
新型コロナ経口薬対応薬局リスト（2021年12月27日）

市町村 薬局名 薬局所在地(市区町村以降)
たんぽぽ調剤薬局赤塚店 水戸市河和田2-1898-40
さくら薬局　水戸河和田店 水戸市河和田町4405-106
フローラ薬局河和田店 水戸市河和田町5003-4
日本調剤水戸薬局 水戸市開江町116-11
アイセイ薬局　水戸店 水戸市元吉田町1636-3
アルテ薬局 水戸市桜川2-4-17
水戸日赤病院前薬局 水戸市三の丸3-12-50
ＳＦＣ薬局けやき台店 水戸市酒門町1577-8
アイセイ薬局けやき台店 水戸市酒門町3142-8
さかど薬局 水戸市酒門町下千束1501-4
さくら薬局　酒門店 水戸市酒門町字浜井場302-1
滝川薬局 水戸市住吉町３－１１
SFC薬局かみみと店 水戸市上水戸1-9-5
ファーマシー中山城東薬局 水戸市城東1-10-1
ペガサス薬局 水戸市城東1-3-8
SFC薬局城東中央店 水戸市城東1-31-3
調剤薬局あすなろ 水戸市城南３－１５－５
アイセイ薬局水戸青柳店 水戸市青柳町4052
アイン薬局水戸赤塚店 水戸市赤塚1-1
さくら薬局　赤塚店 水戸市赤塚1-1870-28
アイセイ薬局緑岡店 水戸市千波町2269-2
ウエルシア薬局　水戸御茶園通り店 水戸市千波町277‐6
岩間東華堂薬局 水戸市泉町2-3-6
慈愛堂薬局 水戸市南町3-1-21
日本調剤　水戸中央薬局 水戸市梅香1-2-5
SFC薬局百合が丘店 水戸市百合が丘町8?5
ウエルシア薬局水戸百合が丘店 水戸市百合が丘町8番3

水戸市

そうごう薬局水戸店 水戸市六反田町1136-1
すまいる薬局日立店 日立市鮎川町2-7-3
つばさ薬局 日立市鮎川町2-8-7
サンドラッグ日立会瀬薬局 日立市会瀬町4-14-1

さくら薬局　日立駅前店
日立市幸町1-7-7　ニュークリニックス日立1
01号

アイセイ薬局日立北店 日立市十王町友部東2-5-25
フロンティア薬局　日立店 日立市助川町2-14-5
クオール薬局　日立北店 日立市小木津町962-3
さくら薬局日立店 日立市城南町2-1-6
セキネ薬局 日立市千石町2-1-9
アイセイ薬局　川尻店 日立市川尻町6-44-14
アルファーム薬局大みか店 日立市大みか町2-22-29
日本調剤　日立薬局 日立市中成沢町1-16-1
アイン薬局　日立田尻店 日立市田尻町3-23-5
アイセイ薬局東滑川店 日立市東滑川町１-３８-１６
さくら薬局日立本宮店 日立市本宮町2-7-2
日本調剤日立南薬局 日立市茂宮町435-3

日立市

アイセイ薬局　日立南店 日立市茂宮町沼田823-2
山口薬局　おおつ野店 土浦市おおつ野5-14-4
日本調剤土浦薬局 土浦市おおつ野5ー1ー16
今川薬局土浦店 土浦市おおつ野5丁目1-25
フヂヤ薬局 土浦市右籾宮塚2626-17
南山堂薬局乙戸南店 土浦市乙戸南3-110-5
ポプリ薬局桜町店 土浦市桜町3-5-3
南山堂薬局土浦北店 土浦市常名字赤池東山3968-8
南山堂薬局土浦店 土浦市川口1-5-19
ぷらす調剤薬局 土浦市大岩田1768-1

土浦市

さくら薬局　土浦駅西口店 土浦市大和町9-2　ウララ２ビル2F



新型コロナ経口薬対応薬局リスト（2021年12月27日）

市町村 薬局名 薬局所在地(市区町村以降)
駅前薬局ウララ３ 土浦市大和町9-3
山口薬局ウララ店 土浦市大和町9番2号土浦市
南山堂薬局中村店 土浦市中1085
日本調剤古河公園薬局 古河市駒ヶ崎3-13
アイン薬局総和店 古河市駒羽根830-2
ウエルシア薬局　古河鴻巣店 古河市鴻巣956-1
日本調剤古河西薬局 古河市鴻巣茶屋下1562-1
くるみ薬局 古河市三杉町2-28-1
オレンジ薬局諸川店 古河市諸川431-3
日本調剤古河薬局 古河市大堤291
さくら薬局　猿島店 古河市大堤字鹿養307の一部
さくら薬局　古河店 古河市東牛谷520-4

古河市

イソハタ薬局本町店 古河市本町3-1-31
かのこ薬局 石岡市鹿の子2-9-2

石岡市
南山堂薬局　石岡本店 石岡市東府中13458-92
つむぎ薬局 結城市下り松4-11-4
絹の里薬局 結城市結城1356-6
さくら薬局　結城店 結城市結城2987-1

結城市

ハニュウ薬局結城駅南店 結城市中央町1-5-20
レインボー薬局 龍ケ崎市愛戸町47
ももの木薬局 龍ケ崎市栄町4715-3
アリス薬局 龍ケ崎市根町3296-7
アイン薬局龍ケ岡店 龍ケ崎市中里1丁目1-12
スバル薬局 龍ケ崎市藤ケ丘4-5-5

龍ケ崎市

アイン薬局佐貫店 龍ケ崎市馴柴町1-15-5
アイン薬局　下妻店 下妻市下妻乙399-1
あけぼの薬局湖畔店 下妻市下木戸534-4下妻市
あけぼの薬局千代川店 下妻市別府295-8
あけぼの薬局 常総市古間木新田811-2
アイン薬局水海道店 常総市新井木町122-10
さくら薬局水海道森下店 常総市水海道森下町4429
あけぼの薬局内守谷店 常総市内守谷町3719-5

常総市

あけぼの薬局上石下店 常総市本石下4804-2
平塚薬局 常陸太田市栄町3005-3
のぞみ薬局 常陸太田市金井町3568-6
すばる薬局 常陸太田市金井町4815-2
アイセイ薬局谷河原店 常陸太田市谷河原町1180-4
アイン薬局佐竹南台店 常陸太田市天神林町870-243

常陸太田
市

うさぎ薬局 常陸太田市木崎二町　2005-3
わかば薬局　高萩 高萩市下手綱大谷口1928-1
さくら薬局高萩店 高萩市上手綱上ヶ穂1006-16
アイセイ薬局　高萩店 高萩市大和町2-4

高萩市

小豆畑薬局 高萩市大和町4-14
アイン薬局北茨城磯原店 北茨城市磯原町磯原2-291
そうごう薬局　北茨城店 北茨城市大津町　２５２１番地２北茨城市
ウエルシア薬局北茨城中郷店 北茨城市中郷町上桜井1586
アイセイ薬局　岩間店 笠間市下郷4446-186
アイセイ薬局こいぶち店 笠間市鯉淵6268-103
アイン薬局　友部店 笠間市鯉淵6526-236
アルファーム薬局友部店 笠間市八雲2-1058-208

笠間市

やくも薬局 笠間市八雲2-5-15
日本調剤　新取手薬局 取手市井野1195-3
クオール薬局取手店 取手市井野268－2
すず薬局　とりで店 取手市井野字井野1184-2
日本調剤取手薬局 取手市井野台5-2-28

取手市

そうごう薬局井野台店 取手市井野台5-2-29
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市町村 薬局名 薬局所在地(市区町村以降)
アイン薬局取手店 取手市井野台5丁目1-21
アイン薬局藤代店 取手市岡1462-5
ウエルシア薬局　取手新戸頭店 取手市戸頭9-21-23
ウエルシア薬局取手新町店 取手市新町3-9-41
さくら薬局取手谷中店 取手市谷中34-12
ひかり薬局取手店 取手市東2-6-40

取手市

クオール薬局取手西店 取手市野々井1926-2　取手市医師会館1階
つかもと調剤薬局下根店 牛久市ひたち野東3-2-2
根本薬局ひたち野店 牛久市ひたち野東５－３－２
南山堂薬局牛久店 牛久市牛久町１６６
アイン薬局上柏田店 牛久市上柏田4-55-12
アイン薬局牛久柏田店 牛久市上柏田4-59-4
アイン薬局牛久本店 牛久市上柏田４－５６－４
まりも薬局 牛久市中央5-12-18-102
日本調剤　牛久南薬局 牛久市南1-6-42

牛久市

根本薬局みどり野店 牛久市南２－２４－１４
ウエルシア薬局つくばみどりの店 つくば市みどりの1-32-1
さくら薬局　つくば榎戸店 つくば市榎戸509-40
あけぼの薬局　学園の森店 つくば市学園の森2-39-3
三島屋薬局 つくば市館野364-1
よしぬま薬局 つくば市吉沼2387-1
アイン薬局つくば栗原店 つくば市栗原3565-4
ハニュウ薬局研究学園店 つくば市研究学園4-4-11

南山堂薬局　研究学園駅前店
つくば市研究学園5-12-4  研究学園駅前岡田
ビル1階

ウエルシア薬局　つくば研究学園店 つくば市研究学園7丁目20-5
薬局セレクト古来店 つくば市古来514-13
さくら薬局　つくば駅前店 つくば市吾妻2-8-8　つくばｼﾃｨｱﾋﾞﾙ1階
あす薬局筑波店 つくば市高見原1-2-33
高崎薬局 つくば市高崎1371-6
さくら薬局つくば店 つくば市佐1006-3
さくら薬局　つくば作岡店 つくば市作谷1115－4
あおぞら薬局 つくば市桜2-15-6
ウエルシア薬局つくば春日店 つくば市春日３－１１－７
さくらい薬局つくば春日店 つくば市春日３－１２－１
さくら薬局　つくば松野木店 つくば市松野木152-15
ハニュウ薬局上ノ室店 つくば市上ノ室867-1
アイン薬局つくば学園店 つくば市上横場2573-256
アイン薬局つくば上横場店 つくば市上横場２５７３－１２８
共創未来つくば薬局 つくば市西平塚317-1
南山堂　竹園薬局 つくば市竹園2-8-19

アイン薬局つくば竹園店
つくば市竹園3-18-2 竹園ショッピングセン
ター内

アイン薬局つくば天久保店 つくば市天久保1-1-6
今川薬局つくば桐の葉モール店 つくば市天久保2-1-18

クオール薬局つくば桐の葉モール店
つくば市天久保2丁目1番18 筑波大学附属病
院アメニティモール1階

クレール薬局島名店 つくば市島名643-12
ウエルシア薬局つくば万博記念公園店 つくば市島名福田坪土地区画整理地B48街区
株式会社サイファーマ　グリー薬局 つくば市東平塚944-1
つくば二の宮薬局 つくば市二の宮2-5-1
ウエルシア薬局つくば豊里店 つくば市豊里の杜2-1-1
アイン薬局つくば北条店 つくば市北条5117
ウエルシア薬局つくば北条店 つくば市北条亀井５２０９－５
ハート薬局 つくば市面野井1004-4

つくば市

日本調剤つくば西大通り薬局 つくば市要1069-5
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市町村 薬局名 薬局所在地(市区町村以降)
つくば市 日本調剤つくば西大通り東薬局 つくば市要6-2

あんず薬局佐和店 ひたちなか市稲田221-6
ウエルシア薬局 ひちたなか佐和店 ひたちなか市高場1-22-6
アイン薬局かつた店 ひたちなか市石川1-1
さくら薬局　ひたちなか店 ひたちなか市石川町28-10
アイセイ薬局中根店 ひたちなか市中根4787-1
ながほりの薬局 ひたちなか市長堀町3-8-19
アイン薬局ひたちなか店 ひたちなか市津田2824-1
ウチダ薬局 ひたちなか市馬渡2567-23
あんず薬局馬渡店 ひたちなか市馬渡字向野2835-4

ひたちな
か市

おりーぶ薬局 ひたちなか市堀口616－1
薬局与市鹿嶋宮中店 鹿嶋市宮中297-12

鹿嶋市
あやめ薬局鹿嶋店 鹿嶋市厨５－５－１１
クオール薬局牛堀店 潮来市牛堀649-2

潮来市
アイン薬局潮来店 潮来市辻416-1
けやき台調剤薬局 守谷市けやき台2-11-6
ウエルシア薬局守谷ひがし野店 守谷市ひがし野2-2-5

南山堂薬局　アクロスモール守谷店
守谷市松ヶ丘6-6-1　アクロスモール守谷１
階

つばさ薬局 守谷市松前台1-16-10

守谷市

アイン薬局守谷店 守谷市立沢981-7
あすなろ薬局 常陸大宮市宇留野3115-1
おせ薬局 常陸大宮市上小瀬１４２５
なかとみ薬局 常陸大宮市中富町1004-1

常陸大宮
市

アイセイ薬局　常陸大宮店 常陸大宮市田子内町3031-3
すまいる薬局瓜連店 那珂市瓜連433-6
よしの薬局 那珂市西木倉166-1那珂市
かしのき薬局 那珂市中台750-6
アイセイ薬局下館店 筑西市甲147
やまぐち薬局　関城店 筑西市舟生　1059
ウエルシア薬局下館二木成店 筑西市二木成９４３

筑西市

やまぐち薬局野殿店 筑西市野殿1457
さくら薬局　坂東岩井店 坂東市岩井4597-1
つむぎ薬局 坂東市沓掛2525-7
アイン薬局坂東沓掛店 坂東市沓掛842

坂東市

アイセイ薬局坂東店 坂東市矢作天王前1680-2
稲敷市 さくらい薬局桜川古渡店 稲敷市古渡36-1
かすみが
うら市

ハニー薬局 かすみがうら市深谷2817-4

アイン薬局 桜川店 桜川市高森1024
アイセイ薬局さくらがわ店 桜川市高森字西飯島1023-3桜川市
アイセイ薬局 真壁店 桜川市真壁町亀熊123-4
田辺薬局知手中央店 神栖市砂山1014-35
あい薬局 神栖市大野原中央3-5-1神栖市
アイン薬局神栖店 神栖市知手中央7丁目3405-254
さくら薬局　行方玉造店 行方市若海793-7

行方市
さくら薬局 行方麻生店 行方市麻生1164-4
フダ調剤薬局 鉾田市札616-2

鉾田市
なのはな薬局 鉾田市樅山576-143
さくら薬局つくばみらい店 つくばみらい市紫峰が丘1-17-4つくばみ

らい市 みらい平薬局 つくばみらい市紫峰ヶ丘1-16-5
小美玉市 そうごう薬局　小美玉店 小美玉市中延656-3

アクア薬局　桜の郷店 茨城町桜の郷1400-4
サンリツ薬局水戸桜の郷店 茨城町桜の郷231-10
アイセイ薬局茨城町店 茨城町小鶴１２４

茨城町

みすず薬局　長岡店 茨城町長岡3317-75
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市町村 薬局名 薬局所在地(市区町村以降)
ねもと薬局しろくま店 大洗町磯浜町6881‐540
あんず薬局大洗店 大洗町桜道267　STビル1階B大洗町
スリービー薬局 大洗町大貫町830

城里町 アイン薬局　常北店 城里町石塚1341
ねもと薬局病院前店 東海村村松2083-6
さつき薬局東海店 東海村大字村松字中丸崎2083番7号東海村
ノース薬局 東海村白方1707-83

大子町 アイン薬局　だいご店 大子町大子822-1
美浦村 さくら薬局　美浦店 美浦村大谷1638-1

霞ヶ浦薬剤センター薬局 阿見町中央3-20-2
さくらい薬局阿見店 阿見町中郷2-1-7
南山堂薬局　阿見町店 阿見町中郷二丁目30番地6

阿見町

南山堂薬局　荒川沖店 阿見町本郷1-22-1
八千代町 さくら薬局　八千代菅谷店 八千代町1170-1

古河中央薬局　西南前 境町2189-15
ウエルシア薬局茨城境町店 境町38-3
さくら薬局　境西南店 境町長井戸1646-52

境町

さくら薬局　境町店 境町長井戸242-2
利根町 利根町薬局 利根町福木15


