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（令和4年8月１６日現在）

注：掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではなく、各薬局の在庫には変動があるため、事前に電話等で確認をお願いします。

＜船橋市＞

No. 施設名称 地区 住所 電話番号 営業時間 販売対応時間 夜間休日の販売対応方法

1 そよかぜ薬局東中山店 1 船橋市東中山1-18-9 047-302-2300 月-土　9：00-19：05
日・祝休み

営業時間内 販売不可

2 カネマタ薬局ケイツー店 2 船橋市海神4-1-15 047-420-8844 月・火・木・金　9：00-18：00
水　9：00-17：00
土　9：00-14：00

営業時間内 夜間等緊急連絡電話にて相談
対応します

3 ㈲海神薬局 2 船橋市海神5-2-17 047-431-2480 月-金　9：00-19：00
土　9：00-18：00

営業時間内 TELにて時間の相談。

4 カネマタ薬局海神店 2 船橋市海神6-7-12 047-420-8725 月・火・水・金　9：00-19：00
木　9：00-17：00
土　9：00-13：00
日・祝休み

営業時間内 夜間等緊急連絡電話にて相談
対応します

5 カネマタ薬局中央店 2 船橋市海神6-11-19 047-431-3037 月-金　8：30-17：30
土　8：30-12：30

営業時間内 夜間等緊急連絡電話にて相談
対応します

6 薬局くすりの福太郎行田店 2 船橋市西船2-28-1 047-420-0237 平日　9：00-19：00
土　9：00-17：00

営業時間内 なし・他営業店舗紹介

7 市原薬局駅前店 3 船橋市本町4-5-21 047-423-6348 月-土　9：30-19：00
日・祝定休

営業時間内 営業日・営業時間内のみ対応

8 カネマタ薬局船橋北口店 3 船橋市本町6-1-7 047-422-8585 月-金　9：00-20：00
土　9：00-19：00
日・祝　9：00-18：00

営業時間内 夜間等緊急連絡電話にて相談
対応します

9 いとう薬局船橋北口店 3 船橋市本町6-3-21　天沼ｺｰ
ﾎﾟ101

047-425-1501 月・火・水・金　9：00-19：30
土　9：00-17：00

すべて

10 コスモス薬局東船橋店 4 船橋市東船橋3-33-6 047-424-6731 月・火・水・金 9:00-19:00
木・土　9:00-17:00

営業時間内 店舗に連絡先を掲載、連絡に応
じて対応

11 友愛薬局船橋店 4 船橋市宮本4-12-18 047-409-0080 月・火・水・金　9：00-18：30
木　9：00-17：00
土　9：00-12：30

営業時間内

12 川奈部薬局 4 船橋市宮本6-27-9 047-423-2008 月-金　9：00-19：00
土　9：00-15：00

営業時間内 営業日・営業時間内のみ対応
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13 薬局くすりの福太郎船橋法典店 5 船橋市上山町1-128-1 047-303-6331 月・火・木・金　9：00-19：00
水・土　9：00-18：00
日・祝休み

営業時間内 対応なし

14 船橋メロン薬局 5 船橋市上山町1-204-1 047-338-8777 月・火・水・木　9：00-18：00
土　9：00-15：30

営業時間内 当面なし

15 薬局くすりの福太郎津田沼店 6 船橋市前原西2-13-13　ｱ
ﾛｰ津田沼駅前ﾋﾞﾙ1階

047-470-3329 月・火・水・金　9：00-19：00
土　9：00-18：00
木・日・祝定休

営業時間内 対応なし

16 あいケア薬局前原店 6 船橋市前原西4-10-17-103 047-409-7331 月・火・木・金　8：45-18：00
水　9：00-17：00
土　8：45-13：45

営業時間内 対応なし

17 スギ薬局津田沼店 6 船橋市前原東2-23-1 047-403-3921 9：00-20：00 営業時間内 営業日・営業時間内のみ対応

18 前原東薬局 6 船橋市前原東4-13-3 047-477-8522 月・火・水・金　9：00-17：30
木　9：00-17：00
土　9：00-16：30

営業時間内 営業日・営業時間内のみ対応

19 あおば薬局 7 船橋市薬円台4-13-11 047-469-0341 月-土　9：00-12：30
月・火・木・金　14：30-18：00

営業時間内 営業時間内に連絡をいただいた
方相談で応対応。

20 カネマタ薬局芝山在宅センター 8 船橋市芝山3-10-2-109 047-404-7782 9：00-17：00　（土・日・祝休み） 営業時間内 緊急連絡先に連絡後店舗で販
売

21 ヒロ薬局 8 船橋市芝山3-14-3 047-404-1605 月-金　9：30-18：00
土　9：30-13：00
日・祝定休

営業時間内

22 レモン薬局 8 船橋市新高根2-14-3 047-464-6302 平日　9：00-18：00
土　9：00-13：00

営業時間内 対応なし

23 サエラ薬局習志野台店 9 船橋市習志野台4-13-9-
103

047-402-5350 月-土　9：00-17：30 営業時間内 土曜　9：00-17：30対応可

24 ウェルシア薬局習志野台５丁目
店

9 船橋市習志野台5-40-36 047-496-7015 9：00-23：59 9：00-23：30 平日と同じ。対面にて販売。予約
不可。

25 えびたに薬局 9 船橋市習志野台7-20-82 047-401-8461 月-土　9：00-18：00 営業時間内

26 アサヒ薬局習志野台店 9 船橋市習志野台8-46-13 047-466-1353 9：00-1300　15：00-18：00
土　9：00-13：00

9：00-13：00
15：00-18：00

対応なし

27 サンリツ薬局大穴店 10 船橋市大穴北8-2-31 047-490-0808 月-金　9：00-18：00
土　9：00-12：00

営業時間内
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28 ドイ薬局エポカ高根台店 10 船橋市高根台1-2-1 047-465-5742 10：00-20：00 営業時間内 年中無休・夜間対応なし

29 はまなす薬局 11 船橋市咲が丘1-33-31 047-468-8943 9：00-17：00 9：00-14：00 電話にて問合せ（平日も同様）

30 薬局くすりの福太郎三咲店 11 船橋市二和東6-44-5 047-490-7056 月・火・水・金　9：00-19：00
土　9：00-14：00

営業時間内 対応なし

31 三咲ダルマ薬局 11 船橋市三咲3-1-15 047-448-8608 9：00-19：00 9：00-19：00 なし

＜鎌ヶ谷市＞

No. 施設名称 地区 住所 電話番号 営業時間 販売対応時間 夜間休日の販売対応方法

1 しんかま薬局 12 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷1-17-2-
2F

047-497-8117 月・金　8：00-20：30
火　8：00-11：30
土　8：00-14：00

営業時間内 対応なし

2 うさぎ薬局馬込沢店 12 鎌ヶ谷市東道野辺7-22-46
KU馬込沢ﾋﾞﾙ102

047-429-3376 月・火・木・金　9：00-18：30
水　8：30-16：30
土　8：30-13：00

24時間 緊急連絡先に連絡後店舗で販
売

3 大正堂薬局 12 鎌ヶ谷市南初富6-1-17 047-443-1260 9：30-19：00 営業時間内 対応なし


