医療用抗原検査キット「販売対応」薬局一覧
2022.08.01現在

「掲載されている薬局においては、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、事前に電話等で確認をお願いします」
薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

営業時間中に対応出来る時間

夜間・休日の対応方法

1 箕浦薬局

〒500-8029 岐阜県岐阜市東材木町22

058-262-2334 月～土:9:00～18:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

2 アピス薬局金竜店

〒500-8114 岐阜県岐阜市金竜町1丁目8番地

058-267-0251 月～金:9:00～19:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

3 ファースト調剤薬局つきおか店

〒500-8141 岐阜県岐阜市月丘町4-25

058-240-6511 月火水金土8時45分〜12時半15時半〜19時休日木土午後日祝日

月～金13:00～15:00、土12:00～13:00 ムページURLで詳細な情報を提供

連絡先電話番号:0582406511自社ホー
URL:
月～金・9:00～12:30、15:30～19:30

4 ピノキオ薬局三笠店

〒500-8147 岐阜県岐阜市三笠町１丁目9番地2

058-248-8611 月～金・9:00～12:30、15:30～19:30土・9:00～12:30(日・祝日:休業)

5 ナナ調剤薬局祈年町店

〒500-8156 岐阜県岐阜市祈年町10-15-1

058-249-0303 月、火、木、金:8:45～18:45水、土:9:00～12:30日日、祝:休業

月、火、木、金:14:00～15:30

6 ファースト調剤薬局新岐阜店

〒500-8175 岐阜県岐阜市長住町1-21

058-265-0810 月火水金8:45～13:00、16:00～19:30木9:00～13:00、土8:45～13:00日・祝休業

営業時間と同じ

土・9:00～12:30

連絡先電話番号:058-263-1611自社
7 なの花薬局駒爪店

〒500-8184 岐阜県岐阜市西駒爪町19

058-263-1611

月水:8:30～19:00、火金:8:30～20:00木8:30～16:30、土:8:30～12:00日・祝:休業、お 月水:8:30～19:00、火金:8:30～20:00
盆、年末年始等臨時休業あり。

木8:30～16:30、土:8:30～12:00

ホームページURLで詳細な情報を提
供URL:https://www.nanohanaph.jp/shop/tokaihokuriku/gifu/gifu/komadume.php

営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:月～金:午前8:30～午後5:30、

自社ホームページURLで詳細な情報

8 平成調剤薬局日野店

〒500-8211 岐阜県岐阜市日野東3-12-14

058-214-8722

9 V・drug

〒500-8226 岐阜県岐阜市野一色4-5-18

058-247-5885 月～金:9:00～17:30、土・日・祝:休業

営業時間と同じ

10 ピノキオ薬局中央店

〒500-8226 岐阜県岐阜市野一色4-7-2

058-247-8676 月～金:8:30～18:00、土:8:30～10:30、日・祝:休業

営業時間内

11 V・drug

〒500-8227 岐阜県岐阜市北一色6-20-34

058-249-5767 月・火・木・金:9:00～19:30、水:9:00～18:00、土:9:00～13:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

12 きらら調剤薬局

〒500-8227 岐阜県岐阜市北一色10丁目11番12号

058-259-3511 月～金:9:00～17:30、土.日.祝:休業

月～金9:00～17:30、営業時間と同じ

13 V・drug

領下中央薬局

〒500-8241 岐阜県岐阜市領下6-26-1

058-259-7765 月～金:8:30～19:00、土:8:30～14:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

14 V・drug

領下薬局

ぎふ東調剤薬局
北一色薬局

土:8:30～9:30

営業時間と同じ

ph.com/1083.html

〒500-8241 岐阜県岐阜市領下5-57-1

058-201-1675 月・火・木・金:9:00～18:30水:9:00～17:00土:9:00～12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

15 サニー薬局

〒500-8251 岐阜県岐阜市加納御車町7番

058-216-1988 月～金:9:00～19:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

16 平成調剤薬局茜部店

〒500-8263 岐阜県岐阜市茜部新所4-133

058-278-2788

17 なかま薬局うずら店

〒500-8288 岐阜県岐阜市中鶉7-73-3なかま薬局うずら店

058-201-0827 月火水金土:9:00～13:00、16:00～20:00木:9:00～17:00日・祝:休業

営業時間と同じ

18 なにわ薬局

〒500-8301 岐阜県岐阜市浪花町2-6

058-215-7111 月火木金:9:00～19:00、水:8:00～16:00土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

19 なかま薬局島田東店

〒500-8315 岐阜県岐阜市島田東町44

058-252-7672 月～金:9:00～19:00土:9:00～12:00日・祝:休業

営業時間と同じ

20 V・drug

〒500-8323 岐阜県岐阜市鹿島町7-34

058-251-8262 月～金:8:30～17:00土・日・祝:休業

営業時間と同じ

21 シノダ薬局菊地店

〒500-8345 岐阜県岐阜市菊地町2-42

058-275-6777 月～金:9:00～13:00、15:00～19:00、土:9:00～17:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

22 わかば薬局六条店

〒500-8359 岐阜県岐阜市六条北2-10-9六条メディカルモール１F

058-215-1135 月火木金:9:00～19:00水9:00～18:00土:9:00～18:00日・祝:休業

営業時間と同じ

23 まみや調剤薬局鏡島店

〒500-8362 岐阜県岐阜市西荘2-5-47

058-252-3456 月～金:9:00～19:00、土:9:00～14:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

24 ハーズ市橋調剤薬局

〒500-8381 岐阜県岐阜市市橋3-7-12

058-277-3481 月～金:9:00～19:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

25 しょうなん調剤薬局やぶた店

〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南3-6-8

058-277-6745 月～金:8:00～12:0014:00～20:30土日祝:9:00～12:0014:00～17:00年中無休

営業時間と同じ

26 V・drug

〒500-8388 岐阜県岐阜市今嶺1-28-15

058-268-1105 月～金:9:00～19:00土:9:00～12:00

月～金:9:00～19:00土:9:00～12:00

ぎふ西調剤薬局

営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:9:00～19:15(ただし、木曜
日:9:00～17:00、土曜日:9:00～12:15)

を提供URL:http://heisei-

https://www.vdrug.co.jp/

自社ホームページURLで詳細な情報
を提供URL:https://www.vdrug.co.jp

自社ホームページURLで詳細な情報
営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html

連絡先電話番号:08094174344在庫が
今嶺薬局

ある場合、購入予約受付のみ販売に
ついては店舗営業時間内

27 あらた町調剤薬局

〒500-8401 岐阜県岐阜市安良田町2-11

058-262-4090 月～水、金:9:00～20:0014:00～16:00中休み、木土:9:00～14:00、日・祝:休業

28 平成調剤薬局加納店

〒500-8455 岐阜県岐阜市加納栄町通5丁目16番地

058-276-1171

29 阪神調剤薬局岐阜城南店

〒500-8469 岐阜県岐阜市加納竜興町1-9

058-215-0478 月～水、金:8:45～18:00、土:8:45～12:00、木・日・祝:休日

営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:月・水・金:9:00～19:00、火・
木:9:00～17:00、土:9:00～13:00

営業時間と同じ(混雑時待ち時間が長
くなる場合有り)
自社ホームページURLで詳細な情報
営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html

営業時間と同じ

備考

医療用抗原検査キット「販売対応」薬局一覧
2022.08.01現在

「掲載されている薬局においては、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、事前に電話等で確認をお願いします」
薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間
月火水金曜日:9:00～19:30、木曜日9:00～17:00、土:9:00～17:30、日・祝:9:00～

営業時間中に対応出来る時間

30 コトブキ調剤薬局

〒500-8486 岐阜県岐阜市加納城南通1-24

058-275-2866

31 平成調剤薬局市役所前店

〒500-8823 岐阜県岐阜市江川町22

058-212-3166

32 たんぽぽ薬局名鉄岐阜店

〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-6

058-266-4661 月～金:9:30～19:00、土:9:30～15:00、日・祝:休業

33 平成調剤薬局金町店

〒500-8842 岐阜県岐阜市金町5丁目10番3号

058-265-5503

34 ふれあい薬局

〒500-8878 岐阜県岐阜市神室町4-29-3小川ビル1階

058-263-7136 月～土曜日9:00～19:00(木曜17:00)日～祝日休み

35 プラス薬局河渡店

〒501-0105 岐阜県岐阜市河渡3丁目158番地2

058-252-5300

36 橋本薬局

〒501-0118 岐阜県岐阜市大菅北9-23

058-253-5889 月～金:9:00～19:00、土:9:00～14:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

37 杉山薬局

〒501-0123 岐阜県岐阜市鏡島西2-4-47

058-251-9001 月～金:9:00～20:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

38 たんぽぽ薬局岐大前店

〒501-1113 岐阜県岐阜市大学西1-91-4

058-234-8171 月～金:08:30～17:30土・日・祝:休業

営業時間と同じ

39 きらり調剤薬局

〒501-1113 岐阜県岐阜市大学西1-91-3

058-215-6357 月～金:9:00～17:30、土～日・祝:休業

営業時間と同じ

40 岐阜薬科大学附属薬局

〒501-1113 岐阜県岐阜市大学西1-108-3

058-293-0220 月～金:8:45～17:30

営業時間と同じ

41 平成調剤薬局岐大前店

〒501-1127 岐阜県岐阜市古市場神田85

058-293-1145

42 ユタカ薬局黒野

〒501-1132 岐阜県岐阜市折立873-3

058-293-1235 月～金:9:00～19:00、土:9:00～14:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

43 ハーズ黒野調剤薬局

〒501-1136 岐阜県岐阜市黒野南1-1-2

058-234-2003 月～金:9:00～19:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

44 ハーズ川部調剤薬局

〒501-1151 岐阜県岐阜市川部2－154

058-234-5600 月～金:9:00～17:30、土:9:00～12:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

45 平成調剤薬局川部店

〒501-1151 岐阜県岐阜市川部2丁目148番地

058-293-1217

46 アイセイ薬局石原店

〒501-2534 岐阜県岐阜市森西29-1

058-229-0121 月火水金:9:00～19:10、土:9:00～17:00、日・祝:休業

47 平成調剤薬局太郎丸店

〒501-2576 岐阜県岐阜市太郎丸新屋敷207-3

058-229-6120

48 大洞薬局加野店

〒501-3109 岐阜県岐阜市向加野3-6-12

058-213-7312 月～水・金:9:00～19:30木:9:00～17:00土:9:00～13:00日・祝:休業

49 ピノキオ薬局加野店

〒501-3109 岐阜県岐阜市向加野2-16-5

058-242-1646 月水木金:8:15～18:30、土:8:15～12:00、火・日・祝:休業

50 大洞薬局

〒501-3133 岐阜県岐阜市芥見南山3-8-5

058-241-6716 月～金:9:00～20:00、土:9:00～15:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

51 プラス薬局岩滝店

〒501-3152 岐阜県岐阜市岩滝西3丁目78-2

058-242-9780 月・火・水・金8:30～12:30、15:45～19:00木・土8:30～12:30

営業時間と同じ

52 貴船薬局柳津店

〒501-6103 岐阜県岐阜市柳津町蓮池2-23-2

058-216-0011 月火水金:8:30～18:30、木:8:30～16:30、土:8:30～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

53 ピノキオ薬局佐波店

〒501-6121 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西3-149

058-270-0193 月～水、金9:00～19:15、土日9:00～12:00

月～水、金10:00～17:00

12:30
営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:月火水金:9:00-19:00、木:9:0013:3016:00-19:30、土:9:00-13:00

営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:9:00～18:30(ただし、木曜
日:8:00～16:00)

月・火・木・金:9:00～13:00、15:00～19:00水:9:00～18:00土:9:00～13:00日・祝:休
業

営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:9:00～19:15(ただし、水曜
日:8:00～16:00、土曜日:9:00～12:15)

営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:9:00～18:00(ただし、土曜日は
9:00～13:00)

営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:9:00～19:30(ただし、土曜日は
9:00～13:00)

夜間・休日の対応方法

営業時間と同じ
自社ホームページURLで詳細な情報
営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html

営業時間と同じ
自社ホームページURLで詳細な情報
営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html""

月～土曜日9:30～18:00(木曜16:00)
営業時間と同じ
連絡先電話番号:058-253-5889

自社ホームページURLで詳細な情報
営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html

自社ホームページURLで詳細な情報
営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html""

営業時間と同じ
自社ホームページURLで詳細な情報
営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html""

営業時間と同じ
月水木金:13:00～16:00、土9:00～
12:00
連絡先電話番号:07031776716(不在時
転送あり)
薬局の電話を管理薬剤師の携帯へ転
送
自社ホームページURLで詳細な情報

54 V・drug

三田洞薬局

〒502-0004 岐阜県岐阜市三田洞889-1

058-236-0775 月～金:9:00～20:00、土:9:00～14:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

を提供
URL:https://www.vdrug.co.jp/store/
10135/

55 トーカイ薬局三田洞店

〒502-0006 岐阜県岐阜市粟野西3-79-3

058-237-1518 月～水/金:9:30～19:00木/土:9:30～13:00日・祝:休業(※8月12日・13日は臨時休業)

56 平成調剤薬局長良店

〒502-0022 岐阜県岐阜市長良東郷町１－１１

058-210-3470

営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:月・火・水・金:9:00～19:15、
木・土:9:00～18:30

営業時間と同じ(※ただし在庫がある
場合)
自社ホームページURLで詳細な情報
営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html

備考

医療用抗原検査キット「販売対応」薬局一覧
2022.08.01現在

「掲載されている薬局においては、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、事前に電話等で確認をお願いします」
薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間
営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:月～金:9:00～19:30、土:9:00～

営業時間中に対応出来る時間

自社ホームページURLで詳細な情報

57 平成調剤薬局東長良店

〒502-0082 岐阜県岐阜市長良東3-43

058-296-3005

58 ハーズ八代調剤薬局

〒502-0812 岐阜県岐阜市八代1-6-18

058-231-8460 月～金:9:00～19:00、土:9:00～18:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

59 スギ薬局長良店

〒502-0812 岐阜県岐阜市八代1ー6ー20

058-210-3122 月～金:9:00～20:00、土:9:00～17:30、日・祝:9時～13時

営業時間と同じ

60 平成調剤薬局本店

〒502-0812 岐阜県岐阜市八代1-3-3

058-231-2113

13:00

営業日:月曜～土曜(日曜・祝日は休み)営業時間:月・火・水・木・金:9:00～17:30、
土9:00～12:00
営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:月・火・木・金:9:00～18:00、

61 平成調剤薬局八代店

〒502-0812 岐阜県岐阜市八代1-2-28

058-214-7123

62 スギヤマ薬局長良店

〒502-0813 岐阜県岐阜市福光東3-1-1

058-210-0232 月～日曜:9:30～21:00

63 ライフ在宅支援薬局

〒502-0815 岐阜県岐阜市福光南町12-15

058-231-1211 月・火・木・金:8:30～19:00、木:8:30～16:30、土:8:30～12:00、日・祝:休業

水:9:00～18:00、土:9:00～13:00

夜間・休日の対応方法

営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html

自社ホームページURLで詳細な情報
営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html
自社ホームページURLで詳細な情報

営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html

営業時間と同じ
月・火・木・金:8:30～13:0018:00～
19:00、水:8:30～13:00、土:8:30～

連絡先電話番号:058-231-1211

12:00
64 ビタミン堂薬局

〒502-0835 岐阜県岐阜市織田町織田町1-1

058-231-7089 月～水・金:9:00～19:30、木・土:9:00～19:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

65 ウエルシア薬局岐阜鷺山店

〒502-0858 岐阜県岐阜市下土居2-8-11ウエルシア薬局岐阜鷺山店

058-297-7027 月～金:9:00～19:00、土:9:00～17:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

66 ハーズ調剤薬局忠節店

〒502-0901 岐阜県岐阜市光町2-9

058-295-6171 月～金:9:00～18:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

67 ハーズ調剤薬局早田美島店

〒502-0903 岐阜県岐阜市美島町3-16

058-295-7786 月・火・木・金:9:00～18:30水・土:9:00～13:00日・祝:休業

営業時間と同じ

68 ピノキオ薬局忠節店

〒502-0904 岐阜県岐阜市島栄町3丁目12番1

058-215-5170 月～金:9:00～19:30、土:9:00～12:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

69 みお薬局

〒502-0905 岐阜県岐阜市山吹町6ー19-1

058-296-4151 :月木金:9:00～19:00、火水土:9:00～18:00、日・祝:休業

月～土13:00～15:00

70 ファースト調剤薬局東島店

〒502-0913 岐阜県岐阜市東島3丁目9-24

058-294-8001 月～火、木～金:9:00～18:30、土:9:00～12:00、水・日・祝:休業

営業時間と同じ

71 すごう薬局

〒502-0914 岐阜県岐阜市菅生1-10-3すごう薬局

058-216-0234 月火水金:9:00～19:00、土:9:00～14:30、木・日・祝:休業

営業時間と同じ

月/火/水/金/土:8:45～12:45、月/火/水/金:15:15～19:30、木:8:45～16:00、日・祝:

薬局固定電話を携帯電話に転送して
対応。

連絡先電話番号:058-216-0234

72 ファースト調剤薬局岐阜すごう店

〒502-0914 岐阜県岐阜市菅生7-5-20

058-295-6100

73 しま調剤薬局

〒502-0916 岐阜県岐阜市西中島7-5-12

058-213-7730 月～水:9:00～19:00、木、土:9:00～17:30、金:9:00～17:00.日・祝:休業

月～水.土9:00～13:00、金9:00～17:00 連絡先電話番号:058-213-7730

74 ユタカ薬局則武

〒502-0932 岐阜県岐阜市則武中4丁目3番6

058-296-2115 月～金:10時～19時、土日・祝:休業

営業時間と同じ

休業

営業時間と同じ

月・火・木・金9:00～19:00、水9:00
75 貴船薬局

〒502-0933 岐阜県岐阜市日光町九丁目7-2

058-296-1123 月・火・木・金9:00～19:00、水9:00～17:00、土9:00～13:00、日・祝:休業

～17:00、土9:00～13:00 営業時間と
同じ

76 ルナファーマシーかやば薬局

〒502-0936 岐阜県岐阜市萱場南2-12-18

058-213-5107 月～金:8:30～12:00、15:30～18:30土:8:30～12:00日・祝:休業

77 ウラタ薬局新町店

〒504-0021 岐阜県各務原市那加前洞新町4-179

058-389-3336 月火木金:9:00～19:00、水土:9:00～17:00、日・祝:休業

78 ピノキオ薬局各務原店

〒504-0025 岐阜県各務原市那加野畑町2-105-3

058-322-8288 月、火、木、金:8:30～18:30水、土:8:30～12:00、日・祝:休業

営業時間内

79 V・drug

〒504-0026 岐阜県各務原市那加前野町3-167-1

058-201-7061 月～金:8:30～19:00、土:8:30～17:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

80 いるか調剤薬局蘇原東島店

〒504-0816 岐阜県各務原市蘇原東島町3-163-4

058-380-1077 月～金:9:00～19:00(水:9:00～17:00)土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

81 たんぽぽ薬局東海中央病院店

〒504-0816 岐阜県各務原市蘇原東島町4丁目6番地2

058-380-2281 月～金:8:30～17:30、土・日・祝:休業

月～金8:30～17:30

那加薬局

連絡先電話番号:090-9948-1612自社
ホームページURLで詳細な情報を提
供URL:https://appli.eclassa.net/kifune_gifu/index.html

営業時間と同じ
月火木金9:00～19:00、水土9:00～
17:00、営業時間と同じ

連絡先電話番号:058-380-2281
夜間・休日は店舗携帯に転送し対応
します。連絡先電話番号:058-322-

82 ピノキオ薬局蘇原店

〒504-0825 岐阜県各務原市蘇原柿沢町1-41-1

058-322-9921 月、火、水、金:8:30～19:00、木:8:30～16:30、土:8:30～13:30

営業時間と同じ

9921自社ホームページURLで詳細な
情報を提供URL:http://www.pinokiopharmacy.jp/shop/sohara.html

備考

医療用抗原検査キット「販売対応」薬局一覧
2022.08.01現在

「掲載されている薬局においては、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、事前に電話等で確認をお願いします」
薬局名
83 ファースト調剤薬局そはら店

郵便番号

所在地

〒504-0832 岐阜県各務原市蘇原花園町1-57-2

電話番号
058-371-7200

営業時間
月、火、木、金:8:30～12:30、15:00～19:30、水8:00～16:00、土:8:30～12:30、日・
祝:休業

営業時間中に対応出来る時間

夜間・休日の対応方法

月、火、木、金:8:30～12:00、15:00～ 連絡先電話番号:058-371-7200不在
19:00、水8:00～16:00、土:8:30～

時、留守番電話に詳細を入れて下さ

12:00、日・祝:休業

い。

84 ホップおおしま薬局

〒504-0847 岐阜県各務原市蘇原大島町6-88-2

058-322-9611 月・火・水・金:9:00～19:30、木:9:00～17:00、土:9:00～12:30、日・祝:休業

月・火・水・金9:00～12:00

85 ろっけん薬局

〒504-0901 岐阜県各務原市那加東新町2-153

058-322-3595 月～金:8:00-19:00、土:8:00-12:00、日・祝:休業

月～金13:00～15:00、土12:00～13:00

86 ハロー薬局いなば店

〒504-0942 岐阜県各務原市小佐野町6-84-3

058-380-7611 月・火・水・金8:30～19:30木・土8:30～12:30日・祝休み

営業時間と同じ

87 ピノキオ薬局新加納店

〒504-0958 岐阜県各務原市那加新加納町字坂下1990番

058-201-7705 月～金:8:00～19:00木土:8:00～12:00日・祝:休業

営業時間内、夜間休日不可

88 ピノキオ薬局那加店

〒504-0968 岐阜県各務原市那加西野町130トングビル1F

058-380-5750 月火水金:9:00～19:00、木:8:30～16:30、土:9:00～13:30、16:00～18:30日・祝:休業

営業時間と同じ

89 あいしんどう薬局

〒509-0114 岐阜県各務原市緑苑中2-96

058-370-7800 月～木:9:00～20:00、金:9:00～18:00、土日:9:00～13:00、祝:休業

営業時間と同じ

90 ピノキオ薬局鵜沼東店

〒509-0126 岐阜県各務原市鵜沼東町1-93-1

058-260-5005 月・火・水・金9:00～19:30木9:00～17:00土9:00～12:30

月～金13:00～15:00

91 かとう薬局

〒509-0126 岐阜県各務原市鵜沼東町6-79

058-370-0623 月～金:9:00～18:30、土:9:00～17:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

92 プラス薬局鵜沼店

〒509-0135 岐阜県各務原市鵜沼羽場町1-212-1

058-322-7066 月火木金:9:00～12:3016:00～19:00、水土:9:00～12:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

93 ピノキオ薬局伊木山店

〒509-0144 岐阜県各務原市鵜沼大伊木町1丁目８９－５

058-201-7890 月・火・水・金:9:00～19:00、土:9:00～17:30、木・日・祝:休業

94 愛進堂三ツ池薬局

〒509-0146 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町5-239-1

058-385-2500 月火木金:9:00～20:00、水:9:00～18:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

連絡先電話番号:058-370-0623営業時
間外は転送電話にて対応

月・火・水・金14:00～16:30、土
14:00～16:00
連絡先電話番号:058-385-2500市内
月～金13:00～15:00、土12:00～13:00 「あいしんどう薬局」と連携して対
応します
連絡先電話番号:09078557270自社

95 ハラタ健康堂薬局

〒501-2104 岐阜県山県市東深瀬戸羽10-5

0581-22-2523 月～金:9:00～18:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

月～金13:00～15:00、土12:00～13:00 ホームページURLで詳細な情報を提
供URL:
連絡先電話番号:0581-23-

96 ペンギン薬局

〒501-2105 岐阜県山県市高富2118-1

0581-23-0323 月火水金:8:30～19:30、木:8:30～16:30土:8:30～18:00、日:9:00～13:00祝:休業

営業時間と同じ

97 ピノキオ薬局三宅店

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅８－１３８

058-215-1656 月・火・木・金:9:00～19:30、水:8:30～16:30、土:9:00～13:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

98 ピノキオ薬局岐南店

〒501-6012 岐阜県羽島郡岐南町八剣1-22

058-247-2247 月～金:9:00～18:00水:9:00～16:30土:9:00～13:00日・祝:休業

営業時間と同じ

99 まみや調剤薬局岐南店

〒501-6018 岐阜県羽島郡岐南町下印食3-14-3

058-268-3050 月火木金:9:00～18:00、水:9:00～17:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

0323HP:https://www.penginyg.com
/

連絡先電話番号:058-2683050URL:http://mamiya89.web.fc2.c
om/
100

アイン薬局まつなみ健康増進クリ

〒501-6061 岐阜県羽島郡笠松町泉町10

058-216-6234 月～金:8:30～17:00、土:8:30～12:00、日・祝:休業

月～金15:00～17:00、土10:00～11:00 連絡先電話番号:058-216-6234

101 たんぽぽ薬局新笠松店

〒501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代279番地の2

058-387-5861 月～金:8:30～17:30、土:8:30～15:00、日・祝:休業

月～金9:00～16:00、土9:00～13:00

102 笠松こすもす薬局

〒501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代天神321

058-387-8004 月～金:9:00～12:45、15:15～18:30水、土:9:00～12:45、日・祝:休業

営業時間と同じ

103 なかま薬局笠松店

〒501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代若宮1098-1

058-388-7233 月火水金:9:00～18:00、木:10:00～18:00土:9:00～12:00日・祝:休業

営業時間と同じ

104 平成調剤薬局笠松店

〒501-6064 岐阜県羽島郡笠松町北及1672-1

058-388-7117

105 調剤薬局羽島

〒501-6232 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴3423の1

058-393-2522 月～金:9:00～18:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

106 羽島薬局

〒501-6236 岐阜県羽島市江吉良町910

053-391-4318 月～金:9:00～18:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

107 ピノキオ薬局三津屋店

〒503-0012 岐阜県大垣市三津屋町5丁目1-5

0584-47-7960 月～金:9:00～18:30土:9:00～13:30日・祝:休業

営業時間と同じ

108 V・drug

〒503-0015 岐阜県大垣市林町7丁目字薮下671番地

0584-77-3108 月火水金:9:00～19:00木土:9:00～13:00日祝:休

営業時間と同じ

109 ピノキオ薬局大垣店

〒503-0015 岐阜県大垣市林町4-64-1中央タワーズRiho大垣

0584-83-8183 月火木金:8:30～19:00土:8:30～13:30第一日曜日:9:00～12:00水・日・祝:休業

営業時間と同じ

110 スギ薬局中野店

〒503-0022 岐阜県大垣市中野町3-4

0584-83-1420 月～土:10:00～14:00、15:00～19:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

111 ハーズ大垣調剤薬局笠木店

〒503-0023 岐阜県大垣市笠木町651-3

0584-91-0211 月・火・木・金:9:00～19:00、水・土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

112 サニー調剤薬局

〒503-0035 岐阜県大垣市荒尾玉池1-47

0584-93-3517 月～水、金:8:30～18:30、木:8:30～17:30、土:8:30～12:30、日・祝:休業

営業時間中いつでも可能

113 金の鈴薬局安八店

〒503-0112 岐阜県安八郡安八町東結１５２０－１

0584-61-1311 月火木金:9:00～12:00、16:00～19:00水土:9:00～12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

114 ラブダイイチ東薬局

〒503-0802 岐阜県大垣市東町2-1-1

0584-77-6001 月～土:9:00～20:00日・祝:休業

営業時間と同じ

115 こころ調剤薬局大垣店

〒503-0803 岐阜県大垣市小野3-93-4

0584-73-2811 月火水金:8:45～18:45、土:8:45～12:15、土午後・木・祝:休業

営業時間と同じ

ニック店

大垣林町薬局

営業日:月曜日～土曜日(日曜・祝日は休み)営業時間:月・火・水・金9:00-18:45、木
9:00～17:00、土9:00～12:30

自社ホームページURLで詳細な情報
営業時間と同じ

を提供URL:http://heiseiph.com/1083.html

連絡先電話番号:0584-47-7960

電話予約にて対応090-3484-3992
連絡先電話番号:0584-77-6001

備考

医療用抗原検査キット「販売対応」薬局一覧
2022.08.01現在

「掲載されている薬局においては、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、事前に電話等で確認をお願いします」
薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

営業時間中に対応出来る時間

116 アイセイ薬局大垣南

〒503-0854 岐阜県大垣市築捨町5丁目69-1

0584-87-2385 月、火、木、金:9:00～19:15、土:9:00～12:45、水:8:30～16:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

117 アイセイ薬局大垣清水店

〒503-0883 岐阜県大垣市清水町28-1シャローF1階

0584-83-1180 月火木金:9:00～19:10、土:9:00～18:10、水日・祝:休業

営業時間と同じ

118 ハロー薬局大垣駅前店

〒503-0905 岐阜県大垣市宮町1-1スイトテラス2階

0584-77-3101 月火水金;9:00～19:30木;9:00～17:00土;9:00～13:00日祝;休

営業時間と同じ

119 アイン薬局大垣南店

〒503-0976 岐阜県大垣市南若森町252-2

0584-71-6205 月水金:9:00～18:00、木:9:00～17:00、土:9:00～16:00、日・祝:休業

月～金:13:00～15:00

120 すずの木薬局

〒503-0981 岐阜県大垣市桧町895-3

0584-93-3520 月・火・水・金曜日9:00～19:00木曜日7:00～15:00土曜日9:00～13:00

営業時間と同じ

121 ファースト調剤薬局大垣西店

〒503-0981 岐阜県大垣市桧町796番地1

0584-47-5721 月・火・木・金:8:45～13:0015:00～19:00水:8:00～16:00土:8:45～13:00日・祝:休業

営業時間と同じ

122 なの花薬局関ケ原店

〒503-1501 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原2490-29

0584-41-2850 火～土:8:30～17:30、日・月・祝:休業

営業時間と同じ

123 たんぽぽ薬局垂井店

〒503-2121 岐阜県不破郡垂井町2210-45

0584-23-4701 月～金:9:00～19:00、土:9:00～14:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

124 ファーコス薬局東神田

〒503-2125 岐阜県不破郡垂井町東神田2-23-2

0584-24-2223 月・火・木・金:8:45～18:30、水・土:8:45～12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

125 アイセイ薬局大垣赤坂新田店

〒503-2214 岐阜県大垣市赤坂新田一丁目72番2

0584-72-0030 月～水、金→8:30～19:00木→15:15～19:00土→8:30～13:00日、祝日→休業日

営業時間と同じ

126 ひるい調剤薬局

〒503-2221 岐阜県大垣市青墓町1-133-1

0584-91-5655 月・火・木・金:9:00～19:00水・土:9:00～12:30日・祝祭日:休業

営業時間と同じ

127 しょうなん調剤薬局神戸店

〒503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸1706-1

0584-71-8990 月・火・水・金:8:30～19:30木:8:30～16:30土:8:30～17:30.日・祝:休業

営業時間と同じ

128 ごうど調剤薬局

〒503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸167

0584-27-1820 月火水金:9:00～19:00木土:9:00～18:00

月火水金:15:00～16:00

129 アイセイ薬局南濃店

〒503-0535 岐阜県海津市南濃町松山195-1

0584-59-2311 月火水金:8:30～19:00、木:8:30～16:30、土:8:30～18:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

夜間・休日の対応方法
連絡先電話番号:0584-87-2385自社
ホームページURL:aisei.co.up
夜間休日当番の携帯へ転送連絡先電
話番号:0584-83-1180

連絡先電話番号:自社ホームページ
URLで詳細な情報を提供URL:

連絡先電話番号:0584-72-0030自社
ホームページURLで詳細な情報を提
供URL:https://www.aisei.co.jp/

患者様からのお問い合わせは0906874-6595
連絡先電話番号:0584-59-2311自社
ホームページURLで詳細な情報を提
供URL:www.aisei.co.jp

月～金9:00～18:00、第1、3、5土9:00

130 さくら薬局海津店

〒503-0628 岐阜県海津市海津町福江656-1

0584-54-0212 月～金:9:00～18:00、第1、3、5土:9:00～13:00

131 サンファーマシー養老薬局

〒503-1316 岐阜県養老郡養老町押越544-2

0584-32-4885 月、火、水、金:8:30～18:30、木、土:8:30～12:30日・祝:休業

132 オオノ調剤薬局

〒501-0521 岐阜県揖斐郡大野町黒野646-21

0585-34-3663 月～金:8:30～19:00、土:8:30～12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

133 ピノキオ薬局大野店

〒501-0553 岐阜県揖斐郡大野町南方二度桜190

0585-32-4450 月・火・水・金:9:00～18:30、木・土:9:00～17:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

134 ピノキオ薬局揖斐店

〒501-0565 岐阜県揖斐郡大野町中之元1114-1

0585-34-3810 月～水・金9:00～19:00木9:00～13:00土9:00～17:00

営業時間と同じ

0585-22-6707 :月～金:9:00～18:30土:9:00～17水曜日日・祝:休業

営業時間と同じ

岐阜県揖斐郡揖斐川町長良字上新田657番地ピノキオ薬局三

～13:00 営業時間と同じ
営業時間と同じ

135 ピノキオ薬局三町店

〒501-0614

136 ピノキオ薬局三輪店

〒501-0618 岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野字野々宮73-37

0585-21-0229 月～金:8:30～17:30、土・日・祝:休業

営業時間と同じ

137 こころ調剤薬局

〒501-0619 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪2519-2

0585-21-1189 月～金:8:30～17:30、土:10:00～12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

町店

連絡先電話番号:0585-21-1189自社
ホームページURLで詳細な情報を提
供URL:https://kkkokoro.com
138 アイセイ薬局揖斐川店

〒501-0619 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪105

0585-21-0171 月～水・金:8:00～18:45、土:8:00～12:30、木:8:00～16:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

139 たんぽぽ薬局揖斐店

〒501-0619 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪2590-3

0585-21-5021 営業時間:月～金9:00～18:00定休日:土・日・祝日

営業時間と同じ

140 谷汲調剤薬局

〒501-1314 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲名礼252-2

090-9188-5185 月～金:8:30～18:00、

営業時間と同じ

141 ピノキオ薬局池田店

〒503-2424 岐阜県揖斐郡池田町池野7-6

0585-45-0233 月～金:9:00～19:00、土:8:00～16:00日・祝:休業

月～金:9:00～19:00、土:8:00～16:00

〒503-2424 岐阜県揖斐郡池田町池野300-2

0585-44-3001 月火水金:8:45～13:00、15:00～19:00木:8:30～16:30土:8:45～13:00日・祝:休業

143 ヤナセ薬局

〒503-2425 岐阜県揖斐郡池田町六之井1473-5

0585-45-2224 月～金:9:00～19:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

144 いび薬局

〒503-2426 岐阜県揖斐郡池田町八幡字神明ノ木2695-2

0585-44-3872 月火水金:8:30～19:30、土:8:30～12:30、木:8:30～16:30日祝:休み

月～金:13時～16時

〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府230-1

058-326-1606 平日:9:00～12:30、17:00～19:00水・土:9:00～12:30、日・祝:休業

146 みずほ薬局

〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府堤内三の町724-1

058-327-0832 月火木金:9:00～19:00、水土:9:00～12:30、日・祝:休業

号:0585210171URL:aisei.co.up

連絡先電話番号:0585-45-0233折り返
し電話対応

月火水金:8:45～13:00、15:00～19:00

142 ファースト調剤薬局いび池野店

145 ハーズみずほ調剤薬局

連絡先電話番

木:8:30～16:30土:8:45～13:00

平日:9:00～12:30、17:00～19:00水・
土:9:00～12:30、日・祝:休業
営業時間と同じ

患者様からのお問い合わせは0906874-6595

備考

医療用抗原検査キット「販売対応」薬局一覧
2022.08.01現在

「掲載されている薬局においては、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、事前に電話等で確認をお願いします」
薬局名
147 たんぽぽ薬局ほづみ駅前店

郵便番号

所在地

〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府字堤内三ノ町995番地

電話番号

営業時間

058-326-1361 月、火、木、金9:00～19:00水9:00～17:00土9:00～13:00日・祝:休業
月火金:9:00～19:00、水:9:00～21:00、木:9:00～14:00、土:9:00～12:30、日・祝:休

営業時間中に対応出来る時間
月、火、木、金9:00～19:00水9:00～
17:00土9:00～13:00

148 パール調剤薬局みずほ店

〒501-0236 岐阜県瑞穂市本田165-2

058-325-0510

149 たなせ調剤薬局

〒501-0307 岐阜県瑞穂市唐栗275-3

058-328-7377 月～金:8:30～19:30、土:8:30～12:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

150 ユタカ調剤薬局真正

〒501-0465 岐阜県本巣市軽海496

058-323-7182 月火木金:8:30～19:00、水:8:30～17:00土:8:30～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

151 ピノキオ薬局文殊店

〒501-1203 岐阜県本巣市文殊880

0581-34-4988 (月)(火)(木)(金)7:45～19:00(水)(土)7:45～12:30

月～金13:00～15:00、土12:00～13:00

152 V・drug

〒501-3200 岐阜県関市西本郷131-1

0575-25-6090 平日8:30～20:00土曜9:00～18:00日曜、祝日休み

営業時間と同じ

153 調剤薬局ついきファーマシー

〒501-3227 岐阜県関市北仙房36

0575-23-7833 月・火・水・金:9:00～12:00、15:30～18:30木・土:9:00～12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

154 ファースト調剤薬局関店

〒501-3247 岐阜県関市池田町91

0575-24-9033 月～金:8:15～12:30、15:30～19:30土:8:15～12:30土曜午後･日･祝:休業

営業時間と同じ

155 （有）丹羽薬局

〒501-3253 岐阜県関市栄町1丁目3番地1

0575-22-0728 月火水金:8:30～18:30木土:8:30～12:30,日・祝:休業

営業時間と同じ

156 ハーズ美濃調剤薬局

〒501-3746 岐阜県美濃市中央4-3-17

0575-33-2211 月～金:9:00～18:00、土・日・祝:休業

営業時間と同じで9:00～18:00

業

夜間・休日の対応方法

月火木金9:00～12:00
連絡先電話番号:058-328-7377

夜間、休日は即時対応致しかねま
中濃厚生病院前薬局

す。下記電話番号にご相談くださ
い。連絡先電話番号:080-3722-2971

薬局電話0575-22-0728にて対応
夜間休日の販売は即時対応致しかね
ます。下記電話番号にご相談くださ

157 V・drug

美濃インター薬局

〒501-3746 岐阜県美濃市中央10-152

0575-31-2062 月～金:9:00～19:00土:9:00～13:00日・祝:休業

月～金13:00～15:00上記時間以外の販 い。相談窓口:080-9417-5218店舗の
売は店舗状況によります。

場所は下記HPをご覧ください。
https://www.vdrug.co.jp/store/1022
7/

158 かえで調剤薬局

〒501-3752 岐阜県美濃市松栄町5丁目1番

0575-29-3023 月火木金:9:00～13:00、15:00～19:00水土:9:00～13:00日・祝:休業

営業時間と同じ

159 ピノキオ薬局関店

〒501-3812 岐阜県関市東本郷名無木176番地

0575-25-1526 月～金:8:30～18:00、土.日.祝:休業

営業時間と同じ

160 ウラタ薬局仲町店

〒501-3817 岐阜県関市仲町121-3

0575-46-8256 月～水・金:9:00～19:00、木・土:9:00～17:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

161 株式会社ウラタ薬局

〒501-3914 岐阜県関市鋳物師屋3-2-7

0575-24-0016 火曜日～土曜日10:00～18:00日・月・祝日休業

営業時間と同じ

162 ふうせん薬局田原店

〒501-3928 岐阜県関市西田原1322-2

0575-25-0039 平日(木曜日以外):9:00～19:15、木:9:00～18:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

163 V・drug

稲口薬局

〒501-3932 岐阜県関市稲口柳洞773-1

0575-21-0690 月～水、金:9:00～19:00、木:9:00～17:00土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

164 V・drug

関みなみ薬局

〒501-3905 岐阜県関市神明町3ー6ー17V・drug関みなみ薬局

0575-21-6255 月、火、木、金:9:00～19:00水、土:9:00～13:00日・祝:休業

月、火、木、金13:00～15:00

165 ファースト調剤薬局郡上八幡店

〒501-4211 岐阜県郡上市八幡町中坪1－8－3

0575-65-6680 月火水金:9:00～13:00、15:00～19:00木:9:00～17:00土:9:00～16:00日・祝:休業日

営業時間と同じ

166 ピノキオ薬局八幡店

〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷字吉田町1265-2

0575-66-2251 月～金:8:30～18:30、土日祝:休業

営業時間と同じ

167 ピノキオ薬局大和店

〒501-4612 岐阜県郡上市大和町剣88-3

0575-88-4433 月火水金:8:30～19:00、土:8:30～13:00、木・日・祝:休業

営業時間と同じ

168 ピノキオ薬局為真店

〒501-5122 岐阜県郡上市白鳥町為真欠田１２０１

0575-83-0351 月～金:8:830～18:30、土:8:830～12:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

169 クオール薬局加茂店

〒505-0034 岐阜県美濃加茂市古井町下古井608

0574-23-1225 月～金:9:00～18:30、土:9:00～18:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

170 かえで調剤薬局

〒505-0043 岐阜県美濃加茂市深田町3-34-1

0574-27-3625 月～金:9:00～18:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

171 かもの薬局

〒505-0052 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1267

0574-66-2177 月・火・水・金:8:45～12:45,14:45～19:15、木・土:8:45～12:45

営業時間と同じ

172 コーヨー調剤薬局

〒505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中2348-8

0574-68-1037 月～金:9:00～18:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

月～金14:00～17:00

173 アイセイ薬局みたけ店

〒505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中2410

0574-67-8201 月、火、木、金:9:00～19:10、水:9:00～17:00土:9:00～17:10、日・祝:休業

営業時間と同じ

174 V・drug

八百津薬局

〒505-0305 岐阜県加茂郡八百津町和知1032-52

0574-43-8066 月・火・木・金:9:00～19:00水・土:9:00～13:00日・祝:休業

営業時間と同じ

175 V・drug

可児薬局

〒509-0206 岐阜県可児市土田1356-33

0574-24-0805 月～金:9:00～18:00

月～金15:00~16:00

月～金:9:00～20:00、土:隔週9:00～14:00、隔週9:00～18:00日:隔週休業、隔週9:00

営業時間と同じ(ただし、日曜日を除

～18:00祝:休業

く)

176 有限会社まみや調剤薬局

〒509-0214 岐阜県可児市広見847-10

0574-63-5577

177 ダイケイ薬局

〒509-0214 岐阜県可児市広見1ー18ー1

0574-61-3630 月～金:9:00～18:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

月～金13:00～15:00、土12:00～13:00

178 ピノキオ薬局広見店

〒509-0214 岐阜県可児市広見１丁目２３番地１

0574-66-1036 月、金:9:00～18:00、木、土:9:00～12:30、火、水:9:00～16:30日・祝:休業

営業時間中

179 山本薬局桜ヶ丘店

〒509-0235 岐阜県可児市桜ケ丘6―74桜ヶ丘西友店内

0574-64-3561 月〜金9:30〜20:00土日9:30〜18:00祝日9:30〜13:00

180 コスモス調剤薬局

〒509-1112 岐阜県加茂郡白川町赤河1063-1

0574-73-3007 月～金:8:40～18:30、土:8:40～12:40日・祝:休業

月～金13:00～15:00

181 スギ薬局多治見店

〒507-0015 岐阜県多治見市住吉町1-1-1

0572-21-3916 月曜～金曜、10:00～14:00、15:00～19:00土曜、10:00～14:00日曜・祝日、休業

営業時間と同じ

在庫を電話で確認しての来局をお願い
します

薬局営業時間外電話番号:080-44677942

連絡先電話番号:0574-67-8201

備考

医療用抗原検査キット「販売対応」薬局一覧
2022.08.01現在

「掲載されている薬局においては、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、事前に電話等で確認をお願いします」
薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

営業時間中に対応出来る時間

夜間・休日の対応方法

営業時間中いつでも可能だが、キット
が入荷未定なので確実に販売できるか

182 アイセイ薬局金岡店

〒507-0016 岐阜県多治見市金岡町1-74-1

0572-21-1130 月水木金:8:30～19:00、火:8:30～16:30土:8:30～13:00、日:8:30～12:00祝:休業

183 ハーズ多治見調剤薬局豊岡店

〒507-0034 岐阜県多治見市豊岡町3-69

0572-21-6333 月～金(水曜除く):9:00～19:00、水・土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

184 調剤薬局大樹

〒507-0041 岐阜県多治見市太平町3-6

0572-21-1408 月～金:9:00～19:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

185 やまと調剤薬局

〒507-0041 岐阜県多治見市太平町4-53-2

0572-24-6407 月火水金:9:00～18:30、木:8:30～16:00、土:9:00～13:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

186 V・drug

〒507-0042 岐阜県多治見市前畑町4-111-2

0572-21-1652 月～金:9:00～18:00、土:9:00～12:00日・祝:休業

営業時間と同じ

187 エール調剤薬局前畑店

〒507-0042 岐阜県多治見市前畑町3-76-5

0572-23-8288 月～火:8:30～18:30、水:8:30～16:30、木～金:8:30～18:30、土:8:30～12:30

営業時間と同じ

188 シモダ薬局

〒507-0054 岐阜県多治見市宝町3-32-1

0572-21-5775 月～水・金:8:30～12:3015:00～18:30木・土:8:30～12:30日・祝:休業

営業時間と同じ

189 松坂薬局

〒507-0071 岐阜県多治見市旭ケ丘8丁目29-45

0572-27-3503 月～金:9:00～19:00土:9:00～13:00日・祝日休業

営業時間と同じ

190 トーカイ薬局多治見根本店

〒507-0078 岐阜県多治見市高根町2-111-1

0572-20-1215 9:00～19:00(水:8:00～16:00、土:9:00～12:00)日・祝:休業

営業時間と同じ

191 アイセイ薬局滝呂店

〒507-0813 岐阜県多治見市滝呂町12丁目211-2

0572-45-3787 月、火、木、金:8:30～19:00、水、土:8:30～12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

192 シモダ薬局平和店

〒507-0827 岐阜県多治見市平和町7-76

0572-25-8172 月～土:8:30～12:30、16:00～19:00日・祝:休業

月～土9:00～12:00、16:00～18:00

193 スギ薬局多治見南店

〒507-0828 岐阜県多治見市三笠町1-8-1

0572-21-0071 月～金:9:00～20:00、土、日、祝:9:00～17:00

194 V・drug

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町字権現2200番地289

0572-26-7401 月・火・金・土8:30～18:30水・日8:30～12:30木・祝:休業

営業時間と同じ

195 エール調剤薬局土岐店

〒509-5112 岐阜県土岐市肥田浅野笠神町2-21-2

0572-56-0063 月～金:9:00～19:00、土:9:00～12:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

196 さくしん薬局

〒509-5115 岐阜県土岐市肥田町肥田2834番地の2

0572-56-7773 月、火、木、金:8:30～18:00、水、土:8:30～12:30、日・祝:休業

197 スギ薬局土岐店

〒509-5123 岐阜県土岐市土岐口南町2-11

0572-44-7436 月～金:9:00～20:00、土:9:00～14:00、日・祝:休業

198 トーカイ薬局土岐泉店

〒509-5147 岐阜県土岐市泉郷町4-23

0572-54-0059 月火水金:9:00～19:00、木土:9:00～12:30、日・祝:休業

はわからない。在庫があれば販売可

連絡先電話番号:0572-21-1130

能。

前畑薬局

笠原中央薬局

月～金:8:30～18:00、第一、第三、第五土:9:00～13:00、第二、第四土:8:30～

月～金9:00～20:00、土、日、祝9:00
～17:00、営業時間と同じ

月、火、木、金8:30～18:00、水、土
8:30～12:30、営業時間と同じ
月～金9:00～20:00、土9:00～14:00、
営業時間と同じ
営業時間と同じ

199 日本調剤土岐薬局

〒509-5193 岐阜県土岐市土岐津町土岐口703-24

0572-56-0106

200 V・drug

〒509-5301 岐阜県土岐市妻木町大沼1650-2

0572-58-0319 月～土:10:00～19:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

201 メール調剤薬局稲津店

〒509-6103 岐阜県瑞浪市稲津町小里字宮之下727-4

0572-67-1060 月～金:9:00～18:00、水,土:9:00～12:00、日・祝:休業

月～土9:00～12:00

202 エール調剤薬局瑞浪店

〒509-6104 岐阜県瑞浪市山田町671-12

0572-26-8993 月・火・木・金:8:30～18:30、水:8:30～16:30、土:8:30～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

203 穂並調剤薬局

〒509-6107 岐阜県瑞浪市穂並2丁目120番地

0572-66-2755 月～金:9:00～19:00(水は18:00)土:9:00～17:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

204 なにわ調剤薬局

〒509-6116 岐阜県瑞浪市南小田町1-130

0572-44-8868 月・火・水・金:9:00～13:00、16:00～19:00木・土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

205 伊藤薬局

〒509-6121 岐阜県瑞浪市885-2

0572-68-2343 月～金:8:30～20:00土8:30～17:00日、祝日休業

営業時間と同じ

206 キマタ薬局

〒509-6122 岐阜県瑞浪市上平町4-9-2

0572-68-8285 月～金:8:00～19:30、土:8:00～18:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

207 ひだまり薬局瑞浪店

〒509-6124 岐阜県瑞浪市一色町二丁目84-3ひだまり薬局瑞浪店

0572-56-6150 月・火・金:9:00～18:30、木・土:9:00～13:00、水・日・祝:休業

営業時間と同じ

17:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

連絡先電話番号:090-2560-9612
連絡先電話番号:070-1240-2686自社

南土岐薬局

ホームページURLで詳細な情報を提
供URL:http://www.vdrug.co.jp
連絡先電話番号:0572-26-8993自社
ホームページURLで詳細な情報を提
供URL:https://yell-ph.co.jp/

月火金:9:00～19:00、水:9:00～17:00、木:9:00～19:00(第1、3、5～17:00)土:9:00～

208 いきいき健康薬局

〒509-6134 岐阜県瑞浪市松ケ瀬町1-15-2

0572-66-1772

209 アイセイ薬局おおくて店

〒509-6471 岐阜県瑞浪市大湫町113-54

0572-63-0125 月～土:9:00～18:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

210 V・drug

〒508-0001 岐阜県中津川市中津川字上金1153-1

0573-64-2027 月火水金:9:00～18:00、木土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

211 エール調剤薬局中津川バイパス店

〒508-0001 岐阜県中津川市中津川1213-8

0573-62-1030 月・火・木・金→8:30～18:00水→8:30～16:30土→8:30～12:30

営業時間と同じ

212 アイセイ薬局きたの店

〒508-0001 岐阜県中津川市中津川字北野777-31

0573-62-2755 月・火・水・金:8:30～19:00、土:8:30～16:00、日・木・祝:休業

営業時間と同じ

213 アイセイ薬局中津川市民病院前店

〒508-0011 岐阜県中津川市駒場1666-3908

0573-65-7030 月～金:8:30～18:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ。

中津川東薬局

12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

備考

医療用抗原検査キット「販売対応」薬局一覧
2022.08.01現在

「掲載されている薬局においては、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、事前に電話等で確認をお願いします」
薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

営業時間中に対応出来る時間

夜間・休日の対応方法
連絡先電話番号:0573-65-1020自社
ホームページURLで詳細な情報を提

214 アイセイ薬局駒場店

〒508-0011 岐阜県中津川市駒場字大峡1547-59

0573-65-1020 平日(木曜以外):9:00～18:30木曜:8:30～16:30土曜:8:30～12:30日・祝:休業

営業時間と同じ

供
URL:https://www.aisei.co.jp/?hsLa
ng=en-us

215 コスモス調剤薬局中津川店

〒508-0011 岐阜県中津川市駒場526-21

0573-67-8826 月～金:9:00～18:00、土:9:00～12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

216 エール調剤薬局駒場店

〒508-0011 岐阜県中津川市駒場1493-2エール調剤薬局駒場店

0576-65-1026 月・火・金:8:30～18:00水:8:30～17:30木:8:30～16:30土:8:30～12:30日・祝:休業

営業時間と同じ

217 エール調剤薬局宮前店

〒508-0031 岐阜県中津川市宮前町776-1

0573-62-2134 月～水・金:8:30～18:30、木:8:30～16:30、土:8:30～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

218 有限会社びぜん屋伊藤薬局

〒508-0032 岐阜県中津川市栄町2-17

0573-65-2742 月曜日～土曜日9:00～19:00木曜日と土曜日は18:00まで

営業時間と同じ
連絡先電話番号:0573-65-6171自社

219 まるみはなの木薬局

〒508-0034 岐阜県中津川市淀川町3-8ルビットタウン中津川1F

0573-65-6171 月～金:9:00～18:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

ホームページURLで詳細な情報を提
供URL:http://www.hananokiymt.com
連絡先電話番号:0573-72-5333自社
ホームページURLで詳細な情報を提

220 ハロー薬局田瀬店

〒508-0201 岐阜県中津川市田瀬972-1

0573-72-5333 月～金:8:30～18:30、土:8:30～12:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

供URL:https://www.sogopharmacy.jp/topics/view/20220727_
01

221 アイセイ薬局付知店

〒508-0351 岐阜県中津川市付知町広島野2711-1

0573-83-0037 月～金:8:30～18:00、水.土:8:30～12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

222 たいと薬局

〒508-0351 岐阜県中津川市付知町6860-3

0573-83-1070 月・水・金:8:30～21:00火・木:8:30～17:30、土:8:30～12:30日・祝:休業

営業時間と同じ

223 V・drug

恵那東野薬局

〒509-7202 岐阜県恵那市東野字浜井場2017-7

0573-20-3188 月～水、金:8:30～18:00、土:8:30～13:00、木・日・祝:休業

営業時間と同じ

224 V・drug

恵那薬局

〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1-2-3

0573-20-5190 月～土:8:30～19:00休業日:日祝、その他休業日

営業時間と同じ

〒509-7714 岐阜県恵那市明智町（常盤町）876-14

0573-54-4811 月・火・水・金:9:00～18:30、土:9:00～12:30、木・日・祝:休業

営業時間と同じ

225 アイセイ薬局明智店

営業時間外連絡先:080-9417-4947
連絡先電話番号:0573-67-8200自社

226 やさかはなの木薬局

〒509-9232 岐阜県中津川市坂下408-1

0573-67-8200 月～水及び金:8:30～18:30、木:8:30～16:30土:8:30～12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

ホームページURLで詳細な情報を提
供URL:https://www.hananokiymt.com
連絡先電話番号:0573-70-

227 はなの木薬局

〒509-9232 岐阜県中津川市坂下872-1

0573-70-0130 月～金:9:00～18:00土:9:00～12:00日・祝:休業

営業時間と同じ

228 エール調剤薬局坂下店

〒509-9232 岐阜県中津川市坂下878-1

0573-70-0132 月～金:8:30～18:00土:8:30～12:30日・祝:休業

営業時間と同じ

229 株式会社鍵屋永田薬局

〒509-1616 岐阜県下呂市金山町下原町335-4

0576-32-2016 営業時間:8:30～20:00休日:毎月第二日曜日のみ

営業時間と同じ

230 アイセイ薬局下呂店

〒509-2202 岐阜県下呂市森字上ケ平2331-3

0576-23-0722 月～金:8:30-18:00土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

0130URL:https://www.hananokiymt.com/

連絡先電話番号:0576-230722HP:www.aisei.co.jp

月～水・金:13:30～14:30木:14:30～

231 下呂薬局

〒509-2202 岐阜県下呂市森1419-32

0576-25-2120 月～水・金:8:30～19:00木:14:30～18:00土:8:30～13:00、日・祝:休業

232 有限会社ひまわり調剤薬局

〒509-2203 岐阜県下呂市小川257-1

0576-23-0188 月、火、水、金:9:00～19:00、木:9:00～17:30、土:9:00～12:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

233 イマエダ薬局

〒509-2207 岐阜県下呂市湯之島851-1

0576-25-2133 月～金:8:30～19:30、土:8:30～19:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

234 さるぼぼ薬局

〒509-2506 岐阜県下呂市萩原町羽根41-2

0576-52-2134 月・火・水・金:9:00～18:00、木:9:00～17:30、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

235 荘川薬局

〒501-5413 岐阜県高山市荘川町新渕418-1

05769-2-2567 月～金:8:30～17:30、土:8:30～12:00、日・祝:休業

月～金:午後、土:営業時間と同じ

236 ひだ薬局冬頭店

〒506-0001 岐阜県高山市冬頭町752-1

0577-35-3735 月火木金:9:00～19:00水:9:00～17:00土:9:00～13:00日・祝:休業

月～金:13:00～16:00土:12:00～13:00

237 あおば薬局

〒506-0004 岐阜県高山市桐生町4-267-3

0577-36-6270 月～金:9:00～19:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

238 きらきら薬局

〒506-0005 岐阜県高山市七日町2-232-7

0577-62-9182 月.火.水.金:9:00～19:00、木:9:00～17:00、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

239 真央莉薬局花岡店

〒506-0009 岐阜県高山市花岡町1-6-2

0577-37-6266 月、火、木、金:9:00～19:00水:9:00～17:00土:9:00～13:00日・祝:休業

営業時間と同じ

240 グリーン薬局中央店

〒506-0021 岐阜県高山市名田町3-86

0577-34-5701 月～金:9:00～18:00、土:9:00～11:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

15:30

連絡先電話番号:0576-52-2134
連絡先電話番号:05769-2-2567(転送
電話)

連絡先電話番号:0577-62-9182転送さ
れますが、折り返しは、携帯からに
なります。

備考

医療用抗原検査キット「販売対応」薬局一覧
2022.08.01現在

「掲載されている薬局においては、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、事前に電話等で確認をお願いします」
薬局名

郵便番号

所在地

電話番号

営業時間

営業時間中に対応出来る時間

241 有限会社ひだ薬局

〒506-0021 岐阜県高山市名田町3-81

0577-33-1423 月・火・木・金:8:30～19:00、水:8:30～18:30、土:8:30～13:00、日・祝:休業

月～金14:00～16:00、土12:00～13:00

242 V・drug

高山中央薬局

〒506-0054 岐阜県高山市岡本町3-43-1

0577-35-9031 月～土:9:00～20:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

243 V・drug

ひだ駅西薬局

〒506-0054 岐阜県高山市岡本町2-58-2

0577-57-9383 月～水、金:9:00～19:00、木～土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

244 スズキ薬局本店

〒506-0055 岐阜県高山市上岡本町1-88

0577-35-1776 月～金:9:00～18:30、土:9:00～12:30、日・祝:休業

営業時間と同じ

245 福田薬局

〒506-0821 岐阜県高山市神明町4-9

0577-32-0596 月～金:9:00～18:30、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

246 ひだ薬局町方店

〒506-2123 岐阜県高山市丹生川町町方36-11

0577-78-1313 月～金:9:00～18:00、土:9:00～12:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

247 ゆう薬局

〒509-4124 岐阜県高山市国府町村山252-1

0577-72-5567 月～金:9:00～17:30、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

〒506-1111 岐阜県飛騨市神岡町東町527-1

0578-83-2067 月～金:8:30～17:30、土・日・祝:休業

営業時間と同じ

249 ひだ薬局上気多店

〒509-4212 岐阜県飛騨市古川町上気多591-1

0577-74-2088 月・火・木・金:8:30～19:00、水:8:00～16:00土:8:30～13:00

営業時間と同じ

250 ひだ薬局若宮店

〒509-4221 岐阜県飛騨市古川町若宮１丁目7-32

0577-74-2055 月火水金:9:00～19:00、木:9:00～17:00、土:9:00～13:00日・祝:休業

営業時間と同じ

251 橋本薬局

〒509-4235 岐阜県飛騨市古川町弐之町2-15

0577-73-2856 月、火、水、金:9:00～18:00、木:9:00～17:00土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

252 さくら薬局

〒509-4236 岐阜県飛騨市古川町三之町8-29

0577-74-2202 月～金:8:30～18:00、土:8:30～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

253 貴船薬局

〒509-4243 岐阜県飛騨市古川町貴船町12-3

0577-73-6556 月～金:9:00～18:30、土:9:00～13:00、日・祝:休業

営業時間と同じ

248 V・drug

神岡薬局

夜間・休日の対応方法
連絡先電話番号:09073048766
連絡先電話番号:0577-35-1776

連絡先電話番号:090-1419-6182

備考

