
12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

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
若林たいが薬局 南区若林町211-1 445-4193
南山堂薬局　浜北平口店 浜北区小松1696 545-4501
アリス薬局　上浅田店 中区上浅田1-13-4 444-6768
ハママツ薬局 高丘店 中区高丘北3-5-23 430-1567
ひまわり薬局　気賀店 北区細江町気賀146-4 527-3800
おいわけ薬局 北区初生町905-5 401-2828
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

12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
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
あおい薬局　入野店 西区入野町16101-8 445-5555
杏林堂薬局　有玉南町店 東区有玉南町519 432-5811
住吉グリーン薬局 中区住吉2-12-11 412-7110
高台グリーン薬局 中区住吉2-9-7 412-2200
薬局アザレア　三方原店 北区根洗町560-2 414-0600
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
トピア薬局　横須賀本店 浜北区横須賀548-1 401-5858
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

12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

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
みかん薬局 北区三ケ日町宇志12-2 528-0158
アンク薬局 浜北区本沢合800 584-0078
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
あるぷす薬局　みその店 浜北区西美園42-4 401-8881
おおぞら薬局　芳川店 南区鼠野町174-5 589-3401
めぐ薬局　雄踏店 西区雄踏1-16-13 597-2525
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで



12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

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 三方原聖隷前店 北区根洗町579－4 414-0733
薬局フォーリア 松城店 中区松城町200-10すずしろﾋﾞﾙ1F 401-2177
はんど薬局浜北わかば店 浜北区小松131-1 581-9393
おあしす薬局 東区有玉南町395-2 432-9900
湖西グリーン薬局 湖西市岡崎882-6 573-0800
アイセイ薬局　和田店 東区和田町510-2 468-1280
かおり薬局 南区増楽町1513-4 445-2339
あおい薬局　幸店 中区幸1-15-3 412-0777
おおぞら薬局　雄踏店 西区雄踏町宇布見4893-1 489-6343
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

12月29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
レモン薬局  三方原店 北区根洗町550 430-5592
やくろう薬局 西区村櫛町3953-3 488-0896
くるみ薬局　大人見店 西区大人見町3373-3 485-9050
どんぐり薬局 中区小豆餅4-4-22 416-0181
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
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
杏林堂薬局　高丘東店 中区高丘東3-15-8 430-4011
杏林堂薬局　有玉南町店 東区有玉南町519 432-5811
杏林堂薬局　新津店 中区新津町583 411-1411
杏林堂薬局　姫街道店 中区葵西3-6-1 439-9311
杏林堂薬局　上島駅前店 中区上島3-28-10 467-6811
杏林堂薬局　上西店 東区上西町3-12 467-5711
杏林堂薬局　引佐店 北区引佐町金指1093-3 542-3855
杏林堂薬局　内野店 浜北区内野790-1 584-2711
杏林堂薬局　西伊場店 中区西伊場町48-24 450-5475
杏林堂薬局メイワンエキチカ調剤センター 中区砂山町6-1 454-7211
杏林堂薬局新浜松駅前調剤センター 中区鍛冶町140-4 451-7711
杏林堂薬局　芳川店 南区四本松町460-1 427-1712
杏林堂薬局　小豆餅店 中区小豆餅4-7-15 438-3101
杏林堂薬局　中郡店 東区中郡町1822 431-1811
杏林堂薬局　和合店 中区和合町220-101 475-2711
杏林堂薬局　エキマチ店 中区砂山町6-2 454-6790
杏林堂薬局　根洗店 北区根洗町130-1 414-0411
杏林堂薬局　新原店 浜北区新原2230-1 584-6511
杏林堂薬局　新所原駅南店 湖西市駅南3-2-50 573-3311
杏林堂薬局　浜北店 浜北区本沢合127-1 586-8811
杏林堂薬局　富塚店 中区富塚町450-1 412-5037
杏林堂薬局　於呂店 浜北区於呂3960 580-5011
杏林堂薬局　小松店 浜北区小松465-3 584-5911
杏林堂薬局　和田店 東区和田町220-1 411-6911
杏林堂薬局　名塚調剤センター 中区名塚町303-1 468-1715
杏林堂薬局　西鹿島駅前店 浜北区上島2345-585 580-5215
杏林堂薬局　遠州病院前店 中区中央1-5-1 453-3911
杏林堂薬局　二俣店 天竜区二俣町二俣81-1 922-3611
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで



12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
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

さつき薬局 湖西市鷲津740-5 574-3611
あずきもち薬局 中区小豆餅3-22-31 414-8800
早川薬局 南区下江町434 426-0183
やくろう薬局 西区村櫛町3953-3 488-0896
アイン薬局　浜松住吉店 中区住吉1-24-1 478-2888
葵町あきは薬局 中区葵西4-20-20 430-2121
きらり薬局　高丘東 中区高丘東1-2-32 430-1777
㈲いわま薬局 浜北区小松334 585-4193
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
杏林堂薬局　高丘東店 中区高丘東3-15-8 430-4011
杏林堂薬局　新津店 中区新津町583 411-1411
杏林堂薬局　姫街道店 中区葵西3-6-1 439-9311
杏林堂薬局　上島駅前店 中区上島3-28-10 467-6811
杏林堂薬局　上西店 東区上西町3-12 467-5711
杏林堂薬局　引佐店 北区引佐町金指1093-3 542-3855
杏林堂薬局　内野店 浜北区内野790-1 584-2711
杏林堂薬局　西伊場店 中区西伊場町48-24 450-5475
杏林堂薬局メイワンエキチカ調剤センター 中区砂山町6-1 454-7211
杏林堂薬局　芳川店 南区四本松町460-1 427-1712
杏林堂薬局　小豆餅店 中区小豆餅4-7-15 438-3101
杏林堂薬局　中郡店 東区中郡町1822 431-1811
杏林堂薬局　和合店 中区和合町220-101 475-2711
杏林堂薬局　エキマチ店 中区砂山町6-2 454-6790
杏林堂薬局　根洗店 北区根洗町130-1 414-0411
杏林堂薬局　新原店 浜北区新原2230-1 584-6511
杏林堂薬局　新所原駅南店 湖西市駅南3-2-50 573-3311
杏林堂薬局　浜北店 浜北区本沢合127-1 586-8811
杏林堂薬局　富塚店 中区富塚町450-1 412-5037
杏林堂薬局　於呂店 浜北区於呂3960 580-5011
杏林堂薬局　小松店 浜北区小松465-3 584-5911
杏林堂薬局　和田店 東区和田町220-1 411-6911
杏林堂薬局　名塚調剤センター 中区名塚町303-1 468-1715
杏林堂薬局　西鹿島駅前店 浜北区上島2345-585 580-5215
杏林堂薬局　二俣店 天竜区二俣町二俣81-1 922-3611
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

12月31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
ドリーム薬局　きが店 北区細江町気賀486-1 523-3666
いなば薬局 中区上島6-30-7 474-1780
住吉グリーン薬局 中区住吉2-12-11 412-7110
ハーバル薬局 東区半田山4-31-5 431-4189
のどか薬局 中区富塚町5069-9 412-1555
なづか薬局 中区名塚町148-1 424-8883
パル薬局 中区高丘北1-33-16 430-5252
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで


