
2月6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
アリア薬局　遠州岩水寺店 浜北区於呂2843-6 588-4377
アリス薬局　上浅田店 中区上浅田1-13-4 444-6768
大阪堂薬局 和合店 中区和合町243-1 475-3245
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
ホワイト薬局 南区新橋町496-2 447-7166
このみ薬局 北区引佐町金指1578-9 542-3771
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

2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
住吉グリーン薬局 中区住吉2-12-11 412-7110
初生薬局 北区初生町706-1 436-7928
浜松センター薬局 中区富塚町351-2 455-1182
レモン薬局  三方原店 北区根洗町550 430-5592
若林たいが薬局 南区若林町211-1 445-4193
ドリーム薬局　こまつ店 浜北区小松697-3 586-7222
おおぞら薬局　有玉店 東区有玉南町1844 416-1555
第一すずき薬局 中区板屋町110-5 454-1230
渥美薬局 中区池町222-21 455-4630
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

2月13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
古見薬局 湖西市古見862-4 574-3130
いなば薬局 中区上島6-30-7 474-1780
中瀬グリーン薬局 浜北区中瀬1100-10 580-0055
南山堂薬局　雄踏店 西区雄踏町宇布見7981 596-5540
ショーワ薬局 南区白羽町71-1 443-2722
あおい薬局　富塚店 中区富塚町45-2 416-1100
ささがせ薬局 東区篠ヶ瀬町434-8 423-7000
かんざんじ薬局 西区舘山寺町2686-2 487-2125
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで



2月20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
浜松センター薬局 中区富塚町351-2 455-1182
杏林堂薬局聖隷住吉病院前店 中区住吉1-26-11 412-5211
フレンド薬局 南区三和町615-3 411-9333
ひまわり薬局　気賀店 北区細江町気賀146-4 527-3800
リード調剤薬局 東区市野町2461-5 421-8118
ほんごう薬局 南区本郷町1314-22 424-8228
あるぷす薬局　高畑店 浜北区高畑824-3 581-1200
あおい薬局　神田店 中区神田町360-69 444-3322
おおぞら薬局　助信店 中区新津町16 523-7576
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

2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
ひくま薬局 中区曳馬5-17-8 471-0990
アイン薬局　きらりタウン店 浜北区染地台1-25-6 581-9700
杏林堂薬局 三方原聖隷前店 北区根洗町579－4 414-0733
早川薬局 南区下江町434 426-0183
薬局アザレア　三方原店 北区根洗町560-2 414-0600
アトム薬局 東区有玉北町1760-10 432-7755
湖西グリーン薬局 湖西市岡崎882-6 573-0800
プライマリープラス薬局 中区砂山町329-1 ﾎﾞﾝｻﾝﾃ砂山1F 450-3000
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

2月27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
杏林堂薬局　伊左地店 西区伊左地町480-1 486-6711
ドレミ薬局 中区領家2-1-5 468-7766
野の花薬局 中区小豆餅1-17-12 489-9011
みかん薬局 北区三ケ日町宇志12-2 528-0158
レモン薬局  三方原店 北区根洗町550 430-5592
あおい薬局　天王店 東区天王町1676-2 411-2666
きたてら薬局 中区北寺島町209-10-101 451-1193
めぐ薬局　雄踏店 西区雄踏1-16-13 597-2525
新居とんぼ薬局 湖西市新居町新居3362－2 594-8949
万葉薬局 浜北区横須賀182-3 581-1020
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで


