
（令和４年8月4日現在）

薬局名 電話番号 住　　所 開局時間
医療用抗原検査キット
販売対応可能時間

夜間・休日の販売対応について

1 あい薬局 24-9090 上田市上田原707-3
平日　9：00～19：00
土　　 9：00～18：00

平日　9：00～19：00
土　 　9：00～18：00

電話にて対応

2 合葉薬局 22-0431 上田市中央3-3-18 9：00～19：00 9：00～19：00 電話にて対応

3 イイジマ薬局 27-6688 上田市中央北2-2-17
月～土　7：30～21：00
日・祝　9：00～19：30

月～土　7：30～21：00
日・祝　9：00～19：30

電話にて対応

4 イオン薬局上田店 29-8484 上田市常田2-12-18 9：00～22：00 9：00～22：00 年中無休（但し、営業時間内での販売）

5 池田薬局  49-2033 小県郡青木村田沢12-2 8：00～19：00 9：00～18：00 電話にて対応

6 いとう薬局 22-1808 上田市緑ヶ丘1-26-25
平日　8：30～18：00
土　 　8：30～15：00

平日　8：30～18：00
土　 　8：30～15：00

電話にて対応

7 上原薬局  24-2188 上田市中央3-8-25
平日　9：00～18：30
土 　　9：00～15：00

平日　9：00～18：30
土 　　9：00～15：00

電話にて対応

8 塩田上原薬局 37-1151 上田市本郷629-1
平日　9：00～19：00
土 　　9：00～15：00

平日　9：00～19：00
土 　　9：00～15：00

電話にて対応

9 上田薬剤師会会営薬局 24-6655 上田市国分994-1
平日　9：00～18：00
土　 　9：00～13：00

平日　9：00～18：00
土　 　9：00～13：00

電話にて対応

10 大津賀薬局 22-2069 上田市御所520-2
平日　8：30～19：00
土 　　8：30～18：00

平日　8：30～19：00
土 　　8：30～18：00

不可（営業時間内での販売）

11 大沢薬局 41-2700 小県郡長和町古町2844-2
平日　8：30～19：00
土 　　8：30～18：00

平日　8：30～19：00
土 　　8：30～18：00

電話にて対応

12 神科薬局 24-0777 上田市住吉401-9
平日　9：00～19：00
土 　　9：00～17：00

平日　9：00～19：00
土 　　9：00～17：00

電話にて対応

13 カワイ薬局 22-5338 上田市中央2-3-16-101
平日　9：00～18：30
土　 　9：00～12：00

平日　9：00～18：30
土　 　9：00～12：00

不可（営業時間内での販売）

14 木町薬局 75-8585 上田市中央4-6-21 8：45～19：15 8：45～19：15 電話にて対応

15 窪田薬局 38-7775 上田市古安曽1865-5
平日　8：30～19：00
土　 　8：30～17：00

平日　8：30～19：00
土　 　8：30～17：00

電話にて対応

16 くるみ薬局 64-8666 東御市常田396-3
平日　8：30～19：00
土 　　8：30～18：00

平日　8：30～19：00
土 　　8：30～18：00

電話にて対応

17 城の前くるみ薬局 64-6455 東御市田中705-1 9：15～18：15 9：15～18：15 電話にて対応

18 丸子くるみ薬局 42-6201 上田市長瀬2827
平日　8：45～17：45
土　 　8：45～13：15

平日　8：45～17：45
土　 　8：45～13：15

電話にて対応

19 山一くるみ薬局 71-8111 東御市県129-20
平日　9：00～18：00
土 　　9：00～13：00

平日　9：00～18：00
土 　　9：00～13：00

電話にて対応

20 コウズケヤ薬局常田 27-1211 上田市常田2-6-11
平日　　7：00～18：30
土　 　　7：00～18：00

平日　　7：00～18：30
土　 　　7：00～18：00

電話にて対応

21 コウズケヤ薬局豊里 36-4155 上田市蒼久保551-1 9：00～19：00 9：00～19：00 電話にて対応

22 コウズケヤ薬局古里 28-7711 上田市古里84-19 9：00～19：00 9：00～19：00 電話にて対応

23 コウズケヤ薬局東御 64-7700 東御市本海野1681 9：00～19：00 9：00～19：00 電話にて対応

24 コウズケヤ薬局丸子 71-6630 上田市長瀬3064-1 9：00～19：00 9：00～19：00 電話にて対応

25 こさと薬局  21-4022 上田市古里1503-2
平日　　9：00～18：00
土　 　　9：00～15：00

平日　　9：00～18：00
土　 　　9：00～15：00

不可（営業時間内での販売）

26 コバヤシ薬局 42-6767 上田市上丸子1596-3
平日　　9：00～19：00
土　 　　9：00～17：00

平日　　9：00～19：00
土　 　　9：00～17：00

電話にて対応（在宅時は販売可）

27 小林薬局 64-0100 東御市常田160-9 8：30～19：30 8：30～19：30 電話にて対応

28 こまき薬局 75-8188 上田市小牧105-1
平日　　8：30～19：30
土　 　　8：30～18：00

平日　　8：30～19：30
土　 　　8：30～18：00

電話にて対応

29 酒井薬局 42-2140 上田市上丸子353
平日　9：00～19：00
土　 　9：00～16：00

平日　9：00～19：00
土　 　9：00～16：00

不可（営業時間内での販売）

30 サラダ薬局 38-1193 上田市五加974-20
平日　9：00～19：00
土　 　9：00～16：00

平日　9：00～19：00
土　 　9：00～16：00

不可（営業時間内での販売）

上田薬剤師会会員薬局　医療用抗原検査キットの取扱い薬局一覧

　上田薬剤師会会員薬局で医療用抗原検査キットを取り扱っている薬局は下記の通りです。
　現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、医療用抗原検査キットの需要が高まり、在庫が品薄となっております。
　購入を希望される方は先ずは薬局に電話で確認していただきますよう、お願いいたします。

＊お盆期間中・土日祝等は開局時間が異なる場合がございますので、ご注意ください。

まずは、電話でご相談ください！！



薬局名 電話番号 住　　所 開局時間
医療用抗原検査キット
販売対応可能時間

夜間・休日の販売対応について

＊お盆期間中・土日祝等は開局時間が異なる場合がございますので、ご注意ください。

31 サン薬局 62-0299 東御市田中800-42 8：00～19：00 8：00～19：00 電話にて対応

32 真田薬局 72-3100 上田市真田町本原1016-4
平日　9：00～18：00
土　 　9：00～13：00

平日　9：00～18：00
土　 　9：00～13：00

電話にて対応（30分～１時間後対応可）

33 昭和薬局 22-0096 上田市中央2-17-5 8：30～19：00 8：30～19：00
休日は9：00～12：00対応
夜間は電話にて対応（販売は基本不可）

34 せき薬局 23-3001 上田市常田3-8-20 8：00～19：00 8：00～19：00 不可（営業時間内での販売）

35 関薬局     42-2452 上田市中丸子1146 9：00～19：00 9：00～19：00 電話にて対応

36 そめや薬局 22-7352 上田市中央6-5-25
平日　9：00～19：00
土　 　9：00～18：00

平日　9：00～19：00
土　 　9：00～18：00

不可（営業時間内での販売）

37 そめや古里薬局 23-7540 上田市古里64-5
平日　　8：30～19：30
土　 　　8：30～18：00

平日　　8：00～19：30
土　 　　8：00～18：00

電話にて対応

38 高橋薬局 22-8277 上田市中央5-16-23 9：00～18：00 9：00～18：00 電話にて対応

39 大学前薬局 38-8611 上田市下之郷乙２７２－１
平日　8：30～19：00
土 　　8：30～18：00

平日　8：30～19：00
土 　　8：30～18：00

電話にて対応

40 たぐち薬局 26-1370 上田市住吉字篭田312-14 9：00～19：00 9：00～19：00 電話にて対応

41 東信堂寺西薬局 35-0175 上田市塩川2928-1
平日　9：00～19：00
土 　　9：00～15：00

平日　9：00～19：00
土 　　9：00～15：00

電話にて対応（在宅時は販売可）

42 ながせ薬局 71-0612 上田市長瀬3441-2 8：30～19：00 8：30～19：00 電話にて対応

43 中村薬局 42-3489 上田市下丸子162-12 8：30～19：00 8：30～19：00 電話にて対応

44 ねつ薬局 71-0370 東御市鞍掛84-6
平日　　9：00～19：00
土　 　　9：00～17：30

平日　　9：00～19：00
土　 　　9：00～17：30

電話にて対応

45  ノリ薬局たけし 85-3518 上田市武石沖162
月～土　9：00～19：00
日・祝　10：00～19：00

月～土　9：00～19：00
日・祝　10：00～19：00

不可（営業時間内での販売）

46 かわにしノリ薬局 29-0055 上田市小泉715-1 9：00～19：00 9：00～19：00 不可（営業時間内での販売）

47 東御のぞみ薬局 62-3981 東御市常田141-2
平日　9：00～18：30
土 　　9：00～18：00

平日　9：00～18：30
土 　　9：00～18：00

不可（営業時間内での販売）

48 常磐城のぞみ薬局 29-1141 上田市常磐城5-1-18
平日　9：00～18：30
土　 　9：00～17：00

平日　9：00～18：30
土　 　9：00～17：00

電話にて対応

49 大屋のぞみ薬局 71-0210 上田市大屋514-1
月火木金　9：00～18：30

水　　　9：00～18：00
土　 　　9：00～13：30

月～金　13：00～15：00 電話にて対応（１時間後対応可）

50 花の木薬局 31-3428 上田市仁古田404-2
平日　8：30～19：00
土　 　8：30～17：00

平日　8：30～19：00
土　 　8：30～17：00

電話にて対応（在宅時は販売可）

51 はやし薬局 22-2649 上田市常田2-22-39
平日　6：30～18：30
土 　　6：30～15：00

平日　6：30～18：30
土 　　6：30～15：00

電話にて対応

52 フォレスト薬局 75-8723 上田市塩川1362-1
月火木金　9：00～18：30

水　　　9：00～18：00
土　 　　9：00～15：00

月火木金　9：00～18：30
水　　　9：00～18：00
土　 　　9：00～15：00

電話にて対応

53 ひかり薬局 39-1565 上田市古安曽1876-4 8：30～19：30 8：30～19：30 電話にて対応（１～2時間後対応可）

54 フジサワ薬局 23-3688 上田市福田60-6
平日　9：00～18：00
土　 　9：00～14：00

平日　9：00～18：00
土　 　9：00～14：00

電話にて対応

55 薬局ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ塩田店 39-8514 上田市小島168-4 9：00～19：00 9：00～19：00 不可（営業時間内での販売）

56 薬局ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ丸子ﾍﾞﾙﾌﾟﾗｻﾞ店 43-8371 上田市中丸子1647-7 9：00～18：00 9：00～18：00 不可（営業時間内での販売）

57 ﾎｹﾝ堂藤岡薬局 22-0092 上田市中央1-3-2
平日　9：00～18：30
土 　　9：00～13：30

平日　9：00～18：30
土 　　9：00～13：30

不可（営業時間内での販売）

58 保野薬局 39-1888 上田市保野761-1
平日　　9：00～19：00
土　 　　9：00～18：00

平日　　9：00～19：00
土　 　　9：00～18：00

電話にて対応

59 マスダ薬局 24-8884 上田市御所580-7
平日　9：00～19：00
土 　　9：00～18：00

平日　9：00～19：00
土 　　9：00～18：00

電話にて対応（在宅時は販売可）

60 召田薬局 38-5492 上田市新町156-2 8：00～19：00 9：00～18：00 不可（営業時間内での販売）

61 もとき薬局 38-9883 上田市小島213-1
平日　8：30～19：00
土 　　8：30～16：00

平日　8：30～19：00
土 　　8：30～16：00

電話にて対応（在宅時は販売可）

62 山浦堂薬局 31-2032 上田市岡1371-9
平日　8：00～19：30
土 　　8：00～18：30

平日　8：00～19：30
土 　　8：00～18：30

電話にて対応

63 十字堂やまぎわ薬局 22-0185 上田市中央1-1-17
平日　　7：00～19：00
土　 　　7：00～17：00

平日　　7：00～19：00
土　 　　7：00～17：00

不可（営業時間内での販売）

64 真田やまぎわ薬局 72-4755 上田市真田町本原619-1
平日　9：00～18：00
土 　　9：00～14：30

平日　9：00～18：00
土 　　9：00～14：30

電話にて対応

65 横林薬局 27-3365 上田市下之条170-18
平日　8：30～19：00
  土 　8：30～18：00

平日　8：30～19：00
  土 　8：30～18：00

電話にて対応

66 わかば薬局 21-4193 上田市上田1225-2 9：00～19：00 9：00～19：00 電話にて対応


