
【薬局】

並び順：薬局の名称５０音順

薬局の名称 所在地 備考

アイセイ薬局大瀬店 東区大瀬町2523番地の3

アイセイ薬局コスモス店 北区三方原町100番地の13

アイセイ薬局湖東店 西区湖東町1487番地の39

アイセイ薬局三方原店 北区三方原町566番地の3

あい薬局小池店 東区小池町1566番地

あい薬局ひくま店 中区曳馬一丁目21番11-3号

あい薬局向宿店 中区向宿一丁目21番16号

アイン薬局浜松住吉店 中区住吉一丁目24番1号

あおい薬局幸店 中区幸一丁目15番3号 更生医療のみ

あおい薬局宮竹店 東区宮竹町93番地の1

青十字柿の木坂薬局 浜北区根堅字長坂2583番地の2

秋元薬局 天竜区二俣町二俣１３３２番地

あしたば薬局 東区笠井新田町693番地の5

アツミ薬局 中区大工町303番地の16

渥美薬局 中区池町222番地の21

アトム薬局 東区有玉北町1760番地の10

あらたま薬局 浜北区宮口3288番地

アリア薬局遠州岩水寺店 浜北区於呂2843番地の6 更生医療のみ

アリス薬局上浅田店 中区上浅田一丁目13番4号

有玉あきは薬局 東区有玉北町1992番地の2

あるぷす薬局上島本店 中区上島五丁目11番22号

あるぷす薬局高畑店 浜北区高畑824番地の3

あるぷす薬局富塚店 中区富塚町1038番地の1

いなば薬局 中区上島六丁目30番7号

入野めだか薬局 西区入野町6397番地の2

イルカ薬局 東区半田町130番地の1

いわま薬局 浜北区小松334番地

ウエルシア薬局浜松医大前店 東区半田山四丁目4番10号
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えびつか薬局 中区海老塚二丁目17番17号

おいわけ薬局 北区初生町905番地の5

大坂屋薬局 天竜区水窪町奥領家3026番地の6

おおぞら薬局 東区半田山一丁目22番1号

おおぞら薬局助信店 中区新津町16番地 更生医療のみ

太田薬局 浜北区沼76番地の1

オオツボ薬局 東区笠井町107番地

オレンジ薬局 中区茄子町354番地の20

おろファミリー薬局 浜北区於呂449番地

回春堂薬局 北区細江町気賀96番地

カドヤ薬局 中区布橋二丁目12番46号

きたてら薬局 中区北寺島町209番地の10

杏林堂薬局小豆餅店 中区小豆餅四丁目17番15号

杏林堂薬局エキマチ店 中区砂山町6番地の2

杏林堂薬局遠州病院前店 中区中央一丁目5番1号

杏林堂薬局於呂店 浜北区於呂3960番地

杏林堂薬局佐鳴湖南調剤センター 西区入野町19954番地の189

杏林堂薬局志都呂調剤センター 西区志都呂一丁目2番11号

杏林堂薬局新津店 中区新津町583番地

杏林堂薬局新浜松駅前調剤センター 中区鍛冶町140番地の4

杏林堂薬局高塚調剤センター 南区高塚町1609番地の1

杏林堂薬局富塚店 中区富塚町450番地の1

杏林堂薬局中郡店 東区中郡町1822番地

杏林堂薬局名塚調剤センター 中区名塚町303番地の1

杏林堂薬局西伊場店 中区西伊場町48番24号

杏林堂薬局浜松医大調剤センター 浜松市東区半田山一丁目20番2号

杏林堂薬局浜松医療センター前店 中区佐鳴台五丁目5番4号

杏林堂薬局姫街道店 中区葵西三丁目6番1号
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杏林堂薬局ピーワンプラザ天王店 東区天王町1982番地の3

杏林堂薬局芳川店 南区四本松町460番地の1

杏林堂薬局三方原聖隷前店 北区根洗町579番地の4

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番地の1

杏林堂薬局労災病院前店 東区将監町24番地の22

キョーワ薬局富塚店 中区富塚町1933番地の1

くすり東海堂薬局 天竜区二俣町二俣1260番地の1

くまがい薬局 中区高丘北一丁目9番8号

クリエイトエス・ディー浜松半田山店薬局 東区半田山四丁目30番6号

くるみ薬局 北区都田町8573番地の2

クローバー薬局 浜北区東美薗1570番地の3 更生医療のみ

コストコホールセール浜松倉庫店薬局 東区上西町1020番地の28

ことぶき薬局 南区四本松町187番地の2

木の香薬局蜆塚店 中区蜆塚四丁目18番14号

このみ薬局高林店 中区高林四丁目6番41号 更生医療のみ

小松薬局 浜北区小松4670番地の1

ささがせ薬局 東区篠ケ瀬町434番地の8

笹田薬局 中区富塚町2207番地の1

さわい薬局 南区芳川町426番地 更生医療のみ

四季平安堂薬局 西区舞阪町弁天島2728番地の14

しとろ調剤薬局 西区志都呂二丁目39番9号

品川薬局萩丘店 中区萩丘四丁目7番18号

しましま薬局 南区三島町1784番地の4

助信駅前薬局 中区新津町40番地の1

有限会社鈴木薬局 西区入野町6300番地の1

住吉グリーン薬局 中区住吉二丁目12番11号

すみれ薬局 東区丸塚町525番地の1

すみれ薬局引佐店 北区引佐町金指1024番地の6
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そうで薬局 中区早出町222番地の12

たかはし薬局 中区住吉二丁目36番8号

玉木薬局 東区天龍川町167番地の1 更生医療のみ

中央ガイド薬局 中区中央一丁目4番26号

つづき薬局 北区三ヶ日町都筑2480番地の3

つばさ薬局 西区大平台三丁目29番7号

天王あきは薬局 東区天王町1945番地の2

天竜あきは薬局 天竜区二俣町二俣92番地の1

天竜グリーン薬局 天竜区二俣町二俣2406番地の11

トクダ薬局 中区西伊場町1番3号

ドリーム薬局きが店 北区細江町気賀４８６番地の１ 更生医療のみ

ドリーム薬局こまつ店 浜北区小松697番地の3 更生医療のみ

ドレミ薬局 中区領家二丁目1番5号

どんぐり薬局 中区小豆餅四丁目4番22号

中条つばめ薬局 浜北区中条265番地の2

南山堂薬局浜北平口店 浜北区小松1696番地

ニコニコ堂薬局 中区布橋三丁目9番8号

西ケ崎グリーン薬局 東区西ケ崎町1051番地の2

日本調剤住吉薬局 中区住吉二丁目32番1号

日本調剤三方原薬局 北区根洗町550番地の4

のぞみ薬局 中区寺島町1054番地

のどか薬局 中区富塚町5069番地の9

ハーバル薬局 東区半田山四丁目31番5号

有限会社袴田薬局 北区三幸町476番地の2

長谷川薬局 北区細江町中川7216番地の6

初生薬局 北区初生町706番地の1

浜北薬局 浜北区沼115番地の4 更生医療のみ

浜松センター薬局 中区富塚町351番地の2
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ハママツ薬局高丘店 中区高丘北三丁目5番23号

早川薬局 南区下江町434番地

はやし薬局 北区初生町1176番地の5

ハロー薬局坪井店 西区坪井町4699番地

ハロー薬局東田町店 中区中央一丁目15番1号

はんど薬局 東区将監町12番地の5

はんど薬局浜北わかば店 浜北区小松131番地の1

パーク薬局 西区湖東町1487番地の7

ひかる薬局 中区助信町20番35号

ひくま薬局 中区曳馬五丁目17番8号

ひまわり薬局 中区佐藤一丁目23番3号 更生医療のみ

ひまわり薬局気賀店 北区細江町気賀146番地の4 更生医療のみ

ひらの薬局 中区曳馬四丁目1番12号

ファーマライズ薬局浜松店 中区住吉二丁目12番23号

ファーマライズ薬局浜松中央店 中区中央一丁目5番26号

ファーマライズ薬局三方原店 北区根洗町566番地

フタバ薬局 中区鍛冶町100番地の1

ふれあい薬局 浜北区道本28番地の4

牧沢薬局 中区高林三丁目7番2号

ミキ薬局 中区鴨江三丁目51番2号 更生医療のみ

三ケ日ドリーム薬局 北区三ヶ日町岡本822番地の3 更生医療のみ

宮口グリーン薬局 浜北区宮口837番地の4

やくろう薬局 西区村櫛町3953番地の3

薬局アザレア浅田店 中区西浅田二丁目1番18号

薬局アザレア大平台店 西区大平台一丁目22番31号

薬局アザレア三方原店 北区根洗町560番地の2

薬局フォーリア 東区天王町1742番地の2

薬局フォーリア小池店 東区小池町2661番地の3
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薬局フォーリア中郡店 東区中郡町393番地の2

薬局フォーリア和合店 中区和合北一丁目1番32号

薬局マツモトキヨシ浜松中央店 中区中央一丁目1番1号

有限会社山内天昌堂薬局 東区中野町2104番地

やまと薬局三和店 南区三和町332番地の2

ゆい薬局上島店 中区上島五丁目21番26号

リード調剤薬局 東区市野町2461番地の5

レモン薬局ハート店 北区根洗町535番地の2

レモン薬局三方原店 北区根洗町550番地

レモン薬局和合店 中区和合町27番地の13

わかくさ薬局 東区笠井新田町180番地の2
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