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

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

011-792-5638

東区

聖園調剤薬局めぐみ通り店

札幌市東区東雁来10条1丁目12-12

011-788-5451

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

予約メール

WEB

実施時間
平日：9:00∼17:00
土曜：9:00∼17:00

011-788-5452

https://forms.gle/zjjwngzAJD4kGY8p6

平日：9:00∼17:00
土曜：9:00∼12:00

備考
日祝：終日不可
日曜祝日については翌日配達に
なる可能性あり。
日祝：終日不可
土日祝：終日不可

https://forms.gle/zjjwngzAJD4kGY8p6

平日：9:00∼17:00

グーグルフォームでの受付は発
送をもって返信と代えさせてい
ただきます。

東区

保険調剤 いちご薬局もえれ店 札幌市東区東苗穂12条3丁目21番33号

東区

東区ひまわり薬局

札幌市東区東苗穂5条1丁目11番1号

011-788-7632

平日：9:00∼12:00

moere@m-rs.jp

終日不可

011-786-8700

平日：9：00～17：00

土日祝：終日不可
土日祝：終日不可

平日：9:00∼14:00
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

札幌市東区東苗穂三条1丁目2-12

011-780-5130

011-783-3859

m.igarashi0719@gmail.com

https://onl.sc/aqq18FL

土曜：9:00∼14:00
WEBでの申し込みは24時

日祝：終日不可

間対応
東区

フロンティア薬局 東苗穂店

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

日本調剤 北十一条調剤薬局

札幌市東区北11条東3丁目3-12

011-741-7511

平日：9:00∼14:00
終日不可
平日：9：00～12：00
土曜：9：00～12：00
011-751-7577

平日：9:00∼14:00

土日祝：終日不可
日祝：終日不可
土日祝：終日不可
FAXのみでの受付になります。
氏名、送付先住所、連絡の取れ

平日：9:00∼11:00
東区

アイン薬局北１２条店

時間外での受付は翌日申請

011-733-6306

札幌市東区北12条東4丁目1-10

者の手元に届く対応はでき
ません。

る電話番号を記載の上、
申請をお願い致します。
記載不備がある場合は、送付で
きないことがありますのでご了
承ください。
受付時間外での対応はできませ
んのでご了承ください。

東区

日本調剤北十二条調剤薬局

札幌市東区北12条東四丁目1-11

011-752-8700

平日：9:00∼14:00

土日祝：終日不可

東区

クリオネ北１７条薬局

札幌市東区北17条東13丁目4-12

090-8639-3230

平日：9:00∼12:00

土日祝：終日不可

東区

フラワー調剤

札幌市東区北20条東7丁目1-25

011-748-7658

平日：8:00∼12:00

土日祝：終日不可

東区

クリオネ北21条薬局

札幌市東区北21東21丁目2-2

050-3801-9110

011-783-1728

平日：9:00∼12:00

平日のみ対応予定

東区

ハート元町薬局

札幌市東区北24条東15-1-7

011-702-8818

011-702-8828

平日：9:00∼14:00

土日祝：終日不可

東区

はまなす薬局元町店

札幌市東区北24条東15丁目4番16号

011-374-7855

平日：10：00～12：00

土日祝：終日不可

kita21@clione-p.jp

区

名称

住所

電話番号

FAX

予約メール

札幌市東区北24条東16丁目1-7 グ

WEB

実施時間

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnb-

平日：9:00∼16:00

東区

みらくる薬局もとまち店

東区

元町グリーン薬局

札幌市東区北24条東21丁目1-1

011-784-2480

東区

聖園調剤薬局元町店

札幌市東区北25条東20丁目7-1

011-790-6260

東区

イチフジ薬局・北26条店

札幌市東区北26条東6丁目1-25

011-731-1000

東区

北日本調剤北光薬局

札幌市東区北２６条東８丁目２－１

011-748-7771

011-748-7772

平日：9:00∼12:00

東区

アイン薬局 北光店

札幌市東区北27条東8丁目1-15

011-748-7537

011-748-7538

平日：9:00∼15:00

F3xBqwAJmAZv1Hqtl6aJnhifC9nkPKPeeZLCQZg15OJQ/viewform?usp=sf_link

ローバリビル1階
011-784-2480

土曜：9:00∼11:00
平日：9:00∼15:00

motomachi-green@estate.ocn.ne.jp

土曜：9:00∼12:00

https://forms.gle/zjjwngzAJD4kGY8p6

備考

平日：9:00∼15:00
月・火・水・金：9：00～
12：00

日祝：終日不可

土日祝：終日不可

木土日祝：終日不可
土日祝：終日不可
土日祝：終日不可
土曜日は集荷時間の都合もあり
終日不可としています。

東区

エルフ調剤薬局

札幌市東区北３０条東１３丁目2-14

011-788-8153

平日：9:00∼12:00

東区

新道東薬局

札幌市東区北31条東19丁目2-11

050-3785-0430

平日：9:00∼12:00

東区

アイン薬局北32条店

札幌市東区北32条東1丁目2-15

011-299-7582

011-299-7583

平日：9:00∼14:00

土日祝：終日不可

東区

アイン薬局北33条店

札幌市東区北33条東1丁目２番15号

011-299-4144

011-299-4145

平日：9:00∼14:00

土日祝：終日不可

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

東区

栄町まる薬局

札幌市東区北37条東15丁目1番24号

011-748-1311

平日：10:00∼15:00
土曜：9:00∼12:00
平日：9:00∼12:00

土日祝：終日不可
平日のみの対応で、土曜・日
曜・祝日は対応不可です

日祝：終日不可

土日祝：終日不可

区
東区

名称
ナカジマ薬局麻生店

住所
札幌市東区北40条東1丁目1-1

電話番号

FAX

予約メール

WEB

011-733-2151

実施時間
平日：9:00∼11:00
平日：9:00∼12:00

備考
土日祝：終日不可
特記事項なし
・土日祝日は終日不可

記載もれがございますと受 ・平日12：00以降の受付は、
付時間内での受付でも、翌 翌々日以降の配送
東区

アイン薬局 栄町店

日配送ができない可能性が 予約時メールには、電話番号・

札幌市東区北41条東14丁目2-24 グリ

ain226@ainj.co.jp

シーヌ41 1F

あります。

氏名（フルネーム）・住所（建

記載された電話番号にこち 物名、部屋番号も含めて）を必
らから連絡させていただく ずご記載いただきますようにお
ことがありますので、ご了 願いいたします。
承下さい。

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

平日：9:00∼17:00

011-299-2173

土曜：9:00∼11:30

日祝：終日不可
日祝：終日不可
・土曜日の対応について、午後

平日：9:00∼15:00
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。

12時までの無症状の同居人等の
受取のみ対応可。
・対応時間外のＷＥＢ・メール
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。

東区

メイプル調剤薬局栄町店

札幌市東区北42条東16丁目1-1

011-789-2333

東区

クローバー薬局北４５条店

札幌市東区北４５条東９丁目２－７

011-792-1856

東区

みらくる薬局アリオ札幌店

札幌市東区北7条東9丁目2－20 アリ
オ札幌2階

011-792-1876

平日：9:00∼12:00

土日祝：終日不可

平日：9:00∼13:00

土日祝：終日不可

平日：10:00∼15:00
011-712-8000

土曜：10:00∼15:00

09：00～17:：00(月水木
東区

聖園調剤薬局 丘珠店

札幌市東区北丘珠3-1-22-12

011-299-9631

金)
(火曜終日不可)

東区

ユウセイ薬局新道東店

東区

イースト調剤薬局

東区

光星調剤センター

東区

なの花薬局 開成店

東区

つがやす薬局苗穂店

札幌市東区北三十一条東16-1-2
札幌市東区北十二条東7丁目1-15

平日：9:00～16:00

011-785-0888

土曜：9:00～11:00

011-712-7105

011-712-7106

011-742-8742

011-753-0572

札幌市東区北二十条東20丁目1－20

011-780-4025

011-780-4026

札幌市東区本町2条4丁目12

011-785-5155

011-785-5157

ショッピングセンター1F
札幌市東区北十二条東7丁目1-35 メ
ディカルセンター光星１階

祝：終日不可

日曜：10:00∼15:00

平日：9:30∼14:00
終日不可
平日：9:00∼14:00
終日不可
平日：9:00∼14:00
土曜：9:00∼10:30
平日：9:00∼12:00

終日不可:火曜・土曜・日祝
薬剤師一名対応の為対応に時間
がかかる場合がありますのでご
理解ご了承お願いいたします。
日祝：終日不可
土日祝：終日不可
土日祝：終日不可
日祝：終日不可
土日祝：終日不可

