
新型コロナウイルス感染症医療用抗原検査キット　取扱い状況リスト　　

　　　　　　　　　　　（一社）北海道薬剤師会室蘭支部　薬局部作成　令和4年9月現在の状況です

■医療用抗原検査キットの流通状況によってはリストに掲載されていても在庫がない場合があります。

　購入前に各薬局にお問い合わせください。

住所 電話番号 営業時間 販売対応時間 夜間休日の販売対応方法

室蘭市中島町1丁目23-8　カナリアビル1階 0143-42-2177 平日9：00～13：30　14：30～18：00 平日　9：00～13：30　14：30～18：30 対応なし

室蘭市東町2-16 0143-41-3788 月・火・水・金　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

木曜日　　　　　　9：00～17：00

第2・第4土曜日　　9：00～14：30

室蘭市山手町3-7-2 0143-25-5311 月～金　　　　　　9：00～18：00 0：00～24：00 転送電話による受付後、当該店舗

土曜日　　　　　　9：00～12：00 若しくは近隣店舗での販売

室蘭市寿町1-5-7 0143-41-3651 月～金　　　　　　9：00～17：00 営業時間内 対応なし

土曜日　　　　　　9：00～12：00

室蘭市中央町3-8-24 0143-84-5807 平日　　　　　　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

室蘭市中島町1丁目8-1 0143-84-1175 　　　　　　　　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

室蘭市新富町1-4-1 0143-22-1189 　　　　　　　　　8：30～18：00 営業時間内 対応なし

室蘭市寿町1-1-20 0143-44--5133 月・火・木・金　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

水・土　　           　9：00～13：00　　　　　　

室蘭市新富町1-3-12 0143-22-1193 月～金　　　　　　8：30～18：00　　営業時間内 電話にて応相談

土曜日　　　　　　8：30～9：30

室蘭市宮の森町1-1-36 0143-45-1193 月・火・水・金　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

木曜日　　　　　　9：00～17：00

土曜日　　　　　　9：00～13：00

室蘭市中島町3丁目7-11 0143-44-3370 月・火・水・金　　9：00～18：30 営業時間内 転送電話にて対応

木曜日　　　　　　9：00～17：00

土曜日　　　　　　9：00～16：00

室蘭市中央町3-4-14 0143-24-1230 平日　　　　　　　9：30～19：00 営業時間内 電話にて対応、相談

土曜日　　　　　　9：30～18：00

室蘭市中央町3-1-1 0143-24-2266 平日　　　　　　　9：00～18：00 営業時間内 対応なしなの花薬局室蘭中央店

ツケダ薬局本店

（株）多田薬局本店

なの花薬局母恋店

なの花薬局室蘭宮の森店

なの花薬局ことぶき店

室蘭中央薬局

こじま薬局中島店

なの花薬局新富店

アイン薬局室蘭店

オスト薬局かもめ店

薬局名

調剤薬局ツルハドラッグ室蘭中島北店

こじま薬局



住所 電話番号 営業時間 販売対応時間 夜間休日の販売対応方法

室蘭市中央町3-1-3 0143-25-3123 月～金　　　　　　9：00～18：00　　営業時間内 電話にて確認　

土曜日　　　　　　9：00～13：00 （可能ならその都度対応）

室蘭市八丁平2-7-28 0143-41-0122 月・火・木・金　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

水、土　                9：00～12：30

室蘭市海岸町1-58　入江臨海ビル1階 0143-25-2411 月～金　　　　　　8：30～18：00 営業時間内 対応なし

土曜日　　　　　　9：00～13：00

室蘭市知利別町1-2-24 0143-41-4800 　　　　　　　　　9：00～18：00 9：00～18：00 対応なし

室蘭市山手町3-12-4 0143-25-2000 平日　　　　　　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

土曜日　　　　　　9：00～11：00

室蘭市高砂町5-7-14 0143-41-0637 平日　　　　　　　9：00～17：30 営業時間内 対応なし

第1・3・5土曜日　9：00～12：30

室蘭市知利別町3-2-2 0143-41-4500 月～金　　　　　　9：00～18：00　　月～金　　9：00～17：00 対応なし

室蘭市東町2-22-14 0143-47-2207 　　　　　　　　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

室蘭市東町4-1-17 0143-41-5030 月～金　　　　　　9：00～17：00 営業時間内 当番に転送　当番者が対応もしくは

土曜日　　　　　　9：00～14：00 後日営業時間内に販売　在庫消失次第終了

室蘭市中島町1-34-7 0143-44-2636 月～金　　　　　　9：00～18：30 営業時間内 対応なし

土曜日　　　　　　9：00～17：00

室蘭市中島町1-8-6 0143-44-1717 月～金　　　　　　9：00～18：00　　営業時間内 対応なし

室蘭市東町2-20-4 0143-41-4557 月・金　　　　　　8：30～19：00 0：00～24：00 転送電話による受付後、当該店舗

火・水　　　　　　8：30～18：00 若しくは近隣店舗での販売

木・土　　　　　　8：30～12：30

アイン薬局室蘭東町店

アイン薬局東室蘭店

中島薬局本店

すばる薬局

マリン調剤薬局

パルス薬局東室蘭店

なぎさ調剤薬局

海岸町ひぐち薬局

パルス薬局知利別店

さくら薬局室蘭山手店

薬局名

クリオネ中央薬局

パール調剤薬局



住所 電話番号 営業時間 販売対応時間 夜間休日の販売対応方法

伊達市末永町58 0142-25-1222 月～金　　　　　　9：00～18：00　　0：00～24：00 転送電話による受付後、当該店舗

土曜日　　　　　　9：00～12：00 若しくは近隣店舗での販売

伊達市鹿島町31-13 0142-22-2626 平日　　　　　　　8：30～18：00 平日　13：00～17：30 対応なし

土曜日　　　　　　8：30～12：30 土曜日　9：00～12：00

伊達市末永町62 0142-21-2888 8：30～17：30

伊達市鹿島町62-2 0142-22-2266 8：20～17：30 営業時間内 対応なし

伊達市松ヶ枝町30-13 0142-21-3636 月・火・木・金　　9：00～18：30 営業時間内 店舗携帯に連絡いただいて対応

水曜日　　　　　　9：00～18：00

日曜日　　　　　　9：00～13：00

伊達市山下町159-1 0142-21-5665 月・火・木・金　　8：30～18：00 営業時間内 対応なし

水曜日　　　　　　8：30～17：00

土曜日　　　　　　8：30～13：00

伊達市舟岡町323-3 0142-25-7026 火～金　　　　　　10：00～18：00 営業時間内 対応なし

土曜日・祝日　　　10：00～17：00

伊達市梅本町6 0142-23-3911 月～金　　　　　　8：30～17：30 営業時間内 対応なし

土曜日　　　　　　8：30～11：30

伊達市末永町49-7 0142-21-7557 月・火・木・金　　8：30～18：00 月・火・木・金　8：30～17：30 対応なし

水曜日　　　　　　8：30～17：00 水曜日　　　　　8：30～16：30

土曜日　　　　　　8：30～12：30 土曜日　　　　　8：30～12：00

虻田郡洞爺湖町高砂町159-2 0142-74-3333 平日　　　　　　　8：45～17：30 営業時間内 携帯電話に転送にて対応

土曜日　　　　　　8：45～12：30

虻田郡洞爺湖町高砂32-4 0142-74-2211 月～金　　　　　　8：30～17：30 平日　9：00～17：00 対応なし

土曜日　　　　　　9：00～12：00

虻田郡洞爺湖町泉34-22 0142-76-3350 月～金　　　　　　8：30～18：00　　営業時間内 対応なし

土曜日　　　　　　8：30～12：30

虻田郡洞爺湖町本町195-15 0142-74-2626 月・火・木・金　　8：30～18：00 販売は営業時間内 対応なし

水曜日・土曜日　　8：30～12：30 検査は月・火・木・金15：00～17：00

虻田郡洞爺湖町旭町76 0142-76-2049 月～金　　　　　　8：00～18：30 営業時間内 対応なし

土曜日　　　　　　8：00～14：00

薬局名

きりん調剤薬局

本町薬局

アオバ薬局

桜の杜薬局

みうら薬局

ひかり薬局洞爺湖店

ふなおか薬局

なの花薬局伊達梅本店

かしま調剤薬局

インター薬局

駅前通り調剤薬局

あいあい薬局

ひかり薬局 ※抗原検査無料化事業のみの対応で、販売はしていない

アイン薬局伊達店



住所 電話番号 営業時間 販売対応時間 夜間休日の販売対応方法

登別市新生町1-26-22 0143-82-1010 月・火・木・金　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

水・土　　　　　　9：00～12：30

登別市鷲別町3-20-5 0143-86-6155 平日　　　　　　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

土曜日　　　　　　9：00～13：00

登別市若山町3-12-52 0143-88-4193 月・火・木・金　　9：00～18：15 営業時間内 応相談（対応不能の場合あり）

水・日　　　　　　9：00～12：15

登別市富岸町2-2-19 0143-86-7500 月～金　　　　　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

土曜日　　　　　　9：00～13：00

登別市新生町3-10-10 0143-86-1331 月～金　　　　　　9：00～20：00 営業時間内 夜間休日も営業　

土・日・祝　　　　10：00～19：00 深夜は販売不可

登別市桜木町3-2-14 0143-85-1193 月・火・木・金　　9：00～18：00 営業時間内 対応なし

水曜日　　　　　　9：00～17：00

第1・第3土曜日　　9：00～12：00

登別市登別東町2-43-2 0143-83-2544 月～金　　　　　　9：00～18：00 月～金　　　9：00～17：00 対応なし

土曜日　　　　　　９：00～15：00 土曜日　　　9：00～15：00

登別市登別東町2-15-24 0143-84-5353 月・火・木・金　　8：30～17：00 営業時間内 対応なし

水・土　　　　　　8：30～12：00

登別市新生町3-11-18 0143-82-2626 月・火・木　　　　9：00～17：30 月・火・木　　　　9：00～17：00 対応なし

水・金　　　　　　9：00～18：30 水・金　　　　　　9：00～18：00

土曜日　　　　　　9：00～12：30 土曜日　　　　　　9：00～12：00

ほくと薬局

薬局名

しお薬局

アンカー薬局

なの花薬局とんけし店

(有）ホリタ薬局

なの花薬局登別桜木店

クローバー薬局登別店

（株）宝山堂中島薬局

薬局すずかけのもり


