
夜間休日対応薬局のお知らせ

　　　（但し、休日夜間の調剤料は通常より高額になりますのでご了承ください。）

　万一当薬局の電話につながらない場合は、薬剤師会の当番薬局が対応いたしますので、下記へご連絡ください。

つくば市薬剤師会休日夜間対応薬局一覧

緊急の調剤やおくすりのご相談に責任をもってお応えいたします。

薬局名 住所 電話番号 営業時間 定休日

アイン薬局つくば竹園店 029(851)4395 月火木金９：００－１８：００、土９：００－１５：００ 水、日、祝日

あおやま薬局（沼田） 029(866)0379 月～土９：００ー１８：３０ 日曜、祝日

あけぼの薬局つくば手代木店 029(839)2227 月火水金８：３０－１８：００、土８：００－１７：００ 木、日曜、祝日、年末年始

あす薬局筑波店 029(870)5071 日月火木金８：４５－１７：４５、土８：４５－１２：４５ 水、祝日、１２月３０日ー１月３日

一番館薬局（北条） 029(867)0877 月火木金土８：３０－１８：００、水８：３０－１２：００ 日曜、祝日

今川薬局つくば天久保店 029(858)2877 月～金９：００－１８：００、土、日９：００－１７：３０ 無休

今川薬局つくば上横場店 029(837)2411 月～土９：００－２２：００、日９：００－１８：００ 無休

今川薬局つくば学園店 029(839)2300 月～土９：００－１８：００ 日曜、祝日

今川薬局つくば篠崎店 029(864)8001 月火水金８：４５－１８：１５、土８：００－１８：１５ 木日曜、祝日

今川薬局つくば二ノ宮店 029(855)2141 月火木金８：３０－１９：００、水８：３０－１２：３０、土８：３０－１７：３０ 日曜、祝日

今川薬局つくば北条店 029(850)7711 月～金９：００－１８：００、土９：００－１５：００ 日曜、祝日

（株）エビス薬局つくば店 090-9318-8732 月火水金土８：３０－１７：３０ 日曜、木曜、祝日

おにがくぼ薬局（鬼ヶ窪） 029(848)0221 月火水金９：００－１８：００，土９：００－１３：３０ 日曜、木曜、祝日

学園中央薬局作岡店 029(869)0666 月火水金８：３０－１９：００、土８：３０－１８：００ 木、日曜、祝日

学園中央薬局つくば駅前店 029(860)2367 月～土９：００～１９：００（木曜９：００～１７：００） 日曜

学園中央薬局西大橋店 029(860)3201 月火水金土８：３０－１８：３０、日８：３０－１３：００ 木曜、祝日、年末年始

学園中央薬局松野木店 029(879)8581 月火木金７：３０－１８：３０、水土７：３０－１２：００ 日曜、祝日

学園調剤薬局（榎戸） 029(837)2711 月～金９：００－２０：００、土、祝日９：００－１８：００ 日曜

学園薬局（高野） 029(847)0650 月火木金９：００－１８：００　水土９：００－１７：００ 日曜、祝日

かすが薬局 029(863)3588 月～金９：００－１８：００ 土、日曜、祝日

かつらぎ薬局 029(860)2030 月火水金９：００－１３：００、１４：００－１８：００、土９：００－１３：００ 木、日曜、祝日

かみごう薬局 029(847)5180 月火水金土９：００－１８：００ 木、日曜、祝日

漢方閣つくば店 029(851)5300 月～金９：００－１８：００ 土、日曜、祝日

絹の台ふれあい薬局 0297(25)3636 月～金９：００－１８：００、土９：００－１７：００ 日曜、祝日

木村薬局（酒丸） 029(847)7082 月～土９：００－１８：００ 日曜、祝日

クオール薬局ｲｰｱｽつくば店 029(868)7389 祝日の月、水

グラム調剤薬局（東新井） 029(851)3531 月～土９：００－１８：００ 日曜、祝日

クレール薬局小野崎店 029(849)3865 月火水金９：００－１８：００土９：００－１３：００ 木、日曜、祝日

クレール薬局島名店 029(848)0166 月火水金９：００－１８：３０、木土９：００－１２：００ 日曜、祝日、年末年始

高野台パーク薬局 029(839)1109 月火水金９：００－１８：００，土９：００－１４：００ 木、日曜、祝日

このみ薬局（板橋） 0297(58)1294 月～土８：３０－１９：００ 日曜、祝日

さくらい薬局つくば春日店 029(863)3000 月水９：００－１８：００、火木８：４５－１３：４５、金土９：００－１２：３０ 日曜、祝日

さくらい薬局つくば桜店 029(875)7620 月、火、水、金９：００－１８：１５、木土９：００－１３：００ 日曜、祝日

桜並木薬局 029(879)7314 月、火、水、金９：００－１８：００、木土９：００－１２：００ 日曜、祝日、年末年始

さくら薬局 080-3311-4309 月～土９：００ー１８：００ 日曜

さわ薬局（下広岡） 029(850)6585 月火木金９：００－１２：００、１５：００－１８：００　土９：００－１３：００ 水、日、祝、年末年始

三誠堂薬局森の里店 029(876)2720 月～金１０：００－１９：３０ 土、日曜、祝日

スズラン調剤薬局　学園店 029(858)0201 月火水金９：００－１８：００土９：００－１３：００ 木、日曜、祝日

すばる薬局 029(828)5411 月～土９：００－１８：３０ 日曜、祝日

センター薬局伊奈店 0297(57)8200 月～土８：３０－１７：３０ 水、日曜、祝日

大学前薬局（春日） 029(856)3523 月～金９：００－１８：００ 土、日曜、祝日

高崎薬局（高崎） 029(871)8802 月～土９：００－１７：３０ 日曜、祝日

つかもと調剤薬局桜店 029(850)6355 月火水金土９：００－１８：００ 木、日曜、祝日

つくば並木薬局 029(851)0439 月～土９：００－１９：００ 日曜、祝日

つくば西大通り薬局（要） 029(877)1333 月～土９：００－１８：００ 日曜、祝日

つくば西大通り薬局東店（要） 029(877)0333 月～土９：００－１８：００ 日曜、祝日

つくばね薬局 029(896)5112 月火木金９：００－１８：００、水土９：００－１３：００ 日曜、祝日

寺田薬局健康館（高見原） 029(873)4433 月～土９：００－１９：００ 日曜、祝日

南山堂薬局研究学園駅前店 029(869)7560 月～金９：００－１９：００、土９：００－１２：００、日９：００－１６：００ 祝日

南山堂薬局つくば店（天久保） 029(856)6676 月～金９：００－１８：００ 土、日曜、祝日

はあと薬局（手代木） 080-3403-3026 月火木金８：１５－１３：００、１４：３０－１９：００、土８：１５－１７：３０

ハニュウ薬局上ノ室店 029(863)5005 月火水金９：００－１８：３０、土９：００－１７：３０、日９：００－１２：３０ 木曜、祝日

ハニュウ薬局研究学園店 029(879)9787

はるかぜ薬局 029(836)8101 月火木金９：００－１８：３０、土日９：００－１３：００ 水、祝日

ふたば薬局 つくば市竹園１－４－１ 090-3548-6067 日曜、祝日、年末年始、お盆

ポプラ調剤薬局（並木） 029(861)1581 月火水金土９：００－１８：３０、日９：００－１２：００

松の木薬局（松野木） 029(850)5100 月火水金９：００－１９：００木９：００－１８：００土８：３０－１８：００ 日曜、祝日

三島屋薬局小野川店 029(839)2220 月火水金土８：３０－１８：００ 木、日曜、祝日

緑ヶ丘薬局 029(837)2483 月～土９：００～１８：００ 日曜

みどり薬局つくば店 029(860)3700 月火水木金８：３０－１３：００、１５：００－１９：００、土１４：００－１７：００ 日曜、祝日

みどり薬局大穂店 つくば市筑穂２－４－７ 029(877)3289 水、日曜、祝日

みどりの調剤薬局 029(886)9334 月～金９：００－１８：００、土９：００－１３：００ 日曜、祝日

薬局つくば中央（小野崎） 029(858)1621 月～木９；００－１８：３０、土９：００－１７：３０、日９：００－１２：００ 金曜、祝日

薬局ブルーベリー 029(870)3388 月火水金土９：００－１８：３０ 木、日曜、祝日

谷井田薬局 0297(20)7930 月火木金９：００－１８：００土９：００－１７：００ 日曜、祝日

よしぬま薬局 029(877)2700 月火水金土８：４５－１８：００、木８：４５－１２：００ 日曜、祝日

四辻薬局 029(836)5100 木、日曜、祝日

○○薬局 ○○ 店

当薬局では、地域で責任をもって緊急の調剤に対応するためにつくば薬剤師会の休日夜間輪番制に参加しております。
休日又は夜間に緊急で調剤をうける必要が生じた場合又は薬のお問い合わせは下記へご連絡ください。

０Ｘ０-XXXX-XXXX

　　　つくば市薬剤師会休日夜間対応電話番号　０８０-８１１５－７４７２

つくば市竹園3-18-2

つくば市沼田283-4

つくば市手代木1920-3

つくば市高見原1-2-33

つくば市北条5150-13

つくば市天久保1-1-6

つくば市上横場2573-128

つくば市上横場2365-3

つくば市篠崎503-2

つくば市二の宮2-5-1

つくば市北条5117

つくば市栗原前畑1676

つくば市鬼が窪1108-2

つくば市作谷1115-4

つくば市吾妻2-8-8　つくばｼﾃｨｱﾋﾞﾙ1Ｆ

つくば市西大橋174-1

つくば市松野木152-15

つくば市榎戸509-40

つくば市高野字登戸1156-4

つくば市春日2-35-2

つくば市刈間1222

つくば市上郷2783-2

つくば市竹園2-14-1

つくばみらい市絹の台2-4-13

つくば市酒丸元中東出口259-6

つくば市研究学園Ｃ50街区1 月～金９：００-１８：００、土９：００－１８：００、日１２：００－１８：００

つくば市東新井5-2

つくば市小野崎1435-2

つくば市島名643-12

つくば市高野台3-13-1

つくばみらい市板橋2102-1

つくば市春日3-19-6

つくば市桜3-20-3

つくば市谷田部6107-20

つくば市大角豆1741-2

つくば市下広岡字清水久保746-9

つくば市森の里47-11

つくば市梅園2-8-18

つくば市東新井26-13

つくばみらい市板橋2755-2

つくば市春日3-12-6

つくば市高崎1371-6

つくば市栗原3565-4

つくば市並木4-1-3並木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

つくば市要字西原1069-5

つくば市要字前田6-2

つくば市島名472-6

つくば市高見原4-5-2

つくば市研究学園Ｄ6街区3号地　研究学園駅前岡田ﾋ
ﾞﾙ1Ｆ

つくば市天久保1-8-1　筑波第3ﾋﾞﾙ

つくば市手代木1937-2 水、日曜、祝日、１２月２９日～１月
３日

つくば市上ノ室493-1

つくば市東平塚1209 月火水木金９：００-１８：３０、土９：００－１６：００、第２，４日９：００－１３：００ 第１，３，５日曜、祝日              
   １２月３１日ー１月３日

つくば市高野台2-12-2 グリーンパレス高野台103

月火木金９：３０-１３：００、１５：３０-２０：００水９：３０－１３：００、
１５：３０-１８：００土９：３０－１３：００、１５：００－１７：００

つくば市並木3-11-5
木曜、祝日、８月１３-１５日、　　   
 　１２月３０日ー１月３日

つくば市松野木187-7

つくば市館野270-2

つくば市緑ヶ丘23-5

つくば市西平塚317-1

月火木金９：００－１３：００、１４：００-１９：００、土９：００－１３：００

つくば市沼田1256-1

つくば市小野崎828-10

つくば市高崎42-4

つくばみらい市谷井田1077-3

つくば市吉沼字内町2387-1

つくば市上横場1124-7 月火水金土９：００－１２：００，１4：００－１８：００



当薬局で調剤したお薬に関しての情報が必要な場合は、下記までご連絡ください。

　　　　　　　　　   　開局時間XXXXXXX  　休業日祝日　XXXXXXXXX　　　

電話番号０２９XXXXXX　　　ＦＡＸ０２９XXXXX

当薬局休日夜間対応電話番号　０９０XXXXXXX


	最新版休日、夜間案内 

