
結城市内の薬局です。

 豊富な在宅経験を持つ薬剤師の在籍する薬局です。出来
 して、飲んでいる薬の説明や指導などに伺います。お気  やご相談に応じています。お気軽にご相談ください。

ひまわり調剤薬局

 在宅医療資源リスト

薬局

 受けいたします。
 親身になって対応いたします。お薬に関するご相談もお

 土は17:15まで

▶営業時間

31 絹の里薬局
 電話：0296-20-8306　　FAX：0296-20-8307
▶営業時間
  9:00～18:30
 土は17:00まで

▶休業日
 水、日、祝

 住所：結城市結城11794-2（四ツ京）
 電話：0296-20-8130　　FAX：0296-32-8322

結城市在宅ケア相談センター
電話 0296-４８-７１２５

  8:30～18：00

 電話：0296-34-7833　　FAX：0296-34-7834  電話：0296-34-6518　　FAX：0296-34-6548  電話：0296-34-8808　　FAX：0296-32-8787
▶営業時間 ▶営業時間

4 せき調剤薬局 5 ウエルシア結城富士見店 6 さくら薬局結城店
 住所：結城市結城10611-1（富士見町）  住所：結城市結城10609-1（富士見町）  住所：結城市結城2987-1（人手町）

▶営業時間▶休業日▶訪問対応▶休業日 ▶休業日 ▶訪問対応▶訪問対応

 すが、介護する家族の方の力にもなりたいと思います。

 る限り患者様のご都合に合わせ訪問し、お薬の説明・管
 軽にご相談ください。  理をさせていただきます。お気軽にご相談ください。

 患者さんのご都合をお伺いし、ご自宅や施設へ訪問し、
 医師の指示のもと、お薬の飲み方の説明や管理のお手伝
 いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

ハニュウ薬局結城東店 11 結城中央薬局 12 すみれ薬局

▶訪問対応
 要相談

▶休業日
 日、祝

 住所：結城市結城6202（下り松）  住所：結城市結城9628-4  住所：結城市中央町2-9-15（中央町）
 電話：0296-21-2277　　FAX：0296-21-2278  電話：0296-33-7651　　FAX：0296-33-7652  電話：0296-33-0313　　FAX：0296-33-0430

▶休業日
 日、祝

▶訪問対応
 要相談

薬剤師が、ご自宅にお薬をお届けします。また、お薬

ます。
の説明・服薬支援・服薬状況や残薬の確認などを行い

▶訪問薬剤管理指導（居宅療養管理指導）

 要相談
▶休業日
 日、祝  9:00～18：45

▶営業時間

土は14：00以降
営業時間内要相談日、祝 9:00～18：00

7 あやめ薬局　結城店
住所：結城市結城10739-9（上海道）　　

▶営業時間

9 ハニュウ薬局結城駅南店
 住所：結城市結城1-5-20（中央町）
 電話：0296-34-0077　　FAX：0296-34-0077
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▶訪問対応▶休業日 ▶訪問対応

土は14：00まで

電話：0296-49-8285　　FAX:0296-49-8286

 要相談
▶休業日
 日、祝

 1人で悩まないで、何でも相談してください。

▶休業日
 日、祝

くわのみ薬局 2

 “ご自宅までお薬をお届けします”通院が困難な方に対  患者さんのご自宅や施設へ訪問し、お薬の飲み方の説明

わせ下さい。  りに必要なものも売り場でご用意が出来ます。まずは当  ・色分けして飲み忘れや飲み間違いを解消します。薬に

 住所：結城市結城10742-15（上海道）
 電話：0296-33-6905　　FAX：0296-33-6906
▶営業時間
  9:00～19:00

多数の患者様にご利用いただいています。薬の飲み忘れ
をなくす方法の提案など、ご自宅にお伺いして服薬管理
をお手伝いします。お気軽にご相談ください。

▶休業日
 なし

▶訪問対応
 午前・午後
 日・祝は要相談 土・日・祝は18:00まで

 住所：結城市結城1356-6（西の宮）

▶訪問対応
 要相談

▶訪問対応
 要相談

 結城に根ざした家庭的な薬局です。患者様ももちろんで

 日、祝 要相談 要相談

＊日曜日は第１・第３のみ営業 　 土　13：00まで
 親切・丁寧に対応しています。配達OK。お気軽にお問合  利用者のご希望に沿える為に努力する薬局です。身の回  東結城駅から徒歩５分の所にあります。複数の薬は分包

  9:00～18：30  9:00～20:00   9:00～18:00 日、祝 午前・午後 木、祝
 土・日は12:00まで  土は9:00～19:00  　水　17：00まで

 局にお立ち寄りくださいませ。  関する疑問やお悩みも気軽にご相談ください。

8 つむぎ薬局
 住所：結城市下り松4-11-4
 電話：0296-45-6811　　FAX：0296-45-6822
▶営業時間 ▶訪問対応▶休業日

の配達も承ります。

土は13：00まで

2020年10月に開局しました。当薬局の在宅経験豊富な薬
剤師に薬剤管理をお任せください。紙おむつ等生活用品

9：00～18：30 要相談木・日・祝

【お問合せ先】

薬局マップ
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 木・土は12:30まで

▶営業時間
  9:00～18：20   9:00～18:00   9:00～18:00
▶営業時間 ▶営業時間

 水・土は12：20まで  土は13:00まで  木・土は13:00まで

▶訪問対応

患者様に合わせた分包・印字をしたいと思います。



　14：30～19：00

親身になって患者様に対応いたします。
お気軽にお立ち寄りください。

22 ウエルシア薬局結城下り松店
 住所：結城市下り松4-1-4
 電話：0296-34-1894　　FAX：0296-34-1895
▶営業時間 ▶休業日 ▶訪問対応
  10:00～13:30  日、祝  要相談

結城市内の薬局です。

 るご相談いつでもお受けしております。
 私たちは結城市の片蓋地区にある薬局です。お薬に関す

 住所：結城市新福寺6-6-4  住所：結城市下り松6-9-20（下り松）

▶訪問対応▶休業日 ▶訪問対応

 日、祝  要相談  8:30～19:00
▶営業時間 ▶休業日 ▶訪問対応

  9:00～18:20  午後のみ
▶営業時間 ▶休業日

ご希望を伺い、お薬を飲みやすく分包したり、飲み忘れ

 在宅医療資源リスト

薬局 結城市在宅ケア相談センター
電話 0296-４８-７１２５

 電話：0296-33-8090　　FAX：0296-33-8091

 電話：0296-48-9030　　FAX：0296-48-9031  電話：0296-21-2260　　FAX：0296-21-2261
▶営業時間 ▶営業時間

13 マロニエ調剤薬局

 日、祝

 土は17:30まで
 患者様のご都合に合わせてご自宅や施設に訪問させてい

 通常の処方箋受付から、通院困難な方には自宅へ薬をお
 届けし、安心して薬が服用できるような在宅医療にも対
 応しています。

18 ハニュウ薬局小田林店
 住所：結城市小田林2520-213

 地域の皆様に安心してご利用いただける「かかりつけ薬
 局」を目指して、在宅への訪問にも積極的に取り組んで

  9:00～19:00 要相談

 電話：0296-35-2215　　FAX：0296-35-3325 電話：0296-20-8223　　FAX：0296-20-8224  電話：0296-21-2131　　FAX：0296-21-2132
▶営業時間▶営業時間 ▶営業時間

21 クオール薬局結城店19 あじさい薬局 20 ウエルシア薬局結城新福寺店
 住所：結城市山川新宿168-6 住所：結城市結城8776-9（城の内）  住所：結城市新福寺2-21-6（新福寺）

関する相談にも対応いたします。

の説明・服薬支援・服薬状況や残薬の確認などを行い
ます。

▶訪問薬剤管理指導（居宅療養管理指導）
薬剤師が、ご自宅にお薬をお届けします。また、お薬

 土は17:00まで

を防ぐカレンダーをご用意したり、お届けや介護に

 要相談 日、祝

14 カワチ薬局結城南店

 ただき、患者様の立場に立って分かりやすい説明、対応

  9：00～18：30  10:00～14:00
▶訪問対応

 電話：0296-33-2389　　FAX：0296-33-3075

 電話：0296-34-7077　　FAX：0296-34-0123  電話：0296-32-4017　　FAX：0296-33-6903

▶営業時間

15 すこやか薬局

 木は17:00まで 木は17:00まで  15:00～19:00

▶休業日

16 中央薬局結城店 17 有限会社かなくぼ薬局

 住所：結城市結城7965-28（繁昌塚）

 住所：結城市上山川5049-13（片蓋）  住所：結城市鹿窪1305-97（鹿窪）

▶休業日

 ができるように心がけております。

 土は18:00まで

▶訪問対応

 木は12:30まで   日は12:00まで  金、土、祝

 います。薬だけでなく介護などに関してもご相談ください

▶訪問対応

 要相談 日、祝

 水、日、祝
 土は12:20まで

  水9:00～18:00  月、火、木、  要相談

 9:00～19:00
▶休業日
 日・祝

 木・土は13:00まで 日は13：00まで

休日も開局するなど地域医療に少しでも貢献したいと努  薬や病気に関する悩み・疑問にお応えすることで、患者

  9:00～18:00 9:00～19:00  9:00～19:00
▶訪問対応
 要相談

▶休業日
 日、祝

▶訪問対応
 要相談

▶休業日
 水、祝

 受けいたします。力しております。皆様のかかりつけ薬局になれるように  様やご家族の負担や不安を和らげたいと思っています。
頑張ります。  お気軽にご相談ください。

 親身になって対応いたします。お薬に関するご相談もお

▶訪問対応

【お問合せ先】

薬局マップ
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▶営業時間 ▶休業日


