医療用抗原検査キット「取扱薬局」

（令和4年8月18日現在）

掲載されている薬局において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します。
薬局名

薬局の所在地

薬局の連絡先

薬局の営業時間

医療用抗原検査キット販売対応時間

夜間、休日のキット販売対応方法

のの薬局

高松市茜町3-12

087-863-6370

月〜金

9:00〜18:00

土9:00〜13:00 月〜金9:00〜18:00 土

辻上薬局高松店

高松市中央町1-26藤沢ビル1階

087-835-0799

月〜土

8:30〜18:00

月〜土

大学通りのの薬局

高松市扇町1-24-8

087-802-1741

日本薬局番町店

高松市番町 一丁目9-1

087-823-3355

月火水金 9:00〜18:00 木土 9:00〜
13:00
月火水金8:30～18:00 木8:30～16:30
土8:30～12:30

月火水金 9:00〜18:00 木土 9:00
〜13:00
月火水金8:30～18:00 木8:30～
16:30 土8:30～12:30

日本調剤高松薬局
安西番町薬局

高松市番町1-10-28
高松市番町1-2-23

087-802-5661
087-811-1520

月〜金9:00〜18:00
月〜金 9:00~18:00 土 9:00~13:00

月〜金9:00〜18:00
月〜金 9:00~18:00 土 9:00~13:00

なし
087-811-1520

コトブキ調剤薬局高松日赤前 高松市番町1丁目10-26中村ビル1階 087-835-5221
店
友愛薬局 大学通り店
高松市番町3丁目20-10
087-802-6080

月〜金9:00〜18:00

月〜金9:00〜18:00

なし

月～金9:00～18:00 土9:00～13:00

アイン薬局

高松市番町一丁目10-15 サミービル 087-837-0770
1階
087-832-7805
香川県薬剤師会営薬局県庁前 高松市天神前5-11

月～金9：00～18：00 土9：00～
12：00
月〜金8:30〜18:00 土8:30〜12:30

月～金9:00～18:00 土9:00～13:00 電話対応可能(087-802-6080にかけると
転送されます)
販売時間は薬局の営業時間のみ
月～金9：00～18：00 土9：00～ 0878370770
12：00
月〜金8:30〜18:00 土8:30〜12:30 なし

大西薬局
NPライオン通り薬局

高松市天神前5-24
高松市大工町1-14

087-831-3467
087-823-1888

松本薬局

高松市通町5－1

087-822-3258

㈲南天堂薬局
アイン薬局 塩上店
ダイヤ薬局花園店

087-821-8486
高松市塩屋町6-4
高松市塩上町2丁目2-5 合田ビル1 087-861-3177
階
高松市多賀町 2丁目9-40
087-832-0710

月〜土 9:00〜19:00
月水金土9:00～18:00
17:00
月～金9：00～18：00
13：00
月～土 9:00～20:00
月〜水、金9:00〜18:00
13:00 土9:00〜12:30
月火水木金9:00～18:30
16:00

月〜土 9:00〜19:00
月水金土9:00～18:00
17:00
月～金9：00～18：00
13：00
月～土 9:00～20:00
月〜水、金9:00〜18:00
13:00 土9:00〜12:30
月火水木金9:00～18:30
16:00

香川県薬剤師会調剤薬局

高松市朝日町1-1-11

高松日赤前店

火木9:00～
土9：00～

木9:00〜
土9:00～

9:00〜13:00 なし

8:30〜18:00

電話番号087-835-0799にて対応。連絡
をいただいてからの対応になりますの
でお時間をいただきます。
なし
詳細はホームページから確認してくだ
さい。http://www.jmedical.co.jp/newsblog/p7444/

080-6388-3467
火木9:00～ 087-823-1888
土9：00～

なし

木9:00〜

087-821-8486(電話転送での対応)
電話で対応 087-861-3177

土9:00～

詳細はホームページから確認してくだ
さい。http://www.jmedical.co.jp/newsblog/p7444/

087-811-0205

月〜金 8:30～18:00 土 9:30〜12:00

NMS高松調剤薬局屋島側2号 高松市朝日町2-483-322
館
レデイ薬局朝日町店
高松市朝日町二丁目2-7

087-802-1710

月～金8:30～18:00、土8:30～13:30

月〜金 9:00〜17:30 土 10:00〜
薬局からの転送電話で対応（087-81111:30
0205）
月～金8:30～18:00、土8:30～13:30 070-6401-7999

087-802-1668

レデイ薬局藤塚店

高松市藤塚町1丁目11-27 1階

087-863-6151

栗林公園前薬局

高松市栗林町１丁目6-1

087-832-0062

月〜金 8:45〜18:00 土 8:45〜
16:00
月～金9：00～18：00 土9：00～
1300
月～金9：00～18：30 土9：00～
13：30

月〜金 8:45〜18:00 土 8:45〜
16:00
月～金9：00～18：00 土9：00～
13:00
月～金9：00～18：30 土9：00～
13：30

なし
なし
夜間、休日用の電話で対応（薬局電話
からの転送：087-832-0062）

医療用抗原検査キット「取扱薬局」

（令和4年8月18日現在）

掲載されている薬局において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します。
薬局名

薬局の所在地

薬局の連絡先

薬局の営業時間

トモエ薬局「栗林」

高松市栗林町２丁目20-2

087-831-5805

月～金

日本調剤リツリン薬局
くすがみ薬局

高松市栗林町3-5-2
高松市楠上町2丁目3-15

087-831-3260
087-813-0175

ファーマシィ薬局たかまつ

高松市観光町539-5

087-832-7866

辻上薬局今里店
レデイ薬局今里店

高松市今里町2-13-8
高松市今里町2丁目10-18

087-831-9998
087-832-5250

月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00
月～金9：00～18：00 土9：00～
17：00
月火木金9:00〜19:00 水9:00〜17:00
土9:00〜13:00
月～土9：00～19：00
月〜金10:00〜13:00、14:00〜19:00

ハートリーフ薬局松縄店

高松市松縄町1140-1

087-869-0120

有限会社

高松市木太町2061

087-834-4020

クオール薬局ライフ店
まつや薬局
レデイ薬局木太店
あすか薬局

高松市木太町3236-2
高松市木太町3593-1
高松市木太町5034-2
高松市木太町5077-1

087-862-7070
087-834-3923
087-814-8151
087-813-7380

スター薬局

高松市木太町551-10

087-868-1981

マツイ薬局高松新田店

高松市 新田町甲658-2

087-813-8527

アイン薬局屋島店
かたもと駅前薬局

高松市高松町2311
高松市屋島西町1723ー1

087-841-0088
087-899-8571

NPみさき調剤薬局

高松市屋島西町1968-7

087-844-3900

アイン薬局屋島西店

高松市屋島西町2490-19

087-844-9172

きむら調剤薬局牟礼店

高松市牟礼町牟礼2099-2

087-818-7520

ひだまり調剤薬局

牟礼店

高松市牟礼町牟礼21番5の3

087-814-3311

ひだまり調剤薬局

八栗店

高松市牟礼町牟礼2560-2

087-818-9255

高松市牟礼町原1190-11

087-818-9080

友愛薬局

木太店

アップル薬局
きむら調剤薬局
有限会社アインス

8：30～18：00

医療用抗原検査キット販売対応時間
月～金

8：30～18：00

夜間、休日のキット販売対応方法
時間外連絡先090-4508-3179 できる範
囲で対応
なし
なし

月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00
月～金9：00～18：00 土9：00～
17：00
月火木金9:00〜19:00 水9:00〜17:00 080-9154-7328
土9:00〜13:00
月～土9：00～19：00
なし
月〜金10:00〜13:00、14:00〜19:00 なし

月火木金9:00〜18:00 水土9:00〜13:00 月火木金9:00〜18:00 水土9:00〜
13:00
月・火・水・金・土：9:00〜18:30
月・火・水・金・土：9:00〜18:30
木：9:00〜17:00
木：9:00〜17:00
月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00
月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00
月〜金9:00〜18:30 土9:00〜13:00
月〜金9:00〜18:30 土9:00〜13:00
月〜土9:00〜18:00
月〜土9:00〜18:00
月火木金9:00～18:00 水9:00～17:00 月火木金9:00～18:00 水9:00～
土9:00～13:00
17:00 土9:00～13:00
月〜水、金9:00〜18:00 木9:00〜
月〜水、金9:00〜18:00 木9:00〜
13:00 土9:00〜12:30
13:00 土9:00〜12:30
月水木金8:30-18:15、火8:00-16:00、 月水木金8:30-18:15、火8:00土8:30-17:15
16:00、土8:30-17:15
月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00
月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00
月〜金 9：00〜18：00、土 9；00〜
月〜金 9：00〜18：00、土 9：00〜
13：00
13：00
月火木金8:30〜18:30 水8:30〜18:00 月火木金8:30〜18:30 水8:30〜18:00
土8:30〜17:30
土8:30〜17:30
月〜金9:00〜18:30 土9:00〜15:00
月〜金9:00〜18:30 土9:00〜15:00

対応なし
夜間・休日の電話で対応（090-11709686）
電話で対応(087-862-7070 夜間転送)
なし
なし
なし
なし
なし
087-841-0088
なし
087-844-3900
087-844-9172

月火木金8:30〜18:00 水8:30〜17:00
土8:30〜16:00
月～金9：00～18：00 土9：00～
12：30
月〜金8:30〜17:30 土8:30〜12:30

月火木金8:30〜18:00 水8:30〜17:00 対応なし
土8:30〜16:00
月～金9：00～18：00 土9：00～ なし
12：30
月〜金8:30〜17:30 土8:30〜12:30 なし

月火木金9:00〜18:00 水9:00〜19:00
土9:00〜13:00
月〜金9:00〜18:00 土9:00〜12:00
月～土 8:30～18：00

月火木金9:00〜18:00 水9:00〜19:00 なし
土9:00〜13:00
なし
月〜金9:00〜18:00 土9:00〜12:00
月～土 8：30～18：00
なし
月～水、金9：00～18：15 木9：
00～17：00 土9：00～13：00

高松市庵治町620-2
林町薬局 高松市林町1588-1

087-870-3100
087-868-6030

ゆら調剤薬局

高松市六条町605-1

087-868-8822

月～水、金9：00～18：15 木9：00
～17：00 土9：00～13：00

かもめ調剤薬局

高松市東山崎町165-13

087-847-7188

月～水・金 9：00～18：00、木・土 月～水・金 9：00～18：00、木・ なし
9：00～12：30
土 9：00～12：30

087-868-8822で24時間、転送電話にて
対応

医療用抗原検査キット「取扱薬局」

（令和4年8月18日現在）

掲載されている薬局において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します。
薬局名

薬局の所在地

薬局の連絡先

クオール薬局前田東町店

高松市前田東町801-7

087-847-8011

レデイ薬局十川店
NPきれと調剤薬局

高松市十川東町55-1
高松市川島本町276-4

087-848-9823
087-848-9160

ハート調剤薬局三谷店

高松市三谷町1697-15

087-889-4133

NP三谷調剤薬局

高松市三谷町90-3

087-888-3450

空港通り薬局

高松市香川町大野458－4

087-815-9812

NP浅野調剤薬局

高松市香川町浅野137-3

087-888-5232

こばんや薬局

高松市香川町川東上1724-2

087-879-2020

生島薬局

高松市生島町462-3

087-882-1305

本町通り調剤薬局

高松市香西本町115-4

087-832-8201

中央通り薬局

高松市香西本町150-9

087-870-5678

イオン薬局高松店
まこと薬局

高松市香西本町1番1
高松市香西東町 441-3

087-842-5628
087-881-1121

ハートリーフ薬局香西店

高松市香西南町512-10

087-881-3223

アイン薬局鬼無店

高松市鬼無町藤井４３３-１

087-832-8888

アイン薬局高松西店
さくら薬局 高松郷東店

087-842-7077
087-832-8580

ザグザグ薬局 檀紙北店
めいぷる薬局高松円座店

高松市鬼無町藤井477-1
高松市郷東町134-1 西高松メディカ
ルビル・イーア1F
高松市郷東町148-3 西高松第2メ
ディカルビル1F
高松市飯田町30
高松市中間町49-9

有限会社久間薬局
木田薬局東店

高松市円座町1262-1
高松市円座町955-3 太山ビル1階

ごうとう薬局

薬局の営業時間

医療用抗原検査キット販売対応時間

月火水金8：30～18：00 木8：30～
16：30 土8：30～13：00
9:00～19:00
月〜水、金9:00〜18:00 木9:00〜
17:00 土9:00〜12:30
月火水金8:30-18:30 木8:00-16:00 土
8:30-15:00
月〜水、金：8:30〜18:00、木:8:30〜
16:30、土:8:30〜16:00
月～金9：00～18：00 土9：00～
13：00
月～水、金9:00～18:00木9:00～17:00
土9:00～12:30
月〜土9:00〜20:00 第2.4日曜日10:00
〜19:00 第1.3.5日曜は休み

月火水金8：30～18：00 木8：30
～16：30 土8：30～13：00
9:00～19:00
月〜水、金9:00〜18:00 木9:00〜
17:00 土9:00〜12:30
月火水金8:30-18:30 木8:00-16:00 土
8:30-15:00
月〜水、金：8:30〜18:00、木:8:30
〜16:30、土:8:30〜16:00
月～金9：00～18：00 土9：00～
13：00
月～水、金9:00～18:00木9:00～
17:00土9:00～12:30
月〜金9:00〜20:00 土9:00〜12:00
14:00〜19:00 第2.4日曜日10:00〜
12:00 14:00〜19:00
月～金：9：00～18：00
木、土： 月～金：9：00～18：00
木、
9：00～12：30
土：9：00～12：30
月火水金9:00〜18:30
月火水金9:00〜18:30
木9:00〜13:00 14:00〜18:00
木9:00〜13:00 14:00〜18:00
土9:00〜13:00
土9:00〜13:00
月～水9：00～18：00 木13：00～
月～水9：00～18：00 木13：00～
18：00 金・土9：00～18：00 日
18：00 金・土9：00～18：00
曜・祝日休み
年中無休9:00～20:00
年中無休9:00～19:30
月火木金9:00～19:00 水9:00～17:00 月火木金9:00～19:00 水9:00～
土9:00～18:00
17:00 土9:00～18:00

夜間、休日のキット販売対応方法
電話で対応（転送）087-847-8011
なし
転送電話にて対応（087-848-9160）
電話対応

087-889-4133

夜間、休日用の電話で対応（087-8883450）
なし
電話での対応087-888-5232
第2.4日曜は営業

なし
なし

なし

なし
夜間なし、休日はPCR検査実施日のみ
対応可能（実施日の詳細は予約サイト
→https://covid19.selecttype.com/rsv/?id=Gc70Yf1nBg4&c_id=
228887）
月～金9：00～18：00 土12：30～ 電話（転送）で対応（087-881-3223）
17：00
水14:00~15:00
転送電話

087-813-2651

月～金9：00～18：00 土12：30～
17：00
月火木金9:00~18:00 水9:00~17:00
土9:00~13:00
月〜土9:00〜18:30
月火木金 8:30〜19:00
水土
8:30〜18:00
月~金9:00~18:00 土9:00~14:00

087-832-8510
087-885-2068

月～土9:00～19:00
月〜金 8:30〜18:00 土 8:30〜13:00

夜間、休日用の電話で対応(087-8132651)
月～土9:00～19:00
なし
月〜金 8:30〜18:00 土 8:30〜13:00 087-885-2068

087-886-0241
087-886-6101

月～金9：00～18：00
月～金9.00～19.00 土9.00～18.00

月～金9：00～18：00
月～金9.00～19.00 土9.00～18.00

月〜土0:00〜24:00
月火木金 8:30 〜19:00 水土
8:30 〜18:00
月~金9:00~18:00 土9:00~14:00

087-842-7077
なし

なし
夜間休日電話

08031667125

医療用抗原検査キット「取扱薬局」

（令和4年8月18日現在）

掲載されている薬局において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します。
薬局名

薬局の所在地

薬局の連絡先

薬局の営業時間

医療用抗原検査キット販売対応時間

NP花の宮調剤薬局

高松市花ノ宮町2丁目11-5

087-869-8050

有限会社
康楽薬局

高松市上之町2丁目15-34
高松市伏石町2050ー1

087-865-4540
087-867-9047

レデイ太田調剤薬局
ラポー薬局

高松市太田下町3007-3
高松市太田上町420-1

087-815-2522
087-869-7420

月〜金 9-18 土 9-12:30
月～金9：00～18：30 土９：00～
13:00

スター薬局レインボー店

高松市多肥下町1556-13

087-866-1193

月火水金：8:30〜18:00、木土：8:30〜 月火水金8:30〜18:00、木土8:30〜
12:30
12:30（在庫がある場合に限る）

なし

久間薬局
ゆい薬局
たひ薬局

高松市多肥下町460-1
高松市多肥下町480-1
高松市多肥上町1111-1-1F

087-866-5550
087-813-7157
087-888-4411

高松市出作町281-1

087-888-4690

月〜金9:00〜19:00 土9:00〜18:00
月〜土9:00〜18:30
月火木金9：00～18：00 水9：00
～17：00 土8：30～13：00
月火水金 8：30～19：00 木 8：
00～16：00 土8：30～17：00

なし
なし
なし

しろくま薬局

月〜金9:00〜19:00 土9:00〜18:00
月〜土9:00〜18:30
月火木金9：00～18：00 水9：00～
17：00 土8：30～13：00
月火水金 8：30～19：00 木 8：
00～16：00 土8：30～17：00

KCかがわ調剤薬局高松店

高松市仏生山町甲269-1

087-888-8877

高松市仏生山町甲293-7
高松市仏生山町甲92
高松市仏生山町甲976-１

087-814-5004
087-889-2511
087-815-5062

月～金8：30～17：30 土8：30～
12：30
月~金 8：30～18：00
月〜金 8:45〜18:00
月～金：9:00～13:00,14:00～18:00

なし

みらいの薬局
たんぽぽ薬局仏生山店
レデイ薬局仏生山店

月～金8：30～17：30 土8：30～
12：30
月~金 8：30～18：00
月〜金 8:45〜18:00
月～金：9:00～13:00,14:00～18:00

有限会社

高松市一宮町４５０－１

087-886-7274

さくら調剤薬局寺井店

高松市寺井町925-7

090-7375-8369

月～金10：00～18：00 土10：00～
12：00
月火水金8:45~13:00 14:00~18:00 木
8:30~16:00 土8:45~13:30

はなぞの薬局

高松市多賀町 2丁目15-16

087-899-2117

月火木金土9:00～18:00 水9:00～
17:00 土9:00～13:00

月～金10：00～18：00 土10：00 なし
～12：00
月火金9:00~12:00 14:30~18:00 水 夜間休日用の電話で対応 090-7375木土9:00~12:00
8369 時間帯、在庫状況により翌日対
応となります。
月火木金土9:00～18:00 水9:00～ 詳細はホームページから確認してくだ
さい。http://www.jmedical.co.jp/news17:00 土9:00～13:00
blog/p7444/

えむ調剤薬局

高松市国分寺町新居1359-4

087-875-9272

丸亀市綾歌町岡田東1750-2

0877-86-5255

クオール薬局飯山町店

丸亀市飯山町川原1088-5

0877-98-1600

アライブ薬局飯山店

丸亀市飯山町下法軍寺380-1

0877-56-8320

月水金 9:00〜18:00 火木 9:00〜
17:00 土 9:00〜13:00
月～金9：00～18：00
土9：
00～12：30
月火水金土 8:30〜18:00 木8:30〜
16:30
営業時間と同じ

087-875-9272

あやうた調剤薬局

月水金 9:00〜18:00 火木 9:00〜
17:00 土 9:00〜13:00
月～金9：00～18：00
土9：00
～12：30
月火水金土 8:30〜18:00 木8:30〜
16:30
月〜水、金 8:20〜17:30 木.土 8：
20〜12:00
月〜金8:30〜18:00 土8:30〜12:30

月〜金8:30〜18:00 土8:30〜12:30

なし

月火水金土8：30～18：00 木
30～16：30

月火水金土 8：30～18：00
8：30～16：30

稲本薬局

多肥店

橋本薬局

（有）辻上薬局
局
あすか調剤薬局

城北調剤薬 丸亀市風袋町173

0877-25-0509

丸亀市宗古町1-2

0877-58-2030

月〜水・金9:00〜18:00 木9:00〜17:00 0:00〜24:00
土9:00〜13:00
月〜土9:00〜18:00
月〜土9:00〜18:00
月～金9:00～19:00 土9:00～14:00
月～金9:00 ～19:00

夜間、休日のキット販売対応方法

8：

転送電話による受付後、当該店舗若し
くは近隣店舗での販売
なし
土9:00～14:00 なし

月〜金 9-18 土 9-12:30
なし
月～金9：00～18：30 土９：00～ なし
13:00

夜間、休日用の電話で対応
4690

080-4035-

なし
なし
なし

なし
夜間、休日用の電話で対応
1600
なし

木 なし

0877-98-

医療用抗原検査キット「取扱薬局」

（令和4年8月18日現在）

掲載されている薬局において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します。
薬局名

薬局の所在地

薬局の連絡先

さつき薬局
株式会社 サン調剤薬局
城東調剤薬局

丸亀市土居町2-7-23
丸亀市城東町2丁目14-33
丸亀市城東町3-10-8

0877-35-9913
0877-24-7135
0877-25-2228

レデイ薬局丸亀城東店
辻上薬局 城西店
やまもも調剤薬局

丸亀市城東町三丁目10-19
丸亀市城西町2-4-8
丸亀市大手町3-3-21

0877-35-8767
0877-25-0023
0877-85-9070

そうごう薬局丸亀今津店

丸亀市今津町242-5

0877-21-0231

アイン薬局津森店
アイン薬局 城坤店
アライブ薬局かなくら店
アイン薬局柞原店

丸亀市津森町216-3
丸亀市津森町594-3
丸亀市金倉町1440-25
丸亀市柞原町345-5

0877-22-2128
0877-85-7116
0877-21-0680
0877-85-6621

いろは堂薬局

丸亀市柞原町683-1

0877-58-0101

辻上薬局 原田店
みもざ薬局

丸亀市原田町西三分1632-1
丸亀市土器町西4-247-2

0877-24-3375
0877-23-1132

アインス土器薬局
スター薬局飯野

丸亀市土器町東3丁目629
丸亀市飯野町東二甲1396-3

0877-25-5454
0877-58-4820

イオン薬局坂出店
イルカ調剤薬局
エンジェル旭町調剤薬局

坂出市京町1丁目4ー18
坂出市旭町3-1-11
坂出市旭町3-1-8

0877-83-6288
0877-46-1193
0877-45-0405

有限会社アインス
薬局
大学薬局むろまち
みずほ調剤薬局

オレンジ 坂出市室町2-1-17

0877-44-0634

坂出市室町3丁目6-28
坂出市江尻町1578-5

0877-45-3797
0877-59-1270

大屋富薬局

坂出市大屋冨町2034

0877-47-0457

正木薬局かも店

坂出市加茂町578-5

0877-48-1177

アイン薬局駒止店

坂出市駒止町2丁目1-40

0877-44-3255

オリーヴの樹薬局

坂出市八幡町3-2-18

0877-44-5353

しろがね薬局

坂出市白金町三丁目6-15

0877-45-5800

薬局の営業時間
月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00
月〜金9:00〜20:00 土9:00〜18:00
月〜金 8:45〜18：00 日17:00〜
18:00
月〜金9:00〜18:00
月～土9:00～18:30
月火木金10:00〜19:00 水土10:00〜
13:00
月~水9:00〜18:00 木9:00~12:00 金
9:00～18:00 土9:00～12:30

医療用抗原検査キット販売対応時間

夜間、休日のキット販売対応方法

月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00
月〜金9:00〜20:00 土9:00〜18:00
月〜金8:45〜18:00 日17:00〜18:00

なし
0877-24-7135
夜間休日用の電話で対応

月〜金9:00〜18:00
月～土9:00～18:30
月火木金10:00〜19:00 水土10:00〜
13:00
月~水・金9:00~18:00 木9:00~12:00
土9:00~12:30

なし
なし
なし

月火水金9-19 木9-18 土9-13
月～土9:00 ～18:00
月～火、木〜土9：00～18：00
月〜水、金9:00〜18:00 木9:00〜
17:00 土9:00〜13:00
月～土：8：30～18：00（木：～12：
00、土：～17：00）

0877252228

なし

月火水金9-19 木9-18 土9-13
月～土9:00 ～18:00
月～火、木〜土9：00～18：00
月〜水、金9:00〜18:00 木9:00〜
17:00 土9:00〜13:00
月～土：8：30～18：00（木：～
12：00、土：～17：00）
（※可能な限り12：00～15：00/木
曜以外）
月〜土9:00〜18:30
月〜土9:00〜18:30
月・火・木・金9：00～18：30 水・ 月・火・木・金9：00～18：30
土9：00～13：00
水・土9：00～13：00
9:00-18:30
9:00-18:30
月火木金 9:00〜18:30 水 8:00〜
月火木金 9:00〜18:30 水 8:00〜
16:00 土 9:00〜17:00
16:00 土 9:00〜17:00
月〜日9:00〜19:00
月〜日9:00〜19:00
月～金9:00~18:00土9:00~13:00
月～金9:00~18:00土9:00~13:00
月～金9：00～18：00 土9：00～13:00 月～金9：00～18：00 土9：00～
13:00
月～土8:30～18:00
月～土8:30～18:00

0877-22-2128
0877857116
なし
電話で対応 0877.85-6621

月～金8:45～18:00 土8:00～9:00
月火木金9:00~18:30.
水8:30~16:30.
土9:00~16:00
月〜金9：00～18：00 土9：00～
17：00
月～金9：00～18：00 土9：00～
13：00
月〜水、金8:30〜18:00 木8:30〜16:30
土8:30〜12:30
月・水～金9：00～18：00 火・土
9：00～17：00
月火8:30~17:30 水8:30~16:30
木金8:30~17:30 土8:30~13:00

0877-45-3797
0877-59-1270

月～金8:45～18:00 土8:00～9:00
月火木金9:00~18:30
水8:30~16:30
土9:00~16:00
月〜金9：00～18：00 土9：00～
17：00
月～金9：00～18：00 土9：00～
13：00
月〜水、金8:30〜18:00 木8:30〜
16:30 土8:30〜12:30
月・水～金9：00～18：00 火・土
9：00～17：00
月火8:30~17:30 水8:30~16:30
木金8:30~17:30 土8:30~13:00

電話で対応：080-5665-3168

なし
なし
0877-25-5454
電話対応 090-7141-9892
なし
なし
なし
なし

なし
0877-48-1177
対応可

0877-44-3255

対応しない
なし

医療用抗原検査キット「取扱薬局」

（令和4年8月18日現在）

掲載されている薬局において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します。
薬局名

薬局の所在地

薬局の連絡先

さわやか薬局

坂出市寿町2-6-32

0877-43-2344

レデイ薬局
マツイ薬局

坂出市寿町2-6-35
坂出市寿町3-1-57

0877-85-5440
0877-59-0456

ふじみ調剤薬局

坂出市寿町三丁目1-59

0877-44-4858

あおば薬局

坂出市富士見町1-10-10

0877-85-3154

春日調剤薬局

坂出市川津町2978-4

0877-45-1588

アイン薬局 善通寺店
ひまわり薬局善通寺

善通寺市仙遊町1-7-10 魚辰ハイツ1 0877-62-0303
階
善通寺市善通寺町4-7-29
0877-62-1222

コトブキ調剤薬局
アライブ薬局本郷通り店

善通寺市善通寺町4-7-25
善通寺市上吉田町二丁目3-20

フジヤ調剤薬局

薬局の営業時間

医療用抗原検査キット販売対応時間

夜間、休日のキット販売対応方法

月～金8：30～18：00 土9：00～
13：00
月〜金 08:30〜17:30
月～金8:30～18:00 土8:30～13:00

月～金9：00～19：00 土9：00～ 電話で対応 0877-43-2344
14：00
月〜金 08:30〜17:30
なし
月～金8:30～18:00 土8:30～13:00 夜間、休日電話で対応0877-59-0456

月～金8：30～18：00 土8：30～
13：00
月火水金9:00-18:00 木8:30-16:00 土
9:00-12:30
月・火・水・金8：30～12：30 14：
30～18：00 木土8：30～12：30

月～金8：30～18：00 土8：30～ なし
13：00
月・火・水・金9:00-18:00 木8:30夜間・休日:電話で対応(0877-85-3154)
16:00 土9:00-12:30
月火水金8：30～12：30 14：30～ なし
18：00 木土8：30～12：30

月〜金9:00〜18:00 土12:30〜18:00

月〜金9:00〜18:00 土12:30〜18:00

0877-62-0303

月〜金9:00〜18:00 土8:30〜12:30

月〜金9:00〜18:00 土8:30〜12:00

なし

0877−63−5502
0877-64-0250

月～金 8:30～17:30
月〜金8:50〜18:30 土8:50〜12:30

月～金 8:30から17:30
月〜金8:50〜18:30 土8:50〜12:30

なし
なし

善通寺市木徳町1073-1

0877-56-5255

月～水、金、土9：00～17：30

有限会社アインス 調剤薬局 善通寺市中村町900-1
ハーモニー
ファーマシィ薬局観音寺
観音寺市植田町1008-1

0877-63-5952

月～水、金8：30～18：30 木9：00
～17：00 土8：30～18：00
月〜土9:00〜18:30

夜間、休日用の電話で対応
2884
なし

0875-57-6860

月〜土 8:00〜18:30

ファーマシィ薬局観音寺第2 観音寺市植田町1930

0875-57-6120

もとだい調剤薬局

観音寺市本大町1721-1

0875-23-3366

スター薬局柞田店

観音寺市柞田町甲1939-10

0875-56-1280

サンシャインスター薬局

観音寺市柞田町甲841

0875-57-5315

ふじや薬局

観音寺市観音寺町甲2993-1

0875-25-2884

フジヤ中央調剤薬局

観音寺市観音寺町甲3132

0875-57-6800

ヤマニ薬局

観音寺市昭和町一丁目6－41

0875-23-0502

そうごう薬局観音寺店

観音寺市栄町3-5-2

0875-25-6551

スター薬局大野原店

観音寺市大野原町大野原4113-1

0875-23-6001

坂出中央店

月〜土9:00〜18:30

0875-25-

月、水、金、土:9:00〜18:30 火・木 0875-57-6860
9:00〜14:00 17:00〜18:30
月～土8：00～18：30
月～土8：00～18：30
夜間、休日用の電話で対応（留守番電
話の応答メッセージ内に電話番号の紹
介あり）
月水金9:00〜19:00 火9:00〜18:00 木 月火水金9:30〜18:00 木土9:30〜
なし
土9:00〜13:30
13:00
月〜水、金9:00〜18:00 木9:00〜
月〜水、金9:00〜18:00 木9:00〜
090-1571-6398
17:00 土9:00〜13:00
17:00 土9:00〜13:00
月 火 水 金 8:30〜18:00 木 8:30〜
月 火 水 金 8:30〜18:00 木 8:30〜
16:30 土8:30〜12:30
16:30 土8:30〜12:30
夜間、休日用の電話で対応 090-71471825
月〜金 9:00〜19:00、土 9:00〜
月〜金 9:00〜19:00、土 9:00〜 090-2786-2057
17:00
17:00
月〜金 8：30〜18：30
土 8：30 月〜金 9：30〜18：00
土 9： 夜間、休日用の電話で対応 0875-25〜13：00
30〜12：00
2884
月～金9：00～20：00 土日9：00～ 月～土9：00～19：00
なし
19：00
月〜水、金曜日9:00〜18:30、木曜8:30 月〜水、金曜日9:00〜18:30、木曜 0875-25-6551
〜16:30、土曜9:00〜13:30
8:30〜16:30、土曜9:00〜13:30
月ー土 8：30-18:00
月ー土 8：30-18:00
080-8632-6714
水 9：00-17:00
水 9：00-17:00

医療用抗原検査キット「取扱薬局」

（令和4年8月18日現在）

掲載されている薬局において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します。
薬局名

薬局の所在地

薬局の連絡先

薬局の営業時間

医療用抗原検査キット販売対応時間

ヒロ調剤薬局

観音寺市大野原町花稲815-1

0875-56-3093

快生堂豊浜調剤薬局
ひまわり調剤薬局大野原

観音寺市豊浜町姫浜865-1
観音寺市大野原町大野原2105-3

0875-56-3260
0875-56-4120

はないな薬局
ひだまり調剤薬局

観音寺市大野原町花稲815-2
さぬき市大川町田面78-9

0875-56-3181
0879-43-1755

志度夏目調剤薬局

さぬき市志度 2410-1

087-813-5225

月火水木金9:00～18:00 土9:00～
15:00

月火水木金9:00～18:00 土9:00～
15:00

レデイさぬきしど調剤薬局

さぬき市志度632-4

087-894-7234

ホワイト薬局

さぬき市志度869-4

087-814-2772

月～金 9：00～18：00
土 9：00～13：00
月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00

月～金 9：00～18：00
土 9：00～13：00
月〜金 9:00〜18:00 土9:00〜13:00 なし

月火水金土 8：45～18：00
木
9：00～17：00
月9:00〜18:30、土9:00〜13:00
月〜金8:30〜18:30 土8:30〜13:00

月火水金土 8：45～18：00
木 090-5915-7617
9：00～17：00
月9:00〜18:30、土9:00〜13:00
なし
月〜金8:30〜18:30 土8:30〜13:00 0879-53-2783
月～金 8：30～17：30
月〜金8：30〜17：30 土9：00〜
12：00
月火水金 8:30〜18:00
木 8:30〜16:30
土 8:30〜12:30
月火水金8:30~18:00,木8:30~16:30,
土8:30~13:00
月〜金8:30〜18:00 土8:30〜13:00
月火木金土 8:30〜13:00 14:00〜
18:00 水 9:00〜12:30
月〜水、金9:00〜18:00、木9:00〜
17:00、土9:00〜13:00
営業時間通り

なし
なし

月~金9:00~18:00 土9:00-~12:30
月〜金8:00〜18:00 土8:00〜12:00

なし
なし

月～土9:00~18:30
月〜土9:00〜18:00

なし
夜間休日用の電話に転送され対応
0879-26-9077
080-8120-4066

有限会社松村薬局
薬局
辻上薬局長尾店
たんぽぽ調剤薬局

しど調剤 さぬき市志度花池尻2493-2

087-894-6171

さぬき市長尾西780-2
さぬき市造田是弘792-10

0879-52-0701
0879-53-2783

なの花薬局さぬき店
なの花薬局大川店

さぬき市寒川町石田東甲322-1
さぬき市寒川町石田東甲404-1

0879-43-0811
0879-43-2589

ＫＣかがわ調剤薬局

さぬき市寒川町神前1524-3

0879-43-0336

松村薬局津田店

さぬき市津田町津田1048-8

0879-42-5704

在宅支援 さぬき薬局
(有)松村薬局 さくら店

さぬき市津田町津田244-1
東かがわ市大谷800-8

0879-42-1288
0879-26-9520

アイン薬局

東かがわ市町田698-2

0879-26-3255

東かがわ市馬宿207-1

0879-23-8533

月火水金土8:30〜18:00 木8:30〜16:30 月火水金土8:30〜18:00 木8:30〜
16:30
月～金8:30～18:00 土8:30～11:30
月～金 8:30～18:00
月～金 9:00～18:00 土 9:00～13:00
月～金 9:00～18:00 土 9:00～
13:00
月～土8:30～18:30木8:30～13:30
月～土8:30～18:30木8:30～13:30
月～土 9:00～18:00
月～土 9:00～18:00

夜間、休日のキット販売対応方法

ひだまり調剤薬局大内店
東かがわ市三本松1785-4
ひだまり調剤薬局 三本松店 東かがわ市三本松393

0879-25-4193
0879-26-6777

月～金 8：30～17：30
月〜金8：30〜17：30 土9：00〜
12：00
月火水金 8:30〜18:00
木 8:30〜16:30
土 8:30〜12:30
月火水金8:30~18:00,木8:30~16:30,土
8:30~13:00
月〜金8:30〜18:00 土8:30〜13:00
月火木金土 8:30〜13:00 14:00〜
18:00 水 9:00〜12:30
月〜水、金9:00〜18:00、木9:00〜
17:00、土9:00〜13:00
月、火、木、金9:00〜18:00 水9:00〜
17:00
土9:00〜13:00
月~金9:00~18:00 土9:00~12:30
月〜金8:00〜18:00 土8:00〜12:00

松村薬局大内店
はなみずき薬局

0879-26-3211
0879-26-9077

月～土9:00~18:30
月〜土9:00〜18:00

丹生点

あいおい薬局

東かがわ市川東101
東かがわ市川東87-2

電話対応(転送あり)0875-56-3093
なし
転送電話にて対応

0875-56-4120

なし
時間外は転送電話にて個別対応(087943-1755)
夜間はなし、休日はPCR検査を行って
いる日時のみ実施（詳細は予約サイト
→https://covid19.selecttype.com/rsv/?id=Gc70Yf1nBg4&c_id=
206877）
なし

なし

夜間休日の電話に転送されて対応
転送電話にて個別に対応
090-3038-5584
夜間、休日用の電話で対応（電話番号
0879-26-3255)
なし

医療用抗原検査キット「取扱薬局」

（令和4年8月18日現在）

掲載されている薬局において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します。
薬局名

薬局の所在地

薬局の連絡先

松村調剤薬局

東かがわ市湊1830-1

0879-25-5422

松村薬局グリーンヒル店

東かがわ市松原795

0879-25-6266

有限会社
有限会社

東かがわ市松原962-1
東かがわ市松原969-13

0879-24-0521
0879-23-1381

妙見屋薬局白鳥店

東かがわ市帰来1-22

松村薬局白鳥マルナカ店
妙見屋薬局

薬局の営業時間

医療用抗原検査キット販売対応時間

夜間、休日のキット販売対応方法

月～水8:30~18:00 木8:30~16:30
金8:30~18:00 土8:30~12:30
月〜水、金8:30〜18:00 木8:30〜16:30
土8:30〜16:00
月〜土9：00～18：00
月～金8：30～17：30 土9：00～
13：00

月～水8:30~18:00 木8:30~16:30
金8:30~18:00 土8:30~12:30
月〜水、金8:30〜18:00 木8:30〜
16:30 土8:30〜16:00
月〜土9：00～18：00
月～金8：30～17：30 土9：00～
13：00

夜間、休日の電話で対応
090-4971-6671
電話対応。090-5915-9748

0879-23-1345

月〜金8:40〜17:30 土14:00〜17:00

月〜金8:40〜17:30 土14:00〜17:00

0879231345

東かがわ市白鳥144-1
東かがわ市引田1895-5

0879-26-9122
0879-33-3755

月～土9:00~19:00
月〜土 9:00〜20:00 日9:00〜18:00

ひまわり薬局勝間

三豊市高瀬町下勝間2157-1

0875-72-6622

アイン薬局的場店

三豊市詫間町詫間414-6

0875-83-8100

レデイ薬局

三豊市詫間町詫間6784-8

0875-56-5730

ひかり薬局詫間町

三豊市詫間町松崎1639-1

0875-23-6286

クオール薬局 三豊店
ひいらぎ調剤薬局

三豊市詫間町松崎2780-35
三豊市豊中町比地大2622-1

0875-24-9288
0875-56-6600

かさだ薬局

三豊市豊中町笠田竹田285-7

0875-62-2262

有限会社岩井薬局

土庄町甲399-1

有限会社

松村薬局本店
松村薬局

詫間店

電話にて対応
0879-23-1381

月～土9:00~19:00
なし
月〜土 9:00〜20:00 日9:00〜18:00 休日は年末年始以外はなし。お電話で
9:00〜18:00までお電話0879-33-3755で
ご対応。夜間は0879-33-3661にFAXで
ご対応
月火水金8:30〜18:00 木8:30〜12:30 月火水金8:30〜17:30 木8:30〜12:00 なし
土8:30〜17:30
土8:30〜17:00
月・水・金・土8:30-18:00、第１・
月・水・金・土8:30-18:00、第１・ 夜間、休日用の電話で対応
３・５週火・木8:30-16:30、第２・４ ３・５週火・木8:30-16:30、第２・
週火8:30-18:00
４週火8:30-18:00
月〜金10:00〜13:00、14:00〜19:00
月〜金10:00〜13:00、14:00〜19:00 なし
なし

0879-62-0127

月・火・金：8:30〜18:00 水・木：
8:30〜16:30 土：8:30〜15:00
月〜金9:00〜18:00 土9:00〜15:00

月火水金 8:30〜18:00 木土 8:30
〜12:30
月〜土 8:30〜18:30
月～水・金9：00～18：30 木9：
00～15：00 土9：00～16：30 木
曜日不定期で休みの場合あり
月火金：8:30〜18:00 水・木：8:30
〜16:30 土：8:30〜15:00
月〜金9:30〜17:30 土9:30〜12:00

土庄町渕崎甲877-1

0879-62-6326

月〜金9:00〜18:00 土9:00〜14:00

月〜金9:00〜18:00 土9:00〜14:00

なし

調剤薬局げんきまん

小豆島町池田3427-2

0879-75-2612

月〜金9:00〜18:00 土9:00〜12:00

月〜金9:00〜18:00 土9:00〜12:00

レデイ薬局小豆島池田店
(有)立道商店 立道薬局

小豆島町池田883-1 1階
小豆島町草壁本町620-1

0879-75-1061
0879-82-1219

月〜金8:30〜17:30
月〜金9:00〜18:00、土9:00〜13:00

ひかみ調剤薬局

三木町氷上1232-6

087-840-2411

クオール薬局三木平木店

三木町平木7-1

087-891-1801

月-金 9:00-18:00
土 9:0013:00
月～水・金8：30～18：30 木8：30
～16：30 土8：30～17：00

月〜金8:30〜17:30
月〜金10:00〜18:00、土10:00〜
13:00
月-金 9:00-18:00
土 9:0013:00
月～水・金8：30～19：00 木8：
30～16：30 土8：30～17：30

夜間、休日は電話対応。薬局にお電話
いただけたら携帯電話に転送 087975-2612
なし
なし

西崎薬局

月火水金曜日 8:30〜18:00 木土曜日
8:30〜12:30
月〜土 8:30〜18:00
月～水・金9：00～18：30 木9：00
～15：00 土9：00～16：30

電話で対応
なし

070-4371-7312

なし
なし

087-840-2411
電話で対応（087-891-1801（転送））

医療用抗原検査キット「取扱薬局」

（令和4年8月18日現在）

掲載されている薬局において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します。
薬局名

薬局の所在地

薬局の連絡先

クオール薬局三木学園通り店 三木町鹿伏374-1

087-891-1900

かりん薬局
かざしが丘調剤薬局
香川ファーマシー遊
木薬局
スエ薬局

087-892-4193
087-877-1125
087-876-9341

直島町2310-116
綾川町畑田696-16
もみの 綾川町陶1719-1

薬局の営業時間

医療用抗原検査キット販売対応時間

夜間、休日のキット販売対応方法

月〜水金8:30〜18:00、木8:30〜
16:30、土8:30〜17:30
月〜金 8:45〜17:15
月〜金9:00-18:00 土9:00-12:00
月〜土 8:30〜18:30

月〜水金8:30〜18:00、木8:30〜
16:30、土8:30〜17:30
月〜金 8:45〜17:45
月〜金9:00-18:00 土9:00-12:00
月〜土 8:30〜18:30

電話で対応087-891-1900

月火木金8:30～18:00 水土8:30～
12:30
月～金9:00~18:30 土9:00~13:00
月、水、木、金 9:00～18:00 火 9:00
～17:00 土 9:00～12:45
月〜土8:30〜18:00
月〜金 8:30〜18:00 土 8:30〜13:00

月火木金8:30～18:00 水土8:30～
12:30
月～金9:00~18:30 土9:00~13:00
月、水、木、金 9:00～18:00 火
9:00～17:00 土 9:00～12:45
月〜土8:30〜18:00
月〜金 8:30〜18:00 土 8:30〜13:00

なし

対応なし
電話にて対応
電話にて対応させていただきます。

綾川町陶1724-1

0878-76-0271

辻上薬局陶店
プラム調剤薬局

綾川町陶2603-1
綾川町陶4084-10

087-870-8350
087-870-8878

有限会社辻上薬局綾上店
もみの木薬局 綾上店

綾川町山田上甲1331-3
綾川町山田下2158-1

087-878-3780
087-878-1193

イオン薬局 綾川店
ダイヤ薬局滝宮店

綾川町萱原822-1
綾川町滝宮 556-6

087-876-6224
087-870-8101

月〜日 9:00〜22:00
月〜日 9:30〜21:00
月火水金土9:00～18:00 木7:00～15:00 月火水金土9:00～18:00 木7:00～
15:00

なし
詳細はホームページから確認してくだ
さい。http://www.jmedical.co.jp/newsblog/p7444/

たきのみや三好薬局

綾川町滝宮479-10

087-876-0316

087-876-0316

もみの木薬局滝宮店

綾川町滝宮491-6

087-876-9381

月～金9：00～18：00
～12：00
月～金8：30～18：00

スター薬局

綾川町滝宮496-1

087-814-4886

月〜金8:30〜18:00

もみの木薬局綾川店

綾川町小野567ー1

0878-769-383

宇多津町1413
宇多津町 浜五番丁65

0877-49-4406
0877-56-7552

月火木金8：30〜18：30 土8：30〜
14：00
月〜土9：00～18：00
月火水金土9:00～19:15 木8:00～
17:00

対応しておりません

大松薬局
アカネ調剤薬局

月火木金8：30〜18：30土8：30〜
14：00
月〜土9：00～18：00
月火水金土9:00～19:15 木8:00～
17:00

アイン薬局

宇多津町浜五番丁53-1

0877-49-7782

月～金 9:00～18:00 土 9:00～13:00

終日対応可能 ( 休日、夜間も含む)

なつめ調剤薬局

宇多津町浜五番丁56-9

0877-85-6112

月火水金土9:00～18:00 木8:00～
17:00

月火水金土9:00～18:00 木8:00～
17:00

夜間、休日は電話で対応 (0877-497782)
詳細はホームページから確認してくだ
さい。Http://www.jmedical.co.jp/newsblog/p7444/

宇多津ぱんだ薬局

宇多津町 浜六番丁92-8

0877-49-2106

月火水金9:00～18:00 木8:00～17:00 月火水金9:00～18:00 木8:00～
土9:00～16:00
17:00 土9:00～16:00

あすなろ薬局うたづ店

宇多津町浜9番丁142−5

0877-49-8222

月火水金9：00〜18：00 木9：00〜
17：00 土9：00〜13：00

滝宮店

宇多津店

土9：00

土9:00〜12:30

月～金9：00～18：00
～12：00
月～金8：30～18：00
月〜金8:30〜18:00

土9：00

なし
087-870-8878 (時間外転送)
087-878-3782
電話にて対応させていただきます。

なし

土9:00〜12:30 なし

月火水金9：00〜18：00 木9：00〜
17：00 土9：00〜13：00

0877-49-4406
詳細はホームページから確認してくだ
さい。http://www.jmedical.co.jp/newsblog/p7444/

夜間はなし、休日はPCR検査を行って
いる日時のみ実施（詳細は予約サイト
→https://covid19.selecttype.com/rsv/?id=Gc70Yf1nBg4&c_id=
207609）
電話にて対応（0877498222）転送され
ます

医療用抗原検査キット「取扱薬局」

（令和4年8月18日現在）

掲載されている薬局において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します。
薬局名

薬局の所在地

薬局の連絡先

なでしこ薬局

宇多津町浜九番丁141-1

0877-85-6017

宇多津調剤薬局

宇多津町東分49-36

0877-49-8181

シマヤ真鍋漢方薬局
うじけ調剤薬局

琴平町225
琴平町296-1

0877-75-3574
0877-58-9065

NPすなはら薬局

琴平町320-18

0877-75-2300

そうごう薬局

琴平町榎井775-13

0877-73-3781

琴平町榎井853-3

0877-56-4500

花水木調剤薬局

琴平店

薬局の営業時間

医療用抗原検査キット販売対応時間

月、火、木8:30〜17:30、水、土8:30〜 月、火、木8:30〜17:30、水、土8:30
12:30、金8:30〜13:30、17:30〜19:30 〜12:30、金8:30〜13:30、17:30〜
19:30
月 金9:00~18:30
月〜金9:00~18~00 土9:00~13:00
土 9:00~13:00
月〜土9：00〜19：00
月〜土9：00〜19：00
月火水金9：00～18：00 木9：00～ 月火水金9：00～18：00 木9：00
17：00 土9：00～12：30
～17：00 土9：00～12：30
月〜水、金9:00〜18:00 木、土9:00〜 月〜水、金9:00〜18:00 木、土9:00
12:30
〜12:30
月〜水、金8:30〜18:00 木8:30〜16:30 月〜水、金8:30〜18:00 木8:30〜
土8:30〜17:00
16:30 土8:30〜17:00
月〜金8:30〜18:00 土8:30〜12:30
月〜金8:30〜18:00 土8:30〜12:30

夜間、休日のキット販売対応方法
なし

0877−49−8181
なし
0877-58-9065
夜間、休日用の電話で対応(0877-752300)
なし
090-8972-4778

