
八戸薬剤師会　医療用コロナ抗原検査キットの販売体制 2022/10/11現在

地図はこちら

No 薬 局 名 電　話 営 業 時 間 定　休　日 販売 備　考

1 アイン薬局　白銀店 0178-32-1666 8:30-17:30　土9:00-12:00 土曜日、日曜日､祝日 〇

2 アイン薬局　城下店 0178-38-9222 9:00-18:30 水・土9:00-14:00 日曜日、祝日 〇

3 アイン薬局　田向店 0178-71-3301 9:00-18:00 木9:00-17:00　土9:00-13:00 日曜日、祝日 〇 時間外は電話対応

4 アイン薬局 八戸東店 0178-71-1282 8:30-17:30　土9:00-12:00 日曜日、祝日 〇

5 あすなろ薬局 0178-72-3044 8:30-18:00 水8:30-17:30 土8:30-13:00 日曜日､祝日 〇

6 いちご薬局　八戸日赤前店 0178-80-7615 8:30-18:00　土8:30-12:00 日曜日､祝日、(12/29～1/3) 〇

7 うぐいす薬局 0178-80-1133
8:30-18:00 火・金8:30-19:00

水8:30-17:30 土8:30-12:30
日曜日、祝日 〇 時間外は電話対応

8 エンゼル薬局 0178-72-3200 9:00-18:30 木9：00-18：00土9:00-13:00 日曜日､祝日、年末年始 〇

9 大嶋薬局 0178-27-1563 月～金9:00-19:00　土9:00-15:00 日曜日 〇

10 かわせみ薬局 0178-51-6200 9:00-18:00 土9:00-13:00 日曜日､祝日 〇 時間外は電話対応

12 こいけ薬局 0178-22-3970 8:30-19:00　水8:30-13:00　土8:30-16:00 日曜日､祝日 〇

13 こかぐち薬局 0178-22-2785 8:30-18:30 水8:30-16:30　土8:30-13:00 日曜日、祝日 〇 時間外電話対応可

14 鮫駅前薬局 0178-32-3030 9:00-18:00 土 9:00-13:00 日曜日､祝日 〇 時間外電話対応

15 サン･ケア薬局 白銀店 0178-32-1800 8:30-18:00 土9:00-12:00
日曜日､祝日、

年末年始（12/29～1/3）
〇 時間外電話対応

16 サンケア薬局 湊高台店 0178-25-7025 8:30-18:00 土9:00-12:30 日曜日、祝日 〇

17 サンケア薬局 南類家店 0178-80-7456 9:00-18:30 土9:00-17:00 日曜日、祝日 〇

18 大洋堂薬局 0178-44-2385 8:30-18:30 土8:30-13:00 日曜日、祝日 〇

19 たかはし薬局 0178-45-1544 9:00-18:30 土9:00-14:00 日曜日､祝日 〇

20 たっこ調剤薬局 0179-23-0320 8:30-18:00 水・土8:30～12:00 日曜日、祝日 〇

21 大学堂薬局 柏崎 0178-43-5508 8:30-18:30 水8:30-16:30 土8:30-13:00 日曜日､祝日 〇

22 つくし薬局 0178-72-3396 9:00-21:00 土9：00-18：00 日曜日、祝日 〇※ ※平日21時まで対応

23 つつみの薬局 0178-71-2895 9:00-18:00 土9:00-13:00 第2・4土曜日、日曜日、祝日 〇

24 なの花薬局根城店 0178-45-6120 9:00-18:30 土9:00-13:00 日曜日、祝日 〇

25 にいだ調剤薬局 0178-30-1323 8:00-18:00 水8:00-16:00　土8:00-13:00 日曜日、祝日 〇

55 八戸南薬局 0178-30-1312 9:00-18:30  水9:00-17:00  土9:00-13:00 日曜日、祝日 〇

26 ハート薬局 0178-45-7891 9:00-18:00 土9:00-13:00 日曜日､祝日 〇

医療用コロナ抗原検査キットの在庫状況は日々変動しますので、各薬局にお電話でご確認ください。

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1O4STGvmiT2HIia-G1foxir91gxleq7c&usp=sharing
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27 ハート薬局 新井田店 0178-30-1162 8:30-18:00 土8:30-13:00 日曜日､祝日 〇

28 八戸東薬局 0178-32-2011 9:00-17:00　土9:00-12:00 日曜日､祝日 〇

29 ひばかり調剤薬局 0178-28-3900 8:30-18:30 木9:00-17:00 土8:30-12:30
日曜日､祝日、

8/13-15、12/30-1/3
〇

30 ふよう調剤薬局 0178-84-3113 9:00-18:00 水9:00-15:00 土9:00-12:00 日曜日､祝日 〇

31 ベル薬局 0178-29-2914 9:00-18:00 土9:00-15:00 日曜日､祝日 〇 休日夜間は電話対応

32 まごころ薬局 0178-72-4777 9:00-19:00 土9:00-13:00 日曜日、祝日 〇
時間外等連絡先

090-1932-1050

33 薬局ミミ 0176-57-5820 8:30-18:30 水曜日、日曜日､祝日 〇

34 ワカバ薬局 0178-44-0088 9:00-18:00 土9:00-17:00 日曜日､祝日 〇 時間外は電話対応

35 アイセイ薬局　是川店 0178-71-8111 9:00-18:30 水・土9:00-13:00 日曜日､祝日 〇 （夜間転送）

36 アイセイ薬局　田向店 0178-73-7272 8:30-17:30　土9:00-10:00 日曜日､祝日 〇 （夜間転送）

37 アイセイ薬局田面木店 0178-70-1123 8:15-17:00　土8:45-10:00 日曜日､祝日 〇 （夜間転送）

38 アイセイ薬局　白山台店 0178-70-3380 9:00-18:00 水9:00-17:00土9:00-13:00 日曜日、祝日、年末年始 〇 （夜間転送）

39 アイセイ薬局　岬台店 0178-32-2270 8:30-17:30 水・土8:30-12:30 日曜日、祝日 〇

40 アイセイ薬局　東八戸店 0178-32-7089 8:30-17:30 水8:30-16:30　土8:30-12:30 日曜日、祝日 〇 （夜間転送）

41 アイセイ薬局　八戸中央店 0178-22-0321 9:00-18:00 土9:00－13:00 日曜日､祝日、年末年始 〇

42 一真堂薬局 売市店 0178-43-3646 9:00-18:00 土9:00-13:00 日曜日､祝日 〇

43 いろは薬局 0178-25-8477 9:00-18:00 土9:00-13:30 第4土曜日、日曜日、祝日 〇

44 いろは薬局長者店 0178-38-7607 8:30-18:00  土8:30-13:00 日曜日、祝日 〇

45 おいらせ調剤薬局 0178-52-8878 8:30-17:30 土9:00-12:00 日曜日､祝日 〇

46 川村薬局 0178-27-1485 9:00-19：00 元旦、日曜日 〇
時間外電話連絡先

090-3127-1142

47 こいけ薬局　根城店 0178-44-9229
8:30-19:00 第1･3・5土8:30-13:00

第2･4土8:30-16:00
日曜日､祝日 〇

48 こうよう薬局 0178-46-3721 9:00-19:00 水9:00～13:00 日曜日、祝日 〇

49 コスモ薬局 0178-21-1581 9:00-18:30 木9:00-17:00 土9:00-12:45 日曜日､祝日 〇 時間外電話対応

50 サカエ薬局 田面木 0178-23-4840 8:30-18:00 土曜日、日曜日､祝日 〇

51 サンケアおいらせ薬局 0178-38-9011 8:45-18:00 土8:45-13:00 日曜日、祝日 〇

52 サンケア薬局　石堂店 0178-21-2800 9:00-18:30　土9:00-13:00 日曜日、祝日 〇

医療用コロナ抗原検査キットの在庫状況は日々変動しますので、各薬局にお電話でご確認ください。



八戸薬剤師会　医療用コロナ抗原検査キットの販売体制 2022/10/11現在

No 薬 局 名 電　話 営 業 時 間 定　休　日 販売 備　考

53 なの花薬局　八戸城下店 0178-51-9315 8:30-18:00　木・土8:30-12:30 日曜日､祝日 〇

54 なの花薬局五戸店 0178-62-7551 8:30-17:30 土8:30-13:00 日曜日､祝日 〇

56 ひまわり調剤薬局 0176-25-5575 9:00-18:00 水・土9:00-12:30 日曜日､祝日、年末年始 〇

57 プラス薬局 0178-61-1701 8:30-17:30 土9:00-12:00
日曜日､祝日､

年末年始（12/29～1/3）
〇

58 みちしり調剤薬局 0179-23-5018 9:00-18:00 木9:00-17:00　土9:00-14:00 日曜日､祝日 〇

59 類家メディカル調剤薬局 0178-24-4128 9:00-18:30 土9:00-17:00 日曜日､祝日 〇

60 あい薬局　市民病院前 0178-71-1616 8:30-17:30 土8:30-12:30 日曜日､祝日 〇

61 イオン薬局 下田店 0178-50-3026 9:00-20:00 なし 〇※ ※20時まで対応

62 イオン薬局　八戸田向店 0178-71-8861 9:00-20:00 なし 〇※ ※20時まで対応

63 内丸薬局 0178-46-5959
月火8:30-18:00 水8:30-13:00

木金土8：30-18：30
日曜日､祝日 〇

64 会営休日夜間薬局 0178-20-9970 19:00-23:00 日･祝12:00-23:00 なし 〇※
※日祝日 12時から23時に販売

月～土電話対応（19時以降）

11 柏崎調剤薬局 0178-43-8500 9:00-18:30 土9:00-15:00 日曜日､祝日、年末年始 〇

65 カトウ薬局 0176-53-6904 9:00-18:30 土9:00-14:00 日曜日､祝日、年末年始 〇

66 サカエ薬局 田向 0178-71-8155 9:00-18:30 木・土9:00-13:00
日曜日、祝日、

年末年始（12/31～1/3）
〇

67 サカエ薬局柏崎 0178-73-5445 9:00-19:00 木・土9:00-13:00 日曜日､祝日 〇

68 サカエ薬局なんぶ 0179-20-6770 8:30-18:00　木・土8:30-13:00 日曜日、祝日 〇

69 サカエ薬局 大工町 0178-22-3458 9:00-18:00 木・土9:00-13:00 日曜日､祝日 〇

70 サクラ薬局 0178-33-0390 6:30-18:30 　土・祝6:30-18:00 日曜日 〇

71 サンケア南部薬局 0178-60-7711 8:30-18:30 木8:30-16:30 土8：30-12：00 日曜日､祝日 〇

72 三戸薬局 0179-20-1616 8:30-18:00 土8:30-12:00 日曜日､祝日 〇

73 中央調剤薬局　日赤病院前支店 0178-70-1660 8:30-17:30 土曜日、日曜日､祝日 〇

74 調剤薬局ツルハドラッグ 八戸売市店 0178-72-3277 9:00-18:00 土曜日、日曜日､祝日 〇

75 調剤薬局ツルハドラッグ 八戸江陽店 0178-73-5113 9:00-18:00　土9:00-13:00 日曜日、祝日 〇

76 調剤薬局ミヤゴ 新井田店 0178-25-7223 9:00-18:00 水･土9:00-12:30 日曜日､祝日 〇

77 ちょうみん薬局 田子店 0179-23-0175 9:00-17:30　土9:00-13:00 日曜日、祝日、年末年始 〇

78 天馬薬局 0176-69-1011 8:30-18:15 土8:30-15:15　日・祝8:30-12:00 日曜日午後､祝日（月曜以外） 〇

医療用コロナ抗原検査キットの在庫状況は日々変動しますので、各薬局にお電話でご確認ください。
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79 ハッピー調剤薬局 八戸田向店 0178-73-8338 9:00-13:00　14:00-18:00 土曜日、日曜日、祝日 〇

80 ハッピー調剤薬局 八戸田向南店 0178-32-7388 9:00-18:00 土9:00-17:00 日曜日、祝日 〇

81 ハッピー調剤薬局十和田西金崎店 0176-51-3123 9:00-13:00　14:00-18:00 土曜日、日曜日、祝日 〇

82 ハッピー調剤薬局八戸類家中央店 0178-38-8713 8:30-18:00 土8:30-12:30 日曜日、祝日 〇

83 はまなす薬局 0178-20-1411 9:00-18:00 土9:00-13:30 日曜日､祝日 〇

84 八戸調剤薬局センター 0178-43-2023 8:30-19:00  水8:30-18:30土8:30-14:00 日曜日、祝日 〇

85 ファインファーマシー 0178-28-5795 9:00-19:00　
日曜日､祝日、年末年始、

ユニバースの休業日
〇

86 フロンティア薬局　三戸店 0179-20-1661 8:30-18:00　土9:00-13:00 日曜日､祝日 〇

87 ほのぼの薬局 0178-84-4505 8:00-19:00 木8:00-17:00 土8:00-13:00 日曜日､祝日 〇

88 アイン薬局八戸店 0178-71-2588 月～金曜　8時30分～17時30分 土曜日、日曜日、祝日 〇 時間外電話対応

89 調剤薬局ツルハドラッグ八戸田向店 0178-80-7365 月～金曜　9時～14時　15時～18時 土曜日、日曜日、祝日 〇

医療用コロナ抗原検査キットの在庫状況は日々変動しますので、各薬局にお電話でご確認ください。


