
茅ヶ崎寒川薬剤師会　夜間休日等対応薬局　リスト

会営薬局 2019年09月04日現在

薬　局　名 〒 住　　　　所 営業時間 休業日 臨時休業日 開局時間外の対応方法

茅ヶ崎薬剤師会調剤薬局 253-0042 茅ヶ崎市本村5-9-5 月～金　8:30-18:00 土・日・祝 年末年始 転送電話:0467-51-4711

茅ヶ崎寒川薬剤師会
地域医療センター薬局

253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎3-4-23
月～土 20:00-23:00
日・祝　9:00～23:00

なし なし 転送電話:0467-38-5086

茅ヶ崎市内（郵便番号順に掲載）

薬　局　名 〒 住　　　　所 営業時間 休業日 臨時休業日 開局時間外の対応方法

稲垣ファーマシー 253-0002 茅ヶ崎市高田5-1-15
月火水金 9:00-19:00

木　9:00-17:00
土　9:00-16:00

日・祝 年末年始 転送電話：0467-51-8223

木下薬局　高田店 253-0002 茅ヶ崎市高田4-5-11
月火水金 9:00-18:00
木・土　9:00-12:00

日・祝 年末年始 転送電話：0467-52-8332

タマノ薬局 253-0002 茅ヶ崎市高田1-14-6
月～土 9:00-20:00
日・祝 10:00-20:00

なし 1月1～3日 FAX：0467-51-7826

フレイズ薬局 253-0014 茅ヶ崎市本宿町3-4
月火水金 9:00-19:30

木　9:30-17:30
土　9:00-13:30

日・祝 12月30日～1月3日 転送電話：0467-53-7667

浜竹エルム薬局 253-0021 茅ヶ崎市浜竹2-8-39
月火木金 9:00-19:00
水・土　9:00-13:00

日・祝 12月30日～1月3日 転送電話：0467-85-1323

ホシ薬局 253-0021 茅ヶ崎市浜竹3-2-31
月水木金 8:30-19:00

火　8:30-18:30
土　8:30-13:00

日・祝 12月30日～1月3日 転送電話：0467-87-3513

タムラ調剤薬局 253-0024 茅ヶ崎市平和町4-30
月火水金 9:00-18:00

木　9:00-17:00
土　9:00-12:30

日・祝 夏期休業・年末年始 転送電話：0467-58-0201

はるかぜ薬局　茅ヶ崎旭が丘店 253-0026 茅ヶ崎市旭が丘8-65
月火水金 9:00-18:30
木・土　9:00-12:30

日・祝 お盆休み・年末年始 転送電話：0467-84-4088

桜道薬局 253-0027 茅ヶ崎市ひばりが丘7-11
月火水金 9:00-18:00

木　9:00-17:00
土　9:00-12:00

日・祝 夏期休業・年末年始 転送電話:0467-84-6444

まつの実薬局 253-0032 茅ヶ崎市常盤町4-35-102
9:00-12:30　月～土

15:00-18:00 月火水金
日・祝

お盆休み・
12月29日～1月4日

携帯電話：080-1192-1219

今井薬局　緑が浜 253-0034 茅ヶ崎市緑が浜2-24
月火水金 9:00-18:30

土　9:00-13:00
木曜、日・祝 夏期休業 携帯電話：080-9555-7663
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薬　局　名 〒 住　　　　所 営業時間 休業日 臨時休業日 開局時間外の対応方法

ダリヤ湘南薬局 253-0042 茅ヶ崎市本村5-6-9 月～金 9:00-18:00 土・日・祝 12月29日～1月3日 転送電話:0467-55-2027

今井薬局 253-0043 茅ヶ崎市元町2-4
月～金 9:00-19:00

木　9:00-18:00
土　9:00-13:00

日・祝 携帯電話：080-9555-7663

なかじま薬局　茅ヶ崎店 253-0043 茅ヶ崎市元町17-4
月火水金 9:00-18:30
土・日　9:00-18:00

木曜、祝 12月30日～1月3日 携帯電話：090-8589-8220

薬局トモズ　ラスカ茅ヶ崎 253-0043
茅ヶ崎市元町1-1
ラスカ茅ヶ崎２F

月～金  10:00-20:00
土･日･祝 10:00-19:00

なし ラスカ休館日 転送電話:0467-84-1326

あらえ薬局 253-0044 茅ヶ崎市新栄町2-19
月火水金 9:00-19:00

土　9:00-13:00
木曜、日・祝 12月30日～1月3日 携帯電話：080-6719-2319

寺田薬局 253-0044 茅ヶ崎市新栄町2-25 9:00 - 19:30 なし 1月1～3日 転送電話:0467-82-2886

アスカ薬局　茅ヶ崎本店 253-0052 茅ヶ崎市幸町7-20-A
月～金 9:00-19:00

土　9:00-17:00
日・祝 12月31日～1月3日 携帯電話：090-7949-6695

湘南ひまわり薬局 253-0052 茅ヶ崎市幸町6-16-101
月～金 9:00-19:00

土　9:00-17:00
日・祝 12月31日～1月3日 転送電話:0467-83-9383

シンワ薬局　茅ヶ崎店 253-0052 茅ヶ崎市幸町5-8-102
月火水金 9:00-18:30

木　9:00-18:00
土　9:00-13:00

日・祝 12月30日～1月4日 転送電話:0467-53-7452

みなみ薬局 253-0052
茅ヶ崎市幸町3-32
ブレインビル１Ｆ

月～金 9:00-18:00
土　9:00-13:00

日・祝 年末年始 転送電話:0467-84-07772

アポ木下薬局 253-0053 茅ヶ崎東海岸北1-1-17
月～金 9:00-18:30

土　9:00-16:30
日・祝 12月29日～1月3日 転送電話:0467-86-6575

なぎさ薬局 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北1-7-21
月火木金 9:00-19:30

土　9:00-13:30
水曜、日・祝 夏期休業・年末年始 携帯電話：080-6598-0246

はるかぜ薬局　茅ヶ崎東海岸店 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北3-15-1
月火木金 8:30-18:30

土　8:30-12:30
水曜、日・祝 お盆休み・年末年始 転送電話:0467-88-4994

てっぽうみち薬局 253-0061 茅ヶ崎市南湖5-18-10-2
月～金 9:00-19:00

土　9:00-18:30
日・祝 12月29日～1月3日 転送電話:0467-38-8566

あんず薬局 253-0062
茅ヶ崎市浜見平3-1
BRANCH茅ヶ崎２

月火木金 9:00-19:00
（水=18:30、土=17:30、

日=15:30まで）
祝 12月29日～1月3日 携帯電話：080-5528-8988

ハマミ薬局 253-0062 茅ヶ崎市浜見平11-1
月～金 9:00-19:00

土　9:00-18:00
日・祝 12月31日～1月3日 転送電話：0467-86-5807
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薬　局　名 〒 住　　　　所 営業時間 休業日 臨時休業日 開局時間外の対応方法

くすりの玉野 253-0082 茅ヶ崎市香川1-38-18
午前  9:00-12:00
午後 14:00-18:30
（土=16:00まで）

木曜、日・祝 携帯電話：090-8809-0965

ほほえみ薬局　本店 253-0083 茅ヶ崎市西久保124-2 月～土 8:30-18:00 日・祝 12月31日～月3日 転送電話：0467-84-4661

今井薬局　円蔵店 253-0084 茅ヶ崎市円蔵1-23-12
月水木金 9:00-18:00

火　9:00-17:30
土　9:00-12:00

日・祝 12月29日～1月4日 携帯電話：080-9555-7663

薬局東日本メディカル 253-0085 茅ヶ崎市矢畑725-1
月火金 9:00-19:30、水
9:00-18:30、木 10:00-
19:30、土 9:00-13:30

日・祝 12月30日～1月3日 携帯電話：070-5458-7827

ニック湘南みずき薬局 253-0088 茅ヶ崎市みずき2-8-1
月火水金 9:00-19:00

土 9:00-13:00
木曜、日・祝 夏期休暇 転送電話:0467-55-5660

寒川町内　（郵便番号順に掲載）

薬　局　名 〒 住　　　　所 営業時間 休業日 臨時休業日 開局時間外の対応方法

湘南薬局 253-0105 寒川町岡田5-5-8 月～土 9:00-18:00 日・祝 年末年始 転送電話:0467-74-3255

すみれ調剤薬局 253-0105 寒川町岡田3-9-59 9:00 - 18:30 日・祝 12月30日～1月3日 転送電話:0467-74-3780

旭が丘薬局 253-0106 寒川町宮山3018-6
月火水金 9:00-18:00

木　9:00-17:00
土　9:00-14:00

日・祝 年末年始 転送電話:0467-73-5945

アサヒファーマシー　寒川薬局 253-0106 寒川町宮山199-1
月～金 9:00-18:00

土　9:00-13:00
日・祝 12月30日～1月3日 転送電話:0467-84-9020

すいせん薬局 253-0106 寒川町宮山3242-2 月～土 9:00-17:00 日・祝 12月29日～1月3日 転送電話:0467-75-0808
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