
1月1日
薬  局  名 所  在  地 電話番号

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
杏林堂薬局 三方原聖隷前店 北区根洗町579－4 414-0733
あい薬局　浜北上島店 浜北区上島185-1 583-1010
新居いずみ薬局 湖西市新居町新居1323-1 523-8949
ハーバル薬局 東区半田山4-31-5 431-4189
はなはな薬局 東区天王町755-21 443-7887
ファーマライズ薬局 Pステーション 北区根洗町472-3 430-6686
ミント薬局　 北区三方原町165-5 414-8310
薬局アザレア　三方原店 北区根洗町560-2 414-0600
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

1月2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
アイン薬局　浜松住吉店 中区住吉1-24-1 478-2888
あおい薬局　幸店 中区幸1-15-3 412-0777
いきいき薬局 南区三島町636-5 444-1616
えびつか薬局 中区海老塚2-17-17 450-5320
おおぞら薬局　雄踏店 西区雄踏町宇布見4893-1 489-6343
杏林堂薬局佐鳴湖南調剤センター 西区入野町19954-189 449-7011
ごとう薬局 南区福島町235-1 426-4100
薬局フォーリア 東区天王町1742-2 462-3888
レモン薬局  三方原店 北区根洗町550 430-5592
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

1月3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
くるみ薬局　大人見店 西区大人見町3373-3 485-9050 12時まで営業

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
さんさん薬局 湖西市新居町新居488-1 595-3300
エムハート薬局　三方原店 北区三方原町1293-3 430-0055
おおぞら薬局　芳川店 南区鼠野町174-5 589-3401
杏林堂薬局　有玉南町店 東区有玉南町519 432-5811
健康第一薬局　高塚店 南区高塚町121-1 445-4500
ミント薬局　雄踏店 西区雄踏町宇布見4862-9 596-5310
つばさ薬局 西区大平台3-29-7 482-0911
アクト薬局　上島店 中区上島5-12-29 478-7070
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで



1月9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

くるみ薬局　大人見店 西区大人見町3373-3 485-9050 12時まで営業

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
あいあい薬局 湖西市鷲津3143-2 574-0880
いなば薬局 中区上島6-30-7 474-1780
杏林堂薬局聖隷住吉病院前店 中区住吉1-26-11 412-5211
どんぐり薬局 中区小豆餅4-4-22 416-0181
南山堂薬局　雄踏店 西区雄踏町宇布見7981 596-5540
三ケ日ドリーム薬局 北区三ケ日町岡本822-3 524-2222
山内天昌堂薬局 東区中野町2104 421-0200
エムハート薬局　せきし店 東区積志町1630-3 431-1310
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

1月10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
あい薬局　小池店 東区小池町1566 467-6111
アイン薬局　浜松住吉店 中区住吉1-24-1 478-2888
あおい薬局　中央店 中区寺島町300-9 450-7333
杏林堂薬局 三方原聖隷前店 北区根洗町579－4 414-0733
杏林堂薬局聖隷住吉病院前店 中区住吉1-26-11 412-5211
住吉グリーン薬局 中区住吉2-12-11 412-7110
薬局マツモトキヨシ浜松中央店 中区中央1-1-1 456-5861
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

1月16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

くるみ薬局　大人見店 西区大人見町3373-3 485-9050 12時まで営業

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
さかえ薬局 湖西市鷲津780 574-2650
アイリス薬局 中区西伊場町58-17 452-9990
アンク薬局 浜北区本沢合800 584-0078
しろくま薬局 北区初生町405-8 581-7777
住吉グリーン薬局 中区住吉2-12-11 412-7110
浜松センター薬局 中区富塚町351-2 455-1182
薬局マツモトキヨシ浜松中央店 中区中央1-1-1 456-5861
レモン薬局  三方原店 北区根洗町550 430-5592
このみ薬局　高林店 中区高林4-6-41 488-5151
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで



1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
フタバ薬局  中区鍛冶町100-1 454-3336 10時から営業

くるみ薬局　大人見店 西区大人見町3373-3 485-9050 12時まで営業

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
さんさん薬局 湖西市新居町新居488-1 595-3300
南山堂薬局　雄踏店 西区雄踏町宇布見7981 596-5540
ファーマライズ薬局 Pステーション 北区根洗町472-3 430-6686
アイセイ薬局　高丘店 中区高丘東2-8-27 414-1551
薬局アザレア　三方原店 北区根洗町560-2 414-0600
杏林堂薬局　引佐店 北区引佐町金指1093-3 542-3855
あい薬局　内野店 浜北区内野2639-1 584-3122
やくろう薬局 西区村櫛町3953-3 488-0896
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

1月30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

くるみ薬局　大人見店 西区大人見町3373-3 485-9050 12時まで営業

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
おおぞら薬局　舞阪店 西区舞阪町長十新田12 543-9270
あずきもち薬局 中区小豆餅3-22-31 414-8800
みずは薬局 中区早出町1660-2 469-0902
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


