
令和 5 年 1 ⽉ 23 ⽇ 更新 
島原薬剤師会 抗原検査キット取り扱いについて【島原市】 

薬局・薬店名 住所 電話番号 取り扱いのある検査キット 販売条件など 
24 時間 

相談等対応 

あやめ薬局 島原市有明町大三東戊 1364-3 0957-61-9611 取り扱いなし   

あやめ薬局二番館 島原市有明町大三東戊 1361-1 0957-61-9650 取り扱いなし   

大三東調剤薬局 島原市有明町大三東戊 810-1 0957-68-1357 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 

販売時間：月～土 9：00～17：30 

来局前の電話連絡必要 
 

織田薬局 島原市上の町 861 0957-62-2613 コロナウイルス抗原検査キット 

販売時間：月～金 9：00～17：00 

     土 9：00～13：00（基本日・祝祭日販売不可） 

購入来局前の電話連絡必要（在庫確認のため） 

〇 

亀山薬局アリーナ店 島原市中安徳町丁 4309 0957-73-9941 コロナウイルス抗原検査キット   

亀山薬局みなとテラス店 島原市新湊 2丁目丁 2537-12 0957-61-0929 コロナウイルス抗原検査キット   

キリン堂薬局 島原市片町 641 0957-64-4423 コロナウイルス抗原検査キット 

販売時間：月～金 9：00～17：00 

販売数量：１人２個まで 

購入来局前の電話連絡必要 

 

健康堂薬局えびす店 島原市蛭子町 2丁目 937 0957-65-5022 取り扱いなし  〇 

健康堂薬局かしわの店 島原市柏野町 1473-1 0957-61-0099 取り扱いなし   

島原薬剤師会薬局 島原市下川尻町 7932-8 0957-65-0301 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 

販売時間：平日 9：00～18：00 

     土 9：00～13：00 

購入来局前の電話連絡必要 

〇 

（電話対応） 

しまばら薬品柏野店 島原市柏野町 1636-1 0957-63-5704 コロナウイルス抗原検査キット 

販売時間：月～土 9：00～20：00  

日 10：00～19：00 

来店前の電話連絡必要 

 

しまばら薬局本店 島原市広馬場町 336 0957-62-2414 コロナウイルス抗原検査キット 購入来局前の電話連絡必要 〇 

そうごう薬局白土湖店 島原市湖南町 6896-1 0957-65-0321 コロナウイルス抗原検査キット 
購入来局前の電話連絡必要 

販売数量を制限する場合があります 
〇 

第一薬局 島原市新町１丁目 223 0957-63-5001 取り扱いなし   

たぐち薬局 島原市江戸丁 1873-6 0957-62-4193 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 
 〇 

たぐち薬局津町店 島原市津町 409-14 0957-64-4976 取り扱いなし   

中央薬局本店 島原市中堀町 64 0957-62-3588 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 
  



令和 5 年 1 ⽉ 23 ⽇ 更新 
島原薬剤師会 抗原検査キット取り扱いについて【島原市】 

薬局・薬店名 住所 電話番号 取り扱いのある検査キット 販売条件など 
24 時間 

相談等対応 

にこにこ薬品 島原市中堀町 59-2 0957-63-6282 取り扱いなし   

虹の薬局 島原市桜町 953-1 0957-62-5629 コロナウイルス抗原検査キット  〇 

はくあい堂しんわ薬局 島原市親和町丁 3565-8 0957-61-0028 コロナウイルス抗原検査キット  〇 

はくあい堂新田薬局 島原市新田町 587-13 0957-65-0210 取り扱いなし  〇 

はくあい堂薬局 島原市新湊 1丁目 42 0957-73-9811 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 
 〇 

ハロー薬局島原店 島原市弁天町２丁目 7389-9 0957-65-4060 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 
購入来局前の電話連絡必要 〇 

ひよこ薬局 島原市上の町 917 0957-65-0133 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 
 〇 

（状況による） 

フラーワー調剤薬局 島原市中堀町 62 0957-65-0265 コロナウイルス抗原検査キット 購入来局前の電話連絡必要 〇 

まい調剤薬局 島原市坂上町 7543-3 0957-64-4119 取り扱いなし   

みえ薬局 島原市御手水町甲 2303-1 0957-63-6338 コロナウイルス抗原検査キット  〇 

溝上薬局北門町店 島原市北門町 103-7 0957-65-5532 取り扱いなし   

溝上薬局中安徳店 島原市中安徳町 4366-1 0957-73-9211 取り扱いなし   

宮の町薬局 島原市宮の町 687 0957-61-0066 コロナウイルス抗原検査キット   

森岳調剤薬局 島原市中町 810-3 0957-65-0316 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 

販売時間：月～金 9：00～17：00 

購入来局前の電話連絡必要 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



令和 5 年 1 ⽉ 23 ⽇ 更新 
島原薬剤師会 抗原検査キット取り扱いについて【南島原市】 

薬局・薬店名 住所 電話番号 取り扱いのある検査キット 販売条件など 
24 時間 

相談等対応 

あけぼの薬局 南島原市布津町乙 1856-1 0957-72-7277 コロナウイルス抗原検査キット 

販売時間：月～金 9：00～17：00 

購入依頼の連絡を受けてからの注文になるため、 

翌日以降の販売になります。 

（金曜日に依頼を受けた場合は、月曜日以降になります） 

 

亀山薬局白崎店 南島原市有家町山川 351-3 0957-65-2525 コロナウイルス抗原検査キット   

亀山薬局並木通り店 南島原市西有家町須川 1666-3 0957-61-1393 コロナウイルス抗原検査キット 
金曜日午後・日曜日休み 

販売数量：１家族５個まで  
 

木山調剤薬局 南島原市口之津町甲 1191-2 0957-76-1032 コロナウイルス抗原検査キット   

健康堂薬局 南島原市深江町丁 2381-2 0957-72-5979 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 
  

健康堂薬局ありえ店 南島原市有家町蒲河 416-2 0957-82-0130 コロナウイルス抗原検査キット 
販売時間：月～金 9：00～17：00 

販売数量：１人５個まで 
 

健康堂薬局くちのつ店 南島原市口之津町丁 5621-5 0957-76-1677 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 

販売時間：月～金 9：00～17：00 

土 9：00～12：00 

購入来局前の電話連絡必要 

 

健康堂薬局ふつ店 南島原市布津町乙 1454-8 0957-61-0388 取り扱いなし   

新生堂調剤薬局 南島原市深江町丙 381-1 0957-65-1230 コロナウイルス抗原検査キット 販売数量：1人５個まで 〇 

新生堂調剤薬局有家店 南島原市有家町久保 21-3 0957-82-7555 コロナウイルス抗原検査キット 
販売時間：月～金 9：00～18：00 

土 9：00～12：30 
〇 

すみれ薬局 南島原市深江町丁 2235 0957-65-1193 コロナウイルス抗原検査キット  〇 

はくあい堂くちのつ薬局 南島原市口之津町甲 2159-15 0957-61-0120 コロナウイルス抗原検査キット   

ﾌﾚｯｼｭもとやま薬品部 南島原市加津佐町己 3108 0957-87-3003 取り扱いなし   

ミドリ薬局 南島原市西有家町里坊 117-2 0957-82-4894 コロナウイルス抗原検査キット   

もも薬局 南島原市有家町中須川 195-1 0957-82-7771 取り扱いなし   

 
 
 
 



令和 5 年 1 ⽉ 23 ⽇ 更新 
島原薬剤師会 抗原検査キット取り扱いについて【雲仙市】 

薬局・薬店名 住所 電話番号 取り扱いのある検査キット 販売条件など 
24 時間 

相談等対応 

あいの薬局 雲仙市愛野町甲 3835-4 0957-36-2121 取り扱いなし  〇 

アイン薬局愛野店 雲仙市愛野町甲 3848-10 0957-36-1850 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 

販売時間：月～金 9：00～18：00（11：00～13：00 除く） 

     土 9：00～13：00（第２土曜除く） 

販売数量：1人 2個まで 来局前の電話連絡必要 

〇 

（できる限り） 

あさひ調剤薬局 雲仙市国見町神代己 256-1 0957-78-1108 取り扱いなし  〇 

吾妻スマイル調剤薬局 雲仙市吾妻町本村名 248 0957-38-7828 コロナウイルス抗原検査キット 販売数量：1人２個まで 〇 

吾妻ほのぼの薬局 雲仙市吾妻町牛口名 344-1 0957-38-6677 コロナウイルス抗原検査キット 購入来局前の電話連絡必要（12/30～1/3 休み）  

いちご調剤薬局 雲仙市国見町土黒甲 67-1 0957-78-5511 コロナウイルス抗原検査キット  〇 

小浜マリーナ薬局 雲仙市小浜町マリーナ 9 0957-73-6085 コロナウイルス抗原検査キット 購入来局前の電話連絡必要 〇 

キザキ南光堂薬局 雲仙市千々石町乙 3-5 0957-37-2051 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 
購入来局前の電話連絡必要 〇 

キザキ薬局上石田店 雲仙市千々石町甲 675-1 0957-37-3119 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 
購入来局前の電話連絡必要 〇 

国見調剤薬局 雲仙市国見町神代乙 214-3 0957-65-3082 コロナウイルス抗原検査キット 購入来局前の電話連絡必要 〇 

健康堂薬局みずほ店 雲仙市瑞穂町西郷辛 1179 0957-77-4090 コロナウイルス抗原検査キット 
販売時間：月～金 8：30～18：00 

水・土 8：30～12：30 
 

小林薬局 雲仙市国見町神代乙 385 0957-78-2748 コロナウイルス抗原検査キット   

サン薬局 雲仙市瑞穂町西郷辛 151 0957-77-3938 取り扱いなし   

ひとみ薬局愛野店 雲仙市愛野町乙 572-3 0957-36-0212 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 
 〇 

ふたば調剤薬局 雲仙市国見町多比良乙 413 0957-61-7117 コロナウイルス抗原検査キット 
販売時間：月～金 9：00～18：00 

土 9：00～12：30（12/29～1/3 休み） 
 

ほんまち薬局 雲仙市愛野町甲 3873-5 0957-36-2712 
コロナウイルス抗原検査キット 

インフル・コロナ抗原検査キット 
  

森田薬品 雲仙市国見町多比良乙 226 0957-78-2280 取り扱いなし    

ヤマト薬局 雲仙市南串山町甲 2224-6 0957-60-4454 取り扱いなし   

湯のまち薬局 雲仙市小浜町北本町 27-8 0957-73-9197 コロナウイルス抗原検査キット   



令和 5 年 1 ⽉ 23 ⽇ 更新 
 


