
11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
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
中瀬グリーン薬局 浜北区中瀬1100-10 580-0055
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
浜松センター薬局 中区富塚町351-2 455-1182
アクト薬局　上島店 中区上島5-12-29 478-7070
レモン薬局　和合店 中区和合町27-13 412-7139
馬郡薬局 西区馬郡町4042 597-1046
エンゼル薬局 東区原島町73 411-8412
いわま薬局 浜北区小松334 585-4193
このみ薬局　小池店 東区小池町535-1 431-3232
杏林堂薬局　姫街道店 中区葵西3-6-1 439-9311
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

11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
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
わかくさ薬局 東区笠井新田町180-2 432-7011
そうで薬局 中区早出町222-12 468-6789
しましま薬局 南区三島町1784-4 444-3388
エムハート薬局　三方原店 北区三方原町1293-3 430-0055
杏林堂薬局　引佐店 北区引佐町金指1093-3 542-3855
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

11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
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
レモン薬局  三方原店 北区根洗町550 430-5592
カトレア薬局 南区若林町923-1 445-4060
住吉グリーン薬局 中区住吉2-12-11 412-7110
アイリス薬局 中区西伊場町58-17 452-9990
坂谷朝日堂薬局 中区佐藤3-8-19 461-9389
くるみ薬局 北区都田町8573-2 428-9117
おおぞら薬局　雄踏店 西区雄踏町宇布見4893-1 489-6343
あおい薬局　内野店 浜北区内野2405-1 584-5530
山内天昌堂薬局 東区中野町2104 421-0200
浜松ひよこ薬局 東区和田町919-3 463-6860
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで



11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
いきいき薬局 南区三島町636-5 444-1616
浜松センター薬局 中区富塚町351-2 455-1182
あい薬局　丸塚店 東区丸塚町268-1 468-6611
さんさん薬局 湖西市新居町新居488-1 595-3300
このみ薬局 北区引佐町金指1578-9 542-3771
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

11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
万葉薬局 浜北区横須賀182-3 581-1020
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　上西店 東区上西町3-12 467-5711
太田薬局 浜北区沼76-1 586-3033
みずは薬局 中区早出町1660-2 469-0902
あおい薬局　幸店 中区幸1-15-3 412-0777
ことり薬局 中区富塚町1483-8 412-5200
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

11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
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
あおい薬局　入野店 西区入野町16101-8 445-5555
杏林堂薬局 三方原聖隷前店 北区根洗町579－4 414-0733
おおぞら薬局　都田店 北区都田町9307-25 415-8877
薬局アザレア　三方原店 北区根洗町560-2 414-0600
あすか薬局　和合店 中区和合町220-2556 412-1751
このみ薬局　小池店 東区小池町535-1 431-3232
新居いずみ薬局 湖西市新居町新居1323-1 523-8949
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで


