
研修修了者名簿（令和3年5月31日時点）
薬局 薬剤師

連番 都道府県番号 都道府県 薬局名 郵便番号
薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間 時間外対応の有無 時間外の電話番号
研修を修了した
薬剤師氏名

3536 14 神奈川県
クオール薬局たまプラーザ

店
225-0003

横浜市青葉区新石川2-2-2
FUJIKYUビル1階

045-532-8620 045-532-8621
平日 900:~19:30
土 9:00~17:30

祝祭日休み
無 藤田  諒

3537 14 神奈川県 クオール薬局白山店 215-0014 川崎市麻生区白山4-1-1-122 044-989-6841 044-989-6852

月火木金　9:00～18:30
水　9:00～17:00
土　9:00～13:30

休み　日.祝日

有 080-8754-5693 松本  佳奈

3538 14 神奈川県
クオール薬局小田急百合ヶ

丘駅店
215-0011 川崎市麻生区百合丘1-21-1 044-455-5177 044-967-1270

月〜金　9:00〜19:00 

土　9:00〜17:00 

定休日　日、祝日
有 070-4248-0551 小堀  徹

3539 14 神奈川県 中村薬局犬山店 247-0026 横浜市栄区犬山町30-2 045-892-6146 045-827-3037

月火水金
9:00～13:00 14:30～18:00

木土　9:00～13:00
日・祝祭日は休み

有 045-892-6146 中村  友彦

3540 14 神奈川県
クオール薬局聖マリアンナ

医大前店
214-0035 川崎市多摩区長沢2-20-31 044-976-6321 044-976-6225 24時間 年中無休 有 044-976-6321 小池  香織

3541 14 神奈川県
ハックドラッグ港南台調剤
薬局(ウェルシア薬局株）

234-0054
横浜市港南区港南台3-3-1　214ビル

1階
045-830-1089 045-830-1371

8:30～19:00
日祝休み

有 045-830-1089 雨宮  美絵

3542 14 神奈川県
ハックドラッグ港南台調剤

薬局
234-0054 横浜市港南区港南台3-3-1 045-830-1089 045-830-1371

月〜土 8:30〜19:00 

日 (第1、3) 9:00～13:00
有 045-830-1089 松本  みか

3543 14 神奈川県
ハックドラッグ港南台調剤

薬局
234-0055

横浜市港南区港南台3-3-1
港南台214ビル104

045-830-1089 045-830-1371

月～土　8:30~19:00
日　　　9:00～13:00

（第一、第三以外の日は調剤営
業なし）

祝日　　休業日

有 045-830-1089 丸岡  洋子

3544 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ鶴

見市場店
230-0022 横浜市鶴見区市場東中町5-11 045-717-7261 045-717-7261

月9:00～18:00,火9:00～
18:00,水9:00～18:00,木9:00
～18:00,金9:00～18:00,土定

休日,日定休日,祝定休日

無 黒田 修介

3545 14 神奈川県 ハックドラッグ鶴見薬局 230-0062
横浜市鶴見区豊岡町1-5　京急ストア

鶴見西店内
045-580-3158 045-580-3159

月10:00～22:00,火10:00～
22:00,水10:00～22:00,木
10:00～22:00,金10:00～
22:00,土10:00～21:00,日
10:00～21:00,祝10:00～

無 -- 宮本 綾乃
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3546 14 神奈川県
ハックドラッグ港南台調剤

薬局
234-0054 横浜市港南区港南台3-3-1214ビル 045-830-1089 045-830-1371

月8:30～19:00,火8:30～
19:00,水8:30～19:00,木8:30
～19:00,金8:30～19:00,土

8:30～19:00,日9:00～13:00,
祝定休日

有 045-830-1089 豊田 絢子

3547 14 神奈川県 みんなの薬局 254-0061 平塚市御殿1-5-6 0463-72-7206 0463-72-7208

月9:00～18:30,火9:00～
18:30,水9:00～18:30,木定休
日,金9:00～18:30,土9:00～

12:30,日定休日,祝定休日

有 0463-72-7206 井手口 直子

3548 14 神奈川県 SFC薬局貝塚店 210-0014 川崎市川崎区貝塚2-5-19 044-246-4321 044-246-4322 9:00～18:00 有 080-3301-0752 松本　豊

3549 14 神奈川県
さくら薬局　藤沢ライフビ

ル店
251-0861 藤沢市大庭5682ｰ9 0466-87-8089 0466-87-8078

平日9:00～18:30 土9:00～
17:00

有 山田　一博

3550 14 神奈川県 ひばり薬局　川崎店 210-0006 川崎市川崎区砂子2-6-1 石井ビル1F 044-201-3801 044-201-3802
月～土　9:00～19:00

日・祝を除く
有 044-201-3801 笹木　優美子

3551 14 神奈川県 ひばり薬局　川崎店 210-0006 川崎市川崎区砂子2-6-1 石井ビル1F 044-201-3801 044-201-3802
月～土　9:00～19:00

日・祝を除く
有 044-201-3801 石川　孟

3552 14 神奈川県
フィットケアエクスプレス

川崎ダイス店薬局
210-0007

川崎市川崎区駅前本町8　川崎ダイス
1階

044-221-1185 044-221-1186 月～日　10:00～22:00 無 -- 井澤　晶子

3553 14 神奈川県
フィットケアエクスプレス

川崎ダイス店薬局
210-0007

川崎市川崎区駅前本町8　川崎ダイス
1階

044-221-1185 044-221-1186 月～日　10:00～22:00 無 -- 三浦　優佳

3554 14 神奈川県 SFC薬局貝塚店 210-0011 川崎市川崎区貝塚2-5-19 044-246-4321 044-246-4322
月～金 9:00～18:00

土9:00～13:30
日,祝日除く

有 080-3301-0752 吉田　美樹

3555 14 神奈川県 SFC薬局貝塚店 210-0014 川崎市川崎区貝塚2-5-19 044-246-4321 044-246-4322
月～金　9:00～18:00

土　9:00～13:30
有 080-3301-0752 山口　久枝

3556 14 神奈川県 ひばり薬局　新川橋店 210-0015
川崎市川崎区南町16-22肥後屋ビル

101
044-272-6396 044-272-6398

月～土　9:00～18:30
日・祝を除く

有 044-272-6396 長塚　邦子

3557 14 神奈川県 港町薬局 210-0807 川崎市川崎区港町5-2-101 044-201-7812 044-201-7813
月～金　9:00～19:00

土　9:00～13:00
無 -- 牛井渕　純子

3558 14 神奈川県 ファーコス薬局川崎大島 210-0834 川崎市川崎区大島5-13-6 044-200-8232 044-200-8233
月～土　9：00～18：00

日・祝日を除く
有 044-200-8232 中島　奈々

3559 14 神奈川県 株式会社江口薬局本店 210-0841 川崎市川崎区渡田向町14-5 044-222-4095 044-222-9988
月、火、木、金　9:00～18:00

土　9:00～13:00
無 -- 島田　素子

3560 14 神奈川県 小田薬局 210-0846 川崎市川崎区小田2-17-16 044-333-5445 044-333-5445
月～金　9:00～18:30
土　　　9:00～12:30

日祝　　休み
有 090-8567-4360 宇井　曜子

3561 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ新

城駅前店
211-0045 川崎市中原区上新城2-14-23 044-751-2213 044-751-2213

月火木金　9:00～20:00
水　9:00～19:00
土　9:00～17:00

無 -- 宮植　千尋
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3562 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ新

城駅前店
211-0045 川崎市中原区上新城2-14-23 044-751-2213 044-751-2213

月火木金　9:00～20:00
水　9:00～19:00
土　9:00～17:00

無 -- 小林　佑一郎

3563 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラック新

城駅前店
211-0045 川崎市中原区上新城2-14-23 044-751-2213 044-751-2213

月火木金　9:00～20:00
水　9:00～19:00
土　9:00～17:00

無 -- 田那部　勇貴

3564 14 神奈川県 スカイ薬局 212-0011 川崎市幸区幸町4-15　メゾンYN1階 044-520-3013 044-520-3015

月火水金　9：00～19：00
木　9：30～17：30
土　9：00～18：00

日・祝を除く

有 090-5322-4840 小久保　和則

3565 14 神奈川県 スカイ薬局 212-0011 川崎市幸区幸町4-15　メゾンYN1階 044-520-3013 044-520-3015
月・火・水・金　9:00～19:00

木　9:30～17:30
土　9:00～18:00

有 090-5322-4840 西坂　真紀

3566 14 神奈川県 スカイ薬局 212-0011 川崎市幸区幸町4-15　メゾンYN1階 044-520-3013 044-520-3015
月火水金　9:00～19:00

木　9:30～17:30
土　9:00～18:00

有 044-520-3013 武樋　智子

3567 14 神奈川県 かえで調剤薬局 212-0016 川崎市幸区南幸町2-79 044-542-6887 044-542-6889
月～金　9：00～19：00

土　9：00～17：00
日・祝を除く

有 044-542-6887 加藤　千恵

3568 14 神奈川県 かえで調剤薬局 212-0016 川崎市幸区南幸町2-79 044-542-6887 044-542-6889
月～金  9:00～19:00

土  9:00～17:00
日・祝日を除く

有 044-542-6887 綱島　ひろこ

3569 14 神奈川県 かえで調剤薬局 212-0016 川崎市幸区南幸町2-79 044-542-6887 044-542-6889
月～金　9：00～19：00

土　9：00～17：00
日・祝を除く

有 044-542-6887 力石　七愛

3570 14 神奈川県 なの花薬局　川崎塚越店 212-0024 川崎市幸区塚越2-157 044-548-0933 044-548-0944

月火水金　9：00～18：00
木　9：00～12：00
土   9：00～13：00

日・祝日を除く

有 044-548-0933 磯﨑　かほり

3571 14 神奈川県 塚越薬局 212-0024 川崎市幸区塚越2-159-15 044-522-0935 044-511-3386

月・火・木・金　8：00～18：
30

水　8：00～18：00
土　8：00～14：00

日・祝を除く

有 080-1631-0767 坂尾　富美子

3572 14 神奈川県 塚越薬局 212-0024 川崎市幸区塚越2-159-15 044-522-0935 044-511-3386

月・火・木・金　8：00～18：
30

水　8：00～18：00
土　8：00～14：00

日・祝を除く

有 080-1631-0767 多和田　里佳子
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3573 14 神奈川県 鹿島田薬局有限会社 212-0053
川崎市幸区下平間131　鹿島田ビル1

階
044-522-6811 044-533-8433

月～土9:00～20:30
※日・祝日、12月30日～1月3

日は休業
※対応薬剤師は火曜日定休

有 090-5290-9768 齊藤　隆也

3574 14 神奈川県
健ナビ薬樹薬局パークタ

ワー新川崎
212-0058

川崎市幸区鹿島田1-1-5 パーククタ
ワー新川崎104

044-520-3559 044-520-3560
月～水・金 9:00～19:00

木・土 9:00～18:00
有 090-1212-0705 片羽　教子

3575 14 神奈川県 ファーコス薬局　中央 213-0001 川崎市高津区溝口1-16-3 044-812-1223 044-844-7172
月～金　9:00～18:00

土　9:00～13:00
日・祝を除く

有 090-8003-4744 池末　文

3576 14 神奈川県 丈夫屋メディカル薬局 213-0001 川崎市高津区溝口1-18-8 044-844-5393 044-844-4650
月～金 9:00～19:00

土 9:00～18:00
日・祝を除く

有 044-844-5393 藤巻　洋子

3577 14 神奈川県 二子薬局センター店 213-0001 川崎市高津区溝口1-5-1 044-822-1639 044-822-1990
月～土　　9：00～19：00

日、祝日を除く
無 -- 瀬戸口　あかね

3578 14 神奈川県 二子薬局パーク店 213-0001 川崎市高津区溝口1-8-11 044-844-2934 044-844-2943
月～金9：00～19:00
土9：00～18：00まで

有 044-844-2934 松本　真紀枝

3579 14 神奈川県 二子薬局　新地店 213-0004
川崎市高津区諏訪1-3-3　フラワ-ビ

ル1F
044-328-5264 044-328-5265

月～金　9：30～19：30
土　　　9：30～13：30

日・祝　定休日
無 -- 中原　健太

3580 14 神奈川県 めぐみ薬局溝口相談店 213-0011 川崎市高津区久本1-7-10 044-870-8807 044-870-8878

月・火・水・金　9：00～18：
45

木　9：00～17：00
土　9：00～13：00

日・祝日定休

有 090-1460-1209 惠木　立

3581 14 神奈川県 くすりサガミ薬局 213-0012 川崎市高津区坂戸1-10-10 044-833-9887 044-322-9887

月、火、木、金　9：00～19：
00

水9：00～17：00
土9：00～14：00

日・祝休み

有 044-833-9887 福嶋　仁

3582 14 神奈川県 くすりサガミ薬局 213-0012 川崎市高津区坂戸1-10-10 044-833-9887 044-322-9887

月～金9：00～19：00（水曜～
17：00）

土　9：00～14：00
日・祝日　休み

有 044-833-9887 福嶋　明子

3583 14 神奈川県 そうごう薬局　梶が谷店 213-0013
川崎市高津区末長1-9-1　スタイリオ

梶が谷MALL5階
044-750-8071 044-750-8072

月～金　9:00～19:00
土　9:00～14:00

日・祝を除く
有 044-750-8071 仲山　麗
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3584 14 神奈川県 二子薬局　津田山店 213-0033 川崎市高津区下作延6-4-3 044-850-5376 044-850-5377

月・火・水・金　9：00～19：
00

木・土　　　　　9：00～18：
00

日、祝を除く

無 -- 川松　あや

3585 14 神奈川県 南いくた薬局 214-0036 川崎市多摩区南生田4-6-5 044-863-7200 044-863-7217
月～金　9：00～18：00
土日祝　9：00～12：00

有 044-863-7200 滑川　かづ子

3586 14 神奈川県 山口台薬局 215-0017 川崎市麻生区王禅寺西5-2-17 044-959-2578 044-959-2579
月～土 9：00～18：00

日、祝を除く
有 044-959-2578 福田　美恵子

3587 14 神奈川県 なの花薬局王禅寺店 215-0018 川崎市麻生区王禅寺東5-1-2 044-981-2931 044-981-2930

月火木金　8:45～18:45
水　　　　8:30～16:30
土　　　　8:45～12:45

日・祝を除く

有 044-981-2931 大庭　将史

3588 14 神奈川県 なの花薬局　新百合ヶ丘店 215-0021
川崎市麻生区上麻生1-5-2　小田急新

百合ヶ丘ビル4階
044-959-3109 044-959-3108

月～金　8：30～19：00
土　　　8：30～17：00

有 044-959-3109 唐澤　正悟

3589 14 神奈川県 かもめ薬局柿生店 215-0021 川崎市麻生区上麻生5-40-3 044-981-3730 044-981-3731
月～金  9:00～19:00
土　  　9:00～18:00

日・祝日は除く
有 044-981-3730 岩田　誠大

3590 14 神奈川県 かもめ薬局柿生店 215-0021 川崎市麻生区上麻生5-40-3 044-981-3730 044-981-3931
月～金  9:00～19:00
土　  　9:00～18:00

日・祝日は除く
有 044-981-3730 広池　暁子

3591 14 神奈川県 かもめ薬局柿生店 215-0021 川崎市麻生区上麻生5-40-3 044-981-3730 044-981-3731
月～金  9:00～19:00
土　  　9:00～18:00

日・祝日は除く
有 044-981-3730 山口　拓也

3592 14 神奈川県 かもめ薬局柿生店 215-0021 川崎市麻生区上麻生5-40-3 044-981-3730 044-981-3731
月～金  9:00～19:00
土　  　9:00～18:00

日・祝日は除く
有 044-981-3730 小島　有夏

3593 14 神奈川県 かもめ薬局柿生店 215-0021 川崎市麻生区上麻生5-40-3 044-981-3730 044-981-3731
月～金  9:00～19:00
土　  　9:00～18:00

日・祝日は除く
有 044-981-3730 西岡　宏子

3594 14 神奈川県 かもめ薬局柿生店 215-0021 川崎市麻生区上麻生5-40-3 044-981-3730 044-981-3731
月～金  9:00～19:00
土　  　9:00～18:00

日・祝日は除く
有 044-981-3730 末谷　喜美

3595 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ栗

平駅前店
215-0024

川崎市麻生区白鳥3-5-2 ガ-デンヒル
ズ白鳥1階

044-981-0104 044-981-0104

月～金　9:00～20:00
木　9:00～18:00
土　9:00～17:00
定休日　日・祝日

無 -- 佐藤　歓奈
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3596 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ栗

平駅前店
215-0024

川崎市麻生区白鳥3-5-2 ガ-デンヒル
ズ白鳥1階

044-981-0104 044-981-0104

月～金　9:00～20:00
木　9:00～18:00
土　9:00～17:00
定休日　日・祝日

無 -- 上岡　園子

3597 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ栗

平駅前店
215-0024

川崎市麻生区白鳥3-5-2 ガ-デンヒル
ズ白鳥1階

044-981-0104 044-981-0104

月～金　9:00～20:00
木　9:00～18:00
土　9:00～17:00
定休日　日・祝日

無 -- 大江　朋子

3598 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ栗

平駅前店
215-0024

川崎市麻生区白鳥3-5-2 ガ-デンヒル
ズ白鳥1階

044-981-0104 044-981-0104

月～金　9:00～20:00
木　9:00～18:00
土　9:00～17:00
定休日　日・祝日

無 -- 竹内　理花子

3599 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ栗

平駅前店
215-0024

川崎市麻生区白鳥3-5-2 ガ-デンヒル
ズ白鳥1階

044-981-0104 044-981-0104

月～金　9:00～20:00
木　9:00～18:00
土　9:00～17:00
定休日　日・祝日

無 -- 鈴木　加代子

3600 14 神奈川県
キリン堂薬局　新百合ケ丘

店
215-0026 川崎市麻生区古沢177-2F 044-959-5770 044-959-5771 年中無休　8：30～20：00 無 -- 榎本　朝美

3601 14 神奈川県 有馬センター薬局 216-0002 川崎市宮前区東有馬3-5-28 044-854-9318 044-855-2826

月火水金　9：00～18：30
木　9：00～17：00
土　9：00～14：30

日・祝を除く

無 -- 阿部　悦代

3602 14 神奈川県 宮前平薬局 216-0003 川崎市宮前区宮崎6-9-5 044-861-2232 044-861-2922
月～金　9:00～18:00

土　 9:00～17:00
日・祝を除く

有 044-861-2232 小畑　裕子

3603 14 神奈川県 コスモス薬局 216-0003 川崎市宮前区有馬5-18-22 044-870-4010 044-855-0770
月・火・木・金9：00～18：00

土9：00～16：00
無 -- 當麻　由美

3604 14 神奈川県 みどり薬局 216-0004 川崎市宮前区鷺沼1-11-14 044-871-1151 044-871-1152
月～金 9:00～19:00
土　9:00～18:00

有 044-871-1151 佐々木　友紀子

3605 14 神奈川県 クリエイト薬局川崎鷺沼店 216-0004
川崎市宮前区鷺沼1-18-11ニュ-ウェ

ル1階
044-870-1331 044-870-1332

月～土　10:00～13:30
　　　　14:30～18:30

日・祝を除く
無 -- 田口　裕美

3606 14 神奈川県 薬樹薬局　鷺沼春待坂店 216-0004
川崎市宮前区鷺沼3-5-8　ドルチェ鷺

沼1階
044-862-7366 044-862-7367

月～土　9：00～18：00
日・祝日を除く

有 044-862-7366 小倉　知祥

3607 14 神奈川県 薬樹薬局宮前平２号店 216-0007
川崎市宮前区小台2-6-6宮前平メディ

カルモ-ル1階
044-870-8925 044-870-8926

月・火・木・金　9：00～19：
00

水　10：00～18：00
土　9：00～17：00

日・祝を除く

有 044-870-8925 大貫　ミチ
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3608 14 神奈川県 潮見台薬局 216-0013 川崎市宮前区潮見台20-3 044-978-0189 044-978-2189
月～金　9：00～18：00

土　9：00～17：00
日・祝を除く

有 044-978-0189 嘉津　陽子

3609 14 神奈川県 潮見台薬局 216-0013 川崎市宮前区潮見台20-3 044-978-0189 044-978-2189
月～金　9：00～18：00

土　9：00～17：00
日・祝を除く

有 044-978-0189 吉川　真由美

3610 14 神奈川県 薬樹薬局　宮崎台 216-0032
川崎市宮前区神木2-2-1　宮崎台メ

ディカルプラザA棟 1階
044-860-2760 044-860-2761

月～水・金 9:00～18:30
木・土 9:00～18:00

日・祝日を除く
有 044-860-2760 寺内　麻奈美

3611 14 神奈川県 薬樹薬局　宮崎台 216-0032
川崎市宮前区神木2-2-1　宮崎台メ

ディカルプラザA棟 1階
044-860-2760 044-860-2761

月～水・金 9:00～18:30
木・土 9:00～18:00

日・祝日を除く
有 044-860-2760 大道寺　安紀子

3612 14 神奈川県 薬樹薬局宮崎台 216-0032
川崎市宮前区神木2-2-1宮崎台メディ

カルプラザＡ棟1階
044-860-2760 044-860-2761

月～水、金：9:00～18:30
木、土：9:00～18:00

日祝を除く
有 044-860-2760 里脇　未緒

3613 14 神奈川県 プラザ薬局宮崎台 216-0033 川崎市宮前区宮崎103-3 044-888-5855 044-888-5856
月～金　9:00～18:00

土・日・祝を除く
無 -- 鹿田　和江

3614 14 神奈川県 宮前平薬局 216-0033 川崎市宮前区宮崎6-9-5 044-861-2232 044-861-2922
月～金　9：00～18：00
土　　　9：00～17：00

日・祝を除く
有 044-861-2232 中村　とも子

3615 14 神奈川県
そうごう薬局エキニア横浜

店
220-0004

横浜市西区北幸1-1-8エキニア横浜店
6階

045-313-2751 045-313-2752
月～土　9:00～19:00
日・祝　10:30～18:30

有 045-313-2751 上島　早枝

3616 14 神奈川県
さくら薬局横浜西口天理ビ

ル店
220-0004 横浜市西区北幸1-4-1天理ビルB1F 045-319-3257 045-319-3259

月～金　9：00～19：00
土　9：00～18：00

日・祝を除く
有 045-319-3257 北　直子

3617 14 神奈川県 薬樹薬局三ッ沢 220-0006 横浜市西区宮ヶ谷47-2 045-412-3360 045-412-3361

月～金9:00～18:00
土・日・祝日　休み

原則第二日曜　9:00～17:00
（変動あり）

有 045-412-3360 小林　摩深子

3618 14 神奈川県 薬樹薬局三ッ沢 220-0006 横浜市西区宮ヶ谷47-2 045-412-3360 045-412-3361

月～金9:00～18:00
土・日・祝日　休み

原則第二日曜　9:00～17:00
（変動あり）

有 045-412-3360 田橋　美佳

3619 14 神奈川県 薬樹薬局三ッ沢 220-0006 横浜市西区宮ヶ谷47-2 045-412-3360 045-412-3361

月～金9:00～18:00
土・日・祝日　休み

原則第二日曜　9:00～17:00
（変動あり）

有 045-412-3360 北島　亜希
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3620 14 神奈川県 オレンジ薬局横浜東口店 220-0011 横浜市西区高島2-14-15 045-453-9030 045-453-9031
月～金　9：00～19：00

土　9：00～17：30
日・祝日除く

有 080-8207-9935 杉中　啓介

3621 14 神奈川県 オレンジ薬局横浜東口店 220-0011 横浜市西区高島2-14-15 045-453-9030 045-453-9031
月～金　9：00～19：00

土　9：00～17：30
日・祝日除く

有 080-8207-9935 清水　美穂

3622 14 神奈川県 オレンジ薬局横浜東口店 220-0011 横浜市西区高島2-14-15 045-453-9030 045-453-9031
月～金　9：00～19：00

土　9：00～17：30
日・祝日除く

有 045-453-9030 但野　博胤

3623 14 神奈川県 オレンジ薬局横浜東口店 220-0011 横浜市西区高島2-14-15 045-453-9030 045-453-9031
月～金　9：00～19：00

土　9：00～17：30
日・祝日除く

有 080-8207-9935 田中　久世

3624 14 神奈川県 藤棚調剤薬局 220-0053 横浜市西区藤棚町1-67 045-242-6737 045-308-6033

月・火・水・金　9：00～18：
30

木・土　9：00～12：30
日・祭日は休み

無 -- 高堂　正

3625 14 神奈川県 ホケン薬局 221-0002 横浜市神奈川区大口通56-6 045-421-5512 045-421-5523
月～金　9：00～19：00

土　9：00～18：00
日・祝　休み

有 045-421-5512 石垣　美紀

3626 14 神奈川県 横浜六角橋薬局 221-0802 横浜市神奈川区六角橋1-9-24 045-433-0211 045-433-0219
月～土9：00～18：30

日・祝を除く
有 045-433-0211 齋藤　美穂

3627 14 神奈川県 慶成薬局 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-20-5 045-434-1139 045-434-5963
月～金　9:00～19:00

土　9:00～14:00
日・祝を除く

無 -- 宮崎　史子

3628 14 神奈川県
そうごう薬局トレッサ横浜

店
222-0002

横浜市港北区師岡町700トレッサ横浜
店

045-533-5121 045-542-5222
月～土　9：00～18：30

日　9：00～18：00
有 045-533-5121 山田　奈保子

3629 14 神奈川県 あけぼの薬局　大倉山店 222-0003 横浜市港北区大曽根1-16-5 045-533-1153 045-533-1154

月～水・金　9：00～18：30
木9：00～18：00
土9：00～13：30
日・祝日を除く

有 090-7833-9467 小澤　美和

3630 14 神奈川県 坂本薬局妙蓮寺店 222-0011 横浜市港北区菊名1-2-4 045-633-8238 045-633-8543

月～水・金　9:00～19:00
木　9:00～17:00
土　9:00～14:00
日・祝日を除く

有 045-633-8238 和田　野歩

3631 14 神奈川県 横浜菊名薬局 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・祝を除く

有 045-401-2622 佐藤　雄子
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3632 14 神奈川県 横浜菊名薬局 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・祝を除く

有 045-401-2622 深谷　真紀

3633 14 神奈川県 横浜菊名薬局 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・祝を除く

有 045-401-2622 石川　奈津美

3634 14 神奈川県 田辺薬局　妙蓮寺駅店 222-0023 横浜市港北区仲手原2-21-9 045-439-7950 045-439-7951

月火木金　9：00～18：30
水　9：00～17：00
土　9：00～12：30

日・祝日を除く

有 080-8832-2676 西澤　侑香

3635 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ岸

根公園店
222-0026 横浜市港北区篠原町1113-6 045-435-3892 045-435-3892

月～金　9:00～19:00
土　　　9:00～15:00

日・祝日を除く
有 090-6067-1474 今元　美季子

3636 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ岸

根公園店
222-0026 横浜市港北区篠原町1113-6 045-435-3892 045-435-3892

月～金　9:00～19:00
土　　　9:00～15:00

日・祝日を除く
有 080-6067-1474 大髙　唯

3637 14 神奈川県 菊名ふじ薬局 222-0032 横浜市港北区大豆戸町204 045-402-5001 045-402-5223
月～金　9：00～19：00
土　　　9：00～14：00

日・祝日を除く
有 045-402-5001 鵜飼　典男

3638 14 神奈川県
株式会社わかば　わかば薬

局
222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-10 045-475-2888 045-475-3634

月～土　8：30～19：00
日･祝日を除く

有 070-1536-7198 宮川　敦子

3639 14 神奈川県
株式会社わかば　わかば薬

局
222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-10 045-475-2888 045-475-3634

月～土　8：30～19：00
日･祝日を除く

有 045-475-2888 小口　瑞緒

3640 14 神奈川県
フィットケアデポ篠原店薬

局
222-0034 横浜市港北区岸根町438?1 045-488-3880 045-488-3881

月～金9：00～19：00
土　　9：00～17：00

日・祝日休み
無 -- 北　恵子

3641 14 神奈川県
フィットケアデポ篠原店薬

局
222-0034 横浜市港北区岸根町438-1 045-488-3880 045-488-3881

月～金9：00～19：00
土　　9：00～17：00

日・祝日休み
無 -- 大川　節子

3642 14 神奈川県
フィットケアデポ篠原店薬

局
222-0034 横浜市港北区岸根町438-1 045-488-3880 045-488-3881

月～金9：00～19：00
土　　9：00～17：00

日・祝日休み
無 -- 柳川　寿子

3643 14 神奈川県
ハックドラッグ綱島駅前薬

局
223-0053

横浜市港北区綱島西1-6-6　ア-バン
シュロス綱島1階

045-540-0895 045-540-0896
月～金　9：00～21：00

土　9：00～19：00
日・祝日休み

有 045-540-0895 中村　聖子

3644 14 神奈川県 イオン薬局横浜新吉田店 223-0058 横浜市港北区新吉田東8-49-1 045-548-2185 045-534-1063 年中無休　9時～19時 有 070-5012-5321 加藤　潤也

3645 14 神奈川県 いずみ薬局 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・祝日を除く
有 045-560-0088 野原　由美
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3646 14 神奈川県 そうごう薬局高田駅前店 223-0065 横浜市港北区高田東3-1-8 045-716-8411 045-716-8412
月～金　9:00～18:30
土　　　9:00～13:30

日・祝日除く
有 045-716-8411 上野　喜子

3647 14 神奈川県 そうごう薬局高田駅前店 223-0065 横浜市港北区高田東3-1-8 045-716-8411 045-716-8412
月～金  9:00～18:30
土　　  9:00～13:30

日・祝日除く
有 045-716-8411 丹野　恵梨香

3648 14 神奈川県 フジ薬局 223-0065 横浜市港北区高田東4-18-19 045-543-0359 045-543-0359
月～土　9：00～19：00
（日・祝日・木を除く）

有 090-8449-0659 山岸　悦子

3649 14 神奈川県 サエラ薬局　高田駅前店 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・祝日（水曜除く）　9：00
～12：00

水の祝日及び年末年始休業あり

有 045-540-7522 阿出川　隼

3650 14 神奈川県
有限会社すずらん薬局東山

田店
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・祝日を除く

有 070-2807-2776 関口　寛樹

3651 14 神奈川県
有限会社すずらん薬局東山

田店
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・祝日を除く
有 070-2807-2776 尾形　真美子

3652 14 神奈川県
フィットケアエクスプレス

センター南店薬局
224-0032

横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-1センタ-
南駅構内

045-948-4557 045-948-4558
平日　8:00～21:00

土・日・祝日　10:00～19:00
無 -- 須藤　直矢

3653 14 神奈川県 二子薬局都筑店 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央19-5 045-949-6593 045-942-7597
月～金　9：00～19：30

土　9：00～18：00
日・祝日を除く

有 045-949-6593 渡辺　美穂

3654 14 神奈川県 二子薬局 都筑店 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央19-5 045-949-6593 045-942-7597
月～金　9：00～19：30

土　9：00～18：00
日・祝日を除く

有 045-949-6593 北本　とも子

3655 14 神奈川県 二子薬局都筑店 224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央19-5 045-949-6593 045-942-7597
月～金　9：00～19：30

土　9：00～18：00
日・祝日を除く

有 045-949-6593 本堀　麻美

3656 14 神奈川県 二子薬局都筑店 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・祝日を除く

有 045-949-6593 北村　雅子

3657 14 神奈川県 せせらぎ薬局センター南店 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央7-20 045-944-2316 045-508-9521

月～水、金　9:00～19:00
木　9:00～17:00
土　9:00～15:00
日・祝日を除く

有 080-5520-4987 石間　街子
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薬局 薬剤師
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3658 14 神奈川県 せせらぎ薬局センター南店 224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央7-20 045-944-2316 045-508-9521

月～水、金　9:00～19:00
木　9:00～17:00
土　9:00～15:00
日・祝日を除く

有 080-5520-4987 服部　久美子

3659 14 神奈川県
フィットケアデポ仲町台店

薬局
224-0041 横浜市都筑区仲町台1-25 045-948-5799 045-948-5899

月～金　9:00～19:00
土・日  9:00～17:00

祝を除く
無 -- 溝渕　大樹

3660 14 神奈川県
フィットケアデポ仲町台店

薬局
224-0041 横浜市都筑区仲町台1-25 045-948-5799 045-948-5899

月～金　9:00～19:00
土・日　9:00～17:00

祝日を除く
無 -- 松島　雅子

3661 14 神奈川県
フィットケアデポ仲町台店

薬局
224-0041 横浜市都筑区仲町台1-25 045-948-5799 045-948-5899

月～金　9:00～19:00
土・日　9:00～17:00

祝日を除く
無 -- 矢田　すみれ

3662 14 神奈川県 あやめ薬局 224-0057
横浜市都筑区川和町1236-1ガーデン

プラザ川和1F2号
045-929-1585 045-929-1586

月　9：00～19：30
火～金　9：00～18：30

土　9：00～17：00
第2・4日曜　9：00～13：

00(※変更になることがありま
す)

休み：祝日、第1,3,5日曜

有 050-5893-0459 外山　悠里那

3663 14 神奈川県 葛が谷薬局 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

月～金　9:00～19:00
土　9:00～15:00

第一・三日曜日　9:00～13:00
有 045-949-5017 佐伯　亜貴子

3664 14 神奈川県 葛が谷薬局 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

月～金　9:00～19:00
土　9:00～15:00

第一・三日曜日　9:00～13:00
有 045-949-5017 米良　恵

3665 14 神奈川県 葛が谷薬局 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

月～金　9:00～19:00
土　9:00～15:00

第一・三日曜日　9:00～13:00
有 045-949-5017 廣本　陽子

3666 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜元石川

薬局
225-0004 横浜市青葉区元石川町3717-7 045-909-5093 045-909-5094

月～金　9:00～14:00,15:00～
20:00

土　　　9:00～14;00,15:00～
18:00

日・祝日を除く

無 -- 長池　真弓

3667 14 神奈川県
株式会社藤ファーマシー

荏子田店
225-0005 横浜市青葉区荏子田2-5-2 045-530-5025 045-530-5035

月～金　8：30～19：00
土　8：30～18：00

有 045-530-5025 菅野　君子

3668 14 神奈川県 龍生堂薬局あざみ野店 225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-30 三規庭内 045-909-5673 045-909-5675
平日　9:00～20:00

日・祝日　10:00～20:00
定休日　1月1日

無 -- 塚田　晃司
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3669 14 神奈川県 江田駅前薬局 225-0013 横浜市青葉区荏田町2361-3 045-914-6482 045-914-6483

月～金　9:00～18:00
土         9:00～15:00

日・祝日　年末年始(12/31～
1/3) 除く

有 045-914-6482 木嶋　千世

3670 14 神奈川県 江田駅前薬局 225-0013 横浜市青葉区荏田町2361-3 林ビル1F 045-914-6482 045-914-6483

月～金　9：00～18：00
土　　　9：00～15：00

休診日・日曜・祭日　年末年始
（12/31～1/3）

有 045-914-6482 奥田　明日和

3671 14 神奈川県 横浜調剤薬局荏田店 225-0013 横浜市青葉区荏田町423-2 045-911-0719 045-911-9719

月～金　9:00～18:00
土　9:00～17:00

日・祝日・年末年始（12/30～
1/3）を除く

有 045-911-0719 栗木　朋子

3672 14 神奈川県
フィットケアデポ市ケ尾店

薬局
225-0024

横浜市青葉区市が尾町1154-2市が尾
プラ-ザ1階

045-978-5571 045-978-5570
月～日　10：00～21:00

(年末年始を除く)
無 -- 佐藤　和代

3673 14 神奈川県
フィットケアデポ市ケ尾店

薬局
225-0024

横浜市青葉区市が尾町1154-2市が尾
プラ-ザ1階

045-978-5571 045-978-5570
月～日　10：00～21:00

(年末年始を除く)
無 -- 城戸　瑞木

3674 14 神奈川県
フィットケアデポ市ケ尾店

薬局
225-0024

横浜市青葉区市が尾町1154-2市が尾
プラ-ザ1階

045-978-5571 045-978-5570
月～日　10：00～21:00

(年末年始を除く)
無 -- 藤重　知樹

3675 14 神奈川県 関水薬局 225-0024
横浜市青葉区市ヶ尾町1168-1　カ-サ

内野1Ｆ
045-971-2811 045-971-5352

月～金・9：00～18：30
土・9：00～15：00

日・祝を除く
有 045-911-8120 関水　康成

3676 14 神奈川県 ハックドラッグ鴨居薬局 226-0003 横浜市緑区鴨居1-8-1 045-935-2089 045-935-2090
月～土　9:00～20:00

日・祝日を除く
無 -- 池田　芙美子

3677 14 神奈川県 しろくま薬局 226-0003 横浜市緑区鴨居3-1-6 045-933-9755 045-933-9755

月火水金　9：00～19：00
（13：00-15：00昼休み）
木　　　　9：00～18：00
（13：00-15：00昼休み）
土　　　　9：00～13：00

日・祝　休み

無 -- 岩野　勝

3678 14 神奈川県 しろくま薬局 226-0003 横浜市緑区鴨居3-1-6 045-933-9755 045-933-9755

月火水金　9：00～19：00
（13：00-15：00昼休み）
木　　　　9：00～18：00
（13：00-15：00昼休み）
土　　　　9：00～13：00

日・祝　休み

無 -- 時本　優香
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3679 14 神奈川県 しろくま薬局 226-0003 横浜市緑区鴨居3-1-6 045-933-9755 045-933-9755

月火水金　9：00～19：00
（13：00-15：00昼休み）
木　　　　9：00～18：00
（13：00-15：00昼休み）
土　　　　9：00～13：00

日・祝　休み

無 -- 川崎　優子

3680 14 神奈川県 しろくま薬局 226-0003 横浜市緑区鴨居3-1-6 045-933-9755 045-933-9755

月火水金　9：00～19：00
（13：00-15：00昼休み）
木　　　　9：00～18：00
（13：00-15：00昼休み）
土　　　　9：00～13：00

日・祝　休み

無 -- 韮澤　穏子

3681 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ中

山店
226-0014 横浜市緑区台村町350矢島ビル1階 045-931-1268 045-931-1268

月～金　9:00～19:00
土　9:00～15:00

日・祝：休み
無 -- 水流添　里美

3682 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ長

津田みなみ台店
226-0018

横浜市緑区長津田みなみ台5-24-1
パ-クコ-ト1F

045-985-5525 045-985-5525
月～金　9:00～19:00

土　9:00～13:00
※日・祝日を除く

有 070-4799-3497 森　若菜

3683 14 神奈川県 そうごう薬局　長津田店 226-0027 横浜市緑区長津田4-11-15 045-985-2131 045-985-2132

月～金　9：00～19：00　水を
除く

水　9：00～18：00
土　9：00～15：00

日・祝日休

有 045-985-2131 髙嶋　瞳

3684 14 神奈川県 さくら薬局　藤が丘店 227-0043 横浜市青葉区藤が丘1-28-19 045-974-2900 045-978-1186
月～金　8:30～19:00

土　8:30～17:30
日・祝日：休み

有 045-974-2900 伊藤　明日香

3685 14 神奈川県 めぐみ薬局 227-0043
横浜市青葉区藤が丘2-3-3第2飯田ビ

ル206
045-973-8616 045-973-8627

月～水、金　9:00～19:00
木　9:00～17:00
土　9:00～14:00
日・祝日を除く

有 090-5789-3006 平山　明子

3686 14 神奈川県 みどり薬局 227-0045 横浜市青葉区若草台5-1 045-482-9163 045-482-9164
月～金　9：00～19：00

土　9：00～13：00　　日・祝
を除く

有 090-7813-0632 永井　貴充

3687 14 神奈川県 みどり薬局 227-0045 横浜市青葉区若草台5-1 045-482-9163 045-482-9164
月～金9:00～19:00

土9:00～13:00
有 090-781-30632 新崎　恵理

3688 14 神奈川県 ヒロ薬局青葉台店 227-0055 横浜市青葉区つつじが丘24-58 045-530-4262 045-530-4263
月～金 9:00～18:30

土 9:00～17:30
日・祝日を除く

無 -- 鈴木　則子
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3689 14 神奈川県
ハックドラッグ青葉台パル

テ薬局
227-0062

横浜市青葉区青葉台2-8-20　パルテ
青葉台1階

045-988-1112 045-988-1113
月～土　9：00～20：00

日・祝日：休み
無 -- 垪和　葉子

3690 14 神奈川県
一般社団法人ヒューメディ

カ　新つるみ薬局
230-0001

横浜市鶴見区矢向1-5-24　新つるみ
薬局

045-574-0111 045-574-0169

月・水・金・土　9：00～17：
00

火・木　　　　　9：00～19：
30

日・祝　　　　　休み

有 045-574-0111 大山　かがり

3691 14 神奈川県
一般社団法人ヒューメディ

カ　新つるみ薬局
230-0001

横浜市鶴見区矢向1-5-24　新つるみ
薬局

045-574-0111 045-574-0169

月・水・金・土　9：00～17：
00

火・木　9：00～19：30
日・祝日除く

有 045-574-0111 唐澤　淳子

3692 14 神奈川県 ササヤ薬局 230-0001 横浜市鶴見区矢向4-10-18 045-582-0035 045-573-2896
月～金　9：00～19：00

土9：00～18：00
日・祝　休み

有 045-582-0035 佐々木　優貴

3693 14 神奈川県 なの花薬局鶴見店 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-10 045-508-2777 045-508-2888
月～金　9：30～19：00

土　9：30～13：00
有 045-508-2777 織田　通子

3694 14 神奈川県 阿部薬局 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・祝日を除く
無 -- 阿部　正隆

3695 14 神奈川県 阿部薬局 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・祝を除く

無 -- 阿部　聡美

3696 14 神奈川県 阿部薬局 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・祝日を除く
無 -- 八木　多佳子

3697 14 神奈川県 あろま薬局 230-0071 横浜市鶴見区駒岡3-18-5　1Ｆ2 045-947-3450 045-947-3451
月～金　9：00～18：00

土　9：00～13：00
日・祝　休局

有 045-947-3450 立川　早苗

3698 14 神奈川県
フィットケアエクスプレス

鶴見西口店薬局
230-0076 横浜市鶴見区豊岡町7-12 045-583-2022 045-583-2023

月～土　8：30～20：00
日・祝日9：00～19：00

無 -- 佐藤　京子

3699 14 神奈川県 テラオ薬局 230-0077 横浜市鶴見区東寺尾6-36-9 045-581-2594 045-581-2639
月・火・水・金　9:00～19:00

木・土　9:00～17:00
日・祝日　休み

無 -- 山口　加代子

3700 14 神奈川県 カシワバ薬局　馬車道店 231-0015 横浜市中区尾上町5-75-2 044-305-6811 044-305-6812

月～金　9：00～19：30
土　9：00～19：00
日　10：00～18：00

祝日休み

無 -- 嶋村　雄哉

3701 14 神奈川県
フィットケアデポシルクセ

ンター店薬局
231-0023 横浜市中区山下町1番地 045-640-0306 045-640-0309

月～土　10:00～19:30
日・祝日を除く

無 -- 齊藤　和樹
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連番 都道府県番号 都道府県 薬局名 郵便番号
薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間 時間外対応の有無 時間外の電話番号
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3702 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜関内薬

局
231-0032 横浜市中区不老町2-9-1 045-222-6341 045-222-6342

月～金　9:00～13:30　14:30
～19:00

土　　　9:00～13:00　14:00
～17:00

無 -- 香山　文明

3703 14 神奈川県
薬局トモズ　カトレヤプラ

ザ伊勢佐木店
231-0045 横浜市中区伊勢佐木町1-5-4 045-315-3335 045-250-5833

月～金　10：00～19：00
祝を除く

無 -- 武市　裕子

3704 14 神奈川県 ハックドラッグ曙町薬局 231-0057 横浜市中区曙町3－３９－１ 045-252-9218 045-252-9219
月～土　 10：00～14：00
　　　　 15：00～19：00

日・祝日を除く
無 -- 柳川　浩

3705 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ横

浜日ノ出町駅前店
231-0066

横浜市中区日ノ出町1-200 日ノ出サ
クアス103

045-260-6268 045-260-6268
月～金　9:00～20:00
土　　　9:00～14:00

無 -- 渡部　奏子

3706 14 神奈川県
ハックドラッグ本牧宮原薬

局
231-0804 横浜市中区本牧宮原1-5 045 629 1722 045 629 1723

月～金　9:00～19:00
土　9:00～17:00

無 -- 奥村　和仁

3707 14 神奈川県 ハックドラッグ新本牧薬局 231-0821  横浜市 中区 本牧原17-2 045-625-4495 045-625-4489

月 9:00 ～ 19:00
火 9:00 ～ 19:00
水 9:00 ～ 19:00
木 9:00 ～ 19:00
金 9:00 ～ 19:00
土 9:00 ～ 19:00

日	休業日
祝　日	休業日

有 045-625-4495 佐川　秀男

3708 14 神奈川県 ハックドラッグ新本牧薬局 231-0821 横浜市中区本牧原17-2 045-625-4495 045-625-4489
月～土 9:00～19:00

日・祝日を除く
有 045-625-4495 川居　千波

3709 14 神奈川県 イオン薬局　本牧店 231-0821 横浜市中区本牧原7-1 045-625-7503 045-625-7504
年中無休　月～日　9:00～

19:00
無 -- 南竹　俊信

3710 14 神奈川県 ながもち薬局 231-0827 横浜市中区本牧和田12-22 045-621-9199 045-624-3404

月・火・水・金・土 9:00～
18:30

木 8:00～16:00
日・祝日は除く

有 090-8438-4670 永持　健

3711 14 神奈川県 なの花薬局本牧店 231-0843
横浜市中区本郷町2-44-1 サンクレイ

ン本牧102
045-629-5586 045-629-5587

月・火・水・金　8:30～19:00
木　9:00～17:00
土　8:30～13:00
日・祝日を除く

有 045-629-5586 伊藤　由理

3712 14 神奈川県 調剤薬局マイファーマシー 231-0851 横浜市中区山元町3-145 045-662-8731 045-662-9078
月～金　8：30～17：30
土　　　8：30～12：30

有 045-662-8731 油谷　由美

3713 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜元町薬

局
231-0861 横浜市中区元町3-133-9 1F 045-222-7818 045-222-7819

月～土 9:00～19:00
日9:00～13:00

祝日休み
無 -- 前甸　真依子
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3714 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜南太田

薬局
232-0006 横浜市南区南太田1-21-5 045-711-0143 045-711-0144

月～金　9:00～19:00
土　9:00～14:00  15:00～

19:00
日・祝日を除く

無 -- 野呂　拓矢

3715 14 神奈川県
ハックドラッグ井土ヶ谷駅

前薬局
232-0052 横浜市南区井土ヶ谷中町161 045-710-8158 045-710-8159

月～日　9:00～21:00
年末年始を除く

有 045-710-8158 加藤　光彦

3716 14 神奈川県
ハックドラッグ井土ヶ谷駅

前薬局
232-0052 横浜市南区井土ヶ谷中町161 045-710-8158 045-710-8159

月～日　9:00～21:00
年末年始を除く

有 045-710-8158 花井　有子

3717 14 神奈川県
ハックドラッグ井土ヶ谷駅

前薬局
232-0052 横浜市南区井土ヶ谷中町161 045-710-8158 045-710-8159

月～日　9:00～21:00
年末年始を除く

有 045-710-8158 瀬戸口　奈穂子

3718 14 神奈川県
ハックドラッグ井土ヶ谷駅

前薬局
232-0052 横浜市南区井土ヶ谷中町161 045-710-8158 045-710-8159

月～日　9:00～21:00
年末年始を除く

有 045-710-8158 友部　寛子

3719 14 神奈川県
ハックドラッグ井土ヶ谷駅

前薬局
232-0052 横浜市南区井土ケ谷中町161 045-710-8156 045-710-8159

月～日　9:00～21:00
年末年始を除く

有 045-710-8158 平野　靖

3720 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜六ッ川

一丁目薬局
232-0066 横浜市南区六ッ川1-81 045-712-6205 045-712-6206

月～土　9：00～21：00
日・祝　9：00～19：00・

無 -- 小澤　純子

3721 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜六ッ川

一丁目薬局
232-0066 横浜市南区六ッ川1-81 045-712-6205 045-712-6206

月～土　9：00～21：00
日・祝　9：00～19：00・

無 -- 豊田　眞紀子

3722 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜六ッ川

一丁目薬局
232-0066 横浜市南区六ツ川1-81 045-712-6205 045-712-6206

月～土　9：00～21：00
日・祝　9：00～19：00・

無 -- 後藤　歩

3723 14 神奈川県
ハックドラッグ六ツ川ロー

ゼン薬局
232-0066 横浜市南区六ツ川3-75 045-730-6188 045-730-6187

月～土　9:00～19:00
日・祝を除く

有 045-730-6188 高井良　沙紀

3724 14 神奈川県
ハックドラッグ六ツ川ロー

ゼン薬局
232-0066 横浜市南区六ツ川3-75 045-730-6188 045-730-6187

月～土：9：00～19：00
日・祝日を除く

有 045-730-6188 氷室　敦子

3725 14 神奈川県
ハックドラッグ六ツ川ロー

ゼン薬局
232-0066 横浜市南区六ツ川3-75 045-730-6188 045-730-6187

月～土　9:00～19:00
日・祝を除く

有 045-730-6188 富盛　恭子

3726 14 神奈川県
ハックドラッグ六ツ川ロー

ゼン薬局
232-0066 横浜市南区六ツ川3-75 045-730-6188 045-730-6187

月～土　9:00～19:00
日・祝を除く

有 045-730-6188 髙梨　多恵子

3727 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜弘明寺

薬局
232-0067 横浜市南区弘明寺町270 045-730-4708 045-730-4709

月～金　9:00～14:00 15:00～
19:00

土　9:00～13:00
日・祝を除く

無 -- 加山　麻由里

3728 14 神奈川県 玄和堂薬局横浜店 233-0002
横浜市港南区上大岡西1-6-1京急百貨

店6F
045-848-7600 045-848-7601

月、火、木、金　9：00～19：
30

水　9：00～17：00
土　9：00～19：00

日・祝日：11：30～13：30
14：30～16：30

年末年始除く

有 045-848-7600 森山　祐子
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3729 14 神奈川県
サン薬局南部在宅療養支援

部
233-0012 横浜市港南区上永谷2-11-1 045-353-9814 045-353-9815

月～金　9:00～18:00
土日祝を除く

無 -- 佐藤　美緒

3730 14 神奈川県
サン薬局南部在宅療養支援

部
233-0012

横浜市港南区上永谷2-11-1いずみプ
ラザ上永谷

045-353-9814 045-353-9815
月～金　9:00～18:00

土日祝を除く
無 -- 佐藤　晃

3731 14 神奈川県 アール薬局 234-0051 横浜市港南区日野6-9-8 045-843-4976 045-843-1800

月～金　9：00～18：00
土　9：00～15：30
日　9：00～16：00

祝日休み

無 -- 垣内　謙吾

3732 14 神奈川県 アール薬局 234-0051 横浜市港南区日野6-9-8 045-843-4976 045-843-1800

月～金　9：00～18：00
土　9：00～15：30
日　9：00～16：00

祝日休み

無 -- 服部　亜矢子

3733 14 神奈川県 ミチト薬局野庭店 234-0056
横浜市港南区野庭町665サブセンタ-

内
045-349-4721 045-349-4722

月～土　9:00～18:00
日・祝日除く

有 045-349-4721 関口　茉希

3734 14 神奈川県 ミチト薬局野庭店 234-0056
横浜市港南区野庭町665サブセンタ-

内
045-349-4721 045-349-4722

月～土　9:00～18:00
日・祝日除く

有 045-349-4721 中里　裕之

3735 14 神奈川県 にじいろ藍薬局 235-0011
横浜市磯子区丸山1-5-7 ヴィラ・デ

ル・ソ-レ圓山1階101
045-753-7065 045-753-7065

月・火・水・金　9:00～17:30
土　9:00～13:30

木・日・祝日を除く
有 090-3577-3923 阿波谷　幸久

3736 14 神奈川県 にじいろ藍薬局 235-0011
横浜市磯子区丸山1-5-7ヴィラ・デ

ル・ソ-レ圓山1階101
045-753-7065 045-753-7065

月・火・水・金　9:00～17:30
土　9:00～13:30

木・日・祝日を除く
有 090-3577-3923 阿波谷　清美

3737 14 神奈川県 わたなべ薬局 235-0033 横浜市磯子区杉田1-17-1 045-771-7777 045-775-1485

月・火・水・金　9：00～19：
30

木　10：00～18：30（第1木曜
日・最終木曜日のみ営業）

土　9：00～18：30

無 -- 渡辺　一沖

3738 14 神奈川県 磯子センター薬局 235-0045 横浜市磯子区洋光台1-15-7 045-833-9318 045-355-0213
月～土　9：00～18：30

土　9：00～13：00
日・祝日を除く

有 045-833-9318 伊藤　啓

3739 14 神奈川県 薬局わかば並木 236-0005 横浜市金沢区並木1-17 5-4 045-349-4497 045-349-4498

月～金　9：00～19：00
土　9：00～18：00

祝日　9：00～12：00
日　定休日

有 045-349-4497 清野　芳恵

3740 14 神奈川県 なぎさ薬局 236-0005 横浜市金沢区並木2-3-3-102 045-785-5728 045-367-9028
月～金　9:00～19:00
土　　　9:00～13:00

日・祝を除く
有 080-9741-5486 髙橋　健子

3741 14 神奈川県 小田薬局本店 236-0016 横浜市金沢区谷津町378 045-782-5678 045-701-2576
月～土　9：00～19：00

日・祝日を除く
有 090-3364-2345 小田　兵馬
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3742 14 神奈川県 富岡薬局 236-0052 横浜市金沢区富岡西2?1?9 045-772-3315 045-771-6815
月～金　9：00～19：00

土　9：00～16：00
有 070-2178-1125 森　琢磨

3743 14 神奈川県 わかし薬局富岡店 236-0052 横浜市金沢区富岡西4-78-31 045-353-5725 045-353-5726
月～金　9：00～19：00

土　9：00～13：00
日・祝を除く

有 070-2173-1135 汐崎　浩子

3744 14 神奈川県 日の出薬局 237-0064 横須賀市追浜町3-1-9 046-865-3384 046-866-5670
月～金　9：00～19：00

・土　9：00～17：30・日・祝
除く

有 046-865-3380 出井　由香

3745 14 神奈川県 ツバサ薬局 237-0068 横須賀市追浜本町1-1-35 046-865-2026 046-865-2865
月～金　9:00～18:00

土　9:00～14:00
休日　日・祝日、年末年始

有 046-865-2026 岩井　俊秀

3746 14 神奈川県 有限会社新共薬局 238-0007 横須賀市若松町1-1 046-827-1239 046-822-0317
月～土　8:30～19:00

日・祝を除く
無 -- 矢野　文啓

3747 14 神奈川県 インテルみかさ薬局 238-0008
横須賀市大滝町1?21ジュネス横須賀1

階
046-828-8121 046-828-8122

月～水・金　9:00～18:30
木　9:30～17:30
土　9:00～17:30

日・祝休み

有 046-828-8121 荒木　稔

3748 14 神奈川県 あんこ薬局 238-0012 横須賀市安浦町2-19 046-828-3773 046-828-3588
月～木9：00～18：30
金、土9：00～18：00

日・祝休み
無 -- 大塚　深雪

3749 14 神奈川県 なの花薬局横須賀金谷店 238-0034 横須賀市金谷2-1-18 046-852-5255 046-852-5256
月～土　9：00～19：00

木　9：00～17：00
有 046-852-5255 笹木　優

3750 14 神奈川県
シーガル調剤薬局横須賀池

上店
238-0035 横須賀市池上7-13-1 046-851-3855 046-851-3868

月～土　9:00～18:00
日・祝日を除く

有 046-851-3855 春田　晃良

3751 14 神奈川県 有限会社ヒロ薬局 238-0043 横須賀市坂本町3-42 046-822-1492 046-824-9309

月　9:00～20:00
火　9:00～20:00
水　9:00～20:00
木　9:00～17:00
金　9:00～20:00
土　9:00～13:00
日　9:00～12:00

有 046-822-1492 関口　愛

3752 14 神奈川県 有限会社ヒロ薬局 238-0043 横須賀市坂本町3-42 046-822-1492 046-824-9309

月　9:00～20:00
火　9:00～20:00
水　9:00～20:00
木　9:00～17:00
金　9:00～20:00
土　9:00～13:00
日　9:00～12:00

有 046-822-1492 柴﨑　直子
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3753 14 神奈川県 有限会社ヒロ薬局 238-0043 横須賀市坂本町3-42 046-822-1492 046-824-9309

月　9:00～20:00
火　9:00～20:00
水　9:00～20:00
木　9:00～17:00
金　9:00～20:00
土　9:00～13:00
日　9:00～12:00

有 046-822-1492 西尾　沙江子

3754 14 神奈川県 有限会社ヒロ薬局 238-0043 横須賀市坂本町3-42 046-822-1492 046-824-9309

月　9:00～20:00
火　9:00～20:00
水　9:00～20:00
木　9:00～17:00
金　9:00～20:00
土　9:00～13:00
日　9:00～12:00

有 046-822-1492 塚本　絵美

3755 14 神奈川県 有限会社ヒロ薬局 238-0043 横須賀市坂本町3-42 046-822-1492 046-824-9309

月　9:00～20:00
火　9:00～20:00
水　9:00～20:00
木　9:00～17:00
金　9:00～20:00
土　9:00～13:00
日　9:00～12:00

有 046-822-1492 肥田野　純一

3756 14 神奈川県 共創未来逸見薬局 238-0046 横須賀市西逸見町1-5 046-826-3460 046-825-2458
月～金　9：00～18：30

土　9：00～13：00
日・祝日を除く

有 080-5098-5820 片桐　やすえ

3757 14 神奈川県 なの花薬局横須賀長井店 238-0316 横須賀市長井1-8-12 046-856-8030 046-856-7335

月・火・水・金　9:00～19:00
木　9:00～17:00
土　9:00～13:00

日・祝日　12/29～1/3休み

有 046-856-8030 中澤　幸恵

3758 14 神奈川県 なの花薬局横須賀大津店 239-0808 横須賀市大津町1-11-11 046-830-3087 046-830-3089
月・火・水・金　9:00～18:00

木　9:00～17:00
土　9:00～14:00

有 046-830-3087 石川　若菜

3759 14 神奈川県 サザン薬局 239-0841 横須賀市野比2-1-1 046-887-0919 046-887-0920

月～金　9:00～17:30
土　9:00～13:00  (但し第2・

4・5週は15:00まで）
日・祝を除く

有 046-887-0919 藤井　賀与子

3760 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜星川薬

局
240-0001

横浜市保土ヶ谷区川辺町2-1 パ-クホ-
ムズ横濱星川 1階

045-348-2768 045-348-2769
月～土　9:00～19:00

日・祝日を除く
無 -- 多田　圭一郎

3761 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜星川薬

局
240-0001

横浜市保土ヶ谷区川辺町2-1 パ-クホ-
ムズ横濱星川 1階

045-348-2768 045-348-2769
月～土　9:00～19:00

日・祝日を除く
無 -- 中村　治一
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3762 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜星川薬

局
240-0001

横浜市保土ヶ谷区川辺町2-1 パ-クホ-
ムズ横濱星川 1階

045-348-2768 045-348-2769
月～土　9:00～19:00

日・祝日を除く
無 -- 飯塚　宗

3763 14 神奈川県
ハックドラッグ洪福寺松原

薬局
240-0002 横浜市保土ヶ谷区宮田町1-3-5 045-333-8089 045-334-0344

月～土　9:00～19:00
日・祝日を除く

無 -- 石田　愛沙美

3764 14 神奈川県 加藤薬局　保土ケ谷店 240-0013
横浜市保土ヶ谷区帷子町1-31　ヴェ

ラハイツ保土ヶ谷1階
045-337-2776 045-337-2777

月～金　9:00～18:00
土　9:00～13:00

祝祭日、12月30日～1月3日を
除く

有 045-337-2776 加藤　央記

3765 14 神奈川県
ハックドラッグ保土ヶ谷帷

子町薬局
240-0013

横浜市保土ケ谷区帷子町1-4-1　ライ
オンズプラザ保土ケ谷1F

045-348-0912 045-348-0913
月～土　9:00～13：30、14：

30～19:00
日・祝日を除く

無 -- 石川　藍

3766 14 神奈川県
ハックドラッグ保土ヶ谷帷

子町薬局
240-0013

横浜市保土ケ谷区帷子町1-4-1　ライ
オンズプラザ保土ケ谷1F

045-348-0912 045-348-0913
月～土　9:00～19:00 (13:30

～14:30昼休み）
定休日：日・祝日

有 045-348-0912 草柳　大祐

3767 14 神奈川県
ハックドラッグ保土ヶ谷帷

子町薬局
240-0013

横浜市保土ケ谷区帷子町1-4-1　ライ
オンズプラザ保土ケ谷1F

045-348-0912 045-348-0913
月～土　9:00～13：30、14：

30～19:00
日・祝日を除く

無 -- 林　真弓

3768 14 神奈川県 訪問薬樹薬局保土ヶ谷 240-0066
横浜市保土ケ谷区釜台町44番16号川

口第一ビル
045-348-1139 045-348-1146

月～金 9:00～17:30
土　9:00～13:00

日・祝日:休み
有 045-348-1139 鈴木　優司

3769 14 神奈川県 カワセ薬局　ひかりが丘店 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・祝を除く

有 045-952-3663 市原　和義

3770 14 神奈川県
ハックドラッグ横浜四季の

森フォレオ薬局
241-0002

横浜市旭区上白根3-41-1横浜四季の
森フォレオ2階

045-951-8860 045-951-8861
月～土　10:00～19:00

日・祝を除く
無 -- 山中　祐美

3771 14 神奈川県 ハックドラッグ鶴ヶ峰薬局 241-0022
横浜市旭区鶴ヶ峰2-82-1ココロット

鶴ヶ峰1F
045-370-0187 045-370-0197

月～土 9:00～20:00
日・祝を除く（ココロット休館

日は休業）
無 -- 大場　文菜

3772 14 神奈川県 ハックドラッグ鶴ヶ峰薬局 241-0022
横浜市旭区鶴ヶ峰2-82-1ココロット

鶴ヶ峰1F
045-370-0187 045-370-0197

月～土 9:00～20:00
日・祝を除く（ココロット休館

日は休業）
無 -- 塚田　陽子

3773 14 神奈川県 そうごう薬局　今宿店 241-0031 横浜市旭区今宿西町285-1 045-951-1481 045-951-1482
月:8:30～19:00

火、木、金:9:00～19:00
土:9:00～17:00・日・祝を除く

有 045-951-1481 前甸　貴志

3774 14 神奈川県 ハックドラッグ若葉台薬局 241-0801 横浜市旭区若葉台3-4-1 045-921-0897 045-921-0889
月～土　9：00～19：00

日、祝除く
有 045-921-0897 今田　千夏

3775 14 神奈川県 株式会社横浜調剤薬局 241-0801 横浜市旭区若葉台3-6-1 045-922-3322 045-922-3345
月～土 9:00～18:00

日・祝を除く
有 045-922-3322 鮫島　千尋

3776 14 神奈川県 株式会社横浜調剤薬局 241-0801 横浜市旭区若葉台3-6-1 045-922-3322 045-922-3345
月～土　9:00～18:00

日・祝を除く
有 045-922-3322 小口　敬子
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3777 14 神奈川県 株式会社横浜調剤薬局 241-0801 横浜市旭区若葉台3-6-1 045-922-3322 045-922-3345
月～土　9:00～18:00

日・祝を除く
有 045-922-3322 小林　真理子

3778 14 神奈川県 株式会社横浜調剤薬局 241-0801 横浜市旭区若葉台3-6-1 045-922-3322 045-922-3345
月～土　9:00～18：00

日・祝を除く
有 045-922-3322 長曽部　葉子

3779 14 神奈川県 カワセ薬局　本店 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　　　　　9:00～17:30

日・祝は休み

有 045-367-3570 久保田　充明

3780 14 神奈川県 カワセ薬局　本店 241-0816 横浜市旭区笹野台1-1-37 045-367-3570 045-367-3570

月～火～金:9:00～19:30
水～木:9:00～18:00

土:9:00～17:30
日～祝を除く

有 045-367-3570 近藤　一成

3781 14 神奈川県 カワセ薬局　本店 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：9：00～17：30
日・祝を除く・

有 045-367-3570 大和　純子

3782 14 神奈川県 カワセ薬局　寿店 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、祝除く
有 045-360-2217 寺島　朋美

3783 14 神奈川県 カワセ薬局　寿店 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
休業日　日・祝日

有 045-360-2217 小川　深幸

3784 14 神奈川県 二俣川薬局 241-0821
横浜市旭区二俣川1-6-1　二俣川北口

ビル1Ｆ
045-369-3691 045-369-3692

月～土　9：00～19：00
（日・祝・年末年始を除く）

有 045-369-3691 古平　圭吾

3785 14 神奈川県
ハックドラッグジョイナス

テラス二俣川薬局
241-0821

横浜市旭区二俣川2-50-24コプレ二俣
川2F

045-367-1507 045-367-1508
月～土　9:00～20:00

日・祝を除く
無 -- 松野尾　成子

3786 14 神奈川県
ハックドラッグ希望が丘Ｓ

Ｃ薬局
241-0825

横浜市旭区中希望が丘177-1　Ｋ-1
ショッピングセンタ-2Ｆ

045-360-6691 045-360-6692
月～土　9：00～19：00

日・祝を除く
無 -- 秋山　裕美

3787 14 神奈川県 カワセ薬局南店 246-0022
横浜市瀬谷区三ツ境107-1キャステル

三ツ境1F
045-390-3731 045-390-3732

月水木　9：00～18：00
土　9：00～17：00
火・金・日・祝除く

有 070-2490-3764 二神　千恵

3788 14 神奈川県
ハックドラッグ希望ヶ丘薬

局
241-0825

横浜市旭区中希望ヶ丘99-3 第5山庄
ビル

045-360-8889 045-360-8989
月～金　9:00～20:00

土　9:00～18:00
日・祝日　休み

無 -- 長谷川　由佳

3789 14 神奈川県
ハックドラッグ希望ヶ丘薬

局
241-0825

横浜市旭区中希望ヶ丘99-3 第5山庄
ビル

045-360-8889 045-360-8989
月～金　9:00～20:00

土　9:00～18:00
日・祝日　休み

無 -- 福士　桃子
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3790 14 神奈川県 木須薬局駅前店 241-0826 横浜市旭区東希望が丘99-10 045-365-3717 045-365-3717

月9：00～19：00
火9：00～19：00
水9：00～19：00
木9：00～17：00
金9：00～19：00
土9：00～17：00
日・祝日：休み

有 045-365-3717 松原　幸三

3791 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ南

林間駅前店
242-0003 大和市林間2-1-1 046-271-7268 046-271-7268

月～金　9：30～19：00
土　　　9：30～17：00

日・祝　　休
無 -- 土田　和子

3792 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ南

林間駅前店
242-0003

大和市林間2-1-1　南林間リバゲイン
1階

046-271-7268 046-271-7268
月～金　9:30～19:00

土　9:30～17:00
日・祝を除く

無 -- 稲垣　志穂

3793 14 神奈川県 有限会社林間薬局 242-0003 大和市林間2-21-3 046-276-5637 046-277-3331
月・火・木・金8：50～19：00

水8：50～18：30
土8：50～14：00

有 046-276-5637 長谷川　絹

3794 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ大

和駅前店
242-0017

大和市大和東1-2-1 大和スカイビル
1F

046-265-3268 046-265-3268
月～金　10:00～19:00

土　10:00～17:00
日祝　休み

無 -- 吉原　達哉

3795 14 神奈川県 若草薬局 戸室店 243-0031 厚木市戸室1-32-3 046-223-6623 046-223-6674
月～金　9：00～18：00
土　　　9：00～17：00

日・祝祭日　閉局
有 090-9205-6616 潮　晴光

3796 14 神奈川県 なかよし薬局 船子店 243-0034 厚木市船子236-3 046-220-6868 046-220-6866
月～金　8:30～19:00

土　8:30～13:00
定休日　日曜日　祝日

有 046-220-6868 伊藤　ー

3797 14 神奈川県 なかよし薬局 船子店 243-0034 厚木市船子236-3 046-220-6868 046-220-6866
月～金　8:30～19:00

土　8:30～13:00
定休日　日曜・祝日

有 046-220-6868 大町　智美

3798 14 神奈川県 なかよし薬局愛甲店 243-0035 厚木市愛甲1-5-9 芦川ビル1階 046-248-7622 046-248-7611
月～金 9:00～19:00

土 9:00～13:00
日・祝を除く

有 046-248-7622 松崎　裕子

3799 14 神奈川県 愛甲調剤薬局 243-0035 厚木市愛甲1-8-8 046-248-5887 046-248-5816

8:30～20:30
木曜日は18：00まで
土曜日は16：30まで

日・祝を除く

有 090-7731-0206 今福　浩行

3800 14 神奈川県 なかよし薬局　中津店 243-0303 愛甲郡愛川町中津2037-7 046-284-3511 046-284-3522
月～金：9：00～17：30
土　　：9：00～13：00

日・祝を除く
有 046-284-3511 郷渡　慶一
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3801 14 神奈川県 なの花薬局　さがみ野店 243-0401 海老名市東柏ヶ谷3-3-19 046-236-1835 046-236-1065

月、火、金　9：00～20：00
水　9：00～19：00
木　10：00～20：00
土　9：00～14：00

有 046-236-1835 坂本　樹里

3802 14 神奈川県 なの花薬局海老名中央店 243-0432 海老名市中央3-8-33 046-236-5386 046-233-5388

月・火・水・金・土  9:00～
19:00

木曜日 9:00～17:00
日・祝を除く

有 046-236-5386 中村　裟子

3803 14 神奈川県 なの花薬局海老名扇町店 243-0436
海老名市扇町3-6　ＭＡＣセントラル

ビル1階
046-204-9710 046-204-9715

月・火・水・木・金・土（8:30
～18:30）

日（9:00～17:00）
有 046-204-9710 武田　洋貴

3804 14 神奈川県 あい薬局 244-0002 横浜市戸塚区矢部町240 045-881-8140 045-382-9231

月・火・水・金　9：00～18：
00

木　12：30～20：30
土　9：00～13：00

日・祝日は休み

無 -- 白川　友佳理

3805 14 神奈川県
ハックドラッグ戸塚区役所

薬局
244-0003 横浜市戸塚区戸塚町16-17 045-869-6691 045-869-6692

月～土　9:00～19:00
日・祝を除く

無 -- 坂本　裕則

3806 14 神奈川県
ハックドラッグサクラス戸

塚薬局
244-0003

横浜市戸塚区戸塚町4253-1 サクラス
戸塚1F

045-869-3589 045-869-2772

月～土　9:00～22:00
日・祝　10:00～22:00

※年末年始・緊急時は時間が変
わることがございます。

無 -- 金子　晋

3807 14 神奈川県
フィットケアエクスプレス

東戸塚店薬局
244-0801

横浜市戸塚区品濃町515-1 南の街1-
107

045-828-4552 045-828-4553
月～土　 10：00～19：00

日・祝日を除く
無 -- 加藤　玲子

3808 14 神奈川県
フィットケアエクスプレス

東戸塚店薬局
244-0801

横浜市戸塚区品濃町515-1 南の街1-
107

045-828-4552 045-828-4553
月～土　 10：00～19：00

日・祝日を除く
無 -- 石川　恭子

3809 14 神奈川県
フィットケアエクスプレス

東戸塚店薬局
244-0801

横浜市戸塚区品濃町515-1 南の街1-
107

045-828-4552 045-828-4553
月～土　 10：00～19：00

日・祝日を除く
無 -- 北村　尚子

3810 14 神奈川県 横浜東戸塚調剤薬局 244-0801 横浜市戸塚区品濃町550-3 045-824-4751 045-824-4790
月～金8:30～18:00

土8:30～17:00
日・祝日を除く

有 045-824-4751 阿部　祥子

3811 14 神奈川県 横浜東戸塚調剤薬局 244-0801 横浜市戸塚区品濃町550-3 045-824-4571 045-824-4790
月～金8:30～18:00

土8:30～17:00
日・祝日を除く

有 045-824-4751 河原　一訓
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薬局 薬剤師

連番 都道府県番号 都道府県 薬局名 郵便番号
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研修を修了した
薬剤師氏名

3812 14 神奈川県 みらい薬局下倉田店 244-0815 横浜市戸塚区下倉田町72 045-862-0611 045-390-0301

月・火・水・金　9：00～18：
00

木　　　　　　　8：00～16：
00

土　　　　　　　9：00～13：
00

日・祝を除く

有 070-4197-5061 丸山　哲子

3813 14 神奈川県 薬樹薬局上倉田 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町447-1 045-865-3211 045-865-3233
月～水、金9:00～19:00

木・土9:00～17:00
無 -- 大澤　智子

3814 14 神奈川県
ハックドラッグ戸塚東口薬

局
244-0816 横浜市戸塚区上倉田町769-16 045-870-1391 045-871-8089

月～土　9:00～21:00
日・祝　10:00～20:00

無 -- 山下　茉衣子

3815 14 神奈川県 あおぞら薬局 245-0013 横浜市泉区中田東2-3-17 045-806-0720 045-806-0721

月・火・水・金　9：00～17：
00

木　9：00～18：00
土　9：00～13：00

日・祝日休み

有 045-806-0720 金子　なつみ

3816 14 神奈川県 ウェルパーク薬局立場店 245-0015 横浜市泉区中田西1-2-6 045-806-5151 045-806-5152
月～土　9:00～19:00

日・祝日除く
無 -- 鬼澤　千晶

3817 14 神奈川県 ウェルパーク薬局立場店 245-0015 横浜市泉区中田西1-2-6 045-806-5151 045-806-5152
月～土　9:00～19:00

日・祝日除く
無 -- 高木　寛子

3818 14 神奈川県 ウェルパーク薬局立場店 245-0015 横浜市泉区中田西1-2-6 045-806-5151 045-806-5152
月～土　9:00～19:00

日・祝を除く
無 -- 神保　永吉

3819 14 神奈川県
ウェルパーク薬局調剤立場

店
245-0015 横浜市泉区中田西1-2-6 045-806-5151 045-806-5152

月～土　9:00～19:00
日・祝日除く

有 045-806-5151 村瀬　航太

3820 14 神奈川県 ウェルパーク薬局立場店 245-0015 横浜市泉区中田西一-2-6 045-806-5151 045-806-5152
月～土　9:00～19:00

日・祝日除く
無 -- 東　奈実

3821 14 神奈川県
ハックドラッグ戸塚汲沢薬

局
245-0061 横浜市戸塚区汲沢1-2-8 045-869-2091 045-869-2092

月～土　9:00～19:00
日・祝を除く

有 045-869-2091 田中　るり

3822 14 神奈川県
ハックドラッグ戸塚汲沢薬

局
245-0061 横浜市戸塚区汲沢1-2-8 045-869-2091 045-869-2092

月～土　9:00～19:00
日・祝を除く

無 -- 鈴木　真由美

3823 14 神奈川県
ハックドラッグ戸塚汲沢薬

局
245-0061 横浜市戸塚区汲沢1-2-8 045-869-2091 045-869-2092

月～土　9:00～19:00
日・祝を除く

有 045-869-2091 齊藤　誠

3824 14 神奈川県 カワセ薬局　南店 246-0022
横浜市瀬谷区三ツ境107-1キャステル

三ツ境1F
045-390-3731 045-390-3732

月、水、木、金　　9:00～
18:00

土　　　　　　　　9:00～
17:00

火、日、祝日、年末年始除く

有 070-2490-3764 金江　明美
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薬局 薬剤師

連番 都道府県番号 都道府県 薬局名 郵便番号
薬局所在地
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研修を修了した
薬剤師氏名

3825 14 神奈川県 カワセ薬局　三ツ境店 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境2-27 045-366-5155 045-366-5303
月・火・水・金 9:00～19:30

木・土 9:00～18:00
日・祝 休み

有 045-366-5155 望月　沙紀

3826 14 神奈川県 カワセ薬局ふたつ橋店 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷1-30-1 045-465-6682 045-465-6683
月～土　9:00～18：00

日・祝を除く
有 080-5018-3859 栗林　庸子

3827 14 神奈川県 カワセ薬局ふたつ橋店 246-0031 横浜市瀬谷区瀬谷1-30-10 045-465-6682 045-465-6683
月～土　9:00～18：00

日・祝を除く
有 080-5018-3859 横山　浩行

3828 14 神奈川県 有限会社さつき台薬局 246-0034 横浜市瀬谷区南瀬谷1-2-14 045-303-4666 045-489-5592
月火木金　9:00～12:30

14:30～18:00
水土　　　9:00～12:30

有 045-303-4666 大木　昭子

3829 14 神奈川県 さかえ薬局 247-0005 横浜市栄区桂町274-15 045-896-4566 045-897-3144
月～金　9：00～18：00
土　　　9：00～17：30

日・祝を除く
有 045-896-4566 星野　壽美

3830 14 神奈川県 鎌倉ファーマシー大船薬局 247-0006 横浜市栄区笠間2-14-1 045-895-2023 045-895-2023

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

日・祝を除く

有 090-9680-1306 島田　朋弥

3831 14 神奈川県 シーガル調剤薬局　本郷店 247-0015 横浜市栄区中野町27-1 045-897-5955 045-897-5956
月～土　9：00～18：00

日・祝日除く
無 -- 田村　理

3832 14 神奈川県 オアシス薬局 247-0063 鎌倉市梶原1-6-10 0467-42-7222 0467-42-7223
月・火・金　9:00～18:00

木　9:00～17:00
土　9:00～13:00

有 090-9387-7734 寺杣　智子

3833 14 神奈川県
ピイ・エフ・ラボ　陣屋坂

薬局
247-0073 鎌倉市植木356-2 0467-55-8815 0467-55-8816

月～金　9:00～17:00
土・日・祝を除く

有 080-3193-8765 大澤　佳奈子

3834 14 神奈川県 なの花薬局湘南鎌倉店 247-0073 鎌倉市植木683 0467-33-5966 0467-33-5977
月～金　8:30～18:30

土　8:30～17:00
日・祝を除く

有 0467-33-5966 上田　英明

3835 14 神奈川県 シーガル調剤薬局 248-0013 鎌倉市材木座1-7-25 0467-25-6660 0467-25-6623
月～土　9：00～18：00

日・祝を除く
有 0467-25-6660 伊藤　直子

3836 14 神奈川県 シーガル調剤薬局 248-0013 鎌倉市材木座1-7-25 0467-25-6660 0467-25-6623
月～土　9:00～18:00

日・祝を除く
有 0467-25-6660 新津　美貴

3837 14 神奈川県
メディスンショップ　こゆ

るぎ薬局
250-0011

小田原市栄町1-14-48　ジャンボ-
ナックビル1Ｆ

0465-20-3225 0120-522-526

月・火・木・金　9:00～18:00
水　9:00～17:00
土　9:00～13:00

日・祝を除く

有 0465-20-3225 秋山　幸世

3838 14 神奈川県
メディスンショップ　こゆ

るぎ薬局
250-0011

小田原市栄町1-14-48　ジャンボ-
ナックビル1Ｆ

0465-20-3225 0120-522-526

月火木金　9:00～18:00
水　　　　9:00～17:00
土　　　　9:00～13:00

日祝を除く

有 0465-20-3225 鶴井　望美
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薬局 薬剤師

連番 都道府県番号 都道府県 薬局名 郵便番号
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研修を修了した
薬剤師氏名

3839 14 神奈川県 くすのき薬局 250-0011 小田原市栄町2-4-26栄ビル1階 0465-43-7288 0465-43-7289

月・火・木・金　8：30～18：
00

水・土　8：30～13：00
日・祝　休局

無 -- 上田　知弘

3840 14 神奈川県
クリエイト薬局南足柄大雄

山店
250-0105 南足柄市関本569ヴェルミ2　2階 0465-70-5051 0465-70-5052

月・水・金　9：00～18：30
火・木　　　9：00～18：00
土・祝　　　9：00～17：30

日曜日　　　休み

無 -- 田代　貴行

3841 14 神奈川県 （株）西大友薬局 250-0212 小田原市西大友3-1 0465-39-2919 0465-39-2920

月・火・木・金　8：00～17：
30

水　　　　　　　8：00～16：
00

土　　　　　　　8：00～13：
00

日・祝を除く

有 0465-39-2919 土田　哉美

3842 14 神奈川県 みなみぐち薬局 250-0875 小田原市南鴨宮3-49-5 0465-46-1780 0465-46-1781
月～金　9：00～18：00
土　　　9：00～14：00

日・祝
有 080-4433-2083 土橋　弘靖

3843 14 神奈川県 さなえ薬局　辻堂店 251-0041 藤沢市辻堂神台2?2?1 0466-90-5610 0466-90-5611

月、火、水、金・9：00～18：
30

木・9：00～18：00
土・9：00～13：00

※木曜日は受講者不在です

無 -- 大森　伸悟

3844 14 神奈川県 なの花薬局辻堂店 251-0047 藤沢市辻堂2-2-14ステラ湘南2F 0466-90-3130 0466-90-3351

月・火・水・金　9:00～19:00
木　9:00～18:00
土　9:00～13:00

日(第2、第4のみ)　9:00～
13:00

有 0466-90-3130 石川　久恵

3845 14 神奈川県 藤沢薬剤師会薬局 251-0052 藤沢市藤沢2-2-21 0466-50-6011 0466-50-0631
月～金　9:00～18:00

土  9:00～13:00
日・祝を除く

有 0466-50-6011 小山田　浩子

3846 14 神奈川県 藤沢薬剤師会薬局 251-0052 藤沢市藤沢2-2-21 0466-50-6011 0466-50-0631
月～金 9:00～18:00
土       9:00～13:00

有 0466-50-6011 生田　かな子

3847 14 神奈川県 藤沢薬剤師会薬局 251-0052 藤沢市藤沢2-2-21 0466-50-6011 0466-50-0631
月～金　9:00～18:00

土　9:00～13:00
日・祝日を除く

有 0466-50-6011 露木　聡史

3848 14 神奈川県
くすりのユニオンファーマ

シー
251-0052 藤沢市藤沢38 0466-55-5811 0466-55-5813

月・火・水・金　9:00～19:00
木・土　9:00～19:00

日・祝日を除く
有 0466-55-5811 村上　富美子
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薬局 薬剤師
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3849 14 神奈川県
くすりのユニオンファーマ

シー
251-0052 藤沢市藤沢38 0466-55-5811 0466-55-5813

月・火・水・金　9:00～19:00
木・土　9:00～19:00

日・祝日を除く
有 0466-55-5811 村上　和宣

3850 14 神奈川県 アイセイ薬局　藤沢店 251-0052 藤沢市藤沢530-10 F.S.Cビル1F 0466-54-0310 0466-55-1008
月～金　9:00～19:00
土日　9:00～13:00

第1・3・5日曜、祝日は除く
有 0466-54-0310 岡田　由衣

3851 14 神奈川県 アイセイ薬局　藤沢店 251-0052 藤沢市藤沢530-10 F.S.Cビル1F 0466-54-0310 0466-55-1008
月～金　9:00～19:00
土日　9:00～13:00

第1・3・5日曜、祝日は除く
有 0466-54-0310 糸山　夕佳里

3852 14 神奈川県 湘南辻堂薬局 251-0056 藤沢市羽鳥1-3-41 0466-36-6267 0466-36-6267

月、火、木、金　9:00～19:00
水　9:00～18:30
土　9:00～18:00
日・祝日を除く

有 0466-36-6267 谷口　由起

3853 14 神奈川県 湘南辻堂薬局 251-0056 藤沢市羽鳥1-3-41 0466-36-6267 0466-36-6267

月、火、木、金　9:00～19:00
水　9:00～18:30
土　9:00～18:00
日・祝日を除く

有 090-1462-1393 内山　一成

3854 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ善

行駅前店
251-0871

藤沢市善行1-25-1　ロイヤル2ビル
1F

0466-80-5551 0466-80-5551
月～金　9:00～19:00
土　　　9:00～15:00

日祝　　休
無 -- 岩田　絵美

3855 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ善

行駅前店
251-0871

藤沢市善行1-25-1　ロイヤル2ビル
1F

0466-80-5551 0466-80-5551
月～金　9：00～19：00
土　　　9：00～15：00

日・祝　休み
無 -- 福本　正昭

3856 14 神奈川県 善行調剤薬局 251-0871 藤沢市善行2-1-6 0466-81-8175 0466-81-8175
月火水金　9：00～19：00
土日　　　9：00～13：00

無 -- 天野　美恵子

3857 14 神奈川県 相模が丘薬局 252-0001 座間市相模が丘1-18-27 042-741-2151 042-741-2080

月、火、木、金、土　8：30～
18：00

水　　　　　　　　　8：30～
17：00

日　　　　　　　　　8：30～
12：00

祝日を除く

有 042-741-2151 加賀谷　正子

3858 14 神奈川県 なの花薬局座間店 252-0028 座間市入谷東4-42-18 046-259-4194 046-259-4193
月火水金 9:00～18:30

土 9:00～13:00
木日祝 定休

有 046-259-4194 加瀬　あすみ

3859 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ相

模原西橋本店
252-0131 相模原市緑区西橋本4-8-55 042-770-8755 042-770-8755

月～金　9：00～18：00
土・日・祝を除く

無 -- 円子　皓之
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3860 14 神奈川県 相原薬局 252-0141 相模原市緑区相原5-13-2 042-779-9173 042-779-9127
月～金　9:00～18:00
　　土　9:00～17:00

日・祝を除く
有 042-779-9173 石井　恭子

3861 14 神奈川県 みどり調剤薬局 252-0159 相模原市緑区三ケ木265-1 042-784-8511 042-784-6467
月～金　9:00～18:30

土　9:00～15:00
日・祝を除く

無 -- 塩加井　康

3862 14 神奈川県 めぐみ薬局淵野辺本町店 252-0202 相模原市中央区淵野辺本町2-5-18 042-707-0018 042-707-0013

月・火・木・金　9：00　～
18：30

　　　　土　　　9：00　～
17：30

祝日を除く

無 -- 柴田　玲子

3863 14 神奈川県 由野台薬局 252-0222 相模原市中央区由野台1-23-8 042-776-8781 042-776-8981

月、火、木、金　9：00～18：
00

水　　　　　　　9：00～17；
00

土　　　　　　　9：00～13：
00

有 042-776-8781 小川　護

3864 14 神奈川県 由野台薬局 252-0222 相模原市中央区由野台1-23-8 042-776-8781 042-776-8981

月、火、木、金　9：00～18：
00

水　　　　　　　9：00～17；
00

土　　　　　　　9：00～13：
00

有 042-776-8781 武村　浩子

3865 14 神奈川県 太陽堂薬局 252-0231 相模原市中央区相模原1-2-1 042-752-8588 042-752-8588

月、火、木、金  9:00～20:00
水  9:00～19:00

土  9:00～18:00日、祝日  定休
日

有 090-2545-9385 神原   大輔

3866 14 神奈川県 矢部薬局 252-0232 相模原市中央区矢部2-29-12 042-768-3301 042-768-0120

月・火・水・金　8：45～18：
30

木　9：00～17：00
土　8：45～17：30

日・祝を除く

有 042-768-3301 佐藤　義人

3867 14 神奈川県 矢部薬局 252-0232 相模原市中央区矢部2-29-12 042-768-3301 042-768-0120

月・火・水・金　：　8：45～
18：30

木　：　9：00～17：00
土　：　8：45～17：30

日・祝を除く・

有 042-768-3301 薄井　達也

3868 14 神奈川県 スグロ薬局 252-0232 相模原市中央区矢部3-18-35 042-755-2442 042-755-2442
月～土　9:00～19:00

日・祝を除く
無 -- 勝呂　恭仁子
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薬局 薬剤師

連番 都道府県番号 都道府県 薬局名 郵便番号
薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間 時間外対応の有無 時間外の電話番号
研修を修了した
薬剤師氏名

3869 14 神奈川県 スグロ薬局 252-0232 相模原市中央区矢部3-18-35 042-755-2442 042-755-2442
月～土　9:00～19:00

日・祝を除く
無 -- 勝呂　文月

3870 14 神奈川県 スグロ薬局 252-0232 相模原市中央区矢部3-18-35 042-755-2442 042-755-2442
月～土　9:00～19:00

日・祝を除く
無 -- 池田　千代子

3871 14 神奈川県 さがみ野ファーマシー 252-0232 相模原市中央区矢部3-4-6 042-755-4300 042-755-4331
月～金　9:00～18:00
   土　　9:00～13:00

木・日・祝を除く
有 042-755-4300 北薗　啓輔

3872 14 神奈川県 淵野辺スマイル薬局 252-0233 相模原市中央区鹿沼台2-18-6 042-851-3056 042-851-3057
月～土　9:00～18:00

日・祝を除く
無 -- 渡辺　一弘

3873 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ淵

野辺駅前店
252-0233 相模原市中央区鹿沼台2-21-1 042-786-1384 042-786-1384

月～金 9:00～19:00
土 9:00～13:00
日・祝 定休日

無 -- 野﨑　篤志

3874 14 神奈川県 オレンジ薬局鹿沼台店 252-0233 相模原市中央区鹿沼台2-21-15-1F 042-757-1125 042-704-8620
月～金　9：00～18：30

土　9：00～17：00
日・祝を除く

有 042-757-1125 佐藤　克哉

3875 14 神奈川県 ローズ薬局 252-0233 相模原市中央区鹿沼台2-21-2-1階 042-704-9745 042-704-9746
月.火.水.金　9:00～18:00
木.土.          9:00～13:00

有 042-704-9745 佐藤　敦子

3876 14 神奈川県 共和薬局 252-0234 相模原市中央区共和1-6-30 042-751-6361 042-757-0977

月～水・金　9:00～18:00
木　9:00～17:00
土　9:00～13:00

日・祝を除く

有 042-751-6361 河野　和宏

3877 14 神奈川県 共和薬局 252-0234 相模原市中央区共和1-6-30 042-751-6361 042-757-0977

月～水・金　9:00～18:00
木　9:00～17:00
土　9:00～13:00

日・祝を除く

有 042-751-6361 鈴木　恵子

3878 14 神奈川県 柴胡会ちゅうおう薬局 252-0239 相模原市中央区中央6-9-22 042-768-1771 042-768-1731

月～水、金9：00～19：00
木　9：00～17：00
土　9：00～13：00

日、祝日除く

有 042-768-1771 押田　真依

3879 14 神奈川県 柴胡会ちゅうおう薬局 252-0239 相模原市中央区中央6-9-22 042-768-1771 042-768-1731

月～水、金9：00～19：00
木　9：00～17：00
土　9：00～13：00

日、祝日除く

有 042-768-1771 荒若　祥惠

3880 14 神奈川県 柴胡会ちゅうおう薬局 252-0239 相模原市中央区中央6-9-22 042-768-1771 042-768-1731

月～水、金9：00～19：00
木　9：00～17：00
土　9：00～13：00

日、祝日除く

有 042-768-1771 藤本　愛里
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薬局 薬剤師

連番 都道府県番号 都道府県 薬局名 郵便番号
薬局所在地
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研修を修了した
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3881 14 神奈川県 柴胡会ちゅうおう薬局 252-0239 相模原市中央区中央6-9-22 042-768-1771 042-768-1731

月～水、金9：00～19：00
木　9：00～17：00
土　9：00～13：00

日、祝日除く

有 042-768-1771 白﨑　真奈

3882 14 神奈川県 柴胡会ちゅうおう薬局 252-0239 相模原市中央区中央6-9-22 042-768-1771 042-768-1731

月～水、金9：00～19：00
木　9：00～17：00
土　9：00～13：00

日、祝日除く

有 042-768-1771 澤井　淳

3883 14 神奈川県 相薬よこやま薬局 252-0242 相模原市中央区横山3-16-2 林ビル1F 042-757-3666 042-757-3677

月・火・水・金：9:00～18:30
木：9:00～17:00
土：9:00～13:00
日・祝日は定休日

有 042-757-3666 原島　匠美

3884 14 神奈川県 相薬よこやま薬局 252-0242 相模原市中央区横山3-16-2 林ビル1F 042-757-3666 042-757-3677

月・火・水・金：9:00～18:30
木：9:00～17:00
土：9:00～13:00
日・祝日は定休日

有 042-757-3666 白井　美結

3885 14 神奈川県 相薬よこやま薬局 252-0242 相模原市中央区横山3-16-2林ビル1Ｆ 042-757-3666 042-757-3677

月・火・水・金：9:00～18:30
木：9:00～17:00
土：9:00～13:00
日・祝日は定休日

有 042-757-3666 藤本　加奈子

3886 14 神奈川県 星が丘西薬局 252-0242 相模原市中央区横山3-31-13-1F 042-704-6722 042-704-6723

月・火・水・金　　9：00～
18：30

木　　　　　　　　9：00～
17：00

土　　　　　　　　9：00～
16：00

日・祝日　休み

有 042-704-6722 阿部　義貴

3887 14 神奈川県 星が丘西薬局 252-0242 相模原市中央区横山3-31-13-1F 042-704-6722 042-704-6723

月・火・水・金　　9：00～
18：30

木　　　　　　　　9：00～
17：00

土　　　　　　　　9：00～
16：00

日・祝日　休み

有 090-9019-2233 今井　良紀

3888 14 神奈川県 タナココ薬局 252-0244 相模原市中央区田名2126-1 042-813-3444 042-813-3444

火～土 9:00～19:00
(日・月以外の祝日は開局)
＊時間外はホームページ

(https://tanacoco.com)の「お
問い合わせ」からも可

有 042-813-3444 谷澤　隆之
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3889 14 神奈川県
ウエルシア薬局相模原田名

店
252-0244 相模原市中央区田名4757 042-760-7070 042-760-7071

月～土　10:00～20:00
日・祝を除く

有 042-764-0770 岩井　豊

3890 14 神奈川県 はづき薬局下九沢店 252-0254 相模原市中央区下九沢945-1 042-703-4286 042-703-4287

月火木金　9:00～18:00
水　9:00～17:00
土　9:00～13:00

日・祝を除く

有 042-703-4286 保谷　岳人

3891 14 神奈川県 こだま薬局 252-0302 相模原市南区上鶴間7-6-1 042-767-0166 042-767-0131
月～金  9：00～18：30

土　9：00～14：00
有 042-767-0166 稲田　宏美

3892 14 神奈川県 こだま薬局 252-0302 相模原市南区上鶴間7-6-1 042-767-0166 042-767-0131
月～金  9：00～18：30

土　9：00～14：00
有 042-767-0166 西川　博

3893 14 神奈川県 こだま薬局 252-0302 相模原市南区上鶴間7-6-1 042-767-0166 042-767-0131
月～金  9：00～18：30

土　9：00～14：00
有 042-767-0166 大河内　靖代

3894 14 神奈川県 こだま薬局 252-0302 相模原市南区上鶴間7-6-1 042-767-0166 042-767-0131
月～金  9：00～18：30

土　9：00～14：00
有 042-767-0166 大谷　千恵子

3895 14 神奈川県 大岡薬局 252-0303 相模原市南区相模大野3-2-1-103 042-742-2807 042-765-5921
月～金　9：00～19：30
土　　　9：00～19：00

日・祝祭日を除く
有 042-742-2807 大岡　元

3896 14 神奈川県 大岡薬局 252-0303 相模原市南区相模大野3-2-1-103 042-742-2807 042-765-5921
月～金　9：00～19：30
土　　　9：00～19：00

日・祝祭日を除く
有 042-742-2807 大岡　庸子

3897 14 神奈川県 あけぼの薬局 252-0303 相模原市南区相模大野6-1-1 042-742-2865 042-742-0366

月～木　9：00～18：00
金　　　9：00～17：00
土　　　9：00～13：30

日・祝日を除く

有 042-742-2865 関根　澄江

3898 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ相

模大野店
252-0303 相模原市南区相模大野6-15-3 042-767-4918 042-767-4918

月～金　9:00～18:00
土日・祝を除く

無 -- 坂口　僚

3899 14 神奈川県 ウエルシア薬局相模大野店 252-0303 相模原市南区相模大野7-8-14 042-701-0328 042-701-0198
月～金　9:00～23:00

土　9:00～21:00
日祝　9:00～19:00

有 042-701-0328 井深　佳奈

3900 14 神奈川県 たから薬局城山店 252-0318 相模原市緑区川尻1423-1 042-851-2206 042-851-2207

月・火・水・金　9：00～18：
30

木・土　9：00～17：00
日・祝　除く

有 080-5895-3873 荒木　理江

3901 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ磯

部店
252-0327 相模原市南区磯部1407-1 046-259-1030 046-259-1030

月～金　10:00～19:00
土・日・祝　年末年始を除く

無 -- 山下　沙央梨

3902 14 神奈川県 りぼん薬局 252-0334 相模原市南区若松5-24-7 042-711-6680 042-711-6681

月火水金　9：00～18：30
木　　　　9：00～17：00
土　　　　9：00～12：30

日・祝休み

有 090-1453-2533 田中　弘子
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3903 14 神奈川県
調剤薬局クスリのツルハ古

淵店
252-0344 相模原市南区古淵2-16-1 042-786-7175 042-786-7175

月～日（年中無休）　9：00～
22：00

有 042-786-7175 寺門　侑哉

3904 14 神奈川県
調剤薬局クスリのツルハ古

淵店
252-0344 相模原市南区古淵2-16-1 042-786-7175 042-786-7175

月～日（年中無休）　9：00～
22：00

有 080-6067-8374 石井　尚人

3905 14 神奈川県
調剤薬局クスリのツルハ古

淵店
252-0344

相模原市南区古淵2-16-1セントラル
喜和1F

042-768-1172 042-768-1172
月～日（年中無休）　9：00～

22：00
有 080-6067-8374 出来　紗奈

3906 14 神奈川県
調剤薬局クスリのツルハ古

淵店
252-0344

相模原市南区古淵2-16-1セントラル
喜和1F

042-768-1172 042-768-1172
月～日（年中無休）　9：00～

22：00
有 080-6067-8374 蝿田　稔

3907 14 神奈川県 すがや薬局 252-0344 相模原市南区古淵3-18-10 042-766-1808 042-766-3008

月、火、水、金　9：00～19：
00

木　9：00～17：00
土　9：00～13：00
日・祝・祭日を除く

有 042-725-2496 菅谷　紀子

3908 14 神奈川県 なかよし薬局湘南台店 252-0804 藤沢市湘南台1-23-16 0464-43-7555 0466-43-7666
月～土　9：00～18：30

日　9：00～13：00
祝　9：00～17：00

有 0466-43-7555 稲田　学

3909 14 神奈川県 なかよし薬局湘南台店 252-0804 藤沢市湘南台1-23-16 0466-43-7555 0466-43-7666
月～土 9:00～18:30

日 9:00～13:00
祝日 9:00～17:00

有 0466-43-7555 田中　小百合

3910 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ六

会駅前店
252-0813 藤沢市亀井野2-2-3　ポロニア1階 0466-80-1659 0466-80-1659

月～金09:00～20:00
土09:00～19:00
日09:00～18:00

祝日10：00～18：00

無 -- 山田　莉那

3911 14 神奈川県
調剤薬局ツルハドラッグ六

会駅前店
252-0813 藤沢市亀井野2-2-3　ポロニア1階 0466-80-1659 0466-80-1659

月～金　9:00～20:00
土　9:00～19:00
日　9:00～18:00

祝日　10:00～18:00

無 -- 西沢　佳佑

3912 14 神奈川県 綾瀬保険調剤薬局 252-1106 綾瀬市深谷南3-1-52 0467-70-1193 0467-70-1193

月～水、金　9：00～18：00
木　9：00～17：00

土　9：00～13：00　日・祝を
除く

有 090-3225-1193 見上　朋子

3913 14 神奈川県 フレイズ薬局 253-0014 茅ヶ崎市本宿町3-4 0467-53-7667 0467-53-6393
月、火、水、金　9:00～19:00

木　9:30～17:30
土　9:00～13:30

有 0467-53-7667 眞壁　聡

3914 14 神奈川県 まつの実薬局 253-0032
茅ヶ崎市常盤町4-35住和常盤町ビル

102
0467-85-1233 0467-85-1233

月・火・水・金：9：00～12：
30、15：00～18：00

木・土：9：00～12：30
日・祝：休み

有 080-1192-1219 大久保　敦子
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3915 14 神奈川県 なかじま薬局茅ヶ崎店 253-0043 茅ヶ崎市元町17-4 0467-58-6558 0467-58-6680

平日（木曜以外）9：00～18：
30

木　9：00～17：00
土日　9：00～18：00

祝日を除く

有 090-8589-8220 山中　あゆみ

3916 14 神奈川県 ボニー薬局茅ヶ崎海岸店 253-0054 茅ヶ崎市東海岸南1-22-1 0467-81-3222 0467-81-3223

月～水　9:00～18:00
金　9:00～19:00
土　9:00～12:00
木・日・祝を除く

無 -- 須藤　幸雄

3917 14 神奈川県 ボニー薬局茅ヶ崎海岸店 253-0054 茅ヶ崎市東海岸南1-22-1 0467-81-3222 0467-81-3223

月～水　9:00～18:00
金　9:00～19:00
土　9:00～12:00
木・日・祝を除く

無 -- 中村　光子

3918 14 神奈川県 てっぽうみち薬局 253-0061 茅ヶ崎市南湖5-18-10-2 0467-38-8566 0467-38-8561
月～金　9：00～19：00

土　9：00～18：30
日・祝を除く

有 0467-38-8566 長津　良子

3919 14 神奈川県
株式会社なの花東日本　ハ

マミ薬局
253-0062 茅ヶ崎市浜見平11-1 0467-86-5807 0467-86-7666

月・火・水・木・金　9：00～
19：00

土　9:00～18:00
日・祝を除く

無 -- 廣川　遥香

3920 14 神奈川県 あんず薬局 253-0062
茅ヶ崎市浜見平3-1　BRANCH茅ヶ崎

2
0467-88-5050 0467-88-5055

月火木金　9：00～19：00
　　水　　9：00～18：30
　　土　　9：00～17：30
　　日　　9：00～15：30

　　　祝を除く

有 080-5528-8988 芦刈　典子

3921 14 神奈川県 旭が丘薬局 253-0106 高座郡寒川町宮山3018-6 0467-73-5232 0467-73-5232
月～水、金9:00～18:00

木9:00～17:00
土9:00～14:00

有 0467-73-5945 小林　きぬ子

3922 14 神奈川県 湘南平塚薬局 254-0035 平塚市宮の前6-2 0463-25-2650 0463-25-2655

月・火・木・金　9：00～18：
30

水　9：00～18：00
土　9：00～17：30

無 -- 安藤　友香

3923 14 神奈川県 (有)岡本薬局 254-0042 平塚市明石町9-5 0463-21-0178 0463-22-0178
月～金　9：00～18：30
土　　　9：00～18：00

日・祝を除く
有 0463-21-0178 桐生　直明

3924 14 神奈川県 (有)岡本薬局 254-0042 平塚市明石町9-5 0463-21-0178 0463-22-0178
月～金　9：00～18：30
土　　　9：00～18：00

日・祝を除く
有 0463-21-0178 渡辺　公仁子
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薬局 薬剤師

連番 都道府県番号 都道府県 薬局名 郵便番号
薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間 時間外対応の有無 時間外の電話番号
研修を修了した
薬剤師氏名

3925 14 神奈川県
平塚中郡薬剤師会支援セン

ター薬局
254-0065 平塚市南原1-20-23 0463-31-2111 0463-31-9947

月～金　9:00～18:00
土　14:00～17:00

日・祝日は、近隣薬局と協力し
輪番制で開局。

開局日、開局時間については当
薬局ホ～ムペ～ジに掲載してお

ります。

有 0463-31-2111 花木　徳子

3926 14 神奈川県
平塚中郡薬剤師会支援セン

ター薬局
254-0065 平塚市南原1-20-23 0463-31-2111 0463-31-9947

月～金　9:00～18:00
土　14:00～17:00

日・祝日は、近隣薬局と協力し
輪番制で開局。

開局日、開局時間については当
薬局ホ～ムペ～ジに掲載してお

ります。

有 0463-31-2111 小川　明男

3927 14 神奈川県
平塚中郡薬剤師会支援セン

ター薬局
254-0065 平塚市南原1-20-23 0463-31-2111 0463-31-9947

月～金　9:00～18:00
土　14:00～17:00

日・祝日は、近隣薬局と協力し
輪番制で開局。

開局日、開局時間については当
薬局ホ～ムペ～ジに掲載してお

ります。

有 0463-31-2111 神頭　茜

3928 14 神奈川県
平塚中郡薬剤師会支援セン

ター薬局
254-0065 平塚市南原1-20-23 0463-31-2111 0463-31-9947

月～金　9:00～18:00
土　14:00～17:00

日・祝日は、近隣薬局と協力し
輪番制で開局。

開局日、開局時間については当
薬局ホ～ムペ～ジに掲載してお

ります。

有 0463-31-2111 相馬　滋子

3929 14 神奈川県 有限会社 ハマタケ薬局 254-0822 平塚市菫平19-24 0463-31-2730 0463-31-4929
月～土 9:00～19:30

日祝日を除く
有 080-5042-8935 石内　久美子

3930 14 神奈川県 有限会社 ハマタケ薬局 254-0822 平塚市菫平19-24 0463-31-2730 0463-31-4929
月～土 9:00～19:30

日・祝を除く
有 080-5042-8935 石内　正佳

3931 14 神奈川県 さくらんぼ薬局 256-0816 厚木市下荻野１２１２-１ 046-291-1732 046-291-1732
 月、火、水、金9:00～18:30

 土　9:00～14:00
（休）木、日、祝

無 -- 大江　毅

3932 14 神奈川県 佐野十全堂薬局　本店 257-0035 秦野市本町2-5-6 0463-81-0031 0463-84-3932
月～土　8:30～18:00

日・祝を除く
有 090-4743-5165 大野　美佐江
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薬局 薬剤師

連番 都道府県番号 都道府県 薬局名 郵便番号
薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間 時間外対応の有無 時間外の電話番号
研修を修了した
薬剤師氏名

3933 14 神奈川県 グリーン薬局 257-0042 秦野市寿町8-3 0463-83-3447 0463-83-3447

月・火・水・金　9:00～12:00
15:00～18:00

土　9:00～15:00
木・日・祝を除く

無 -- 水落　達子

3934 14 神奈川県 プライム薬局 258-0021 足柄上郡開成町吉田島4320-1 0465-85-0331 0465-85-0332

月・火・金　9：00～12：30
　　　　　　14：30～18：00

木　9：00～12：30
　 15：00～18：00
土　9：00～13：00

無 -- 中井　倫子

3935 14 神奈川県 たまご薬局 259-0123 中郡二宮町二宮1133 0463-71-7802 0463-71-7803
月～土  9:00～19:00

日・祝を除く
無 -- 棚橋　隆行

3936 14 神奈川県
有限会社健康企画さいとう

薬局
259-0123 中郡二宮町二宮823 0463-71-8962 0463-71-8962

月～金　9:00～19:00
土　9:00～17:00

日・祝を除く
有 0463-71-8962 橋本　知明

3937 14 神奈川県
有限会社健康企画さいとう

薬局
259-0123 中郡二宮町二宮823 0463-71-8962 0463-71-8962

月～金　9:00～19:00
土　9:00～17:00

日・祝を除く
有 0463-71-8962 齋藤　昌久

3938 14 神奈川県 なかよし薬局みらいが丘店 259-1114 伊勢原市高森2-3-2 0463-96-5333 0463-96-6222

月・水・金　9：00～13：00、
15：00～18：00

火・木・土　9：00～13：00
日・祝日を除く

有 0463-96-5333 岩﨑　真理子

3939 14 神奈川県 望星薬局 259-1143 伊勢原市下糟屋96-2 0463-94-4193 0463-93-9813
月～金　8：00～18：00

第1、3、5土　8：00～16：30
日・祝　9：00～17：00

無 -- 亀山　俊

3940 14 神奈川県 クオール薬局港北店 224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央36-

6
045-949-5800 045-949-6001

月～日　9:00～17:30(夜間窓口
にて24時間対応)　年中無休

有 045-949-5800 神谷　龍太
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