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1 上原薬局 沖縄県国頭郡国頭村辺土名215-1 0980-41-2121 0980-41-5151 月～金8:30～19:00、土8:30～13:00 ×
車対応になるので、事前に在庫状況な

どの確認の電話してください。

2 伊差川薬局 沖縄県名護市伊差川274番地 0980-52-7388 0980-53-7832 月～金8:30～18:30、土8:30～13:00 ×

3
サンキュウファーマシー

うむさ店
沖縄県名護市宇茂佐1758‐1 0980-43-0099 0980-43-0098

月～金8:30～16:30

土8:30～13:00
×

4
サンキュウファーマシー

名護店
沖縄県名護市大北5丁目3番6号 0980-51-1939 0980-51-1941

月～金9:00～19:00

土9:00～17:30
×

5 名護中央薬局 大中店 沖縄県名護市大中5-4-47 0980-52-7550 0980-52-7558 月火水金8:30～18:00、木土8:30～12:30 ×

6 名護中央薬局 城店 沖縄県名護市城2-10-14 0980-52-5550 0980-43-6999
月～金午前9:00-13:00午後14:30-18:00、

土午前9:00-13:00
×

7 名護薬局 沖縄県名護市城1-1-3 0980-52-2410 0980-52-6174 月～金10:00～18:00、土10:00～15:00 ×

8 病院前薬局 沖縄県名護市大東3丁目21番22号 0980-51-1775 0980-51-1776 月～金9:00～18:00 ×
電話等による販売価格の問い合わせ不

可。クレジット決済不可

9 ふく薬局 うむさ店 沖縄県名護市宇茂佐1760-1 0980-50-9075 0980-50-9077
月火水木金:午前9:00～12:00

午後13:00～18:00
×

10 ふく薬局 名桜通り店 沖縄県名護市宇茂佐1703-101 0980-51-0333 0980-51-0339 月金9:00～17:00 ×

11 北部地区薬剤師会会営薬局 沖縄県名護市宇茂佐1712-17 0980-52-7752 0980-52-7753 月～金9:00～19:00 ×
予約や取り置きなどの対応は行ってお

りませんので、何卒、ご理解ください

ますようお願いいたします。

12 屋嘉比薬局 沖縄県名護市城2-1-28 0980-52-2053 0980-53-6545 月火水金土9:00～13:00 × 営業時間内で対応

13 恩納薬局 沖縄県国頭郡恩納村恩納6302 098-966-2924 098-966-2924
月水金土9:00～18:00

火木9:00～13:00
×

14 ふく薬局 もとぶ店 沖縄県国頭郡本部町大浜880-4 0980-51-6336 0980-51-6337 月火水木金9:00～18:30 ×

15 内間薬局 沖縄県国頭郡伊江村川平131-1 0980-49-2123 0980-49-2073 月～金9:000～12:30、14:00～18:30 × 0980-49-2123 時間外転送。

16 ぎのざ薬局 沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座367-3 098-968-2256 098-968-2256 休日なし8:00～23:00 × 英語は少しでしたら可能です。

17 あかみち薬局 沖縄県うるま市赤道11-13 098-974-1673 098-974-2165 月～金8:30～19:00、土8:30～18:30 ● ×
来局前に在庫状況を電話して確認して

ください。

18 いは薬局 沖縄県うるま市石川伊波428-5 098-965-6767 098-964-5411 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ○
現在在庫は十分にあります。

英語での詳細説明は、木曜午後のみ。

祝日、休日は転送電話あり。

19 さしだ薬局 曙店 沖縄県うるま市石川曙3-2-28 098-965-4906 098-965-4917
月火水金9:00～18:00

木土9:00～17:00
×

20 さしだ薬局 しらはま店 沖縄県うるま市石川白浜2-3-1 098-987-8128 098-987-8127 月～土:9:00～18:00 ● ×
症状のある方、濃厚接触者は駐車場に

て対応します。

21 東山調剤薬局 沖縄県うるま市石川東山2丁目30番21号 098-989-5543 098-989-5540
月火水金9:00～18:30

木土9:00～12:30
×

22 すこやか薬局 具志川店 沖縄県うるま市宮里261-16 098-974-2111 098-974-2641 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00

23 すこやか薬局 喜屋武店 沖縄県うるま市喜屋武546-1 098-923-1189 098-974-8622
月火水金8:30～18:00、木8:30～17:30、

土8:30～12:30
○ 英語対応:文書にて対応可

24 すこやか薬局 与勝店 沖縄県うるま市勝連南風原3577-1 098-987-8080 098-987-8088 月～金9:00～17:30 ● 〇

25 とくりん薬局 与勝店 沖縄県うるま市勝連平安名1655-1-2 098-978-8800 098-978-8810 月火水金土9:00～18:00、日9:00～13:00 ×
事前に電話で在庫状況などの確認をお

願いします。

26 へしきや薬局 沖縄県うるま市与那城西原988-3 098-978-6036 098-983-0041
月～金8:30～20:30、土曜日8:30～

19:30、祝祭日9:30～18:00
● × 英語対応:時間帯により可能です。

27 メイト平良川薬局 沖縄県うるま市喜屋武179 098-974-8811 098-974-2938 月火水木金土9:00～18:00 ×

28 和ごころ薬局 あかみち店 沖縄県うるま市赤道630 098-989-0715 098-989-0716 月～土9:00～19:30 ×

29 照屋薬局 沖縄県うるま市字平良川 122 098-974-1855 098-974-2063 月~土 10:00~19:00 ×

30 うらしま薬局 沖縄県中頭郡読谷村字⾧浜1743-2 098-923-3101 098-923-3102
月火木金9:00－12:30、14:00－18:00、

水土:9:00－13:00
● ○

31 ドラッグイレブン薬局 読谷店 沖縄県中頭郡読谷村古堅740 098-921-9313 098-921-9314 月火水木金土9:00～18:00 ● ×

32 ゆい薬局 嘉手納店 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納261 098-956-9777 098-956-9779 月～土9:00～18:00 ○
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33 あかみち薬局 美里店 沖縄県沖縄市美里仲原町28-18 098-921-3400 098-921-3401 月～土9:00～18:00 ×
お電話で在庫確認の上、ご来局お願い

します。

34 あなたのかかりつけ薬局 沖縄県沖縄市東2-25-3 098-939-3322 098-939-2211
月～金9:00～18:00

土9:00～13:00
×

事前に電話にて在庫の問い合わせをお

願い致します。

35 かみざと薬局 沖縄県沖縄市安慶田1-13-15 098-939-5464 098-939-5464
月火水木金10:30～19:00、土10:30～

13:00
×

36 さんり薬局 沖縄県沖縄市山里1-3-3 098-931-0707 098-931-0888
月火水金9:00～13:00、14:00～18:00

木土9:00～13:00
○

在庫ありますが、事前に電話にてご確

認お願いします。

37 すこやか薬局 あげだ店 沖縄県沖縄市安慶田3-11-33 1F 098-923-2802 098-923-2760
月火水木9:00～18:00、木9:00～17:00

土9:00～12:00
×

38 すこやか薬局 泡瀬東店 沖縄県沖縄市泡瀬2-54-4 098-989-4093 098-939-5093
月火水金8:30～17:30、木8:30～16:30

土8:30～17:00
×

39 すこやか薬局 登川店 沖縄県沖縄市登川495番地1 098-923-1320 098-934-1233
月火水木金8:30～18:00

土8:30～13:00
×

在庫が無い場合もございます。事前に

お問い合わせをお願いいたします。

40 すこやか薬局 中頭店 沖縄県沖縄市知花6-25-11 098-939-9923 098-939-9928
月火木金8:30～18:00、水8:30～17:00

土8:30～14:00
×

在庫が無い場合があります。事前にお

問い合わせください。

41 すこやか薬局 美里店 沖縄県沖縄市美原4丁目1番28号 098-921-4594 098-921-4597
月火水金9:00～18:00

木9:00～13:00、土8:30～17:00
○

42 ちむ心薬局 比屋根店 沖縄県沖縄市比屋根2-12-1 098-923-0848 098-923-0849 月～金9:00～17:30 ● ● ○

濃厚接触該当、症状がある方でも外で

の販売が可能です。事前にご連絡下さ

い。閉局時間後に来局になりそうな場

合、事前にご連絡ください。ご相談

承っております。

43 とくりん薬局 比屋根店 沖縄県沖縄市比屋根6丁目27-20 098-933-5511 098-933-5522 月火木金9:00～18:00、水土9:00～13:00 ○
事前に連絡があれば購入がスムーズに

できます。

44 ピー・ケイ・シー薬局 沖縄県沖縄市知花5-13-28 098-938-3189 098-938-3985 8:30～17:30、日曜・祝祭日を除く ×

45 ひやごん薬局 
沖縄県沖縄市比屋根1-10-5

サンクレスト泡瀬101
098-923-0244 098-923-0245 月～金9:00～17:30、土9:00～12:30 ● ● ○

濃厚接触該当者や症状がある方は薬局

の外に車を停めてもらい非接触による

対応ができますので、事前に連絡して

下さい。閉局時間に間に合わなそうな

場合は事前に電話ください。ご相談

承っております。

46 みらい薬局 沖縄県沖縄市山内3-11-1 098-989-3255 098-989-3254 月火水木金9:00～18:00 ×
本人や家族に症状がある場合は店舗外

での販売となります。

47 美里薬局 沖縄県沖縄市美原4-1-7 098-982-1185 098-982-1236
月火水金8:30～18:00、木9:00～13:00、

土9:00～17:30
● ×

48 みさと虹薬局 沖縄県沖縄市美里1-28-11 098-988-5510 098-988-5511 月～金9:00～21:00、土9:00～13:00 ×
時間外連絡先:098-988-5510(転送電話

で対応いたします)

49 ミドリ薬局 美里店 沖縄県沖縄市東2-26-1 098-929-3356 098-929-1313
月火木金9:00～18:30、水土9:00～18:00

日9:00～12:00
● ○

具合が悪い方は、駐車場よりご連絡く

ださい(098-929-3356)一般企業や老人

ホーム等の事業所への販売も可能で

す。

50 みはら薬局 沖縄県沖縄市美原4-1-15 098-929-3344 098-929-3345 月火水木金9:00～18:00、土9:00～17:30 ● ● ×

51 やまうち薬局 沖縄県沖縄市山内1-6-11 098-933-3922 098-933-3922
月火水金9:00～17:30、木9:00～16:30、

土9:00～12:30
× 検査キットの在庫有り

52 仲真薬局 沖縄県沖縄市上地1-5-2 098-932-1743 098-932-9033 月～土9:00～19:00 ● ● ○
営業時間外の対応方法、時間外連絡先

098-932-1743

53 登川薬局 沖縄県沖縄市登川2丁目27-1 098-989-4806 098-989-4807 月火木金9:00～17:30、木土9:00～13:00 ● ×

54 琉球クオール薬局 登川店 沖縄県沖縄市登川1-9-7 098-934-2160 098-934-3557
月水金9:00～18:30、木土9:00～18:00、

火9:00～19:00
○

55 すこやか薬局 北谷店 沖縄県中頭郡北谷町上勢頭629-2 098-926-3399 098-926-3400 月火水金土9:00～18:00、木9:00～17:00 × 在庫がない場合もあります。

56 やまびこ薬局 美浜店 沖縄県中頭郡北谷町美浜2-5-9 098-988-7591 098-988-7592
月火水金:8:30～12:45、14:30～19:00

土:8:30～12:30、13:30～18:00
○

在庫ありますが、念のため事前にご確

認お願いします。現金のみとなってお

ります。

57 あさひ薬局 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場360の4 098-935-1646 098-935-1647
月火木金9:00～19:00、水9:00～13:00

日9:00～18:00 (12:30～14:00休憩)
● ×

売り切れの為入庫待ちの事があるの

で、事前に電話で確認

58 イオン薬局 ライカム店 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 098-983-8805 098-983-8806 月～日・祝日9:00～18:00 ×

59 すこやか薬局 ライカム店 沖縄県中頭郡北中城村比嘉494-1 098-923-2234 098-933-7132 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ×

60 日本調剤 中部薬局 沖縄県中頭郡北中城村比嘉595-3 098-931-9701 098-931-9702 月～金9:00～20:00、土9:00～15:00 ● ● ○
中部徳洲会病院前の薬局。薬局前に駐

車場あります。症状ある方、事前に電

話と車受け取りお願いしております。

61 てまり中城薬局 沖縄県中頭郡中城村久場12-12 098-895-5588 098-895-6611
月火水金土9:00～18:30

木9:00～13:00
○
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売り切れの為在庫ありません。

中

部

地

区



地

区
NO 施設名称 住 所 電話番号 FAX番号 開局時間

唾液用

取扱

同時検査

取扱

英語

対応可
備 考

医療用抗原検査キット販売薬局一覧 R5.2.2

62 うさぎ薬局
沖縄県中頭郡西原町字呉屋102

番地の2 小波津ｱﾊﾟｰﾄ103号室
098-835-8608 098-835-8616

月火水金土9:00～18:30

木9:00～17:00
○

英語対応について：簡単なやりとりな

ら対応可能。翻訳等利用してできるだ

け対応致します。

63 うみ薬局 沖縄県中頭郡西原町字小橋川154-4 098-944-4567 098-944-4567 月水金9:00～17:30、木土9:00～12:30 ×

64 会営薬局うえはら 沖縄県中頭郡西原町上原1-26-1 098-946-1185 098-944-0567 月～金9:00～18:00 ● ● ×
事前に電話にて在庫の問い合わせをお

願い致します。

65 がじまる薬局 沖縄県中頭郡西原町小那覇1602-1 098-835-8800 098-835-8193
月水金9:00～19:00、火木土9:00～17:30

日・祝祭日9:00～17:30(輪番)
○ 日曜・祝祭日は輪番

66 カナン薬局 沖縄県中頭郡西原町幸地724-1 098-944-2477 098-944-2476 月～木9:00～18:00、日9:00～18:00 ○

67 きじゅ薬局 沖縄県中頭郡西原町上原1-25-7 098-944-3003 098-944-3007 月～金9:00～17:30 ×

68 さわやか薬局 西原店 沖縄県中頭郡西原町小波津3-7 098-944-2988 098-944-2987 月火水木金9:00～18:00、木9:00～12:00 ×
事前に電話にて在庫確認をお願いしま

す。

69 シーサー薬局 沖縄県中頭郡西原町幸地972番地6 098-943-9081 098-943-9082 月～金9:00～18:00 ● ● ○

70 すこやか薬局 西原店 沖縄県中頭郡西原町上原1-25-12 098-988-1093 098-945-1096 月～金8:30～18:00 ×
在庫がない場合がございます。事前に

確認をお願いいたします。

71 にしはら薬局 沖縄県中頭郡西原町字翁⾧240-9 098-975-6668 098-946-9033
月火木金9:00～18:00

水9:00～17:00、土9:00～12:00
×

72 にしばる薬局 沖縄県中頭郡西原町内間508-1 098-944-2222 098-944-7100
月水金8:30～17:30、火木8:30～19:00

土8:30～13:30
○

73 レキオ薬局 沖縄県中頭郡西原町上原1-25-8 098-944-3011 098-944-3022 月～金8:30～18:00 ×
濃厚接触者への販売は薬局駐車場。在

庫がない場合がございます。在庫確認

の上、ご来局お願いいたします。

74 いさ調剤薬局 沖縄県宜野湾市伊佐1丁目9番地17号 098-917-0947
月～水8:30～17:30

木日公休日:休み、土8:30～15:30
×

在庫がない場合もあります。事前に電

話にて在庫確認をお願いします。

75 がねこ薬局 沖縄県宜野湾市我如古3-8-8 098-942-2888 098-942-2885 月～金9:00~17:00、土9:00～12:00 ×
来店前に電話にて在庫確認お願いしま

す。営業時間内のみ対応

76
ぎのわん健康支援セン

ター

うちどまり薬局

沖縄県宜野湾市宇地泊818 098-890-0088 098-890-0033 月～土9:30～12:00 ×
駐車場で車中から注文していただき、

車までお持ちします。時間外は対応し

ていません。

77 すこやか薬局 宇地泊店 沖縄県宜野湾市宇地泊700番地 098-870-9990 098-870-9989 月火水金土9:00～18:00、木9:00～17:00 ○

78 ふてんま薬局 沖縄県宜野湾市普天間2丁目49の12 098-988-0102 098-988-1224 月～金9:00～18:00、土9:00～16:00 ○
日曜日、祝日の購入希望者は前もって

電話もらえれば開局します

79 ゆい薬局 ⾧田店 沖縄県宜野湾市⾧田1丁目26-17 098-896-0700 098-896-0707
月火木金9:00～18:30、水9:00～17:00

土9:00～13:00
×

80 Ｐ'ｓスクエア調剤薬局 
沖縄県浦添市西原2-4-1

P’sSQUARE 4F
098-871-3806 098-871-3813

月火水金10:00～13:00、14:00～19:00

木10:00～13:00
● ● ○

81 いは薬局
沖縄県浦添市城間3-1-1

 又吉アパート１F
098-874-1818 098-876-1818 月～土9:00~18:00 ×

82 うらそえ虹薬局 沖縄県浦添市宮城3-1-5-1 098-870-8660 098-875-6199
月9:00～19:00、火木金9:00～17:30、水

9:00～17:00、土9:00～13:00
● ×

83 くじら薬局 沖縄県浦添市伊祖2丁目3-6-2 098-917-2850 098-917-2851 月火木金9:00~18:00、水土9:00～13:00 ● ● ×

84 グリーンドラッグ薬局 伊祖店 沖縄県浦添市伊祖2-21-1-101 098-879-7401 098-879-7409 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ● ○ 唾液用は、在庫少なめ。

85 さつき薬局 沖縄県浦添市前田2丁目1517番 098-987-6806 098-987-6816
月火木金9:00～17:30

水土9:00～12:30
● ×

86 すこやか薬局 牧港店 沖縄県浦添市牧港4-2-17-101 098-870-8558 098-870-8559
月火木金8:00～18:30、水9:00～17:00

土9:00～17:30
×

在庫がない場合がございます。事前に

確認をお願いいたします。

87 すこやか薬局 宮城店 沖縄県浦添市宮城4-6-1 098-879-9820 098-879-9821 月～土9:00~18:00 ○

88 大信薬局 伊祖店 沖縄県浦添市伊祖4-12-2 098-873-0368 098-873-0367 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ● ×

89 とくりん薬局 経塚店 沖縄県浦添市字経塚745 098-875-5700 098-875-5711 月火木金土9:00～18:00、水9:00～16:00 ● ×
事前に電話にて在庫確認をお願いしま

す。

90 ふくぎ薬局 沖縄県浦添市城間4-3-8 098-870-1202 098-870-1203 月火水金9:30～18:00、木土9:30～13:00 ● ×

91 ももたろう薬局
沖縄県浦添市宮城6-1-20

メゾンヨシナガ1階
098-879-6888 098-894-3837

月水金9:00～18:00、火9:00～16:00

水土9:00～13:00
○

92 吉原東洋薬局 沖縄県浦添市伊祖2丁目3番1-103号 098-875-2547 098-875-2548
月火木金7:30～19:00、水7:30～11:30

土7:30～18:00
○

欠品の恐れがありますので、事前に連

絡を頂ければ幸いです。

93 吉原東洋薬局 宮城店 沖縄県浦添市宮城6-1-15-1 098-878-7272 098-878-7474
月火木金8:30～21:00、水8:30～12:00

土8:30～17:30
×
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94 あいあい薬局 沖縄県那覇市高良3-6-16 098-996-5341 098-996-5342
月火水金9:00～19:00、土9:00～17:30

日9:00～12:00
● ×

事前に電話にて在庫確認をお願いしま

す。

95 アイワ薬局 安謝店 沖縄県那覇市曙2丁目9番2号 098-868-3830 098-868-3860 月～土9:00～18:00 ×
在庫がない場合もございます。事前に

電話にて在庫確認をお願いします。

96 アイワ薬局 松島店 沖縄県那覇市松島2-1-19 098-887-1193 098-835-5285 月～金9:00～17:30 ×

97 あけぼの薬局 沖縄県那覇市曙3-20-15 098-941-2828 098-941-2829
月火木金9:00～18:30、水9:00～13:00

土9:00～17:00
×

常時備蓄があります。発熱ある方は来

局前にご連絡下さい。

98 イオン薬局 那覇店
沖縄県那覇市金城5-10-2

イオン那覇店1F
098-891-8211 098-891-8212 平日10:30～18:30 ×

99 いしみね薬局 沖縄県那覇市首里石嶺町4-94 098-884-7230 098-887-1469 月火木金9:00～19:00、水土9:00～14:00 ● ×
欠品していることもありますので、事

前問い合わせください。

100 いるか薬局 沖縄県那覇市天久2-20-15 098-988-9626 098-988-9628 月火木金9:00～18:00、水土9:00～13:00 ×

101 ヴァインドラッグ末吉薬局 沖縄県那覇市首里末吉町4-1-1 098-835-5544 098-835-5552 毎月～土10:00～19:00 ● ×

102 うらら薬局 沖縄県那覇市⾧田2-25-10-102 098-854-1193 098-854-1198 月～金9:00~18:00、土9:00～15:00 ● ×
営業時間内のみ対応可能。

営業時間外の問い合わせ等はご遠慮下

さい。

103 オアシス薬局 沖縄県那覇市上間275-3 098-836-8123 098-836-8166 平日9:00～17:00 ×

104 オアシス前田薬局 沖縄県那覇市首里石嶺町1-127-3 098-988-3085 098-988-3086 平日9:00～17:00 ×

105 おなは薬局 沖縄県那覇市安里388-127 098-884-2204 098-884-6035 月～土9:00～21:00 ● ○ 翻訳アプリを使っての販売になります

106 オリオン薬局 沖縄県那覇市牧志3-9-19 098-869-1073 098-869-1073
月水金9:00～18:00

火木土9:00～12:00
● ×

107 オリーブ薬局小禄店 沖縄県那覇市田原3-1-12-101 098-996-2255 098-996-1584
月火水金9:00～19:30、木9:00～15:00

土9:00～18:00、日9:30～12:30
● ● ×

事前にTELにて、在庫確認・購入予約

をしていただけるとスムーズです。祝

日でも開局している場合もあるので、

TELにてお問い合わせください。

108 おろく薬局 沖縄県那覇市小禄651番地 098-852-1325 098-852-1326 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ● ● ×

109 ぎぼ駅前薬局 沖縄県那覇市首里儀保町1-27 098-882-2150 098-882-2150 月～金9:00～18:30、土9:00～18:00 ×

110 共創未来 安里薬局
沖縄県那覇市安里1-7-6

玉井飼料ビル1階
098-860-5600 098-869-1678 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ×

111 共創未来 天久薬局 沖縄県那覇市天久910 098-860-7881 098-860-7882 月～金9:00～19:00、土9:00～14:00 ○
祝日が日曜日の場合は休み。英語対応

可能薬剤師は一人のみ(基本的に平日

9:00-17:00)

112 ぐすく薬局 沖縄県那覇市繁多川3-7-7 098-882-3139 098-882-3140 月~金9:00～18:00、土9:00～13:00 ×

113 クララ薬局ティエラ 沖縄県那覇市おもろまち4-16-22 098-860-8989 098-860-8728 月火木金9:00～17:30、水土9:00~12:30 ×
小規模薬局のため、混み合っている場

合はお待ち頂く可能性があります。

114 グリーンドラッグ薬局 首里店 沖縄県那覇市首里汀良町3-111-7 098-943-4190 098-886-3678
月～金曜日9:00～18:00、

土曜日9:00～13:00
● × 098-943-4190(転送電話)

115 グリーンドラッグ薬局 与儀店 沖縄県那覇市与儀274 098-833-8280 0120-339-455 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ● ×

116 こくら虹薬局 沖縄県那覇市古波蔵4-10-53 098-835-9280 098-835-9281 月火水木金9:00～21:00、土9:00～17:00 ● ×

117 さわふじ薬局 沖縄県那覇市真地299-18 098-996-4740 098-996-4741
平日9:00～18:00

土曜9:00～16:00
○

118 すこやか薬局 小禄店 沖縄県那覇市小禄2-3-21 098-857-8787 098-857-0023
月火木9:00～18:30、水9:00～13:00

金14:00～18:30、土8:30～16:00
×

119 すこやか薬局 おもろまち店 沖縄県那覇市銘苅3丁目22番33号 098-860-8051 098-860-8052
月火水木9:00～18:00、木9:00～17:00

土9:00～16:00
×

120 すこやか薬局 沖赤店 沖縄県那覇市与儀1-4-3 098-987-4093 098-987-4094 月～金9:00～18:00 ×
在庫がない場合がございます。事前に

確認をお願いいたします。

121 すこやか薬局 久米店 沖縄県那覇市久米2-10-1 098-864-1093 098-866-8360 月火水金8:30～17:00、木土8:30～12:00 ×

122 すこやか薬局 新都心店 沖縄県那覇市銘苅2-2-1 098-861-4093 098-861-2093
月～金9:00～18:00、

土9:00～12:30
● ×

店内がとても狭い為、濃厚接触者や接

触疑いのある方は販売をお断りしてお

ります。

123 すこやか薬局 田原店 沖縄県那覇市宇栄原1-6-38 098-857-4093 098-857-5093
月火水金9:00～18:00、木9:00～12:00

土9:00～16:30
×

124 すこやか薬局 松島店
沖縄県那覇市松島2-1-14

NFレジデンス松島2F
098-917-5093 098-884-8093 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ×

125 すこやか薬局 みやぐすく店 沖縄県那覇市宮城1-18-1 098-851-7104 098-851-7114
月火水木金9:00～18:00

土 9:00～12:00
×

在庫がない場合がございますので、事

前に確認をお願いいたします
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126 スマイル薬局 田原店 沖縄県那覇市田原1-9-2 098-858-3341 098-858-3626 月～金9:00～19:00、土9:00～17:00 ● ×
事前にLINE(@786khpew)か電話にて

在庫確認をお願いします。平日の午後

が空いています。

127 そうごう薬局 新赤十字前店 沖縄県那覇市与儀1-18-18 098-833-6721 098-833-6722 平日9:00～18:00、土9:00～13:00 ○

128 そなえる薬局 沖縄県那覇市真地183番地 2階 098-851-7801 098-851-7818 月～日・祝祭日8:30～23:00 ● ● ○

★平日夜間、日曜、祝日も積極的に対

応致します。

★時間外(夜間)でも遠慮せず先ずは

(070-1064-1741)お電話下さいませ。

お力に添えるよう頑張ります!

129 そよ風薬局 松川店 沖縄県那覇市松川442-8 098-943-3345 098-943-3346 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ×

130 たいせい堂薬局首里店 沖縄県那覇市首里石嶺町2-1 098-882-1414 098-882-1567 月火水木金土14:00～18:00 ● ×
販売時間以外もお電話くださって結構

です。

131 ㈱たいよう薬局 沖縄県島尻郡久米島町嘉手苅1364-1 098-985-4401 098-985-4402 月9:00～17:00、火～土9:00～18:00 ○

132 ㈱たいよう薬局 東店 沖縄県島尻郡久米島町真我里75-8 098-985-8040 098-985-8041 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ○

133 たくし薬局 沖縄県那覇市⾧田1-24-26 098-855-0004 098-855-0002 月～土8:30～18:00 ● ×

134 調剤薬局 クオレ 沖縄県那覇市天久2-28-24 098-988-4996 098-988-4997 月火水金8:00～18:00、木土8:30～13:00 ● ○
現在販売中⇒唾液、鼻タイプの2種あ

り。090-1080-3727 ※時間外でも連絡

あれば対応します。

135 つぼがわ薬局 沖縄県那覇市壺川2-13-41 098-855-0555 098-987-0556 月火木金9:00～18:00、水土9:00～13:00 ×

136 てらす薬局 沖縄県那覇市泊1-25-1（1Ｆ） 098-861-6241 098-861-6241 月火水木金9:00～18:00、土9:00～14:00 ×

137 とくりん薬局 赤嶺駅前店 沖縄県那覇市赤嶺2-1-9 098-851-7701 098-851-7702 月火水金土9:00～18:00 ×

138 とまり薬局 沖縄県那覇市泊1-11-7 098-866-1786 098-866-1786 月～金9:00～18；00、土9:00～13:30 ×

●体調不良の場合、外対応するので事

前に電話ください。●数量多い場合は

事前に電話いただけるとスムーズで

す。●薬剤師が対応しています。順番

に対応してるため混んでいるときお待

たせする場合もあります。

139 日本調剤 那覇中央薬局 沖縄県那覇市与儀1-5-6 098-833-8446 098-833-8447 月～金9:00～18:00、土 9:00～13:00 ○
在庫切れの可能性ありお問合せくださ

い！

140 はづき薬局 沖縄県那覇市与儀368-18 098-834-6863 098-834-6873 月～土9:30～20:00 ● ○ 携帯：090-3795-4306

141 はるはな薬局 沖縄県那覇市字安里395-2 098-887-7287 098-894-3875
月火水金9:00～18:00、木・土9:00～

13:00
× 入荷次第お知らせいたします。

142 ばなな薬局 沖縄県那覇市字小禄560 098-840-1241 098-840-1243
月火木金9:00～17:30 (12:30～14:00 昼休

み)水土 9:00～12:30
● ● ×

症状のある場合は、お車にて対応しま

す。完売時は、Googleの当薬局『最新

情報』にてお知らせします。

143 はれ薬局 
沖縄県那覇市寄宮153-1

玉満産業ビル1F
098-836-6413 098-836-6439 月～金9:00～18:00、土9:00～16:00 ○

144 吉田薬局 はんたがわ店 沖縄県那覇市繁多川5-23-1 098-854-1155 098-831-6190 月～金10:00～18:00 ○

145 ぴぃぷる第2薬局 沖縄県那覇市小禄1-1-43 098-857-4808 098-857-4148
月火水金9:00-18:00、木9:00-12:00、

土9:00-17:00
×

基本的に薬局外での対応。現金のみの

対応になります。在庫がない場合もあ

るので出来るだけ来局の前お電話下さ

い。

146 ぴぃぷる薬局 与儀店 沖縄県那覇市樋川1-18-40 098-831-7503 098-831-7523
月火水金9:00～18:00

木9:00～17:00、土9:00～13:00
×

147 ぴぃぷる薬局 石嶺店 沖縄県那覇市首里石嶺町3-31 098-884-8751 098-884-8752 月～金8:30～17:30 ×

148 ピーズ調剤薬局 あかみね店 沖縄県那覇市赤嶺1-10-7 098-851-7028 098-894-8924
月火木土10:00～13:00、14:00～20:00

水金10:00～13:00、日14:00～20:00
×

149 ひなた薬局うえばる 沖縄県那覇市宇栄原6丁目1-8 098-859-7273 098-859-7274 月火木金土9:00～18:30 ×

150 ふく薬局 泉崎店
沖縄県那覇市泉崎2-3-3

オフィス泉崎1-A
098-855-6150 098-854-5261

月火水9:00～17:30、木土9:00～13:00

金9:00～15:30
● ×

151 ふく薬局 こはぐら店 沖縄県那覇市古波蔵3-18-5 098-833-8122 098-833-8134 月火水金土9:00～18:00 ● ×
開局時間内に販売を行っています。(た

だし13:00～14:00の昼休憩中以外)

152 ふく薬局 まかび店 沖縄県那覇市真嘉比2-29-20 098-882-2936 098-882-2937
月水金土9:00～18:00

火木9:00～13:00、14:00～18:00
● ×

153 保険薬局プラネットまかび 沖縄県那覇市真嘉比3-6-1 098-882-4170 098-882-4160 月火水金9:00～18:00、木土9:00～13:00 ×

154 まつお虹薬局
沖縄県那覇市松尾2-17-30

宇地原ビル1階
098-869-1234 098-869-1267

月火木金9:00～17:30、水9:00～17:00

土9:00～13:00
×

症状のある方は薬局外での対応となり

ますので、事前に電話をお願いしま

す。英語対応:Google翻訳を使用しま

す。
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155 ミドリ薬局 三原店 沖縄県那覇市三原1丁目13-1 098-835-4294 098-835-4294
月火木金9:00～18:00

水土9:00～13:00
● × 1/20現在、鼻腔用、唾液用在庫有

156 ミント薬局
沖縄県那覇市牧志2-17-17

まきしビル１Ｆ
098-862-8887 098-862-8967 月火木金土9:00～18:00 ● ○

在庫確認の上、ご来局お願いいたしま

す。英語対応は説明文書をご用意して

おります。

157 ミント薬局 真地店 沖縄県那覇市真地156-2 098-882-6335 098-882-6336 月火水木金；8:30～18:00 ○

158 ゆらき薬局 天久店 沖縄県那覇市天久2-1-15 098-869-9051 098-869-9052 月火木金9:00～18:00、土9:00～13:00 ×

来局・電話で予約を承ります。濃厚接

触・症状のある方は、車でお越し下さ

い。電話で使用方法を説明し、キット

を車で販売します

159 ライム薬局 沖縄県那覇市安謝1-9-27 098-988-0505 098-988-0510
月火水金9:00～17:30

木9:00～12:00、土9:00～13:00
×

160 琉球漢方薬局 
沖縄県那覇市久茂地3-18-8

ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ森山1階
098-988-1857 098-988-1858

月火木金10:00～14:00－15:00～19:00、

水10:00～14:00
● ×

161 レオナ薬局
沖縄県那覇市松島2-1-20

レオナコーポ
098-886-4302 098-886-4166 月～金9:00～18:00 ● × 平日の営業時間内のみ販売

162 和ごころ薬局 くもじ店 沖縄県那覇市久茂地2-11-18-1階 098-988-1727 098-988-1728 月～金9:00～18:00、土9:00～17:00 ×
職域での購入は来局前にお電話くださ

い。

163 和ごころ薬局 さつき店 沖縄県那覇市宇栄原3-14-12 098-857-6111 098-857-6767 月～土9:00～18:00 ● × ラインにて予約受付中

164 いちご薬局 沖縄県島尻郡与那原町上与那原340-2 098-944-1309 098-945-8667 月火水金/9:00-18:00、木土/9:00-13:00 ×

165 みのり薬局 沖縄県島尻郡与那原町字東浜90-4 1F 098-946-4690 098-894-2006 月水木金土9:00～18:00、火9:00～13:00 ×

在庫数に限りがありますので、お電話

での問い合わせをお願いいたします。

症状のある方が来局する場合、その旨

をお伝えください。

166 あおぞら薬局 沖縄県島尻郡南風原町与那覇236-1 098-835-6633 098-835-6630 月火水金土8:30～18:30、木:8:30～13:30 ×
電話にて在庫確認して来局お願いしま

す。

167 さかき薬局 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1593番地 098-889-8600 098-889-8607 月火水木金8:30～18:30、土8:30～17:00 ● ×

168 すこやか薬局 南風原北インター店 沖縄県島尻郡南風原町与那覇283-102 098-996-1377 098-996-1029
月火水金土9:00～18:00、木9:00～

17:00、日9:00～18:00
×

169 イオン薬局 南風原店 沖縄県島尻郡南風原町宮平264 098-940-6120 098-940-6109 月～金9:00～18:00 ● ×

170 会営薬局医療センター前 沖縄県島尻郡南風原町新川218-10 098-963-8940 098-963-8946 月～金19:30～23:30、土日祝9:30～23:30 ● ● ×
事前に電話にて在庫の問い合わせをお

願い致します。

171 すこやか薬局 新川店 沖縄県島尻郡南風原町新川101-3 098-882-7111 098-882-7112
月火水木金9:00～18:30、土9:00～

12:00、土:要問合せ(9:00～12:00)
○

在庫がない場合がございます。あらか

じめお問い合わせください。

172 とくりん薬局 沖縄県島尻郡南風原町与那覇283 098-889-3580 098-889-3589 月～土曜日9:00～18:00 ×

173 はえばる薬局
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山

1315-1 ｶﾉﾝﾋﾞﾙ1階
098-940-6020 098-940-6021 月火水金9:00～18:00、土9:00～17:00 ×

174 メルシー薬局かねぐすく 沖縄県島尻郡南風原町兼城656-3 098-888-3888 098-888-3889 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ○

175 くすみ薬局 沖縄県南城市大里平良2545-1 098-945-9990 098-945-9970 月火木土8:30～13:00 ×
在庫がなくなり次第、販売中止になり

ます

176 ゆうな薬局 沖縄県南城市大里字仲間1133-4 098-945-6999 098-894-9400 月火木金9:00～18:00、土9:00～12:00 ×

177 りんりん堂薬局 沖縄県南城市大里平良2568-2 098-882-0051 098-882-0052 月火木金8:30～18:00、水土8:30～13:00 ×

178 ドラッグイレブン薬局 佐敷店 沖縄県南城市佐敷字津波古1226番1 098-947-1157 098-947-1158 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ● ● ×

179 くはら薬局 沖縄県南城市知念字久原693番地 098-852-5740 098-852-5741 月火水木金９:00～19:00、土9:00～13:00 ×
在庫少ないですが対応可能です。

098-852-5740(時間外は携帯に転送さ

れます)

180 あにも調剤薬局 沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇65-24 098-998-1189 098-998-0989
月水金9:00～17:30

火木9:00～12:30、土9:00～16:30
×

現在は入荷待ちのため電話で確認が必

要です。

181 くじら薬局 沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭154-10 098-840-7686 098-998-0505
月火木金9:00～18:00、水9:00～13:00

土9:00～17:00
×

182 東風平薬局 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1429-2 098-998-2337 098-998-1904
月火水金9:00～18:30

木9:00～13:00、土9:00～17:00
× 在庫確認してから来局お願いします。

183 すこやか薬局 外間店 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間157-1 098-851-4077 098-851-4087
月金9:00～18:30、火水木9:00～17:30

土9:00～12:00
×

184 日本調剤 南部薬局 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間184 098-851-9066 098-851-9077 月～金9:00～18:00、土9:00～13:00 ×
必ず電話での事前連絡の上、ご来局を

お願い致します！

※土曜の対応は不可。

185 みなみだいとう薬局 沖縄県島尻郡南大東村在所199 098-022-3505 098-022-3506 月～金9:00～18:00 ×
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186 会営薬局とよみ 沖縄県豊見城市宜保271番地 098-856-4160 098-856-6026
月～金9:00～17:30、土9:00～12:30

日祝お休み
● ×

事前に電話にて在庫の問い合わせをお

願い致します。

187 かなみ薬局 沖縄県豊見城市⾧堂375-6 098-987-1835 098-987-1836
月火水木金9:00～18:00

土9:00～13:00
×

在庫がない場合もございますので事前

にお問い合わせください。水曜の午後

は在宅訪問で不在の場合もございま

す。

188 豊見城薬局 沖縄県豊見城市宜保266番地の21 098-852-2811 098-850-2415 月～金8:30～17:30、土8:30～13:00 ×

189 万年堂薬局 平良店 沖縄県豊見城市平良103-3 098-850-3290 098-856-7209 月～金8:30～18:30、土8:30～16:00 ● ● ×

190 あさひの薬局 糸満店 沖縄県糸満市潮平787-15 098-995-2225 098-995-2226
月火水金土9:00～17:30

木9:00～17:00、日祝祭日9:00～12:30
×

191 新垣薬局 沖縄県糸満市糸満989-28 098-992-2362 098-992-2362 月～金8:30～20:00、土8:30～19:30 ● ○

192 新垣薬局 かねひで店 沖縄県糸満市兼城400 098-840-3030 098-840-3030
月～土9:00～12:00、15:00～21:00

日祝9:00～13:00、15:00～19:00
● ● ○

193 なごみ薬局 沖縄県糸満市潮崎町2-1-13 098-851-9944 098-851-9966
月～木9:00～19:00、金9:00～19:30

土9:00～18:00
● ○

唾液用は在庫状況による場合がありま

す。英語は翻訳機を使っての対応で

す。*時間外の場合は、緊急連連絡先

にご連絡いただけば対応できる場合が

あります。090-6860-5783

194 ひまわり薬局 沖縄県糸満市嘉数410-2 098-992-1125 098-851-3358 月火水木金8:30～17:30 ● ×

195 薬局えぱーわーな～ 沖縄県糸満市座波1822-8 098-851-8951 098-996-1489
月火金:9:00～18:00、水木:13:00～

21:00、土:9:00～15:00
● ● ○

English will guide you by pointing

時間外は、098-851-8951から転送で

薬剤師に繋がります。

196 ゆい潮平薬局 沖縄県糸満市字潮平767番地19 098-992-6122 098-995-9133
月火水木金9:00～18:00

土9:00～13:00
● ×

197 レモン薬局 糸満店 沖縄県糸満市潮平706-7 098-995-0023 098-995-0075 月火水木金9:00～18:00、土9:00～17:00 ×

198 いけむら薬局 沖縄県宮古島市平良東仲宗根184番地 0980-72-9229 0980-72-9029 月～金:8:30～18:00、土8:30～13:00 ×

199 コジャ薬局 市場前店 沖縄県宮古島市平良字下里556-3 0980-73-3362 0980-73-3359 月～土祝日9:00～19:00、日曜定休 ● ○

200 コジャ薬局東店 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根566番地1 0980-72-6385 0980-72-6614 月～日9:00～22:00 ×

201 シモジ薬局 沖縄県宮古島市平良東仲宗根256 0980-72-6624 0980-72-1288 月火水木金8:30～19:00、土8:30～14:00 ×

202 上地薬局 いしがき店 沖縄県石垣市真栄里584-1 09808-4-2134 09808-4-2136 年中無休8:30～22:00まで ● ○

203 幸地薬局 沖縄県石垣市登野城570 0980-83-6354 0980-83-6066 月火水木金9:00～19:00 ● ● × 休日対応可

204 ティーダ薬局 沖縄県石垣市真栄里241-4 0980-88-1151 0980-88-1152
月火木金8:30～18:00、水8:30～15:00、

土(第1.3.5のみ)8:30～13:00
● ×

205 はと薬局 沖縄県石垣市真栄里301-1 0980-83-8984 0980-83-8986 9:00～22:00 ● ● ○

206 ファーマシィ薬局 離島ターミナル 沖縄県石垣市美崎町1 0980-87-0806 0980-82-5638 月～金9:00～17:30 〇

207 ファーマシィ薬局やえやま 沖縄県石垣市真栄里587-1 0980-84-2255 0980-84-2256 月火水木金9:00～18:00、土9:00～13:00 ×

208 ファーマライズ薬局 石垣店 沖縄県石垣市新川2105番地 0980-88-0005 0980-88-0006 月～金9:00～17:30、土9:00～12:30 ×

209 美ら島薬局 沖縄県石垣市新川2427 0980-87-7766 0980-87-7767
月火水金9:00～18:30、木9:00～17:30、

土9:00～16:30
×
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