
【横浜市旭区】

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 カワセ薬局 ひかりが丘店 市原和義 241-0001
横浜市旭区上白根町891
西ひかりが丘団地18-3-102

045-952-3663 045-952-3668 月～土　9：00 ～ 18：00 日・祝・年末年始(12/30～1/4) ×

2 白根ゆり薬局 山田一貴 241-0002 横浜市旭区上白根2-66-18 045-442-3914 045-442-3944
月～金　9：00～18：15
土　       9：00～14：00

日・祝 ×

3 薬樹薬局　上白根 津々谷直生 241-0002 横浜市旭区上白根2-66-22 045-959-1512 045-959-1513
月～金　9：00～18：00
土　       9：00～13：00

日・祝 ×

4 薬樹薬局上白根2号店 明石憲和 241-0002 横浜市旭区上白根2－66－25 045-959-0213 045-959-0214
月～金　9：00～18：00
土　       9：00～17：30

日・祝 ×

5 市沢薬局 漆間義一 241-0014 横浜市旭区市沢町586-52 045-352-6120 045-352-6122
月～金　8：30～18：00
土　　　  8：30～14：00

日・祝・年末年始（12/30～1/4） ×

6 薬樹薬局鶴ヶ峰 秋山圭世子 241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰2-23-3奥村ビル1階 045-381-6821 045-381-6976
月～金　9：00～19：00
土　       9：00～17：30

日・祝 ×

7 薬樹薬局　鶴ヶ峰2丁目店 丸山かおり 241-0022
横浜市旭区鶴ケ峰2丁目29番地18
加々美ビル1階

045-370-5232 045-370-5233 月～土　9：00～19：00 日・祝 ×

8 薬樹薬局鶴ヶ峰駅前店 竹内絵里子 241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰2-30-10MDビル1F 045-382-3375 045-382-3385
月～金　9：00～19：00
土       　9：00～18：00

日・祝 ×

9 しらゆり薬局 宮﨑俊一 241-0024 横浜市旭区本村町101-3 045-365-2070 045-365-2075
月・火・木・金　9：00～19：00
水　　　　　　　 9：00～17：00
土　　　　　　　 9：00～12：30

日・祝・年末年始（12/30～1/3） ×

10 なつめ薬局
小﨑美恵
塚本響子

241-0814 横浜市旭区中沢3-21-20 045-489-8217 045-489-8218
月～金　9：00～18：00
土　　　　9：00～13：00

土（午後）
日・祝・年末年始（12/30～1/3） ×

11 カワセ薬局　本店 金江明美 241-0816 横浜市旭区笹野台1－1－37 045-367-3570 045-367-3577
月・火・金　9：00～19：30
水・木　　　9：00～18：00
土　　　　　 9：00～17：00

日・祝・年末年始（12/30～1/4　毎
年年末年始の日程は変わります）

〇

12 カワセ薬局　寿店 牧絵梨子 241-0816 横浜市旭区笹野台1-7-22-1 045-360-2217 045-360-2218
月～金　9：00～18：00
土         9：00～17：00

日・祝・年末年始（12/30～1/3） ×

13 薬樹薬局　二俣川 黒木奈緒美 241-0821
横浜市旭区二俣川1丁目5番地5
OFFICE二俣川2　1階

045-360-7805 045-360-7825
月～金　9：00～19：00
土　       9：00～18：00

日・祝 ×

14 二俣川薬局 関根　宏 241-0821
横浜市旭区二俣川1-6-1
二俣川北口ビル1階

045-369-3691 045-369-3692 9：00～19：00 日・祝・年末年始 ×

15 明日花薬局 渡部京子 241-0821 横浜市旭区二俣川2-58 045-390-5063 045-390-5064
月～水・金      9：00～19：00
木・土・日   　   9：00～18：00

祝・年末年始（12/30～1/4） 〇

16 健ナビ薬樹薬局希望ヶ丘 黄　怡瑩 241-0825 横浜市旭区中希望が丘132高橋ビル 045-360-8903 045-360-8904
月～金　    9：00～18：00
土　　　      9：00～17：30

日・祝 ×

17 ㈲　木須調剤薬局 柴田知子 241-0825 横浜市旭区中希望が丘138-1 045-391-6388 045-391-6388
月～水･金　9：00～18：00
土　            9：00～13：00

木・日・祝・お盆・年末年始 ×

18 トマト薬局希望が丘店 向井周子 241-0825
横浜市旭区中希望が丘246-5
ｴｽﾎﾟﾜ-ﾙ希望が丘101号

045-360-2347 045-360-2348
月～水・金　9：00～18：30
木　　　　　  9：00～18：00
土　　　　　  9：00～13：00

日・祝・お盆休み（8/21.8/22）・年末
年始（12/30～1/4）

×

19 あゆみ薬局 吉田登希子 241-0826 横浜市旭区東希望が丘83-5 045-365-3335 045-365-4448
月～水・金　8：30～18：30
木　            8：30～16：30
土　            8：30～13：00

日・祝・年末年始（12/30～1/4） ×

20 木須薬局駅前店 松原幸三 241-0826 横浜市旭区東希望が丘99-10 045-365-3717 045-365-3717
月～水・金　9：00～19：00
木・土　       9：00～17：00

日・祝・年末年始 ×



【横浜市旭区】

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 ㈲近江調剤薬局 海保真一 241-0826
横浜市旭区東希望が丘242
グリーンコーポ三ツ境103

045-391-3999 045-391-4999
月　　  　     8：30～19：00
火～金　     9：00～19：00
土　　       　8：30～15：00

日・祝 ×

22 ふたば薬局 向井秀人 241-0835 横浜市旭区柏町47-6 045-365-5037 045-367-2219
月～金　     9：00～19：00
土　            9：00～17：00
日（第1,3） 　9：00～12：00

日（第2,4,5）・祝・年末年始（12/31～
1/3）

×


