
医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

東部 アイセイ薬局 伊豆下田店 415-0021 下田市一丁目19-29 0558-25-1055 0558-25-1056

月(8:00-17:00)/火(8:00-17:00)/水(8:00-

17:00)/木(8:00-17:00)/金(8:00-17:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0558-25-1055

東部
有限会社下田調剤センターヒカ

リ薬局上の山店
415-0013 下田市柿崎字大坪432-6 0558-23-6070 0558-23-6071

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-4113-6070

東部 ヒカリ薬局高馬店 415-0034 下田市高馬132-1 0558-36-4007 0558-36-4008

月(8:30-17:30)/火(8:30-17:30)/水(8:30-

17:30)/木(8:30-17:30)/金(8:30-17:30)/

土(8:30-17:30)/日(休)/祝(休)

月(8:30-21:00)/火(8:30-21:00)/水

(8:30-21:00)/木(8:30-21:00)/金

(8:30-21:00)/土(8:30-19:00)/日

(8:30-19:00)/祝(8:30-19:00)

080-1600-5712

東部
有限会社下田調剤センター ヒ

カリ薬局中村店
415-0017 下田市東中 6-1 0558-25-2220 0558-25-2221

月(9:00-1800)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-12:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-8734-2220

東部 いなずさ薬局 413-0705 下田市箕作387-2 0558-28-3350 0558-28-3355

月(8:45-17:30)/火(8:45-17:30)/水(8:45-

17:30)/木(8:45-17:30)/金(8:45-17:30)/

土(8:45-17:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-3383-7225

東部 上河津薬局 413-0506 賀茂郡河津町下佐ケ野374 0558-35-0101 0558-36-8400

月(8:00-16:30)/火(8:00-16:30)/水(8:00-

16:30)/木(8:00-12:00)/金(8:00-16:30)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 今井浜薬局 413-0503 賀茂郡河津町見高164-11 0558-34-2500 0558-32-2323

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0558-34-2500

東部 あおば薬局 410-3624
賀茂郡松崎町江奈229-3-

1
0558-42-1166 0558-42-1173

月(8:30-17:30)/火(8:30-17:30)/水(8:30-

17:30)/木(8:30-17:30)/金(8:30-17:30)/

土(8:30-10:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 ひまわり薬局松崎店 410-3611 賀茂郡松崎町松崎373-3 0558-43-1515 0558-43-1516

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 あらり薬局 410-3502
賀茂郡西伊豆町安良里

336-1
0558-54-4830 0558-54-4828

月(8:30-18:00)/火(8:30-20:30)/水(8:30-

16:30)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0558-54-4830

東部 うさぎ薬局 仁科店 410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科139 0558-52-2411 0558-52-2421

月(9:00-17:30)/火(9:00-17:30)/水(9:00-

17:00)/木(9:00-17:30)/金(9:00-17:30)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

東部 田子薬局 410-3515 賀茂郡西伊豆町田子945-1 0558-53-0030 0558-53-3811

月(8:30--18:00)/火(8:30--18:00)/水

(8:30--18:00)/木(8:30--18:00)/金(8:30--

18:00)/土(8:30--12:30)/日(休)/祝(休)

月(8:30--18:00)/火(8:30--18:00)/水

(8:30--18:00)/木(8:30--18:00)/金

(8:30--18:00)/土(8:30--12:30)/日

(休)/祝(休)

0558-53-0030

東部 トミタ薬局 413-0411
賀茂郡東伊豆町稲取６７２

－１
0557-952-107 0557-95-5917

月(8:30-19:30)/火(8:30-19:30)/水(8:30-

19:30)/木(8:30-19:30)/金(8:30-19:30)/

土(8:30-18:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0557-95-2107

東部 マンヤ薬局 414-0001 伊東市宇佐美１８１４ 0557-48-9227 0557-48-9257

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 堀野薬局 宇佐美店 414-0001 伊東市宇佐美1968-8 0557-48-0709 0557-48-0719

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ

東部 うさぎ薬局 岡店 414-0055 伊東市岡217-25 0557-35-5656 0557-35-5657

月(8:45-17:30)/火(8:45-17:30)/水(8:45-

17:30)/木(8:45-17:30)/金(8:45-17:30)/

土(8:45-17:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-8473-6110

現在キットの流通が不安定なた

め、在庫が無い時がある可能性

があります。

東部 おおぞら薬局 みはらし店 414-0055 伊東市岡217-28 0557-32-0801 0557-32-0802

月(8:30-17:30)/火(8:30-17:30)/水(8:30-

17:30)/木(8:30-17:30)/金(8:30-17:30)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 おおぞら薬局 荻店 414-0053 伊東市荻 398-13 0557-52-3030 0557-52-3031

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 アサカ薬局銀座元町店 414-0028
伊東市銀座元町6－21－

301
0557-35-4433 0557-35-4434

月(休)/火(9:00-12:30 13:30-16:30)/水

(9:00-12:30 13:30-16:30)/木(9:00-12:30

13:30-16:30)/金(9:00-12:30 13:30-

16:30)/土(9:00-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 うさぎ薬局広野店 414-0038 伊東市広野1-3-26 0557-52-3636 0557-52-3637

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-18:30)/日(休)/祝(休)

月(10:00-17:00)/火(10:00-17:00)/水

(10:00-17:00)/木(10:00-17:00)/金

(10:00-17:00)/土(10:00-17:00)/日

(休)/祝(休)

対応不可
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

東部 ヒカリ薬局 南伊東店 414-0037 伊東市桜ガ丘1-1-25 0557-38-3167 0557-38-3168

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-8670-3167
購入希望があれば事前に連絡を

いただきたいです。

東部 アサカ薬局中央町店 414-0011 伊東市松川町3－10 0557-32-1000 0557-32-1001

月(900-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 アサカ薬局 414-0046 伊東市大原3－15－17 0557-36-5405 0557-38-6472

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-17:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 (株)イトウ薬局松原猪戸店 414-0004 伊東市猪戸1-9-14 0557-37-6032 0557-36-3595

月(8:00-20:00)/火(8:00-20:00)/水(8:00-

20:00)/木(8:00-20:00)/金(8:00-20:00)/

土(8:00-20:00)/日(8:00-20:00)/祝(8:00-

20:00)

開局時間と同じ 0557-37-6032

東部 つばめ薬局 414-0022 伊東市東松原町16-17 0557-38-3390 0557-38-3391

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00:-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0557-38-3390

東部 うさぎ薬局 湯川店 414-0002 伊東市湯川3-11-1 0557-32-2022 0557-32-2021

月(9:00-18:00)/火(9:00-17:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-17:00)/

土(9:00-18:00)/日(休)/祝(休(開局している

場合もあり))

開局時間と同じ 対応不可

東部 宮川薬局 413-0232 伊東市八幡野1189-151 0557-53-0086 0557-53-0055

月(9:00-12:00 13:00-18:00)/火(9:00-

12:00 13:00-18:00)/水(9:00-12:00

13:00-18:00)/木(9:00-12:00 13:00-

18:00)/金(9:00-12:00 13:00-18:00)/土

(9:00-12:00 13:00-17:00)/日(休)/祝

(9:00-12:00 13:00-16:00)

開局時間と同じ 対応不可

東部 くるみ薬局 伊豆高原店 413-0232 伊東市八幡野1190-1 0557-53-6464 0557-53-6465

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-17:00)/金(900-18:30)/土

(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0557-53-6464

東部 ほりの薬局瓶山店 414-0001 伊東市瓶山1-9-8 0557-38-5265 0557-38-5269

月(8:30-17:00)/火(8:30-17:00)/水(8:30-

17:00)/木(8:30-17:00)/金(8:30-17:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 うさぎ薬局 大室高原店 413-0235 伊東市富戸1317-5723 0557-33-6110 0557-33-6115

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-17:30)/日(9:00-13:00)/祝(休)

開局時間と同じ 0557-33-6110
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

東部 薬局１２３ 413-0002 熱海市伊豆山５７９－６０ 0557-80-4034 0557-80-1810

月(9:00-17:30)/火(9:00-17:30)/水(9:00-

17:30)/木(9:00-17:30)/金(9:00-17:30)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

月(時間外は自宅にいれば対応可能)/火(時

間外は自宅にいれば対応可能)/水(時間外

は自宅にいれば対応可能)/木(時間外は自

宅にいれば対応可能)/金(時間外は自宅に

いれば対応可能)/土(時間外は自宅にいれ

ば対応可能)/日(時間外は自宅にいれば対

応可能)/祝(時間外は自宅にいれば対応可

能)

090-9414-9166

東部 共創未来 伊豆多賀薬局 413-0101 熱海市上多賀189-9 0557-87-1212 0557-87-1213

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-12:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0557-87-1212

東部 さくらんぼ薬局 413-0021 熱海市清水町20-14 0557-48-6303 0557-48-6305

月(8:30-14:00)/火(8:30-14:00)/水(8:30-

14:00)/木(8:30-17:30)/金(8:30-14:00)/

土(8:30-14:00)/日(休)/祝(休)

月(8:30-17:30)/火(8:30-17:30)/水

(8:30-17:30)/木(8:30-17:30)/金

(8:30-17:30)/土(8:30-17:30)/日(休)/

祝(休)

0557-48-6303

東部 岡田薬局 413-0015 熱海市中央町4-18 0557-82-6111 0557-83-0111

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-16:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0557-82-6111

東部 かもめ薬局 413-0011
熱海市田原本町9-1熱海第

一ビル2階
0557-85-4666 0557-85-4667

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-16:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 みらい薬局 413-0011
熱海市田原本町9-1熱海第

一ビル4階
0557-85-3377 0557-85-3378

月(9:00-17:30)/火(9:00-17:30)/水(9:00-

17:30)/木(9:00-17:30)/金(9:00-17:30)/

土(9:00-12:30)/日(9:30-17:30)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 グリーン原田薬局 410-2504 伊豆市関野29-1 0558-75-2025 0558-75-2026

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 うさぎ薬局修善寺店 410-2413 伊豆市小立野９０－１ 055-873-2345 055-874-3900

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

月(9:00-10:00 14:00-16:00)/火(9:00-

10:00 14:00-16:00)/水(9:00-10:00

14:00-16:00)/木(9:00-10:00 14:00-

16:00)/金(9:00-10:00 14:00-16:00)/

土(9:00-10:00)/日(休)/祝(休)

055-873-2345
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

東部 うさぎ薬局 大仁店 410-2322 伊豆の国市吉田354-4 0558-75-5520 0558-75-5521

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(休)/木

(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/土(8:30-

12:30)/日(8:30-12:30)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

先日まで販売しておりました

が、検査キットが入ってこない

為、現在は販売できない状況で

す。

東部 加茂川町支店丸屋薬局 411-0034 三島市加茂川町22ー14 055-981-5010 055-981-5011

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-16:30)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 055-981-5010

東部 みつばち薬局 三島駅前店 411-0039
三島市寿町2-16あなたの

ビル1階
055-981-5530 055-981-5568

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(休)/金(9:00-18:00)/土(9:00-

16:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 有限会社あかし薬局 411-0032 三島市末広町3-1 055-986-4486 055-986-4231

月(9:00-13:00 14:30-18:00)/火(9:00-

13:00 14:30-18:00)/水(9:00-13:00

14:30-18:00)/木(9:00-13:00 14:30-

18:00)/金(9:00-13:00 14:30-18:00)/土

(9:00-15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 055-986-4486

東部 せりざわ薬局 410-1304 駿東郡小山町藤曲54-90 0550-76-4111 0550-76-4161

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ

東部 とくら薬局 411-0917 駿東郡清水町徳倉1006-1 055-935-5001 055-935-5005

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-16:00)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-14:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ

東部 中土狩薬局 411-0942 駿東郡長泉町中土狩366-1 055-980-0033 055-980-0111

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-13:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 するが薬局 411-0932 駿東郡長泉町南一色425-7 055-988-3312 055-988-3312

月(9:00-19:30)/火(9:00-19:30)/水(9:00-

19:30)/木(休)/金(9:00-19:30)/土(9:00-

13:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 メディオ薬局根古屋店 410-0309 沼津市根古屋308-1 055-967-9779 055-969-3270

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

17:00)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 055-967-9779

5



医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

東部 むすび薬局 410-0872 沼津市小諏訪４３６－２ 055-955-8381 055-955-8383

月(8:00-19:00)/火(8:00-19:00)/水(8:00-

19:00)/木(8:00-19:00)/金(8:00-19:00)/

土(8:00-18:00)/日(休)/祝(休)

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水

(9:00-18:30)/木(9:00-18:30)/金

(9:00-18:30)/土(9:00-17:30)/日(休)/

祝(休)

055-955-8381

東部 メイプル薬局大岡店 410-0022 沼津市大岡1066-3 055-954-2033 055-954-2034

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 さんさん薬局 410-0022 沼津市大岡1399-1 055-954-3300 055-954-3301

月(9:00∼19:00)/火(9:00∼19:00)/水

(9:00∼19:00)/木(9:00∼17:00)/金

(9:00∼19:00)/土(9:00∼13:00)/日(休)/祝

(休)

055-954-3300

東部 とやま薬局大岡店 410-0022 沼津市大岡2445-12 055-921-9923 055-921-2663

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-19:00)/日(休)/祝(休)

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水

(9:00-19:00)/木(9:00-19:00)/金

(9:00-19:00)/土(9:00-19:00)/日(休)/

祝(休)

055-921-9923

東部 下石田かもめ薬局 410-0022 沼津市大岡836-20 055-929-7763 055-929-7764

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 055-929-7763

東部 小島薬局筒井町店 410-0041 沼津市筒井町11-2 055-941-6820 055-941-6821

月()/火(8/26、現在は販売していないが、販

売を検討中→販売開始、リスト掲載)/水

(8:30-19:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-

19:00)/土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 有限会社ミス薬局 410-0805 沼津市白銀町６－７ 055-962-8618 055-952-4074

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-17:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 055-962-8618

東部 みつばち薬局 410-0817 沼津市本郷町27-23-2 055-934-8332 055-934-8334

月(8:45-18:00)/火(8:45-18:00)/水(8:30-

16:30)/木(8:45-18:00)/金(8:45-18:00)/

土(8:45-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部
ファーマライズ薬局 沼津柳町

店
410-0043 沼津市柳町３－１９ 055-927-2626 055-927-2627

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-18:00)/日(休)/祝(9:00-18:00)

開局時間と同じ 055-927-2626
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

東部 東口薬局 412-0043 御殿場市新橋1935-9 0550-84-0195 0550-84-6011

月(9:00--18:00)/火(9:00--18:00)/水

(9:00--18:00)/木(9:00--16:00)/金(9:00--

18:00)/土(9:00--16:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 なのはな薬局 412-0033 御殿場市神山738-71 0550-87-6870 0550-87-6878

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(8:30-13:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 アイセイ薬局 富士錦町店 417-0045 富士市錦町1丁目42番地 0545-55-5851 0545-53-5440

月(8:30-18-30)/火(8:30-18-30)/水(8:30-

18-30)/木(8:30-18-30)/金(8:30-18-30)/

土(8:30-17:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可
在庫は十分とは言い難い状況で

す

東部 慧光薬局 417-0861 富士市広見東本町13番7号 0545-23-0111 0545-23-0112

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:00-17:00)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0545-23-0111

東部 うさぎ薬局 高島店 417-0048 富士市高島町106 0545-30-7904 0545-30-7905

月(8:30-17:30)/火(8:30-17:30)/水(8:30-

17:30)/木(8:30-17:30)/金(8:30-17:30)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 080-4300-8207

東部 そうごう薬局 富士南店 416-0909 富士市松岡1359-7 0545-65-6131 0545-65-6132

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

13:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 望月薬局 419-0203 富士市鷹岡本町３－２０ 0545-71-3726 0545-71-8366

月(8:00-19:00)/火(8:00-19:00)/水(8:00-

19:00)/木(8:00-19:00)/金(8:00-19:00)/

土(8:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0545-71-3726

東部 レモン薬局 富士店 419-0204 富士市入山瀬916-6 0545-71-0801 0545-71-0690

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0545-71-0801

東部 アイセイ薬局富士宮店 418-0005 富士宮市宮原89-1 0544-25-7155 0544-26-7250

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0544-25-7155

東部 abc薬局富士宮店 418-0021 富士宮市杉田3-3 0544-25-5002 0544-23-3369

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

東部 杏林堂薬局富士宮浅間店 418-0032 富士宮市浅間町6-3 0544-25-7911 0800-200-7707

月(9:30-18:30)/火(9:30-18:30)/水(9:30-

18:30)/木(9:30-18:30)/金(9:30-18:30)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

7



医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

中部 ローソンひばり薬局安東店 420-0882 静岡市葵区安東1-6-16 054-340-0118 054-340-0102

月(10:00-19:00)/火(10:00-19:00)/水

(10:00-19:00)/木(10:00-19:00)/金

(10:00-19:00)/土(10:00-15:00)/日(休)/祝

(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 ウエルシア薬局静岡安倍口店 421-2114
静岡市葵区安倍口新田454

－1
054-296-9888 054-296-9888

月(9:00-12:00 13:00-18:00)/火(9:00-

12:00 13:00-18:00)/水(9:00-12:00

13:00-18:00)/木(9:00-12:00 13:00-

18:00)/金(9:00-12:00 13:00-18:00)/土

(9:00-12:00 13:00-18:00)/日(9:00-12:00

13:00-18:00)/祝(9:00-12:00 13:00-

18:00)

開局時間と同じ 対応不可

中部 音羽薬局 420-0834 静岡市葵区音羽町7-11 054-200-1222 054-200-1226

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 080-5158-7132

中部 株式会社コマガタ薬局 420-0042
静岡市葵区駒形通五丁目

3-16
054-252-3984 054-254-0655

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-18:00)/日(休)/祝(休)

月(9:30-19:00)/火(9:30-19:00)/水

(9:30-19:00)/木(9:30-19:00)/金

(9:30-19:00)/土(9:30-17:00)/日(休)/

祝(休)

対応不可

中部 石川薬局 沓谷店 420-0816 静岡市葵区沓谷5-12-11 054-208-8500 054-208-8501

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 すずらん薬局沓谷店 420-0816
静岡市葵区沓谷５丁目７－

２
054-262-2000 054-262-2020

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部
古庄からきや薬局ヘルシーパー

ク
420-0812

静岡市葵区古庄三丁目2番

58号
054-265-1133 054-208-2511

月(9:00-20:00)/火(9:00-20:00)/水(9:00-

20:00)/木(9:00-20:00)/金(9:00-20:00)/

土(9:00-20:00)/日(9:00-20:00)/祝(9:00-

20:00)

開局時間と同じ 090-7855-1133

中部 あおば薬局 中央店 420-0031
静岡市葵区呉服町1-1-14

圭田ビル1階
054-653-5678 054-653-5677

月(8:45-18:30)/火(8:45-18:30)/水(8:45-

18:30)/木(8:45-18:30)/金(8:45-18:30)/

土(8:45-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 080-4053-0658

中部 日本調剤追手町薬局 420-0031
静岡市葵区呉服町1-20呉

服町タワー1階
054-653-7080 054-653-7081

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可
抗原検査のキットの在庫が現在

0で入荷待ちです

8



医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

中部 あおば薬局 呉服町店 420-0031
静岡市葵区呉服町1-5-2

法月ビル1F
054-653-8050 054-653-8030

月(8:45-18:30)/火(8:45-18:30)/水(8:45-

18:30)/木(8:45-18:30)/金(8:45-18:30)/

土(8:45-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 日本調剤 呉服町薬局 420-0031
静岡市葵区呉服町1丁目３

０番札の辻クロス２０３号
054-204-7788 054-204-7789

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 070-4361-8553

中部 株式会社 平尾薬局 420-0031
静岡市葵区呉服町二丁目

7-2
054-255-0670 054-255-0706

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:30-

17:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(9:00-19:00)/祝(9:00-

19:00)

開局時間と同じ 対応不可 水曜日の祝日は休業です。

中部 杏林堂薬局静岡山崎店 421-1213 静岡市葵区山崎1丁目27-3 054-277-6811 0120-77-0551

月(9:00-20:00)/火(9:00-20:00)/水(9:00-

20:00)/木(9:00-20:00)/金(9:00-20:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-277-6811

中部 有限会社石川薬局 420-0035 静岡市葵区七間町３－5 054-252-4904 054-252-8931

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

17:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 070-1645-8931

中部 杏林堂薬局静岡松富店 420-0941 静岡市葵区松富2-1-62 054-205-9211 054-205-9212

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-205-9211

中部 わかくさ薬局 唐瀬店 420-0805 静岡市葵区城北93-1 054-247-6655 054-295-9699

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 すずらん薬局 ときわ店 420-0034 静岡市葵区常磐町3-6-15 054-291-6766 054-291-6767

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 プラス調剤薬局 420-0911 静岡市葵区瀬名3丁目38-5 054-208-6226 054-208-6227

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:00-

16:00)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 すずらん薬局 420-0913
静岡市葵区瀬名川1丁目

22-3
054-267-3511 054-267-3512

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水

(8:30?18:00)/木(8:30-16:30)/金(8:30-

18:00)/土(8:30?13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 杏林堂薬局 瀬名川店 420-0913
静岡市葵区瀬名川2丁目

29-35
054-655-8610 054-655-4820

月(9:00-20:00)/火(9:00-20:00)/水(9:00-

20:00)/木(9:00-20:00)/金(9:00-20:00)/

土(9:00-20:00)/日(9:00-18:00)/祝(9:00-

18:00)

開局時間と同じ 054-655-8610

9



医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

中部 オアシス薬局 420-0916
静岡市葵区瀬名中央3丁目

28番18号
054-264-1966 054-264-1966

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-17:30)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 きりん薬局 上足洗店 420-0847
静岡市葵区西千代田町34-

17
054-294-8818 054-294-8817

月(8:30-17:00)/火(8:30:-17:00)/水(休)/

木(8:30:-17:00)/金(8:30:-17:00)/土

(8:30:-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ

中部 杏林堂薬局静岡千代田店 420-0803
静岡市葵区千代田6丁目

29-23
054-208-6211 054-208-6212

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-208-6211

中部
有限会社やまうち薬局 相生町

店
420-0838 静岡市葵区相生町8-7 054-247-2785 054-247-2786

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

23:00)/木(9:00-23:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休(水曜日･木曜日は祝日

でも営業))/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 よつば薬局 420-0026 静岡市葵区大鋸町2?4 054-205-2911 054-205-2912

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 ハロー薬局 鷹匠店 420-0839
静岡市葵区鷹匠1丁目12-

１静鉄青葉園ビル１FC
054-653-6060 054-653-6061

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00 )/

土(9:00-17:00 )/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 杏林堂薬局 静岡鷹匠店 420-0839 静岡市葵区鷹匠2-16-14 054-254-4911 0120-77-1068

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-18:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 鈴長薬局中町店 420-0853 静岡市葵区追手町10-114 054-255-7678 054-255-7679

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 ヘルシー薬局田町店 422-0068
静岡市葵区田町2丁目141-

19
054-205-6605 054-205-6606

月(8:40∼12:40､14:40∼18:40)/火

(8:40∼12:40､14:40∼18:40)/水

(8:40∼12:40)/木(8:40∼12:40､

14:40∼18:40)/金(8:40∼12:40､

14:40∼18:40)/土(8:40∼12:40)/日(休)/祝

(休)

月(8:40∼12:00､14:40∼18:00)/火

(8:40∼12:00､14:40∼18:00)/水

(8:40∼12:00)/木(8:40∼12:00､

14:40∼18:00)/金(8:40∼12:00､

14:40∼18:00)/土(8:40∼12:00)/日

(休)/祝(休)

対応不可

中部 やまうち薬局 420-0833 静岡市葵区東鷹匠町6-20 054-246-7485 054-246-7486

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

中部 ほりい薬局 420-0915 静岡市葵区南瀬名町27-7 054-262-5150 054-262-5358

月(8:30-20:00)/火(8:30-20:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-20:00)/金(8:30-20:00)/

土(8:30-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 そうごう薬局 北安東店 420-0881
静岡市葵区北安東3-20-

18
054-249-1890 054-249-1891

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-249-1890

中部 まごころ調剤薬局 420-0881 静岡市葵区北安東4-22-5 054-247-7503 054-247-7505

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部
くすり自然堂薬局 県立総合病

院前店
420-0881

静岡市葵区北安東4-25-

34
054-249-1501 054-249-1502

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 日本調剤静岡県総薬局 420-8527
静岡市葵区北安東4丁目

27-1
054-207-7801 054-207-7802

月(9:00-22:00)/火(9:00-22:00)/水(9:00-

22:00)/木(9:00-22:00)/金(9:00-22:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 アケボノ薬局 420-0005 静岡市葵区北番町95 054-521-8151 054-251-8161

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-3564-6425

中部 さとう薬局 420-0969 静岡市葵区有永町23-23 054-247-3918 054-247-3923

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-247-3918

中部 ファーマライズ薬局柚木店 420-0821 静岡市葵区柚木90-9 054-267-2215 054-267-2216

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-267-2215

中部 あい・ハート薬局 竜南店 420-0804
静岡市葵区竜南3丁目11-

12
054-248-1770 054-248-1771

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 はやい薬局 420-0873 静岡市葵区籠上12-56 054-255-8333 054-260-9322

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

17:30)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-12:30)/日(8:30-12:30)/祝(休)

開局時間と同じ 070-5337-0032

中部 シズオカクローバー薬局 422-8006 静岡市駿河区3-5-7 054-203-7785 054-203-7786

月(8:30-13:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-13:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-203-7785
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

中部 V・drug 駿河下川原薬局 421-0113 静岡市駿河区下川原5-1-8 054-204-3155 054-204-3156

月(08:30-18:00)/火(08:30-18:00)/水

(08:30-18:00)/木(08:30-18:00)/金

(08:30-18:00)/土(08:30-18:00)/日(休)/祝

(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 そうごう薬局 下島店 422-8021 静岡市駿河区下島319-4 054-238-8801 054-238-8802

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-17:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-238-8801

中部 わかくさ薬局長田店 421-0111
静岡市駿河区丸子新田

536-2
054-256-4080 054-256-4090

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-15:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 080-6960-4080

中部 わかくさ薬局 東静岡店 422-8006
静岡市駿河区曲金6-10-

14
054-289-1313 054-289-3311

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(8:00-17:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 すずらん薬局 曲金店 422-8006
静岡市駿河区曲金7丁目9-

36
054-282-2255 054-282-2244

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

17:00)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 杏林堂薬局テレビ静岡前店 422-8008 静岡市駿河区栗原18-64 054-655-1611 054-655-1612

月(9:30-18:30)/火(9:30-18:30)/水(9:30-

18:30)/木(9:30-18:30)/金(9:30-18:30)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 あい薬局 手越店 421-0131 静岡市駿河区手越1-1 054-256-5770 054-256-5771

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

17:00)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-256-5770

中部 石川薬局ゼフィルス 422-8021 静岡市駿河区小鹿1-4-21 054-280-2645 054-280-2646

月(8:45-18:30)/火(8:45-18:00)/水(8:45-

18:00)/木(8:45-18:00)/金(8:45-18:00)/

土(8:45-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 石川薬局小鹿店 422-8021 静岡市駿河区小鹿384 054-285-1896 054-284-0747

月(900-1900)/火(900-1900)/水(900-

1900)/木(900-1900)/金(900-1900)/土

(900-1900)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 080-3282-2641

中部 小鹿薬局 422-8021 静岡市駿河区小鹿856-2 054-283-3104 054-283-3104

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-18:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 杏林堂薬局 静岡大坪店 422-8075 静岡市駿河区大坪町13-5 054-281-7611 054-281-7612

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

中部 ユーアイ薬局 422-8005 静岡市駿河区池田274-3 054-264-6868 054-264-6866

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-16-30)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 ウエルシア薬局静岡中原店 422-8037 静岡市駿河区中原131-3 054-202-7611 054-202-7612

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-14:00 15:00-17:00)/日(休)/祝

(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 あおば薬局登呂店 422-8033
静岡市駿河区登呂5丁目11

番8号
054-283-3630 054-283-3631

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-6646-0655

中部 杏林堂薬局静岡登呂店 422-8033
静岡市駿河区登呂一丁目

18-38
054-654-7611 054-654-7311

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 あおぞら薬局 422-8063
静岡市駿河区馬渕2丁目10

番22号
054-286-6966 054-286-6972

月(8:30-17:00)/火(8:30-17:00)/水(8:30-

17:00)/木(8:30-16:30)/金(8:30-17:00)/

土(8:30-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 V・drug 駿河敷地薬局 422-8036 静岡市駿河区敷地1-25-8 054-260-6950

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 ハロー薬局押切店 424-0008 静岡市清水区押切1618-2 054-349-5180 054-349-5181

月(8:45-18:45)/火(8:45-18:45)/水(8:45-

18:45)/木(8:45-16:45)/金(8:45-18:45)/

土(8:45-12:15)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 東海道薬局 424-0206
静岡市清水区興津清見寺町

143-18
054-369-5537 054-369-5538

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:00-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 さかえ薬局 424-0815
静岡市清水区江尻東1丁目

1番1号
054-366-2693 054-363-1788

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-17:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 070-5259-5940

中部 杏林堂薬局清水三保店 424-0901
静岡市清水区三保111番地

2
054-334-2011 054-334-2012

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-334-2011

中部 みとみどう薬局 424-0842 静岡市清水区春日1-7-6 054-353-0202 054-353-0205

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-16:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-17:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

13



医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

中部 すみれ薬局 424-0038
静岡市清水区西久保1－13

－21
054-364-5229 054-364-5229

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-17:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 アクア薬局 花みずき通り店 424-0844
静岡市清水区西高町４－１

９
054-355-5388 054-355-5366

月(8:30-18:00)/火(8:30-15:30)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-1463-7136

中部 アイセイ薬局 草薙店 424-0884
静岡市清水区草薙一里山

18番24号
054-344-1352 054-344-1362

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-16:30)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 大坪2丁目薬局 424-0847
静岡市清水区大坪2丁目7

番1号
054-348-5550 054-348-5600

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-17:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 080-9525-9090

中部 薬局みかんの花 424-0047
静岡市清水区鶴舞町６番４

号
054-371-1811 054-371-1822

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-16:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-371-1811

中部 南矢部薬局 424-0864 静岡市清水区南矢部520-4 054-352-5222 054-352-5211

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-16:30)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 そうごう薬局 清水八木間店 424-0212
静岡市清水区八木間町

1657-1
054-395-8691 054-395-8692

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-12:30)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 木の下町薬局 424-0846 静岡市清水区木の下町189 054-347-4030 054-340-4006

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-16:30)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水

(8:30-19:00)/木(8:30-12:00)/金

(8:30-19:00)/土(8:30-12:00)/日(休)/

祝(休)

0558-25-1055

中部 デイジー薬局 424-0873
静岡市清水区有東坂５-４

４
054-284-8102 054-349-3377

月(8:30-18:30)/火(8:30-17:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-17:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 株式会社東京薬局 425-0027 焼津市栄町3-7-9 054-628-2370 054-628-2570

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 ハロー薬局 焼津店 425-0027 焼津市栄町6丁目3-13 054-621-4646 054-621-4647

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

14



医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

中部 西島薬局 425-0028 焼津市駅北2-6-11 054-628-7061 054-628-7068

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 クローバー薬局 425-0033 焼津市小川1036-10 054-625-9000 054-625-9008

月(8:30-14:30 16:00-18:00)/火(休)/水

(8:30-14:30 16:00-18:00)/木(8:30-14:30

16:00-18:00)/金(8:30-14:30 16:00-

18:00)/土(8:30-14:30 16:00-18:00)/日

(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-3119-2092

中部 ウエルシア薬局焼津西焼津店 422-0086 焼津市小土1250-30 054-620-7355 054-620-7358

月(8:30-12:30 15:00-17:30)/火(8:30-

12:30 15:00-17:3)/水(8:30-12:30 15:00-

17:3)/木(休)/金(8:30-12:30 15:00-17:3)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 すばる薬局 425-0026 焼津市焼津6丁目7-38 054-627-2831 054-627-2831

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

16:30)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-627-2831

中部 メロン薬局 425-0081 焼津市大栄町１－４－１８ 054-629-8862 054-629-8862

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-3447-9908

中部 大覚寺薬局 425-0088 焼津市大覚寺2-5-15 054-629-3789 054-629-3789

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-17:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-3583-1751

中部 杏林堂薬局焼津大住店 425-0072 焼津市大住６７３ 054-621-3911 054-621-3912

月(10:00-19:00)/火(10:00-19:00)/水

(10:00-19:00)/木(10:00-19:00)/金

(10:00-19:00)/土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 ユーカリ薬局 425-0082 焼津市大村2丁目10-11 054-626-5000 054-626-5000

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

16:30(午後臨時休業あり))/木(8:30-18:00)/

金(8:30-18:00)/土(8:30-12:30)/日(休)/祝

(休)

開局時間と同じ 070-5335-6265

中部 わかくさ薬局大富店 425-0068 焼津市中新田520-1 054-623-3939 054-623-3939

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ

15



医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

中部 中里薬局 425-0014 焼津市中里70-1 054-626-4700 054-626-4700

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 うさぎ薬局 藤枝店 426-0025 藤枝市5-6-39-1 054-625-9717 054-625-9718

月(8:30-17:00 )/火(8:30-17:00 )/水

(8:30-17:00 )/木(8:30-12:30)/金(8:30-

17:00 )/土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-625-9717

中部 えきまえ薬局 426-0034
藤枝市駅前１丁目8-3

FUJIEDA mikine 103
054-645-7100 054-645-7070

月(9:00-12:00 14:00-19:30)/火(9:00-

12:00 14:00-19:30)/水(9:00-12:00

14:00-19:30)/木(9:00-12:00 14:00-

19:30)/金(9:00-12:00 14:00-19:30)/土

(9:00-12:00 )/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-1470-7100

中部 わかくさ薬局高洲店 426-0046 藤枝市高洲780 054-636-8977 054-636-8977

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:00-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 アイン薬局 藤枝店 426-0077
藤枝市駿河台２－１７－２

４
054-645-5022 054-645-5024

月(8:30-20:00)/火(8:30-20:00)/水(8:30-

20:00)/木(8:30-20:00)/金(8:30-20:00)/

土(8:30-17:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-645-5022

中部 はごろも薬局 426-0074 藤枝市水上266-2 054-646-9341 054-66-9343

月(9:00-17:30)/火(9:00-17:30)/水(9:00-

17:30)/木(9:00-17:30)/金(9:00-17:30)/

土(9:00-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 アイセイ薬局藤枝店 426-0074 藤枝市水上332-5 054-645-8288 054-644-7788

月(08:30-17:30)/火(08:30-17:30)/水

(08:30-17:30)/木(08:30-17:30)/金

(08:30-17:30)/土(08:30-12:30)/日(休)/祝

(休)

開局時間と同じ 054-645-8288

中部 プラスエム薬局瀬古店 426-0082 藤枝市瀬古2丁目6-17 054-647-7775 054-647-7774

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

16:30)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-16:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 054-647-7775

中部 わかくさ薬局 426-0061 藤枝市田沼2丁目9番30号 054-635-3749 054-365-3930

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-1109-7563

中部 オオイ薬局 平島店 426-0011 藤枝市平島９２０－1 054-644-5835 054-644-5836

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(休)/木

(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/土(8:30-

15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

16



医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

中部 うさぎ薬局 白子店 426-0018 藤枝市本町２丁目１－３５ 054-639-5217 054-639-5218

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

17:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 070-1327-7434

中部 わかくさ薬局白子店 426-0018 藤枝市本町2丁目6番3号 054-646-0468 054-646-0468

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-17:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 成岡薬局井口店 427-0104 島田市井口８８０ 0547-38-0150 0547-38-0110

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-4162-9604

中部 島田中央薬局 427-0028 島田市栄町3-1 0547-35-6978 0547-35-6972

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-17:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-14:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 そうごう薬局 島田店 427-0058 島田市祇園町8725-30 0547-34-1193 0547-34-1195

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

12:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0547-34-1193

中部 有限会社田代薬局 428-0026 島田市金谷本町2012-1 0547-46-0970 0547-46-0960

月(8:00-18:00)/火(8:00-18:00)/水(8:00-

18:00)/木(8:00-18:00)/金(8:00-18:00)/

土(8:00-15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0547-46-0970

中部 元島田薬局 427-0057 島田市元島田9038-17 0547-34-1900 0547-34-1910

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-17:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:00-14:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 高橋調剤薬局 427-0045 島田市向島町4535 054-735-3487 054-735-5373

月(8:00-18:00)/火(8:00-18:00)/水(8:00-

18:00)/木(10:00-18:00)/金(8:00-18:00)/

土(8:00-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-4155-3763

中部 わかば薬局 428-0103 島田市川根町身成３２１２ 0547-58-0051 0547-58-0052

月(8:00-18:00)/火(8:00-18:00)/水(8:00-

16:00)/木(8:00-18:00)/金(8:00-18:--)/土

(8:00-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0547-58-0051

中部 ウエルシア薬局 島田川根店 428-0103 島田市川根町身成4543 0547-58-5033 0547-58-5034

月(8:30-14:00 15:00-18:00)/火(8:30-

14:00 15:00-18:00)/水(8:30-14:00

15:00-18:00)/木(8:30-14:00 15:00-

18:00)/金(8:30-14:00 15:00-18:00)/土

(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 合同会社みどりや薬局 427-0043 島田市中溝４－８－１０ 0547-34-5577 0547-34-5577

月(8:15-18:15)/火(8:15-18:15)/水(8:15-

18:15)/木(8:15-18:15)/金(8:15-18:15)/

土(8:15-12:15)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 070-5409-3975

17



医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

中部 有限会社はなみずき薬局 427-0033 島田市中溝町1418-9 0547-37-8010 0547-37-8011

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-17:00)/金(8:30-18:30)/

土(8:00-14:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 六合ひがし薬局 427-0011 島田市東町227-6 0547-33-2020 0547-33-2021

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:00-

16:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0547-33-2020

中部 みなみ薬局 427-0017 島田市南2丁目４－４ 0547-34-4900 0547-34-4900

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

17:00)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 080-6918-8411

中部 嘉十薬局 427-0022 島田市本通5-2-3 0547-37-2033 0547-37-0087

月(8:30 - 19:30)/火(8:30 - 19:30)/水

(8:30 - 19:30)/木(8:30 - 19:30)/金(8:30

- 19:30)/土(8:30 - 19:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0547-37-2033

中部 有限会社チシン薬局 427-0022 島田市本通５丁目４－１ 0547-37-2690 0547-37-4101

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

中部 セリザワ薬局 427-0007 島田市野田１１２４－５ 0547-35-5635 0547-35-7580

月(8:00-19:00)/火(8:00-19:00)/水(8:00-

19:00)/木(8:00-19:00)/金(8:00-19:00)/

土(8:00-15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0547-35-5635

中部 なごみ薬局 421-0421 牧之原市細江4020-2 0548-22-8189 0548-24-1666

月(8:30-18:00)/火(奇数月8:30-18:00 偶数

月8:30-19:30)/水(8:30-19:30)/木(8:30-

18:00)/金(8:30-19:30)/土(8:30-11:30)/

日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0548-22-8189

中部 波津薬局 421-0523
牧之原市波津１丁目５９番

１号
0548-52-5151 0548-52-6969

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-16:30)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0548-52-5151

中部 株式会社大平薬局 421-0523 牧之原市波津3-28 0548-52-0007 0548-52-5170

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 090-2610-0007

西部 南山堂薬局 横須賀店 437-1301
掛川市横須賀1508番地2

号
0537-48-1010 0537-48-1011

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-13:00)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0537-48-1010

西部 みんなの薬局 436-0222 掛川市下垂木2141-1 0537-23-6300 0537-23-6301

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

17:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0537-23-6300
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

西部 わたしの薬局 436-0025 掛川市下俣1090-5 0537-22-8400 0357-22-8401

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-12:30)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 健康第一薬局 436-0025 掛川市下俣54-1 0537-24-6225 0537-24-6226

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-17:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0537-24-6225

西部 ヘルシー薬局 436-0026 掛川市下俣南3-2-15 0537-21-3400 0537-21-3422

月(8:00-18:00)/火(8:00-18:00)/水(8:00-

18:00)/木(8:00-16:00)/金(8:00-18:00)/

土(8:00-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 エムハート薬局オオサカヤ店 436-0075 掛川市仁藤町1-9 0537-22-2329 0537-23-8372

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

17:30)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杉浦薬局 473-1405 掛川市中796-1 0537-74-3952 0120-473-955

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0537-74-3952

現在、在庫が十分あるわけでは

ないため、近隣にお住まいのす

ぐ使用する理由がある方のみの

販売とさせて頂いております。

西部 このみ薬局 掛川店 436-0056 掛川市中央1-13-13 0537-62-1166 0537-62-1167

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 南山堂薬局 掛川本店 436-0047 掛川市長谷1363-1 0537-29-5801 0537-29-5802

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0537-29-5801

西部 プラム薬局 436-0065 掛川市天王町13番地4 0537-61-1237 0537-61-1238

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:00-

16:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 前田薬局 436-0015 掛川市和田98-1 0537-24-7673 0537-24-8797

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0537-24-7673

西部 南山堂薬局 平田店 437-1514 菊川市下平川1836-9 0537-75-0777 0537-73-0700

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

16:30)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0537-75-0777

19



医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

西部 そうごう薬局 菊川店 439-0031 菊川市加茂4969 0537-36-6371 0537-36-6372

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00:13:00 )/金(9:00-18:30)/

土(9:00:13:00 )/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 V-drug 菊川病院前薬局 439-0022 菊川市東横地1607-1 0537-37-0122 0537-37-0159

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 ききょう薬局菊川店 439-0019 菊川市半済537-1 0537-37-0113 0537-37-0112

月(8:30-17:30)/火(8:30-17:30)/水(8:30-

17:30)/木(8:30-17:30)/金(8:30-17:30)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 オガワ薬局 437-1612 御前崎市池新田4127 0537-86-5372 0537-86-7205

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0537-86-5372

西部 このみ薬局 御前崎店 437-1612
御前崎市池新田833-15

栄ビルB
0537-85-7200 0537-85-7201

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:00-

16:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0537-85-7200

西部 おまえざき薬局 437-1622 御前崎市白羽3521-10 0548-23-7775 0548-23-7776

月(8:30-17:30)/火(8:30-17:30)/水(8:30-

17:30)/木(8:00-16:00)/金(8:30-17:30)/

土(9:00-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0548-23-7775

西部 なかはら薬局 437-1622 御前崎市白羽3706-1 0548-63-5005 0548-63-6120

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 ウエルシア薬局 御前崎白羽店 437-1622 御前崎市白羽5266－1 0548-63-0013 0548-63-0014

月(9:30-13:30 14:30-18:30)/火(9:30-

13:30 14:30-18:30)/水(9:30-13:30

14:30-18:30)/木(9:30-13:30 14:30-

18:30)/金(9:30-13:30 14:30-18:30)/土

(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 白羽薬局 437-1622 御前崎市白羽5922-1 0548-63-6138 0548-63-6136

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

16:30)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0548-63-6138

西部 おおぞら薬局中田屋店 437-0123 袋井市下山梨2111-1 0538-24-7170 0538-24-7180

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-17:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 可睡の杜薬局 437-0127 袋井市可睡の杜４－３４ 0538-49-4646 0538-49-4647

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(休)/木

(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/土(9:00-

13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

西部 Ｖ・ｄｒｕｇ袋井久能薬局 438-0061 袋井市久能1971-1 0538-30-6811 0538-30-6812

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-12:30)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 よこの薬局 437-0023 袋井市高尾1744-1 0538-45-2811 0538-45-2812

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-18:00)/日(休)/祝(9:30-19:00)

開局時間と同じ 対応不可

西部 スギ薬局 袋井南店 437-0023 袋井市高尾3000番地 0538-30-7016 0538-30-7017

月(10:00-14:00 15:00-19:00)/火(10:00-

14:00 15:00-19:00)/水(休)/木(10:00-

14:00 15:00-19:00)/金(10:00-14:00

15:00-19:00)/土(10:00-14:00 15:00-

19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 緑薬局太田袋井店 437-0122 袋井市春岡564-4 0538-49-1771 0538-49-1322

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-14:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-14:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0538-49-1771

西部 ウエルシア薬局袋井月見の里店 437-0125 袋井市上山梨5番地1 0538-48-5172 0538-48-5173

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

在庫状況により、希望通りの販

売はできないことがございま

す。 来局者本人、もしくは来

局者と同居のご家族様が使用の

場合にのみ、販売いたします。

西部 緑薬局太田(有)西田店 437-0047 袋井市西田23-1 0538-43-8877 0538-43-8876

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-14:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 南山堂薬局 浅羽店 437-1101 袋井市浅羽字柴1761-2 0538-30-2000 0538-23-0310

月(8:30-18:30)/火(8:30-16:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0583-30-2000

西部 クローバー薬局 437-0032 袋井市豊沢1289-1 0538-45-2300 0538-45-2302

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-16:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0538-45-2300

西部 吉田南薬局 421-0301 榛原郡吉田町住吉2426 0548-32-7575 0548-32-8937

月(8:00-17:00)/火(8:00-17:00)/水(8:00-

17:00)/木(7:45-15:45)/金(8:00-17:00)/

土(8:00-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0548-32-7575
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

西部 上住吉薬局 421-0301 榛原郡吉田町住吉379-2 0548-33-1133 0548-32-8906

月(8:45-18:00)/火(8:45-18:00)/水(8:45-

18:00)/木(8:00-16:00)/金(8:45-18:00)/

土(8:45-14:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0548-33-1133

西部 片岡薬局 421-0303 榛原郡吉田町片岡335-2 0548-32-8200 0548-32-9151

月(8:15-17:00)/火(8:15-18:00)/水(8:15-

17:00)/木(8:15-18:00)/金(8:15-18:00)/

土(8:15-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0548-32-8200

西部 V-drug  磐田下本郷薬局 438-0823
磐田市下本郷字村中２２６

－１
0538-24-7651 0538-24-7652

月(8:30-18:00)/火(休)/水(8:30-18:00)/木

(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/土(8:30-

15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 久井屋薬局加茂店 438-0804 磐田市加茂1184-1 0538-21-0500 0538-21-0501

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

16:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 久井屋薬局 本店 438-0086 磐田市見付２８１２－１ 0538-35-5293 0538-37-1525

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-190:00)/金(8:30-19:00)/

土(9:00-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 グッド薬局 国府台店 438-0077 磐田市国府台100番7 0538-30-6266 0538-30-6267

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(休)/金(8:30-18:00)/土(8:30-

17:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0538-30-6266

西部 国府台薬局 438-0077 磐田市国府台94-3 0538-35-2175 0538-33-0770

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 080-2633-9400

西部 杏林堂薬局 豊田小立野店 438-0838 磐田市小立野220 0538-33-4811 0120-77-6845

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局 西貝塚店 438-0026 磐田市西貝塚3025-1 0538-21-4711 0538-21-4712

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局磐田市立病院前店 438-0002
磐田市大久保字四区５３

９ー１３
0538-38-3730 0538-38-3731

月(8:30-17:30)/火(8:30-17:30)/水(8:30-

17:30)/木(8:30-17:30)/金(8:30-17:30)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局上岡田店 438-0078 磐田市中泉805 0538-21-6210 0538-21-6213

月(9:00-20:00)/火(9:00-20:00)/水(9:00-

20:00)/木(9:00-20:00)/金(9:00-20:00)/

土(9:00-20:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

西部 杏林堂薬局 鳥之瀬店 438-0072 磐田市鳥之瀬52 0538-39-5311 0538-39-5312

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 まごころ薬局 東原店 438-0802 磐田市東原155-1 0538-39-2100 0538-39-2101

月(9:00-17:30)/火(9:00-17:30)/水(9:00-

17:00)/木(9:00-17:30)/金(9:00-17:30)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 しらびょうし薬局 438-0066 磐田市白拍子58-6 0538-30-6528 0538-30-6529

月(9:00-12:30 13:00-18:00)/火(9:00-

12:30 13:00-18:00)/水(8:00-12:30

13:00-16:00)/木(9:00-12:30 13:00-

18:00)/金(9:00-12:30 13:00-18:00)/土

(9:00-12:30 )/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 健康第一薬局 富士見町店 438-0083
磐田市富士見町3丁目16番

1号
0538-39-7800 0538-39-7801

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-16:30)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 0538-39-7800

西部 大誠堂薬局 437-1203 磐田市福田１６９８ 0538-58-1133 0538-58-2616

月(8:00-21:30)/火(8:00-21:30)/水(8:00-

21:30)/木(8:00-21:30)/金(8:00-21:30)/

土(8:00-21:30)/日(8:00-21:30第二日曜日

休)/祝(8:00-21:30)

月(8:00-21:30)/火(8:00-21:30)/水

(8:00-21:30)/木(8:00-21:30)/金

(8:00-21:30)/土(8:00-21:30)/日

(8:00-21:30.第二日曜日休)/祝(8:00-

21:30)

対応不可

西部
杏林堂薬局メイワンエキチカ調

剤センター
430-0926

浜松市中区砂山町6番地の

1
053-454-7211 053-454-7212

月(10:00-19:00)/火(10:00-19:00)/水

(10:00-19:00)/木(10:00-19:00)/金

(10:00-19:00)/土(10:00-19:00)/日(休)/祝

(休)

開局時間と同じ 053-454-7211

西部 さわい薬局 430-0813 浜松市南区芳川町426 053-425-6821 053-425-6822

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-17:00)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局 伊左地店 431-1111 浜松市西区伊左地町480-1 053-486-6711 053-486-6712

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 しとろ調剤薬局 432-8069
浜松市西区志都呂2丁目39

番9号
053-445-4545 053-445-4620

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

12:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 やくろう薬局 431-1207 浜松市西区村櫛町3953-3 053-488-0896 053-488-0897

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

17:00)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-13:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

西部 グランツ薬局 431-1102 浜松市西区大山町2893-4 053-439-5544 053-439-5566

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ

西部 南山堂薬局 雄踏店 431-0102
浜松市西区雄踏町宇布見７

９８１番地
053-596-5540 053-596-5541

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-596-5540

西部 杏林堂薬局 姫街道店 433-8111 浜松市中区葵西3-6-1 053-439-9311 053-439-9312

月(9:00-20:00)/火(9:00-20:00)/水(9:00-

20:00)/木(9:00-20:00)/金(9:00-20:00)/

土(9:00-20:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-439-9311

西部 杏林堂薬局 高丘東店 433-8117 浜松市中区高丘東3-15-8 053-430-4011 0120-77-6150

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-430-4011

西部 くまさん薬局 433-8117
浜松市中区高丘東４－５－

３７
053-438-6189 053-438-6789

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

13:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-13:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

通常業務への影響が大きい場合

は対応困難になる可能性があり

ます。

西部 ハママツ薬局高丘店 433-8119 浜松市中区高丘北3-5-23 053-430-1567 053-430-1568

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 プライマリープラス薬局 430-0926 浜松市中区砂山町329-1 053-450-3000 053-450-3001

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-17:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ

西部 杏林堂薬局エキマチ店 430-0926 浜松市中区砂山町6-2 053-454-6790 053-459-3530

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 あおい薬局中央店 430-0925 浜松市中区寺島300-9 053-450-7333 053-450-7334

月(8:30-18:15)/火(8:30-18:15)/水(8:30-

16:30)/木(8:30-18:15)/金(8:30-18:15)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-450-7333

西部 しかたに薬局 432-8033 浜松市中区鹿谷町34-30 053-412-7122 053-412-7123

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

17:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 あおい薬局住吉店 430-0906 浜松市中区住吉1-41-20 053-416-5255 053-416-5256

月(8:45-18:00)/火(8:45-18:00)/水(8:45-

16:45)/木(8:45-18:00)/金(8:45-18:00)/

土(8:45-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

西部 たかはし薬局 430-0906 浜松市中区住吉2-36-8 053-412-2121 053-412-2155

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

17:00)/木(9:00-18:30)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局 上島駅前店 433-8122 浜松市中区上島3-28-10 053-467-6811 053-467-6812

月(9:30-19:30)/火(9:30-19:30)/水(9:30-

19:30)/木(9:30-19:30)/金(9:30-19:30)/

土(9:30-19:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局新津店 430-0911 浜松市中区新津町583 053-411-1411 053-411-1412

月(10:00-20:00)/火(10:00-20:00)/水

(10:00-20:00)/木(10:00-20:00)/金

(10:00-20:00)/土(10:00-20:00)/日(休)/祝

(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 あおい薬局神田店 432-8047 浜松市中区神田町360-69 053-444-3322 053-444-3323

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-17:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部
杏林堂薬局 新浜松駅前調剤セ

ンター
430-0933 浜松市中区鍛冶町140-4 053-451-7711 0120-77-2530

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ

西部
ファーマライズ薬局 浜松中央

店
430-0929

浜松市中区中央1丁目5番

26号
053-450-1101 053-450-1102

月(8:30-17:30)/火(8:30-17:30)/水(8:30-

17:30)/木(8:30-17:30)/金(8:30-17:30)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-450-1101

西部 笹田薬局 432-8002 浜松市中区富塚町2207-1 053-472-6313 053-474-2051

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局 名塚調剤センター 430-0811 浜松市中区名塚町303-1 053-468-1715 0120-77-6837

月(9:00-21:00)/火(9:00-21:00)/水(9:00-

21:00)/木(9:00-21:00)/金(9:00-21:00)/

土(9:00-21:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-468-1715

西部 ドレミ薬局 430-0852 浜松市中区領家２－１－５ 053-468-7766 053-468-7767

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(8:00-16:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-468-7766

西部 大阪堂薬局和合店 433-8125 浜松市中区和合町243-1 053-475-3245 053-475-3248

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-19:00)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-15:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-475-3245
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

西部 あすか薬局 蜆塚店 432-8018
浜松市中区蜆塚3丁目1番9

号
053-450-5151 053-450-5152

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(休)/金(9:00-18:00)/土(9:00-

13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 くすり東海堂薬局 431-3314
浜松市天竜区二俣町二俣１

２６０－１
053-925-1449 053-925-1452

月(9:00∼18:00)/火(9:00∼18:00)/水

(9:00∼17:00)/木(9:00∼18:00)/金

(9:00∼18:00)/土(9:00∼13:00)/日(休)/祝

(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 ハート薬局 435-0006 浜松市東区下石田町1566 053-424-0655 053-424-0664

月(8:15-18:00)/火(8:15-18:00)/水(8:15-

18:00)/木(8:15-16:15)/金(8:15-18:00)/

土(8:15-12:15)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局 労災病院前店 430-0802 浜松市東区将監町24-22 053-411-9710 053-411-9715

月(8:30-17:30)/火(8:30-17:30)/水(8:30-

17:30)/木(8:30-17:30)/金(8:30-17:30)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局 上西店 435-0048 浜松市東区上西町3-12 053-467-5711 053-467-5712

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局 中郡店 431-3111 浜松市東区中郡町１８２２ 053-431-1811 0120-77-8188

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 あおい薬局天王店 435-0052 浜松市東区天王町1676-2 053-411-2666 053-411-2667

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:00-

:16:00)/木(8:30-18:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-411-2666

西部 天王あきは薬局 435-0052 浜松市東区天王町1945-2 053-423-3663 053-423-3662

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-16:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-423-3663

対応させていただきたいのです

が、現在入荷困難が続いている

ため、在庫はゼロになっており

ます。

西部 ハーバル薬局 431-3125 浜松市東区半田山4-31-5 053-431-4189 053-431-4190

月(8:45-18:30)/火(8:45-18:30)/水(8:45-

18:30)/木(8:45-18:30)/金(8:45-18:30)/

土(8:45-16:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-431-4189
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

西部 杏林堂薬局 和田店 435-0016 浜松市東区和田町220-1 053-411-6911 0120-77-5125

月(9:30-20:00)/火(9:30-20:00)/水(9:30-

20:00)/木(9:30-20:00)/金(9:30-20:00)/

土(9:30-20:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 やまと薬局 三和店 435-0038 浜松市南区三和町332-2 053-468-5000 053-468-5010

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-468-5000

西部 ウエルシア薬局浜松参野町店 430-0816 浜松市南区参野町15-1 053-444-5115 053-444-5116

月(9:00-13:00 14:00-19:00)/火(9:00-

13:00 14:00-19:00)/水(9:00-13:00

14:00-19:00)/木(9:00-13:00 14:00-

19:00)/金(9:00-13:00 14:00-19:00)/土

(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局芳川店 430-0826 浜松市南区四本松町460-1 053-427-1712 053-427-1766

月(10:00-20:00)/火(10:00-20:00)/水

(10:00-20:00)/木(10:00-20:00)/金

(10:00-20:00)/土(10:00-20:00)/日(休)/祝

(休)

開局時間と同じ 053-427-1712

西部 そうごう薬局浜松渡瀬店 435-0036 浜松市南区渡瀬町3番 053-411-6871 053-464-5222

月(9:00-18:00)/火(9;00-18;00)/水(9;00-

13;00)/木(9;00-18;00)/金(9;00-18;00)/

土(9;00-12;30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局 白羽店 430-0846 浜松市南区白羽町737 053-442-9011 053-444-1511

月(10:00-19:00)/火(10:00-19:00)/水

(10:00-19:00)/木(10:00-19:00)/金

(10:00-19:00)/土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局 内野店 434-0044 浜松市浜北区内野790-1 053-584-2711 053-584-2712

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局 於呂店 434-0015 浜松市浜北区於呂3960 053-580-5011 053-580-5012

月(9:00-20:00)/火(9:00-20:00)/水(9:00-

20:00)/木(9:00-20:00)/金(9:00-20:00)/

土(9:00-20:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 南山堂薬局 浜北平口店 434-0042
浜松市浜北区小松1696番

地
053-545-4501 053-545-4502

月(8:30-17:30)/火(8:30-17:30)/水(8:30-

17:30)/木(8:30-17:30)/金(8:30-17:30)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-545-4501

西部 杏林堂薬局 小松店 434-0042 浜松市浜北区小松465-3 053-584-5911 053-584-5912

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-18:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

西部 パール薬局 434-0031 浜松市浜北区小林1105-7 053-585-3130 053-585-3131

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-12:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-585-3130

西部 杏林堂薬局新原店 434-0003 浜松市浜北区新原2230-1 053-584-6511 0120-77-7582

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

18:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(休)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局 浜北店 434-0014
浜松市浜北区本沢合127番

地の1
053-586-8811 053-584-0310

月(9:00-19:00)/火(9:00-19:00)/水(9:00-

19:00)/木(9:00-19:00)/金(9:00-19:00)/

土(9:00-19:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 アンク薬局 434-0014 浜松市浜北区本沢合800 053-584-0078 053-584-0088

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(8:30-16:30)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-13:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 杏林堂薬局引佐店 431-2213
浜松市北区引佐町金指

1093-3
053-542-3855 0120-77-6726

月(9:00-20:00)/火(9:00-20:00)/水(9:00-

20:00)/木(9:00-20:00)/金(9:00-20:00)/

土(9:00-20:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 このみ薬局 431-2213
浜松市北区引佐町金指

1578-9
053-542-3771 053-542-3781

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水(9:00-

17:00)/木(9:00-18:00)/金(9:00-18:00)/

土(9:00-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 レモン薬局三方原店 433-8108 浜松市北区根洗町550 053-430-5592 053-430-5593

月(8:30-18:00)/火(8:30-18:00)/水(8:30-

18:00)/木(8:30-18:00)/金(8:30-18:00)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 053-430-5592

西部 はやし薬局 433-8112
浜松市北区初生町１１７６

－５
053-414-1884 053-414-1885

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-17:00)/金(9:00-18:30)/

土(9:00-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 あおい薬局初生店 433-8112 浜松市北区初生町381-8 053-430-2811 053-430-2812

月(9:00-18:30)/火(9:00-18:30)/水(9:00-

18:30)/木(9:00-17:00)/金(9:00-18:30)/

土(8:30-12:30)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可

西部 古見薬局 431-0442 湖西市古見862-4 053-574-3130 053-576-0980

月(8:30-19:00)/火(8:30-19:00)/水(8:30-

19:00)/木(8:30-18:30)/金(8:30-19:00)/

土(8:30-19:00)/日(休)/祝(休)

月(9:00-18:00)/火(9:00-18:00)/水

(9:00-18:00)/木(9:00-18:00)/金

(9:00-18:00)/土(9:00-18:00)/日(休)/

祝(休)

対応不可
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医療用抗原検査キット販売対応薬局リスト

令和４年８月29日現在

地区 薬局の名称 郵便番号 所在地 薬局の電話番号 薬局のFAX番号 開局時間 販売対応可能な時間
休日・夜間対応の

可否
備考

１ 本リストは、掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではありません。

  各薬局の在庫には変動があるため、必ず事前に電話等で確認してください。

２ 電話で在庫が確認できたら、販売時間・販売方法等を確認してください。

西部 さかえ薬局 431-0431 湖西市鷲津780 053-574-2650 053-574-2655

月(8:30-18:30)/火(8:30-18:30)/水(8:30-

18:30)/木(9:00-12:00)/金(8:30-18:30)/

土(8:30-13:00)/日(休)/祝(休)

開局時間と同じ 対応不可
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