
在宅医療受入可能薬局名簿

地区 薬局名 住所 最寄駅 ＴＥＬ ＦＡＸ 定休日 開局時間 担当者 麻薬取扱

片瀬 こじか薬局片瀬店 片瀬2-11-16 藤沢脳神経外科そば 江ノ電 鵠沼 24-9985 24-9983 土（14時），日祝 9：00～18：30 清水啓子 〇

片瀬 共創未来片瀬薬局 片瀬3-1-39 片瀬クリニックプラザ前 江ノ電 湘南海岸公園 27-7405 27-7406 木土（17時），日祝 9：00～19：00 宮川知美 〇

片瀬 まなみ薬局 片瀬3-16-16 湘南ﾓﾉﾚｰﾙ江ノ島駅前 江ノ電 江ノ島 50-6685 50-6690 土（13時），日祝 9：00～19：00 石井美登里 〇

片瀬 海岸公園ファーマシー 片瀬4-11-29 湘南海岸公園駅前 江ノ電 湘南海岸公園 50-0424 50-0425 土（13時），木日祝 9：00～18：30 福永佳子 〇

片瀬 こじか薬局江の島駅前店 片瀬海岸2-9-5-102 小田急片瀬江ノ島駅すぐ 小田急 片瀬江ノ島 22-9986 22-9903 土（12時半），木日祝 9：00～18：30 玉岡弘美 〇

鵠沼 南藤沢薬局 南藤沢2-8 藤沢駅南口ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞそば ＪＲ 藤沢 29-8601 29-8733 土（16時半），日祝 9：00～19：00 小島健司 〇

鵠沼 ココカラファイン薬局藤沢駅前店 南藤沢3-12-1F 藤沢駅南口ﾛｰﾀﾘｰ前 ＪＲ 藤沢 29-5081 29-5081 土（19時），日祝 9：00～20：00 三井裕美・後藤麻紀 〇

鵠沼 共創未来藤沢駅前薬局 鵠沼花沢町1-15 湘南藤沢ｸﾘﾆｯｸと同じﾋﾞﾙ ＪＲ 藤沢 29-9611 29-9622 土（12時半），日祝 9：30～18：00 尾崎恭子 〇

鵠沼 あゆみ薬局藤沢店 鵠沼橘1-1-9-102 ｵｰﾊﾟ側江ﾉ電高架下並び ＪＲ 藤沢 24-7337 24-7334 火金（19時），土（18時），日（12時）祝 9：00～19：30 山村文子 〇

鵠沼 あやみ薬局 鵠沼石上3-3-3 藤沢市保健所前 江ノ電 石上 23-7277 23-7247 土（13時半），日祝 9：00～18：30 千葉敦子 〇

鵠沼 こじか薬局鵠沼東店 鵠沼東1-1　玉半ﾋﾞﾙ1F 東京電力ﾋﾞﾙ向い側 ＪＲ 藤沢 29-9985 29-9983 土（13時半），日祝 9：00～19：00 貴志仁美 〇

鵠沼 そうごう薬局鵠沼店 鵠沼海岸2-5-3 鵠沼海岸駅前 小田急 鵠沼海岸 33-7810 35-0805 日祝 9：00～19：00 栗林洋祐 〇

鵠沼 鵠沼海岸薬局 鵠沼海岸3-5-7 商店街ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ隣 小田急 鵠沼海岸 30-1122 35-0606 土（17時），日祝 9：00～19：00 佐々木睦美 〇

鵠沼 鵠沼エルム薬局 鵠沼松が岡5-13-15 かわしま神経内科隣 小田急 鵠沼海岸 47-8717 47-8730 土（13時），木日祝 9：00～18：30 高梨純子 〇

鵠沼 さくら薬局 鵠沼桜が岡4-14-9 小田急本鵠沼駅徒歩3分 小田急 本鵠沼 28-2824 28-2797 土（13時半），日祝 9：00～18：00 中塚　雄太 〇

鵠沼 三栄薬局本鵠沼駅前店 本鵠沼2-13-17 小田急本鵠沼駅そば 小田急 本鵠沼 27-2515 50-2769 土（17時），日祝 9：00～19：00 斉藤祐一 〇

辻堂 カマヤ薬局 辻堂1-2-2 　ﾘｽﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ辻堂ﾀﾜｰA-1 辻堂駅南口正面 ＪＲ 辻堂 36-8019 36-7442 土（19時），日祝 9：00～20：00 臼井邦夫 〇

辻堂 なの花薬局辻堂店 辻堂2-2-14　ｽﾃﾗ湘南2F 辻堂駅西改札左のﾋﾞﾙ ＪＲ 辻堂 90-3130 90-3351 木（18時），土日（13時） 9：00～19：00 佐藤　亘 〇

辻堂 イルカ薬局 辻堂4-6-14　湘南桜井ﾋﾞﾙⅢ105 久根下公園前ﾊﾞｽ停そば ＪＲ 辻堂 35-9385 35-9380 土（12時半），水日祝 8：30～18：30 小杉治美 〇

辻堂 田辺薬局辻堂元町店 辻堂元町4-7-21 出口バス停そば ＪＲ 辻堂 30-2702 30-2703 土（13時），日祝 9：00～18：00 佐藤香織・西澤侑香 〇

辻堂 あおぞら薬局辻堂店 辻堂元町5-13-25 元町五丁目ﾊﾞｽ停そば ＪＲ 辻堂 36-1300 41-9025 土（12時半），日祝 9：00～18：30 矢野良太郎 〇

辻堂 アイン薬局FujisawaSST店 辻堂元町6-17-1 ｳｪﾙﾈｽｽｸｴｱ南館1F ＪＲ 辻堂 52-5081 52-5081 土（12時），日祝 9：00～17：00 山内健太郎 〇

辻堂 太平台エルム薬局 辻堂太平台1-3-1 東町バス停そば ＪＲ 藤沢 35-3758 47-6080 土（13時），日祝 9：00～19：00 吉田治子 〇

辻堂 シーサイド薬局 辻堂東海岸1-10-20 湘南工大ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ前 ＪＲ 辻堂 34-5461 33-5040 日(13時），祝 9：00～18：30 岩田和 〇

辻堂 辻堂はまべ薬局 辻堂東海岸1-12-20 辻堂東海岸ﾊﾞｽ停そば ＪＲ 辻堂 90-5544 90-5546 木土（16時），日祝 9：00～19：00 玄蕃雄一郎 〇

辻堂 東海岸めぐみ薬局 辻堂東海岸2-1-30 辻堂小学校隣り ＪＲ 辻堂 34-3188 34-3187 土（13時），日祝 9：00～18：00 土屋恵 〇

辻堂 はるかぜ薬局辻堂東海岸店 辻堂東海岸2-1-32 辻堂小学校そば ＪＲ 辻堂 30-1684 30-1685 木（18時），土（17時），日祝 8:45～19：00 森智子 〇

辻堂 すみれ調剤薬局辻堂店 辻堂西海岸2-10-6-1 山田医院隣り ＪＲ 辻堂 33-3325 33-3327 木日祝 8：30～18：30 三浦綾子 〇

村岡 日だまり薬局 弥勒寺1-23-4 のぞみﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ横 ＪＲ 藤沢 55-1188 55-1189 土（15時），水日祝 9：00～18：30 鈴木丈士 〇

村岡 薬局アポテイク渡内店 渡内4-5-1 関谷入口ﾊﾞｽ停前 ＪＲ 藤沢 29-0260 29-0261 土（13時半），日祝 9：00～19：00 後藤知良 〇

村岡 あさがお薬局 柄沢560-4 ｽｰﾊﾟｰﾔｵｺｰ前 ＪＲ 藤沢 28-8189 28-8188 土（13時），水日祝 9：00～18：30 手塚大介 〇

村岡 すばる中央薬局藤沢店 宮前425-7 藤沢病院そば ＪＲ 藤沢 52-0955 52-0966 日祝 9：00～17：00 平田恵理 〇

村岡 あさひ薬局 大鋸1-15-23 赤坂下バス停そば ＪＲ 藤沢 41-9266 41-9265 土（13時），木日祝 9：00～18：30 横井達人 〇

藤沢 くすりのユニオンファーマシー 藤沢38 遊行通りﾛｰﾀﾘｰそば ＪＲ 藤沢 55-5811 55-5813 木土（18時），日祝 9：00～19：00 村上和宣 〇

藤沢 大島薬局本店 藤沢520 ﾀﾞｲｴｰ隣り ＪＲ 藤沢 23-5471 26-2025 なし 9：30～20：00 小林祐子 〇

藤沢 こじか薬局銀座通り店 藤沢541 山川医院前 ＪＲ 藤沢 28-9986 28-9981 土（12時半），水（17時半），日祝 9：30～18：30 落合純子 〇

藤沢 ふじいろ薬局 藤沢859 藤沢小前バス停そば ＪＲ 藤沢 54-7011 54-7018 火水木（17時），土（12時半），5/1，日祝 9：00～19：00 小檜山郁子 〇

藤沢 あおぞら薬局藤沢店 藤沢1015-14　ﾘｳﾞﾚ藤沢1F 藤沢南仲通郵便局となり ＪＲ 藤沢 53-7330 53-7332 土（17時），日祝 9：00～19：00 成井繁 〇

藤沢 わかば薬局 藤沢1-3-4 本町消防署前 小田急 藤沢本町 27-3755 27-3799 土（13時），日祝 9：00～18：00 工藤美香子 〇

藤沢 アイセイ薬局藤沢本町店 藤沢1-3-12 本町交番前ﾊﾞｽ停前 小田急 藤沢本町 54-6170 54-6171 水（17時），土（12時半），日祝 9：00～18：00 石川克昭 〇

藤沢 アイン薬局藤沢店 藤沢1-13-4 市民病院前ﾊﾞｽ停そば 小田急 藤沢本町 53-9661 53-9662 土（12時），日祝 9：00～18：00 知久靖子 〇

藤沢 藤沢薬剤師会薬局 藤沢2-2-21 藤沢市民病院ななめ前 小田急 藤沢本町 50-6011 50-0631 土(13時），日祝 9：00～18：00 露木聡史 〇

藤沢 ハックドラッグ藤沢白旗薬局 藤沢2-3-15　ﾄﾚｱｰｼﾞｭ1F ﾄﾚｱｰｼﾞｭ白旗1F 小田急 藤沢本町 55-3986 55-3983 土(17時），日祝 9：00～19：00 鈴木多恵子 〇

明治 田中薬局羽鳥店 羽鳥1-3-6 湘南中央病院前 ＪＲ 辻堂 31-0810 31-0820 水土（18時），日祝 9：00～19：00 横島一好 〇

明治 湘南辻堂薬局 羽鳥1-3-41 湘南中央病院前 ＪＲ 辻堂 36-6267 36-6267 水（18時半），土（18時），日祝 9：00～19：00 細川雅子 〇

明治 おひさま薬局 羽鳥1-6-18 四ッ谷交差点前 ＪＲ 辻堂 31-0955 31-0956 土（13時)，水日祝 9：00～18：00 富山穣 〇

明治 ユマニテ薬局 羽鳥3-1-8 羽鳥コープ店前 ＪＲ 辻堂 37-0002 37-0005 土（16時半），日祝 9：00～18：30 金子幸代 〇

明治 田中薬局 羽鳥3-3-18 明治中学校交差点そば ＪＲ 辻堂 36-1003 36-4186 土（18時），日祝 8：30～19：00 諸井隆 〇

明治 田中薬局桜新道店 羽鳥5-5-10 梅ヶ枝通りバス停そば ＪＲ 辻堂 31-0771 31-0772 土（13時），日祝 9：00～19：00 高野広光 〇

明治 さなえ薬局辻堂店 辻堂神台2-2-1 神台公園前バス停どば ＪＲ 辻堂 90-5610 90-5611 木（18時），土（13時），日祝 9：00～18：30 大森伸悟 〇

明治 カマヤ薬局C-X北店 辻堂神台2-5-34 羽鳥一丁目ﾊﾞｽ停前 ＪＲ 辻堂 33-6850 35-7721 土（18時），日祝 9：00～19：00 高橋雅樹 〇

明治 ぽの薬局 辻堂新町1-2-23 辻堂駅北口徒歩2分 ＪＲ 辻堂 37-1440 37-1441 木日祝 9：00～18：30 曽我　寿仁 〇

善行 あずみ薬局善行店 善行1-15-9 善行駅徒歩6分 小田急 善行 80-6070 80-6071 木土（18時），日祝 9：00～19：00 田村和章 〇

善行 牧野薬局 善行1-25-4 善行駅西口前 小田急 善行 81-1306 81-3506 木（13時），土（17時半），日祝 9：00～19：30 臼井友章 〇

善行 善行調剤薬局 善行2-1-6 善行西口朝日新聞隣り 小田急 善行 81-8175 81-8175 土日（12時半），木祝 9：00～18：30 後藤君代 〇

善行 善行ファーマシー 善行6-16-23 町田線善行入口 小田急 善行 83-4841 83-4843 土（16時），日祝 9：00～19：00 小林幸治 〇

善行 永代薬局 善行団地3-14-1 善行団地内 小田急 善行 81-7978 83-2771 水(17時)，土（13時），日祝 9：00～18：00 井上郁子 〇

湘南大庭 ライフタウン調剤薬局 大庭5061-9 吉田クリニック前 ＪＲ 辻堂 88-1160 88-5810 土（15時），日祝 9：00～19：00 清水靖子 〇

湘南大庭 大庭ファーマシー 大庭5061-19 大庭郵便局そば ＪＲ 辻堂 86-0347 86-0348 土（14時半），日祝 9：00～19：00 長嶋宏幸 〇

湘南大庭 イツワファーマシー 遠藤862-16 湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝﾊﾞｽ発着前 ＪＲ 辻堂 86-3066 88-7096 木(17時)，土（14時），日祝 9：00～19：00 斉藤聖 〇

六会 アイン薬局六会日大店前 亀井野17712-7-1 六会日大前駅徒歩5分 小田急 六会日大前 47-7840 47-7841 土（13時），日祝 9：00～18：30 田中光 〇

六会 ベル薬局 亀井野1771 六会日大前駅西口 小田急 六会日大前 82-7870 82-7870 土（13時），日祝 9：00～19：00 市川瑞枝 〇

湘南台 湘南台東口薬局 湘南台1-1-6　湘南台ﾋﾞﾙ1F 湘南台駅東口そば 小田急 湘南台 41-2175 41-2178 木(17時），土（13時），日祝 9：00～19：00 三枝律子 〇

湘南台 大島薬局湘南台店 湘南台1-10-1　相鉄ﾛｰｾﾞﾝ内 相鉄ﾛｰｾﾞﾝ内 小田急 湘南台 44-8310 44-8331 日 10：00～20：00 澤田秀子 〇

湘南台 あい薬局湘南台店 湘南台1-19-2 湘南第一病院前 小田急 湘南台 46-5050 46-5100 土（13時），日祝 9：00～18：00 久保嶋大祐 〇

湘南台 ナガイシ薬局 湘南台2-1-1 湘南台駅徒歩5分 小田急 湘南台 45-5968 45-5968 木土（17時），日祝 9：00～18：00 橋場一樹 〇

湘南台 すばる中央薬局湘南台店 湘南台2-26-17　須賀ﾋﾞﾙ1F 中沢内科前 小田急 湘南台 44-8935 47-6888 火(18時半），金(19時），日祝 9：00～18：00 十文字勝彦 〇

湘南台 田辺薬局湘南台西店 湘南台2-28-11 湘南台駅西口Ｄ出口徒歩5分 小田急 湘南台 45-0441 45-0442 木(17時），土(18時），日祝 9：00～18：30 増子泰規 〇

湘南台 共創未来湘南台薬局 湘南台3-7-12　湘南台ﾋﾞﾙ101 円行公園前 小田急 湘南台 42-6736 42-6737 水土（17時），日祝 9：00～18：00 表亜紀子 〇

長後 薬局マツモトキヨシ藤沢長後店 長後753 湘南台病院駐車場入口そば 小田急 長後 46-5001 46-5001 土（15時），日祝 9：00～20：00 天野淳雄 〇

長後 ちょうご薬局 長後753-1 湘南台病院そば 小田急 長後 47-6720 47-6722 土（14時），日祝 9：00～17：30 青木麻美 〇

長後 セイムス長後駅前薬局 下土棚467-9　山口ﾋﾞﾙ1F 長後駅東口徒歩1分 小田急 長後 41-3801 41-3802 土(17時），日(12時半），木祝 9：00～19：00 岩﨑　恵 〇

長後 リーフ薬局 下土棚467-10　SMCﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1F 長後駅東口ﾛｰﾀﾘｰ 小田急 長後 54-9300 54-9320 木(17時），土(13時），日祝 9：00～18：00 小林亜美 〇

長後 薬泉堂薬局 下土棚545-8 新屋敷公園横 小田急 長後 44-2792 43-6737 木土（17時），日祝 9：00～18：00 鈴木真木子 〇

御所見 ひろまち調剤薬局 獺郷182-8 御所見病院前 小田急 湘南台 47-0266 47-0370 土（13時半），日祝 9：00～18：00 西家功人 〇


