
【横浜市港北区】

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 サンドラッグ樽町リリア薬局 土井瑛博 222-0001 横浜市港北区樽町3-6-44 045-544-2973 045-533-1137
月～金　9：00～19：30
土　       9：00～17：30

日･祝・年末年始(12/29～1/3) ×

2 そうごう薬局　トレッサ横浜店 山田雅一 222-0002
横浜市港北区師岡町700
トレッサ横浜1階

045-533-5121 045-542-5222
月・火・木・金　9：00～19：30
水・祝　　　　 　9：00～18：30
土・日　　　 　　9：00～19：00

なし（年末年始は休み） ×

3 坂本薬局妙蓮寺店 小高浩美 222-0011 横浜市港北区菊名1-3-12 045-633-8238 045-633-8543
月～水・金　9：00～19：00
木　            9：00～1700
土　            9：00～1400

日・祝 ×

4 プラス薬局 高木健司 222-0011 横浜市港北区菊名3-15-27 045-434-9383 045-434-9383
月～金　9：00～19：00
土　       9：00～13：00

日・祝・年末年始 ×

5 横浜菊名薬局 佐藤雄子 222-0011 横浜市港北区菊名4-3-46 045-401-2622 045-401-2633
月～金　9：00～18：00
土　　   　9：00～17：00

日・祝・年末年始（12/31～1/3） ×

6 薬樹薬局妙蓮寺 栁下乃梨子 222-0012 横浜市港北区富士塚1-1-8 045-433-9640 045-433-8151
月～水・金　9：00～19：00
木　            9：00～17：00
土　            9：30～17：30

日・祝 ×

7 菊名調剤薬局 津山　健 222-0013 横浜市港北区錦が丘16-14 045-433-3555 045-439-4551
月～金　9：00～19：30
土　　　  9：00～17：30

日・祝・年末年始および夏季休業有 ×

8 田辺薬局妙蓮寺駅店 林　美恵 222-0023 横浜市港北区仲手原2-21-9 045-439-7950 045-439-7951
月・火・木・金　9：00～19：00
水　               9：00～17：00
土　               9：00～14：00

日・祝・年末年始 ×

9 菊名ふじ薬局 井出知子 222-0032 横浜市港北区大豆戸町204 045-402-5001 045-402-5223
9：00～19：00
土　9：00～14：00

日・祝 ×

10 坂本調剤薬局 梅澤佳子 222-0037 横浜市港北区大倉山3-6-11 045-543-3155 045-543-3179
月・火・木・金　9：00～19：00
水　                9：00～17：00
土　                9：00～15：00

日、祝、年末年始 ×

11 薬樹薬局　大倉山 矢野　梓 222-0037 横浜市港北区大倉山3-8-28 045-546-9278 045-546-7330
月～金　9：00～19：00
土　       9：00～18：00
日　       9：30～18：00

祝 ×

12 ホーゲン薬局 金子守宏 223-0052 横浜市港北区綱島東1-2-3 045-531-0061 045-545-7719
月～金　9：00～20：00
土　       9：00～18：00

日・祝 ×

13 薬樹薬局綱島 森　学 223-0052 横浜市港北区綱島東2-8-1　1階 045-540-7002 045-540-7003
月～水・金　9：00 ～ 18：00
木・土 　　　 9：00 ～ 17：00

日・祝 ×

14 ㈲　すみれ薬局 市川　浩 223-0053 横浜市港北区綱島西1-1-7 045-531-0148 045-543-2524
月～金　9：00～19：30
土　　  　9：00～18：00

日・祝 ×

15 古宮薬局 古宮一剛 223-0053
横浜市港北区綱島西一丁目6番19号
綱島コア15 107号室

045-542-6538 045-542-6539
月～金   9:00～21:00
土          9:00～19:00

日・祝 ×

16 クルーズ薬局　新羽店
中嶋靖子
高井聡子
大澤　学

223-0057 横浜市港北区新羽町1685 045-549-5650 045-549-5651
月～金　9：00～19：00
土　       9：00～18：00

日・祝・年末年始 ×

17 ウグイス薬局 浅野誠洋 223-0057 横浜市港北区新羽町2079 045-710-0551 045-710-0552
月～土　      9：00～19：00
日（第1,3,5）　9：00～13：00

日（第2,4）・祝・年末年始 ×

18 イオン薬局横浜新吉田店 加藤潤也 223-0058 港北区新吉田東8-49-1 045-548-2185 045-534-1063 9：00～19：00（年中無休） なし ×

19 ドリーム薬局北新横浜店 渡邉雅子 223-0059 横浜市港北区北新横浜1-2-3 045-577-7722 045-577-7720 9：00～19：00 日・祝・年末年始 ×

20 いずみ薬局 久田典子 223-0061 横浜市港北区日吉2-6-6 045-560-0088 045-561-1811
月～金　9：00～19：00
土　　  　9：00～13：00

日・祝・年末年始 ×
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21 日吉木月薬局 田村崇幸 223-0061 横浜市港北区日吉三丁目2番11号 045-560-6501 045-561-0251
月・火・木・金  9:00～18:00
水・土            9:00～13:00

日・祝・年末年始(12/30～1/3) ×

22 いずみ薬局　日吉本町店 山田範子 223-0062 横浜市港北区日吉本町3-30-13 045-560-0118 045-562-0118
月・火・木・金　9：00～18：30
土　               9：00～12：30

水・日・祝 ×

23 カメイ調剤薬局　港北店 池田ユミ 223-0064 横浜市港北区下田町2-7-8 045-566-8220 045-564-3532
月～金　8：30～18：00
土　       9：00～13：00

日・祝・年末年始（12/29～1/3） ×

24 アイランド薬局横浜下田店 河崎さやか 223-0064 横浜市港北区下田町2-7-9 045-560-4189 045-560-4190
月～金　8：30～18：00
土　　　  9：00～13：00

日・祝・年末年始（12/29～1/3） ×

25 高田ファミリー薬局 井村貴代 223-0065 横浜市港北区高田東3-10-6 045-633-4807 045-633-4814
月～金　9：00～18：00
土　　  　9：00～13：00

日・祝・年末年始・夏季休暇 ×

26 マルゼン薬局 飯沼　薫 223-0065 横浜市港北区高田東4－3－19 045-531-3412 045-547-0788
月～金　9：00～19：30
土　       9：00～18：00

日・祝 ×

27 サエラ薬局　高田駅前店 杉浦早紀 223-0065 横浜市港北区高田東4-23-4 045-540-7522 045-540-7523
月～金　9：00～19：00
土　       9：00～14：30
日・祝　  9：00～12：00

年末年始 ×


