
【小田原市 (南足柄市・足柄上・下郡含む）】
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 小田原駅 ＪＲ 東海道本線 小田原駅 
徒歩２分

ういろう駅前店
調剤薬局 生沼  クミ子 250-0011

小田原市栄町 1-2-10  秋山ﾋﾞﾙ 1F
0465-24-0268
0465-23-7585 ９：００～１９：００ 日・祝 無 否

2 小田原駅 小田急 小田原線・ＪＲ 東海道本線
小田原駅 徒歩５分

城山商事㈱
城山薬局 和氣　千賀 250-0045

小田原市城山 2-3-46  TS ﾋﾞﾙ 1F
0465-34-4680
0465-34-1192

月・火・木・金
９：００～１９：００
土　９：００～１３：００

水・日・祝 有 9 人 否

3 小田原駅 ＪＲ 東海道本線 小田原駅 
徒歩３分 夏目薬局 夏目　善文 250-0011

小田原市栄町 1-14-9
0465-22-5632
0465-22-2744

９：００～１９：００
木・土　９：００～１８：３０ 日・祝・年末年始 無 可

4 小田原駅 ＪＲ 東海道本線 小田原駅 
徒歩１０分 唐人町停留所下車すぐ のぞみ薬局 府川　佳代 250-0004

小田原市浜町 1-10-32
0465-24-9333
0465-24-9332

８：４０～１８：００
土　８：４０～１４：００ 日・祝・年末年始 無 否

5 小田原駅 ＪＲ 東海道本線 小田原駅 
徒歩１０分 唐人町停留所下車すぐ ひかり薬局本店 神山　綾香 250-0004

小田原市浜町 3-11-10
0465-24-0612
0465-23-6106

８：４０～１８：３０
土　８：４０～１５：００ 日・祝・年末年始 有 28 人 可 〇

6 小田原駅 ＪＲ 東海道本線 小田原駅 
徒歩１５分 もしくは バス５分 平成薬局 市川　和子 250-0012

小田原市本町 4-1-25
0465-23-3211
0465-23-3212 ９：００～１７：３０ 日・祝・年末年始

（１２／３０～１／３） 無 否

7 小田原駅 ＪＲ 東海道本線 小田原駅 
徒歩５分以内

メディスンショ
ップ　こゆるぎ
薬局

鶴井　望美 250-0011
小田原市栄町 1-14-48

0465-20-3225
0465-20-3391

月・火・木・金
９：００～１８：００
水　９：００～１７：００
土　９：００～１３：００

日・祝 有 45 人 否

8 開成駅 小田急 小田原線 開成駅 
徒歩２０分 アイアイ薬局 荻野　直哉 258-0026

足柄上郡開成町延沢 863
0465-85-1311
0465-85-1310 ９：００～１８：００ 木・日・祝 有 70 人 否

9 開成駅 小田急 小田原線 開成駅 
徒歩２０分

ファーマシー
未来堂 島田　幸一 258-0019

足柄上郡大井町金子 1376-1
0465-82-5890
0465-82-7863

９：００～１８：００
土　９：００～１４：００ 木・日・祝 有 1 人 否

10 風祭駅 箱根登山鉄道 風祭駅 徒歩１分 風祭薬局 熊井　佳子 250-0032
小田原市風祭 223-1

0465-24-0402
0465-24-0402

８：３０～１７：００
土　９：００～１２：００ 日・祝 有 1 人 否

11 鴨宮駅 ＪＲ 東海道本線 鴨宮駅 
徒歩１０分 かもの宮薬局 中谷　悦子 250-0874

小田原市鴨宮 309-1
0465-46-0288
0465-46-0318

８：３０～１８：００
木　８：３０～１６：３０
土　８：３０～１３：００

日・祝・年末年始
（１２／２９～１／３） 有 70 人 否

12 鴨宮駅 ＪＲ 東海道本線 鴨宮駅 徒歩５分 さくらんぼ薬局
鴨宮店 内海　誠司 256-0816

小田原市酒匂 1-4-1
0465-49-4633
0465-49-4632

月　９：００～１８：３０
火　９：００～１８：３０
木　９：００～１８：３０
金　９：００～１８：３０
土　９：００～１３：００

水・日・祝 有 4 人 否

13 鴨宮駅
ＪＲ 東海道本線 鴨宮駅 徒歩２５分
箱根登山バス 酒匂３丁目停留所下
車 徒歩１分

西湘薬局 奥江　知子 256-0816
小田原市酒匂 2-41-38

0465-46-0521
0465-46-0522 ９：００～１８：００ 日・祝・年末年始 有 0.7 人 否

14 鴨宮駅 ＪＲ 東海道本線 鴨宮駅 徒歩２０分
または車１０分

薬局小田原くす
りばこ 望月　和子 250-0862

小田原市成田 156-5
0465-37-5531
0465-37-5530

８：３０～１７：３０
土　８：３０～１２：３０

日・祝
土（午後） 無 否

15 相模沼田駅 伊豆箱根鉄道 大雄山線 
相模沼田駅 徒歩３分 りぼん薬局 久保谷　豊 250-0115

南足柄市沼田 97-8-105
0465-43-9145
0465-43-9146 ９：００～１８：３０ 木・日・祝 無 否

16 下曽我駅 ＪＲ 御殿場線 下曽我駅 
徒歩２０分 西大友薬局 土田　哉美 250-0212

小田原市西大友 3-1
0465-39-2919
0465-39-2920

月・火・木・金
８：００～１７：３０
水　８：００～１６：００
土　８：００～１３：００

日・祝 有 1 人 否

17 下曽我駅 ＪＲ 御殿場線 下曽我駅 徒歩８分 薬局下曽我くす
りばこ

長野　寛美
内田　佳子

250-0206
小田原市曽我原 197-3

0465-41-1595
0465-41-1596

８：３０～１８：００
木　９：００～１７：００
土　８：３０～１２：３０

日・祝・年末年始
（１２／２９～１／３） 有 3 人 否

18 下曽我駅 ＪＲ 御殿場線 下曽我駅 徒歩５分 ㈲わかば調剤薬局 石黒　久子 250-0203
小田原市曽我岸 120-2

0465-41-1102
0465-41-1103

９：００～１７：３０
土　９：００～１５：００

日・祝・年末年始
（１２／２９～１／３） 有 8 人 否

19 新松田駅
松田駅

小田急 小田原線 新松田駅・
ＪＲ 御殿場線 松田駅 徒歩１分 なごみ薬局 上田　知弘 258-0003

足柄上郡松田町松田惣領 1262-2
0465-46-7388
0465-46-7389

月・火・水・金
８：３０～１８：００
土　８：３０～１３：００

木・日・祝 無 可

20 新松田駅
松田駅

小田急 小田原線 新松田駅 
徒歩１分

ファーマシーく
すりばこ 綾部　昭 258-0872

足柄上郡松田町松田惣領 1375-1
0465-82-4109
0465-83-6947

８：３０～１８：００
土　８：３０～１７：００
祝（元旦除く）
１０：００～１５：００

日・１／１ 有 4 人 否

21 塚原駅 伊豆箱根鉄道 大雄山線 塚原駅 
徒歩２０分 塚原薬局 五十畑  照美 250-0117

南足柄市塚原 1411
0465-72-3666 
0465-72-3667

９：００～１８：００
土　９：００～１２：００

水・日・祝・夏季
（８／１２～１６頃）
年末年始

（１２／３０～１／４頃）

有 3.5 人 否

22 箱根板橋駅 箱根登山鉄道 箱根板橋駅 
徒歩５分 めぐみ薬局 清水　一恵 250-0045

小田原市城山 4-23-20
0465-20-9466
0465-20-9446

月・火・木・金
９：００～１８：００
土　９：００～１６：００

日・祝・年末年始
水（第２・第４） 無 否

23 秦野駅 小田急 小田原線 秦野駅 
バス１５分 なかいまち薬局 漆畑　俊哉 259-0151

足柄上郡中井町井ﾉ口 1876-1
0465-20-3942 
0465-20-3943

９：００～１８：００
土　９：００～１４：００ 日・祝 有 65 人 可

24 松田駅 ＪＲ 御殿場線 松田駅 徒歩１分 たんぽぽ薬局 加藤  康一郎 258-0004
足柄上郡松田町松田庶子 1533 ｰ 2

0465-85-3359
0465-85-3305

月・火・水・金・土
８：３０～１７：００
木　９：００～１７：００

日・祝 有 1 人 否

25 緑町駅 伊豆箱根鉄道 大雄山線 緑町駅 
徒歩５分

薬局栄町くすり
ばこ 長谷川  育子 250-0011

小田原市栄町 3-18-1
0465-21-1393
0465-21-1394

８：３０～１７：００
土　８：３０～１２：３０ 木・日・祝 無 否

26 緑町駅 伊豆箱根鉄道 大雄山線 緑町駅 
徒歩１分 ㈲真壁薬局 真壁　洋善 250-0011

小田原市栄町 3-22-7
0465-22-4804
0465-22-4804 ９：００～１９：００ 日・祝 無 否

27 湯河原駅
ＪＲ 東海道本線 湯河原駅 
徒歩１５分 バス 吉浜停留所下車 
徒歩１分

㈲トキワ薬局 常盤　敦子 259-0301
足柄下郡湯河原町中央 1-25-13

0465-62-3672
0465-62-3672

８：３０～１８：３０
水　９：００～１７：００ 日・祝・年末年始 有 2 人 否

28 湯河原駅 ＪＲ 東海道本線 湯河原駅 バス 
湯河原小学校前停留所下車 徒歩５分

㈲トキワ薬局
宮上店 大竹　宏 259-0314

足柄下郡湯河原町宮上 50-7
0465-63-8103
0465-63-8104

月・火・木・金
９：００～１８：３０
水・土　９：００～１７：００

日・祝・年末年始 有 34 人 否

29 和田河原駅 伊豆箱根鉄道 大雄山線 
和田河原駅 徒歩８分 あさひ薬局 岩田　和美 250-0123

南足柄市中沼 595-3
0465-70-4670
0465-70-4688

９：００～１８：００
金　９：００～１８：３０ 日・祝 有 60 人 否


