
令和４年度　宝塚市内処方せん応需保険薬局　抗原検査キット取扱薬局一覧

薬局名 営業時間 休業日 電話 ＦＡＸ 住       所

1 薬局エビラファーマシー
月火水金8:30～20:00/

木8:30～18:00/土8:30～13:00
日・祝/土午後 88-6222 88-6167 山本東３-１１-２３

5 ブライトン山本薬局
月水金9:00～19:00/

火木9:00～17:30/土9:00～15:00
日・祝 89-7562 89-7563 平井1-4-18

6 アイセイ薬局　宝塚店
月火水金9:00～19:00/

木土9:00～12:30
日・祝 82-1012 82-1013 山本南1-17-27

7 阪神調剤薬局 宝塚山本店 月水金9:00～19:30
火木8:30～16:30/土9：00～12:00

日・祝 82-2211 82-2212 山本丸橋3-1-5-2

8 おひさま薬局 月火水金9:00～19:00/
木9:00～17:00/土9:00～12:30

日・祝 89-3143 62-8737 山本西2-7-3 MUCCS珍樹園ビル104

10 ニシイチ薬局　健康館　山本駅前店
月火水金9:00～19:30

木9:00～17:00/土9:00～12:30
日･祝 80-2417 80-2411 山本東3-5-20

14 中山桜台薬局
月火木金8：30～18:00/水8:30～16:30

土8:30～12:00/日9:30～11:30
祝 80-2081 80-2082 中山桜台2-2-1 ファミリーセンター2F

15 さくら薬局宝塚五月台店 月火水金9:00～19:30
木9:00～17:00/土9:00～13:00

日・祝 80-1944 80-1958 中山五月台2-11-8

18 わかば薬局 月～金9:00～19:30
土9:00～13:00

日・祝 81-1146 81-1484 中山寺1-15-4

21 スギ薬局　宝塚中山店 月火水木金9：30～14:00、15:00～19：00
土9：30～13：00

日・祝 070-3291-8369 80-7663 売布東の町21-22　ダイエー宝塚中山店1階

22 ハーモニー調剤薬局中山寺店
月9:00～14:30,15:30～19:30/木9:00～17:00
火水金9:00～13:00,15:30～19:30/土9:00～

13:00
日・祝 88-6110 88-6300 中筋4-8-27　中山寺駅前ビル1F

23 さくら薬局中山寺駅前店
月火水金9:00～19:30/
木・土9:00～14:00

日・祝 82-5351 82-5352 中筋5-10-23-103

24 フタツカ薬局中山寺店 月～金9:00～19:00/
土9:00～13:00

日・祝 82-2200 82-2201 中筋5-13-15

28 フタバ薬局宝塚店 月火木金9:00～19:00
水9:00～17:00/土9:00～13:00

日・祝 78-8130 78-8131 安倉南1-17-12

30 フロンティア薬局宝塚店 月～金8：30～17：30
土9：00～12:00

日・祝・年末年始 81-0215 81-0216 小浜4-7-2

31 フロンティア薬局小浜店 月～金8：30～17：30 土・日・祝・年末年始 85-5188 85-5388 小浜4-7-6

32 祥漢堂薬局 宝塚店 9:00～18:00
土・日・祝
12/29～1/3 85-3080 85-3081 小浜4-8-34

33 アイン薬局 宝塚店 月～金9:00～18:00
土9:00～12:00

日・祝 85-5506 85-5507 安倉北2-1-33

37 フタツカ薬局 宝塚東 月～金9:00～19:00
/土9:00～13:00

日・祝 87-2581 87-2582 向月町19-7

39 イケダ薬局 月～金8:30～19:30/
土8:30～13:30

日・祝 86-3789 86-3689 売布２-５-１

40 べにや薬局 9:00～20:30 日・祝 86-9864 86-9857 売布２-５-１
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41 そうごう薬局宝塚売布店
月火金9:00～18:30/

水木9:00～18:00/土9:00～12:00
日・祝 81-9991 81-9992 売布2-14-16-1

42 さくら薬局宝塚売布店
月火水金9:00～19:00/

木9:00～17:00　土9:00～13:00
日・祝 86-4564 86-4570 売布２-１２-６　谷内ビル102

43 アイセイ薬局　売布店
月火水金9:00～19:00

木9:00～17:00 土9:00～12:30
日・祝 85-9106 85-9107 売布2-7-11

45 きらり薬局 月火木金　8:30～19:00
水8:30～18:00　土8:30～13:00

日・祝 85-3330 85-3332 寿町8-24

47 さくら薬局清荒神駅前店 月火水金8:30～18:00/
土8：30～15:00

木・日・祝 81-0146 81-0176 清荒神１-３-１５　パセオ清荒神

48 フロンティア薬局川面店
火木金9:00～19:00/
月土9:00～16:30

水・日・祝 83-6667 83-6665 川面４-９-６

54 アイセイ薬局　宝塚ソリオ店
月～金：9：00～19:00

土：9:00～13:00
日・祝 86-1235 86-1470 栄町2-2-1 ソリオ3　102

55 フタバ薬局花のみち店 月～金9:00～19:00
土9:00～16:00

日・祝 80-7285 80-7286 栄町1-6-1
花のみちセルカ一番館105号

56 宝塚ファミリー薬局 9:00～12:00,15:30～18:45 水午前・土午後・日・祝 86-6330 86-6311 栄町3-3-10

58 ステラ宝塚薬局 月～金9:00～19:00/土9:00～17:00/
日祝9:00～13:00

年始 84-4193 84-4194 武庫川町6-22-2F

59 完誠堂薬局川面店 月～土9:00～12:00
月火水金14:00～18:30/木14:00～16:00

日・祝 86-6611 86-6612 川面4-1-56

すみれガ丘 60 すみれガ丘薬局 月火水金9:00～19:30
/木土9:00～13:00

日・祝/木・土午後 87-2989 81-3581 すみれガ丘2-6ｰ1　ﾌﾟﾗｻﾞｺﾑｽﾞT13

67 阪神調剤薬局宝塚南店 月～金9:00～20:00/
土9:00～15：00

日・祝 74-8710 77-3302 南口2-5-30 宝塚第3バイオレット１-C

68 アイビー調剤薬局 月火水金8:50～13:30,15:30～19:00/
木8:30～16:40/土8:50～13:00

日・祝 76-5055 76-5085 南口１-８-２０

71 にしいち調剤薬局宝塚店 月～金9：00～19:00/
土日祝9:00～17:00

無休 76-3777 76-3700 野上１-１-７

73 さくら薬局逆瀬川駅前店 月～金8:30～19:15/
土8:30～13:00

日・祝 74-8048 74-8086 逆瀬川２-１-１１

77 大手前薬局 月火木金9:00～18:00/
水土9:00～12:00

日･祝/
水・土午後 76-3063 76-3062 伊孑志1-7-15 ユキホームビル2F

78 ステージ調剤薬局 月～金8:50～13:30,15:30～19:00/
土8:50～13:00

日･祝 73-5660 73-5678 伊孑志３-２-３０

79 薬局ト－ユ－ファ－マシ－ 月火木金9:00～19:00/水9:00～12:00
第一土9:00～15:00、それ以外の土9:00～13:00

日・祝 77-9900 77-9900 伊孑志３-６-２５

80 キリン堂薬局　逆瀬川店 月～金9:00～19:00/
土9:00～13:00

日・祝 76-5838 76-5839 伊孑志3-2-5

81 調剤薬局ファーマシー逆瀬川 月火木金9:00～19:30/
水9:00～17:00/土9:00～14:00

日･祝 73-5670 73-5670 伊孑志３-８-１５
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83 ちぐさ薬局
月火水金9:00～19:00/

土9:00～13:00
木・日・祝 77-1198 77-1198 千種２-１-６

84 さくら薬局小林駅前店
月火水金8:30～19:00/

木9:00～16:00/土8:30～12:00
日・祝 74-8058 74-8066 小林2-10-17 ｽﾄﾘｰﾄ小林2F

85 調剤薬局ファーマシー宝塚
月火水金8:50～13:00,15:00～19:00/

木8:50～17:00　土8:50～13:00
日・祝 74-6777 74-6778 小林５-４ー３９

86 さくら薬局宝塚小林店 月～金9:00～19:00/
土　9:00～13:00

日・祝/土午後 78-2864 78-2856 小林５-４-１９

87 西薬局　小林店 月火木金9：00～13:00,15:30～19:30/
水9:00～17:00/土9:00～13:00

日・祝/土午後 71-6560 71-6561 小林4-7-58-103

88 ニシイチ薬局　健康館小林駅前店 月～金9:00～19:00/土9:00～13:00 日・祝/土午後 72-2418 72-2411 小林2-9-18

89 えがおDe薬局宝塚店
月～金9:00～19:00/

土9:00～13:00
日・祝 78-2800 78-2801 福井町32-17　松本ビル103

90 スギ薬局　宝塚小林店 10：00～14：00、15:00～19：00 土・日・祝 61-8891 61-8892 小林3-9-35

91 スギ薬局　宝塚南店 平日9:00～14:00,15:00～19:00
土9:00～14:00,15:00～18:00

日・祝 080-3735-2526 61-7742 高司5-1-17

92 調剤薬局ツルハドラッグ宝塚末成店
月～金9:00～19:00/
土9：00～18:00

日・祝 73-7268 73-7268 末成町39-5

96 サエラ薬局仁川店 月～金9:00～19:30/
土9:00～14:00

日・祝 0798-56-1487 0798-56-1488 仁川北２-５-１

97 薬局らくらくファーマシー
月火水金9:00～20:00/

木土9:00～17:00/祝10:00～16:00 日 0798-54-1338 0798-54-1546 仁川北２-６-１０ サンローゼ仁川

98 サン薬局仁川店 月火木金9:00～19:00
水土9:00～12:30

日・祝 0798-31-3328 0798-31-3783 鹿塩2-11-12

99 薬局らくらくファーマシーウエスト
月～金9:00～19:30/

土9:00～13:00
日・祝 0798-42-8808 0798-42-8809 仁川北3-7-3

新 サエラ薬局宝塚店
月～水・金9:00～19:30/

木:9:00～12:00　土9:00～13:00
日・祝 0798-31-0983 0798-31-0984 仁川北2-5-1　さらら仁川北館1-118
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