
【相模原市南区】
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 小田急相模
原駅 

小田急 小田原線 小田急相模原駅 
徒歩１０分

かもめ薬局
東林間店 清水　祐子 252-0311

相模原市南区東林間３－１６－１１
042-742-1163
042-742-6022

９：００～１９：００
土：９：００～１３：００ 日・祝・年末年始 有 1 人

可
（他店舗

にて可）

2 小田急相模
原駅

小田急 小田原線 小田急相模原駅 
徒歩１分

スマイル薬局
小田急相模原駅
前店

山本　迅　
元吉　美樹　
大原　玲香

252-0314
相模原市南区南台５－１１－１９
ペアナ－ドオダサガ２０２

042-705-4891
042-705-4892

９：００～１９：００
日・祝：１０：００～１９：００ 年末年始 無 否

3 小田急相模
原駅

小田急 小田原線 小田急相模原駅 
徒歩１５分
バス１０分 相模原病院前停留所下
車 徒歩約１分 

病院前薬局 木村　知宏 252-0314
相模原市南区南台６－８－２０

042-743-0353
042-743-8014 ８：３０～１７：００ 土・日・祝 有 18 人 否

4 小田急相模
原駅

小田急 小田原線 小田急相模原駅 
徒歩８分 南台薬局 遠藤　惠美子 252-0314

相模原市南区南台５－１６－１２
042-743-2002
042-743-2002 ８：３０～１８：００ 日 有 5 人 否

5 古淵駅 ＪＲ 横浜線 古淵駅 徒歩２０分 アルプス薬局 森　透浩
豊田　明

252-0331
相模原市南区大野台５－２１－１０

042-755-2430
042-755-2430

９：００～１８：００
水・土：９：００～１３：００

日・祝・年末年始
（１２／２９～１／４） 有 2 人 否

6 古淵駅 ＪＲ 横浜線 古淵駅 徒歩１分 駅前薬局 吉澤　由紀子
252-0344
相模原市南区古淵２－１７－３
古淵渋谷ビル１Ｆ

042-768-2788
042-768-2988

９：００～１９：００
水：９：００～１８：００　　　　　　
土・祝：９：００～１７：００

日 有 2 人 否

7 古淵駅 ＪＲ 横浜線 古淵駅 徒歩１０分 かもめ薬局
大野台店 深谷　麻衣

252-0331
相模原市南区大野台６－１９－１２
大野台クリニックビル

042-707-1600 
042-707-1601 ９：００～１８：００ 日・祝・年末年始 有

可
（他店舗

にて可）

8 古淵駅 ＪＲ 横浜線 古淵駅 徒歩２分 コウノ調剤薬局 神野　静江 252-0344
相模原市南区古淵１－６－１０

042-776-6378
042-776-8208

９：００～１９：００
土：９：００～１５：００ 日・祝 有 2 人 否

9 古淵駅 ＪＲ 横浜線 古淵駅 徒歩１０分 
バス 大野小入口停留所前 すがや薬局 菅谷　紀子 252-0344

相模原市南区古淵３－１８－１０
042-766-1808
042-766-3008

９：００～１９：００
土：９：００～１３：００

木・日・祝
年末年始

（１２／２９～１／３）
有 10 人 否

10 古淵駅 ＪＲ 横浜線 古淵駅 徒歩７分 スギ薬局
相模原古淵店 藤原　真美 252-0344

相模原市南区古淵２－５－４
042-786-1731
042-750-8470 １０：００～２２：００ 年中無休 有 50 人 可

11 古淵駅 ＪＲ横浜線 古淵駅 徒歩１分 調剤薬局はっせ
んどう

勝呂　文月
新野　祐子
竹花　富美子

252-0344
相模原市南区古淵２－１８－３
山政第１ビル１Ｆ

042-758-8003
042-769-1193

９：００～１９：００
水・土：９：００～１７：００

日・祝
年末年始・夏季 無 否

12 相模大野駅
小田急 小田原線 相模大野駅 
バス１５分 北里大学病院・北里大
学停留所下車 徒歩１分

アイン薬局
相模原店 松岡　博美

252-0328
相模原市南区麻溝台１－２－８
パラディスイン相模原１Ｆ

042-851-5096 
042-851-5097

８：３０～１８：００　
第１・３・５土：８：３０～１４：００

第２・４土
日・祝 無

可
（他店舗

にて可）

13 相模大野駅 小田急 小田原線 相模大野駅 
徒歩１３分 あけぼの薬局 関根　澄江 252-0303

相模原市南区相模大野６－１－１
042-742-2865
042-742-0366

９：００～１８：００
金：９：００～１７：００
土：９：００～１３：３０

日・祝 有 14 人 否

14 相模大野駅 小田急 小田原線 相模大野駅 
徒歩１分 大岡薬局 大岡　元 252-0303

相模原市南区相模大野３－２－１－１０３
042-742-2807
042-765-5921

月～金　９：００～１９：３０　
土：９：００～１９：００

日・祝
年末年始

（１２／３１～１／３）
有 2 人 否

15 相模大野駅　
小田急 小田原線 相模大野駅
バス１５分 北里東病院前停留所下
車 徒歩約０分

かもめ薬局
北里健康館 筒井　美希 252-0329

相模原市南区北里２－１８－１０
042-777-5300
042-777-5330

８：３０～１８：００
第１・３・５土：８：３０～１７：３０
第２・４土：９：００～１３：００　

日・祝・年末年始 有 300
人 可

16 相模大野駅　小田急 小田原線 相模大野駅 
徒歩３分

かもめ薬局
相模大野店 髙安　亮太 252-0303

相模原市南区相模大野３－１４－２０
042-765-0511 
042-765-0512 

１０：００～１９：００
土：１０：００～１４：００ 日・祝・年末年始 有 3 人

可
（他店舗

にて可）

17 相模大野駅
小田急 小田原線 相模大野駅 
バス約１０分 水道路停留所下車 
徒歩８分

かもめ薬局
相模台店 西山　泰裕 252-0321

相模原市南区相模台７－３６－２３
042-705-3671
042-705-3672

月・水：９：００～１９：００
火・金：９：００～１８：３０
土：９：００～１４：００

木・日・祝
年末年始 有 1 人

可
（他店舗

にて可）

18 相模大野駅　
小田急 小田原線 相模大野駅 
バス５分 旭町停留所下車 
徒歩約３０秒

かもめ薬局
ゆたか町店 小林　美穂 252-0305

相模原市南区豊町１７－２２
042-741-9143
042-741-9144

９：００～１８：００
土：９：００～１３：００ 日・祝・年末年始 有 1 人

可
（他店舗

にて可）

19 相模大野駅　小田急 小田原線 相模大野駅 
徒歩５分 すずかけ薬局 齋藤　育実

252-0303
相模原市南区相模大野５－２７－４１
興和ビル１階

042-701-0355
042-701-0388

９：００～１９：３０
土：９：００～１７：００ 木・日・祝 無 否

20 相模大野駅 小田急 小田原線 相模大野駅 
徒歩５分

メディスンショ
ップ
パークスクエア
相模大野薬局

永田　智子
252-0303
相模原市南区相模大野７－３５－１－
１０１

042-705-3575
042-705-3576

９：００～１８：００
土：９：００～１３：００

木・日・祝
年末年始

（１２／２９～１／３）
有 33 人 否

21 相模大野駅
小田急 小田原線 相模大野駅 
バス２０～４０分 北里大学東病院
前停留所下車 徒歩１分 

薬樹薬局　
北里 坂井　奈美子 252-0328

相模原市南区麻溝台１－５－９
042-701-1381
042-701-1382

８：３０～１８：００
土：８：３０～１７：３０

第２・４土
日・祝 有 4 人 否

22 相模大野駅 小田急 小田原線 相模大野駅 
徒歩１５分 りぼん薬局 田中　弘子 252-0334

相模原市南区若松５－２４－７
042-711-6680
042-711-6681

９：００～１８：３０　
木・土：９：００～１２：３０ 日・祝 有 7 人 否 ○

23 原当麻駅 ＪＲ 相模線  原当麻駅 徒歩１分 アイ東薬局 田所　宙 252-0335
相模原市南区下溝６７４－１

042-777-5755
042-711-8212

９：００～１２：００
１５：００～１９：００　
火：９：００～１２：００
土：９：００～１４：００

日・祝 有 10 人 否



【相模原市南区】
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

24 東林間駅 小田急線 江ノ島線 東林間駅 
徒歩１分 いろは堂薬局 駒澤　千賀 252-0311

相模原市南区東林間５－１－１
042-742-3663
042-741-9766

９：００～２０：００
祝：１０：００～１８：００

日・月曜に当たる
祝日年末年始

（その年により決定）
無 否

25 東林間駅 小田急線 江ノ島線 東林間駅 
徒歩１分

いろは堂薬局　
東口店 田代　純子 252-0302

相模原市南区上鶴間７－５－８
042-702-4649
042-702-4649 ９：００～１８：３０ 日・祝 無 否

26 東林間駅 小田急線 江ノ島線 東林間駅 
徒歩３分 こだま薬局 大谷　千恵子 252-0302

相模原市南区上鶴間７－６－１

042-767-0130
042-767-0166
042-767-0131

９：００～１８：３０
土：９：００～１４：００

土・日・祝
年末年始

（１２／３０～１／４）
有 4 人 否

27 東林間駅 小田急線 江ノ島線 東林間駅 
徒歩３分

まごころ薬局
りんかん店 大澤　敬介

252-0311
相模原市南区東林間５－６－１９
レオパレス・サザンクロスプラザ１－Ａ

042-740-8190 
042-740-8190 

月・火・金：９：００～１９：００　
水：９：００～１２：３０　
木：９：００～１８：３０　
土：９：００～１３：００　

日・祝・年末年始 有 48 人 否

28 町田駅 ＪＲ 横浜線 町田駅 徒歩 ５分
小田急 小田原線 町田駅 ７分

㈲コスモファー
マシー
すみれ薬局　

吉田　善紀 252-0318
相模原市南区上鶴間本町２－１０－１３

042-766-8350 
042-766-8350 ８：４５～１８：００ 日・祝・年末年始

（１２／２９～１／３） 無 否


