
【横浜市中区】

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 オガサ薬局 塚越隆之 231-0005
横浜市中区本町1-2
日経横浜ビル1F

045-212-2414 045-212-2415
平日　       9：00～19：00
土　　        9：00～16：00

日・祝・年末年始 ×

2 うさぎ薬局　馬車道店 中村　隆 231-0005 横浜市中区本町6-50-1-B1F 045-641-6071 045-641-6072

火～日　  10：00～19：30
            　15：30～19：30
祝　         10：00～13：30
　　　        15：30～19：30

月・年末年始 ×

3 ヤマガタ薬局 山形光正 231-0011
横浜市中区太田町6－82
第2須賀ビル1F

045-671-9592 045-663-9667
月・火・木・金　9：00～19：00
水　　　　　　　 9：00～18：30
土　　　　　　 　9：00～14：00

日・祝 ×

4 ファーコス薬局カンナイ 佐久間優子 231-0016
横浜市中区真砂町2-12
関内駅前第一ビル1F

045-681-3962 045-681-3983
月～金   　9：00～19：00
土　          9：00～17：00

日・祝・年末年始 ×

5 田辺薬局山下公園店 石井孝徳 231-0023 横浜市中区山下町25 045-227-5285 045-227-5286
月～金 　  9：00～19：00
土　　　   　9：00～13：00

日・祝・年末年始 ×

6 田中薬局 田中豊和 231-0025
横浜市中区松影町1－3－7
ロックヒルズ1Ｆ

045-641-3357 0120-335-765
月～金　   9：00～19：00
土  　　   　9：00～16：00

日・祝・休局 ×

7 グリーン薬局 梶谷浩義 231-0025 横浜市中区松影町2-7-1 045-263-6900 045-306-6671
月～金  　9：00～19：00
土　         9：00～13：00

日・祝・年末年始（12/30～1/3） ×

8 長者町薬局 領家香映 231-0033 横浜市中区長者町1-3-7 045-251-7117 045-251-7125
月～金  　9：00～19：00
木　         9：00～17：00
土         　9：00～16：00

日・祝・年末年始 ×

9 なの花薬局ゆき店 服部裕吾 231-0036
横浜市中区山田町8-1
フロール山田町第3ビル102号

045-250-5311 045-250-5319
月～水・金　9：00～19：00
土　            9：00～13：00

木・日・祝・年末年始 ×

10 かのこ王水堂薬局 福田良香 231-0042 横浜市中区福富町西通54 045-251-2340 045-251-2340 月～土・祝　10：00～25：00 日・年始1/1～1/4 ×

11 加藤回陽堂薬局 持田鉄平 231-0045 横浜市中区伊勢佐木町2－87 045-261-0073 045-243-6360
月～土　9：30～19：00
日　　   11：00～19：00

祝・年末年始（１２／３０～１／３） ×

12 薬樹薬局いせざき町 松下　祥 231-0045
横浜市中区伊勢佐木町5-129-14
ストーク伊勢佐木七番館1階

045-252-0447 045-252-0449
月～水・金　9：00～18：30
木　            9：00～17：00
土　            9：00～17：30

日・祝 ×

13 ㈱田中薬局
田中大嗣
田中裕加里

231-0045 横浜市中区伊勢佐木町6-147 045-261-3707 045-252-6477
月～金　9：00～19：00
土       　9：00～18：00

日・祝 ×

14 加藤回陽堂薬局　蓬莱町店 大谷　誠 231-0048 横浜市中区蓬莱町2－3－2 045-252-6891 045-252-6891
月～金　9：00～19：00
土　　　　9：00～18：00
祝　　　11：00～18：00

1/1・日 ×

15 日の出薬局 宮道栄子 231-0066 横浜市中区日ノ出町1-28 045-231-5409 045-252-4964
平日　9：00～20：00
土　   9：00～18：00

日・祝・年末年始 ×

16 アイン薬局みなと店
長谷川理沙
河合由利子

231-0801 横浜市中区新山下3-1-1 045-621-2911 045-621-2918 月～金　9：00～18：00 土・日・祝・年末年始 ×

17 (株)石田薬局　本牧店 石田順子 231-0806 横浜市中区本牧町2－364 045-622-3303 045-622-3303
月・水　9：00～18：00
火・金　9：00～18：30
土　　　9：00～13：00

日・祝・木 ×

18 ながもち薬局 永持　健 231-0827 横浜市中区本牧和田12-22 045-621-9199 045-624-3404
月～水・金・土　9：00～18：30
木　　　　　　　　8：00～16：00

日・祝 ×

19 なの花薬局本牧店 今井隆吏 231-0843 横浜市中区本郷町2－44－1－102 045-629-5586 045-629-5587
8：30～19：00
木　9：00～17：00
土　8：30～13：00

日・祝・年末年始 ×

20 調剤薬局マイファーマシー 油谷由美 231-0851 横浜市中区山元町3-145 045-662-8731 045-662-9078
平日　9：00～17：00
土　   9：00～12：00

日・祝・年末年始（12/29～1/3） ×



【横浜市中区】

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

21 ノヤマ薬局石川町店 野山雄喆 231-0868
横浜市中区石川町3-107
ﾋﾟ-ﾁﾂﾘ-ﾌﾟﾗｻﾞ101

045-651-2800 045-651-2800

月・火・木・金   9：00～13：00
                    15：00～18：30
水                  9：00～12：30
                  　15：00～18：00
土                  9：00～14：00

日・祝・夏季・年末年始休業あり
薬局内に掲示

×


