
医療用抗原検査キットの取り扱い薬局 2023-04-11現在

市町村 名称 電話 所在地
奈良市 あじさい薬局 0742-43-6102 奈良市藤ノ木台3-20-2-1
奈良市 あしび薬局赤田店 0742-51-0340 奈良市西大寺赤田町1-5-22
奈良市 あしび薬局菖蒲池店 0742-51-2261 奈良市あやめ池南6-1-41
奈良市 あしび薬局北町店 0742-53-1132 奈良市秋篠新町268-1
奈良市 あしび薬局敷島店 0742-41-2081 奈良市敷島町2-556-9
奈良市 あしび薬局富雄店 0742-41-2105 奈良市三碓2-1-3
奈良市 あすなろ薬局学園前店 0742-41-3033 奈良市学園北1-13-8
奈良市 アップル薬局 0742-47-5578 奈良市宝来3-3-20
奈良市 あやめ池薬局 0742-93-9301 奈良市疋田町2-1-5
奈良市 イオン薬局イオンスタイル奈良 0742-33-9786 奈良市西大寺東町2-4-1
奈良市 ウエルシア薬局奈良駅前店 0742-32-3051 奈良市大宮町1-3-8
奈良市 エムハート薬局アイリス奈良店 0742-20-4887 奈良市北市町36-10
奈良市 衣川薬局 0742-95-5268 奈良市西大寺南町1-17
奈良市 木下愛生堂薬局 0742-22-6886 奈良市福智院町22
奈良市 クルミ薬局 0742-44-4104 奈良市学園北1-11-4
奈良市 ㈲ケンエ薬局 0742-49-1147 奈良市富雄北1-3-5
奈良市 コトブキ薬局奈良店 0742-25-2521 奈良市北市町57-1
奈良市 サエラ薬局学園前店 0742-40-1106 奈良市学園北1-9-1
奈良市 さくら通り薬局 0742-26-1689 奈良市小西町9
奈良市 さくら薬局奈良総合医療センター前店 0742-81-9560 奈良市石木町634-1
奈良市 しあわせ薬局済美店 0742-50-1550 奈良市南京終町1-183-34
奈良市 自分薬局あやめ池 0742-44-3060 奈良市あやめ池南2-2-7
奈良市 自分薬局西大寺 0742-41-8325 奈良市西大寺南町17-3
奈良市 自分薬局中登美ヶ丘 0742-93-3775 奈良市中登美ヶ丘3-2
奈良市 自分薬局奈良 0742-20-6070 奈良市三条本町2-20
奈良市 自分薬局阪奈西大寺 0742-93-5128 奈良市菅原東2-18-19
奈良市 自分薬局宝来 0742-52-6315 奈良市宝来町1270-19
奈良市 そうごう薬局西大寺店 0742-81-4751 奈良市西大寺南町5-26
奈良市 染川薬局 0742-46-7660 奈良市中山町西4-456-1
奈良市 てるてる薬局 0742-61-8056 奈良市神殿町694-3
奈良市 とみお薬局 0742-41-0070 奈良市富雄元町2-3-22-1
奈良市 富雄ゆーあい薬局 0742-81-4072 奈良市富雄元町1-22-12
奈良市 なのはな薬局 0742-30-2052 奈良市大宮町5-1-7
奈良市 奈良会営薬局 0742-23-3317 奈良市紀寺町673-1
奈良市 ならまち薬局 0742-81-9027 奈良市小西町25-1
奈良市 南山堂薬局奈良本店 0742-53-1222 奈良市七条西町2-897-1
奈良市 阪神調剤薬局市立奈良店 0742-27-0355 奈良市紀寺町687-3
奈良市 阪神調剤薬局奈良県総合医療センター前店 0742-81-8201 奈良市石木町636-1
奈良市 ひだまり薬局 0743-82-2255 奈良市都祁白石町1099
奈良市 ひだまり薬局田原店 0742-81-5055 奈良市此瀬町357-1
奈良市 プラス薬局富雄店 0742-52-8255 奈良市鳥見町3-11-1
奈良市 プラス薬局ならまち店 0742-25-3883 奈良市瓦堂町15
奈良市 フロンティア薬局尼辻店 0742-30-6648 奈良市尼辻中町10-27
奈良市 メイプルリーフ薬局押熊店 0742-52-7137 奈良市押熊町1153
奈良市 メイプルリーフ薬局朱雀店 0742-70-5335 奈良市朱雀1-5-17
奈良市 メジロ薬局帝塚山店 0742-51-7705 奈良市帝塚山1-1-33
奈良市 薬局ＭＣＣファーマシー 0742-36-3225 奈良市六条町109-1
奈良市 薬局セブンファーマシー左京店 0742-72-3030 奈良市左京1-13-18-2
奈良市 薬局セブンファーマシー本店 0742-71-4783 奈良市右京3-6-2
生駒市 アール薬局生駒駅本店 0743-71-6026 生駒市北新町10-36-406
生駒市 アイビー薬局 0743-71-0039 生駒市白庭台3-15-4
生駒市 あしび薬局生駒店 0743-71-9367 生駒市本町7-11
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生駒市 アリス薬局 0743-72-1717 生駒市東生駒1-70-1
生駒市 イオン薬局登美ヶ丘店 0743-79-5703 生駒市鹿畑町3027
生駒市 えふ西薬局 0743-25-6217 生駒市西旭ヶ丘13-14
生駒市 笑夢薬局 0743-85-7802 生駒市ひかりが丘1-1-13
生駒市 かしの木薬局鹿ノ台店 0743-86-4551 生駒市鹿ノ台西1-1-18
生駒市 かるがも薬局東生駒店 0743-84-4145 生駒市東生駒2-207-120
生駒市 北大和調剤薬局 0743-78-9591 生駒市真弓2-1-6
生駒市 サエラ薬局 0743-71-7337 生駒市本町5-9
生駒市 ひかり薬局壱分店 0743-76-3006 生駒市有里町107-1
生駒市 フロンティア薬局あすか野店 0743-72-0707 生駒市あすか野南2-1-7
生駒市 フロンティア薬局小明店 0743-71-6808 生駒市小明町560-4
生駒市 メイプルリーフ薬局生駒店 0743-87-9010 生駒市俵口町1085-1
生駒市 メルズ薬局 0743-61-5548 生駒市真弓1-2-8
生駒市 薬師堂生駒薬局 0743-71-7573 生駒市北新町10-40-101
生駒市 ヤスイ薬局白庭台 0743-71-2302 生駒市白庭台6-2192-2
生駒市 若葉薬局 0743-75-4446 生駒市東菜畑1-298-1
生駒市 若葉薬局生駒店 0743-70-8877 生駒市東松ヶ丘17-5
大和郡山市 アール薬局郡山店 0743-20-4553 大和郡山市九条町188-2-3
大和郡山市 あすか薬局 0743-58-2212 大和郡山市九条平野町3-31
大和郡山市 イオン薬局大和郡山店 0743-54-7177 大和郡山市下三橋町741
大和郡山市 いかるが中央薬局 0743-59-6617 大和郡山市小泉町東3-6-22
大和郡山市 いろは薬局 0743-25-7940 大和郡山市九条平野町3-25-1
大和郡山市 かるがも薬局筒井店 0743-57-7360 大和郡山市筒井町265-2
大和郡山市 さなえ薬局 0743-55-2256 大和郡山市小泉町2356-5
大和郡山市 しあわせ薬局片桐店 0743-51-0333 大和郡山市新町305-86
大和郡山市 しあわせ薬局小泉店 0743-54-9988 大和郡山市小泉町808
大和郡山市 Ｊｉｂｕｎ薬局小泉 0743-58-3077 大和郡山市小泉町東1-7-4
大和郡山市 Ｊｉｂｕｎ薬局郡山 0743-55-5312 大和郡山市城南町356-3
大和郡山市 Ｊｉｂｕｎ薬局矢田山 0743-52-5562 大和郡山市矢田山町59-2
大和郡山市 中川薬局 0743-53-7974 大和郡山市高田町9-22
大和郡山市 日本調剤キヨスミ薬局 0743-58-3063 大和郡山市本庄町2-1
大和郡山市 ハル薬局 0743-58-1732 大和郡山市朝日町1-13
大和郡山市 ひだまり薬局本庄店 0743-56-1125 大和郡山市本庄町297-6
大和郡山市 福井薬局 0743-53-1835 大和郡山市下三橋町446-39
大和郡山市 ヘルシーストック薬局 0743-52-9809 大和郡山市南郡山町520-1
大和郡山市 まどか薬局 0743-52-5055 大和郡山市小泉町918
大和郡山市 薬局メールボックス 0743-52-1525 大和郡山市南郡山町226-2
天理市 浦西薬局 0743-62-3456 天理市川原城町246
天理市 かなめ薬局 0743-63-2030 天理市丹波市町274-3
天理市 きむら薬局 0743-66-3880 天理市柳本町196-1
天理市 たんぽぽ薬局富堂店 0743-62-2571 天理市富堂町320-11
天理市 天理さなえ薬局 0743-69-5320 天理市丹波市町302-4
天理市 プラス薬局 0743-62-7030 天理市川原城町275-1
天理市 みずの薬局 0743-63-2352 天理市指柳町252-2
磯城郡川西町 ㈲はしもと薬局 0745-44-2233 磯城郡川西町結崎584-9
磯城郡田原本町 杉本薬局 0744-32-2121 磯城郡田原本町190-1
磯城郡田原本町 メジロ薬局宮古店 0744-34-0022 磯城郡田原本町宮古355-3
磯城郡田原本町 森田薬王堂薬局 0744-33-5666 磯城郡田原本町室町209-3
桜井市 ウエムラ薬局 0744-43-5060 桜井市粟殿733-1
桜井市 木下薬局 0744-42-6433 桜井市芝1360
桜井市 ココカラファイン薬局香久山店 0744-45-4015 桜井市西之宮219-1

2



医療用抗原検査キットの取り扱い薬局 2023-04-11現在

市町村 名称 電話 所在地
桜井市 さかえ薬局桜井店 0744-47-2193 桜井市上之庄711-1
桜井市 ニコニコ薬局 0744-46-0055 桜井市粟殿1019-5
桜井市 初瀬薬局 0744-44-3005 桜井市初瀬2129-1
桜井市 まほろば薬局桜井谷店 0744-44-5711 桜井市谷92-2
桜井市 まほろば薬局本店 0744-42-2018 桜井市桜井203-6
桜井市 ゆう薬局 0744-44-6690 桜井市三輪46-1
宇陀市 いずみ薬局 0745-84-3443 宇陀市菟田野松井16-1
宇陀市 たんぽぽ薬局宇陀市立病院前店 0745-85-1071 宇陀市榛原萩原758-4
宇陀市 にった薬局 0745-85-5811 宇陀市榛原萩原830-3
宇陀市 ひだまり薬局榛原店 0745-82-2252 宇陀市榛原あかね台2-22-5
宇陀市 平五薬局 0745-83-0555 宇陀市大宇陀上中2036
宇陀市 やまぐち薬局 0745-82-5723 宇陀市榛原萩原2843-28
橿原市 アオイ薬局 0744-27-0838 橿原市白橿町2-29-8
橿原市 明日香薬局 0744-26-1022 橿原市石川町80
橿原市 イオン薬局イオンスタイル橿原 0744-25-8937 橿原市曲川町7-20-1
橿原市 ウエルシア薬局橿原中曽司店 0744-20-0511 橿原市中曽司町76-4
橿原市 エコ薬局うなて店 0744-22-6033 橿原市雲梯町140-1
橿原市 エコ薬局橿原店 0744-20-1007 橿原市豊田町269-1
橿原市 エコ薬局常盤店 0744-20-2772 橿原市常盤町540-1
橿原市 エムハート薬局くずもと店 0744-21-7570 橿原市葛本町707-9
橿原市 オリオンドラッグ薬局 0744-27-7067 橿原市見瀬町2358-4
橿原市 ココカラファイン薬局八木店 0744-26-2603 橿原市新賀町468
橿原市 コトブキ薬局橿原店 0744-26-1924 橿原市石川町82
橿原市 さかえ薬局 0744-28-4193 橿原市久米町615
橿原市 澤井薬局 0744-22-2151 橿原市八木町2-3-31
橿原市 すみれ薬局 0744-29-3851 橿原市内膳町5-3-5
橿原市 そうごう薬局かしはら店 0744-20-1661 橿原市四分町2-1
橿原市 ベリー薬局 0744-47-3499 橿原市葛本町365-21
橿原市 森田草楽堂薬局 0744-24-2701 橿原市八木町1-6-1
橿原市 ヨシダ薬局 0744-22-2525 橿原市新賀町224-2
大和高田市 アカイ薬局 0745-52-4311 大和高田市片塩町5-7
大和高田市 ウエルシア薬局大和高田大中東店 0745-24-6071 大和高田市大中東町1-33
大和高田市 すずらん薬局高田店 0745-25-1015 大和高田市礒野北町6-5
大和高田市 スマイル薬局片塩店 0745-25-3631 大和高田市片塩町11-18
大和高田市 ダイヨシ薬局駅前店 0745-25-6350 大和高田市礒野東町3-3
大和高田市 ダイヨシ薬局片塩店 0745-52-3433 大和高田市片塩町14-3
大和高田市 高田よつば薬局 0745-51-7718 大和高田市土庫1-3-20
大和高田市 なの花薬局高田駅前店 0745-23-0505 大和高田市本郷町2-2
大和高田市 パール薬局大谷店 0745-23-7878 大和高田市大谷598-1
大和高田市 ハロー高田南薬局 0745-23-1898 大和高田市曽大根1-199-1
葛城市 いかるが薬局新庄店 0745-60-2735 葛城市新庄122-2
葛城市 かるがも薬局尺土店 0745-48-0710 葛城市八川133
葛城市 セイムス葛城北花内薬局 0745-69-8015 葛城市北花内717-1
葛城市 ハート薬局葛城店 0745-43-5117 葛城市疋田684-2
香芝市 アイ薬局五位堂店 0745-79-6554 香芝市五位堂1007
香芝市 ウエルシア薬局香芝磯壁店 0745-79-1118 香芝市磯壁3-61
香芝市 かなで薬局五位堂店 0745-43-8425 香芝市五位堂3-436-12
香芝市 志都美薬局 0745-71-4238 香芝市上中2006
香芝市 隅田薬局 0745-77-3256 香芝市下田東1-126-2
香芝市 調剤薬局マツモトキヨシ真美ヶ丘店 0745-71-5339 香芝市真美ヶ丘6-10
香芝市 トモエ薬局真美ヶ丘店 0745-71-5623 香芝市真美ヶ丘6-1-19
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香芝市 中垣薬局 0745-76-8931 香芝市磯壁2-1090-15
香芝市 ナズミ薬局五位堂駅前店 0745-79-6376 香芝市瓦口2282
香芝市 ㈲二上薬局 0745-71-2025 香芝市穴虫107-7
香芝市 ハート薬局 0745-78-5214 香芝市下田西1-10-19
香芝市 ひだまり薬局香芝店 0745-77-7710 香芝市磯壁3-92-10
香芝市 ファーマシィ薬局真美ヶ丘 0745-70-5380 香芝市真美ヶ丘1-14-5
香芝市 めぐみ薬局 0745-79-8744 香芝市穴虫1044-11
北葛城郡広陵町 かりん薬局広陵店 0745-54-1230 北葛城郡広陵町南郷676-1
北葛城郡広陵町 鈴木薬局 0745-55-5512 北葛城郡広陵町馬見北2-3-18
北葛城郡広陵町 鈴木薬局箸尾店 0745-56-5805 北葛城郡広陵町的場152-1
北葛城郡上牧町 キリン堂薬局上牧店 0745-71-3610 北葛城郡上牧町上牧3390-1
北葛城郡上牧町 阪神調剤薬局上牧店 0745-71-5086 北葛城郡上牧町服部台5-2-2
北葛城郡上牧町 よつば薬局 0745-51-2003 北葛城郡上牧町葛城台3-12-2
北葛城郡王寺町 かりん薬局 0745-33-0770 北葛城郡王寺町久度2-2-1
北葛城郡王寺町 コトブキ薬局王寺店 0745-32-5004 北葛城郡王寺町王寺2-10-16
北葛城郡王寺町 スギ薬局奈良王寺店 0745-44-3217 北葛城郡王寺町王寺2-2-20
北葛城郡王寺町 ファミリー薬局薬師堂 0745-73-7011 北葛城郡王寺町明神4-1-22
北葛城郡王寺町 プリベイル㈱スギ薬局 0745-72-1588 北葛城郡王寺町王寺2-6-4
北葛城郡河合町 スマイル薬局星和台店 0745-34-1100 北葛城郡河合町星和台2-1-17
北葛城郡河合町 星和台薬局 0745-33-3423 北葛城郡河合町星和台1-9-5
北葛城郡河合町 東洋薬局河合店 0745-58-3170 北葛城郡河合町西山台568-1-2
北葛城郡河合町 なの花薬局奈良中山台店 0745-34-0786 北葛城郡河合町中山台1-1-1
生駒郡平群町 スマイル薬局菊美台店 0745-43-6823 生駒郡平群町菊美台1-10-13
生駒郡三郷町 たんぽぽ薬局三室店 0745-73-4711 生駒郡三郷町三室1-529
生駒郡斑鳩町 アート薬局 0745-74-6617 生駒郡斑鳩町興留4-10-16
生駒郡斑鳩町 あをによし薬局 0745-43-5037 生駒郡斑鳩町阿波2-5-2
生駒郡斑鳩町 ハヤト薬局 0745-44-9135 生駒郡斑鳩町龍田2-3-10
生駒郡斑鳩町 フジ薬局 0745-74-4508 生駒郡斑鳩町興留7-7-3
生駒郡斑鳩町 薬局いかるが調剤 0745-74-4073 生駒郡斑鳩町興留7-2-11
御所市 髙橋貫盛堂薬局 0745-62-2209 御所市御堂魚棚町1213
御所市 たんぽぽ薬局御所店 0745-63-2711 御所市398-4
五條市 さかうえ薬局 0747-25-0865 五條市住川町340-5
五條市 すずらん薬局五條店 0747-32-8110 五條市野原西5-1-17
五條市 南都薬局 0747-22-2239 五條市野原西2-9-33
吉野郡吉野町 サワイ薬局 0746-32-2676 吉野郡吉野町上市243
吉野郡吉野町 たんぽぽ薬局吉野店 0746-32-1221 吉野郡吉野町丹治135-2
吉野郡大淀町 おおよど薬局 0747-52-1399 吉野郡大淀町下渕359-10
吉野郡大淀町 キリン堂薬局大淀店 0746-34-2412 吉野郡大淀町新野68-1
吉野郡大淀町 ジャパンファーマシー薬局大淀店 0747-54-3031 吉野郡大淀町福神10-2
吉野郡大淀町 たんぽぽ薬局福神店 0747-52-3181 吉野郡大淀町福神3-29
吉野郡大淀町 なの花薬局花吉野ガーデンヒルズ店 0747-54-3050 吉野郡大淀町福神10-1
吉野郡大淀町 にしわき薬局しん町店 0747-54-2588 吉野郡大淀町下渕933
吉野郡大淀町 プラス薬局北野店 0746-34-5636 吉野郡大淀町北野1913-15
吉野郡下市町 三並薬局 0747-52-2278 吉野郡下市町善城554
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