
7月4日
薬  局  名 所  在  地 電話番号

オレンジ薬局 中区船越町34-25 469-5177
イオン薬局　浜松西店 西区入野町6244-1 449-5519
フタバ薬局  中区鍛冶町100-1 454-3336 10時から営業

杏林堂薬局志都呂調剤センター 西区志都呂1-2-11 415-0077
杏林堂薬局浜松医大調剤センター 東区半田山1-20-2 431-3711
杏林堂薬局ピーワンプラザ天王店 東区天王町1982-3 465-7431
南山堂薬局　雄踏店 西区雄踏町宇布見7981 596-5540
杏林堂薬局聖隷住吉病院前店 中区住吉1-26-11 412-5211
杏林堂薬局 三方原聖隷前店 北区根洗町579－4 414-0733
ホワイト薬局 南区新橋町496-2 447-7166
古見薬局 湖西市古見862-4 574-3130
ドレミ薬局 中区領家2-1-5 468-7766
クスリのヨシダ本店 浜北区貴布祢101-2 587-7777
グリーン薬局 浜北区西美薗1954-30 586-6500
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

7月11日
薬  局  名 所  在  地 電話番号

オレンジ薬局 中区船越町34-25 469-5177
イオン薬局　浜松西店 西区入野町6244-1 449-5519
杏林堂薬局志都呂調剤センター 西区志都呂1-2-11 415-0077
杏林堂薬局浜松医大調剤センター 東区半田山1-20-2 431-3711
杏林堂薬局ピーワンプラザ天王店 東区天王町1982-3 465-7431
レモン薬局  三方原店 北区根洗町550 430-5592
住吉グリーン薬局 中区住吉2-12-11 412-7110
おおぞら薬局　舞阪店 西区舞阪町長十新田12 543-9270
太田薬局 浜北区沼76-1 586-3033
ハーバル薬局 東区半田山4-31-5 431-4189
クスリのヨシダ本店 浜北区貴布祢101-2 587-7777
さくら薬局 湖西新居店 湖西市新居町浜名169-5 594-6699
アイセイ薬局コスモス店 北区三方原町100-13 439-9199
半田町薬局 東区半田町1622-1 431-0500
ショーワ薬局 南区白羽町71-1 443-2722
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

7月18日
薬  局  名 所  在  地 電話番号

オレンジ薬局 中区船越町34-25 469-5177
イオン薬局　浜松西店 西区入野町6244-1 449-5519
フタバ薬局  中区鍛冶町100-1 454-3336 10時から営業

杏林堂薬局志都呂調剤センター 西区志都呂1-2-11 415-0077
杏林堂薬局浜松医大調剤センター 東区半田山1-20-2 431-3711
杏林堂薬局ピーワンプラザ天王店 東区天王町1982-3 465-7431
ことぶき薬局 南区四本松町187-2 426-3377
三ケ日ドリーム薬局 北区三ケ日町岡本822-3 524-2222
西ヶ崎グリーン薬局 東区西ヶ崎町1051-2 432-6600
かんざんじ薬局 西区舘山寺町2686-2 487-2125
浜松センター薬局 中区富塚町351-2 455-1182
アイン薬局　浜松中央店 中区中央1-15-5 浜松ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ1階 456-4957
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

7月22日
薬  局  名 所  在  地 電話番号

オレンジ薬局 中区船越町34-25 469-5177
イオン薬局　浜松西店 西区入野町6244-1 449-5519
杏林堂薬局志都呂調剤センター 西区志都呂1-2-11 415-0077
杏林堂薬局浜松医大調剤センター 東区半田山1-20-2 431-3711
杏林堂薬局ピーワンプラザ天王店 東区天王町1982-3 465-7431
薬局アザレア　三方原店 北区根洗町560-2 414-0600
南山堂薬局　浜北平口店 浜北区小松1696 545-4501
ドリーム薬局しんじょはら店 湖西市新所原2-5-23 577-0710
浜松センター薬局 中区富塚町351-2 455-1182
エムハート薬局三方原店 北区三方原町1293-3 430-0055
かおり薬局 南区増楽町1513-4 445-2339
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで



7月23日
薬  局  名 所  在  地 電話番号

オレンジ薬局 中区船越町34-25 469-5177
イオン薬局　浜松西店 西区入野町6244-1 449-5519
杏林堂薬局志都呂調剤センター 西区志都呂1-2-11 415-0077
杏林堂薬局浜松医大調剤センター 東区半田山1-20-2 431-3711
杏林堂薬局ピーワンプラザ天王店 東区天王町1982-3 465-7431
しろくま薬局 北区初生町405-8 581-7777
カトレア薬局 南区若林町923-1 445-4060
南山堂薬局　雄踏店 西区雄踏町宇布見7981 596-5540
杏林堂薬局 三方原聖隷前店 北区根洗町579－4 414-0733
アイン薬局　浜松住吉店 中区住吉1-24-1 478-2888
アリス薬局　上浅田店 中区上浅田1-13-4 444-6768
安心薬局 北区細江町中川7172-2695 527-1000
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

7月25日
薬  局  名 所  在  地 電話番号

オレンジ薬局 中区船越町34-25 469-5177
イオン薬局　浜松西店 西区入野町6244-1 449-5519
フタバ薬局  中区鍛冶町100-1 454-3336 10時から営業

杏林堂薬局志都呂調剤センター 西区志都呂1-2-11 415-0077
杏林堂薬局浜松医大調剤センター 東区半田山1-20-2 431-3711
杏林堂薬局ピーワンプラザ天王店 東区天王町1982-3 465-7431
レモン薬局  三方原店 北区根洗町550 430-5592
住吉グリーン薬局 中区住吉2-12-11 412-7110
はやし薬局 北区初生町1176-5 414-1884
アンク薬局 浜北区本沢合800 584-0078
そうごう薬局　浜松渡瀬店 南区渡瀬町3 411-6871
杏林堂薬局　引佐店 北区引佐町金指1093-3 542-3855
このみ薬局　高林店 中区高林4-6-41 488-5151
アトム薬局 東区有玉北町1760-10 432-7755
四季平安堂薬局 西区舞阪町弁天島2728-14 596-1671
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで


