
【横浜市鶴見区】

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 新つるみ薬局 十市隆弘 230-0001 横浜市鶴見区矢向1-5-24 045-574-0111 045-574-0169
月～木　9:00～19:30
金・土　  9:00～17:00

日・祝・年末年始（12/29～1/3） 〇

2 ササヤ薬局 笹谷則之 230-0001 横浜市鶴見区矢向4-10-18 045-582-0035 045-573-2896 月～土・祝　9:00～19:00 日 ×

3 アイン薬局矢向店 田端啓史 230-0001 横浜市鶴見区矢向5-1-12 045-570-5477 045-570-5478
平日　9:00～18:30
土　   9:00～13:00

日・祝 ×

4 健ナビ薬樹薬局矢向 小山芳明 230-0001
横浜市鶴見区矢向五丁目9番23号
健ﾅﾋﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1階

045-576-0750 045-576-0753
月～金　9:00～19:00
土・日　  9:00～17:30

祝 ×

5 健ナビ薬樹薬局矢向２号店 武田千春 230-0001
横浜市鶴見区矢向五丁目9番23号
健ﾅﾋﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1階

045-583-1090 045-583-1091
月～金    9:00～19:00
土　        9:30～17:30

日・祝 ×

6 薬樹薬局 矢向6丁目 中神英和 230-0001
横浜市鶴見区矢向六丁目14番16号
矢向メディカルモール1階A区画

045-582-5851 045-582-5852
月～水・金   9:00～18:30
木               9:00～18:00
土               9:00～17:00

日・祝 ×

7 田辺薬局下末吉支店 村木久美子 230-0012 横浜市鶴見区下末吉1－23－1 045-570-3328 045-570-3329 月～土  　9:00～18:00 日・祝・年末年始 ×

8 田辺薬局 松島大輔 230-0012 横浜市鶴見区下末吉1－24－15 045-582-3693 045-582-0671
月　　　  9:00～21:30
火～金　9:00～19:00
土　　　  9:00～13:00

日・祝・年末年始 ×

9 アイン薬局　鶴見店 栗本信代 230-0012 横浜市鶴見区下末吉3-7-21 045-580-0577 045-580-0595 月～金 9:00～18:00 土・日・祝・年末年始(12/29～1/3) ×

10 田辺薬局市場西中店 堀央子 230-0023 横浜市鶴見区市場西中町5－12 045-508-2463 045-508-2464
月～水・金　9:00～18:00
土　　　     　9:00～13:00

木・日・祝・年末年始 ×

11 パール薬局 大山聡人 230-0026 横浜市鶴見区市場富士見町８-８ 045-716-9944 045-716-9945
月～水・金　9:00～18:30
木　　　　　　8:00～16:00
土　　　　　　9:00～13:30

日・祝・年末年始（12/30～1/3） ×

12 うかい薬局 鵜飼明生 230-0042 横浜市鶴見区仲通2-69-5 045-501-8096 045-501-8096
月～金　9:00～19:00
土　　  　9:00～18:00

日・祝・他臨時 ×

13 汐田薬局 小橋紀子 230-0048 横浜市鶴見区本町通1-30-3 045-521-5748 045-521-5746
月・水・木　9:00～19:00
火・金・土　9:00～17:00

日・祝・年末年始（12/29～1/3） ×

14 なの花薬局鶴見店 佐々木麻里 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-10 045-508-2777 045-508-2888
月～金　9:30～18:00
土　       9:30～13:00

日・祝・年末年始 ×

15 田辺薬局　鶴見西口店 今井美帆 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町2－3　フーガ3　105号 045-571-7700 045-571-7552
月～金　9:00～19:00
土　       9:00～18:00

日・祝・年末年始 ×

16 田辺薬局総持寺前店 倉岡貴徳 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町4－16 045-580-1832 045-580-1833
月～金　9:00～18:00
土　　　  9:00～14:00

日・祝・年末年始 ×

17 健ナビ薬樹薬局鶴見 竹内祐輝 230-0062
横浜市鶴見区豊岡町6番9号
ｻﾝﾜｲｽﾞﾋﾞﾙ1階101号室

045-576-3331 045-576-3332
月～金　9:00～19:00
土　       9:00～17:00

日・祝 ×

18 ひとみ薬局鶴見豊岡店 中津志保 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町7－7 045-570-0234 045-570-0235
月・火・木・金　8:30～19:00
水　　        　　9:00～17:00
土　　        　　8:30～15:00

日・祝・年末年始 ×

19 阿部薬局 阿部正隆 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町21-23 045-584-1478 045-574-1547
月～金　9:00～19:00
土　　  　9:00～18:00

日・祝 ×

20 あろま薬局 立川早苗 230-0071 横浜市鶴見区駒岡3-18-5 045-947-3450 045-947-3451
月～金　9:00～18:00
土　　　　9:00～13:00

日・祝 〇
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21 田辺薬局 鶴見駒岡店 齊藤　歩 230-0071 横浜市鶴見区駒岡4-21-55 045-570-3123 045-570-3124
月～水・金　8:30～18:30
土　　　　　　8:30～13:00

木・日・祝 ×

22 梶山みついけ薬局 杉浦由崇 230-0072 横浜市鶴見区上末吉5ー18ー13 045-710-0321 045-710-0432
月・水　　　　9:00～19:30
火・木～土　9:00～17:00

日・祝・年末年始（12/29～1/3） ×

23 薬樹薬局馬場 古屋大輔 230-0076 横浜市鶴見区馬場1-27-16 045-583-3133 045-583-3134
月～金　9:00～19:00
土　　　　9:00～17:30

日・祝 ×

24 テラオ薬局 石井正子 230-0077 横浜市鶴見区東寺尾6-36-9 045-581-2594 045-581-2639
月～金　9:00～19:00
土　　　　9:00～17:00

日・祝・年末年始 ×


