
【簡易唾液抗原検査キット・メーカー会社】 

会社名： 株式会社 EO.コネクト 

所在地： 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-4 

URL  ： https://dw-covid19.com 

TEL  ： 06-6599-8991 

 

【簡易唾液抗原検査キット・販売元】 

会社名： minori 株式会社 

所在地： 東京都豊島区南大塚 1-60-20 

URL  ： https://www.minori.ltd 

TEL  ： 03-5810-1700 

 

【特定感染症補償付簡易唾液抗原検査キット販売元・保険契約者】 

会社名： DENGEN 株式会社 

所在地： 東京都千代田区神田神保町一丁目 14 番 3 号 

URL  ： https://www.dengen-g.com/covid-19/ 

TEL  ： 03-5217-3730 

TEL  ： 0120-72-3535 

https://dw-covid19.com/
https://www.minori.ltd/
https://www.dengen-g.com/covid-19/


 

【取扱及び販売企業店お問い合わせ先一覧】 

(九州地方エリア)福岡県福岡市 

・株式会社スタークリエイト 

所在地： 福岡県福岡市南区高木 2 丁目 2-12-605 

URL  ： http://sutarcreate.com 

TEL  ： 092-623-8211 

     080-1774-5326 

担当 ： 辻 

 

・株式会社皆陽 

所在地： 福岡県福岡市南区高木 2 丁目 2-12-605 

URL  ： http://kaiyou.co.jp/kit.html 

TEL  ： 092-558-4420 

 

・合同会社 Crist Holdings 

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南 4 丁目 17-32 

TEL  ：092-292-7170 

http://sutarcreate.com/
http://kaiyou.co.jp/kit.html


 

(九州地方エリア)福岡県遠賀郡・北九州市 

・株式会社キョウワ 

所在地：福岡県北九州市門司区片上町 3 番 10 号 

TEL  ：093-342-9331 

 

・シュンコウ 

所在地：福岡県北九州市門司区吉志六丁目 9-17 

TEL  ：090-6632-2399 

担当 ：藤本 

 

・株式会社皆陽グローバル 

所在地： 福岡県北九州市八幡西区下上津役 4 丁目 26 番 12 号 

TEL  ： 03-6434-7552 

 

・株式会社イオナ 

所在地：福岡県遠賀郡水巻町 3-1-43 

TEL  ：093-202-3050 



 

・有限会社ウエニシ 

所在地：福岡県北九州市門司区大里本町 2-5-32 

TEL  ：093-372-3600 

 

・日宝産業株式会社 

所在地：福岡県北九州市八幡東区川淵町 4-17 

TEL  ：093-651-4388 

 

・メンバーズ MIRAI 未来 

所在地：福岡県北九州市小倉北区堺町 1 丁目 4-6 ロワヨーム第一ビル 3F 

TEL  ：093-512-0015 

 

・株式会社上田電設 

所在地： 福岡県北九州市若松区宮丸 1 丁目 1-22 

URL  ： https://www.udk-k.com/ 

TEL  ： 093-981-9744 

 

https://www.udk-k.com/


 

(中国地方エリア)広島県 

・株式会社 HALU-INNOVATION 

所在地： 広島県広島市西区三滝町 16-3 ヤマシタ 6 ビル 1F 

URL  ： https://www.halu-innovation.com 

TEL  ： 082-521-8248 

 

・合同会社 JINSHEN 

所在地：広島県広島市西区南観音町 21 番 10 号 201 号室 

TEL  ：082-293-0345 

 

・森田工業有限会社 

所在地： 広島県竹原市港町 2 丁目 10-1 

URL  ： https://www.kensetumap.com 

TEL  ： 0846-23-5277 

 

 

(中国地方エリア)岡山県 

https://www.halu-innovation.com/
https://www.kensetumap.com/


・株式会社グレイト 

所在地： 岡山県岡山市中区倉田 182-2 

URL  ： http://www.s-great.jp 

TEL  ： 086-206-6934 

 

・株式会社 BONDS 

所在地：岡山県岡山市南区浜野 4 丁目 4-7 

TEL  ：086-261-7112 

 

 

(関西地方エリア)大阪府和泉市 

・有限会社オールズ 

所在地： 大阪府和泉市葛の葉町 3-1-56 

URL  ： https://www.alls-allforone.com 

TEL  ： 0725-39-0007 

 

(関西地方エリア)大阪府八尾市 

・株式会社 Aegis(アイギス) 

http://www.s-great.jp/
https://www.alls-allforone.com/


所在地： 大阪府八尾市垣内 1 丁目 179 番地 

URL  ： https://jpn.cn.com 

     https://aegis-inc.jp/ 

TEL  ： 072-941-0400 

 

(関西地方エリア)大阪府大阪市 

・株式会社 V2 ゴールデングループ 

所在地：大阪府大阪市北区堂島 1 丁目 1-25 

TEL  ：06-7777-2610 

 

・株式会社ビゴラスポイント 

所在地：大阪府大阪市北区長柄東 2-3-30-1216 

TEL  ：072-655-7705 

 

・株式会社 EO.コネクト 

所在地： 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-4 日宝長堀ビル 803 

URL  ： https://dw-covid19.com 

TEL  ： 06-6599-8991 

https://jpn.cn.com/
https://aegis-inc.jp/
https://dw-covid19.com/


 

・株式会社ワラフ 

所在地： 大阪府大阪市中央区北久宝町 4-3-8 本町アーバンライフ 304 号 

URL  ： https://walaugh.com 

TEL  ： 06-6121-2410 

 

・関西サーチ事業開発協同組合 

所在地：大阪府大阪市淀川区西中島 3 丁目 12-15 新大阪ビル 701 

TEL  ：06-6390-2055 

 

・株式会社エンジェル 

所在地： 大阪府大阪市西区本田 2 丁目 3-18-2F 

URL  ： https://angel-osaka.net 

TEL  ： 06-6616-9167 

 

・株式会社 d-works 

所在地： 大阪府大阪市中央区安土町 2-5-5 本町明大ビル 301 

URL  ： https://d-workscorp.com 

https://walaugh.com/
https://angel-osaka.net/
https://d-workscorp.com/


     https://dwcovid19.base.shop/ 

TEL  ： 06-6265-0057  

 

(関西地方エリア)大阪府堺市 

・株式会社 Y2 カンパニー 調剤店・一休薬局 

所在地： 大阪府堺市西区津久野 1-1-11F 

URL  ： https://www.kusurinomadoguchi.com 

TEL  ： 072-369-4519 

 

 

(関西地方エリア)大阪府羽曳野市 

・株式会社汎森 

所在地：大阪府羽曳野市確井 4-11-16 

TEL  ：072-911-4588 

 

 

(中部地方エリア) 

・関西サーチ事業開発協同組合 東日本支部 

https://dwcovid19.base.shop/
https://www.kusurinomadoguchi.com/


所在地：静岡県浜松市中区上島 7-20-5 

TEL  ：053-473-0895 

 

・フォースワン協同組合 

所在地： 静岡県浜松市東区大蒲町 118 番地の 5-3F 

URL  ： https://www.forceone-coop.com 

TEL  ： 053-544-5300 

 

・株式会社フォースワン 

所在地：静岡県浜松市東区西塚 200 番地 浜松サーラビル 4F 

TEL  ：053-582-8110 

 

・株式会社グラン・エトワール 

所在地： 静岡県浜松市東区天龍川町 303 番地の 3 

URL  ： https://www.grande-etoile.co.jp 

TEL  ： 050-5472-7874 

 

 

https://www.forceone-coop.com/
https://www.grande-etoile.co.jp/


(関東地方エリア)神奈川県 

・dg 株式会社 PCR 検査センター 

所在地：神奈川県横浜市中区伊勢佐木町 3-107-12-1 階 PCR 検査センター会場 

TEL  ：042-367-7131 

 

 

(関東地方エリア)東京都 

・minori 株式会社 

所在地： 東京都豊島区南大塚 1-60-20 

URL  ： https://www.minori.ltd 

TEL  ： 03-5810-1700 

 

・株式会社あわーずフィールド 

所在地： 東京都葛飾区亀有 3-26-1 リリオ亀有駅前 6F 

     東京都千代田区神田佐久間町 2 丁目 24-502 

URL  ： http://oursfield.com/ 

TEL  ： 03-5846-9787 

 

https://www.minori.ltd/
http://oursfield.com/


・株式会社香取マネジメントコンサルティング 

所在地：東京都千代田区神田須田町 1-34 FIRST・KK ビル 5 階 

TEL  ：03-3255-5121 

 

・おかめ堂 衆議院第二議員会館 

所在地：東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 B1F 

TEL  ：03-3592-1557 

 

・株式会社フビライ 

所在地： 東京都大田区下丸子 1-1-5 

URL  ： https://fubilai.co.jp 

TEL  ： 050-3578-8888 

 

・DENGEN 株式会社 

所在地： 東京都千代田区神田神保町一丁目 14 番 3 MT-O 神保町 11F 

URL  ： https://www.dengen-g.com/covid-19/ 

TEL  ： 03-5217-3730 

     0120-72-3535 

https://fubilai.co.jp/
https://www.dengen-g.com/covid-19/


 

・dg 株式会社 

所在地：東京都府中市宮西町 3-8-5 リブマックス B1 

TEL  ：042-367-7131 

 

・株式会社メディチューン 

所在地：東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F 

TEL  ：03-6403-5575 

 

・株式会社ミャンぽん 

所在地： 東京都新宿区百人町 1-16-21 

E-mail： info@pcr-check.site 

URL  ：https://secret-magical-shop.myshopify.com/collections/%E5%8

5%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81/products/%

E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%

81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E8%A3%9C%E5%84%

9F%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%

mailto:info@pcr-check.site
https://secret-magical-shop.myshopify.com/collections/%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81/products/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E8%A3%9C%E5%84%9F%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E5%94%BE%E6%B6%B2%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88
https://secret-magical-shop.myshopify.com/collections/%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81/products/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E8%A3%9C%E5%84%9F%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E5%94%BE%E6%B6%B2%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88
https://secret-magical-shop.myshopify.com/collections/%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81/products/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E8%A3%9C%E5%84%9F%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E5%94%BE%E6%B6%B2%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88
https://secret-magical-shop.myshopify.com/collections/%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81/products/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E8%A3%9C%E5%84%9F%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E5%94%BE%E6%B6%B2%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88
https://secret-magical-shop.myshopify.com/collections/%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81/products/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E8%A3%9C%E5%84%9F%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E5%94%BE%E6%B6%B2%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88


E5%94%BE%E6%B6%B2%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%AD%E3%

83%83%E3%83%88  

URL（2）：https://pcr 検査.online/ 

TEL  ：03-6276-0571 

 

 

(関東地方エリア)埼玉県 

・ベストウェイブ 

所在地：埼玉県三郷市彦成 1-225-3 

TEL  ：080-5388-4936 

担当 ：永富 

 

・新井 

所在地：埼玉県深谷市上柴町日 6 丁目 13-8 深谷横町ビル 1 階 

TEL  ：090-7058-9988 

担当 ：あらい 

 

 

https://secret-magical-shop.myshopify.com/collections/%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81/products/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E8%A3%9C%E5%84%9F%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E5%94%BE%E6%B6%B2%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88
https://secret-magical-shop.myshopify.com/collections/%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%95%86%E5%93%81/products/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%93%E8%A3%9C%E5%84%9F%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E5%94%BE%E6%B6%B2%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88
https://pcr検査.online/


(東北地方エリア)福島県 

・株式会社エムコーポレーション 

所在地：福島県郡山市巳六段 5 

TEL  ：024-947-0158 

 


