抗原検査キットの無料配付を実施している薬局
予約方法

※いずれかの方法で予約してください。

区

名称

住所

電話番号

中央区

ユウセイ薬局山鼻店

札幌市中央区南15条西12丁目2-2

011-520-2200

FAX

※WEBについて、端末によってはリンクから直接進めない場合がございます。URLをコピーして貼り付けいただくか、手入力をお願いします。

予約メール

WEB

実施時間

備考

土曜：8:30~11:00

日祝：終日不可

土曜：10：00~14：00
祝日：10：00~12：00
中央区

ピーナッツ薬局医大前店

札幌市中央区大通西15丁目1－13
ニューライフ大通公園１階

祝日は１名で電話受付と配達の対応を
011-676-6522

しております。
そのため受付時間以外のお問い合わせ
には応じることができません。どうか

日曜：終日不可
中央区につきましては原則として当日中にお届けし
ておりますが、ご依頼の件数が多い場合はレター
パックによる対応になる場合があります。

ご了承ください。
LINEによる登録可能
LINE ID：@vcc9386a
LINEトークで ご住所 電話番号 お使いになる方のお
中央区

大通西薬局

札幌市中央区大通西7丁目2 アセットプ
ランニングビル1階

011-290-5051

土曜：9：00～12：00

011-223-5558

日祝：終日不可

名前 年齢をご連絡ください。折り返し 薬局からお
電話します。
時間外にＬＩＮＥされた場合 翌営業日の対応にな
ります。トークにてお名前等入れていただかなかっ
た場合 薬局からご連絡ができないのでご注意くだ
さい。
土曜、日祝日を含めて、全て同じ時間で対応致しま
す。
フォーム送信後の【住所、個数、送付方法等の変
更】は、ヒューマンエラー防止と札幌市への事業記
録報告の保存の為、全てフォーム上で【再送信】頂

平日：24時間（翌日配送は16時まで） く事で対応しております。締め切り時間前に郵便局
中央区

さかもと調剤薬局

札幌市中央区宮の森2条7丁目2番25号

https://form.run/@yukinobu-sakamoto--1659269685

土日祝：24時間（翌日配送は16時ま

様に荷物をお願いしている場合もあります。お申し

で）

込みの方に直接、郵便局様と対応頂く場合がありま
す。ご容赦下さい。薬局へのフォーム記載のメール
アドレス以外、特に【電話】でのご連絡は、他の業
務に支障をきたして困惑しております。恐れいりま
すが、厳にご遠慮頂きますようお願い申し上げま
す。

区

名称

住所

電話番号

FAX

予約メール

WEB

実施時間

備考

【配送エリア】 札幌市内全域に配送可能です。
【申込み受付】 WEB：年末年始・日祝含めて24
時間受付可能です。
電話：平日営業時間内で可能です。
土曜：【WEB】左記URLより24時間受 【年末・年始】 休まず対応致します。
付可能 【電話】終日不可

WEB：毎日6：00-5：59までで締め切り午前に発

日祝：【WEB】左記URLより24時間受 送。
中央区

かえで薬局

伏見店

札幌市中央区南20条西16丁目2-1

011-211-6723

https://forms.gle/ZseobzrmYWYjX5MCA

付可能 【電話】終日不可

※ （例）30日12：00の申請は31日朝に発送対
応。

※可能な限り、申請頂いてから翌日ま

電話：受付しておりません。

での到着を心がけて対応致します。
※冬季は雪の影響等で配送に遅れが生じる可能もあ
ります。予めご了承下さい。
※スタッフ人数が少ないため、薬局混雑時は電話に
出られないことがあります。ご了承下さい。
中央区

メイプル調剤薬局

円山店

札幌市中央区大通西25丁目1-2 ハート
ランド円山ビル1Ｆ

011-616-1811

011-616-1812

土曜：9：00~14：00

日祝：終日不可

土曜：7:00~16:00

中央区

みらくる薬局あすなろ昭和ビ 札幌市中央区大通西5丁目8番 地昭和ﾋﾞ
ル店

https://forms.gle/Ny8usPbkiSgkcB4JA

ﾙ3階

無症状の同居人等の方が来局されて受

日祝：終日不可

取ることも可能です。それ以外の方は

対応時間外の予約については、翌営業日対応となり

配送させて頂きます。WEB予約以外の ますのでご了承ください。また、予約受付は
受付は実施しておりません。外来患者

Googleフォームのみとさせて頂き、予約された方

様優先のため電話での予約はお控えく

につきましては必要に応じてご連絡させて頂くこと

ださい。何卒、ご理解の程宜しくお願

がございます。

い致します。
【平日】 24時間WEBにて受付。
【土曜日】24時間WEBにて受付。
【日曜日】24時間WEBにて受付。
【祝日】 24時間WEBにて受付。
WEB申込にて平日、土曜、日曜、祝日も含めて24
時間受付をしております。
【平日】24時間受付(WEB)
中央区

メトロ調剤薬局

啓明店

札幌市中央区南14条西19丁目1番48－2

https://forms.gle/gWxMgC5njsUGsPzV7

【土曜日】24時間受付(WEB)
【日祝】24時間受付(WEB)

15時までの受付分は当日発送いたします。
レターパックライトにて発送いたしますので、受け
取り時のサインは不要です。
【年末・年始の対応について】
年末年始も24時間受付しております。
15時までの受付にて当日発送いたします。
雪等の影響にて配送が遅れる場合がございます。あ
らかじめご了承ください。

中央区

ユウセイ薬局中央店

札幌市中央区南15条西11丁目1-5

011-563-5538

011-563-5573

土曜：8:30~11:00

日祝：終日不可

区

名称

中央区

厚生堂調剤薬局

住所

札幌市中央区南1条西10丁目4番地 タイ
ムビル1階
札幌市中央区南1条西4丁目 日之出ビル

電話番号

日之出調剤薬局

中央区

愛生舘ビル薬局

中央区

一条橋薬局

札幌市中央区南1条東5丁目1-25

011-251-1585

中央区

斉藤薬局石山通店

札幌市中央区南20条西11丁目1番3号

011-376-5216

中央区

さくら薬局

札幌市中央区南27条西13丁目1番22号

011-531-1180

中央区

あしたば薬局南２条店

中央区

エイム薬局円山店

札幌市中央区南1条西5丁目7 愛生舘ビ
ル1階

札幌山鼻南店

中央区

南九条薬局

中央区

トマト調剤薬局

札幌市中央区南2条西19丁目 ヴィル
ヌーブ円山1階
札幌市中央区南4条西21丁目1ー25 第6
藤栄ビル1F
札幌市中央区南9条西6丁目1番23号
札幌市中央区北1条西23丁目2番地14
RK円山鳥居前ビル1階

予約メール

011-261-9071

中央区

8階

FAX

011-241-6316

WEB

https://forms.gle/3i9rMcgJjaCTxUuX7

011-241-6317

050-3553-7662
011-251-1585

kondo0324.y@gmail.com

実施時間

土曜：9：00~12：00
祝日：09：00～13：00（WEBのみ）

WEBでの申し込みは24時間可
祝日の受付はWEBのみ。発送業務は行います。
日祝：終日不可

土曜：10：00～15：00

日祝：終日不可

土曜：9:00~19:00

日祝：終日不可

(第3土曜は終日不可)

011-616-4193

日：終日不可

土曜：9:00~14:00

土曜：9:00~12:00

011-531-8335

備考

第３土曜・日祝：終日不可
外来業務と並行の為、混雑時は折り返しの対応とな
る可能性がございます。

土曜：9:00~12:00

日祝：終日不可

土曜：9：00~13：00

日祝：終日不可
日祝：終日不可

011-520-1750

011-520-1751

土曜：9:00~12:00

緊急であれば、日曜、祝日もできるだけ対応したい
とは思います。

011-512-8831

011-533-7511

011-623-3113

011-623-3114

土曜：9:00~12:00

日祝：終日不可
日祝：終日不可

tomatonoodian@gmail.com

土曜：9:00~16:00

手渡しご希望の方は、下記時間まで対応可能です
土曜日

9：00～16：30

特別な事情がなければなるべくFAXでお願いします
中央区

札幌市中央区北４条西16丁目1‐3

桑園調剤薬局

栗林幌西ビル１Ｆ

時間が過ぎても対応出来る事がありますので、電話
011-643-6750

011-643-6770

土曜：07：00～11：00

下さい
ＦＡＸの場合には住所 氏名と必ず電話番号ご記入
下さい

初期対応は電話にて受付。郵送先等の確認はメール
で対応します。sa006mi@nakajima-phar.co.jp
に以下の内容を記載し送信して下さい。
中央区

ナカジマ薬局宮の森店

札幌市中央区北5条西27丁目2-3

011-615-6120

土曜：9:00~12:00

①件名：検査キット無料配布
②郵便番号
③住所（マンション等は建物名も記載）
④氏名
⑤電話番号

中央区

タワービル調剤薬局

中央区

三信調剤薬局

中央区

北２条店

なの花薬局札幌南1条店

札幌市中央区北5条西2丁目5 JRﾀﾜｰｵﾌｨｽ
ﾌﾟﾗｻﾞさっぽろ７階

011-209-5454

011-271-5733

http://www.sanshindou.co.jp/

ビル1F

ウィステリア南1条ビル1階

日祝：終日不可

平日：9:00~13:00

札幌市中央区北2条西20丁目1-28 報恩

札幌市中央区南1条西14丁目291-81

土曜：9:00~14:00

土曜：9:00~13:00

日祝：終日不可(受付は24時間可能)

(受付は24時間可能)
011-208-1193

011-208-1194

土曜：8：30~13：00

日祝：終日不可

区

名称

住所

北区

きりはな薬局

札幌市北区あいの里1条3丁目4-8

北区

ナカジマ薬局新琴似店

札幌市北区新琴似2条1丁目1-51

北区

アイン薬局新琴似店

札幌市北区新琴似8条13丁目1-7

北区

新川中央薬局

電話番号

FAX

予約メール

WEB

実施時間

備考

https://www.kirihana-pharmacy.com/

土曜：9:00~10:00

日祝：終日不可

土曜：10:00~12:00

日祝：終日不可

土曜：9:00~13:00

日祝：終日不可

011-374-6771
011-763-8821

24時間受付

札幌市北区新川３条7丁目1-65 DAICHO

https://forms.gle/H4VHKFvwTaTrrz7z6

メディカルプラザ1階

受付はWEB予約のみです。

北区

なの花薬局北11条店

札幌市北区北11条西4丁目1番１号

011-738-0888

北区

わかば薬局

札幌市北区北17条西3丁目2-16

011-716-4233

土曜：9:00~11:00

https://forms.gle/q8KVN8eLzroVH5rJ8

土曜：9:00~13:00
祝日：09：00～13：00（WEBのみ）

当日13時までの申し込みの方は当日発送致します。
発送は平日のみの対応となります。
日祝：終日不可

日：終日不可
WEBでの申し込みは24時間可
祝日の受付はWEBのみ。発送業務は行います。
webでのご対応は24時間対応可。

北区

株式会社佐野薬局

さの薬局 札幌市北区北23条西4丁目2-13

011-756-7788

011-726-4870

https://p-sano.com/

土曜：9:00~16:00

web申請は弊社ホームページからお願いいたしま

日曜：12:00~15:00

す。

祝日：10:00~15:00
日曜日は店頭での受け渡しのみでございます。
北区

みらくる薬局北25条アトム店

北区

あしたば薬局

札幌市北区北25条西5丁目1-3 リーブル

011-756-5553

011-756-5554

土曜：9:00~12:00

札幌市北区北25条西8丁目2番24号

080-8299-9562

011-707-4194

土曜：9:00~15:00

011-738-2212

n28@sirius.ocn.ne.jp

土曜：9:00~12:30

日祝：終日不可

011-738-8080

miracle_ni@hhd-mp.com

土曜：9:00~13:00

日祝：終日不可

土曜：9:00~18:00

日祝：終日不可

25 1階

日祝：終日不可
日祝：終日不可

北25条店

同居人の方が受取にくる場合は外での受け渡しとな
ります。

北区

北28条調剤薬局

札幌市北区北28条西5丁目1-14

011-738-2110

北区

みらくる薬局札幌駅西口店

札幌市北区北6条西4丁目2番6号

011-738-8000

北区

みらくる薬局スカイビル店

札幌市北区北7条西5丁目7-1 札幌北ス
カイビル5F

011-708-8000

原則郵送にて対応。
LINEにて連絡も可能です。LINE ID:＠717ppeei
LINEトークでご住所、電話番号、お使いになる方
のお名前、ご年齢をご連絡ください。折り返し薬局
北区

クローバー薬局新川店

札幌市北区新川３条１０丁目２－６

011-788-7725

土曜：09：00～11：00

よりお電話します。

日祝：終日不可

時間外にLINEされた場合は翌営業日の対応となり
ます。
トークにてお名前を入れて頂けなかった場合、薬局
から連絡ができませんのでご注意ください。

北区

麻生ポプラ薬局

札幌市北区麻生町6丁目14番5号

011-737-7101

東区

聖園調剤薬局東雁来店

札幌市東区東雁来11条4丁目1-8

011-791-0111

東区

リリィ薬局東雁来店

札幌市東区東雁来10条1丁目10-10

011-792-5637

https://forms.gle/amaeEfAbhhzZ2H348

011-791-0202

seienhigashi@cronos.ocn.ne.jp

https://forms.gle/zjjwngzAJD4kGY8p6

https://docs.google.com/forms/d/1ngZwNMLaqrPyrJDKtMncn55ULg1OisY1bzFgzBxl5_I/edit

土曜：9:00~12:00
祝日：09：00～13：00（WEBのみ）

土曜：9:00~12:00

土曜：9:00~17:00
土曜午前はWEB受付のみ対応。

日：終日不可
WEBでの申し込みは24時間可
祝日の受付はWEBのみ。発送業務は行います。
日祝：終日不可
日祝：終日不可
臨時休業日は対応不可
年末年始対応不可

区

名称

住所

電話番号

東区

アストラル薬局

札幌市東区北10条東6丁目1－22

011-711-2885

東区

みらくる薬局もとまち店

FAX

予約メール

札幌市東区北24条東16丁目1-7 グロー

WEB

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnbF3xBqwAJmAZv1Hqtl6aJnhifC9nkPKPeeZLCQZg15OJQ/viewform?usp=sf_link

バリビル1階

実施時間

備考

土曜：9：00～12：00

日祝：終日不可

土曜：9:00~11:00
速達で送付しております。
WEB申込は24時間受付しております。
土曜：9：00～13：00

東区

メトロ調剤薬局新道店

札幌市東区北34条東8丁目1-2

011-214-0570

https://forms.gle/wZG83uwBppPPT3Gb7

WEB申込は日曜、祝日も含めて24時間
受付をしております。

WEB申込に関しては土曜日15時以降の受付分は月
曜PM着となります。
日曜～金曜日の受付分は翌日着となります。
祝日の受付分は翌日着となります。
お電話での配送等に関するお問い合わせはご遠慮く
ださい。

東区

ナカジマ薬局

北41条店

札幌市東区北41条東1丁目1-31

011-299-2173

札幌市東区北7条東9丁目2－20 アリオ

東区

みらくる薬局アリオ札幌店

東区

ユウセイ薬局新道東店

札幌市東区北三十一条東16-1-2

011-785-0888

011-785-0887

東区

トガシ薬局

札幌市東区北七条東5丁目

011-711-3527

011-711-3528

東区

なの花薬局

札幌市東区北二十条東20丁目1－20

011-780-4025

011-780-4026

開成店

https://docs.google.com/forms/d/1px9T2JoYtd1xAIsh878pJK8LotBvPrCowZFX8drzgyg/edit

札幌2階

3738188001@jcom.home.ne.jp

3738188001@jcom.home.ne.jp

土曜：9:00~11:30

日祝：終日不可

土曜：10:00~14：00

日祝：終日不可

土曜：9:00～11:00

日祝：終日不可

土曜：09：30～18：30

日祝：終日不可

土曜：9:00~10:30

日祝：終日不可

土日祝日：00：00～23：59
土曜：00：00～23：59
東区

ノルデン薬局

北栄店

札幌市東区北41条東7丁目3-11

https://www.saturin.co.jp/contact/index.html

現在WEBでのみ受付を行っておりま
す。

土・日・祝に関しても、当社専用受付フォームにて
受付を行いますが、各店舗からの発送は、基本最短
営業日での発送となりますが、発送件数状況により
発送まで数日お時間が掛かる場合もございますの
で、予めご理解とご協力をお願い申し上げます。

土曜：9:00~14:00
日祝：終日不可
東区

いがらし薬局

札幌市東区東苗穂6条2丁目6－20

011-783-3355

011-783-3859

m.igarashi0719@gmail.com

https://forms.gle/kUQsa5xPSexaTsna8
WEBからの申し込みは24時間予約を受
け付けています（日祝含む）

土曜：09：00～12：30
日祝：終日不可
白石区

つばさ薬局

札幌市白石区平和通9丁目南3-25

011-846-7080
12時から14時の間は電話の応対に時間
が掛かる場合が有ります

白石区

白石区

フォルテ調剤薬局

かささぎ薬局

札幌市白石区南郷通１９丁目南３番１
１号

メディカル98

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKYfWnJvnjgh_OiNc92ksRMWbzivpgAt_-RdF0y6lxo8dcHw/viewform

1F

札幌市白石区東札幌3条5丁目3-30

011-826-3950

kensa@kasasagi.co.jp

土曜：9：00～12：00
日祝：終日不可

・WEBからの申し込みは24時間予約を受け付けて
います（日祝含む）。
・月曜日から土曜日の13時までに受け付けた分は翌
日に到着予定です。
・13時以降の受付および日祝の受付につきましては
翌営業日の発送となります。
直接薬局に来られてもキットの配布は致しておりま
せん。
同居の家族等で無症状の方が薬局に検査キットを受
け取りに来ることは可能ですが、先に電話を頂き書
類の作成をした方に配布いたします。
土曜日も12：００まで受付可能
薬局へ取りに来られる方は営業時間を確認上お越し
ください。

土曜：10：00～15：00

メールは２４時間受付。確認メールにご返信いただ

日曜：10：00～15：00

けたら発送いたします。

祝：終日不可

年内休まず対応。１月１日はお休みします

区

名称

白石区

三信調剤薬局

住所

電話番号

FAX

予約メール

実施時間

平日：9:00~13:00

札幌市白石区南郷通2丁目北2-1 ル・

白石店

WEB

http://www.sanshindou.co.jp/

ノール南郷街1F

土曜：9:00~13:00
(受付は24時間可能)

土日祝：24時間WEB受付
毎日２４時間WEB受付しております（日曜祝日
含む）
札幌市内全域に配送可能です。

白石区

メトロ調剤薬局

札幌市白石区南郷通14丁目南3-11

https://forms.gle/K5ZN4zjnTxLFKRAQ6

抗原検査キットは『速達』で郵送しておりま
す。
非対面でのお渡しになりますので到着の際はポ
スト等ご確認下さい。
鼻から自立して検体採取できない方（乳幼児
等）向けに『唾液タイプ』の抗原検査キットも
ご用意しております。

厚別区

新札幌中央薬局

札幌市厚別区厚別中央2条4丁目9番15号 011-895-1781

厚別区

新札幌かかりつけ薬局

厚別区

日本調剤

札幌市厚別区厚別中央3条6丁目6-15 1
階

大谷地薬局

札幌市厚別区大谷地東4丁目1番2号

011-895-1752

三信調剤薬局

新札幌店

大谷地店

さくら薬局

札幌福住店

【日曜】土曜午後３時～日曜午後３時迄受付分：日曜日中に郵
送
【祝日】前日午後３時～祝日午後３時迄受付分：祝日中に郵送
天気、交通状況により到着が遅れる場合がございます。
予めご了承下さい。
お問い合わせはメールのみ受付しております。
お電話でのお問い合わせはご遠慮いただきますようお願い申し
上げます。

日祝：終日不可

http://www.sanshindou.co.jp/

http://www.sanshindou.co.jp/

011-853-1000

土曜：9:00~13:00

土曜：9:00~13:00

sapporofukuzumi@sakura.kra

(受付は24時間可能)
日祝：終日不可
(受付は24時間可能)
日祝：終日不可

080-8573-2884

土曜：9:00~13:00

日祝：終日不可

011-857-9133

土曜：9:30~11:00

豊平区

有限会社しらかば薬局

札幌市豊平区月寒東2条18丁目7-23

豊平区

こぐま薬局

札幌市豊平区月寒東3条17丁目1番20号 011-836-8008

011-853-1333

日祝：終日不可

土曜：9:00~11:00

西岡メディカル薬局

カル薬局

送

日祝：終日不可

豊平区

本店

【土曜】金曜午後３時～土曜午後３時迄受付分：土曜日中に郵

土曜：9:00~11:00

札幌市厚別区大谷地東5丁目1番43

札幌市豊平区西岡4-4-1-1 西岡メディ

【平日②】午前９時～午後３時迄受付分：当日中に郵送

土曜：9:00~13:00

札幌市厚別区厚別中央2条5丁目4-6

札幌市豊平区月寒東1条15丁目10-1

送

011-893-1673

(受付は24時間可能)
豊平区

【平日①】前日午後３時～午前９時迄受付分：当日午前中に郵

011-801-7887

平日：9:00~13:00
三信調剤薬局

(受付は24時間可能)

日祝：終日不可

(受付は24時間可能)
厚別区

日祝：終日不可

土曜：9:00~12:30

平日：9:00~13:00
厚別区

備考

ft-net.co.jp

https://forms.gle/w6siFKRRgmB5Yfgs5

土曜：9：00～11：00（電話のみ）
日祝：終日不可

日祝：終日不可
混雑時は折り返しのご連絡となる場合があります。
ＷＥＢは24時間受付
15時以降の受付については、翌営業日（平日）の発
送となります。
日祝：終日不可

豊平区

オンライン薬局西岡店

info@online-ph.jp

札幌市豊平区西岡3条6丁目8番6号

https://www.online-ph.jp/

土曜：9:00~12:00

電話での受付対応はしておりません。メールやＷＥ
Ｂでの問い合わせでお願いします。対応時間外の問
い合わせに関しては翌営業日にご連絡致します。

豊平区

(有)月寒アサヒ薬局西岡店

札幌市豊平区西岡4条1丁目13-1

011-851-1202

011-851-1202

土曜：10:00~13:00

日祝：終日不可
予約メールにて24時間受付可能です。当日発送致し

豊平区

ロイヤル薬局札幌豊平店

札幌市豊平区中の島1条7丁目12-3

roth_schild6@yahoo.co.jp

土日祝：
10：30~20：00

ます。
原則郵送ですが無症状の方が直接薬局まで取りに来
ていただく事も可能です。当日対応致します。
札幌市内全域メールにて対応致します。

区

名称

住所

電話番号

FAX

予約メール

WEB

実施時間

土曜：09：00～13：00
豊平区

フロンティア薬局中の島店

札幌市豊平区中の島1条8丁目3-32

011-820-5575

土曜の午前は薬局が混雑している場合
お待ちいただく可能性があります

備考

日祝：終日不可
土曜日の発送はレターパック赤で行わせていただき
ますので時間指定不可ですが、通常は翌日午前着と
思います
日祝：終日不可

豊平区

アップル調剤薬局

札幌市豊平区美園8条5丁目3-3

011-813-6333

https://forms.gle/J1vXb6VYhb8VQ6Tq6

土曜：9：00～11：00

WEBは24時間受け付けていますが、発送は電話受
付時間のみ対応しています。電話受付時間外の
WEB申し込みは翌営業日の対応になります。

清田区

美しが丘薬局

札幌市清田区美しが丘3条2丁目3-1

011-883-6449

土曜：不可

日祝：終日不可

清田区

パルス薬局清田店

札幌市清田区清田1条4丁目5-30

011-883-0501

土曜：9:00~11:00

日祝：終日不可

清田区

なの花薬局清田店

札幌市清田区清田4条2丁目10番30号

011-885-0286

土曜：09：00～10：00

日祝：終日不可

清田区

なの花薬局美しが丘店

札幌市清田区美しが丘1条6丁目2-3

011-882-1193

土曜：9:00～13:00

日祝：終日不可

清田区

美しが丘緑薬局

札幌市清田区美しが丘4条5丁目3-16

011-889-3390

011-889-3393

土曜：8:30~12:00

日曜：終日不可

清田区

あしりべつ薬局

札幌市清田区清田1条4丁目4-34

011-888-1189

011-888-1181

土曜：9：00~13：00

日祝：終日不可

南区

川沿薬局

札幌市南区川沿1条3丁目1-9

011-573-1941

oseto＠oakoak.co.jp

土曜：9：00～10：30
第1･3･5土曜は終日不可
第2・4土曜のみ対応可
南区

マリン保険薬局

札幌市南区澄川6条4丁目11-10

011-818-3633

南区

有限会社

札幌市南区石山東１丁目4-27

011-591-1233

石山中央薬局

011-818-3933
https://forms.gle/oQ8qBBnbBFoCyRPm6

日祝・終日不可
年末は27日のみ11:00まで対応可28日～1月3日まで
対応不可
2月以降対応不可

土曜：9:00~12:00

日祝：終日不可

土曜日の発送分は翌日着不可

休日当番薬局時の日祝は受付致します。

土曜：9:00~12:00

日祝：終日不可
※12月17日(土曜日)は都合により、全日申込み受付不可。

土曜：9：00~21：00（メールは13：00まで、

【電話でのお申込み】

以後翌営業日受付）

開局時間外は２４時間調剤対応のため、携帯電話に転送となり

日曜：9：00~21：00（メールは当日の受付不

ますが、抗原検査キットの予約受付は受付時間内にお願いしま

可、翌営業日受付）

す。

祝日：9：00~21：00（メールは当日の受付不
可、翌営業日受付）

南区

イルム薬局南沢店

札幌市南区南沢3条4丁目1-1

011-522-6689

【お届け】
南区(南沢・川沿・中ノ沢）の方：受付当日中のお届け

info@resteria.jp

【メールでのお申込み】

南区(南沢・川沿・中ノ沢）以外の方：速達で翌日配送。

「使用される方の氏名」「郵便番号と住所」

※札幌南郵便局の受付締め切り時間により翌々日配達の場合あ

「連絡先電話番号」をご記載ください。以後こ

り。

ちらから確認事項を電話確認後に受付となりま

電話受付終了後、濃厚接触者以外の症状のないご家族・知人の

す。

方が来局して受け取り可。(詳細は予約受付時、確認)

土曜日13時以降および日祝日当日のメール確認
はできませんので翌営業日の電話確認後の受付

【抗原検査キット販売】

となります。

予約受付時間内は販売も可（営業時間外は閉店していますので
電話してください）

西区

みらくる薬局

西区

あおば薬局山の手

宮の沢駅前店

札幌市西区宮の沢1条1丁目7-10 ワイビ
ル宮の沢1階
札幌市西区山の手4条7丁目1-48

011-643-3163

011-641-4193

土曜：9:00~12:00

日祝：終日不可

土曜：10:00~12:00

日祝：終日不可
土日祝日：00：00～23：59

西区

ノルデン薬局

西町店

札幌市西区西町北7丁目2番15号 サツリ
ン西町ビル1階

土曜：00：00～23：59
https://www.saturin.co.jp/contact/index.html

現在WEBでのみ受付を行っておりま
す。

土・日・祝に関しても、当社専用受付フォームにて
受付を行いますが、各店舗からの発送は、基本最短
営業日での発送となりますが、発送件数状況により
発送まで数日お時間が掛かる場合もございますの
で、予めご理解とご協力をお願い申し上げます。

区

名称

西区

オンライン薬局

西区

二十四軒薬局

住所

電話番号

FAX

予約メール

WEB

実施時間

hassamu@online-ph.jp

www.online-ph.jp

土曜：9:00～16:00

備考

電話での受付対応はしておりません。メールやＷＥ
発寒店

札幌市西区発寒6条11丁目7-18

Ｂでの問い合わせでお願いします。対応時間外の問
い合わせに関しては翌営業日にご連絡致します。

札幌市西区二十四軒2条4丁目2-11-106 011-642-3039

011-643-1723

info@pharmacy24ken.com

土曜：9:00~12:00

日祝：終日不可

★★★★★メール受付時、「有症状」の配布対象検査希望者、
土曜：00：00～24：00
※土日祝日はメールのみ24時間受付
土日は月曜日午前中発送
⇒月曜日午後ポスト布対象外です投函予定とな
ります。
※月曜日祝日の場合は火曜日発送

西区

在宅ケア薬局

札幌市西区二十四軒4条2丁目9-2

011-624-7560

011-624-7561

kushibe@carefain.com

メールは24時間受付⇒発送は明けの営業日
★★無症状の方は配布対象外です。
また10月27日から65歳以上の方、妊娠されてい
る方は配布対象外です。医療機関を受診してく
ださい★★
再度、配布対象かどうかご確認をお願い致しま
す。
・突然連絡もなく、キットが欲しいと来店する
ことは絶対にやめてください。

「全員分の」
●症状の有無
●名前（カタカナ）、年齢
●女性の方は妊娠の有無について
●郵便番号、住所
●電話番号
●他に受けている治療の有無
を必ず「全員分」記載してください。
通常の薬局業務があるため、他の電話対応のため電話に出られ
ないケースもあります、ご了承ください。
その場合時間をおいてから再度ご連絡ください。
こちらから折り返すことはしておりません。
・メール受付時はメールにて必ず返信致します。
ドメイン指定などで送信されず、確認事項が確認
できない場合は送付しませんのでご了承ください。
・メール受付時は必ず返信しております。受信ＢＯＸを確認し
てください。
メールが届いているか、受付となっているかなど店舗への確認
電話はやめてください。必ずメールを返信しています。

土曜：9:00~12:00
土曜日は郵送のみ
時間外受付不可
日祝日受付不可
手稲区

クローバー薬局

手稲店

札幌市手稲区手稲本町2条3丁目1-3

090-9521-0951

1/7（土）はお休みをいただいていま
す。
1/6（金） 16：30以降に電話 ＬＩ
ＮＥで連絡いただいた場合 1/10の対
応になりますのでご注意ください。

手稲区

クリオネあけぼの薬局

札幌市手稲区曙4条3丁目17番20号

手稲区

かえで薬局大学通り店

札幌市手稲区前田6条13丁目7-17

050-3615-6556

土曜：9:00~12:00

土曜日は郵送のみ
ＬＩＮＥでも連絡可能です。
ＬＩＮＥＩＤ；＠rnq7078k
ＬＩＮＥトークで ご住所 電話番号 お使いにな
る方のお名前 年齢をご連絡ください。折り返し薬
局からお電話します。トークにてお名前等を入れて
いただかなかった場合 薬局からのご連絡ができな
いので ご注意ください。
日祝：終日不可
祝：終日不可

0120-644-699

土曜：9:00~12:00

氏名・年齢・住所・電話番号を記載したものをFAX

第5土曜日：終日不可

してください。のちほどスタッフが確認の電話をい
たします
日祝：終日不可

手稲区

明日風薬局

札幌市手稲区明日風5丁目9-27

011-695-7777

土曜：8:30~10:00

外来業務と並行のため、店舗混雑時は折り返し対応
させていただくことがございます。

