
【相模原市中央区】
最寄り駅 最寄り駅詳細

所  要  時  間 薬 局 名 主たる薬剤師 所　在　地  TEL( 上段 )
 FAX( 下段 ) 開 局 時 間 定休日 医療機関

連携の有無
月平均の訪問
延べ人数

無菌製剤
処理調剤

在宅認定
薬 剤 師

1 上溝駅
ＪＲ 相模線 上溝駅 バス１５分 
田名バスターミナル停留所下車 
徒歩１０分

田名北薬局 風張　治一 252-0244
相模原市中央区田名１８６９－１

042-760-8160
042-760-8160 ９：００～１９：００ 日・祝・年末年始 無 否

2 上溝駅 ＪＲ 相模線 上溝駅 徒歩５分 たんぽぽ薬局 田所　由美子
252-0238
相模原市中央区星が丘４－２－６０
星が丘オオヤビル２Ｆ

042-757-9030
042-757-9031

９：００～１９：００
土：９：００～１３：００

水・日・祝
年末年始

（１２／３０～１／３）
有 4 人 否 ○

3 上溝駅 ＪＲ 相模線 上溝駅 徒歩１０分 ブルーム薬局
上溝店 細川　美智子 252-0243

相模原市中央区上溝４－１４－６
042-764-2340
042-764-2347

８：４５～１９：１５
土：８：４５～１７：１５

水・日・祝
年末年始 有 23 人 否 ○

4 上溝駅 ＪＲ 相模線 上溝駅 徒歩１０分 星が丘西薬局 篠﨑　勝彦 252-0242
相模原市中央区横山３－３１－１３－１

042-704-6722
042-704-6723

９：００～１８：３０
木：９：００～１７：００
土：９：００～１６：００

日・祝・年末年始
（１２／３０～１／４） 無 否

5 上溝駅 ＪＲ 相模線 上溝駅 徒歩１５分 めぐみ薬局
上溝店 柴田　玲子 252-0243

相模原市中央区上溝３９５６－１
042-785-2795
042-785-2905 ９：００～１８：００ 日・祝 有 50 人 否

6 相模原駅
上溝駅

ＪＲ 横浜線 相模原駅 
バス約２０分
ＪＲ 相模原線 上溝駅 
バス約１５分
四ツ谷停留所下車 徒歩約０分

かもめ薬局 大谷　歩 252-0244
相模原市中央区田名４４２３－５

042-760-1801
042-760-1802

９：００～１９：００
水：９：００～１８：００
土：９：３０～１３：３０

日・祝・年末年始 有 8 人
可

（他店舗
にて可）

7 相模原駅
ＪＲ 横浜線 相模原駅 バス１５分 
千代田１丁目停留所下車 
徒歩約３分

かもめ薬局
相模原中央店 大河内　貴浩 252-0237

相模原市中央区千代田１－４－３
042-750-7651
042-750-7652

１０：００～１９：００
土：９：００～１３：００ 日・祝・年末年始 有 36 人

可
（他店舗

にて可）

8 相模原駅
上溝駅

ＪＲ 横浜線 相模原駅 
バス約２０分
ＪＲ 相模原線 上溝駅 
バス約１５分
四ツ谷停留所下車 徒歩約２分

かもめ薬局
なぎさ店　 野北　侑理恵 252-0244

相模原市中央区田名４４２４－３
042-764-3390
042-764-3391

９：００～１９：００
水：９：００～１８：００
土：９：３０～１３：３０

日・祝・年末年始 有 2 人
可

（他店舗
にて可）

9 相模原駅 ＪＲ 横浜線 相模原駅 バス８分 
学院前停留所下車 徒歩約５分

柴胡会
ちゅうおう薬局

澤井　淳
澤田　弘之

252-0239
相模原市中央区中央６－９－２２

042-768-1771
042-768-1731

９：００～１９：００
木：９：００～１７：００
土：９：００～１３：００

日・祝・年末年始
（１２／３０～１／４） 有 60 人 否

10 相模原駅 ＪＲ 横浜線 相模原駅 バス１０分 
税務署前停留所下車 徒歩１分

㈱瑞笑　東聖薬
局相模原店　 大村　充 252-0236

相模原市中央区富士見６－４－１５
042-757-2395
042-757-7855 

８：３０～２０：００
土：８：３０～１７：００

日・祝・年末年始
（１２／３１～１／３） 有 5 人 否 ○

11 相模原駅 ＪＲ 横浜線 相模原駅 徒歩１５分 すこやか薬局 岡野　克樹 252-0239
相模原市中央区中央４－３－２３

042-730-4303
042-730-4304

９：００～１９：００
土：９：００～１３：３０
祝：９：００～１３：００

水・日 無 否

12 相模原駅 ＪＲ 横浜線 相模原駅 バス８分 
横山団地停留所下車 徒歩約３分 相薬よこやま薬局 原島　匠美 252-0242

相模原市中央区横山３－１６－２－１
042-757-3666
042-757-3677

９：００～１８：３０
木：９：００～１７：００
土：９：００～１３：００

日・祝・年末年始
（１２／３０～１／４） 有 1 人 否

13 相模原駅 ＪＲ 横浜線 相模原駅 徒歩５分 薬樹薬局　
相模原 宮川　礁

252-0231
相模原市中央区相模原８丁目１番１号
プレステ－ジさがみ夢大通り１階１０２号室

042-768-8661
042-768-8662

９：００～１８：００
土：９：００～１７：３０ 木・日・祝 有 48 人 否

14 原当麻駅 ＪＲ 相模線 原当麻駅 バス１０分 
塩田さくら橋停留所下車 徒歩０分 ことぶき薬局 加藤　壽子 252-0245

相模原市中央区田名塩田２－１６－３１
042-778-6860
042-778-6861

９：００～１８：００
木：９：００～１１：００
土：９：００～１７：００

日・祝・年末年始
（１２／２９～１／４） 有 1 人 否

15 淵野辺駅 ＪＲ 横浜線 淵野辺駅 徒歩５分 エムシー薬局
淵野辺店

越田　裕恵
田中　美由紀

252-0206
相模原市中央区淵野辺３－３－６
第５ＳＫビル１階

042-769-1461
042-769-1462

９：００～１７：３０
土：９：００～１４：００ 日・祝 有 3 人 否

16 淵野辺駅 ＪＲ 横浜線 淵野辺駅南口 
徒歩１分

オレンジ薬局
鹿沼台店 佐藤　克哉

252-0233
相模原市中央区鹿沼台２－２１－１５
竹内ビル１階

042-757-1125
042-704-8620

９：００～１８：３０
土：９：００～１４：００ 日・祝 有 22 人 可 ○

17 淵野辺駅 ＪＲ 横浜線 淵野辺駅 徒歩７分 共和薬局 小野　裕子 252-0234
相模原市中央区共和１－６－３０

042-751-6361
042-757-0977

９：００～１８：００
木：９：００～１７：００
土：９：００～１３：００

日・祝・年末年始
（１２／３０～１／４） 無 否

18 淵野辺駅
矢部駅

ＪＲ 横浜線 淵野辺駅・矢部駅 
徒歩５分

サンドラッグ
相模原淵野辺薬局 古川　正樹 252-0206

相模原市中央区淵野辺１－１２－１６
042-776-0478
042-730-7946 ９：００～１８：００ 日・祝・年末年始

（１２／３０～１／３） 無 否

19 淵野辺駅
ＪＲ 横浜線 淵野辺駅 バス１０分
和泉短大前停留所下車 
徒歩１０分

緑が丘薬局 波田野　尚美 252-0225
相模原市中央区緑が丘２－２８－１

042-758-5437
042-758-5468

９：００～１８：３０
水：１５：００～１８：００
土：９：００～１３：００

日・祝 有 1 人 否

20 淵野辺駅
ＪＲ 横浜線 淵野辺駅 
上溝循環バス 上溝団地停留所下車  
徒歩３分

㈲みどり薬局　
光が丘店 圓谷　寛 252-0227

相模原市中央区光が丘３－７－４
042-758-5285
042-758-5212

９：００～１２：３０
１５：００～１８：３０　
土：９：００～１２：３０

木・日・祝
土（午後） 無 否

21 淵野辺駅 ＪＲ 横浜線 淵野辺駅 徒歩２０分 由野台薬局 小川　護 252-0222
相模原市中央区由野台１－２３－８

042-776-8781
042-776-8981

９：００～１８：００
水：９：００～１７：００
土：９：００～１３：００

日・祝・年末年始
（１２／３０～１／４） 無 否

22 矢部駅 ＪＲ 横浜線 矢部駅 徒歩１６分 三宝薬局
富士見店 中村　浩之

252-0236
相模原市中央区富士見５－１４－１２
エスポア－ルⅠ　１Ｆ

042-711-6422
042-711-6422

９：００～１３：００
１５：００～１９：００
土：９：００～１３：００
　１４：００～１７：００　　　　

水・日・祝 無 否



【相模原市中央区】
最寄り駅 最寄り駅詳細

所  要  時  間 薬 局 名 主たる薬剤師 所　在　地  TEL( 上段 )
 FAX( 下段 ) 開 局 時 間 定休日 医療機関

連携の有無
月平均の訪問
延べ人数

無菌製剤
処理調剤

在宅認定
薬 剤 師

23 矢部駅 ＪＲ 横浜線 矢部駅 徒歩１分 ㈲みどり薬局
矢部店 山本　真吾 252-0206

相模原市中央区淵野辺１－１－４
042-786-2247
042-786-2248 ８：３０～１７：３０ 土・日・祝 有 1 人 否

24 矢部駅 ＪＲ 横浜線 矢部駅 徒歩１分 薬樹薬局　
矢部 美馬　斉

252-0206
相模原市中央区淵野辺１－２－３１
デルフィ－矢部１階

042-730-4621
042-730-4622 ８：３０～１７：３０ 土・日・祝 有 2 人 否

25 矢部駅 ＪＲ 横浜線 矢部駅 徒歩１０分 矢部薬局 薄井　達也 252-0232
相模原市中央区矢部２－２９－１２

042-768-3301
042-768-0120

８：４５～１８：３０
木：９：００～１７：００
土：８：４５～１７：３０

日・祝・年末年始
（１２／３０～１／４） 無 否


