
新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱店舗リスト(久留米市)(R5.1.12 18時 時点)

※当該リストは在庫があることを保証するものではありません、

　各薬局等の在庫には変動があるため、事前に電話等で確認していただきますようお願いいたします。

薬局

地域 名称 所在地 電話番号 時間 備考欄
（営業時間外の対応方法・連絡先、その他留意事項）

合川 えだみつ薬局 合川町322-1 0942-80-8304
9:00-19:00（月火水金）
9:00-13:00（木土）

転送電話にて対応いたします

そうごう薬局
久留米医大前店

旭町11
副島ビル1階

0942-36-2261
9:00-18:00（月～金）
9:00-13:00（土）

営業時間外は転送電話にて相談対応いたします

溝上薬局
久留米医大前店

旭町55-2 0942-37-8850
9:00-18:30（月～金）
9:00-17:30（土）

営業時間外の対応はいたしません

さくら薬局
久留米大学病院前店

旭町62番2 0942-34-1196
9:00-18:00（月～金）
9:00-13:00（土）

荒木
きらり薬局
久留米店

荒木町白口2018-1 0942-26-5008
9:00-18:00（月～金）
9:00-13:00（土）

営業時間外は転送電話により相談対応いたします

梅満
COCORO薬局

梅満店
梅満町1009-1
三根ビル1階

0942-27-6722
9:00-18:00（月～金）
9:00-13:00（土）

0942-27-6722 夜間転送

江戸屋敷
タイヨ-ド-薬局

十二軒屋店
江戸屋敷1-1-5 0942-38-6606

9:00-18:00（月～金）
9:00-14:00（土）

営業時間外の対応はいたしません。

きりん薬局 北野町今山475-2 0942-78-2560
8:30-18:00（月～金）
8:30-15:00（土）

営業時間外は転送電話により相談対応いたします

そうごう薬局
北野店

北野町今山516-13 0942-23-1027
9:00-18:00（月火水金土）
9:00-17:00（木）

営業時間外は転送電話にて相談対応いたします

成沢薬局
北野店

北野町今山87-5 0942-41-3125
9:00-18:00（月火水金）
9:00-15:00（木）
9:00-13:00（土）

営業時間外の対応はいたしません

健康堂薬局 北野町中3318-1 0942-23-1677
9:00-18:00（月～金）
9:00-13:00（土）

営業時間外は対応出来ません。

りぼん薬局
北野店

北野町八重亀91-1 0942-23-1555
9:00-17:30（月～金）
9:00-11:30（土）

営業時間外の対応は致しません。
また平日12:00-14:00はスタッフ不在のため、対
応できません。

櫛原 あすなろ薬局 櫛原町22 0942-31-2399
9:00-18:00（月～金）
9:00-12:30（土）

時間外は080-1779-0943にて対応

溝上薬局
国分店

国分町1294-5 0942-51-0711
9:00-18:00（月～金）
9:00-13:30（土）

営業時間外の対応はいたしません

大賀薬局
国分店

国分町181-5 0942-51-8814
9:00-18:00（月～金）
9:00-12:00（土）

営業時間外は対応いたしません

COCORO薬局
八軒屋店

国分町1944-4 0942-51-2002
9:00-17:00（月火木金）
9:00-18:00（水）
9:00-13:00（土）

0942-51-2002

あおぞら薬局
国分店

国分町774-6 0942-65-6653
9:00-18:00（月火木金）
9:00-15:00（水）
9:00-13:00（土）

電話対応　0942-65-6653

小森野 玄武堂薬局 小森野2-16-30 0942-46-5380
9:00-20:00（月～金）
9:00-19:00（土）

営業時間外の緊急連絡先:090-8914-4416

荘島
新生堂薬局

荘島店
荘島町17番72 0942-36-8639

9:00-18:00（月～金）
9:00-13:00（土）

営業時間外の対応はいたしません

篠山調剤薬局 城南町13-2 0942-33-3711
9:00-18:00（月火木金）
8:00-16:00（水）
9:00-14:00（土）

090-1086-3397

さくら薬局
JR久留米駅ナカ店

城南町2番地21 0942-36-7501
9:00-19:00（月～金）
9:00-13:00（土）

新合川
溝上薬局

くるめ病院前店
新合川2丁目1-22 0942-27-6361

9:00-18:00（月～金）
9:00-13:00（土）

営業時間外の対応はいたしません
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薬局

地域 名称 所在地 電話番号 時間 備考欄
（営業時間外の対応方法・連絡先、その他留意事項）

たかむれ薬局
諏訪野町店

諏訪野町1785-2 0942-48-0482
9:00-18:00（月火木金）
9:00-13:00（水）
8:45-13:00（土）

営業時間外の対応はいたしません

福神調剤薬局
久留米南店

諏訪野町1903-3-13 0942-65-5123
9:00-18:00（月火木金）
9:00-13:00（水土）

営業時間外は転送電話により相談対応いたしま
す。

福神調剤薬局
諏訪野町店

諏訪野町2362-1 0942-34-1011
9:00-18:00（月火水金）
9:00-13:00（木土）

営業時間外の対応はいたしません

善導寺
クレア薬局
善導寺店

善導寺町与田392-11 0942-23-3717
9:00-18:00（月火木金）
9:00-13:00（水土）

営業時間外の対応はいたしません

大善寺調剤薬局 大善寺南1-21-5 0942-26-4102
9:00-18:00（月火水金）
9:00-17:00（木）
9:00-15:30（土）

080-4690-8336

ひいらぎ薬局 大善寺南1丁目14-8 0942-51-3399

【予約制】
9:00-12:00、
14:30-17:30（月火水金）
9:00-12:00（木土）

営業時間外の対応はいたしません

そうごう薬局
田主丸店

田主丸町上原305-11 0943-72-1921
9:00-18:00（月火水金）
9:00-17:00（木）
9:00-13:00（土）

営業時間外は転送電話にて相談対応いたします

まちのくすり屋さん
田主丸店

田主丸町殖木443-4 0943-73-4600
8:30-17:30（月火木金）
8:30-12:30（水土）

営業時間外で緊急の際は090-2113-1308にご連絡
ください。

あかね調剤薬局 田主丸町田主丸997-2 0943-73-3547
8:30-18:00（月～金）
8:30-15:00（土）
8:30-17:00（日・祝）

営業時間外の対応は致しません

久保薬局 津福本町1559-3 0942-35-3698
9:30-19:00（月～土）

営業時間外は、お電話にて対応いたします。緊急
の際は0942-35-3698又は090-5488-8778へご連絡
下さい。

大賀薬局
聖マリア病院前店

津福本町401-2 0942-33-3911
9:00-18:00（月～土）

営業時間外の対応はいたしません

杉岡調剤薬局 津福本町541-5 0942-38-6513
9:00-18:45（月～金）
9:00-12:45（土）

営業時間外で緊急の際は090-5923-8832にご連絡
ください。必要に応じ対応いたします。

アガペ久留米薬局 天神町111-1 0942-64-8802
9:00-18:00（月～金）
9:00-13:00（土）

営業時間外の対応はいたしません

クオール薬局
久留米店

天神町114 0942-36-7889
9:00-18:00（月火水金）
9:00-17:00（木）
9:00-13:00（土）

夏季お盆期間・年末年始等の営業時間は通常と異
なる場合がございます。

COCORO薬局
天神店

天神町133
マインドビル一階

0942-35-1788
8:30-18:30（月～金）
8:30-13:00（土）

営業時間外の対応はいたしません

チトセ調剤薬局 天神町6 0942-33-4750 9:00-18:00（月～土） 営業時間外の対応はいたしません

西 杉の樹薬局 西町921-14 0942-27-8158
9:00-18:15（月火水金）
9:00-17:00（木）
9:00-15:15（土）

営業時間外で緊急の際は090-5923-8832にご連絡
ください。必要に応じ対応いたします。

野中 ハ-ト薬局 野中町1458-G101 0942-46-5530 9:00-17:00（月～金） 営業時間外の対応はいたしません

野伏間 まんまる薬局 野伏間1-9-12 0942-51-3099
9:00-17:30（月～金）
9:00-12:30（土）

営業時間外は留守番電話・転送電話により相談対
応いたします
営業時間外で緊急の際は070-5403-3075にご連絡
ください。必要に応じ対応いたします。
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薬局

地域 名称 所在地 電話番号 時間 備考欄
（営業時間外の対応方法・連絡先、その他留意事項）

あおぞら薬局 花畑1-20-9 0942-39-8931
8:30-18:00（月火木金）
8:30-16:00（水）
8:30-12:30（土）

営業時間外は転送電話により相談対応いたします

ひだまり薬局 花畑3丁目3-11 0942-65-5566
9:00-18:00（月火水金）
9:00-12:30（木土）

営業時間外で緊急の際は090-8352-2583にご連絡
ください。必要に応じて対応いたします。

大賀薬局
花畑店

花畑一丁目23番地2 0942-31-1877
9:00-18:30（月～金）
9:00-13:00（土）

営業時間外は転送電話により相談対応いたします

玄武堂薬局
久留米東店

東町1-18 0942-46-3755
9:00-19:00（月～土）

080-3970-4591

溝上薬局
久留米東町店

東町30-7 0942-36-5005
9:00-18:00（月火木金）
9:00-13:30（水）
9:00-13:00（土）

営業時間外はご相談ください

日吉 久留米中央調剤薬局
日吉町17-14
山下ビル1階

0942-38-1684
8:45-18:15（月～金）
8:45-13:00（土）

営業時間外で緊急の際は080-5219-3656

藤山 ゆのそ調剤薬局 藤山町湯の曽1647-4 0942-22-8252
9:00-18:00（月～金）
9:00-13:00（土）

在庫状況ありますので営業時間内に電話で御予約
ください。
その際受け取り時間を指定をさせて頂く場合があ
ります。営業時間外の対応はいたしません。

かもめ薬局 本町15-33 0942-36-4406
9:00-18:00（月火水金）
9:00-13:00（木土）

緊急の場合は事前にお電話頂ければ、時間外対応
可能な場合もあります。

内野薬局 本町5-3 0942-33-1361 9:00-18:30（月～土） 営業時間外の対応はいたしません

新生堂薬局
御井店

御井町2176-3 0942-41-1180 8:30-18:00（月～金） 営業時間外の対応はいたしません

ひがし薬局
JR御井店

御井町695-11 0942-65-7165
9:00-18:00（月火木金）
9:00-13:00（水土）

営業時間外の対応はいたしません

三潴 スマイル調剤薬局 三潴町田川15-1 0942-64-5532
9:00-18:00（月火木金）
9:00-12:30（水土）

営業時間外で緊急の際は090-3194-9486にご連絡
ください。必要に応じ対応いたします。

宮ノ陣 みやせ調剤薬局 宮ノ陣5-9-26 0942-36-5558
9:00-18:00（月火水金）
9:00-16:00（木土）

090-7530-9281

六ツ門調剤薬局 六ツ門町11-21 0942-27-6591
9:00-13:00、
15:00-19:00（月～金）
9:00-13:00（土）

営業時間外の対応はいたしません。

松齢堂薬局 六ツ門町12-13 0942-32-3368 9:00-18:00（月～土） 対応しません

山川 いこいの薬局 山川追分1-7-14 0942-65-6520
9:00-18:00（月～金）
9:00-12:30（土）

営業時間外で緊急の際は080-2786-7620にご連絡
ください。必要に応じ対応致します。

店舗販売業

地域 名称 所在地 電話番号 時間 備考欄
（営業時間外の対応方法・連絡先、その他留意事項）

新合川 ゆめタウン久留米 新合川一丁目2番1号 0942-45-7100 9:30-21:00（月～日・祝）

営業時間外の対応はいたしません。薬剤師不在の
時間がある場合がございます。薬剤師の勤務時間
につきましては店舗に直接お問い合わせを願い致
します。
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