
10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
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
いなば薬局 中区上島6-30-7 474-1780
ドリーム薬局しんじょはら店 湖西市新所原2-5-23 577-0710
杏林堂薬局聖隷住吉病院前店 中区住吉1-26-11 412-5211
あすか薬局　下石田店 東区下石田町273-1 421-7111
フレンド薬局 南区三和町615-3 411-9333
このみ薬局　高林店 中区高林4-6-41 488-5151
めぐ薬局　雄踏店 西区雄踏1-16-13 597-2525
薬局フォーリア 細江店 北区細江町中川7172-2620 527-2525
のぞみ薬局 中区寺島町58-1 458-0115
健康第一薬局　高塚店 南区高塚町121-1 445-4500
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

10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
古見薬局 湖西市古見862-4 574-3130
おおぞら薬局　舞阪店 西区舞阪町長十新田12 543-9270
あおい薬局　初生店 北区初生町381-8 430-2811
初生薬局 北区初生町706-1 436-7928
ハート薬局 東区下石田町1566 424-0655
このみ薬局　浜北店 浜北区小林1256-1 584-2828
ハーバル薬局 東区半田山4-31-5 431-4189
きたてら薬局 中区北寺島町209-10-101 451-1193
曳馬ドラゴン薬局 中区曳馬5-4-44 478-7625
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

10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
あおい薬局　雄踏店 西区雄踏町宇布見4067-6 522-8601
さつき薬局 湖西市鷲津740-5 574-3611
品川薬局  萩丘店 中区萩丘4-7-18 475-7253
薬局アザレア　浅田店 中区西浅田2-1-18 451-7070
つばさ薬局 西区大平台3-29-7 482-0911
やくろう薬局 西区村櫛町3953-3 488-0896
あい薬局　内野店 浜北区内野2639-1 584-3122
入野めだか薬局 西区入野町6397-2 445-3788
このみ薬局　小池店 東区小池町535-1 431-3232
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで



10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
いなば薬局 中区上島6-30-7 474-1780
杏林堂薬局 三方原聖隷前店 北区根洗町579－4 414-0733
住吉グリーン薬局 中区住吉2-12-11 412-7110
杏林堂薬局佐鳴湖南調剤センター 西区入野町19954-189 449-7011
ミント薬局　 北区三方原町165-5 414-8310
あるぷす薬局　富塚店 中区富塚町1038-1 412-1155
ごとう薬局 南区福島町235-1 426-4100
中条つばめ薬局 浜北区中条265-2 584-1100
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

10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
レモン薬局  三方原店 北区根洗町550 430-5592
杏林堂薬局聖隷住吉病院前店 中区住吉1-26-11 412-5211
おろファミリー薬局 浜北区於呂449 580-0789
このみ薬局　高林店 中区高林4-6-41 488-5151
あおい薬局　雄踏店 西区雄踏町宇布見4067-6 522-8601
ドレミ薬局 中区領家2-1-5 468-7766
あいあい薬局 湖西市鷲津3143-2 574-0880
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

10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
三ケ日ドリーム薬局 北区三ケ日町岡本822-3 524-2222
助信駅前薬局 中区新津町40-1-101 ｻﾝﾎﾟｰﾄﾊｲﾂ1階 465-3890
ドリーム薬局　こまつ店 浜北区小松697-3 586-7222
薬局フォーリア 東区天王町1742-2 462-3888
エムハート薬局　せきし店 東区積志町1630-3 431-1310
ファルコ薬局　湖西店 湖西市鷲津3318-3 574-3155
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで


