
南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町　医療機関・介護保険サービス事業者一覧
平成28年5月1日現在

薬局

No. 名称 住所 電話 開局時間等

1 サワ薬局本店 南足柄市関本565-5 0465-73-2980 
月・水祝・土9時～18時
火・木・金8時30分～18時
（日、祝日休業）

2 ウエルシア薬局南足柄店 南足柄市関本749-1  0465-71-7441 
10時～20時
（日、土、祝日休業）

3 イヌイ薬局 南足柄市関本761-1 0465-74-8805 
9時～12時 15時～18時
土曜日9時～12時 14時～18時
（日、水、祝日休業）

4 オリーブ薬局 南足柄市関本830-1 0465-46-7451 
9時～13時 15時～18時
土曜日9時～13時
（日、祝日休業）

5 おおの薬局関本店 南足柄市関本901-1 0465-71-0052 
9時～12時 14時～18時
水・土曜日9時～12時
（日、祝日休業）

6 サワ薬局関本店 南足柄市関本1017 0465-73-0841 
8時30分～18時
土曜日8時30分～13時
（日、祝日休業）

7 あさひ薬局 南足柄市中沼592-2 0465-70-4670 
9時～18時　金曜日9時～18時30分
（日、祝日休業）

8 有限会社まました薬局 南足柄市壗下189  0465-74-3393 
10時～19時30分
土曜日10時～18時
（日、祝日休業）

9 南足柄オクツ薬局 南足柄市生駒381 0465-73-1777 
9時～18時
土曜日9時～17時
（日、祝日休業）

10 有限会社おおの薬局 南足柄市塚原708-4 0465-72-4328 
8時30分～18時、木曜日9時～18時
日曜日8時30分～12時30分
（月、祝日休業）

11 塚原薬局 南足柄市塚原1411 0465-72-3666 
9時～18時
土曜日9時～12時
（日、水、祝日休業）

12 足柄薬局 南足柄市塚原1560 0465-74-7307 
8時～12時30分 14時～19時30分
（日曜日休業）



薬局
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13 大雄丸薬局 南足柄市塚原2550 0465-74-0636 
9時～19時
（日、祝日休業）

14 ひだまり薬局 南足柄市岩原330 0465-27-2555 
8時30分～12時30分 15時～18時
土曜日8時30分～12時30分
（日、木、祝日休業）

15 りぼん薬局 南足柄市沼田97-8国見ビル105 0465-43-9145 
9時～18時30分
（日、木、祝日休業）

16 なかいまち薬局 足柄上郡中井町中井町井ノ口1876-1 0465-20-3942
月-水・金曜日9時～18時
木・土曜日9時～13時
（日、祝日休業）

17 藤井薬局 足柄上郡中井町中井町北田523-6 0465-81-2054
9時～19時
土曜日9時～17時
（日、祝日休業）

18 ゆめ薬局 足柄上郡中井町中井町比奈窪93-1 0465-80-0117
月-水・金曜日8時30分～18時
木・土曜日9時～12時
（日、祝日休業）

19 おおい薬局 足柄上郡大井町金子43  0465-83-8141
月・火・水・金8:30～12:00、
14:30〜18:00
木・土8:30～12:00

20 富士見薬局 足柄上郡大井町金子782-1 0465-82-0408 
月～水,金・土8:00～12:00、13:30～18:00
木・日 8:00～12:00

21 ファーマシー未来堂 足柄上郡大井町金子1376-1 0465-82-5890
月・火・水・金9:00～19:00
土9:00〜15:00

22 さわやか薬局 足柄上郡大井町金子1924-2 0465-83-5071
月～土9:00～18:00
日・祝日9:00～12:30

23 ヤマグチ薬局大井町店 足柄上郡大井町金子2601-8 0465-85-0251 
月～金9:00～18:00
土　　9:00～14:00

24 大井町調剤薬局 足柄上郡大井町上大井410-5 0465-82-1122
月・火・木・金9:00～18:00　　土　9:00〜
13:00
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25 イヌイ薬局新松田支店 足柄上郡松田町松田惣領895-2 0465-85-6650
月～金　9時～18時
土　　　9時～12時30分
（日、祝日休業）

26 つばさ薬局 足柄上郡松田町松田惣領1017 0465-84-0283
9時～12時 15時～18時
土曜日9時～12時 14時～18時
（日、水、祝日休業）

27 なごみ薬局 足柄上郡松田町松田惣領1262-2 0465-46-7388
9時～13時 15時～18時
木・土曜日9時～13時
（日、祝日休業）

28 なでしこ薬局 足柄上郡松田町松田惣領2044 0465-84-1200
9時～12時 14時～18時
水・土曜日9時～12時
（日、祝日休業）

29 ファーマシくすりばこ 足柄上郡松田町松田惣領1375-1 0465-82-4109
8時30分～18時
土曜日8時30分～13時
（日、祝日休業）

30 薬局日本メディカル 足柄上郡松田町松田惣領1030-1 0465-46-8951
9時～18時
（日、祝日休業）

31 たんぽぽ薬局 足柄上郡松田町松田庶子1533-2 0465-85-3359
10時～20時
（日、土、祝日休業）

32 コスモス薬局 足柄上郡山北町山北711-38 0465-79-1512
月・火・木・金の8:30～18:30
水・土の8:30～12:30

33 太陽薬局 足柄上郡山北町向原150 0465-79-0777
月・火・水・金の9:00～18:00
木の9:00～12:00
土の9:00～17:00

34 ひまわり薬局 足柄上郡山北町山北320-1 0465-76-4885
月～金の8:30～18:00
土の8:30～12:00
日・祝日の9:00～12:00

35 やまぶき薬局 足柄上郡山北町谷ケ1018-20 0465-77-2340
月・火・水・金の
9:00～12:00、15:00～17:00
木・土の9:00～12:00
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36 開成薬局 足柄上郡開成町吉田島907 0465-82-2858

37 開成オクツ薬局 足柄上郡開成町延沢829 0465-82-3193

38 ペンギン薬局 足柄上郡開成町みなみ1-22-13 0465-85-6031
<月火水金＞9時～17時30分
<木土>9時～12時30分
<日祝>休

39 吉田島薬局 足柄上郡開成町吉田島370 0465-82-9997
<月火木金＞9時～12時、15時～18時
<土>9時～12時
<水日祝>休

40 開成駅前オクツ薬局 足柄上郡開成町吉田島4364-4 0465-82-3193
<月～金＞9時～18時
<土>9時～17時
<日祝>休

41 プライム薬局 足柄上郡開成町吉田島4320-1 0465-85-0331

<月火水金＞9時～12時30分、
　　　　　14時30分～18時
<木＞9時～12時30分、15時～18時
<土>9時～12時、13時～16時
<日祝>休

42
コトブキ調剤薬局
小田原開成店

足柄上郡開成町牛島字南下276-1 0465-85-5201

43
イエロー・グリーン薬局
開成店

足柄上郡開成町牛島276-1 0465-85-3474

<月水金＞８時30分～18時30分
<火木>8時30分～17時
<土>8時30分～12時30分
<日祝>休

44 アイアイ薬局 足柄上郡開成町延沢863-1-102 0465-85-1311

<月火水金＞9時～13時、
　　　　　15時～18時30分
<木>12時～13時
<土>9時～13時、15時～17時30分
<日祝>休


