
横浜市禁煙支援薬局一覧 （令和4年10月1日～令和5年9月30日）

区名 薬局名 住 所 ＴＥＬ 区名 薬局名 住 所 ＴＥＬ

㈲ササヤ薬局 矢向4-10-18 582-0035 汐見台薬局 汐見台1-6 761-2217

㈲江ケ崎薬局 江ケ崎町20-23 582-5221 ㈲上永谷薬局磯子店 森1-10-9中銀磯子マンシオン102 750-8520

梶山みついけ薬局 上末吉5-18-13 710-0321 はまかぜ薬局 森2-26-10-101 753-7202

うかい薬局 仲通2-69-5 501-8096 つばめ薬局洋光台店 洋光台1-2-20ﾍﾞﾙﾉｰﾙ洋光台10B 225-8788

かちどき薬局鶴見店 佃野町28-2 583-3881 ことぶき薬局洋光台店 洋光台1-6-30 832-8993

田辺薬局鶴見西口店 豊岡町2-3ﾌｰｶﾞ3　105号 571-7700 さなえ薬局すずらん店 谷津町339 788-6910

㈱阿部薬局 豊岡町21-23 584-1478 くま薬局金沢文庫店 谷津町378 791-3561

あろま薬局 駒岡3-18-5ﾒｿﾞﾝ･ﾕｳﾕｳ１Ｆ 947-3450 富岡薬局 富岡西2-1-9 772-3315

田辺薬局鶴見駒岡店 駒岡4-21-55 570-3123 わかし薬局富岡店 富岡西4-78-31 353-5725

ひかり薬局東寺尾店 東寺尾4-16-20 575-1463 そうごう薬局大倉山店 師岡町1148-101 547-9331

ホケン薬局 大口通56-6 421-5512 坂本薬局妙蓮寺店 菊名1-2-4 633-8238

若草薬局 大口通135-15 431-4711 プラス薬局 菊名3-15-27 434-9383

しんまち薬局 浦島町7-1 461-0494 ㈱横浜菊名薬局 菊名4-3-46 401-2622

陽月堂薬局 六角橋1-6-14 432-1515 田辺薬局妙蓮寺駅店 仲手原2-21-9 439-7950

横浜六角橋薬局 六角橋1-9-24 433-0211 調剤薬局ツルハドラッグ岸根公園店 篠原町1113-6岸根公園駅前ﾋﾞﾙ1階 435-3892

西神奈川薬局 西神奈川3-17-11 430-4330 有限会社菊名ふじ薬局 大豆戸町204 402-5001

ライフ菅田調剤薬局 菅田町2649-2 476-4348 坂本薬局 大倉山1-16-1 543-0303

イースト薬局 楠町8-6ＫＭﾋﾞﾙ１Ｆ 317-5557 坂本調剤薬局 大倉山3-6-11 543-3155

㈱五番街ファーマシー 南幸1-5-24 314-7891 日吉堂薬局 日吉本町1-20-13 561-2066

薬樹薬局三ツ沢 宮ヶ谷47-2 412-3360 カメイ調剤薬局港北店 下田町2-7-8 566-8220

藤棚調剤薬局 藤棚町1-67 242-6737 高田ファミリー薬局 高田東3-10-6 633-4807

さくら薬局横浜藤棚店 藤棚町1-95-1 250-5600 小田薬局中山店 中山3-34-39 308-9304

さくらんぼ薬局 久保町13-6 241-2288 しんせい薬局 中山4-1-8-101Ｂ 938-5031

ハート薬局 浅間町4-347-10 317-6858 日本調剤ながつた薬局 長津田3-5-1 989-6631

マリン薬局 浅間町5-378-2-101 313-1116 薬局トモズたまプラーザテラス店 新石川2-2-1たまﾌﾟﾗｰｻﾞﾃﾗｽ ｻｳｽﾌﾟﾗｻﾞ1F 910-5627

しおさい薬局 本町3-24-3-101 662-8193 荏子田ファーマシー 荏子田2-7-10 903-1212

ヤマガタ薬局 太田町6-82 第2須賀ﾋﾞﾙ1F 671-9592 横浜調剤薬局荏田店 荏田町423-2 911-0719

相生スマイル薬局 相生町2-27宇田川ビル１Ｆ 681-9129 荏田調剤薬局 荏田町478-37 912-3238

田辺薬局山下公園店 山下町25 227-5285 江田駅前薬局 荏田町2361-3 914-6482

ひだまり薬局 山田町2-11 241-9311 関水薬局 市ｹ尾町1168-1 971-2811

加藤回陽堂薬局 伊勢佐木町2-87 261-0073 ㈲めぐみ薬局 藤が丘2-3-3 第2飯田ﾋﾞﾙ206 973-8616

加藤回陽堂薬局蓬莱町店 蓬莱町2-3-2-1F 252-6891 みどり薬局 若草台5-1 482-9163

なの花薬局本牧店 本郷町2-44-1-102 629-5586 ドリーム薬局田奈店 田奈町76-23 988-5250

調剤薬局マイファーマシー 山元町3-145 662-8731 つばさ薬局 中川中央1-2-1 914-6888

ミナミファーマシー 南太田1-10-1 721-3331 ㈲すずらん薬局センター北店 中川中央1-28-20 CKビル1Ｆ 914-5173

五番街ファーマシー浦舟店 浦舟町3-38-5 251-5605 ハートフル薬局荏田南店 荏田南3-37-20 949-2525

鶴岡仁成堂薬局高砂店 高砂町3-33-101 260-0575 ㈲すずらん薬局東山田店 東山田町249-1 594-6680

㈲鶴岡仁成堂薬局 睦町1-8-2 731-2602 せせらぎ薬局センター南店 茅ヶ崎中央7-20ｸﾘｱﾄﾞｰﾙ１Ｆ 944-2316

さくら薬局横浜井土ケ谷下町店 井土ｹ谷下町213 第2江洋ﾋﾞﾙ1F 713-5800 二子薬局都筑店 茅ｹ崎中央19-5 949-6593

メイワ薬局 通町4-118 742-2301 あやめ薬局 川和町1236-1ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ川和1階2号 929-1585

薬局マドンナ 大岡5-1-3田中ﾋﾞﾙ１階 743-5251 葛が谷薬局 葛が谷4-14ﾍﾞﾙﾃﾞｾｿﾞﾝ1F 949-5017

ハックドラッグ六ツ川ローゼン薬局 六ツ川3-75 730-6188 仁天堂薬局本店 戸塚町55 862-1211

玄和堂薬局横浜店 上大岡西1-6-1京急百貨店6F 848-7600 ひだまり薬局 戸塚町116-15 864-0223

ポピー薬局上大岡店 大久保2-12-14 845-2785 ハートフル薬局 戸塚町118-14栄ﾋﾞﾙ1階101号室 869-6325

桜台薬局 東永谷1-1-20 825-8050 さくらんぼ薬局 戸塚町3896-2 881-9901

アルシニア調剤薬局 笹下2-6-20 ﾆｭｰﾗｲﾌ青山102 370-7546 仁天堂薬局戸塚町店 戸塚町3981-12 719-5070

港南台大江薬局 港南台3-4-19 834-1774 仁天堂薬局西口店 戸塚町4117-1 479-8118

ヒロ薬局 港南台3-16-1 835-0750 なの花薬局東戸塚店 品濃町513-7 820-1871

田辺薬局横浜星川店 星川1-1-2 340-1887 横浜東戸塚調剤薬局 品濃町550-3 824-4751

みねおか調剤薬局 峰岡町2-124-1 332-3301 平安薬局 川上町84-1-4F-C 820-0520

内田薬局和田町駅前店 和田1-13-18 340-3405 薬樹薬局上倉田 上倉田町447-1ﾌﾟﾗｰｼﾞｭ戸塚1F102号室 865-3211

リーフ薬局上白根 上白根1-9-1 444-8320 ひばり薬局戸塚東口店 上倉田町498-11 第5吉本ビル1-A 869-5185

内田薬局くぬぎ台店 西川島町138-3 372-4733 仁天堂薬局踊場駅前店 汲沢8-2-1 871-0028

㈱横浜調剤薬局 若葉台3-6-1 922-3322 横浜調剤薬局 原宿3-5-24 852-8016

つくの薬局 中尾1-48-7 363-8341 さかえ薬局 桂町274-15 1階南側 896-4566

カワセ薬局本店 笹野台1-1-37 367-3570 桂町薬局 桂町325-1-101 896-2830

カワセ薬局寿店 笹野台1-7-22-1 360-2217 アップル薬局港南台店 鍛冶ヶ谷2-53-10-1 435-5601

大信薬局笹野台店 笹野台1-20-10 391-6067 シーガル調剤薬局本郷店 中野町27-1 897-5955

内田薬局二俣川駅前店 二俣川1-5-5 465-4083 みどり薬局 緑園3-41-1 812-9767

すかい薬局 二俣川2-22-1 364-9982 ツルヤ薬局 緑園6-1-19 812-8587

明日花薬局 二俣川2-58 390-5063 コスモ薬局中田店 中田北2-7-3 ＩＨﾋﾞﾙⅢ 800-3595

スマイル薬局二俣川駅前店 二俣川2-58-1ＴＵ駅前ﾋﾞﾙ1階 444-9757 あおぞら薬局 中田東2-3-17 806-0720

スマイル薬局二俣川店 二俣川2-58-5 362-3443 トマト薬局大通り店 中田東3-16-7 443-9902

カワセ薬局希望が丘店 中希望が丘94-22-1 369-7137 トマト薬局中田店 中田南3-6-1 804-5819

㈲イカリ薬局 中希望が丘101-8 391-0511 フラム薬局 中田西1-1-27 805-5101

木須調剤薬局 中希望が丘138-1 391-6388 ゆたか薬局いちょう店 上飯田町2670-32 802-8115

トマト薬局希望が丘店 中希望が丘246-5ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ希望が丘101 360-2347 たてば薬局 和泉中央南1-10-37 801-3878

あゆみ薬局 東希望ｹ丘83-7 365-3335 カワセ薬局三ツ境店 三ﾂ境2-27 366-5155

木須薬局駅前店 東希望が丘99-10 365-3717 ㈲タチバナ薬局 三ﾂ境20-18 365-6323
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