
ファーマシィ薬局_抗原検査キット取扱いリスト20220803

薬局名 住所 電話番号 営業時間 定休日 夜間・定休日の販売について

ファーマシィ薬局江北 東京都足立区江北4丁目29番5号　 03-5837-4560
月～金　9：00～18：30

土　　　9：00～14：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局かさい中央 東京都江戸川区東葛西六丁目27番11号　アンダンテビル1階 03-5676-5775
月～金　9：00～18：00

土　　    9：00～12：30
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局目黒中央 東京都目黒区上目黒五丁目32番6号　フローラルコート1階 03-3719-7545
月～金　9：00～18：00

土   　    9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局恵比寿中央 東京都目黒区三田一丁目11番29号 03-5794-5220
月～金　9：00～18：30

土　　　9：00～14：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局恵比寿在宅ケア 東京都目黒区三田一丁目12番24　MT3ビル3階 03-5794-3960
月～金　9：00～18：00

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局砧世田谷通り 東京都世田谷区砧3丁目3-1　ハウスTK1階 03-5727-5530

月火金　              9：00～19：00

第1・3水    　      9：00～19：00

第2・4・(5)水　15：00～19：00

土　                      9：00～15：00

木・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局大蔵調剤 東京都世田谷区砧3丁目3-3　メディカルテラス砧1階 03-3417-6755 月～金日祝　9：00～18：30 土 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局大蔵 東京都世田谷区砧三丁目4番1号 03-3417-5377 月～土　9：00～18：30 日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局光が丘 東京都練馬区高松6丁目4番19号 03-6913-1180
月～金　9：00～18:00

土　　　9：00～13:00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局たまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区新石川3丁目15-3 1F 045-507-6305

月～金　　　　9：00～19：00

第2・4土　 　  9：00～17：00

第1・3・5土　 9：00～19：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局天満橋 大阪府大阪市北区同心一丁目8番32号 06-4800-6060
月火水金　　　9：00～19：00

木土　　　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局南森町 大阪府大阪市北区天神橋二丁目5番28号　千代田第二ビル1階 06-6657-4448
月～金　9：00～19：00

土　　　9：00～17：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局とくい 大阪府大阪市中央区徳井町1-3-14　1階 06-4790-7665

月火木金 9：30～19：00

水　　　 9：30～17：30

土　　　 9：30～13：30

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局あい 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-61 06-4305-5877
月～金　9：00～18：00

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局上本町駅前 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町18番21号　上六ときビル1階 06-6772-1830
月～金　9：00～19：30

土　　　9：00～17：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局花園町 大阪府大阪市西成区梅南1丁目2番1号　近大ビル1階 06-6652-0754

月火水金　9：00～19：00

木　           9：00～18：00

土　           9：00～13：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局こくぶ 大阪府柏原市旭ヶ丘3丁目1-68 072-975-4700
月～金　 9：00～19：00

土            9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局藤井寺駅前 大阪府藤井寺市岡2丁目9-13 072-931-1151

月火木金　9：00～19：30

水　　　　9：00～18：00

土　　　　9：00～13：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局はーと 大阪府藤井寺市岡2丁目9-15 072-931-3111
月火木金土　9：00～19：30

水　 　 　  　9：00～17：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局ながの 大阪府河内長野市長野町7-7　ﾏｲﾃﾞﾝﾊｲﾂ1Ｆ 0721-50-4511
月～金　 9：00～20：00

土　　     9：00～14：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局鞍馬口 京都府京都市北区小山下総町44－7　ルセロ鞍馬口1階 075-451-8900
月～金　9：00～18：30

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局五条御前 京都府京都市中京区壬生東高田町44番地1号 075-323-6378
月～金、第1･2･3･5土、第1日　9：00～18：00

第4土　　9：00～13：00
第2～5日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局東山 京都府京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13番14号 075-532-0666
月～金　9：00～18：00

土　　　9：00～12：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局もみじ 京都府京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13番16 075-532-3315
月～金　8：30～17：30

第4土      9：00～12：00

日・祝

第1～3、5土
電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局ほんまち 京都府京都市東山区本町14丁目260 075-533-6337

月水金    　9：00～19：30

火木　　　9：00～17：30

土　　    　9：00～12：30

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局真美ヶ丘 奈良県香芝市真美ヶ丘1-14-5 0745-70-5380

月火水金　8：30～20：00

木　　　　9：00～13：00

土　　　　8：30～12：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局アゼリア 和歌山県和歌山市木ノ本103番地の3 073-480-4807
月～金　8：30～18：00

土　　　8：30～12：30
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局米子センター 鳥取県米子市上福原177-3 0859-36-2831
月～金　9：00～18：00

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局くるみ 鳥取県米子市道笑町4-122-10 0859-38-1211

月・火・水・金　9：00～18：30

木　　　　　　　9：00～17：00

土　　　　　　　9：00～16：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局西福原 鳥取県米子市西福原4丁目9番50号 0859-36-2131

月火木金　9：00～18：30

水　　　　9：00～17：00

土　　　　9：00～16：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局松江センター 島根県松江市西津田8丁目8-8 0852-59-5111

月水木金　9：00～17：00

火　　　　9：00～19：30

第2・4土　9：00～14：00

第1、3、5土・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局きりん 島根県出雲市国富町833-12 0853-62-5884

月火水金  9：00～18：30

木　　　  9：00～17：00

土　  　    9：00～18：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局くにびき 島根県出雲市今市町2078 0853-24-7900
月水木金  8：15～18：30

火土　　  8：15～18：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局しまね渡橋 島根県出雲市渡橋町1104番地 0853-25-2530
月火水金　9：00～13：30　15：00～18：45

木土　　　9：00～12：45
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局まごころ 島根県出雲市武志町733-4 0853-20-1104

月火水金　8：00～18：30

木　　　　8：00～16：00

土　　    　8：00～12：30

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局すこやか 島根県出雲市塩冶町1539-60 0853-25-3434

月水木金  9：00～18：00

火　　　  9：00～19：30

日祝         9：00～12：00、13：00～16：00

土 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局しまね医大前 島根県出雲市塩冶神前1丁目7番4号 0853-20-7520

月・火・水・金　　9：00～18：00

木　　　　　　　　9：00～17：00

土　　　　　　　　9：00～12：30

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局神前 島根県出雲市塩冶神前二丁目1-25 0853-24-8866
月水金　9：00～18：30　　火　9：00～19：30

木　　　9：00～17：00　　土　9：00～16：30
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局花のさと 島根県出雲市下古志町1125-3 0853-24-7715
月～金　8：30～18：00

土　　　9：00～12：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局出雲中央 島根県出雲市姫原4丁目10-2 0853-24-9910

月火水金 8：30～18：30

木　　　 9：00～17：00

土　　　 8：30～17：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局しまね大田 島根県大田市大田町吉永柳ヶ坪1564-3 0854-84-9919
月～金　9：00～17：45

土　　　9：00～12：30
日・祝 電話にてお問い合わせください
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ファーマシィ薬局浜田駅北 島根県浜田市浅井町867-3 0855-25-0715 月～金　9：00～18：00 土・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局益田センター 島根県益田市乙吉町イ103-1 0856-31-1270 月～日祝　8：30～21：00 無休 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局新川 島根県出雲市斐川町直江3965-2 0853-73-8500
月～金　9：00～19：00

土　　　9：00～12：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局ひかわ 島根県出雲市斐川町直江4897-3 0853-73-7744
月～金　9：00～18：30

土　　    9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局さかえ 島根県大田市仁摩町仁万562-1 0854-88-9150
月火木金 8：30～18：30

水　　　 8：30～14：00
土・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局岡山駅西口 岡山県岡山市北区奉還町2-1-29 日笠ﾋﾞﾙ1F 086-898-2880
月～金   8：30～19：00

土　　   8：30～18：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局オレンジ 岡山県岡山市北区下中野718-109 086-805-6646

月火水金　9：00～19：00

木　　　　9：00～17：00

土　　　　9：00～17：30

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局藤原 岡山県岡山市中区藤原23-22 086-271-2888

月火水金   9：00～19：00

木　　　   9：00～17：00

土　　　   9：00～15：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局さにぃ 岡山県倉敷市玉島黒崎3911-5 086-528-0582
月～金       8：30～18：45

第1.3.5土   8：30～12：45
第2、4土・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局西大島 岡山県笠岡市西大島新田669 0865-69-7120

月火水金　9：00～18：30

木　　　　9：00～18：00

土　　　　9：00～17：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局美の浜 岡山県笠岡市美の浜29-66 0865-69-7733
月～金　9：00～18：00

土　       9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局せと 岡山県笠岡市横島1944-1 0865-69-7330
月～金　9：00～20：00

土日祝　9：00～18：00
無休 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局よりしま 岡山県浅口市寄島町7543-10 0865-54-9661
月～金　9：00～18：30

土　　　9：00～17：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局やかげ 岡山県小田郡矢掛町矢掛2685-1 0866-82-5131
月～金　8：30～19：00

土　　　8：30～12：30
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局西江原 岡山県井原市西江原町666-5 0866-65-5960
月～金　9：00～18：30

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局井原セントレ 岡山県井原市井原町543-9 0866-65-1005
月～金　9：00～18：00

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局たかや 岡山県井原市高屋町246-1 0866-67-3556
月～金　9：00～18：30

土　　　9：00～16：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局南本庄 広島県福山市南本庄三丁目2-16 084-973-3738 月～金・日　9：00～18：30 土・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局クレール 広島県福山市御門町三丁目3-9 084-931-3368 月～土　9：00～19：00 日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局すみよし 広島県福山市住吉町6-11 084-920-1264
月～金　9：00～18：30

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局沖野上 広島県福山市沖野上町四丁目15番23号 084-921-9448 月～金　9：00～18：00 土・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局さんて 広島県福山市沖野上町四丁目22-30 084-921-8300 月～金　9：00～16：00 土・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局国立前 広島県福山市沖野上町四丁目23-27 084-931-0726
月～金　8：30～17：30

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局みのみ 広島県福山市水呑町1957-2 084-920-5070

月火水金　9：00～18：30

木　　　　9：00～17：00

土　　　　9：00～13：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局たけがはな 広島県福山市水呑町3590-1 084-968-0117 月～土　9：00～18：00 日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局新徳田 広島県福山市神辺町新徳田三丁目542-2 084-960-0708

月火木金　9：00～18：30

水　　　　9：00～17：00

土　　　　9：00～13：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局神辺 広島県福山市神辺町新徳田三丁目546-2 084-963-5337
月火木金　8：30～19：00

水土　　　8：30～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局加茂 広島県福山市加茂町上加茂392-1 084-949-3780
月火木金土　9：00～18：30

水　　　　　9：00～17：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局伊勢丘 広島県福山市伊勢丘6丁目1-25 084-948-6255
月～金　9：00～18：30

土　　　9：00～12：30
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局だいもん 広島県福山市大門町三丁目19-16 084-946-4445
月火木金  8：30～19：00

土　　　  8：30～17：00
水・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局引野 広島県福山市引野町北五丁目8番16号 084-940-3011
月～金　9：00～18：00

土　　　9：00～12：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局あけぼの 広島県福山市曙町三丁目20-21-1 084-981-2785
月火水金土　9：00～18：30

木　　  　  　9：00～17：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局新涯 広島県福山市新涯町一丁目5-40 084-981-3080

月火水金　9：00～18：30

木　　　　9：00～17：00

土　　　　9：00～13：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局南手城 広島県福山市南手城町二丁目12番18号 084-925-6300

月火水金　9：00～18：00

木　　　　9：00～17：00

土　　　　9：00～12：30

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局ふれあい 広島県尾道市栗原町8517-1 0848-22-2428

月水金　9：00～18：00

火木　　9：00～17：00

土　　　9：00～13：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局尾道 広島県尾道市西御所町6-27 0848-23-8343
月火水金土　9：00～18：30

木　　　　　9：00～17：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局病院前 広島県尾道市新高山3丁目1170-109 0848-56-0560 月～金　8：30～18：00 土・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局新高山 広島県尾道市新高山3丁目1170-247 0848-56-0630
月～金　9：00～17：30

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局あすなろ 広島県尾道市御調町市106 0848-76-3530
月～金　　 8：30～17：30

土　　　 　8：30～12：30
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局せら 広島県世羅郡世羅町本郷822-13 0847-25-0221 月～土　8：00～18：30 日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局府中 広島県府中市鵜飼町555-38 0847-47-1132
月～金　9：00～17：30

土　       9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局マロン 広島県府中市栗柄町2203-1 0847-47-1203

月水金　9：00～18：30

火木　　9：00～17：00

土　　　9：00～13：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局三次 広島県三次市十日市中二丁目13-1 0824-65-2226

月火水金　9：00～17：30

木  　　  　9：00～17：00

土　　　　9：00～13：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局三次センター 広島県三次市東酒屋町586番5号 0824-64-6088 月～金　9：00～16：00 土・日・祝 電話にてお問い合わせください
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ファーマシィ薬局健美 広島県三次市東酒屋町587-1　K'ｚビル2F 0824-64-7770
月～金　9：00～18：00

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局松永ファミール 広島県福山市松永町四丁目1-4　駅前ロータリーマンション1F 084-934-7560
月火水金土　8：30～17：30

木       　        9：00～17：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局今津 広島県福山市今津町二丁目2-10 084-933-5683
月火水金　9：00～18：00

木土　　　9：00～17：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局みのり 広島県福山市今津町二丁目3-9 084-933-6341
月火木金　9：00～18：00

水土　　　9：00～12：30
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局こうぬ 広島県三次市甲奴町本郷636-11 0847-67-5515 月～金　8：30～17：30 土・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局吉田中央 広島県安芸高田市吉田町吉田3782-8 0826-47-0200 月～金　8：30～17：30 土・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局広島タワービル 広島県広島市南区松原町5-1　4F 082-568-1260
月～金　9：00～18：30

　土　　9：00～17：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局宇品神田 広島県広島市南区宇品神田一丁目4-3 ｵｵﾀﾋﾞﾙ1階 082-250-5740
月～金　9：00～18：00

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局たかまつ 香川県高松市観光町539-5 087-832-7866

月火木金  9：00～19：00

水　　　  9：00～17：00

土　　　  9：00～13：00

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局松縄町 香川県高松市松縄町41-4 087-814-5490

月火水金　9：00～18：30

木　　　　9：00～17：00

土　　　　9：00～13：30

日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局観音寺 香川県観音寺市植田町1008-1 0875-57-6860 月～土　 8：00～18：30 日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局観音寺第2 香川県観音寺市植田町1930番地 0875-57-6120 月～土　 8：00～18：30 日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局今治 愛媛県今治市喜田村7丁目2番42号 0898-36-6011
月～金　　　  8：30～18：00

第1・3・5土　8：30～13：00
第2、4土・日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局やえやま 沖縄県石垣市真栄里587-1 0980-84-2255
月～金　9：00～18：00

土　　　9：00～13：00
日・祝 電話にてお問い合わせください

ファーマシィ薬局離島ターミナル 沖縄県石垣市美崎町1番地　石垣港離島ターミナル内 0980-87-0806 月～金　9：00～17：30 土・日・祝 電話にてお問い合わせください
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