9：00～13：00

日・祝 ×

11 すみれ中央薬局都筑店 北岡陽子 224-0013 横浜市都筑区すみれが丘37-1-103 045-590-0551 045-590-0552
月～水・金　 9：00～18：00
木            　 9：00～17：00
土               9：00～16：00

日・祝 ×

12 めぐみ薬局 松本真理 224-0021 横浜市都筑区北山田4-17-10 045-915-6735 045-330-5171
月～金　 9：00～12：00
　　　　　13：00～17：30

土・日・祝
（在宅業務は休日なし）

×

13 すずらん薬局東山田店 尾形真美子 224-0024 横浜市都筑区東山田町２４９－１ 045-594-6680 045-594-6870
月～金　9:00～18:00
土         9:00～13:00

日・祝・年末年始 ×

14 ゆり薬局 石野千明 214-0029 横浜市都筑区南山田2－18－7 045-592-0981 045-592-4981
月・火・木・金　 9：00～18：30
水・土　　　　　  9：00～13：00

日・祝・年末年始 ×

15 せせらぎ薬局センター南店 石間街子 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央7-20 045-944-2316 045-508-9521
月～金　9：00～19：30
土　　　  9：00～18：00

日・祝・年末年始 ×

16 二子薬局都筑店 北村雅子 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央19-5 045-949-6593 045-942-7597
月～金   9：00～19：30
土　     　9：00～18：00

日・祝・年末年始（12/30～1/3） ×

17 なつめ薬局 田中有紀 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央30-16 045-500-9172 045-500-9173
月～金   　9：00～19：00
土・日・祝　9：00～13：00

年末年始（12/30～1/2) 〇

18 太陽薬局 米津喜美子 224-0037 横浜市都筑区茅ケ崎南5-1-10 045-942-9266 045-945-5298
月～金　9：00～18：30
土　　　　8：30～18：00

日・祝・年末年始 ×

19 トップファーマシー 吉田美知子 224-0041 横浜市都筑区仲町台1-7-12 045-942-0077 045-942-0059
月～金 　9：00～19：30
土　　   　9：00～18：00
日　   　　9：00～13：00

年末年始（12/30～1/3）
木曜が祝日の時

〇
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20 都筑せきれい薬局 伊丹久典 224-0041 横浜市都筑区仲町台1-8-5 045-507-4356 045-507-4357
月～金　9：00～18：30
土　       9：00～13：00

日・祝・年末年始（12/30～1/4） ×

21 せせらぎ薬局 小島真奈 224-0041 横浜市都筑区仲町台1-34-18 045-943-8820 045-943-8047
月～金　9：00～19：30
土　       9：00～18：00

日・祝・年末年始 ×

22 なかじま薬局貝の坂店 村松香織 224-0057 横浜市都筑区川和町104 045-929-1220 045-929-1335
月・火・木・金　9：00～19：00
水・土            9：00～17：00

日・祝 ×

23 あやめ薬局 鵜飼雄基 224-0057 横浜市都筑区川和町1236－1 045-929-1585 045-929-1586

月            9：00～21：00
火～金      9：00～18：30
土             9：00～13：00
日（第２･4） 9：00～13：00
（1日が日曜の場合は第３･５日曜）

祝・年末年始（12/31～１/4)
日（第1・3・5）

×

24 葛が谷薬局 佐伯亜貴子 224-0062
横浜市都筑区葛が谷4-14
ベルデセゾン1Ｆ

045-949-5017 045-949-5010
平日         　9：00～19：00
土　　          9：00～15：00
日（第1、3）   9：00～13：00

日（第2、4、5）・祝・年末年始 ×

25 二子薬局　葛が谷店 山口　晃 224-0062
横浜市都筑区葛が谷10-3
エムズヒル1Ｆ

045-949-5158 045-949-5168 月・火・木～土　9：00～19：00 水・日・祝・年末年始 ×


