
京都府抗原定性検査キット販売対応薬局 2022年11月7日現在

番号 市区町村 薬局名 電話番号 所在地

1 北区 キリン堂薬局上賀茂店 075-701-7780 京都市北区上賀茂荒草町73 メディカルモール北山1階

1 北区 ふれあい薬局･白梅 075-466-1506 京都市北区北野下白梅町73-3 白梅町ＭＣビル３階

1 北区 みやこ薬局大宮店 075-494-2001 京都市北区大宮南箱ノ井町20-2

1 北区 すこやか薬局・白梅 075-278-1266 京都市北区北野上白梅町66

1 北区 ファーマシィ薬局鞍馬口 075-451-8900 京都市北区小山下総町44-7 ルセロ鞍馬口1階

1 北区 つちえ薬局 075-462-4758 京都市北区衣笠天神森町35-1

1 北区 阪神調剤薬局きぬがさ店 075-467-9501 京都市北区平野上八丁柳町42-2

1 北区 オーツカ薬局 075-441-0535 京都市北区烏丸通鞍馬口上る上御霊上江町232-1

1 北区 かわかみ薬局金閣寺店 075-464-3511 京都市北区衣笠天神森町17番地1

1 北区 アピス薬局鞍馬口店 075-415-9735 京都市北区小山中溝町15-11 CotoGlance紫明通1階

1 北区 みやこ薬局紫竹店 075-494-3255 京都市北区紫竹牛若町30-3

1 北区 紫明オーツカ薬局 075-417-1213 京都市北区小山下総町29-16 ラ メゾン クラマグチ1階

1 北区 メディオ薬局今宮小山店 075-494-1155 京都市北区小山花ノ木町57-3

1 北区 かるがも調剤薬局大徳寺前店 075-415-3800 京都市北区紫野下築山町55-3 アンフィニビル地下1階

1 北区 にしがもゆう薬局 075-495-1106 京都市北区大宮南田尻町58番地

1 北区 ゆう薬局在宅支援センター 075-496-8575 京都市北区小山北大野町15番地ロジュマン新町1階

2 上京区 あざらし薬局 075-406-0972 京都市上京区元誓願寺通大宮東入寺今町526番地 1階

2 上京区 めぐ薬局今出川店 075-415-7825 京都市上京区南舟橋町382

2 上京区 オオミヤ薬局 075-451-2929 京都市上京区大宮通上立売上る花開院町139-3

2 上京区 ふれあい薬局・千本 075-278-8350 京都市上京区千本通一条上る泰童片原町662番地1階

2 上京区 野田薬局支店 075-441-8034 京都市上京区千本中立売上る東石橋町23

2 上京区 ユタカ薬局二条城北 075-823-6625 京都市上京区下立売通千本東入下る中務町486番地24号

2 上京区 福屋薬局 075-415-7033 京都市上京区相国寺門前町647-1

2 上京区 日本調剤丸太町薬局 075-213-6301 京都市上京区東裏辻町417 大和ビル1階

2 上京区 さくら薬局京都府立医大前店 075-231-3601 京都市上京区河原町通広小路上ル中御霊町421

2 上京区 広小路薬局 075-256-7551 京都市上京区河原町通広小路上ル中御霊町420

2 上京区 キリン堂薬局府立医大前店 075-213-4435 京都市上京区東桜町3-2 サングリエ広小路マンション1階

2 上京区 ファルコ薬局みのり西陣店 075-466-1616 京都市上京区老松町103-117

2 上京区 かめちゃんの薬局 075-748-1534 京都市上京区出町通桝形上ル後藤町189-1 ラ･ポン･アオイ1階

2 上京区 カワモト薬局室町店 075-417-1740 京都市上京区室町通上立売下ル裏築地町97

2 上京区 コスモス薬局御所店 075-254-6778 京都市上京区寺町通今出川下ル扇町272-2 扇ビル1階

2 上京区 しばはら薬局 075-406-0938 京都市上京区下立売通黒門西入橋西二町目651-2 シモン堀川1階

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。（413薬局）



京都府抗原定性検査キット販売対応薬局 2022年11月7日現在

番号 市区町村 薬局名 電話番号 所在地

2 上京区 メディオ薬局御所東店 075-255-3556 京都市上京区今出川通寺町東入ル一真町91

2 上京区 オーツカ調剤薬局府立医大前店 075-252-0878 京都市上京区河原町通広小路角中御霊町419-2

2 上京区 フラワー薬局西陣店 075-464-4193 京都市上京区五辻通七本松西入上ル老松町103-121 1階

2 上京区 ゴダイ薬局千本一条店 075-451-5315 京都市上京区千本通一条上る泰童片原町665番地 ハイツ千本一条1階

2 上京区 メディオ薬局薬屋町店 075-414-3233 京都市上京区一条通室町西入薬屋町417番地

2 上京区 アイン薬局北野店 075-467-8355 京都市上京区御前通今小路下ル馬喰町911-7

2 上京区 アイン薬局堀川店 075-441-8083 京都市上京区堀川通上立売下ル北舟橋町843

2 上京区 あおい薬局智恵光院店 075-415-6900 京都市上京区元中之町516-2  1階

2 上京区 府庁前ゆう薬局 075-213-7080 京都市上京区新町通丸太町上る春帯町348番地

3 左京区 すこやか薬局 075-781-8866 京都市左京区田中飛鳥井町52番地 ノーブル百万遍1階

3 左京区 うさぎ堂薬局 075-708-2794 京都市左京区下鴨萩ケ垣内町27-9

3 左京区 宝ヶ池調剤薬局 075-707-5008 京都市左京区岩倉南四ノ坪町62

3 左京区 さぎの森薬局 075-791-0985 京都市左京区修学院薬師堂町12-7

3 左京区 たんぽぽ薬局聖護院店 075-751-5801 京都市左京区聖護院山王町36-1

3 左京区 キリン堂薬局京大病院前店 075-754-0375 京都市左京区聖護院川原町30

3 左京区 百万遍薬局 075-712-0070 京都市左京区吉田泉殿町4 プルミエール小山1階

3 左京区 東大路調剤薬局 075-752-0905 京都市左京区聖護院西町19 リエール東大路１階

3 左京区 ユタカ薬局聖護院 075-754-9070 京都市左京区聖護院山王町16-4 コーポサンプラザ1階

3 左京区 オーツカ聖護院薬局 075-752-1220 京都市左京区聖護院川原町31

3 左京区 和進会薬局 075-752-9250 京都市左京区聖護院山王町37-38 聖護院センター1階

3 左京区 平塚薬局 075-771-1496 京都市左京区丸太町通川端東入下堤町78番地

3 左京区 オーツカ下鴨薬局 075-703-7010 京都市左京区下鴨森ケ前町14-1 グランドパレス下鴨1階

3 左京区 かるがも調剤薬局 075-705-2992 京都市左京区一乗寺向畑町46番地 オークサンズ白川1階

3 左京区 アイセイ薬局松ヶ崎店 075-708-1035 京都市左京区松ヶ崎井出ヶ海道町12-1 ハイツこだま1階

3 左京区 京都セントラル薬局 075-762-2577 京都市左京区聖護院川原町29 聖護院メディカルビル101

3 左京区 ふれあいマルキ薬局 075-771-1900 京都市左京区聖護院東町16-1 リンズコート1階

3 左京区 阪神調剤薬局京大病院前店 075-762-0185 京都市左京区聖護院川原町28

3 左京区 京大病院前調剤薬局 075-771-5211 京都市左京区聖護院川原町1-8 1階

3 左京区 フジタ薬局高野店 075-712-7612 京都市左京区高野西開町55-2

3 左京区 東邦薬局京都聖護院店 075-762-2221 京都市左京区聖護院山王町1

3 左京区 スギ薬局下鴨店 075-354-5001 京都市左京区下鴨東森ケ前町12番地 イーグルコート下鴨テラス1階

3 左京区 すこやか薬局二条店 075-762-3233 京都市左京区夷川通川端東入上る大文字町183番地

3 左京区 いわくらゆう薬局 075-724-6123 京都市左京区岩倉中町225-1

3 左京区 まつがさきゆう薬局 075-705-3520 京都市左京区松ヶ崎壱町田町4-1 きんこん館1階
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番号 市区町村 薬局名 電話番号 所在地

3 左京区 幡枝ゆう薬局 075-706-7665 京都市左京区岩倉北平岡町26番地

4 中京区 スギ薬局円町店 075-813-7689 京都市中京区西ノ京円町29-3

4 中京区 中島薬局東店 075-313-9070 京都市中京区壬生下溝町57-47

4 中京区 チカタ薬局 075-841-2048 京都市中京区三条通大宮東入279 

4 中京区 ファーマシィ薬局五条御前 075-323-6378 京都市中京区壬生東高田町44-1

4 中京区 阪神調剤薬局二条店 075-803-2961 京都市中京区西ノ京東栂尾町3番地 JR二条駅NKビル1階

4 中京区 阪神調剤薬局丸太町店 075-803-6245 京都市中京区聚楽西町182番地4

4 中京区 白数薬局京都店 075-461-1473 京都市中京区西ノ京大炊御門町8-4

4 中京区 ファルコ薬局四条烏丸店 075-708-7712 京都市中京区烏丸通蛸薬師下る手洗水町652番地 親友会烏丸ビル1階

4 中京区 薬局はなファーマシー烏丸丸太町 075-257-8011 京都市中京区丸太町通烏丸西入常真横町196 深井ビル1階

4 中京区 スギドラッグ四条河原町店 075-708-7441 京都市中京区河原町通蛸薬師下る塩屋町343番地1

4 中京区 オーツカ市立病院前薬局 075-323-5355 京都市中京区壬生東高田町62

4 中京区 壬生こと薬局 075-366-6730 京都市中京区壬生森町56-19

4 中京区 ファルコ薬局烏丸御池店 075-741-6181 京都市中京区御所八幡町231番地 SHICATA QUATORZE BLDG 1階

4 中京区 ファルコ薬局二条駅東口店 075-366-8801 京都市中京区西ノ京職司町72 ウエストフィールド1階

4 中京区 たんぽぽ薬局五条御前店 075-326-2771 京都市中京区壬生東高田町45-6

4 中京区 まるや薬局 075-744-0072 京都市中京区高倉通三条下る丸屋町166番地2

4 中京区 保生堂薬局 075-231-3397 京都市中京区丸太町通釜座東入る梅屋町177番地

4 中京区 スギ薬局二条店 075-813-1371 京都市中京区西ノ京小堀町１番地4

4 中京区 みくら薬局 075-255-3693 京都市中京区三条通室町東入ル御倉町63

4 中京区 スギ薬局四条大宮店 075-813-8320 京都市中京区壬生賀陽御所町3番地3 ドルミ四条大宮1階

4 中京区 寿屋中島薬局 075-841-4155 京都市中京区西ノ京池ノ内町4

4 中京区 きららみらい薬局 075-253-6735 京都市中京区竹屋町通東洞院東入塀之内町630

4 中京区 おりーぶ薬局六角店 075-746-3548 京都市中京区新町通三条下ル三条町349-2 くろちく六角ビル1階

4 中京区 ココカラファイン薬局壬生店 075-325-5296 京都市中京区壬生西桧町8番地 アソルティ西院1階

4 中京区 アイン薬局御所南店 075-256-8511 京都市中京区東洞院通二条上ル壺屋町516番地 安部ビル1階

4 中京区 キリン堂薬局西ノ京御前店 075-803-2201 京都市中京区西ノ京冷泉町15

4 中京区 ろっかくゆう薬局 075-254-5285 京都市中京区東洞院通六角下る御射山町260番地 ロイヤルプラザビル1階

4 中京区 平安堂薬局 075-221-0932 京都市中京区三条通河原町西入石橋町14

4 中京区 下垣薬局 075-241-1663 京都市中京区三条通油小路東入宗林町83

5 下京区 松井薬局 075-371-4193 京都市下京区七条通河原町西入材木町478

5 下京区 かえで薬局花屋町店 075-343-8780 京都市下京区油小路通り六条下る西若松町249

5 下京区 阪神調剤薬局木津屋橋店 075-353-6055 京都市下京区油小路町279番地

5 下京区 サンプラザ薬局京都駅前 075-365-3353 京都市下京区東塩小路町841-15
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5 下京区 東邦薬局大宮くしげ店 075-406-0162 京都市下京区中堂寺櫛笥町23

5 下京区 阪神調剤薬局京都南店 075-326-3975 京都市下京区西七条南中野町12番地

5 下京区 高倉薬局 075-341-5941 京都市下京区高倉通綾小路下る神明町230-6

5 下京区 アイン薬局京都駅前2号店 075-343-0600 京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579-1 山崎メディカルビルB1階

5 下京区 アイン薬局五条御前店 075-748-9147 京都市下京区西七条東御前田町20-1 京都五条クリニックビル1階

5 下京区 カリン薬局 075-314-8200 京都市下京区七条御所ノ内本町69番地 シティオ西大路101号室

5 下京区 さくら薬局京都駅前店 075-353-2066 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-2

5 下京区 松井調剤薬局しんまち 075-341-4193 京都市下京区東錺屋町189 クマガイ五条ビル1階

5 下京区 薬局マツモトキヨシ京都四条通り店 075-254-2073 京都市下京区麸屋町通四条下ル奈良物町359

5 下京区 ダイガク薬局四条 075-353-1308 京都市下京区四条新町南東角四条町343-1 タカクラビル1階

5 下京区 薬局ダックス下京西七条店 075-325-5582 京都市下京区西七条北月読町70

5 下京区 丹波口調剤薬局 075-366-6072 京都市下京区中堂寺坊城町31-2 シンフォニーリサーチパークEast101

5 下京区 アイン薬局京都駅前店 075-351-8555 京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579-1 山崎ビル1階

5 下京区 松井薬局アルファ店 075-361-4193 京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町208-2

5 下京区 さくら薬局京都西七条店 075-325-4933 京都市下京区西七条南衣田町42-5

5 下京区 ココカラファイン薬局JR京都駅店 075-746-3289 京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町 JR京都駅地下2階地下東口前

5 下京区 ダイガク薬局 075-351-7105 京都市下京区西洞院通四条下ル妙伝寺町702

5 下京区 東邦薬局五条丹波口店 075-326-4360 京都市下京区中堂寺南町125番地

5 下京区 西村薬局 075-351-3747 京都市下京区河原町通五条上ル西橋詰町758番地

5 下京区 薬局ダックス下京烏丸店 075-354-5364 京都市下京区烏丸通高辻上ル大政所町680-1 第8長谷ビル

5 下京区 四条東洞院ゆう薬局 075-361-8822 京都市下京区東洞院通綾小路下る扇酒屋町275番地1  KOWA東洞院ビル1階

5 下京区 七条ゆう薬局 075-325-0010 京都市下京区西七条東八反田町33番地 パデシオン京都七条ミッドパーク1階

南区 あゆみ薬局 075-681-2977 京都市南区吉祥院御池町22

6 南区 かえで薬局九条店 075-334-6001 京都市南区東九条南烏丸町35-6 南烏丸市営住宅2号棟1階

6 南区 さくら薬局京都十条店 075-693-5027 京都市南区上鳥羽唐戸町7-3

6 南区 こがわ調剤薬局十条店 075-682-3935 京都市南区上鳥羽南唐戸町1番地 Levant洛南1階

6 南区 おりーぶ薬局 075-671-5818 京都市南区唐橋大宮尻町5-1

6 南区 おりーぶ薬局東寺店 075-606-1791 京都市南区八条町419 アクセスK1階

6 南区 こと調剤薬局 075-693-8980 京都市南区南区西九条南小路町16番地1階

6 南区 なのはな薬局 075-934-1550 京都市南区久世高田町35-32

7 東山区 清水薬局 075-561-5611 京都市東山区轆轤町80番地

7 東山区 ファーマシィ薬局もみじ 075-532-3315 京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13-16

7 東山区 アイン薬局第一日赤病院前店 075-531-0021 京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町13番地16

7 東山区 双葉薬局 075-561-0171 京都市東山区本町15丁目747-20
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7 東山区 三条まりも薬局 075-366-4637 京都市東山区三条通大橋東入大橋町102 田中ビル1階

7 東山区 やわらぎ薬局 075-533-6989 京都市東山区本町22-492-20

7 東山区 ファーマシィ薬局東山 075-532-0666 京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町13-14

7 東山区 ファルコ薬局三条店 075-762-0990 京都市東山区三条大橋東入大橋町94 三条鈴木ビル1階

7 東山区 かも川薬局 075-525-1070 京都市東山区宮川筋7丁目382-2

7 東山区 セリーズ薬局 075-746-4112 京都市東山区本町二丁目61番

7 東山区 すこやか薬局東山店 075-533-6165 京都市東山区今熊野宝蔵町54-9

7 東山区 ファーマライズ薬局東山七条店 075-525-7700 京都市東山区東大路渋谷下る妙法院前側町427番地5

7 東山区 ひまわりゆう薬局 075-533-2400 京都市東山区泉涌寺雀ヶ森町5番地1 泉涌寺ビル1階,2階

8 山科区 あおぞら薬局 075-584-1701 京都市山科区御陵上御廟野町7-7

8 山科区 みやこ薬局マツヤスーパー店 075-583-6155 京都市山科区竹鼻地蔵寺南町9-1

8 山科区 きくち薬局 075-582-5155 京都市山科区御陵原西町7-3 コープみささぎ105

8 山科区 スギ薬局山科椥辻店 075-582-9551 京都市山科区椥辻西潰20番地1 阪急オアシス山科店内

8 山科区 アサヒ薬局 075-594-2514 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91 ラクトB地下1階

8 山科区 おれんじ薬局 075-583-0446 京都市山科区音羽八ノ坪55番15 ツインビル103号

8 山科区 アイランド薬局山科東野店 075-584-4189 京都市山科区東野八代6-1

8 山科区 ナズミ薬局 075-748-8811 京都市山科区西野楳本町12-6

8 山科区 サンドラッグ山科栗栖野薬局 075-582-5130 京都市山科区栗栖野打越町33

8 山科区 みやこ薬局山科店 075-582-0385 京都市山科区竹鼻西ノ口町63 アルブル1階

8 山科区 みやこ薬局本店 075-595-8051 京都市山科区竹鼻四丁野町23-16

8 山科区 ユタカ薬局山科 075-583-5698 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町73

8 山科区 ゆり薬局 075-583-1160 京都市山科区音羽八ノ坪55-17 ツインビル104号

8 山科区 みやこ薬局薬大前店 075-582-7008 京都市山科区御陵中内町38-55 グランド・ワーク御陵1階

9 伏見区 カワライ薬局 075-601-0084 京都市伏見区新町4-453

9 伏見区 ふくろう薬局 075-641-0300 京都市伏見区竹田久保町9番地3

9 伏見区 そうごう薬局伏見桃山店 075-634-8751 京都市伏見区銀座町1-360-1　1階

9 伏見区 そうごう薬局向島店 075-406-0681 京都市伏見区向島丸町16-7

9 伏見区 いずみ薬局醍醐支店 075-571-8500 京都市伏見区醍醐御霊ヶ下町1-13

9 伏見区 なでしこ薬局 075-604-0028 京都市伏見区桃山町丹後5-6 ハイツすぎさ2番館1階

9 伏見区 ニューロン薬局向島店 075-604-1688 京都市伏見区向島本丸町19-5

9 伏見区 きさらぎ薬局 075-924-2170 京都市伏見区羽束師志水町128-1-1A

9 伏見区 あおい薬局伏見店 075-605-4714 京都市伏見区讃岐町155番地ランスロット桃山102号

9 伏見区 ツバサ薬局 075-575-4700 京都市伏見区醍醐鍵尾町12-6

9 伏見区 新にこにこ薬局 075-575-2882 京都市伏見区小栗栖南後藤町6 小栗栖北団地1-108
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9 伏見区 ヤマモト調剤薬局 075-604-4771 京都市伏見区新町5丁目507

9 伏見区 フジタ薬局 075-572-5570 京都市伏見区小栗栖南後藤町3-13

9 伏見区 あさひ薬局 075-603-3088 京都市伏見区桃山町養斎20-11

9 伏見区 フジタ薬局石田店 075-571-1455 京都市伏見区石田森東町3-10

9 伏見区 東まち薬局 075-644-4543 京都市伏見区東町212 ツインズスクエアイースト1階

9 伏見区 石川薬局桃山店 075-622-2374 京都市伏見区桃山町大島38-2 桃山南ショッピングセンター内

9 伏見区 アイン薬局伏見店 075-623-4788 京都市伏見区下鳥羽上三栖町128

9 伏見区 おぐりす薬局 075-622-2769 京都市伏見区桃山町山ノ下25-15

9 伏見区 調剤薬局オカモト 075-643-2528 京都市伏見区深草枯木町33番地1

9 伏見区 すみれ薬局久我東店 075-950-0395 京都市伏見区久我東町1-4

9 伏見区 すみれ薬局 075-932-2555 京都市伏見区久我森の宮町15-116

9 伏見区 いずみ薬局 075-611-9737 京都市伏見区桃山町和泉34-15

9 伏見区 ベアーズ薬局 075-621-7106 京都市伏見区西大手町313-10

9 伏見区 キリン堂薬局醍醐店 075-575-4990 京都市伏見区醍醐和泉町46-1

9 伏見区 アピス薬局伏見稲荷店 075-642-8721 京都市伏見区深草稲荷御前町72-1

9 伏見区 そうごう薬局カナートモール伏見店 075-748-7341 京都市伏見区深草出羽屋敷町23番地6 カナートモール伏見2階

9 伏見区 スマイル薬局藤森店 075-634-8653 京都市伏見区深草大亀谷大山町42-2

9 伏見区 ココカラファイン薬局醍醐店 075-571-0845 京都市伏見区醍醐高畑町30-7

9 伏見区 ふたば薬局 淀店 075-633-6705 京都市伏見区淀下津町43

9 伏見区 フラワー薬局クローバー店 075-642-1193 京都市伏見区京町10丁目24-5

9 伏見区 フラワー薬局北ノ口店 075-604-4193 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町55

9 伏見区 ユタカ調剤薬局桃山南口 075-604-3880 京都市伏見区桃山町養斎16-37

9 伏見区 フラワー薬局下鳥羽店 075-623-4193 京都市伏見区下鳥羽上三栖町130

9 伏見区 ユタカ薬局在宅調剤センター京都 075-646-2001 京都市伏見区竹田段川原町236 竹田駅第一ビル202号室

9 伏見区 リジョイス薬局桃山店 075-602-9862 京都市伏見区桃山町根来18-12 ロイヤルマンション桃山1階

9 伏見区 かえで薬局藤森店 075-574-7381 京都市伏見区深草西伊達町88番地31  1階

9 伏見区 ユタカ薬局伏見西浦 075-646-5079 京都市伏見区深草西浦町5丁目45-3

9 伏見区 すみぞめ駅前ゆう薬局 075-585-3378 京都市伏見区墨染町720番地 かのこビル1階

10 右京区 イトウ薬局 075-463-7486 京都市右京区花園伊町31-2

10 右京区 回生堂薬局 075-811-0926 京都市右京区太秦安井馬塚町12-15

10 右京区 いずみ薬局高雄支店 075-881-1333 京都市右京区梅ケ畑畑町2-10

10 右京区 クリハラ薬局 075-881-5348 京都市右京区太秦御所ノ内町27-17

10 右京区 ヘルス薬局 075-882-5136 京都市右京区梅津南上田町64-61(梅津段町下ル)

10 右京区 今村薬局 075-861-0537 京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町29番地
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10 右京区 ユタカ薬局太秦三条通 075-863-5546 京都市右京区太秦堀ヶ内町1番地1

10 右京区 スギ薬局常盤店 075-366-3400 京都市右京区常盤馬塚町15-1

10 右京区 あい薬局太子道店 075-813-5881 京都市中京区西ノ京北壺井町68 サーティフル新二条1階

10 右京区 アイン薬局太秦天神川店 075-863-0626 京都市右京区太秦下刑部170 プレサンスロジェ太秦天神川駅前1階

10 右京区 アイン薬局四条通店 075-323-6737 京都市右京区西院四条畑町30番地１Du四条１階

10 右京区 ファーコス薬局 たるみやま 075-863-0591 京都市右京区太秦垂箕山町1-2

10 右京区 ファルコ薬局梅津店 075-432-7011 京都市右京区梅津中倉町26-13

10 右京区 スギ薬局梅津南広町店 075-863-4155 京都市右京区梅津南広町99番地1

10 右京区 ココカラファイン薬局有栖川店 075-366-0633 京都市右京区嵯峨明星町1番地39

10 右京区 阪神調剤薬局太秦店 075-873-2880 京都市右京区太秦馬塚町29-16

10 右京区 松井調剤薬局やまのうち 075-811-4193 京都市右京区山ノ内五反田町9番地1

10 右京区 ファーコス薬局うずまさ 075-802-7310 京都市右京区太秦安井一町田町14番地 京都市上下水道局太秦庁舎1階

10 右京区 嵐山ゆう薬局 075-873-1803 京都市右京区嵯峨中山町5番地

右京区 京北ゆう薬局 075-854-1170 京都市右京区京北田貫町ヤタ田１

11 西京区 ひまわり薬局洛西店 075-335-1112 京都市西京区大枝沓掛町13-63

11 西京区 あゆみ調剤薬局 075-394-0902 京都市西京区川島六ノ坪町63-2 バンブーシュート洛西口Ⅱ1階

11 西京区 キリン堂薬局桂病院前店 075-925-5126 京都市西京区山田平尾町6-15

11 西京区 ひまわり薬局 千代原店 075-382-5535 京都市西京区山田大吉見町11-13

11 西京区 平塚薬局・桂 075-874-2371 京都市西京区桂野里町49-8 DAISHINビル1階

11 西京区 アイン薬局桂店 075-394-6211 京都市西京区山田平尾町6-6 桂ビル2階

11 西京区 ライフォート洛西薬局 075-279-6492 京都市西京区大枝中山町7-116

11 西京区 前川薬局 075-381-5989 京都市西京区樫原口戸1-20

11 西京区 ファーバル薬局 075-925-6168 京都市西京区川島調子町42-1 日章ビル1階

11 西京区 なでしこ薬局桂川店 075-383-0028 京都市西京区下津林東大般若町28

11 西京区 かるがも薬局かたぎはら店 075-382-5600 京都市西京区樫原平田町1番地134

11 西京区 あい薬局桂店 075-382-2061 京都市西京区川島尻堀町57-3

11 西京区 アイン薬局桂御所店 075-754-6500 京都市西京区桂御所町1番地 Mビル1階

11 西京区 あい薬局樫原店 075-382-1515 京都市西京区樫原井戸19-1

11 西京区 調剤薬局たちばな 075-334-1117 京都市西京区大枝沓掛町13-379 MEDICALTOWNKUTSUKAKE地下1階

11 西京区 ユタカ薬局上桂 075-382-2875 京都市西京区上桂北ノ口町54

11 西京区 あい薬局上桂店 075-381-2688 京都市西京区上桂宮ノ後町34-4

11 西京区 みやこ薬局桂店 075-382-4880 京都市西京区川島東代町53番地1

12 乙訓郡 乙訓調剤薬局大山崎店 075-323-7816 乙訓郡大山崎町円明寺若宮前10-62「ラブリー円明寺」内

12 乙訓郡 大山崎ゆう薬局 075-959-1177 乙訓郡大山崎町大山崎堀尻16-2
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13 向日市 マルナカ薬局 075-921-0459 向日市寺戸町梅ノ木10-9

13 向日市 ユタカ薬局東向日 075-935-6330 向日市寺戸町向畑61

13 向日市 三晃薬局 075-931-2386 向日市上植野町南開45-7

13 向日市 マツノ薬局 075-921-6839 向日市寺戸町久々相8-2 パレHSP104号

13 向日市 かわかみ調剤薬局東向日店 075-924-2116 向日市寺戸町初田19-3 Ｋ＆Ｃプラザ1階

13 向日市 ユタカ薬局向日森本 075-924-5611 向日市森本町高田11番地

13 向日市 在宅支援薬局おとくに 075-932-1900 向日市上植野町南開49-4

13 向日市 あい薬局上植野店 075-924-2002 向日市上植野町落堀14-5-2

13 向日市 物集女ゆう薬局 075-924-0116 向日市物集女町池ノ裏25番地3

14 長岡京市 乙訓まち薬局 075-874-1790 長岡京市天神5-6-18 オークリッチながおか102

14 長岡京市 Ｉ＆Ｈ長岡京薬局 075-925-8956 長岡京市開田2丁目12-15 nobless 1階

14 長岡京市 あい薬局長岡京店 075-956-2706 長岡京市下海印寺横山46-3

14 長岡京市 ほんべ薬局今里店 075-954-0101 長岡京市今里庄ノ渕33-5

14 長岡京市 神足まち薬局 075-874-6760 長岡京市神足1-3-25

14 長岡京市 乙訓調剤薬局 花山店 075-958-6965 長岡京市花山3丁目1-2

14 長岡京市 ふたば薬局滝ノ町店 075-958-2053 長岡京市滝ノ町1-15-11

14 長岡京市 かわかみ調剤薬局 075-958-3263 長岡京市今里西ノ口4-18

14 長岡京市 乙訓調剤薬局長岡店 075-952-8018 長岡京市開田4丁目8-5 若竹ビル1階

14 長岡京市 乙訓調剤薬局天神店 075-925-9964 長岡京市天神1丁目19番2号

14 長岡京市 長岡今里ケアーズ薬局 075-958-4610 長岡京市今里西ノ口10-4

14 長岡京市 竹の台調剤薬局 075-957-8686 長岡京市開田4丁目4-10

14 長岡京市 ココカラファイン薬局京都済生会病院店 075-950-2131 長岡京市下海印寺下内田101 京都済生会病院内別棟2

14 長岡京市 ひじり調剤薬局 075-952-8881 長岡京市友岡4丁目21番13号 ルピナス・ヴィータ1-4

14 長岡京市 ファルコ薬局一文橋店 075-958-1821 長岡京市一文橋二丁目24番22号

14 長岡京市 ほんべ薬局アゼリア店 075-959-7333 長岡京市長岡2-1-39

14 長岡京市 乙訓調剤薬局今里店 075-959-5011 長岡京市今里三ノ坪4-1 コモド長岡京1階

15 城陽市 れもん薬局 0774-52-0285 城陽市寺田水度坂15-170

15 城陽市 プラム薬局 0774-54-6667 城陽市寺田高田65

15 城陽市 松井薬局城陽店 0774-54-4193 城陽市平川車塚1-2

15 城陽市 長池薬局 0774-52-0079 城陽市長池北清水24

15 城陽市 ふれあい薬局・城南 0774-52-2809 城陽市平川横道82-6

15 城陽市 畑中薬局 0774-53-6352 城陽市市辺柿木原48-1

15 城陽市 長池薬局寺田店 0774-66-4458 城陽市寺田東ノ口44番地14

15 城陽市 久津川薬局 0774-52-5927 城陽市平川中道表1番地11



京都府抗原定性検査キット販売対応薬局 2022年11月7日現在

番号 市区町村 薬局名 電話番号 所在地

16 宇治市 ユタカ薬局宇治小倉 0774-25-7558 宇治市小倉町春日森86-2

16 宇治市 ユタカ薬局槇島 0774-28-6519 宇治市槇島町本屋敷12番地

16 宇治市 ユタカ調剤薬局宇治徳洲会病院前 0774-28-5011 宇治市槇島町一ノ坪48-3

16 宇治市 アイン薬局宇治店 0774-48-2122 宇治市神明石塚54-512

16 宇治市 英薬局 0774-38-1688 宇治市五ケ庄折坂63-2 ラポート折坂1階

16 宇治市 さくら薬局京都宇治駅前店 0774-25-6207 宇治市宇治里尻36-39

16 宇治市 もみじ薬局 0774-21-8054 宇治市宇治里尻22-20

16 宇治市 葵薬局 0774-33-5426 宇治市五ケ庄日皆田8-15

16 宇治市 明徳調剤薬局宇治駅前店 0774-22-4680 宇治市宇治戸ノ内84-12

16 宇治市 なぎさ薬局六地蔵店 0774-32-1127 宇治市六地蔵町並10

16 宇治市 やまもと調剤薬局 0774-25-6630 宇治市宇治山本27-17

16 宇治市 かるがも薬局宇治大久保店 0774-48-3737 宇治市広野町東裏71-7

16 宇治市 ひかり薬局京都宇治店 0774-66-6505 宇治市宇治半白17-1

16 宇治市 お茶の木薬局 0774-20-3535 宇治市宇治半白31-10

16 宇治市 びわ薬局 0774-24-2436 宇治市琵琶台1丁目17の2

16 宇治市 アイセイ薬局宇治大久保店 0774-41-3166 宇治市広野町西裏87 ザ・ガーデンコミューンD棟2階

16 宇治市 アイン薬局六地蔵店 0774-38-1555 宇治市六地蔵奈良町26-3

16 宇治市 アサクラ薬局 0774-45-3685 宇治市大久保町北の山24-1 ホクユービル1階

16 宇治市 まつなし薬局 0774-31-2187 宇治市五ケ庄折坂56-1 プレステージ黄檗1階

16 宇治市 オーティ薬局小倉店 0774-28-2651 宇治市小倉町神楽田10-9

16 宇治市 オーティ薬局 0774-44-7711 宇治市伊勢田町南山55

16 宇治市 フラワー薬局宇治東店 0774-25-1193 宇治市莵道荒槇1-58

16 宇治市 リジョイス薬局宇治店 0774-33-8670 宇治市木幡南端40-23

16 宇治市 ユタカ薬局宇治木幡南 0774-38-1630 宇治市木幡南端9

16 宇治市 あおい薬局宇治徳洲会病院前店 0774-25-7500 宇治市槇島町一ノ坪14番地の1

16 宇治市 カナオカ薬局 0774-20-3649 宇治市小倉町南堀池8-7

16 宇治市 神明ゆう薬局 0774-39-8253 宇治市神明宮東14-1 宇治神明ビル1階

16 宇治市 六地蔵ゆう薬局 0774-33-4008 宇治市六地蔵町並39番地の15

17 久世郡 シンシン薬局 0774-43-2406 久世郡久御山町林北畑105 17-111

17 久世郡 さくら薬局京都久御山店 075-633-2501 久世郡久御山町坊ノ池坊村中56-2

17 久世郡 フラワー薬局久御山店 0774-48-1193 久世郡久御山町佐山西ノ口116番地

18 綴喜郡 アイン薬局宇治田原町店 0774-99-8523 綴喜郡宇治田原町銘城台28-1

19 八幡市 スギ薬局八幡男山店 075-971-3417 八幡市八幡中ノ山194-1

19 八幡市 ダンチ・センター薬局 075-981-9619 八幡市男山八望3-2 ファミール樟葉男山1階
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19 八幡市 ユタカ薬局八幡軸 075-971-4563 八幡市八幡軸35-1

19 八幡市 なの花薬局男山店 075-972-6015 八幡市男山泉1-1 大黒ビル1階

19 八幡市 つばき薬局 075-925-8961 八幡市男山泉19-1

19 八幡市 石川薬局八幡店 075-981-1493 八幡市八幡源氏垣外1-4 ファミレ八幡

19 八幡市 サンプラザ薬局八幡 075-982-9901 八幡市男山泉14-8 林第2ビル1階

19 八幡市 サンプラザ薬局男山石城 075-981-5553 八幡市男山石城4-15 石城マンション106号

19 八幡市 ココカラファイン薬局イズミヤ八幡店 075-972-1289 八幡市八幡一ノ坪23-1 イズミヤ八幡店1階

19 八幡市 さくら薬局京都八幡店 075-971-5303 八幡市川口別所58-1

19 八幡市 さくら薬局京都長田店 075-971-5920 八幡市八幡五反田37-9 五反田中央ビル102号室

19 八幡市 ツバサ薬局八幡店 075-972-2390 八幡市八幡三本橋1-9

20 京田辺市 京寿薬局本店 0774-65-2545 京田辺市田辺中央6-3-2 マジェスティ・セントラルビル1階

20 京田辺市 ユタカ薬局京田辺 0774-64-8611 京田辺市田辺中央3-4-1

20 京田辺市 かわかみ薬局大住ヶ丘店 0774-66-5914 京田辺市大住ヶ丘4-6-7

20 京田辺市 京寿薬局三山木店 0774-68-6677 京田辺市三山木中央1-8-4 サザンルネス三山木1階

20 京田辺市 三和薬局 0774-62-3422 京田辺市田辺中央1丁目6番地3

20 京田辺市 ユタカ薬局三山木 0774-68-1300 京田辺市三山木中央7丁目1番地4

20 京田辺市 クローバー薬局 0774-65-3700 京田辺市山手西2丁目2-2

20 京田辺市 クローバー薬局東店 0774-94-6767 京田辺市山手西2丁目2-10 日東センタービル1階

20 京田辺市 きはら薬局 0774-62-0227 京田辺市三山木中央一丁目5-2

20 京田辺市 きはら薬局花住坂店 0774-63-6633 京田辺市花住坂1丁目15-1 ピュア花住坂B棟101

20 京田辺市 山崎薬局 0774-64-3224 京田辺市草内中垣内15番地1

20 京田辺市 三山木ゆう薬局 0774-68-1025 京田辺市三山木中央四丁目2番地8

21 木津川市 ひだまり薬局木津川台店 0774-73-5978 木津川市木津川台7丁目1-4

21 木津川市 つばさ薬局 0774-71-8887 木津川市兜台7丁目10-2

21 木津川市 ハート薬局 0774-71-0680 木津川市州見台5-21-8

21 木津川市 薬局セブンファーマシー木津南店 0774-75-2827 木津川市州見台3-8-5 エミエール木津南101

21 木津川市 はたけやま薬局 0774-71-9212 木津川市木津町西垣外38番地2

21 木津川市 くにみ台薬局 0774-34-6540 木津川市州見台8丁目4-9

21 木津川市 薬局セブンファーマシーくにみ台店 0774-75-1040 木津川市州見台7丁目1-1

21 木津川市 あさがお薬局 0774-72-5636 木津川市木津池田30-9

22 相楽郡 ユタカ薬局祝園 0774-98-6188 相楽郡精華町祝園西1-1-2

22 相楽郡 なごみ薬局西木津店 0774-72-1753 木津川市相楽川ノ尻80-6 

22 相楽郡 スズキ薬局精華台店 0774-95-3012 相楽郡精華町精華台9-2-4 アピタタウン南館2階

22 相楽郡 ほうその駅前薬局 0774-98-0965 相楽郡精華町祝園西1-24-3
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22 相楽郡 山口薬局活道ヶ丘店 0774-39-7894 相楽郡和束町白栖北半田24

22 相楽郡 うさぎや薬局 0774-75-1166 相楽郡精華町桜が丘3-24-5

22 相楽郡 さくら薬局京都精華台店 0774-98-2149 相楽郡精華町精華台7丁目4番地10

22 相楽郡 うさぎや薬局桜が丘店 0774-73-6718 相楽郡精華町桜が丘3-2-1 エスペローマ高の原ウエスト1番館1階

23 亀岡市 池田薬局 0771-23-5789 亀岡市千代川町小川2丁目114-1 マツモト千代川店内

23 亀岡市 ユタカ薬局亀岡中央 0771-21-0106 亀岡市古世町2-135

23 亀岡市 ひまわり薬局亀岡店 0771-29-2191 亀岡市篠町広田1丁目32-12

23 亀岡市 すずらん薬局馬堀店 0771-21-2311 亀岡市篠町馬堀駅前2丁目201番8

23 亀岡市 ファーコス薬局 はたご 0771-29-6008 亀岡市古世町3-23-1

23 亀岡市 あい薬局千代川店 0771-29-5802 亀岡市千代川町小林前田143番地

23 亀岡市 スギ薬局馬堀店 0771-29-5534 亀岡市篠町馬堀伊賀ノ辻8-5

23 亀岡市 アイン薬局亀岡店 0771-29-3905 亀岡市篠町篠下北裏38-1

23 亀岡市 あい薬局馬堀店 0771-29-3380 亀岡市篠町見晴5丁目20-1

23 亀岡市 ユタカ薬局千代川 0771-29-5210 亀岡市千代川町小川1丁目2番地6

23 亀岡市 かめおかゆう薬局 0771-21-1077 亀岡市余部町清水17

23 亀岡市 吉川ゆう薬局 0771-21-0077 亀岡市吉川町吉田段ノ坪24番地3

23 亀岡市 千代川ゆう薬局 0771-21-1080 亀岡市千代川町高野林西ノ畑3番地8

23 亀岡市 馬堀ゆう薬局 0771-56-9231 亀岡市篠町馬堀池ノ下7番地

24 南丹市 ユタカ薬局園部 0771-68-1070 南丹市園部町上木崎町四辻15番1

24 南丹市 そうごう薬局 園部店 0771-63-5721 南丹市園部町美園町6-27-2

24 南丹市 タンバヤ薬局 0771-42-2019 南丹市八木町八木杉ノ前32番地5

24 南丹市 そのべゆう薬局 0771-68-2332 南丹市園部町宮町38番

24 南丹市 日吉ゆう薬局 0771-72-5001 南丹市日吉町保野田長通16-3番

24 南丹市 美山ゆう薬局 0771-75-0100 南丹市美山町安掛下23番地

24 南丹市 八木ゆう薬局 0771-42-2573 南丹市八木町八木上野24番地の3

25 船井郡 藤坂薬局 0771-82-0036 船井郡京丹波町須知新町59

25 船井郡 藤坂薬局国道店 0771-89-2289 船井郡京丹波町須知岡畑20-1

25 船井郡 みずほゆう薬局 0771-86-1022 船井郡京丹波町和田大下20-1

26 福知山市 豊富薬局 0773-22-6314 福知山市新庄100.-2

26 福知山市 ポポロ調剤薬局 0773-25-2078 福知山市駅南町2丁目205番地

26 福知山市 阪神調剤薬局福知山店 0773-25-2133 福知山市駅南町1丁目283番地

26 福知山市 ユタカ薬局福知山厚中 0773-25-2677 福知山市厚中町166

26 福知山市 アキタ薬局駅南店 0773-23-3377 福知山市駅南町1丁目278

26 福知山市 お城通りゆう薬局 0773-45-8861 福知山市字内記48番地8
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26 福知山市 榎原ゆう薬局 0773-34-1125 福知山市字榎原小字惣ノ貝1358・1358-3

26 福知山市 内記ゆう薬局 0773-23-8018 福知山市字内記63番53

26 福知山市 牧ゆう薬局 0773-33-5252 福知山市字牧小字宮ヶ491番地

27 綾部市 モリモト薬局Rivi店 0773-42-8250 綾部市青野町西ノ後43

27 綾部市 仁丹堂薬局 0773-42-0708 綾部市相生町30-6

27 綾部市 遠坂実アスパ薬局 0773-42-5526 綾部市綾中町花ノ木30 アスパ内

28 舞鶴市 日本調剤舞鶴薬局 0773-77-7700 舞鶴市浜1035

28 舞鶴市 みのり薬局 0773-76-2031 舞鶴市字下安久978番地の7

28 舞鶴市 小町屋京田薬局 0773-78-3150 舞鶴市京田小字大角18-1

28 舞鶴市 スギ薬局舞鶴病院前店 0773-77-5258 舞鶴市字倉谷1499番地の6

28 舞鶴市 ファルコ薬局西舞鶴店 0773-78-3721 舞鶴市倉谷1605

28 舞鶴市 佐々木薬局 0773-63-5445 舞鶴市溝尻150-35

28 舞鶴市 佐々木薬局森店 0773-64-2660 舞鶴市倉梯町30-2

28 舞鶴市 佐々木薬局西舞鶴店 0773-78-1717 舞鶴市伊佐津200-17

28 舞鶴市 ヒロベ薬局 0773-62-0064 舞鶴市字浜334

28 舞鶴市 ヘイワ薬局 0773-77-1078 舞鶴市魚屋296番地

28 舞鶴市 八島堂薬局南浜店 0773-62-9881 舞鶴市森町15-5

28 舞鶴市 フラワー薬局舞鶴店 0773-65-2277 舞鶴市字浜1096番地

28 舞鶴市 阪神調剤薬局舞鶴店 0773-78-1210 舞鶴市倉谷1569-2

28 舞鶴市 まいづる薬局国立前 0773-65-1188 舞鶴市倉梯町27-1

28 舞鶴市 ユタカ薬局市場 0773-62-1124 舞鶴市字市場16番地

28 舞鶴市 ユタカ薬局東舞鶴駅前 0773-66-5520 舞鶴市南浜町20-9

28 舞鶴市 倉梯ゆう薬局 0773-66-5533 舞鶴市倉梯町17番10

28 舞鶴市 まいづるゆう薬局 0773-78-2611 舞鶴市字竹屋小字竹屋町79番1

28 舞鶴市 中舞鶴ゆう薬局 0773-66-7200 舞鶴市余部上小字余部上433番

29 与謝郡 ゴダイ薬局岩滝店 0772-46-1756 与謝郡与謝野町字男山142-2

29 与謝郡 大西薬局 0772-43-0024 与謝郡与謝野町字四辻793-1

29 与謝郡 フラワー薬局岩滝店 0772-46-0893 与謝郡与謝野町字男山285番

30 宮津市 フタバ調剤薬局 0772-22-5619 宮津市鶴賀2069-2

30 宮津市 フタバ調剤薬局京街道 0772-22-1112 宮津市京街道211

31 京丹後市 ミドリ薬局 0772-62-0229 京丹後市峰山町呉服21

31 京丹後市 ゴダイ薬局弥栄店 0772-65-2250 京丹後市弥栄町溝谷3472-1

31 京丹後市 原武薬局 0772-64-2166 京丹後市大宮町口大野667

31 京丹後市 ゴダイ薬局峰山新町店 0772-62-2535 京丹後市峰山町新町2462-2
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31 京丹後市 日本調剤弥栄薬局 0772-66-3250 京丹後市弥栄町溝谷3446-1

31 京丹後市 田中薬局 0772-72-0561 京丹後市網野町網野875-8

31 京丹後市 ゴダイ薬局久美浜店 090-2866-6388 京丹後市久美浜町262

31 京丹後市 河辺ゆう薬局 0772-64-3502 京丹後市大宮町河辺小字柳ヶ坪2388-1

31 京丹後市 弥栄ゆう薬局 0772-65-8011 京丹後市弥栄町溝谷小字河ノ辺5433番1

31 京丹後市 丹後大宮ゆう薬局 0772-68-3150 京丹後市大宮町周枳小字モトレ1805番

31 京丹後市 峰山新町ゆう薬局 0772-62-7067 京丹後市峰山町新町小字小金曲320番地3


