
指定薬局 R4.11.1現在

薬局名称 所在地

スギヤマ調剤薬局豊橋店 豊橋市青竹町字青竹92

スギヤマ薬局三ノ輪店 豊橋市三ノ輪町字本興寺15-2

スギヤマ薬局花田店 豊橋市花田町字荒木49-1

スギヤマ薬局高師店 豊橋市上野町字上野124番地6

ハーブ薬局　富士見店 豊橋市富士見台3-15-5

ハーブ薬局　大清水店 豊橋市南大清水町字富士見754-3

ハーブ薬局　牟呂店 豊橋市牟呂町大塚86-5

有限会社　東京堂薬局 豊橋市東雲町67-9

市川仁命堂薬局 豊橋市大崎町東里中32

むさし薬局 豊橋市南栄町字東山215番地の2

ナガオ漢方薬局 豊橋市浜道町字百々池45-83

コスモ調剤薬局 豊橋市大崎町広沢83-1

まんてん薬局 豊橋市牟呂町東里61番地の2

クリエイト薬局豊橋小松町店 豊橋市小松町233－3

ニック豊橋ドライブスルー薬局 豊橋市青竹町字八間西16-3

中島薬局 豊橋市東松山町136

めいぷる薬局 豊橋市東小鷹野三丁目12－21

ゆたか調剤薬局 豊橋市向山台町8番地の6　グランビスタ向山1F

ゆたか調剤薬局　往完店 豊橋市往完町往還東39－2

有限会社　山本薬局　山本調剤薬局 豊橋市藤沢町107－1

日の丸薬局駅前店 豊橋市駅前大通1－17

日の丸薬局二川店 豊橋市二川町北裏1－12

オカムラ薬局 豊橋市西岩田2－10－7

オカムラ調剤薬局 豊橋市佐藤2－3－6

スギ薬局　菰口店 豊橋市菰口町三丁目25番地

スギ薬局　東田店 豊橋市老松町16

スギ薬局　牟呂店 豊橋市東脇四丁目22番地12

スギ薬局　豊橋南店 豊橋市大清水町字大清水3番地1182　豊橋南プラザ内

スギ薬局　青竹店 豊橋市青竹町字八間西10番地1



薬局名称 所在地

スギ薬局　豊橋牧野店 豊橋市牧野町字牧野26番地47

スギ薬局　西岩田店 豊橋市西岩田一丁目4番地8

スギ薬局　二川店 豊橋市大岩町字西郷内150番地1

スギ薬局　井原店 豊橋市井原町29番地1

スギ薬局　石巻店 豊橋市石巻本町字東野15－39

スギ薬局　飯村店 豊橋市西口町字土橋10番地1

スギ薬局　東岩田店 豊橋市東岩田1丁目11－7

スギ薬局　豊橋中浜店 豊橋市中浜町219番地68

ファーマシー了生薬局向山店 豊橋市向山町字中畑13－1　マイルストーンビル1Ｆ

鳥居薬局 豊橋市小池町字原下30－3

有限会社グレープ　やまざき薬局 豊橋市西幸町字浜池51－17

アイランド薬局　石巻本町店 豊橋市石巻本町市場86－3

牟呂調剤薬局 豊橋市東脇2－14－7　大和田ハイツ101,102

銀杏薬局 豊橋市草間町字二本松25－4

スマイル調剤薬局 豊橋市弥生町東豊和94－1

大井薬局　豊橋やよい店 豊橋市弥生町字中原71番2

大井薬局　なかの店 豊橋市中野町字大原46－2

大井薬局　豊橋前芝店 豊橋市前芝町字西堤3番地2

ココカラファイン薬局　青竹店 豊橋市青竹町字八間西17－1

ココカラファイン薬局　豊橋医療センター前店 豊橋市飯村町字浜道上50番地1

ココカラファイン薬局　西高師店 豊橋市西高師町字沢向5

シーズ調剤薬局二川店 豊橋市大岩町字北元屋敷34番地15

ココカラファイン薬局　吉川店 豊橋市吉川町161番地の1

ココカラファイン小鷹野薬局 豊橋市西小鷹野2－1－1

ココカラファイン薬局　草間店 豊橋市中野町字大原17－1

フジ薬局 豊橋市多米西町一丁目4の21

あっぷる調剤薬局長池店 豊橋市下地町長池75

あっぷる調剤薬局　飯村西山店 豊橋市飯村北1丁目1番地1

前芝調剤薬局 豊橋市前芝町字山内40－3



薬局名称 所在地

豊橋東部調剤薬局 豊橋市飯村北三丁目14－3

小原薬局 豊橋市平川本町2丁目12－3

村松薬局 豊橋市平川南町80番地1

薬局マツモトキヨシ豊橋駅ビルカルミア店 豊橋市花田町西宿無番地

ローズ調剤薬局三本木店 豊橋市三本木町字新三本木107－7

有限会社佐藤薬局さとう調剤薬局 豊橋市小畷町308

有限会社佐藤薬局　つつじが丘店 豊橋市つつじが丘二丁目28－13

さつき薬局 豊橋市野依台1－32－9

ドラッグヤマムラ　野依台薬局 豊橋市野依台1丁目34－13

フローラー薬局　賀茂店 豊橋市賀茂町宗末50－1

チカラ薬局 豊橋市八町通5－16－1

有限会社ピョンピョン薬局 豊橋市牟呂外神町14番地の3

新生ファーマシー 豊橋市井原町106－3

ほのぼの薬局 豊橋市春日町二丁目3番地1　　

かめい調剤薬局　草間店 豊橋市草間町字東山135－3

かめい調剤薬局　花田店 豊橋市花田二番町79－3

かめい調剤薬局　吉川店 豊橋市吉川町224－1

中央調剤薬局 豊橋市大橋通2－112

元気薬局　曙店 豊橋市曙町字松並7番2

りーふ薬局 豊橋市大清水町字大清水3－867

いちご薬局　小鷹野店 豊橋市西小鷹野4－8－22

みゆきファーマシー 豊橋市西幸町古並291－3

みゆきファーマシー東新町店 豊橋市東新町200－2

みゆきファーマシー羽田店 豊橋市羽田町40－1



薬局名称 所在地

かもた調剤薬局 豊橋市東橋良町23－1

うらら調剤薬局　豊橋店 豊橋市飯村町字高山206－1

さくら薬局 豊橋市高師本郷町字北浦74－3

あんず薬局 豊橋市牧野町86

向日葵薬局 豊橋市飯村北5－2－14

あおぞら薬局 豊橋市東脇1－7－14

アザレア薬局 豊橋市大橋通1－90　越知ビル1F

いずみ薬局　おだかの店 豊橋市西小鷹野1－13－8

アリミ薬局 豊橋市中岩田2－14－5

黒田大学堂薬局 豊橋市南松山町25番地

フロンティア薬局花田店 豊橋市花田町字小松66－7

明快堂薬局 豊橋市井原町46－6

タケダ薬局 豊橋市西幸町字幸38番地

いちご薬局　 豊橋市東田町258－5

日本調剤豊橋薬局 豊橋市佐藤一丁目14番地24

ウエルシア薬局　豊橋東森岡店 豊橋市東森岡1丁目11番16

ウエルシア薬局　豊橋平川本町店 豊橋市平川本町1丁目12－2

ウエルシア薬局　豊橋花中町店 豊橋市花中町119－1

ほの国薬局 豊橋市飯村町字西山25番地118　1階　101号室

オリーブ薬局　豊橋店 豊橋市牛川町字中郷105-3

みかん薬局 豊橋市東脇1-8-8　ＲＹビル1階

バニラ薬局南栄店 豊橋市南栄町字東山226-1　1階

アイセイ薬局　東田店 豊橋市岩田町字道合83-1

アイセイ薬局　こもぐち店 豊橋市菰口町5丁目101番地

アイセイ薬局　豊橋大山店 豊橋市大山町字松荒9番地4

アイセイ薬局　つつじが丘店 豊橋市つつじが丘2丁目7番25

しずか調剤薬局みのわ店 豊橋市三ノ輪町字三ノ輪5-11



薬局名称 所在地

そよかぜ薬局　みのわ店 豊橋市三ノ輪町字三ノ輪5番地15

日の丸調剤薬局　高師店 豊橋市向草間町字北新切121-2

(有）よねざわ調剤薬局 豊橋市大橋通１丁目69番地

イオン薬局豊橋南店 豊橋市野依町字落合１番地１２

どんぐり薬局 豊橋市萱町１４　八千代ビル１階Ｂ号室

クオール薬局豊橋店 豊橋市八通町１－２

クオール薬局豊橋南店 豊橋市南大清水町字富士見４５５－１

クオール薬局　豊橋岩屋店 豊橋市岩屋町字岩屋下３９－１３

アイン薬局　豊橋東店 豊橋市飯村町高山207－5

あゆみ調剤薬局 豊橋市中世古町86番地

とよはしいむれファーマシー 豊橋市飯村北一丁目７番３

ココカラファイン薬局　つつじが丘店 豊橋市つつじが丘2-29-16

クスリのアオキ東脇薬局 豊橋市東脇三丁目４番地３

タートル薬局 豊橋市西幸町字笠松32番1

スギ薬局　下地店 豊橋市下地町操穴39番地3

浜道調剤薬局 豊橋市浜道町字北側85番地1

日の丸薬局　浜道店 豊橋市浜道町字南側50番地2

コトブキ調剤薬局　豊橋店 豊橋市青竹町字八間西37-5

わかば薬局　豊橋店 豊橋市吉川町246番地5

まごころ薬局二川店 豊橋市大岩町字北山349-3

バニラ薬局高師店 豊橋市高師本郷町字北浦78-2

大手町薬局 豊橋市大手町1番地　2階

ポトス薬局　にしみゆき店 豊橋市西幸町字笠松29-3

中央薬局 豊橋市駅前大通1－46－1　豊鉄ターミナルビル1F

まごころ薬局　神明店 豊橋市神明町108

スギヤマ薬局舟原店 豊橋市舟原町174

とよはしむかいやまファーマシー 豊橋市三ノ輪町字三ノ輪8番地3-2

あるぷす薬局　豊橋店 豊橋市弥生町西豊和9番4

クスリのアオキ山田三番町薬局 豊橋市山田三番町46番地

ココカラファイン薬局江島店 豊橋市江島町50番地1



薬局名称 所在地

キョーワ薬局　豊橋店 豊橋市山田二番町２番地１

キョーワ薬局　立花店 豊橋市立花町６番地

キョーワ薬局　緑ヶ丘店 豊橋市忠興２丁目１４番１７

岩田調剤薬局 豊橋市東岩田四丁目11-32

スギ薬局　飯村東店 豊橋市飯村北四丁目8番地6

きりん薬局 豊橋市南大清水町字元町210-5

サンドラッグ豊橋曙薬局 豊橋市曙町松並101-210

大沢薬局　白河店 豊橋市白河町30番地の1

スギ薬局　飯村東店 豊橋市飯村北四丁目8番地6

きりん薬局 豊橋市南大清水町字元町210-5

サンドラッグ豊橋曙薬局 豊橋市曙町松並101-210

大沢薬局　白河店 豊橋市白河町30番地の1

ウエルシア薬局　豊橋牟呂店 豊橋市牟呂町字大塚56番地1

おとうさん薬局 豊橋市前田南2丁目25－1

アピス薬局　豊橋店 豊橋市八町通3丁目113番地

エムハート薬局　中橋良店 豊橋市中橋良町67－2

エムハート薬局　やまだ店 豊橋市山田二番町77－4

エムハート薬局　まつば店 豊橋市松葉町3－12

エムハート薬局　とよはし南店 豊橋市佐藤3－18－5

エムハート薬局　とよはし店 豊橋市牟呂町西明治源助掘6－6

クスリのアオキ大岩薬局 豊橋市大岩町字久保田13番地2

クオール薬局豊橋東店 豊橋市吾妻町61-4

スギ薬局　在宅調剤センター下地店 豊橋市下地町操穴39番地3

きらり薬局　飯村 豊橋市飯村町字高山10-2


