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

FAX

予約メール

WEB

実施時間

備考

平日：8:30∼16:00
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

(木曜のみ8:30∼11:00)

日祝：終日不可

土曜：8:30∼11:00
札幌市中央区南1条西16丁目1番245

中央区

なの花薬局医大前店

中央区

ピーナッツ薬局医大前店

中央区

大通西薬局

中央区

なの花薬局札幌南22条店

中央区

さくら薬局 札幌南2条店

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

中央区

宮の森ホームケア薬局

札幌市中央区宮の森3条1丁目1-35

中央区

なの花薬局あさひ山店

札幌市中央区双子山4丁目3-35

中央区

サン調剤大通14丁目薬局

レーベンビル１階
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
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
札幌市中央区南22条西7丁目4-26-3
札幌市中央区南2条西10丁目5-3 PPCビ
ル1F

011-622-2345

平日：10:00∼12:00

011-676-6522

011-676-6582

011-290-5051

011-223-5558

平日：10：00∼15：00
土曜：10：00∼14：00

中央区

なの花薬局札幌西１５丁目店

土日祝：終日不可

平日：9：00∼12：00

土日祝：終日不可

平日：9:00∼17:45

土日祝：終日不可

平日：9:00∼17:00

電話での問い合わせは送付確認も含め

土日祝：9:00∼17:00

なるべくお控え下さい。

011-633-5533

平日：9：00∼16：00

土日祝：終日不可

011-641-1277

平日：9：30∼15：00

土日祝：終日不可

平日：12:00∼15:00

水曜・土日祝：終日不可

(水曜は終日不可）

折り返しご連絡することがあるため連

011-518-4193
011-208-2208

011-208-2209
https://form.run/@yukinobu-sakamoto--1659269685

札幌市中央区大通西14丁目3-1 大通丸一

011-272-7607

ビル１階

フローラ薬局西18丁目駅前店

札幌市中央区大通西15丁目1番10号 Ｉ
ＴＯメディカルビル札幌1階
札幌市中央区大通西16丁目1-10 ITCセ
ンタービル1階

日祝：終日不可

平日：9:00∼12:00

令和４年８月１５日（月）はお休み 絡の取れる電話番号を必ず記載してく
です

中央区

土日祝：終日不可

ださい。
土日祝：終日不可

011-631-0805

平日：9：00∼12：00

１２/２９午後から１/４は対応できま
せん。

平日：9:00～14:00
011-688-9026

011-688-9027

(水曜は終日不可)

水曜・土祝：終日不可

日曜：9:00∼12:00
土日祝：終日不可

中央区

ナカジマ薬局医大前店

札幌市中央区大通西16丁目1-30

011-631-3510

平日：10:00∼15:00

外来業務と並行のため、混雑時は折り
返しの対応となる可能性もあります。

中央区

中央区

クリオネ西１８丁目薬局

アイン薬局西１８丁目店

札幌市中央区大通西18丁目1-30 道新
西ビル2F
札幌市中央区大通西17丁目1-27 札幌
メディケアセンタービル桂和3階

平日：9:00∼15:00

011-213-7831

(水曜のみ9:00∼13:00)
011-676-7699

平日・土曜：9:00∼14:00

土日祝：終日不可
受付時間・郵便配達の状況により到着
が翌々日になることもあります。
日祝：終日不可

区

名称

中央区

クリオネ西20丁目薬局

中央区

メイプル調剤薬局 円山店

住所

電話番号

札幌市中央区大通西20丁目2-20 エクセ
ルS1ビル6F
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

FAX

予約メール

011-633-1524

nishi20@clione-p.jp

WEB

011-616-1811

実施時間

備考

平日：10:00∼13:00

土日祝：終日不可

平日・土曜：9：00∼14：00

日祝：終日不可

平日：7:00∼16:00
無症状の同居人等の方が来局されて
受取ることも可能です。それ以外の
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
ル店

https://forms.gle/Ny8usPbkiSgkcB4JA

3階

方は配送させて頂きます。WEB予約
以外の受付は実施しておりません。
外来患者様優先のため電話での予約
はお控えください。何卒、ご理解の
程宜しくお願い致します。

中央区

アイン薬局大通西5丁目店

中央区

アイン薬局大通東店

札幌市中央区大通西5丁目昭和 ビル1階
札幌市中央区大通東4丁目1-19 大通東
やまむらセンタービル1F

土日祝：終日不可
対応時間外の予約については、翌営業
日対応となりますのでご了承くださ
い。また、予約受付はGoogleフォーム
のみとさせて頂き、予約された方につ
きましては必要に応じてご連絡させて
頂くことがございます。

011-252-3571

平日：9:30∼11:00

土日祝：終日不可

011-200-9651

平日：10:00∼16:00

土日祝：終日不可
土日祝：終日不可
WEB・FAXでの申込は２４時間受付可

中央区

からさわ薬局 啓明店

札幌市中央区南13条西21丁目3-18 K2メ

011-520-3041

ディカル1階

https://sites.google.com/view/karasawaph

平日：9:00∼13:00

能ですが、当日発送可能＝月曜日～金
曜日13:00までの受付分に限ります。
（13:00以降の受付分については、翌
発送可能日となります。）

平日：9:00∼15:00

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

011-215-0950

中央区

日之出調剤薬局行啓店

札幌市中央区南14条西8丁目2-6

011-521-3571

011-521-3572

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：9:00∼12:00
平日：9:30∼13:00
平日：8:30∼16:00
土曜：8:30∼11:00

日祝：終日不可
土日祝：終日不可
日祝：終日不可

平日：9：00∼18：00
土曜：9：00∼12：00
中央区

厚生堂調剤薬局

札幌市中央区南1条西10丁目4番地 タイ
ムビル1階

011-261-9071

https://forms.gle/3i9rMcgJjaCTxUuX7

祝：09：00～13：00
WEBでの申し込みは24時間可
WEBの申込みは24時間可

日：終日不可
受付時間、郵便配達の状況により翌々
日になる事もあります。

祝日はWEBのみ受付、発送します。
中央区

さくら薬局 札幌南1条店

中央区

日本調剤 札医大前薬局

中央区

日本調剤医大前調剤薬局

中央区

株式会社大森薬局

札幌市中央区南1条西15丁目1番10号 パ
レ宮崎
札幌市中央区南1条西16丁目1
札幌市中央区南1条西16丁目1番246号
ANNEXレーベンビル1階
札幌市中央区南1条西16丁目1番地

011-633-0212

011-633-0272

011-615-2468

sapporominamiichijo@sakura.
kraft-net.co.jp

平日：9:00∼16:00

土日祝：終日不可

平日：9:00∼15:00

土日祝：終日不可

平日：9：00∼14：00

011-642-7681

土曜：9：00∼11：00
011-613-9224

平日：9:00∼15:00

日祝：終日不可
土日祝：終日不可

区

名称

住所

中央区

医大前フローラ薬局

札幌市中央区南1条西16丁目1番地8

中央区

電話番号

FAX

予約メール

011-611-0503

みらくる薬局大丸藤井セント 札幌市中央区南1条西3丁目2番地 大丸藤
ラル店

中央区

日本調剤 南一条調剤薬局

中央区

日之出調剤薬局

中央区

愛生舘ビル薬局

https://forms.gle/E68RdktsWWbCNoHz9

井ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ地下1階

札幌市中央区南１条西4丁目 大手町ビル
８階

札幌市中央区南1条西4丁目 日之出ビル8
階
札幌市中央区南1条西5丁目7 愛生舘ビル
1階

WEB

011-222-5991

011-241-6316

実施時間

備考

平日：8:50∼12:00

土日祝：終日不可

平日：09：00～20：00

土日祝：09：00～20：00

平日：9:00∼12:00

土日祝：終日不可

平日：9:00∼14:00

011-241-6317

土曜：9:00∼14:00
平日：10：00～16：00

050-3553-7662

土曜：10：00～15：00
平日：7:00∼16:00
土日祝：終日受付不可

中央区

みらくる薬局あすなろ北辰ビ 札幌市中央区南1条西6丁目11番地札幌
ル店

https://docs.google.com/forms/d/1T1Ss4huVqYf09AiBhFuGGp7PG_v2IMlP0JOZgQjBATI/edit

北辰ビル1階

時間外受付は翌営業日の対応となり
ますのでご了承下さい。
無症状の同居人等が来局し受け取る
ことも可能です。それ以外の方は配
送させて頂きます。

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

011-251-1585

kondo0324.y@gmail.com

平日：9:00∼19:00
土曜：9:00∼19:00
平日：9:00∼15:00

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

(木曜のみ13:00∼15:00)

011-376-5216

土曜：9:00∼12:00
(第3土曜は終日不可)

中央区

みらくる薬局 山鼻店

札幌市中央区南21条西14丁目3-14

011-512-8881

中央区

さくら薬局 札幌もいわ店

札幌市中央区南24条西15-1-1

011-532-7011

中央区

ハートメロディ薬局

札幌市中央区南27条西13丁目1-28

011-312-2371

中央区

さくら薬局 札幌山鼻南店

中央区

あしたば薬局南２条店

中央区

アイン薬局札幌中央店

中央区

北海道薬剤師会会営薬局

札幌市中央区南27条西13丁目1番22号
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3条西2丁目1-1 H&Bプ
ラザビル1F
札幌市中央区南4条西15丁目1-32ほくや
く南4条ビル2階

011-531-1180

011-532-6660

日祝：終日不可
検査結果が陽性であった場合、行政の
指導によりこくちまるプラスに登録し
て頂きます。登録案内を同封致しま
す。当店では登録できません。
外来患者様の対応を優先しております
のでご希望に添えかねる場合がござい
ます。ご了承ください。
札幌市の事業によりキット代、配送料
はかかりません。無料です。
日祝：終日不可
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。

平日：9:00～12:00
011-532-7811

sapporomoiwa@sakura.kraftnet.co.jp

平日：9:00∼15:30
平日：9:00∼15:00

011-531-8335

平日：9:00∼15:30
土曜：9:00∼12:00
平日：9：00∼17：30

011-616-4193
011-200-5625

日祝：終日不可

土曜：9：00∼13：00
011-200-5629

平日：10:00∼14:00
(木のみ9:00∼10:00)

土日祝：終日不可
土日祝：終日不可
郵送対応のみです。
日祝：終日不可
日祝：終日不可
日祝：終日不可

平日：9：00～12：00

受付時間、郵便配達の状況により、

土日祝：終日不可

翌々日になることもあります。

区
中央区

名称
エイム薬局円山店

中央区

クリオネ南4条薬局

中央区

クリオネ桜通り薬局

中央区

中央区

住所
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4条西25丁目2-20 エナ

電話番号
011-520-1750

FAX

011-552-0787

札幌市中央区南5条西24丁目1-29

050-3528-3903

011-518-7879

南九条薬局

札幌市中央区南9条西6丁目1番23号

011-512-8831

011-533-7511

クリオネ桑園薬局

札幌市中央区北10条西17丁目1-1

011-633-5570

011-633-5571

WEB

実施時間
平日：9:00∼17:00

011-520-1751

011-552-0770

コート南円山1階

予約メール

土曜：9:00∼12:00

sakuradori@clione-p.jp

備考
日祝：終日不可
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。

平日：9:00∼15:00

土日祝：終日不可

平日：9:00∼17:30

土日祝：終日不可

平日：9:00∼14:00
土曜：9:00∼12:00

日祝：終日不可
土日祝：終日不可

平日：9:00∼14:00

対応はTELとFAXのみでの対応とさせ
ていただきます。
土日祝：終日不可
平日16時30分以降のお問い合わせの場

中央区

パルス薬局桑園店

札幌市中央区北11条西14丁目1番1号

011-717-8040

平日：9：00∼16：30

合、配送に中１日を要する場合があり
ます。出来るだけ早めの時間帯でお問
い合わせ下さい。

中央区

ナカジマ薬局桑園店

中央区

アイン薬局桑園駅前店

中央区

セイル薬局 札幌

札幌市中央区北11条西14丁目1番45号
札幌市中央区北11条西15丁目2-1 サン
エーアインビル1F
札幌市中央区北11条西24丁目1-20

011-709-0775

011-709-0789

平日：9:00∼15:30

土日祝：終日不可

011-726-4907

011-726-4908

平日：9:00∼16:00

土日祝：終日不可

011-622-5001

011-622-5002

平日：8:30∼14:00

土日祝：終日不可
日祝：終日不可

中央区

トマト調剤薬局

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

011-623-3113

011-623-3114

tomatonoodian@gmail.com

平日：9:00∼16:00
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
平日

9：00～18：30

土曜日 9：00～16：30
土日祝：終日不可
中央区

あじさい薬局

札幌市中央区北1条西3丁目3-20 時計台
スクエアビル5F

011-207-1777

平日：9:30∼12:00

対応時間内でも、業務が混み合ってい
る際は、電話折り返しの対応になるこ
とがあります。

中央区

メイプル調剤薬局 大通店

中央区

東邦生命ビル薬局

中央区

クリオネ北一条薬局

中央区

アイン薬局時計台店

中央区

アイン薬局西２８丁目店

札幌市中央区北1条西4丁目1-1 三甲大通

011-281-4201

公園ビル1Ｆ
札幌市中央区北１条西４丁目札幌ノース
プラザ３階
札幌市中央区北1条西7丁目4番地 ﾊﾟｼﾌｲｯ
ｸﾏｰｸｽ札幌北1条5階
札幌市中央区北1条東1丁目6 札幌イース
トスクエア1F
札幌市中央区北2条西28丁目1-26 エスト
ラーダ円山1F

011-232-7792

011-232-7899

平日：9:00∼15:00
平日：9:00∼12:00
土日祝：終日不可

土日祝：終日不可
記載時間以外に連絡された時は、受付
時間に再度掛けなおししていただきま
す。

050-3801-9125

平日：13:00∼15:00

土日祝：終日不可

011-209-0377

平日：10:00∼12:00

土日祝：終日不可

平日：9:30∼13:30

土日祝：終日不可

011-676-4972

011-676-4973

区

名称

中央区

みらくる薬局道庁前店

中央区

アイン薬局北3条店

中央区

なの花薬局札幌北3条店

中央区

北海道科学大学附属薬局

中央区

住所
札幌市中央区北3条西4丁目 日本生命札
幌ビル3階
札幌市中央区北3条西7丁目5番地1-2 北
海道庁別館1階
札幌市中央区北3条東1丁目1-1
札幌市中央区北3条東1丁目1-1 ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪｲ
ｱｰﾙ札幌1階

ナカジマ薬局札幌在宅調剤セ 札幌市中央区北3条東8丁目8-4砂子ビル
ンター

1階

電話番号

FAX

実施時間

備考

平日：10:00∼15:00

土日祝：終日不可

平日：9:00∼14:00

土日祝：終日不可

011-281-1193

平日：9：00∼12：00

土日祝：終日不可

011-242-9383

平日：9:00∼15:30

土日祝：終日不可

011-215-1176

平日：9:00∼12:00

土日祝：終日不可

予約メール

WEB

miracle_dm@hhd-mp.com
011-200-9403

011-200-9404

特別な事情がなければなるべくFAXで

中央区

桑園調剤薬局

札幌市中央区北４条西16丁目1‐3
栗林幌西ビル１Ｆ

011-643-6750

011-643-6770

平日：07：00～14：00

お願いします

土曜：07：00～11：00

時間が過ぎても対応出来る事がありま

日曜：07：00～11：00

すので、電話下さい

祝日：07：00～11：00

ＦＡＸの場合には住所 氏名と必ず電
話番号ご記入下さい

中央区

調剤薬局ツルハドラッグ北４ 札幌市中央区北4条西18丁目8番1号プレ
条店

ミアムガーデン北円山1階

中央区

有限会社 森山薬局

札幌市中央区北4条西25丁目2-12

中央区

宮の森よつば薬局

中央区

みらくる薬局札幌駅前店

中央区

アスティ45薬局

中央区

アイン薬局北4条店

札幌市中央区北4条西29丁目2-7 エ
ヴァンスコート宮の森1Ｆ
札幌市中央区北4条西3丁目1 札幌駅前合
同ビル5階
札幌市中央区北4条西5丁目１ アス
ティ45ビルB1F

https://outlook.office365.com/owa/calendar/G8a4541d093c543f695e65fb9d6841de1@tsuruha.site/boo
kings/

011-611-9633

011-611-2721

平日：9：00～12：00
平日：9：00∼17：00
土曜：9：00∼12：00

土日祝：終日不可
日祝：終日不可
土日祝：終日不可

011-215-7725

平日：9：00∼12：30

スタッフ人数が少ないため、対応に時
間を要するかもしれません。

011-251-2552

平日：10:00∼16:00

土日祝：終日不可

011-205-6145

平日：9：30～16：30

土日祝：終日不可

平日：8:30∼14:00

土日祝：終日不可

札幌市中央区北4条西7丁目1番4 北濃健

011-200-9565

保会館１F

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
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

平日：9:00∼15:00

い。

土曜：9:00∼12:00

①件名：検査キット無料配布

日祝：終日不可

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

区

名称

中央区

N5タワー薬局

中央区

ユウキ調剤薬局毎日会館店

中央区

みらくる薬局 大通東店

住所
札幌市中央区北5条西2丁目5番地 JRﾀﾜｰ
ｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞさっぽろ8階
札幌市中央区北四条西6丁目1番1号 毎日
札幌会館
北海道札幌市中央区南一条東２丁目５－
１ＭⅡビル地下１階

電話番号

FAX

011-209-5424

011-209-5425

011-211-1108

011-211-1208

予約メール

WEB

実施時間
平日：9:00∼16:00
土曜：9:00∼16:00

https://forms.gle/cKNCeYymDPjtntSt9

備考
日祝：終日不可

平日：9：00∼18：00

土日祝：終日不可

平日：9：30～14：00

土日祝：終日不可

