
夜間休日２４時間対応薬局（茅ヶ崎市・郵便番号順に掲載）
薬局名 郵便番号 薬局所在地 営業時間 休業日 開局時間以外の対応方法

月～土：9:00～20:00
日・祝：10:00～20:00
月火水金：9:00～19:00
木：17:00、土：16:00まで
月火木金：8:30～18:30
土：8:30～13:00
月火水金：9:00～19:00
木：8:30～17:30
土：9:00～13:30
月～金：9:00～18:30
土：9:00～12:30
月火水金：9:00～18:00
木：17:00、土：12:30まで
月～金：8:45～18:00
土：8:45～13:00
月火水金：9:00～18:30
木：17:00、土：12:30まで
月火水金：9:00～18:00
木：17:00、土：12:00まで
月火水金9:00-12:30,15:00-18:00
木土：9:00～12:30
月火水金：9:00～18:30
土：9:00～13:00
月～金：9:00-13:30,14:30-18:00
1･3･5土:9:00-13:30,14:30-18:00
第2･4土：8:30～13:30
月火水金：8:15～18:00
木：8:50～18:00
土：8:15～12:00

〔2022年2月18日改訂〕

茅ヶ崎市松林3-3-11

茅ヶ崎市松が丘2-10-19

茅ヶ崎市高田5-1-15

253-0014

253-0041

一般社団法人　茅ヶ崎寒川薬剤師会

茅ヶ崎市旭が丘8-65

茅ヶ崎市本宿町3-4

茅ヶ崎市茅ヶ崎2-1-8古谷ビル１階

茅ヶ崎市菱沼1-4-7

茅ヶ崎市ひばりが丘7-11

茅ヶ崎市緑が浜2-24

253-0027

携帯電話：080-1192-1219253-0032

ほほえみ薬局中央店 日・祝

253-0042

フレイズ薬局 日・祝 転送電話：0467-53-7667 

転送電話：0467-84-4088 253-0026はるかぜ薬局茅ヶ崎旭が丘店 日・祝

ニコニコ薬局茅ヶ崎本村店 日・祝 転送電話：0467-39-5204茅ヶ崎市本村4-22-23

253-0024タムラ調剤薬局 日・祝茅ヶ崎市平和町4-30

茅ヶ崎市常盤町4-35-102まつの実薬局 日・祝

携帯電話：080-2285-1986

タマノ薬局 なし 電話：0467-53-2029 253-0002 茅ヶ崎市高田1-14-6

転送電話：0467-84-6444

転送電話：0467-40-4105 253-0011きく薬局松林店 水・日・祝

木・日・祝

稲垣ファーマシー 日・祝 携帯電話：080-3498-1847253-0002

転送電話：0467-54-8885

あさひ薬局 日・祝 転送電話： 0467-87-0123

253-0018

253-0025

桜道薬局 日・祝

携帯電話：080-9555-7663

アサヒファーマシー室田薬局 日・祝

253-0034今井薬局緑が浜

転送電話：0467-58-0201



夜間休日２４時間対応薬局（茅ヶ崎市・郵便番号順に掲載）
薬局名 郵便番号 薬局所在地 営業時間 休業日 開局時間以外の対応方法

月～金：9:00～18:00
土：13:00～16:00
月～金：10:00～20:00
土・日・祝：10:00～19:00
月水金：9:00～19:00
火木：18:00、土：13:00まで
月火水金：9:00～18:30
木：17:00、土：17:30まで
月火水金：9:00～18:30
木：17:00、土日：18:00まで
月火水金：9:00～18:30
土：9:00～13:00

月～金：9:00～18:00
土：9:00～13:00
月火水金：9:00～18:30
木：18:00、土：13:00まで
月～金：9:00～19:00
土：9:00～17:00
月火水金：8:30～19:00
木：9:00～17:00
土：8:30～13:00
月火木：9:00～18:30
金：19:30、土：13:00まで
水：8:30～16:30

〔2022年2月18日改訂〕

日本調剤湘南茅ヶ崎薬局 253-0042 茅ヶ崎市本村5-16-10

茅ヶ崎市本村5-9-6

茅ヶ崎市新栄町2-25

茅ヶ崎市元町17-4

茅ヶ崎市東海岸北1-7-21

日・祝 転送電話：0467-50-1055

茅ヶ崎市幸町5-8茅ヶ崎ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ102

茅ヶ崎市東海岸北1-5-4

茅ヶ崎市幸町7-20ﾌﾞﾙｰｽｶｲ湘南A

茅ヶ崎市新栄町2-19

茅ヶ崎市元町2-4

茅ヶ崎市元町1-1

253-0052

253-0053

転送電話：0467-82-0981 

薬局トモズ  ラスカ茅ヶ崎店 なし 転送電話：0467-84-1326 253-0043

茅ヶ崎市元町16-7薬樹薬局茅ヶ崎 日・祝

みなみ薬局

祝 携帯電話：090-8589-8220

寺田薬局 9:00～19:30 なし 携帯電話：090-2750-7400 

転送電話：0467-84-6160

253-0052

253-0043

253-0042

253-0044

253-0043

253-0053

253-0043

携帯電話：080-6598-0246なぎさ薬局 日・祝

なかじま薬局茅ヶ崎店

日・祝 転送電話：0467-84-0772

月～金：9:00～18:00 土・日・祝 転送電話：0467-55-2027 

茅ヶ崎市幸町3-32 ブレインビル１Ｆ

田辺薬局茅ヶ崎南店 日・祝

転送電話： 0467-53-7452シンワ薬局茅ヶ崎店 日・祝

携帯電話：090-5206-9632

携帯電話：090-7949-6695

あらえ薬局 木・日・祝 携帯電話：080-6719-2319

253-0052

253-0044

アスカ薬局茅ヶ崎本店 日・祝

一般社団法人　茅ヶ崎寒川薬剤師会

今井薬局 日・祝

ダリヤ湘南薬局



夜間休日２４時間対応薬局（茅ヶ崎市・郵便番号順に掲載）
薬局名 郵便番号 薬局所在地 営業時間 休業日 開局時間以外の対応方法

月火木金：8:30～18:30
水：9:00～17:00
土：8:30～12:30
月～金：9:00～19:00
土：9:00～18:30
月火木金：9:00～19:00
水18:30、土17:30、日15:30まで
月～金：9:00～19:00
土：9:00～18:00
月火水金9:00-12:00,14:00-18:30
土：9:00～12:00,14:00～16:00

月水木金：9:00～18:00
火：17:30、土：12:00まで
月火金：9:00～19:30
水：18:30、土：13:30まで
木：9:00～13:30
月水金：9:00～18:30
火：13:00～18:30
木土：9:00～12:30
月火水金：9:00～19:00
土：9:00～13:00
月火水金：9:00～18:00
土：9:00～13:00

〔2022年2月18日改訂〕

253-0083

茅ヶ崎市浜見平11-1 BRANCH茅ヶ崎１F

茅ヶ崎市東海岸北2-8-3

茅ヶ崎市西久保394-1

茅ヶ崎市南湖5-18-10-2

茅ヶ崎市円蔵1-23-12

茅ヶ崎市みずき4-9-21

茅ヶ崎市香川1-38-18

茅ヶ崎市浜之郷952-11

茅ヶ崎市浜見平10-2 ブランチ茅ヶ崎３

茅ヶ崎市矢畑725-1 転送電話：0467-40-5902 253-0085薬局日本メディカル 日・祝

転送電話：0467-38-8566てっぽうみち薬局 日・祝253-0061

253-0083陽だまり薬局本店 月～土：9:00～18:00

はるかぜ薬局茅ヶ崎東海岸店 日・祝 転送電話：0467-88-4994 253-0053

転送電話：0467-55-5660

なの花薬局ハマミ店 日・祝 転送電話：0467-86-5807

253-0088

253-0062

ニック湘南みずき薬局 木・日・祝茅ヶ崎市みずき2-8-1

253-0084

日・祝 転送電話：0467-84-6860 

今井薬局円蔵店 日・祝 転送電話：0467-52-0898

253-0086さかえ薬局 日・祝

くすりの玉野 木・日・祝 携帯電話：090-8809-0965253-0082

きく薬局湘南みずき 木・日・祝 転送電話：0467-40-5217253-0088

ほほえみ薬局本店 月～土：8:30～18:00 日・祝 転送電話：0467-84-4661 茅ヶ崎市西久保124-2

253-0062あんず薬局 祝

一般社団法人　茅ヶ崎寒川薬剤師会

携帯電話：080-5528-8988 

携帯電話：080-3569-9773



夜間休日２４時間対応薬局（寒川町・郵便番号順に掲載）
薬局名 郵便番号 薬局所在地 営業時間 休業日 開局時間以外の対応方法

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

〔2022年2月18日改訂〕

253-0111 寒川町一之宮9-1-17

寒川町岡田5-5-8

寒川町岡田3-9-59

253-0105

253-0105

ヨロズ薬局 月～土：8:00～19:00 日・祝 電話：0467-75-1973

すみれ調剤薬局 月～土：9:00～18:30 日・祝 転送電話：0467-74-3780

佐久間薬局 月～土：9:00～19:00 日・祝 転送電話：0467-74-1493 253-0112 寒川町中瀬19-2

寒川町宮山178-3

寒川町宮山199-1

転送電話：0467-73-1193

アサヒファーマシー寒川薬局 日・祝 転送電話：0467-84-9020

253-0106

253-0106

アサヒファーマシー一之宮薬局 日・祝

一般社団法人　茅ヶ崎寒川薬剤師会

湘南薬局 日・祝 転送電話： 0467-74-3255 


