
フロンティア薬局における医療用抗原検査キットの取り扱いについて

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、医療用抗原検査キットを取り扱っている薬局をお知らせいたします。
医療用抗原検査キットの販売には、薬剤師による説明によって使用上の留意事項を十分にご理解いただく必要がございます。
そのため、販売は店舗の営業時間内に限らせていただきます。

なお、以下に掲載されている薬局において医療用抗原検査キットの在庫があることを保証するものではございません。あらかじめご了承ください。

※只今、全国で新型コロナウイルス新規感染者数が増大しており、急激に抗原検査キットの需要が高まり、メーカーの在庫が不安定になっております。
薬局でも、一時的に在庫が無くなる場合がございますので、お買い求めの際は、事前に在庫のご確認をお願いいたします。

薬局名 所在地 連絡先 営業時間 販売対応時間

フロンティアていね薬局 〒006-0811　北海道札幌市手稲区前田一条12-1-43 011-688-1611 (月～金)9：00～18：00　(土)9：00～12：00 24時間電話対応

フロンティア薬局手稲中央店 〒006-0811　北海道札幌市手稲区前田一条12-2-15 011-691-5501 (月～金)9：00～18：00　(土)9：00～12：00 24時間電話対応

フロンティア薬局中の島店 〒062-0921　北海道札幌市豊平区中の島一条8-3-32 011-820-5575
(月･火･木)9：00～18：00　(水･金)9：00～19：00
(土)9：00～13：00

24時間電話対応

フロンティア薬局帯広店 〒080-2470　北海道帯広市西二十条南4-45-14 0155-36-8866
(月･火･水･金)8：30～18：00
(木･土)8：30～12：30

8:30-18:00
(木土13:00)

フロンティア薬局鳥取店 〒084-0906　北海道釧路市鳥取大通5-15-1 0154-51-5587 (月～金)8：30～18：00　(土)8：30～13：00 8:30-18:00(土13:00)

フロンティア薬局新栄店 〒085-0032　北海道釧路市新栄町20-6 0154-22-6662 (月～金)8：30～18：00 8:30-18:00(平日)

フロンティア薬局若竹店 〒085-0036　北海道釧路市若竹町14-12 0154-24-3317
(月～金)8：30～18：00　(第1、3、5土)8：30～
13：00　(第2、4土)8：30～17：00

8:30-18:00(土13:00)

フロンティア薬局鶴ヶ岱店 〒085-0821　北海道釧路市鶴ヶ岱2-3-5 0154-43-3111 (月～金)8：30～18：00(土)9：00～12：00 24時間電話対応

フロンティア薬局盛岡店 〒020-0052　岩手県盛岡市中太田泉田66-11 019-656-2400 (月～土)9：00～18：00 開局時間

フロンティア薬局石鳥谷店 〒028-3111　岩手県花巻市石鳥谷町新堀第8地割34-4 0198-46-1733 (火～日)8：30～17：30 開局時間

フロンティア薬局前沢店 〒029-4201　岩手県奥州市前沢古城字比良59-8 0197-56-0505 (火･水･木･金･土･日)8：30～17：30 開局時間

フロンティア薬局浪岡店 〒038-1311　青森県青森市浪岡大字浪岡字平野191-19 0172-69-1313 (月～金)8：30～17：30　(土)8：30～12：30 開局時間

フロンティア薬局三戸店 〒039-0141　青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中16-5 0179-20-1661 (月～金)8：30～18：00　(土)9：00～13：00 開局時間

フロンティア薬局相馬店 〒976-0006　福島県相馬市石上字南蛯沢622-3 0244-37-7717 (月～金)9：00～18：00　(土)9：00～12：00 開局時間

フロンティア薬局青葉りんご店
〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央2-8-32
生活文化ビル1F

022-398-4830 (月～土)9：00～18：00 開局時間

フロンティア薬局広瀬店
〒980-0873　宮城県仙台市青葉区広瀬町4-8
ライオンズタワー仙台広瀬1F

022-723-1777
(月火水金)9：00～19：00　、(木土)9：00～18：
00

開局時間

フロンティア薬局矢本店 〒981-0503　宮城県東松島市矢本字大溜32-1 0225-90-3908 (月～金)8：30～18：00　(土)8：30～16：00 開局時間

フロンティア薬局四郎丸店 〒981-1101　宮城県仙台市太白区四郎丸字吹上69-1 022-242-6751
(月･火･木･金)9：00～19：00　(水･土)9：00～
14：00

開局時間

フロンティア薬局幸町店 〒983-0836　宮城県仙台市宮城野区幸町3-13-3-107 022-791-7887 (月～金)9：00～18：00　(土)9：00～13：00 開局時間

フロンティア薬局原町店 〒377-0801　群馬県吾妻郡東吾妻町原町651 0279-68-9233
(月～金)9：00～18：00
(土)9：00～16：00(第1･3･5)

24時間電話対応

フロンティア薬局御成門店 〒105-0003　東京都港区西新橋3-23-8　馬場ビル1階 03-6809-1478 (月～金)9：00～18：00(土)9：00～17：00 開局時間

フロンティア薬局東大井店 〒140-0011　東京都品川区東大井6-2-13 03-5753-5305 (月～金)8：30～17：30(土)8：30～15：00 開局時間

フロンティア薬局恵比寿店
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿4-1-18
恵比寿ネオナートビル1階

03-3440-4320 (月～金)9：00～18：00　(土)9：00～13：00 開局時間

フロンティア薬局新大久保店 〒169-0073　東京都新宿区百人町2-7-9　STKビル1階 03-5389-2620 (月～金)9：00～18：00 (土)9：00～13：00 開局時間

フロンティア薬局柿生店 〒215-0021　神奈川県川崎市麻生区上麻生6-27-10-104 044-986-1811 (月～金)9：00～18：00(土)9：00～13:00 開局時間

フロンティア薬局安城昭和店 〒446-0063　愛知県安城市昭和町17-26　日邦ビル1階 0566-71-3501
(月、火、水、金)9：00～18：30
(木、土)9：00～12：00

(月、火、水、金)
18:00迄

フロンティア薬局安曇野池田町店 〒399-8601　長野県北安曇郡池田町池田3209‐8 0261-61-4121 (月～金)9：00～17：30 開局時間

フロンティア薬局三国店 〒913-0042　福井県坂井市三国町中央1-1-19 0776-82-8561 (月～金)8：30～17：30　(土)8：30～12：30 開局時間

フロンティア津幡薬局 〒929-0346　石川県河北郡津幡町潟端421-17 076-288-7830
(月･金)9：00～19：00　(火･木)9：00～17：00
(水)9：00～18：00　(土)9：00～15：00

開局時間

フロンティア薬局富山中央店 〒930-0975　富山県富山市西長江1-6-37 076-425-3211 (月～金)9：00～17：30 開局時間

フロンティア薬局福島店 〒553-0003　大阪府大阪市福島区福島4-2-75 06-6459-1330 (月～金)9：00～18：00　(土)9：00～12：00 24時間電話対応

フロンティア薬局稲葉元町店 〒660-0055　兵庫県尼崎市稲葉元町2-17-30 06-6430-1500
(月･水･金)8：30～19：30　(火･木)8：30～17：30
(土)8：30～12：30

開局時間

フロンティア薬局稲葉荘中央店 〒660-0064　兵庫県尼崎市稲葉荘2-6-20 06-6414-1212 (月～金)8：30～17：30　(土)9：00～12：00 開局時間

フロンティア薬局稲葉荘店 〒660-0064　兵庫県尼崎市稲葉荘2-6-19 06-6430-1470 (月～金)8：30～17：30 開局時間

フロンティア薬局南芦屋浜店 〒659-0034　兵庫県芦屋市陽光町4-61 0797-21-5751 (月～金)9：00～19：00　(土)9：00～13：00 開局時間

フロンティア薬局室川店 〒662-0863　兵庫県西宮市室川町11-2-102 0798-75-2808 (月～金)9：00～18：30　(土)9：00～13：00 開局時間

フロンティア薬局西宮駅前店 〒662-0918　兵庫県西宮市六湛寺町12-1 0798-38-6783
(月火水金)9：00～19：00　(木)9：00～18：00
(土)9：00～13：00

開局時間

フロンティア薬局門戸店 〒663-8031　兵庫県西宮市伏原町7-15-103 0798-66-5852
(月･水･金)　9：00～19：30　(火･木)　9：00～
17：00　(土)　9：00～12：30

開局時間

フロンティア薬局瓦木店 〒663-8107　兵庫県西宮市瓦林町2-15 0798-66-0134
(月･火･水･金)9：00～13：00、14：00～19：30
(木)9：00～17：00　(土)9：00～12：30

開局時間

フロンティア薬局鳴尾店 〒663-8183　兵庫県西宮市里中町3-7-13 0798-41-7248 (月･火･水･金)9：00～19：00　(土)9：00～12：00 開局時間

フロンティア薬局昆陽池店 〒664-0015　兵庫県伊丹市昆陽池1-79-1 072-787-7234 (月～金)9：00～18：00　(土)9：00～12：00 開局時間

フロンティア薬局小浜店 〒665-0827　兵庫県宝塚市小浜4-7-6 0797-85-5188 (月～金)8：30～17：30 開局時間

フロンティア薬局西鈴蘭台店 〒651-1114　兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2-21-2 078-591-7010 (月～金)9：00～18：00　(土)9：00～13：00 開局時間

フロンティア薬局湊川駅前店
〒652-0046　兵庫県神戸市兵庫区上沢通1-1-1
信栄商事ビル１F

078-579-4600
(月･水)9：00～19：00　(火･木)9：00～17：00
(金)9：00～18：00　(土)9：00～13：00

開局時間

フロンティア薬局兵庫駅前店
〒652-0897　兵庫県神戸市兵庫区駅南通1-2-24
アーバンビレッジ兵庫エスタシオン1Ｆ

078-652-9891
(月･火･木･金)　9：00～19：00
(水･土)　9：00～12：30

開局時間

フロンティア薬局長田店 〒653-0811　兵庫県神戸市長田区大塚町6-1-14 078-612-0272
(月･水･金)　9：00～18：30　(火･土)　9：00～
12：30

開局時間

フロンティア薬局舞子店 〒655-0046　兵庫県神戸市垂水区舞子台2-9-10-1Ｆ 078-787-3211
(月･火･水･金)9：00～19：00
(木)9：00～17：00　(土)9：00～12：30

開局時間

フロンティア薬局英賀保店 〒672-8092　兵庫県姫路市飾磨区英賀春日町2-11 079-237-5118 (月～金)9：00～19：00　(土)9：00～13：00 開局時間

フロンティア薬局茶園場町店 〒673-0849　兵庫県明石市茶園場町1-13 078-919-6001 (月～金)9：00～17：30　(土)9：00～12：00 開局時間

フロンティア薬局加東店 〒673-1451　兵庫県加東市家原86-5 0795-42-8110 (月～金)8：30～17：00 開局時間

フロンティア薬局加古川店 〒675-0003　兵庫県加古川市神野町神野字大林190-5 079-430-5300 (月～金)9：00～18：00 開局時間

フロンティア薬局高砂店 〒676-0014　兵庫県高砂市荒井町日之出町4-5 079-443-8473 (月～金)9：00～18：00 開局時間

フロンティア薬局乃白店 〒690-0045　島根県松江市乃白町2001 0852-60-0760 (月～金)8：30～17：30 開局時間

フロンティア薬局岡山日赤前店 〒700-0941　岡山県岡山市北区青江1-8-6 086-235-5301 (月～金)　8：30～17：30 開局時間

フロンティア薬局大洲中央店
〒795-0063　愛媛県大洲市田口甲86-1
大洲中央ビル103号

0893-59-0630 (木～日･月)9：00～18：00 開局時間

フロンティア薬局本郷店 〒792-0042　愛媛県新居浜市本郷3-5-31 0897-31-6120 (月～金)9：00～18：00 開局時間

フロンティア薬局宇和島店 〒798-0060　愛媛県宇和島市丸之内2-1-4 0895-26-5570 (月～金)8：30～18：00 開局時間


