
【平塚市（中郡含む）】

薬局名 主たる薬剤師
住所
（郵便番号）

住所 TEL FAX 開局時間 定休日
無菌製剤
処理調剤

1 薬樹薬局よこうち 鹿又あゆみ 254-0002
平塚市横内2730番地の3 ｱｵｲﾋﾞﾚｯｼﾞ湘南103
号室

0463-55-9080 0463-55-9082
月～金　               9：00～18：30
土                      　9：00～17：30

日・祝 ×

2 メディスンショップ湘南平塚真土薬局 青木香裕子 254-0018 平塚市東真土4-9-28 0463-54-7168 0463-54-7169
月～金　               9：00～18：00
土                      　9：00～17：00

日・祝・年末年始 ×

3 さくら薬局平塚東真土店 中澤明恵 254-0018 平塚市東真土4-19-6 0463-55-3241 0463-55-3217
月～金　               9：00～18：30
土                      　9：00～12：30

日・祝・年末年始 ×

4 メディスンショップ平塚北口薬局 豊田早苗 254-0035 平塚市宮の前2-5ジグゼ湘南平塚101 0463-59-9596 0120-599-005
月～金                  9：00～18：30
土                         9：00～13：30

日・祝・年末年始(12/29～1/3) ×

5 湘南平塚薬局 吉田　悟 254-0035 平塚市宮の前6－2 0463-25-2650 0463-25-2655
9：00～18：30
水                      　9：00～18：00
土                      　9：00～17：30

日・祝・年末年始（12/30～1/4） ×

6 ㈲稲元薬局 今井裕久 254-0052 平塚市平塚4-2-3 0463-31-1830 0463-35-6451 9：00～19：00 日・祝 ×

7 アイリス薬局 今井和成 254-0052 平塚市平塚5－22－32 0463-34-0039 0463-34-0097
月～水・金　           9：00～18：30
木                       　9：00～15：00
土　                       9：00～13：00

日・祝 ×

8 シオン薬局諏訪店 八田育子 254-0063 平塚市諏訪町25-9 0463-32-5740 0463-32-5745

9：00～19：00
木　                       9：00～17：00
土（第1,3,5）　          9：00～17：00
土（第2,4）            　9：00～13：00

日・祝 ×

9 アイン薬局　平塚店 平山美里 254-0064 平塚市達上ケ丘13-23 0463-30-6166 0463-30-6177
月～金                 　9：00～18：00
土　                   　　8：30～14：00

日・祝・年末年始 〇

10 （株）平塚中郡薬剤師会支援センター薬局 小川明男 254-0065 平塚市南原1-20-23 0463-31-2111 0463-31-9947
9：00～18：00
土　                      14：00～17：00

日・祝 〇

11 くるみ薬局 川久保香代子 254-0065 平塚市南原1－25－5 0463-79-8803 0463-79-8804
月～土                 　9：00～18：00
日・祝                   　9：00～17：30

なし 〇

12 こぐま薬局 武田和宏 254-0074 平塚市大原3-31 0463-37-4404 0463-37-4406
月・水～金            　8：40～19：30
火                        　8：40～17：00
土　                        8：40～15：00

日・祝・年末年始 ×

13 さくら調剤　中原薬局 堀部由貴子 254-0075 平塚市中原2－15－2 0463-34-0132
月～水・金　            9：00～18：00
木　　　　　　          　9：30～17：30
土　　　　　　          　9：00～13：30

日・祝 ×

14 サンドラッグ平塚夕陽ヶ丘薬局 飯塚智美 254-0806 平塚市夕陽ケ丘62-1 0463-24-8033 0463-24-8033 10：00～19：00 日･祝･年末年始(12/31～1/3) ×

15 くすのき薬局 山本奈緒子 254-0807 平塚市代官町20-2 0463-20-5910 0463-22-7079
月　　　                  9：00～19：00
火～金　                9：00～17：00
土　                  　　9：00～13：00

日・祝・年末年始（12/29～1/3） ×

16 メディスンショップ湘南平塚南口薬局 二瓶勝之 254-0811 平塚市八重咲町2-5ＮＹビル1階 0463-25-5330 0463-25-5331
月～水・金           　8：30～18：30
木　　　　             　9：00～18：00
土　　　　             　8：30～13：30

日・祝・年末年始 ×

17 あおぞら調剤薬局 近藤正尚 254-0824 平塚市花水台22-10 0463-37-1320 0463-37-1330
月～金　               9：00～18：30
土                      　9：00～12：00

日・祝・年末年始 ×

18 ひかり薬局 片山周也 254-0824 平塚市花水台29－8 0463-31-3883 0463-31-3698 月～土               　9：00～19：00 日・祝 ×

19 ひかり薬局徳延店 田口　伸 254-0902 平塚市徳延226-1 0463-34-8976 0463-34-9296
9：00～18：00
土                     　9：00～14：00

日・祝 ×

20 かもめ薬局平塚店 両角　衛 254-0902 平塚市徳延306-39 0463-37-2233 0463-32-6662 月～土　              9：00～18：00 日・祝・年末年始 ×



【平塚市（中郡含む）】

薬局名 主たる薬剤師
住所
（郵便番号）

住所 TEL FAX 開局時間 定休日
無菌製剤
処理調剤

21 薬樹薬局とくのぶ 児玉大樹 254-0902 平塚市徳延575-7　海野ビル1階Ｄ号 0463-37-5651 0463-37-5652

月・木                　9：00～21：00
火・水・金           　9：00～18：00
土　                     8：30～17：00
日　                     8：30～13：00

祝 ×

22 ことぶきや薬局 簑島正樹 259-0112 中郡大磯町国府新宿１０５ 0463-71-1150 0463-71-7891
月～金　              9：00～18：30
土　　                　9：00～17：00

日・祝・年末年始 ×

23 シオンドラッグ　大磯国府薬局 後藤里枝 259-0114 中郡大磯町月京3-25 0463-72-5598 0463-72-5616 月～土              　9：00～18：00 日・祝・年末年始 ×

24 望星大磯薬局 中野匡介 259-0114 中郡大磯町月京30-18 0463-71-9341 0463-71-7227 8：30～17：00
土（第２,4）・日・祝・年末年始（12/29
～1/3） 〇

25 ㈲健康企画さいとう薬局 齋藤昌久 259-0123 中郡二宮町二宮823 0463-71-8962 0463-71-8962
月・火・木・金　       9：00～19：00
水・土                 　9：00～17：00

日・祝・年末年始（12/30～1/3） ×

26 百合が丘調剤薬局 加藤昇行 259-0133 中郡二宮町百合が丘2－2－1 0463-71-3016 0463-71-0355
8：00～18：00
土                     　8：00～13：00

木・日・祝・年末年始（12/29～1/5） ×

27 さくら薬局 福島恵太 259-1205 平塚市土屋1283-1 0463-59-5317 0463-73-5395
月・水・金           　9：30～18：30
火・木　　           　9：30～17：30
土　　　　           　9：30～13：00

日・祝・年末年始(12/29～1/3) ×

28 みずほ薬局 慶徳俊介 259-1207 平塚市北金目2-36-16 0463-50-3240 0463-51-6140
月～水・金　         9：00～18：30
土                    　9：00～12：30

木・日・祝・年末年始 ×


