
2月5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
住吉グリーン薬局 中区住吉2-12-11 412-7110
ホワイト薬局 南区新橋町496-2 447-7166
薬局アザレア　三方原店 北区根洗町560-2 414-0600
アイン薬局　きらりタウン店 浜北区染地台1-25-6 581-9700
アイセイ薬局　三方原店 北区三方原町566-3 414-5760
アリス薬局　とよおか店 北区豊岡町397-4 430-5568
あい薬局　向宿店 中区向宿1-21-16 467-2221
ドリーム薬局しんじょはら店 湖西市新所原2-5-23 577-0710
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

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
レモン薬局  三方原店 北区根洗町550 430-5592
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
あいあい薬局 湖西市鷲津3143-2 574-0880
渥美薬局 中区池町222-21 455-4630
ほんごう薬局 南区本郷町1314-22 424-8228
入野めだか薬局 西区入野町6397-2 445-3788
和み薬局 中区和合町220-2488 475-0753
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

2月12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
かぐら薬局 東区和田町200-3 411-1166
このみ薬局　浜北店 浜北区小林1256-1 584-2828
杏林堂薬局　浜北店 浜北区本沢合127-1 586-8811
このみ薬局 北区引佐町金指1578-9 542-3771
レモン薬局  ハート店 北区根洗町535-2 414-5191
おおぞら薬局　上島店 中区上島6-3-45 401-2733
アイン薬局　浜松中央店 中区中央1-15-5 浜松ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ1階 456-4957
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで



2月19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
ひくま薬局 中区曳馬5-17-8 471-0990
きらり薬局　高丘東 中区高丘東1-2-32 430-1777
薬局フォーリア 子安店 東区子安町301-7 581-8833
あい薬局　浜北上島店 浜北区上島185-1 583-1010
入野薬局 西区入野町9435-3 445-5707
    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
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
住吉グリーン薬局 中区住吉2-12-11 412-7110
宮口グリーン薬局 浜北区宮口837-4 580-1500
ドレミ薬局 中区領家2-1-5 468-7766
このみ薬局　浜北店 浜北区小林1256-1 584-2828
ひまわり薬局　気賀店 北区細江町気賀146-4 527-3800
このみ薬局　小池店 東区小池町535-1 431-3232
薬局フォーリア 入野店 西区入野町8873-1 445-2515
    処方せん受付時間     午前９時～午後６時まで

2月26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
レモン薬局  三方原店 北区根洗町550 430-5592
弘済堂薬局 浜北区上島459-1 583-1236
アイン薬局　浜松住吉店 中区住吉1-24-1 478-2888
天王あきは薬局 東区天王町1945-2 423-3663
アイセイ薬局　湖東店 西区湖東町1487-39 484-3328
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


