医療⽤抗原検査キット取扱薬局

2022/9/7 現在

掲載されている薬局に在庫があることを保証するものではなく、各薬局の在庫には変動があるため、事前に電話等で確認をお願
いいたします。また、薬局によって販売条件や販売⽅法等異なりますので、事前に連絡をお願いいたします。

薬局の名称

薬局の所在地

地域

薬局の連絡先電話番号

アイランド薬局⽥⼝町店

前橋市⽥⼝町1053-7

前橋

0272374189

アイン薬局群⼤店

前橋市下⼩出町2-7-1

前橋

0272128425

あおば薬局前橋店

前橋市朝倉町839-6

前橋

0272656868

ウイン調剤薬局前橋⽇⾚前店

前橋市朝倉町419-1

前橋

0272896260

ウエルシア薬局前橋上新⽥店

前橋市上新⽥町591-1

前橋

0272107102

ウエルシア薬局前橋⻘柳店

前橋市⻘柳町⼤字宿前504-1

前橋

0272190681

エムハート薬局はこだ店

前橋市箱⽥町393-9

前橋

0272805727

かなで薬局⼆之宮店

前橋市⼆之宮町1988-2

前橋

0272896582

スギ薬局

前橋市⼩島⽥町178番地

前橋

0272893705

スギ薬局三俣店

前橋⼩島⽥店

前橋市三俣町2-10-6

前橋

07013963938

スギ薬局朝⽇町店

前橋市朝⽇町⼆丁⽬18番7号

前橋

0272238426

ステラ薬局

前橋市笂井町76-1

前橋

0272893720

せきね薬局

前橋店

前橋市関根町２丁⽬９−１５

前橋

0272893803

ツカサ薬局

前橋市下⼩出町1-19-43

前橋

0272192711

つばさ薬局天川原店

前橋市天川原町1-14-16

前橋

0272892142

にいぼり薬局

前橋市新堀町1038-2

前橋

0272266204

ファーコス薬局

前橋市荻窪町1200-3

前橋

0272603130

フタバ薬局本町店

おぎくぼ

前橋市本町2丁⽬6番11号

前橋

0272238323

ヘルシー薬局

前橋市幸塚町90-2

前橋

0272373033

マミー調剤薬局

前橋市⻘柳町474-15

前橋

0272322013

マルエ薬局

前橋市⻲泉町3-44

前橋

0272641221

マルエ薬局川原店

前橋市川原町1丁⽬49番地7

前橋

0272308000

マルエ薬局前橋元総社蒼海店

前橋市元総社町1850

前橋

0272129175

マルエ薬局前橋⻄⽚⾙店

前橋市⻄⽚⾙町1丁⽬295番地17

前橋

0272266961

マルエ薬局前橋朝倉店

前橋市朝倉町161-1

前橋

0272125705

マルエ薬局前橋天川原店

前橋市天川原町1-21-1

前橋

0272896262

マルエ薬局⼤胡

前橋市堀越町346-1

前橋

0272838600

マルエ薬局樋越店

前橋市樋越町８３

前橋

0272128787

めぐみ調剤薬局

前橋市⽯倉町５丁⽬２２−９

前橋

0272893331

めぐみ調剤薬局蒼海店

前橋市総社町総社3596-1

前橋

0272129835

栄寿薬局
共創未来

もとぎ薬局

前橋市紅雲町1-6-15

前橋

0272243310

前橋市茂⽊町5-4

前橋

0272894325

共創未来千代⽥町薬局

前橋市千代⽥町２−１０−２

前橋

0272102290

共創未来朝倉薬局

前橋市朝倉町514-5

前橋

0272899116

若宮調剤薬局

前橋市若宮町1-1-10

前橋

0272346881

上細井調剤薬局

前橋市, 上細井町1946-1

前橋

0272191056

染⾕薬局

前橋市⼩相⽊町338-4

前橋

0272535571

前橋市薬剤師会会営薬局

前橋市紅雲町１-２-１５

前橋

0272238400

前橋中央薬局

前橋市上佐⿃町67-2

前橋

0272893193

⽇本調剤

前橋薬局

前橋市上新⽥町586-1

前橋

0272569500

浜川薬局

荒牧店

前橋市荒牧町2-33-10

前橋

0272312201

富⼠薬局 東前橋店

前橋市堀之下町485-3

前橋

0272698560

アイケイ薬局

⾼崎市中居町4-17-12

⾼崎

0273524400

⾼崎市⽮中町192-11

⾼崎

0273536633

アイケイ薬局

⽮中店

アイン薬局

⾼崎市下⼩⿃町1310-6

⾼崎

0273635013

アイン薬局くらがの店

たかさき店

⾼崎市倉賀野町49-1

⾼崎

0273202015

アイン薬局榛名町店

⾼崎市中室⽥町上ノ原５９９８

⾼崎

0273954711

あおば薬局⾼崎店

⾼崎市上中居町1455-5

⾼崎

0273296500

かがやき薬局

⾼崎市東町32-1

ブリリアタワー⾼崎203 ⾼崎

0273869478

かしのき薬局

⾼崎市町屋町字前⽥627番5

⾼崎

0273880211

きくま薬局

⾼崎市本郷町1156-3

⾼崎

0273441312

クオール薬局中泉町店

⾼崎市中泉町613-2

⾼崎

0273726400

クスリのアオキ

⾼崎市飯塚町723-1

⾼崎

0273603337

飯塚薬局

クローバー薬局上中居店

⾼崎市上中居町408番地8

⾼崎

0273818070

コスモファーマ薬局⾺庭店

⾼崎市吉井町⾺庭594-9

⾼崎

0273204122

こばな薬局

⾼崎市下⼩塙町1576-6

⾼崎

0273295416

スギ薬局

群⾺町店

⾼崎市中泉町605-6

⾼崎

08076173861

スギ薬局

上並榎店

⾼崎市上並榎町４６７番地

⾼崎

08046505253

スギ薬局⾼崎飯塚店

⾼崎市飯塚町1150番5号

ウニクス⾼崎内 ⾼崎

0273705481

そうごう薬局

井野店

⾼崎市井野町１１２１-7

⾼崎

0273701351

そうごう薬局

群⾺町店

⾼崎市中泉町607-2

⾼崎

0273727067

そうごう薬局

佐野店

⾼崎市倉賀野町31-3

⾼崎

0273450021

そうごう薬局

⼋千代店

⾼崎市⼋千代町4-6-2

⾼崎

0273210081

そうごう薬局中尾店

⾼崎市中尾町1306-8

⾼崎

0273652001

タイヨウ薬局

⾼崎市稲荷台町1308-4

⾼崎

0273503577

⾼崎市末広町37-5

⾼崎

0273865006

⾼崎

0273868894

乾⼩児科内科医院ビル1階 ⾼崎

0273816827

稲荷台店

たかの薬局末広店
つばさ薬局ハナミズキ店

⾼崎市上⼩塙町1056-1

つばさ薬局宮元店

⾼崎市宮元町２０７

ファーコス薬局 あゆみ

⾼崎市⼋島町２２２⾼崎ターミナルビル⻄⼝1F ⾼崎

0273213781

プラス薬局みさと店

⾼崎市箕郷町⽮原15-1

0273865660

プラス薬局⾼崎吉井店

⾼崎市吉井町本郷65-1

⾼崎

0273881170

プラス薬局⾼崎⽮中店

⾼崎市⽮中町312-23

⾼崎

0273842150

マルエ薬局

⾼崎市旭町34-5

⾼崎

0273815252

⾼崎駅⻄⼝店

⾼崎

旭町ビル1F

マルエ薬局

⾼崎新町店

⾼崎市新町2140-19

⾼崎

0274508301

マルエ薬局

倉賀野店

⾼崎市倉賀野町443-2

⾼崎

0273202611

マルエ薬局⾼崎下⼩⿃店

⾼崎市下⼩⿃町207

⾼崎

0273864525

マルエ薬局⾼崎吉井バイパス店

⾼崎市吉井町⽚⼭464

⾼崎

0273842057

マルエ薬局⾼崎⼩⼋⽊店

⾼崎市⼩⼋⽊町2035-2

⾼崎

0273706767

マルエ薬局並榎店

⾼崎市上並榎町88-1

⾼崎

0273862405

みさと薬局

⾼崎市倉賀野町９２５−７

⾼崎

0273954925

みないろ薬局

⾼崎市⾙沢町1535-1

⾼崎

0273703777

駅前アサヒ薬局

⾼崎市新町2273-8

⾼崎

0274421643

株式会社 ひまわり薬局

⾼崎市下⼩⿃町85-11

⾼崎

0273652505

宮元町薬局

⾼崎市宮元町245−1

⾼崎

0273866093

⾼崎中央薬局

⾼崎市下⼩塙町339-1

⾼崎

0273870135

⾼野薬局

⾼崎市⾙沢町1241-1

桜⽊薬局

⾼崎市上⼤類町1275-1

⻄島薬局

⾼崎市⻄島町14-5

⾼崎

0273524475

天神薬局

⾼崎市天神町136-3

⾼崎

0273868839

⾼崎

0273301086

徳⽥調剤薬局

⾼崎市東町６３−１

⼋千代さくら薬局

⾼崎市⼋千代町1-5-11

本郷薬局

壱番NAGAYA

⾼崎

0273622267

⾼崎

0273862727

102号室 ⾼崎

0273868116

⾼崎市本郷町1427-1

⾼崎

0273815575

未来薬局⾦古店

⾼崎市⾦古町1760−5

⾼崎

0273721192

薬王園漢⽅薬局

⾼崎市宮元町１３−1⾼崎スズランB1F

⾼崎

08031767111

桐⽣市境野町2-727-1

桐⽣

0277303532

ウエルシア薬局

桐⽣境野店

ヴィラMRK8

コスモファーマ薬局

みどり市⼤間々町⼤間々473-12

桐⽣

0277701277

桐⽣市相⽣町3-171-25

桐⽣

0277555061

のぞみ薬局

桐⽣市相⽣町2-412-5

桐⽣

0277531880

ファーコス薬局あしなか

桐⽣市相⽣町１ー６２８ー１３

桐⽣

0277402580

ヘルシー薬局

桐⽣市川内町2丁⽬287-1

桐⽣

0277655313

そうごう薬局

⼤間々店

相⽣店

わたらせ薬局新⽥

桐⽣市相⽣町2-107-4

桐⽣

0277555510

笠懸中央薬局

みどり市笠懸町阿左美1146-8

桐⽣

0277308873

共創未来

桐⽣市本町４-79-1

桐⽣

0277228475

桐⽣市東5-2-19

桐⽣

0277451300

共創未来両⽑アイオイ薬局

桐⽣市相⽣町5-40-6

桐⽣

0277542526

健康堂薬局

桐⽣市仲町１−６−８

桐⽣

0277446509

桐⽣市本町3-3-3

桐⽣

0277222947

桐⽣みどり薬局

共創未来桐⽣東薬局

有限会社

ライオン薬局

アイン薬局伊勢崎曲輪店

伊勢崎市曲輪町24-31

伊勢崎 0270752407

あずまみまもり薬局

伊勢崎市三室町4011-6

伊勢崎 0270753225

いきいき薬局伊勢崎境店

伊勢崎市境新栄10-24

伊勢崎 0270756681

かえで薬局

伊勢崎市安堀町1904-6

伊勢崎 0270754800

伊勢崎市⼭王町317-7

伊勢崎 0270755926

伊勢崎市粕川町1051-4

伊勢崎 0270211300

伊勢崎市⽥中島町1429-2

伊勢崎 0270615185

コスモファーマ薬局⻄久保店

伊勢崎市⻄久保町2丁⽬366-1

伊勢崎 0270705040

そうごう薬局

伊勢崎市境東220-7

伊勢崎 0270708031

そうごう薬局伊勢崎店

伊勢崎市上諏訪町2011-2

伊勢崎 0270406625

つくし薬局

伊勢崎市⿅島町544-3

伊勢崎 0270223876

つばさ薬局安堀店

伊勢崎市安堀町1865-10

伊勢崎 0270754401

つばさ薬局茂呂店

伊勢崎市茂呂町1-552-3

伊勢崎 0270618216

ベイシア薬局伊勢崎駅前店

伊勢崎市曲輪町8-1

伊勢崎 0270201200

ホシノ薬局連取店

伊勢崎市連取町1427

伊勢崎 0270753186

マルエ薬局⽟村福島店

佐波郡⽟村町福島78-6

伊勢崎 0270277023

マルエ薬局東店

伊勢崎市東⼩保⽅町3995-2

伊勢崎 0270637171

吉⼭薬局喜多町店

伊勢崎市喜多町1-8

伊勢崎 0270263987

五ツ星薬局

伊勢崎市連取本町11-5

伊勢崎 0270405448

富⼠薬局 ⽇乃出店

伊勢崎市⽇乃出町1308-1

伊勢崎 0270223800

連取中央薬局

伊勢崎市連取本町11-6

伊勢崎 0270756537

(有)タカギファーマシーたんぽぽ調剤薬局

太⽥市⾼林東町１６９５

太⽥

0276386011

ＬＡＣみどり薬局

太⽥市東⽮島町1260-1

太⽥

0276477980

アイセイ薬局太⽥店

太⽥市下⼩林町534-3

太⽥

0276603522

伊勢崎太⽥町

くりけ薬局
くるみ薬局
こすもす薬局

⽥中島店
境東店

アイン薬局太⽥⻄本町店

太⽥市⻄本町4−3-15

太⽥

0276564373

あおば薬局太⽥店

太⽥市⽯原町923-1

太⽥

0276485338

イオン薬局太⽥店

太⽥市⽯原町81番地

太⽥

0276483241

ウエルシア薬局太⽥尾島店

太⽥市安養寺町22-2

太⽥

0276407500

エムシー薬局太⽥店

太⽥市熊野町37-4

太⽥

0276226290

おおしま調剤薬局

太⽥市粕川町３３３−３

太⽥

0276524209

おおしま薬局ふじあく店

太⽥市藤阿久町９７−１

太⽥

0276578978

オリーブ薬局

太⽥市⿓舞町1795-5

太⽥

0276569839

さんまい橋薬局

太⽥市⻑⼿町52-5

太⽥

0276553930

スギ薬局太⽥⼋幡町店

太⽥市⼋幡町29番地13とりせん内

太⽥

0276553411

そうごう薬局

太⽥市六千⽯町116-5

太⽥

0277790131

太⽥市新野町971-3

太⽥

0276338007

藪塚店

ファーコス薬局

太⽥

ほんまち薬局

太⽥市⼤原町536-18

太⽥

0277788716

株式会社太⽥中央薬局

太⽥市⼤島町125-1-2

太⽥

0276473700

共創未来

太⽥市⾼林南町616-4

太⽥

0276305357

太⽥薬局

⻄藤薬局

太⽥市藤阿久町618-8

太⽥

0276316011

富⼠薬局

太⽥市⼋幡町12-7

太⽥

0276228802

富⼠薬局 ⾼林店

太⽥市⾼林寿町1809-7

太⽥

0276600080

富⼠薬局 ⼤島店

太⽥市⼤島町125-1-3

太⽥

0276311701

富⼠薬局

太⽥市東今泉町804-2

太⽥

0276361003

中央店

薬局イワセくんの店

太⽥市⽶沢町６６−２

太⽥

0276386272

有限会社

太⽥市東本町28-2

太⽥

0276222279

有限会社太⽥東薬局

太⽥市⻄本町39-17

太⽥

0276555700

アイン薬局渋川店

渋川市北橘町下箱⽥726-1

渋川

0279601501

あおば薬局渋川店

渋川市有⾺261-1

渋川

0279225522

そら薬局

渋川市中村179-5

渋川

0279258744

渋川市⽩井2301-1

渋川

0279300133

太⽥薬局

渋川なかむら店

ファーマシーはとり薬局
マルエ薬局

渋川⼦持店

渋川市吹屋660-51

渋川

0279258413

北群⾺郡榛東村新井2222-1

渋川

0279269414

永⽥薬局

渋川市渋川2106-52

渋川

0279220543

株式会社宮前薬局

渋川市渋川１８７２−５４

渋川

0279224141

⽇本調剤

渋川市⽩井407-4

渋川

0279302251

マルエ薬局榛東店

渋川薬局

アイケイ薬局藤岡店

藤岡市中栗須７７９−１２

藤岡

0274224499

あさひ調剤薬局

藤岡⾜藤岡623-18

藤岡

0274508885

あすか薬局

藤岡市本郷1108-8

藤岡

0274237001

バンビ薬局

藤岡市中栗須340-1

藤岡

0274508927

プラス薬局藤岡⽩⽯店

藤岡市⽩⽯829-5

藤岡

0274407600

横⽥薬局

藤岡市藤岡1146-1

藤岡

0274220638

藤岡市⻤⽯１３１−１

藤岡

0274526665

⻄須薬局

藤岡市藤岡363

藤岡

0274233511

藤岡中央薬局

藤岡市森字滝川351-2

藤岡

0274241846

藤岡調剤薬局

藤岡市藤岡590-14

藤岡

0274226031

⽇本調剤薬の駅薬局

藤岡市中栗須759

藤岡

0274408911

かのはら薬局

富岡市神農原567-4

富岡

0274702880

マルエ薬局⽢楽福島店

⽢楽郡⽢楽町福島823−1

富岡

0274649061

下仁⽥調剤薬局

⽢楽郡下仁⽥町下仁⽥395-2

富岡

0274703535

⼾塚薬局

共創未来

本町店

富岡市中⾼瀬139-2

富岡

0274891141

共創未来七⽇市薬局

たかせ薬局

富岡市七⽇市字本⽥448-1

富岡

0274702500

株式会社ひまわり薬局

安中市中宿桐の⽊2154-2

安中

0273805228

アイン薬局群⾺原町店

吾妻郡東吾妻町⼤字原町591

吾妻

0279262320

そうごう薬局中之条店

吾妻郡中之条町⼤字中之条町1784-4

吾妻

0279701021

ファーコス薬局

吾妻郡嬬恋村⻄窪前河原655-2

吾妻

0279802220

吾妻郡東吾妻町原町651

吾妻

0279689233

ホソカワ薬局

吾妻郡⻑野原町北軽井沢1924

吾妻

0279842010

マルエ薬局中之条店

中之条町伊勢町１６−５

吾妻

0279262951

嬬恋薬局

吾妻郡嬬恋村⼤字三原453

吾妻

0279972068

ほほえみ

フロンティア薬局原町店

ウエルシア薬局沼⽥栄町店

沼⽥市栄町221番地3

沼⽥

0278303133

ウエルシア薬局沼⽥店

沼⽥市東原新町1831-1

沼⽥

0278302290

しらかば薬局

沼⽥市東原新町東原新町1548-1

沼⽥

0278601661

沼⽥市沼須町992-1

沼⽥

0278258101

そうごう薬局新治店

利根郡みなかみ町湯宿温泉563-2

沼⽥

0278206121

⼭⽥調剤薬局利根中央店

沼⽥市沼須町９９６−１

沼⽥

0278258600

(有)薬局もり

⾢楽郡⼤泉町坂⽥4-7-17

館林

0276622458

UK⼤⼿町薬局

館林市⼤⼿町２−２２

館林

0276710070

アップル薬局館林店

館林市成島町213-1

館林

0276707270

エムハート薬局館林中央店

館林市⻄本町5-1

館林

0276802122

そうごう薬局

利根中央店

おはよう薬局

⾢楽郡板倉町朝⽇野1-14-3

館林

0276804192

さくら薬局館林店

館林市成島町216-1

館林

0276767411

そうごう薬局

館林市富⼠⾒町１５−３９

館林

0276762141

ハーモニー薬局

館林店

館林市富⼠⾒町12-19

館林

0276554475

ふぁいん薬局明和

⾢楽郡明和町⼤佐貫587-6

館林

0276844002

ほうゆう調剤薬局

⾢楽郡⾢楽町光善寺273-6

館林

0276918666

三林薬局

館林市下三林町451-3

館林

0276720764

浜⽥薬局

⾢楽郡⾢楽町新中野４５−１９

館林

0276882749

富⼠薬局 ⼤泉店

⾢楽郡⼤泉町朝⽇4-6-19

館林

0276620978

有限会社

⾢楽郡⼤泉町坂⽥1619-2

館林

0276610071

館林市本町2-11-1

館林

0276720202

薬局もり2号店

有限会社⽵森薬局

