
医療用新型コロナウイルス抗原検査キットをタカラ薬局全店で販売しております。

　※ACCESS店舗情報よりご確認下さい。

店舗名 郵便番号 　　　住所 　電話番号 営業時間・販売時間 備考

■ 年中無休店舗

タカラ薬局　福大筑紫病院前 818-0067 筑紫野市俗明院1丁目1-7 092-555-5603  　年中無休　9:00～21:00 年中無休

■ 祝日営業店舗

タカラ薬局　ネクサス 813-0016 福岡市東区香椎浜4丁目2-1 092-683-3900

　　月～金　9:00～18:00

（祝日)　9:00～18:00

             土　9:00～16:00

祝日営業

※日曜日休

■ 店舗一覧

　福岡市中央区

タカラ薬局　天神 810-0001
福岡市中央区天神5丁目7-7

メディカルシティ天神ビル１F
092-791-4000

月･火･水･金　9:00～18:30

　　　　  木　9:00～18:00

               土　9:00～13:00

タカラ薬局　浜の町病院前 810-0072 福岡市中央区長浜1丁目2-24 092-406-2966
月～金　8:30～18:00

      土　8:30～12:30

タカラ薬局　舞鶴 810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目６番１号１Ｆ 092-406-3547

月･水･木･金　9:00～17:00

               火 14:00～17:00

               土　9:00～13:00

タカラ薬局　薬院 810-0022 福岡市中央区薬院2丁目6-8　プラム薬院101 092-739-0072 月～土　9:00～18:00

タカラ薬局　小笹 810-0033 福岡市中央区小笹2丁目1-15 092-406-3265

月･火･水･金　9:00~19:00

　　木　9:00~12:30

　　土　9:00~13:00

タカラインナーナショナルファーマシー 810-0064 福岡市中央区地行1丁目4-6 092-752-1021
月･火･木･金　9:00～18:00

               土　9:00～13:30

　福岡市博多区

タカラ薬局　博多駅前 812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目25-21-1F 092-451-4355 
月～金　9:00～18:00

　　土　8:30～12:30

タカラ薬局　千代 812-0044 福岡市博多区千代3丁目3-11 092-641-0070 

月･火･水･金　9:00～18:00

               木　9:00～12:00

               土　9:00～16:00

タカラ薬局　三筑 812-0887 福岡市博多区三筑2丁目1-5 092-586-7774
月･火･水･金　 9:00～18:00

　　    木･土 　9:00～13:00

タカラ薬局　那珂 812-0893 福岡市博多区那珂1丁目17番1号 092-292-3990
月～金　8:30～18:00

　　土　8:30～13:00

　福岡市城南区

タカラ薬局　別府 814-0104 福岡市城南区別府3丁目1-6 092-847-7397 
月～金　9:00～18:00

　　土　9:00～13:30

タカラ薬局　茶山 814-0111 福岡市城南区茶山1丁目1-11-1 092-851-1711
月･火･木･金　9:00～18:00

          水･土　9:00～13:00

タカラ薬局　金山 814-0114 福岡市城南区金山団地50-1 092-872-5255
月～金　9:00～18:00

　　土　9:00～14:00

タカラ薬局　七隈 814-0133 福岡市城南区七隈4丁目11-5-1Ｆ 092-865-3366
月･火･水･金　9:00～18:00

          木･土　9:00～12:30

タカラ薬局　福大病院前 814-0133 福岡市城南区七隈7丁目42-12 092-836-5454
月～金　8:30～18:00

　　土　8:30～12:30

　福岡市早良区

タカラ薬局　西新 814-0002 福岡市早良区西新2丁目10-1　西新パレス1F 092-846-0029 
火･木･金　9:00～18:30

          水　9:00～15:00

タカラ薬局　荒江 814-0021 福岡市早良区荒江2丁目9-8-101 092-847-2900
月～金　9:00～18:00

　　土　9:00～13:00

タカラ薬局　飯倉 814-0161 福岡市早良区飯倉7丁目3-6 092-865-7176 
月～金　9:00～18:00

　　土　9:00～13:00

タカラ薬局　南庄 814-0031 福岡市早良区南庄1丁目2-24 092-847-1177
月･火･木･金　9:00～18:00

          水･土　9:00～13:00

タカラ薬局　原 814-0022 福岡市早良区原1丁目30-35 092-832-4688
月･火･水･金　8:30～17:30

          木･土　8:30～13:00



タカラ薬局　原中央 814-0022 福岡市早良区原6丁目29-40 092-407-8089
月･火･木･金　9:30～18:00

          水･土　9:30～13:00

タカラ薬局　次郎丸 814-0165 福岡市早良区次郎丸4丁目9-8 092-402-0309
月~金　9:00～18:30

　　土　9:00～13:00

福岡市西区

タカラ薬局　姪浜駅前 819-0006 福岡市西区姪浜駅南1丁目4-18-1F 092-883-1021
月～金　9:00～18:00

　　土　9:00～16:30

タカラ薬局　豊浜 819-0014 福岡市西区豊浜2丁目1-1-1F 092-892-3737
月･火･水･金　9:00～18:00

          木･土　9:00～13:00

タカラ薬局　福重 819-0022 福岡市西区福重4丁目7-4 092-881-3931
月･火･水･金　8:30～18:30

          木･土　8:30～13:00

タカラ薬局　西の丘 819-0041 福岡市西区拾六町3丁目8-20 092-891-1298
月･火･木･金　8:30～18:00

          水･土　9:00～12:00

タカラ薬局　橋本 819-0031 福岡市西区橋本2丁目33-33 092-834-5555 
月･火･水･金　9:00～18:00

               土　9:00～17:00

タカラ薬局　伊都 819-0367 福岡市西区西都1丁目7番37号 092-805-7866 
月～金　9:00～18:00

　　土　9:00～13:00

タカラ薬局　伊都東 819-0367 福岡市西区西都1丁目4番8号 092-405-0959  月～土　9:00～18:00

タカラ薬局　九大伊都キャンパス 819-0385 福岡市西区大字元岡744　センター5号館1F 092-407-0210 月～金　10:00～17:30

福岡市南区

タカラ薬局　長丘 815-0075 福岡市南区長丘5丁目24-16 092-408-7050
月･火･水･金　9:00～18:00

          木･土　9:00～13:00

タカラ薬局　平尾 815-0082 福岡市南区大楠2丁目8-29-1F 092-406-7145 月～土　8：30～18:30

タカラ薬局　大楠 815-0082 福岡市南区大楠3丁目17-21 092-406-8907

月･火･木･金             月･火･

木･金

  9:00～14:00／15:00～

タカラ薬局　野多目 811-1347 福岡市南区野多目1丁目2-26 092-557-8030
月~金　9:00～18:00

      土　9:00～12:30

タカラ薬局　野多目本店 811-1347 福岡市南区野多目1丁目3-1 092-555-3013
月～金　9:00～18:00

      土　9:00～13:00

福岡市東区

タカラ薬局　箱崎 812-0053 福岡市東区箱崎1丁目5-5 092-633-3140
月～金　8:30～18:00

　　土　8:30～13:00

タカラ薬局　箱崎南 812-0053
福岡市東区箱崎1丁目3-8

アシストレジデンス桜離宮101
092-631-2515

月･火･木･金　9:00～18:00

          水･土　9:00～13:30

タカラ薬局　箱崎九大前 812-0053 福岡市東区箱崎6丁目13-3-1F 092-260-3740
月･火･水･金　9:00～18:00

　　　木･土　9:00～13:00

タカラ薬局　原田 812-0063 福岡市東区原田1丁目24-20 092-292-2088
月･火･木･金　9:00～19:00

          水･土　9:00～13:00

タカラ薬局　千早 813-0044 福岡市東区千早2丁目1-36 092-674-3188
月～金　8:30～18:00

　　土　8:30～12:30

タカラ薬局　ネクサス 813-0016 福岡市東区香椎浜4丁目2-1 092-683-3900
月～金　9:00～18:00

      土　9:00～16:00

祝日営業

※日曜日休

タカラ薬局　八田 813-0031 福岡市東区八田1丁目14-9 092-691-3758

月･火･木･金　8:30～18:00

               水　8:30～12:00

               土　8:30～13:00

タカラ薬局　香椎 813-0005 福岡市東区御島崎2丁目2-41 092-661-1631
月～金　9:00～18:30

　　土　9:00～13:30

タカラ薬局　香椎宮前 813-0011 福岡市東区香椎4丁目1-31 092-692-2265
月･火･木･金　9:00～18:00

          水･土　9:00～13:00

福岡県糟屋郡

タカラ薬局　新宮駅前 811-0121 糟屋郡新宮町美咲2丁目11-6 092-941-7722
月･火･水･金　9:00～18:30

         木・土　9:00～13:00

タカラ薬局　志免 811-2244 糟屋郡志免町志免中央3丁目6-21 092-936-2260
月～金　9:00～18:00

　　土　9:00～12:00

タカラ薬局　仲原 811-2233 糟屋郡志免町別府北1丁目14-26 092-621-7573 

月･火･木･金　9:00～18:30

               水　9:00～18:00

               土　9:00～13:00

タカラ薬局　内橋 811-2320 糟屋郡粕屋町内橋東2丁目３－１ 092-938-7788
月～金　8:30～18:00

　　土　8:30～12:30

福岡県古賀市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市

タカラ薬局　舞の里 811-3114 古賀市舞の里3丁目15-6 092-941-1701
月～金　9:00～18:00

　　土　9:00～16:00



タカラ薬局　春日原北 816-0802 春日市春日原北町4丁目11-1F 092-592-0117 

月･火･木･金　9:00～19:30

               水　9:00～18:00

               土　9:00～17:00

タカラ薬局　山田 816-0922 大野城市山田2丁目2-26 092-572-6678

月･火･木･金　8:30～18:00

               水　8:30～16:30

               土　8:30～12:30

タカラ薬局　上大利 816-0955 大野城市上大利5丁目2-13 092-595-8787
月･火･木･金　8:30～18:00

          水･土　8:30～13:00

タカラ薬局　向佐野 818-0135 太宰府市大字向佐野44-7 092-555-2066
月･水･金　9:00～18:00

火･木･土　9:00～14:00

タカラ薬局　福大筑紫病院前 818-0067 筑紫野市俗明院1丁目1-7 092-555-5603  　年中無休　9:00～21:00 年中無休店舗

福岡県北九州市・田川郡

タカラ薬局　黒崎 806-0026 北九州市八幡西区西神原町1-27 093-643-5720 
月～金　8:30～18:00

　　土　8:30～12:00

タカラ薬局　香春口 802-0083 北九州市小倉北区江南町2-29 093-922-3038

 月･木　8:30～18:00

 火･金　8:30～19:00

      水　8:30～11:45

　   土　8:30～13:00

一本松調剤薬局 822-1405 田川郡香春町大字中津原1250-1 0947-44-3556
月～金　9:00～17:30

　　土　9:00～13:00


