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薬局名 住所 電話番号
時間外 時間外

連絡先
開局時間 休日 備考

豊岡 さわやか薬局 新開943
(0539)
63-0888

要相談 8:30～18:00　火木～16:30　土～13:00 日祝 しらいし眼科隣

豊岡 ドライブスルーとよおか薬局 惣兵衛下新田120-4
(0539)
62-9697

可 0539-62-9696 8：50～18：20　木土～12：50 日祝 まさふみクリニック近く

北部 みらい薬局 大久保544-19 38-5444 要相談 0538-38-5444 9:00～18:30　土～13:00 日祝 うちやまクリニック隣

北部 なずな薬局 見付1276-2 24-7110 要相談 9:00～18:00　木土～12:30 日祝 すずきハートクリニック隣

北部 久井屋薬局 見付2812-1 35-5293 可 0538-35-5293 8:30～19:00　土9:00～18:00 日祝 又一庵本店隣

北部 大阪屋薬局 見付3493 35-4640 要相談 0538-35-4640 9:00～19:00　土～13:00 日祝 マックスバリュ見付店隣

北部 てんじん薬局 水堀395-2 35-6326 可 080-1612-7757 9:00～18:30 水日祝 みつけ内科隣

北部 木の香薬局見付店 見付2690-3 39-0081 要相談 0538-39-0081 9:00～18:30　水土～13:00 日祝 片桐医院隣

北部 リンク薬局見付店 見付1819-15 39-1113 要相談 0538-39-1113 8:30～17:45　水～13:00　土～12:30　 日祝 ハートセンター磐田隣

北部 まごころ薬局大久保店 大久保895-16 38-3770 可 090-7612-0543 9:00～19:00　木～18:00 日祝 吉村内科隣

北部 磐田センター薬局 大久保544-13 38-4600 要相談 0538-38-4600 8:30～18:00　土～17:00 日祝 磐田市立総合病院前

北部 大阪屋薬局大藤店 大久保508-31 38-3399 要相談 8:30～18:00 土日祝 磐田市立総合病院前

北部 虹いろ薬局 岩井2053-4 39-2416 要相談 9:00～17:00　 日祝 服部病院隣

北部 みつけ薬局 見付2349-6 84-7091 要相談 8:30～18:00　水8:00～16:00 日祝 伊藤医院前

北部 薬局ともちゃん。 見付1763-6 21-3141 要相談 9:00～17:30　土～12:30 日祝 えいせい脳外科クリニック前

北部 健康第一薬局富士見町店 富士見町3-16-1 39-7800 可 0538-39-7800 8:30～18:00　木～16:30　土～12：00 日祝 川口医院隣

豊田 薬局フォーリア豊田店 立野字村東509-1 39-3080 可 080-6948-3080 9:00～18:30　水～17:00　土～12：30 日祝 とよだ青葉クリニック隣

豊田 立野薬局 立野2013-10 21-5511 要相談 9:00～18:00　水～16:00 土日祝 豊田ハートクリニック隣

豊田 木の香薬局 宮之一色869-2 39-2385 要相談 0538-39-2385 9:00～19:00　土～13:00 日祝 石川皮ふ科隣

豊田 久井屋薬局加茂店 加茂1184-1 21-0500 可 8:30～18:00　水～16:00　土～12:00 日祝 袴田内科隣

豊田 ウェルシア薬局磐田富丘店 富丘原新田933-1 21-0011 要相談 9:00～18:0 日祝 磐田バイパス豊田東より南200ｍ

豊田 杏林堂薬局豊田小立野店 小立野220 33-4811 可 0538-33-4811 9:00～19:00 日祝 R1沿い天竜そば屋近く

豊田 エール薬局立野店 立野506-1 38-9705 可 090-1983-9705 8:30～13:00＆14:00～18:00　水土～12:00 日祝 ますいこどもクリニック隣

豊田 レオ薬局豊田店 弥藤太島540-1 84-9981 要相談 9:00～13:00&15:00～18:00　土～12:00 日祝 ペインクリニック山城医院隣

豊田 エール薬局富里店 冨里39-3 86-3252 要相談 8:00～18:30　木～16:00　土～12:00 日祝 かげやまクリニック隣

豊田 エール薬局豊田店 豊田328-1 86-6565 可 090-1983-9705 9:00～12:30&15:00～18:00　水～12:30 土日祝 豊田診療所隣

豊田 リンク薬局 富丘字下原602-6 74-8181 要相談 8:30～18:15　水土～12:30 日祝 しむら内科・消化器クリニック隣
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中部 アース薬局 中泉１-4-20 33-1166 要相談 9:00～19:00 日祝 磐田駅近く

中部 国府台薬局 国府台94-3 35-2175 要相談 9:00～19:00 日祝 浜松磐田信用金庫国府台支店北側

中部 とんぼ薬局 中泉2-1-2 33-8900 要相談 9:00～18:00　木土～12:30 日祝 山下クリニック隣

中部 ダリヤいわた薬局 中泉671-4 39-3818 要相談 090-6598-2866 8:30～19:00　土～14:00 日祝 新都市病院隣

中部 あすか薬局磐田南店 鎌田866-9 39-2861 要相談 8:30～18:00　木土～12:30 日祝 三上医院内科小児科隣

中部 エス薬局 中泉1482-1 33-2211 要相談 090-6090-1513 9:00～19:00　水～13:00 土日祝 青島循環器医院北側

中部 秋桜薬局 二ノ宮浅間3-5 33-6006 要相談 9:00～18:00　火土～12:00 水日祝 サーククリニック隣

中部 杏林堂薬局上岡田店 中泉805 21-6210 要相談 0538-21-6210 9:00～20:00 日祝 スーパーバロー前

中部 ファミリー薬局 二ノ宮浅間6-1 21-7788 要相談 9:00～18:00　水土～13:00 日祝 北原医院北側

中部 なかいずみ薬局 中泉2923-1 35-3515 要相談 9:00～18:30　木土～12:30 日祝 あんざいクリニック隣

中部 スギ薬局磐田中泉店 中泉字団子塚2500-1 39-0033 不可 10:00～19:00 土日祝 磐田西小前

中部 グッド薬局国府台店 国府台100-7 30-6266 不可
9:00～18:00　水～19:00　木～13:00
土～17:00

日祝 さくらクリニック横

中部 みかの薬局 三ヶ野台22-8-103 33-8555 要相談 0538-33-8555 9:00～18:30　木7:00～15:00　土～12:00 日祝 いわせ医院隣

中部 杏林堂薬局西貝塚店 西貝塚3025-1 21-4711 可 0538-21-4711 9:00～19:00 日祝 西貝の郷近く

中部 薬局アザレア国府台店 国府台38-7 86-6127 要相談 9:00～18:30　水土～12:30 日祝 国府台整形外科近く

中部 みつは薬局 今之浦3-22-6 39-0328 要相談 9:00～18:15　水～12:30 日･第1,3土 よご内科クリニック隣

中部 薬局フォーリア国府台店 国府台11-1 31-3161 可 080-8654-1062 9:00～18:30　水～12：30　土～13:30 日祝 はかまだ耳鼻咽喉科隣

中部 レモン薬局新貝店 新貝2121-1 24-7888 可 090-1281-7706 9:00～18:00　水土～12：00 日祝 ふたばクリニック隣

南部 しらびょうし薬局 白拍子58-6 30-6528 要相談 8:30～18:00　水～16:00　土～12:30 日祝 鈴木内科隣

福田 まめお薬局 南田74-4 55-0225 要相談 9:00～18:30　土～12:30 日祝 おおかわ耳鼻科隣

竜洋 ひまわり薬局 豊岡5132-3 59-2700 可 0538-59-2700 8:30～19:00　土～12:00 日祝 森下医院隣

竜洋 神谷薬局竜洋西店 十郎島21 59-2152 要相談 8:30～19:30　土～14:00 日祝 山崎医院南へ100ｍ

竜洋 むうみん薬局磐田竜洋店 白羽642 30-6150 可 080-2620-1959 8:30～18:30　木土～12:00 日祝 せきおか整形外科隣

竜洋 とつか薬局 堀之内1400-3 66-0880 要相談 8:30～18:00　木土～13:00 日祝 おおつ内科小児科隣

竜洋 おおぞら薬局平間店 平間1274-110 31-5986 要相談 8:30～18:30　水土～12：30 日祝 杉山整形外科隣


