
楽天「新型コロナウイルス唾液PCR 検査キット」取り扱い店舗一覧（関東エリア） 2021年5月6日時点

（※取扱い店舗で在庫確保に努めておりますが、一時的な品切れの場合もございますので、お求めの際にはお電話で事前のご確認を頂けますよう、お願い申し上げます。）

都道府県 市区郡 店舗名 電話番号 通常営業時間 曜日により異なる営業時間 定休日

葛飾区 ココカラファイン薬局亀有店 03-3690-0062 9:00～19:00 土曜日の9:00～17:00、日曜日の9:00～14:00 祝日
アルプス薬局渋谷店 03-3780-5020 9:30～14:00 15:00～18:30 第1、3土曜日9:30～13:30 第2、4、5土曜日・日曜日・祝日
ココカラファイン薬局代々木上原南店 03-6407-8313 10:00～19:00 日曜日・祝日

新宿区 ココカラファイン薬局小田急エース店 03-3343-3964 10:00～21:00 5月11日までの土･日･祝日は10:00～20:00
ココカラファイン薬局南阿佐谷店 03-3313-0780 9:00～18:30 水・土曜日の9:00～18:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局荻窪南仲通り店 03-5347-2571 9:00～19:00 土曜日の9:00～16:00 日曜日
ココカラファイン薬局杉並堀ノ内店 03-3313-4622 9:00～19:30 土曜日の9:00～17:00、日・祝日の9:00～15:00
ココカラファイン薬局喜多見北口店 03-5497-7055 9:00～19:00 土曜日の9:00～14:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局砧店 03-5727-3099 9:00～19:00 土曜日の9:00～14:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局経堂店 03-5426-3091 9:00～19:00 土曜日の9:00～16:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局千歳船橋桜丘店 03-3706-0206 9:00～18:30 木・土曜日の9:00～17:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局成城西口店 03-3484-2566 9:00～20:00 木曜日の9:00～19:00、土曜日の9:00～16:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局成城通り店 03-6277-9082 月・火・木・金の9:00～14:00、15:00～18:00 土曜日の9:00～14:00 水曜日・日曜日
ココカラファイン薬局　千歳船橋調剤店 03-6913-2327 9:00～19:30 土曜日の9:00～17:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局祖師谷一丁目店 03-5490-6003 9:00～19:00 土曜日の9:00～16:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局梅ヶ丘一丁目店 03-5426-3013 9:00～18:30 土曜日の9:00～14:00 日曜日・祝日

千代田区 ココカラファイン薬局飯田橋店 03-5276-2158 9:00～19:30 土曜日・日曜日・祝日
ココカラファイン薬局大森山王店 03-5718-2866 9:00～19:00 土曜日の9:00～16:00 日曜日・祝日
ココカラファイン蒲田店 03-5711-7910 9:30～20:00 日曜・祝日の10:00～20:00
ココカラファイン薬局Luz大森店 03-5767-7047 9:00～19:00 土曜日の9:00～16:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局北嶺店 03-5754-2266 9:00～18:30 土曜日の9:00～12:30 日曜日・祝日

中野区 ココカラファイン薬局東中野5丁目店 03-5879-2393 9:00～19:00 土曜日の9:00～13:30 日曜日・祝日
品川区 ココカラファイン薬局大井町東口店 03-5783-7883 8:45～19:00 土曜日の8:45～14:00 日曜日・祝日

ココカラファイン薬局中目黒店 03-6303-0304 10:00～19:00 土曜日・日曜日・祝日
ココカラファイン薬局東邦大学大橋病院前店 03-6453-1816 9:00～18:00 土曜日の9:00～13:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局都立大学中根店 03-5731-1158 9:30～19:00 木曜日の9:30～17:30 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局都立大学平町店 03-6240-2620 9:00～19:15 土曜日の9:00～17:15 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局都立ファーマシー店 03-3717-6700 9:00～19:00 土曜日の9:00～15:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局上石神井通り店 03-3594-4456 9:00～21:00 火曜日の9:00～19:00、土曜日の9:00～13:00 日曜日・祝日
セガミ薬局練馬店 03-5987-5681 9:00～19:00 木曜日の9:00～18:00、土曜日の9:00～15:00 日曜日・祝日

国分寺市 ココカラファイン薬局　国分寺駅前通り店 042-312-4634 9:00～19:00 土曜日の9:00～18:00 日曜日・祝日
小金井市 ココカラファイン薬局小金井店 042-386-2580 9:00～19:00 日曜・祝日の9:00～17:00
多摩市 ココカラファイン薬局　多摩センター店 042-319-3927 9:00～19:00 土・日・祝日の9:00～18:00

ココカラファイン薬局　町田店 042-739-0207 9:00～20:00 土・日・祝日の9:00～18:00
ココカラファイン薬局成瀬店 042-732-6714 9:00～19:00 土曜日の9:00～17:00 水曜日・日曜日・祝日
ココカラファイン薬局　柴崎店 042-484-1290 9:00～20:15 土曜日の9:00～14:00、日曜・祝日の9:00～13:00 第１、第5の日曜日
ココカラファイン薬局　国領店 042-484-2817 9:00～19:30 日曜・祝日の10:00～18:00
ココカラファイン薬局　仙川店 03-5314-9815 9:00～19:30 土曜日の9:00～19:00、日曜・祝日の10:00～19:00
ココカラファイン薬局府中駅前店 042-367-6150 9:00～19:00 木曜日の9:00～18:00、土曜日の9:00～14:30 日曜日・祝日

ココカラファイン薬局分倍河原店 042-306-6475 9:00～19:00 土曜日の9:00～16:00 日曜日・祝日

ヘルスケアセイジョー薬局　あざみ野店 045-479-5400 9:00～19:00 土曜日の9:00～17:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局藤が丘店 045-972-1121 9:00～18:３0 水曜日の9:00～18:00、土曜日の9:00～14:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局相鉄いずみ中央店 045-805-1045 9:00～19:00 土曜日の9:00～14:00 日曜日・祝日
東邦薬局浦賀店 046-841-6822 9:00～17:30 土曜日の9:00～13:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局リドレ横須賀店 046-828-5130 9:00～19:00

大和市 セイジョー薬局　中央林間店 046-278-2421 9:30～18:00 土曜日の9:30～15:00 日曜日・祝日

足柄下郡 セイジョー薬局　真鶴店 0465-43-7831 9:00～17:00 日曜日・祝日

セイジョー薬局狭山ヶ丘店 04-2937-6831 9:00～19:00 土・日・祝日の9:00～15:00

デイリーケアセイジョー薬局　所沢中央店 04-2951-3612 9:00～19:30 木曜日の9:00～18:00、土曜日の9:00～14:00 日曜日・祝日

浦安市 ココカラファイン薬局新浦安店 047-381-2615 9:00～20:00 土曜日の9:00～19:30、日曜・祝日の10:00～19:00
千葉市 ココカラファイン薬局稲毛店 043-287-5071 9:30～19:00 土曜日の9:30～18:00 日曜日・祝日

船橋市 ココカラファイン薬局薬園台駅前店 047-468-8995 9:00～18:00 土曜日の9:00～13:00 日曜日・祝日
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楽天「新型コロナウイルス唾液PCR 検査キット」取り扱い店舗一覧（関西エリア） 2021年5月6日時点

（※取扱い店舗で在庫確保に努めておりますが、一時的な品切れの場合もございますので、お求めの際にはお電話で事前のご確認を頂けますよう、お願い申し上げます。）

都道府県 市区郡 店舗名 電話番号 通常営業時間 曜日により異なる営業時間 定休日

京都市下京区 ココカラファイン薬局ＪＲ京都駅店 075-746-3289 9:00～19:00 土曜日の9:00～16:00 日曜日・祝日

京都市北区 ココカラファイン薬局　北山店 075-721-3407 9:00～20:00 土曜日の9:00～18:00 日曜日・祝日

岸和田市 ココカラファイン薬局ＪＲ東岸和田駅前店 072-426-7270 9:00～18:00 土曜日・日曜日・祝日
高槻市 ココカラファイン薬局ＪＲ高槻駅店 072-691-0089 9:00～20:00 土曜日の9:00～14:00 日曜日・祝日
高槻市 ココカラファイン薬局摂津富田店 072-690-5367 9:00～20:00 土曜日の9:00～18:00 日曜日・祝日
堺市 ココカラファイン薬局泉ヶ丘駅店 072-296-0266 9:00～19:00 土曜日の9:00～17:00 日曜日・祝日

松原市 ココカラファイン薬局河内天美駅前店 072-360-4500 9:30～19:30 土曜日の9:30～13:00 日曜日・祝日
寝屋川市 ココカラファイン薬局寝屋川公園店 072-812-5991  9:00～18:00 土曜日の9:00～14:00 日曜日・祝日

ココカラファイン薬局佐井寺店 06-6318-6611 9:00～20:00 木曜日、土曜日の9:00～13:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局吹田グリーンプレイス店 06-6388-8833 9:00～20:00 土・日・祝日の9:00～19:00
ココカラファイン薬局江坂店 06-6310-6833 9:00～20:00 土曜日の9:00～18:00 日曜日・祝日

大阪市旭区 ココカラファイン薬局関目高殿店 06-4254-5205 9:00～20:00 土曜日の9:00～18:00 日曜日・祝日
大阪市港区 ココカラファイン薬局弁天町店 06-6572-5351 9:00～20:00 土曜日の:9:00～18:00 日曜日・祝日

大阪市生野区 セガミ薬局　南巽店 06-6755-3939 9:00～20:00 木曜日の9:00～18:00、土曜日の9:00～15:00 日曜日・祝日
大阪市中央区 ココカラファイン薬局大阪国際がんセンター店 06-6943-6177 9:00～18:00 土曜日・日曜日・祝日

ココカラファイン薬局ＪＲ桃谷駅店 06-6776-5089 9:00～19:00 土曜日の9:00～14:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局ＪＲ天王寺駅店 06-6718-4289 9:00～19:00 土曜日の9:00～14:00 日曜日・祝日
セガミ薬局　上本町店 06-6770-1955 9:00～18:00 土曜日の9:00～17:00 日曜日・祝日

大阪市福島区 セガミ薬局　堂島店 06-4798-8847 9:00～19:30 土曜日の9:00～17:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局　グランフロント大阪店 06-6359-2311 9:00～18:00 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局ＪＲ大阪駅店 06-6343-8189 9:00～19:00 土曜日の9:00～16:00 日曜日・祝日

豊中市 ココカラファイン薬局岡町店 06-7656-3857 9:00～19:30 土曜日の9:00～17:00 日曜日・祝日

神戸市須磨区 ライフォート須磨薬局 078-386-7561 9:00～21:00
神戸市垂水区 ココカラファイン薬局ＪＲ垂水駅店 078-704-2289 9:00～19:00 土曜日の9:00～14:00 日曜日・祝日
神戸市西区 ココカラファイン薬局春日台店 078-961-3316 9:00～20:00 土曜日の9:00～18:00 日曜日・祝日

神戸市兵庫区 ココカラファイン薬局兵庫駅前店 078-511-1501 9:00～18:00 土曜日・日曜日・祝日
神戸市北区 ココカラファイン薬局北神戸店 078-940-4400 9:00～18:00 木曜日の9:00～17:00 土曜日・日曜日・祝日

今津マルゼン薬局 0798-24-8622 9:00～19:30 土曜日の9:00～13:30 日曜日・祝日
ココカラファイン薬局エビスタ西宮店 0798-35-1085 8:30～19:30 土曜日の8:30～14:30 日曜日・祝日

川辺郡 ライフォートパークタウン薬局 072-767-3405 9:00～20:00 水・土曜日の9:00～17:00 日曜日・祝日
ライフォート薬局　食満店 06-7711-7715 9:00～20:00 水曜日の9:00～18:00、土曜日の9:00～15:00 日曜日・祝日
セガミ薬局　塚口店 06-4961-6852 9:00～21:00 土曜日の9:00～15:00 日曜日・祝日

ライフォート南塚口薬局 06-6421-0980 9:00～19:00 土曜日の9:00～17:00 日曜日・祝日
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