ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

⽔⼾市

施設名

調剤薬局あすなろ

所在地

⽔⼾市3-15-5

電話番号

029-233-0383

受付の曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

10：00〜16：00

PCR

抗原定性

検査

検査

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽔⼾市

ウエルシア薬局⽔⼾けやき台店

⽔⼾市けやき台1-140-1

029-240-1257

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜14:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
PCR ⽉〜⾦9：00〜14：30，
⽔⼾市

たんぽぽ調剤薬局⾚塚店

⽔⼾市河和⽥2-1898-40

029-253-5000

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

抗原検査 ⽉・⽕・⽊・⾦9：

⽇;⾦曜⽇；⼟曜⽇

00〜18：00，⽔9：00〜17：

PCRは⼟曜⽇は受付しません。

00，⼟9：00〜16：00

要予約。事前に070-7655-4596へ連絡して
⽔⼾市

フローラ薬局 河和⽥店

⽔⼾市河和⽥町5003-4

029-255-4193

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9:10〜10:00 14:00〜15:00

2022年8⽉11⽇(⽊曜⽇)から2022 ください。予約対応
年8⽉15⽇(⽉曜⽇)は検査不可

⽉曜⽇〜⾦曜⽇。

○

⼟曜・⽇曜は留守電もしくはSMSで対
応。

※要予約。弊社ホームページから予約して
いただいた⽅を優先しています。
https://reservation.nicho.co.jp/reserve?i
d=4&code=383（当⽇のご予約は電話で
⽔⼾市

⽇本調剤⽔⼾薬局

⽔⼾市開江町116-11

029-309-1266

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

の受付とさせていただきますが、予約状
9：00〜18：00

況や検査キットの在庫状況によってはご

○

○

希望に添えない場合がございます。ご不明
な点がございましたら、お電話にてお問い
合わせください。）
※抗原検査キットの在庫がないため、抗
原検査の受付停⽌中

要電話予約。検査資材等の関係上受付可
⽔⼾市

アイン薬局⽔⼾双葉台店

⽔⼾市開江町224-4

029-309-6020

⽔曜⽇

9:00〜10:00

能⼈数に限りがございますのでご了承くだ

○

さい。
要電話予約。検査資材等の関係上受付可
⽔⼾市

薬局セレクト双葉台店

⽔⼾市開江町289-2

029-353-7620

⽔曜⽇

10:00〜12:00

能⼈数に限りがございますのでご了承くだ

○

さい。
要予約。事前に070-7655-4596へ連絡して
⽔⼾市

フローラ薬局本店

⽔⼾市開江町743-5

070-7655-4596

⽇曜⽇

9:00〜16:00

ください。予約対応

⽉曜⽇〜⾦曜⽇。

⼟曜・⽇曜は留守電もしくはSMSで対
応。

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村
⽔⼾市
⽔⼾市

施設名
けんこうリンク（公益財団法⼈茨
城県総合健診協会）
アイピック薬局

所在地

電話番号

⽔⼾市笠原町489-5

029-241-0053

⽔⼾市笠原町978-27

029-246-6106

受付の曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考
要予約。事前にホームページをご確認くだ

9：00〜17：00

さい。

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽊曜⽇;⾦曜⽇ 10:30〜16:00

PCR

抗原定性

検査

検査

○
○

○

○

○

○

○

電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
⽔⼾市

クスリのアオキ吉沢薬局

⽔⼾市吉沢町195番地3

0293-06-6565

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

⽔⼾市

⽊下グループ新型コロナ検査セン

⽔⼾市宮町1-2-4 マイムビル1

ター⽔⼾駅店

階

アイン薬局⽔⼾宮町店

⽔⼾市宮町3丁⽬2-15

03-4333-1640

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

12:00〜17:00

要電話予約。検査資材等の関係上受付可
⽔⼾市

029-291-8222

⽕曜⽇

16:00〜17:00

能⼈数に限りがございますのでご了承くだ

○

さい。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽔⼾市

ウエルシア薬局⽔⼾⾒和店

⽔⼾市⾒和1-309-2

029-257-6682

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
⽔⼾市

アイ⽔⼾薬局

⽔⼾市⾒和1-369-26

029-291-6040

⽉曜⽇;⽊曜⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9:00〜18:00（⼟曜⽇は9:00

⼟曜⽇は9:00〜13:30

〜13:30）

○

お盆期間中の休業⽇
8/13(⼟)〜8/16(⽕)まで
⽔⼾市

あんず薬局⾒和店

⽔⼾市⾒和1丁⽬336-2

029-303-6770

⽉〜⾦曜⽇

10:00〜16:00

○

○

○

○

○

○

※11(⽊・祝)は休業⽇、12(⾦)は
営業⽇となっております。
電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
⽔⼾市

クスリのアオキ⽔⼾⾒和薬局

⽔⼾市⾒和三丁⽬1番地2

029-297-2527

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽔⼾市

ウエルシア薬局ヨークタウン⽔⼾
店

⽔⼾市元吉⽥町1030-12

0293-04-2233

⽉〜⾦

10:00〜14:00 15:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽔⼾市

ウエルシア薬局⽔⼾元吉⽥店

⽔⼾市元吉⽥町1570番地の8

0293-09-3240

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜14:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⽔⼾市

⽔⼾市

⽔⼾市

⽔⼾市

ファーマライズ薬局五軒町店

調剤薬局ツルハドラッグ⽔⼾三の
丸店

さかど薬局

滝川薬局

⽔⼾市五軒町2-3-43

029-300-3957

⽔⼾市三の丸3丁⽬12-21

0293-02-3268

⽔⼾市酒⾨町1501-4

029-248-1501

⽔⼾市住吉町3-11

029-247-0020

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

9：00〜18：00

１２⽇・１３⽇・１５⽇は検査不
可

09:30〜18:30

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

9：00〜18：00 ⽔曜・⼟曜は

⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9:00〜 12:00

要電話予約。検査資材等の関係上、受付
可能⼈数に限りがございますのでご了承く

PCR検査の受付は15 :00まで。予約制。

8/12（⾦）通常営業
8/13（⼟）8/14（⽇）8/15（⽉）
はお盆休みになります。

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 10:00〜17:00

○

ださい。

要事前予約。PCR検査の受付は⽉曜・⽊
曜のみ15 :00まで。

⽇・祝は休業

○

○

○

○

○

⼟曜は9:00〜11:00 抗原検査のみ対応

⽔⼾市

ファーマシー中⼭城東薬局

⽔⼾市城東1-10-1

0293-00-2177

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

※2022年7⽉22⽇をもって当店舗のPCR検

9:00〜15:00

○

査受注は終了させて頂きした。
尚、抗原検査については引き続き⾏って
おります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽔⼾市

ウエルシア薬局⽔⼾新原店

⽔⼾市新原1-17-4

029-257-9128

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜14:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽔⼾市

ウエルシア薬局⽔⼾⻄原店

⽔⼾市⻄原1丁⽬14番58号

029-257-1073

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜14:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⽔⼾市

たんぽぽ調剤薬局⽔⼾店

⽔⼾市⻘柳町421-1

029-212-7200

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽊曜⽇

12:00〜13:00，14:00〜15:00

お盆期間中（8/11〜8/15）はお休
みです。

要事前予約。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

要電話予約。検査資材等の関係上受付可
⽔⼾市

アイン薬局⽔⼾⾚塚店

⽔⼾市⾚塚1-1 MIOSS・P内

029-251-9451

⽔曜⽇

15:00~17:00

能⼈数に限りがございますのでご了承くだ

○

さい。
⽔⼾市

さくら薬局⾚塚店

⽔⼾市⾚塚1-1870-28

029-257-8731

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9：00〜17：30

⼟ 9：00〜13：00

○

電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
⽔⼾市

クスリのアオキ千波薬局

⽔⼾市千波町1167番地の1

029-291-5337

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな

○

○

り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

⽔⼾市

⼀真堂薬局

⽔⼾市千波町1291-8

029-241-5722

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜

10：00〜11：30，14：00〜

⽇;⼟曜⽇

17：30

お盆休みは8⽉13⽇、14⽇です

抗原検査のみ対応です。

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽔⼾市

ウエルシア薬局⽔⼾御茶園通り店 ⽔⼾市千波町277-6

0293-05-5428

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⽔⼾市

みどり薬局

⽔⼾市千波町301-7

029-241-6312

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

⽊曜⽇は9:00〜12:00 ⼟曜⽇は9:00〜

9:00〜18:00

16:00
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽔⼾市

ウエルシア薬局⽔⼾千波店

⽔⼾市千波町北葉⼭1763-1

0293-05-6398

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⽔⼾市

岩間東華堂薬局

⽔⼾市泉町2-3-6

029-221-3857

⽔⼾市

岩間東華堂クリニック

⽔⼾市泉町3-1-30

0293-00-7110

⽔⼾市

⽔⼾市

【PCRラボ】ICheck×nanoAce ⽔ ⽔⼾市⼤⼯町1-6-1 ベルス
⼾市⼤⼯町PCR検査場

ポットビル１F

イオン薬局⽔⼾内原店

⽔⼾市内原2丁⽬1番地

080-4360-8484

029-259-1400

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜
⽇;⼟曜⽇

9:00〜17:00

9:00〜11:30､16:00〜17:00

⽉〜⼟

9:00〜21:00

定休⽇：⽇曜⽇＋不定休

(9:00〜12:00 予約制)

(お電話にて御確認下さい)

(17:00〜21:00 予約制)

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

11：00〜17：00

夏季休暇につき８⽉12⽇（⾦）、
13⽇（⼟）は休診となります

定休⽇：⽇曜⽇＋不定休
(お電話にて御確認下さい)

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽔⼾市

ウエルシア薬局⽔⼾百合が丘店

⽔⼾市百合が丘町8-3

029-240-1238

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽔⼾市

ウエルシア薬局⽔⼾平須店

⽔⼾市平須町1820-61

029-240-2277

⽉〜⾦

10:00〜14:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽔⼾市

ウエルシア薬局⽔⼾堀町店

⽔⼾市堀町878-3

0293-09-1058

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⼟曜⽇は9:00〜12:00
⽔⼾市

ケンコー薬局堀町店

⽔⼾市堀町916-6

029-254-2461

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽊曜⽇;⾦曜
⽇;⼟曜⽇

9:00〜18:00

臨時休業⽇：8⽉10⽇〜8⽉15⽇

検査希望の場合、あらかじめ電話で予約
をお願いします

⽉、⽕、⽊〜⼟曜⽇、⽔曜

⽉、⽕、⽊〜⼟(9:00〜

⽇

18:45)、⽔(9:00〜17:00)

029-221-6986

⽉〜⼟曜⽇

9:00〜18:00

百合が丘町8-5

029-304-1566

⼟

14:00〜15:00

城東1-31-3

029-233-0990

⽕

13:00〜14:00

⽔⼾市河和⽥町⻑⾕原4405-

⽔⼾市

さくら薬局⽔⼾河和⽥店

⽔⼾市

東台調剤薬局

⽔⼾市東台1-10-13

⽔⼾市

SFC薬局百合が丘店

⽔⼾市

SFC薬局城東中央店

106

029-257-8931

8/13（⼟）、8/15（⽉）は臨時休
業となります

電話予約にて受付。

○

電話予約にて受付。

○

○

※要電話予約

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

⽔⼾市

ペガサス薬局

城東1-3-8

029-303-1299

⽊

14:00〜16:00

○

⽔⼾市

⽇本調剤 ⽔⼾中央薬局

梅⾹1-2-5

029-300-0013

⾦

13:00〜18:00

○

⽔⼾市

⽇本調剤 ⽔⼾⽇⾚病院前薬局

三の丸3丁⽬12番50号

029-284-1880

⽉

13:00〜18:00

○

⽔⼾市

SFC薬局けやき台店

酒⾨町1577-8

029-246-0234

⽊

16:00〜17:00

⽔⼾市

アイセイ薬局 けやき台店

酒⾨町3142-8

029-240-1003

⽕

12:30~13:30

8/11(⽊)は臨時休業となります

要電話予約

○

要電話予約。検査資材等の関係上、受付
可能⼈数に限りがございますのでご了承く

○

ださい。

要電話予約。検査資材等の関係上、受付
⽔⼾市

アイセイ薬局 ⽔⼾⻘柳店

⻘柳町4052

029-302-8555

⽉,⽕,⽔,⽊,⾦

15:00〜17:00

可能⼈数に限りがございますのでご了承く

○

ださい。

要電話予約。検査資材等の関係上、受付
⽔⼾市

アイセイ薬局 本町店

本町2-5-28

029-224-1040

⽊

14:00〜16:00

可能⼈数に限りがございますのでご了承く

○

ださい。

要電話予約。検査資材等の関係上、受付
⽔⼾市

アイセイ薬局 ⽔⼾店

元吉⽥町1636-3

029-246-0927

⽊

13:00〜15:00

可能⼈数に限りがございますのでご了承く

○

ださい。

要電話予約。検査資材等の関係上、受付
⽔⼾市

天⼼堂薬局

中丸町2052-41

029-257-7531

⾦

14:00〜15:00

可能⼈数に限りがございますのでご了承く

○

ださい。

要電話予約。検査資材等の関係上、受付
⽔⼾市

アルファーム薬局 千波店

千波町209

029-305-7800

⽔

14:00〜16:00

可能⼈数に限りがございますのでご了承く
ださい。

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

⽔⼾市

施設名

アルファーム薬局 渡⾥店

所在地

堀町965-12

電話番号

029-350-6150

受付の曜⽇

⽉

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

9:00〜10:00

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽇⽴市

ウエルシア薬局⽇⽴⾦沢店

⽇⽴市⾦沢町1丁⽬14番6号

0294-28-6652

⽉〜⼟

10:00〜14:00
15:00〜19:00

8⽉13⽇（⼟）臨時休業

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
⽇⽴市

さくら薬局⽇⽴店

⽇⽴市城南町2-1-6

0294-22-2424

⽇⽴市

セキネ薬局

⽇⽴市千⽯町2-1-9

0294-33-0745

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9：00〜18：00

10:00〜18:00

○

8/13および8/15は臨時休業いたし
ます。

PCR検査：⼟曜⽇は午前中のみ対応。

○

○

○

○

電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
⽇⽴市

クスリのアオキ⼤みか薬局

⽇⽴市⼤みか町4丁⽬26番15
号

0294-33-6061

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
とをご了承ください。また在庫がなくな

9:00-22:00

り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

⽇⽴市

荒友薬局

⽇⽴市⼤沼町1-27-8

0294-34-5522

⽉〜⾦

9：30〜16：00

⽇⽴市

アイン薬局⽇⽴⽥尻店

⽇⽴市⽥尻町3-23-5

0294-44-7127

⼟曜⽇

14:00〜16:00

お電話にて要予約。

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽇⽴市

ウエルシア薬局⽇⽴⽥尻2号店

⽇⽴市⽥尻町3丁⽬26番13号

0294-44-7817

⽉〜⾦

9:30〜13:30 14:30〜17:00

8⽉15⽇（⽉）臨時休業

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
要予約。事前にホームページ
⽇⽴市

厚⽣薬局

⽇⽴市東多賀町5-10-12

0294-33-2222

⽉〜⽇

10:00〜13:00，14:00〜19:00

（https://kousei-pharmacy.net）をご確
認ください。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽇⽴市

ウエルシア薬局⽇⽴南⾼野店

⽇⽴市南⾼野町2丁⽬15番1号

0294-29-3957

⽉〜⾦

9:00〜13:00
14:00〜17:00

8⽉15⽇（⽉）臨時休業

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

⽉⽕⽊⾦ 9:00〜14:00
⽇⽴市

ウエルシア薬局⽇⽴⼩⽊津店

⽇⽴市⽇⾼町1丁⽬30番7号

0294-44-8117

⽉〜⼟

15:00〜17:00 ⽔ 10:00〜
14:00 15:00〜17:00 ⼟
9:00〜12:00

お盆期間中の
検査の実施について

8⽉13⽇(⼟) 通常開局 (9：00〜
13：00まで)
8⽉14⽇(⽇) 終⽇閉局
8⽉15⽇(⽉) 終⽇閉局
8⽉16⽇(⽕) より通常開局

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciayakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽇⽴市

ウエルシア薬局⽇⽴本宮店

⽇⽴市本宮町4丁⽬12番1号

0294-26-9786

⽉〜⼟

10:00〜14:00 15:00〜17:00 8/13（⼟） 臨時休業

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⽉(9:00〜20:00)、⽕(8:30〜
⽇⽴市

さくら薬局⽇⽴本宮店

⽇⽴市本宮町2-7-2

0294-32-5720

⽉、⽕、⽔〜⾦、⼟曜⽇

16:30)、⽔〜⾦(9:00〜
17:30)、⼟(9:00〜12:30)

⽇⽴市

さくら薬局⽇⽴駅前店

⽇⽴市幸町1-7-7 ニューク
リニック⽇⽴101号

0924-26-8002

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

夏季休暇期間は8/10〜8/15となっ
ております

電話予約にて受付。

○

9：00〜18：00

○

10:00〜18:00

○

茨城県⽇⽴市幸町1丁⽬16-1
⽇⽴市

新型コロナ茨城検査ステーション

⽇⽴駅前直ぐ
⽇⽴S C(旧イトーヨーカドー

080-6246-8721

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

跡地)

⽇⽴市

クオール薬局⽇⽴南店

⽇⽴市久慈町7-19-13

0294-25-5771

⽉〜⾦

15:00~17:00

○

⽇⽴市

あおぞら薬局⾦沢店

⽇⽴市⾦沢町4-24-15

0294-33-5414

⽔

15:00~17:00

○

⽇⽴市

⽇本調剤 ⽇⽴薬局

中成沢町1-16-1

0294-36-1589

⽊

13:00〜18:00

○

⽇⽴市

⽇本調剤 ⽇⽴南薬局

茂宮町435-3

0294-25-5271

⽉

13:00〜18:00

○

⽇⽴市

⽇本調剤 ⻄成沢薬局

⻄成沢町2-2-1-1

0294-87-8803

⽉

13:00〜18:00

抗原検査キット在庫在庫不⾜の為、検査
の受付停⽌中

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

事前にお電話にてご予約をお願いいたし
⽇⽴市

アイセイ薬局⽇⽴北店

⼗王町友部東2-5-25

0294-20-2027

⽊

13:00~14:00

ます。検査キットの在庫状況により、ご

○

予約の受付が出来ない場合がございます。

事前にお電話にてご予約をお願いいたし
⽇⽴市

アイセイ薬局⽇⽴南店

茂宮町字沼⽥823-2

0294-27-1511

⽉

13:00~14:00

ます。検査キットの在庫状況により、ご

○

予約の受付が出来ない場合がございます。

⽇⽴市

クオール薬局⽇⽴北店

⼩⽊津町962-3

0294-87-8389

⼟

14:00〜17:00

⽇⽴市

ねもと薬局なぎさ店

⽇⽴市みなと町8-7

0294-32-7127

⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜⽇

9:00〜10:00

⽇⽴市

クオール薬局⽇⽴⽥尻店

⽥尻町4-49-16

0294-43-3773

⽕

13:00〜16:00

⽇⽴市

⽇⽴市新型コロナ無料検査場

久慈町1-5-12鈴⽊ビル202

0294-25-5580

⽉,⽕,⽔,⽊,⾦,⼟

10：00〜19：00

⽇⽴市

アルファーム薬局 ⼤みか店

⼤みか町2丁⽬22-29

0294-25-5191

⽕,⽔,⾦

14:00〜17:00

⽇⽴市

くすりのマルト調剤薬局鮎川店

⽇⽴市鮎川町3-1-1

0294-25-7080

⽇⽴市

くすりのマルト調剤薬局⾦沢店

⽇⽴市⾦沢町3丁⽬343

0294-33-7733

⽊曜

15：00〜16：00

⽇⽴市

三和堂薬局⼤みか店

⼤みか町4-4-7

0294-54-1006

⽕,⽊

14:00〜16:00

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

○

○

○

○

○

○

13:30〜14:30

お盆中の休業⽇：8/11祝⽇、8/14
⽇曜

要予約制

○

要予約制

○

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

⼟浦市

施設名

今川薬局⼟浦店

所在地

⼟浦市おおつ野5-1-25

電話番号

029-869-6677

受付の曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

14:00〜17:00

○

事前に電話予約をお願いします。PCR検
⼟浦市

南⼭堂薬局おおつ野店

⼟浦市おおつ野5-14-1

029-846-0211

⽉〜⾦

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性

9:00〜10:00、15:00〜16:00

があります。混雑時は利⽤をお待ちいた

○

○

○

○

○

○

だくことがあります。
電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
⼟浦市

クスリのアオキおおつ野薬局

⼟浦市おおつ野⼆丁⽬1番15
号

029-869-7781

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00〜18:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

⼟浦市

さくらい薬局⼟浦永国店

⼟浦市永国1044-1

029-835-7777

⽕曜⽇・⾦曜⽇

14：00〜16：30

⼟浦市

アイン薬局⼟浦店

⼟浦市沖宿町⼋幡前2762-3

029-846-7111

⽉曜⽇

16：00〜17:00

夏季休業⽇は 8/11（⽊）から

PCR：⽕曜⽇14時〜16時半 抗原定性検

8/15（⽉）です。

査：⾦曜⽇15時〜17時

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

数に限りがございます。
事前に電話予約をお願いします。⼟曜⽇

⼟浦市

南⼭堂薬局⼄⼾南店

⼟浦市⼄⼾南3-110-5

029-842-2989

⽉〜⽔，⾦，⼟

⽉〜⽔・⾦9:00〜16:00、⼟
9:00〜14:00

は抗原検査のみ受付、ＰＣＲ検査は郵送
の関係で受付時間変更の可能性がありま

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

す。混雑時は利⽤をお待ちいただくこと
があります。

⼟浦市

⼟浦調剤薬局

⼟浦市下⾼津1-21-50

029-826-0750

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜⽇ 9:00〜14:00

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⼟浦市

ウエルシア薬局⼟浦⾼津店

⼟浦市下⾼津3丁⽬7番46号

029-825-5028

⽉〜⾦

9:30〜13:30 14:30〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⼟浦市

ウエルシア薬局⼟浦霞ヶ岡店

⼟浦市霞ｹ岡町22-5

029-835-2884

⽉〜⼟

⽉〜⾦ 9:00〜17:00 ⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⼟浦市

ヤックスドラッグ荒川沖薬局

⼟浦市荒川沖東2丁⽬18-3

029-896-8063

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9：00〜18：00

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
⼟浦市

クスリのアオキ⼟浦桜ケ丘薬局

⼟浦市桜ｹ丘町19番1号

029-893-5022

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

⼟浦市

⼟浦市
⼟浦市

スズラン薬局桜ケ丘店
けんこうリンク（公益財団法⼈茨
城県総合健診協会県南センター）
調剤薬局ツルハドラッグ⼟浦⼩松
店

⼟浦市桜ｹ丘町28-46

029-822-5614

⼟浦市⼿野町1-1

029-830-3355

⼟浦市⼩松1丁⽬4-27

029-825-5268

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜
⽇;⼟曜⽇

12:30〜18:00

8⽉14⽇〜8⽉21⽇休業いたしま
す。
要予約。事前にホームページをご確認くだ

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜⽇ 9：00〜17：00
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

さい。
⼟⽇祝⽇休み。PCR検査の受付は15 :00ま

09:30〜18:30

で。予約制。

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

事前に電話予約をお願いします。PCR検
⼟浦市

南⼭堂薬局⼟浦北店

⼟浦市常名字⾚池東⼭3968-8

029-835-0733

⽉〜⾦

13:00〜16:00

8⽉15⽇（⽉曜⽇）

臨時休業

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性
があります。混雑時は利⽤をお待ちいた
だくことがあります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⼟浦市

ウエルシア薬局⼟浦真鍋店

⼟浦市真鍋三丁⽬5番25号

029-835-6181

⽉〜⼟

⽉〜⾦ 9:00〜17:00 ⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜14:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⼟浦市

ウエルシア薬局⼟浦神⽴店

⼟浦市神⽴中央三丁⽬2番27
号

029-834-7030

⽉〜⼟

9:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた

⼟浦市

クスリのアオキ千束薬局

⼟浦市千束町4番27号

029-846-1556

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

⼟浦市

コロナ・バスター⼟浦店

⼟浦市川⼝1-3-115

080-9658-0333

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

9:00〜21:00

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

事前に電話予約をお願いします。⼟曜⽇
⼟浦市

南⼭堂薬局⼟浦店

⼟浦市川⼝1-5-19

029-823-4858

⽉〜⼟

は抗原検査のみ受付、ＰＣＲ検査は郵送

⽉〜⽊・⼟9:00〜10:00、⾦

の関係で受付時間変更の可能性がありま

14:00〜16:00

す。混雑時は利⽤をお待ちいただくこと
があります。

⼟浦市

ぷらす調剤薬局

⼟浦市⼤岩⽥1768-1

029-821-3670

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

⼟曜は9:00〜16:00、⽇曜は9:00〜12:00
9:00〜17:00

（休⽇の場合有）PCR検査の受付は15:00
まで。⽇祝は抗原検査のみ実施。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⼟浦市

ウエルシア薬局⼟浦さん・あぴお
店

⼟浦市⼤畑1611

029-829-3128

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜13:30 14:30〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

抗原定性検査

予約なしで左記受付時間内にご来局された

⽉・⽔・⾦：

順番に検査できます。

AM10:00〜PM3:00、

⼟浦市

駅前薬局ウララ３

⼟浦市⼤和町9-3
ｳﾗﾗ3ﾋﾞﾙ1階

029-821-1742

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇；⼟曜⽇

PM5:30〜PM7:30

抗原定性検査は、10〜15分程度で結果が

⽕・⽊・⼟：

出ます。

AM10:00〜PM3:00

ＰＣＲ検査は、14：30〜15：00検体回収

8/13と⽇曜・祝⽇は薬局休業

で検査機関に委託し、1〜２⽇後に結果が

⽇ですので検査はできませ

出ます。

ん。
いずれの検査も国の条件に合えば無料です
ＰＣＲ検査

が、条件外は有料で受付しています。

8/15〜18と8/22〜25の

駐⾞券のサービスはありませんので、ご了

AM10：00〜PM2:00

承ください。
事前に電話予約をお願いします。⼟曜⽇

⼟浦市

南⼭堂薬局中村店

⼟浦市中1085

029-830-4700

⽉〜⼟

は抗原検査のみ受付、ＰＣＲ検査は郵送

⽉〜⾦9:00〜10:00、16:00〜

の関係で受付時間変更の可能性がありま

17:00 ⼟15:00〜17:00

す。混雑時は利⽤をお待ちいただくこと
があります。
8/10（⽔）通常営業 (抗原)通常
通り・(PCR)休み
8/11（⽊）午前のみ営業 (抗

⼟浦市

スカイ薬局

⼟浦市中⾼津1-15-49

029-825-3011

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

原)9：00〜11：30・(PCR)休み
9：00〜18：00

⼟曜は9:00〜12:00，⽇曜祝⽇は休み、

8/12（⾦）通常営業 (抗原)通常 PCR検査の受付は15 :00まで。⾦曜⼟曜は
通り・(PCR)休み
8/13（⼟）午前のみ営業 (抗
原)9：00〜11：30・(PCR)休み
8/14（⽇）･ 8/15（⽉）休み

抗原検査のみ実施。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⼟浦市

ウエルシア薬局⼟浦中⾼津店

⼟浦市中⾼津1丁⽬390-4

029-825-2203

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜13:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
事前に電話予約をお願いします。PCR検

⼟浦市

南⼭堂薬局中⾼津店

⼟浦市中⾼津3-11-15

029-875-9815

⽉，⽕，⽊，⾦

9:00〜10:00、14:00〜15:00

お盆休みのため8/9（⽕）〜8/17

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性

（⽔）まで無料検査休⽌

があります。混雑時は利⽤をお待ちいた
だくことがあります。

８/１３〜８/１８はお盆休みのた
⼟浦市

たなか薬局

⼟浦市⽥中3丁⽬1762-2

029-896-3347

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 9:00〜16:00

め、PCR検査・抗原検査の受付は
出来ません。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽉〜⾦ 9:30〜17:00
⼟浦市

ウエルシア薬局⼟浦新⽥中店

⼟浦市⽥中⼆丁⽬10番35号

029-825-7438

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

⼟ 9:30〜14:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

15:00〜17:00

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⼟浦市

ウエルシア薬局⼟浦東都和店

⼟浦市東都和6-1

029-825-1733

⽉〜⾦

10:00〜14:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⼟浦市

桃園薬局

⼟浦市

さくら薬局⼟浦駅⻄⼝店

⼟浦市

ライズ調剤薬局

⼟浦市

ライズ調剤薬局⼟浦北店

⼟浦市下坂⽥2012-6

029-830-6131

⽔

029-824-8642

⽉〜⾦曜⽇、⼟曜⽇

⼟浦市荒川沖⻄2-11-11

029-834-2233

⽉,⽕,⽔,⾦

13:00〜15:00

⼟浦市並⽊5-4076-3

029-832-1689

⽉,⽔,⽊,⾦

13:00〜14:30

⼟浦市⼤和町9-2ウララ2ビル
2階

14:00〜16:00

⽉〜⾦(9:00〜19:00)、
⼟(9:00〜18:00)

お盆休み

左記以外は事前に電話で相談してくださ

8/13(⼟)〜16(⽕)

い。

夏季臨時店休⽇：8/15（⽉）

電話予約にて受付。

○

検査前に電話予約をお願いします。

○

(⽊)〜８/１５(⽉)までとなってお 検査前に電話予約をお願いします。

○

お盆期間の臨時休業は、８/１１
ります。

⼟浦市

⽇本調剤⼟浦薬局

おおつ野5-1-16

029-830-3620

⾦

17:00〜18:00

抗原検査受付停⽌中

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

⼟浦市

クオール薬局⼟浦店

⼤岩⽥2469-33

029-835-2090

⾦

14：00~16：00

⼟浦市

すみれ調剤薬局

神⽴中央5-4-16

029-831-1411

⼟

14:00〜16:00

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

事前に電話にて予約をお願いします。

○

１⽇最⼤４名までとさせて頂きます。

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia古河市

ウエルシア茨城総和薬局

古河市下⼤野2008

0280-91-1380

⽉〜⼟

9:00〜12:30

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

14:30〜18:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽉〜⾦ 9:30〜17:00
古河市

ウエルシア薬局古河総和店

古河市下辺⾒2715

0280-30-1825

⽉〜⼟

⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:30〜12:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

14:00〜17:00

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

古河市

まきば薬局

古河市錦町1-54

0280-22-0200

古河市

アイン薬局古河駒⽻根店

古河市駒⽻根113-2

0280-92-7801

古河市

アイン薬局古河諸川店

古河市古河諸川827-4

0280-77-1818

⽉曜⽇・⽕曜⽇・⽔曜⽇・

問い合わせ時間

⽊曜⽇・⾦曜⽇

13:00〜15:00

⽉曜⽇・⽕曜⽇・⽔曜⽇・

予約時間

⾦曜⽇・⼟曜⽇

13:30〜14:00

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

お盆休み：8⽉11･13･14･15･16⽇ 要予約。

○

お盆休み：8⽉11･14･15･16⽇

○

要予約。

前⽇16時までに電話予約（⽇曜⽇実施不
13:00〜15:00

可。⽉曜⽇検査希望の場合は⼟曜16時ま

○

でに予約）
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

古河市

ウエルシア薬局古河鴻巣店

古河市鴻巣956-1

0280-47-0488

⽉〜⼟

⽉〜⼟ 9:00〜18:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
古河市

クスリのアオキ坂間薬局

古河市坂間226番地1

0280-23-2020

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

古河市

施設名

くるみ薬局

所在地

古河市三杉町2-28-1

電話番号

0280-33-0013

受付の曜⽇

⽉曜⽇・⽕曜⽇・⽊曜⽇・
⾦曜⽇

受付時間

13:00〜15:00

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

お盆休み：8⽉11･13･14･15･16⽇ 要予約。

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia古河市

ウエルシア薬局古河三杉店

古河市三杉町2-4-5

0280-30-8818

⽉〜⾦

9:30〜13:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

15:00〜17:30

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia古河市

ウエルシア薬局古河三和店

古河市諸川1114-3

0280-75-0600

⽉〜⾦

9:30〜13:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

14:30〜18:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

古河市

ウエルシア薬局古河諸川店

古河市諸川1166

0280-75-0650

⽉〜⾦

10:00〜13:00

8/15（⽉）

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

15:00〜18:00

8/16（⽕）はお休み

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

古河市

ウエルシア薬局古河三和東店

古河市諸川字井耕地259-7

0280-75-1138

⽉〜⾦

10:00〜12:00
14:00〜17:30

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr8/11,8/13~16は休業致します。

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

【8/13〜8/18の期間中】
古河市

そらまめ薬局

古河市⼥沼658-3

0280-92-8660

⽉・⽕・⽔・⾦・⼟

⽉・⽕・⽔・⾦・⼟：8:00〜
18:00

8/13（⼟）、8/15（⽉）、8/16
（⽕）は8:00〜12:00で受付
8/14（⽇）、8/17（⽔）、8/18
（⽊）は休業致します。

古河市

つるみ脳神経病院

古河市上⽚⽥813番地

0280-77-2222

古河市

アイン薬局仁連店

古河市仁連1057-5

0280-33-7460

古河市

ホワイト薬局

古河市⻄⽜⾕881-64

0280-98-6481

⽉〜⼟

⽉曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜⽇;⾦曜
⽇;⽇曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

9時以降は外来の調剤業務の混雑状況に
よっては少しお待ちいただく場合がござい
ます。PCR検査は11：30で受付終了。⽊
曜、⽇曜、祝⽇はお休みになります。

⽉〜⾦10：00〜13：00，⼟

○

12：00〜14：00
⽉・⽔・⽊・⾦：９：００〜
１８：００

⽇：９：００〜

⽇：９：００〜１３：００

○

○

１３：００
9：00〜12：00

要予約（あらかじめ電話で予約してくださ
い。）

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

古河市

ももの⽊薬局

古河市⼤字坂間字南⾕71-1

0280-48-0003

古河市

アイン薬局諸川店

古河市⼤和⽥1803-6

0280-23-1791

受付の曜⽇

⽉曜⽇・⽕曜⽇・⽔曜⽇・
⽊曜⽇・⾦曜⽇

⽉曜⽇・⽕曜⽇・⽔曜⽇⽊
曜⽇・⾦曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

13:00〜15:00

お盆休み：8⽉11･13･14･15･16⽇ 要予約。

○

9:00〜18:00

お盆休み：8⽉11･13･14･15･16⽇ 要予約。

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia古河市

ウエルシア薬局古河東⽜⾕店

古河市東⽜⾕1484番地1

0280-30-1121

⽉〜⼟

10:00〜13:30 15:00〜18:00

臨時休業：８⽉１３⽇、８⽉１５ yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr⽇

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
古河市

クスリのアオキ東⽜⾕薬局

古河市東⽜⾕478番地

0280-23-6200

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

古河市

古河市

さくら薬局古河店

⽊ノ下薬局

古河市東⽜⾕520-4

古河市東⽜⾕630-1

0280-98-5981

0280-97-2166

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

⽉〜⾦9:00〜18:00，⼟9:00

⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

〜14:00

事前に電話にて予約をお願いいたしま
す。当⽇の混雑状況によりお受けできな

○

い場合がございます。

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽊曜⽇;⾦曜⽇ 15：00〜17：30

○
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

古河市

ウエルシア薬局ＶＡＬ古河店

古河市本町1-1-15 VAL古河駅
ﾋﾞﾙ内

0280-30-3268

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜17:30

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

古河市

あおば薬局

古河市本町1-10-6

0280-33-0913

古河市

つくし薬局

古河市本町2-4-36

0280-31-3472

古河市

アイン薬局古河本町店

古河市本町4-11-8

0280-30-1193

⽉曜⽇・⽕曜⽇・⽔曜⽇・

問い合わせ時間

⾦曜⽇・⼟曜⽇

13：00〜13：30

⽉曜⽇・⽕曜⽇・⽔曜⽇・

問い合わせ時間

⾦曜⽇・⼟曜⽇

13：00〜14：00

⽉曜⽇・⽕曜⽇・⽔曜⽇・
⾦曜⽇・⼟曜⽇

13：30〜14：30

お盆休み：8⽉11〜16⽇

要予約。

○

お盆休み：8⽉11･13･14･15⽇

要予約。

○

お盆休み：8⽉11･14⽇

要予約。

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

古河市

うさぎ薬局

古河市雷電町10-23

0280-31-6838

古河市

さくら薬局猿島店

古河市⼤堤字⿅養307の⼀部

0280-31-7500

受付の曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜
⽇;⼟曜⽇

⽉〜⾦曜⽇、⼟曜⽇

受付時間

12:00〜15:00

⽉〜⾦(9:00〜17:30）、
⼟(9:00〜13:00)

⽉、⽕、⽊、⾦(9:00〜
古河市

さくら薬局 古河下⼤野店

古河市下⼤野2925-3

0280-33-7897

⽉〜⼟曜⽇

お盆期間中の
検査の実施について

18:00）、
⽔(9:00〜17:00)、
⼟(9:00〜16:00)

古河市

⽇本調剤 古河⻄薬局

鴻巣茶屋下1562-1

0280-23-5508

⽕

13:00〜18:00

古河市

⽇本調剤 古河薬局

古河市⼤堤291

0280-30-1551

⽊

13:00〜18:00

古河市

⽇本調剤 古河公園薬局

駒ケ崎3-13

0280-33-7095

⽕

13:00〜18:00

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

7/31にて検査終了

○

電話予約にて受付。

○

店舗の休業⽇について
8/1(⽉)9：00から15：00
○
8/11(⽊)から8/17(⽔)
が夏季休業となります。

抗原検査キットの在庫がないため、抗原

○

検査の受付停⽌中

抗原検査キットの在庫がないため、抗原

○

検査の受付停⽌中

○

電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
古河市

クスリのアオキ下⼭町薬局

古河市下⼭町17番33号

0280-23-1924

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな

○

○

○

○

り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。
事前に電話予約をお願いします。PCR検

⽯岡市

南⼭堂薬局旭台店

⽯岡市旭台1-6-23

0299-26-5980

⽉〜⾦

13:00〜14:00

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性
があります。混雑時は利⽤をお待ちいた
だくことがあります。

⽯岡市

かのこ薬局

⽯岡市⿅の⼦2-9-2

0299-35-4040

⽔曜⽇

13：00〜16：00

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

○

○

○

○

電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
⽯岡市

クスリのアオキ⽯岡若宮薬局

⽯岡市若宮⼀丁⽬6番26号

0299-56-7216

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽯岡市

ウエルシア薬局⽯岡杉並店

⽯岡市⽯岡2280-2

0299-35-3771

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜13:30 14:30〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽯岡市

ウエルシア薬局⽯岡東光台店

⽯岡市東光台4-11-22

0299-28-5075

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜14:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
事前に電話予約をお願いします。PCR検

⽯岡市

南⼭堂薬局⽯岡本店

⽯岡市東付中13458-92

0299-36-1011

⼟

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性

14:00〜16:00

があります。混雑時は利⽤をお待ちいた
だくことがあります。

⽯岡市

ライズ調剤薬局⽯岡店

⽯岡市府中1-6-10

0299-35-2233

⽉,⽕,⽔,⽊,⾦

13:00〜14:00

8⽉13〜15⽇は夏季休業の為、検
査は実施していません。

検査前に電話予約をお願いします。

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia結城市

ウエルシア薬局結城下り松店

結城市下り松4-1-4

0296-34-1894

⽉〜⼟

10:00〜13:00 14:30〜18:30

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

結城市

ひまわり調剤薬局

結城市結城10742-15

0296-33-6905

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

⼟曜、⽇曜、祝⽇ は 9:00〜 17:00。PCR
9：00〜18：00

検査の受付は 15 :00まで。⽇祝は抗原検
査 のみ実施。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

結城市

ウエルシア薬局結城新福寺店

結城市新福寺2-21-6

0296-21-2131

⽉〜⼟

9:00〜18:15

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia結城市

ウエルシア薬局結城富⼠⾒店

結城市⼤字結城10609番地1

0296-34-6518

⽉〜⼟

⽉〜⾦ 9:00〜19:30 ⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜18:30

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⽉、⽕、⽊、⾦(9:00〜
結城市

さくら薬局結城店

結城市結城2987-1

0296-34-8808

⽉〜⼟

18:00)、⽔(9:00〜17:00)、⼟ お盆休み 8/11〜8/16

電話予約にて受付。

○

(9:00〜13:00)

事前の電話予約をお願いします。
結城市

クオール薬局結城店

結城市⼭川新宿168-6

0296-35-2215

⽉,⽕,⽔,⾦

資材の関係上、受付可能⼈数に限りがござ

13:00〜15:00

○

います。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⿓ケ崎市 ウエルシア薬局⿓ケ崎佐貫店

⿓ケ崎市佐貫町1-1

0297-61-5017

⽉〜⼟

9:30〜13:30

14:30〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
⿓ケ崎市 クスリのアオキ寺後薬局

⿓ケ崎市寺後3493番地1

0297-86-8010

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

⿓ケ崎市 くりの⽊薬局

⿓ケ崎市若柴町2500-28

0297-85-3011

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

⽉･⽔･⽊･⼟9:00〜18:00

⽕･⾦9:00〜13:00

○

事前に電話予約をお願いします。PCR検
⿓ケ崎市 南⼭堂薬局⿓ヶ崎店

⿓ケ崎市中⾥1-1-13

0297-61-2700

⽉〜⾦

13:00〜16:00

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性
があります。混雑時は利⽤をお待ちいた

○

○

だくことがあります。

⿓ケ崎市 アイン薬局⿓ケ岡店

⿓ケ崎市中⾥1丁⽬1-12

0297-61-0231

⼟曜⽇

13:00〜14:00

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈
数に限りがございます。

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⿓ケ崎市 ウエルシア薬局⿓ケ崎⻑⼭店

⿓ケ崎市⻑⼭3丁⽬2-1

0297-60-8268

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜13:00 15:00〜16:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⿓ケ崎市 ドリーム調剤薬局

⿓ケ崎市馴柴町635-2

090-1039-8464

⽔曜⽇

毎週⽔曜⽇のみ受付。他の曜⽇は要相

9:00〜11:30

○

談。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⿓ケ崎市 ウエルシア薬局⿓ケ崎馴⾺店

⿓ケ崎市馴⾺2957番地1

0297-61-1263

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:30〜13:30 14:30〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⿓ケ崎市 アイン薬局馴⾺店

⿓ケ崎市馴⾺町2677-4

0297-63-5625

⽊曜⽇

⿓ケ崎市 むぎのほ薬局⻯ケ崎南店

⿓ケ崎市北⽅町2067-3

0297-85-4088

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ ⽉〜⾦曜⽇・13:00〜16:00

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

15：30〜16：30

○

数に限りがございます。

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⿓ケ崎市 ウエルシア薬局⿓ケ崎緑町店

⿓ケ崎市緑町89番地

0297-61-0436

⽉〜⾦

10:00〜13:00

15:00〜

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⿓ケ崎市 アイン薬局⿓ケ崎⽶町店

⿓ケ崎市六⽃蒔8655

0297-62-5484

⾦曜⽇

⿓ケ崎市 あおば薬局⿓ケ崎店

⿓ケ崎市半⽥町1393-2

0297-63-5907

⽉〜⼟

下妻市

アイン薬局下妻店

下妻市下妻⼄３９９ー１

0296-43-1320

⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

14:00〜15:00

⽉⽕⽊⾦⼟／9:00-18:30
⽔／9:00-13:00

数に限りがございます。

○

当⽇店頭での受付けも可能ですが、不在
8/11〜15は夏季休業です。

の場合があります。不在時は090-2459-

○

3496までご連絡ください。

⽕.⽔.⾦:18:00-19:00

⼟:13:00-14:00。要電話予約。資材の関係

⼟:13:00-14:00

上，受付可能⼈数に限りがございます。

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
⽉〜⾦
下妻市

ウエルシア薬局下妻古沢店

下妻市古沢563

0296-30-1626

⽉〜⼟

10:00〜13:00

15:00〜18:00 ⼟
〜13:00

優先しています。 https://www.welcia9:30

14:00〜

17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr8⽉13⽇(⼟曜)、8⽉15⽇(⽉曜)は reserve/ （電話での予約は受付しており
臨時休業のため、閉局致します。 ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

お盆中の検査受付時間について
13⽇（⼟）9：00〜12：00まで
下妻市

たけの薬局たかさい店

下妻市⾼道祖1111-3

090-3242-6771

⽊曜⽇

14：00〜16：00

14⽇（⽇）休業

要電話予約。資材の関係上、受付可能⼈

15⽇（⽉）9：00〜16：00まで

数に限りがございます。

○

16⽇（⽕）9：00〜16：00まで
要電話予約

お盆中の検査受付時間について
13⽇（⼟）9：00〜12：00まで
下妻市

たけの薬局下妻店

下妻市数須837

0296-30-5500

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

8：30〜16：00

14⽇（⽇）休業

○

15⽇（⽉）9：00〜16：00まで
16⽇（⽕）9：00〜16：00まで
要電話予約

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia下妻市

ウエルシア薬局下妻新千代川店

下妻市⽥下593

0296-30-7018

⽉〜⾦

9:30〜12:00 14:00〜17:00

8/16（⽕）は臨時休業の為、無料 yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr検査の実施も致しません。

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
下妻市

あけぼの薬局千代川店

下妻市別府295-8

0296-45-0102

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

9：00〜12：00
⽉.⽕.⽊.⾦／
8:30〜8:45、13:00〜14:45、

下妻市

サンフラワー薬局千代川店

下妻市本宗道21

0296-49-8200

⽉〜⼟

18:15〜18:45
⽔.⼟／8:30〜8:45、13:00〜
15:30

下妻市

⽇本調剤下妻薬局

⻑塚28-2

0296-30-1501

⽉

15:00〜18:00

下妻市

クスリのアオキ千代川薬局

原482番地

0296-49-6577

⽇,⽉,⽕,⽔,⽊,⾦,⼟

9:00〜22:00

○
8⽉11⽇ 休み
12⽇ 通常営業
13⽇ 8：45〜16：00
14⽇ 休み

PCRは15：30まで

○

○

15⽇ 休み
16⽇ 休み
17⽇ 通常営業

8⽉15⽇は受付不可。

○

○

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

常総市

施設名

あけぼの薬局

所在地

常総市古間⽊新⽥811-2

電話番号

0297-42-3301

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 14：00〜16：00

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia常総市

ウエルシア薬局常総向⽯下店

常総市向⽯下857-2

0297-30-8258

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00~17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

常総市

アイン薬局⽔海道店

常総市新井⽊町122-10

0297-22-3351

常総市

新⽯下薬局

常総市新⽯下3894-3

0297-21-2671

⾦曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽊曜⽇;⾦曜
⽇;⼟曜⽇

14:00〜15:00

9：00〜18：00

○

8/10（⽔）〜8/17（⽔）がお休み
になります。

⼟曜は9:00〜12:00，⽔曜・⽇曜祝⽇は休
み，PCR検査の受付は⽉曜・⽊曜のみ15

○

○

○

○

○

○

:00まで

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia常総市

ウエルシア薬局常総⽯下店

常総市新⽯下3930-1

0297-42-4138

⽉〜⽇

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00~17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

常総市

ウエルシア薬局常総北⽔海道店

常総市⽔海道森下町4141番地
1

0297-30-6501

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00~12:30 14:00~17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

常総市

さくら薬局⽔海道森下店

常総市⽔海道森下町4429

0297-22-1970

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

9：00〜18：00

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia常総市

ウエルシア薬局常総向⽯下店

常総市向⽯下857-2

0297-30-8258

⽇,⽉

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10h

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

常総市

学園中央薬局⽯下店

常総市向⽯下899-61

0297-42-1151

⽉,⽊,⾦,⼟

12:00〜15:00

夏季休業（お盆休み）：8⽉11⽇
(⽊)〜8⽉16⽇(⽕)

要電話予約。
資材の関係上，受付可能⼈数に限りがござ
います。

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村
常陸太⽥
市
常陸太⽥
市

施設名

所在地

電話番号

平塚薬局

常陸太⽥市栄町3005-3

0294-72-1131

久⽶薬局

常陸太⽥市久⽶町173-1

0294-76-0761

受付の曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇
⽔曜⽇;⽊曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考
翌⽇結果は14:00まで、14:00以降は翌々

9：30〜18：00

⽇結果

12:00〜15:00

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia常陸太⽥
市

ウエルシア薬局常陸太⽥中城店

常陸太⽥市中城町2992番地の
1

0294-80-7350

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

常陸太⽥ 調剤薬局ツルハドラッグ常陸太⽥
市

店

常陸太⽥市⽊崎⼆町1727-1

0294-80-5268

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

09:30〜18:30

PCR検査の受付は15 :00まで。予約制。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
8⽉11⽇〜15⽇の期間は薬局がお

常陸太⽥
市

ウエルシア薬局常陸太⽥⽊崎店

常陸太⽥市⽊崎⼆町1806番地
の1

0294-80-7022

⽉〜⾦

9:00〜13:00 14:00〜17:00

優先しています。 https://www.welcia-

盆の臨時休業になりますので、検 yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr査も休業させていただきます。

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⾼萩市

ウエルシア薬局⾼萩安良川店

⾼萩市安良川214-1

0293-20-4138

⽉〜⼟

⽉〜⾦ 9:00~17:00 ⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜12:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

北茨城市 松本薬研堂薬局

北茨城市磯原町磯原1-212

0293-43-0435

北茨城市 アイン薬局北茨城磯原店

北茨城市磯原町磯原2ｰ291

0293-30-6026

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

⽔曜⽇

9：00〜18：00

○

16:30~17:30

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia北茨城市 ウエルシア薬局北茨城磯原店

北茨城市磯原町磯原3-20

0293-30-0818

⽉〜⼟

9:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
北茨城市

調剤薬局ツルハドラッグ北茨城⼤

北茨城市⼤津町北町4丁⽬5-

津店

15-1

0293-30-2268

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

09:30〜18:30

PCR検査の受付は15 :00まで。予約制。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia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番
地

0293-30-6068

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

北茨城市 くすりのマルト調剤薬局磯原店

北茨城市

マルト調剤薬局北茨城市医療セン
ター前店

北茨城市 調剤薬局ツルハドラッグ北茨城店

北茨城市磯原町磯原2丁⽬180
番地

北茨城市中郷町上桜井916番3

北茨城市中郷町上桜井字細⾕
2830番地

0293-30-7887

0293-24-8621

0293-30-6008

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

12：30〜14：30

要予約制

○

12：30〜14：30

要予約制

○

9:00〜19:00

⼟曜⽇は09:00〜14:00

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia笠間市

ウエルシア薬局友部旭町店

笠間市旭町488番地1

0296-70-9078

⽉〜⼟

10:00〜12:30 14:30〜18:00

お盆期間の13〜15⽇は臨時休業な yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrので検査を⾏えません。

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
要電話予約。検査資材等の関係上受付可
笠間市

アイン薬局友部旭町店

笠間市旭町653-8

0296-71-2105

⽉曜⽇

10:00〜12:00

能⼈数に限りがございますのでご了承くだ

○

さい。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
⽉〜⼟
笠間市

ウエルシア薬局笠間東店

笠間市笠間字稲荷町99-7

0296-70-0118

⽉〜⽇

優先しています。 https://www.welcia-

9:00〜12:30

14:30〜17:30 ⽇

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

〜13:00

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
要電話予約。検査資材等の関係上受付可

笠間市

アイン薬局友部店

笠間市鯉淵6526-236

0296-78-0401

⽉曜⽇

9:00〜 10:00

能⼈数に限りがございますのでご了承くだ

○

さい。
要電話予約。検査資材等の関係上受付可
笠間市

アイン薬局こいぶち店

笠間市鯉淵6526-90

0296-71-3261

⽉曜⽇;⽔曜⽇

9:00〜10:00

能⼈数に限りがございますのでご了承くだ

○

さい。

笠間市

フローラ薬局友部店

笠間市鯉淵6679-12

070-7655-4596

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

夏季休業期間：7⽉29⽇（⾦）〜8
13:00〜15:00

⽉3⽇（⽔）
※8⽉は暦通りに営業

要予約。事前に070-7655-4596へ連絡して
ください。予約対応

⽉曜⽇〜⾦曜⽇。

⼟曜・⽇曜は留守電もしくはSMSで対
応。

○

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia笠間市

ウエルシア薬局笠間南店

笠間市⽯井2104

0296-70-0086

⽉〜⾦

10:00〜13:00 15:00〜18:00

2022年8⽉15⽇（⽉）臨時休業と yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrなります。

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

笠間市

ウエルシア薬局新友部店

笠間市東平3丁⽬1番7号

0296-70-9568

⽉〜⾦

9:30〜12:30 14:30〜17:30

8/15(⽉)を臨時休業とさせていた yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrだきます。

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

笠間市

やくも薬局

笠間市⼋雲2-5-15

0296-71-5800

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 9:00〜18:00

笠間市

SFC薬局友部店

笠間市平町1635-22

0296-70-5312

⽉,⽕,⽔,⽊,⾦

14:00〜16:00

笠間市

アルファーム薬局 友部店

⼋雲2-1058-208

0296-70-5777

⽉

13:00〜15:00

⽊曜⽇：9：00〜15：00

お盆休み 8/11〜8/16

○

事前に電話予約をお願いします。
TEL 0296-70-5777

○

予約対応時間 ⽉〜⼟ 9：00〜18：00

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia取⼿市

ウエルシア薬局取⼿ゆめみ野店

取⼿市ゆめみ野3丁⽬8番地2

0297-70-7005

⽉〜⾦

9:30~13:30 15:00~17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
取⼿市

アイン薬局取⼿店

取⼿市井野台5丁⽬1-21

0297-77-5100

⽉曜⽇

13：00〜15：00

取⼿市

アイン薬局藤代店

取⼿市岡1462-5

0297-85-8702

毎週⽔曜⽇のみ

14：30〜15：30

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

数に限りがございます。
要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

数に限りがございます。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

取⼿市

ウエルシア薬局取⼿新⼾頭店

取⼿市⼾頭9丁⽬21番23号

0297-71-8638

⽉〜⼟

9:30〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

○

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia取⼿市

ウエルシア薬局取⼿⼾頭2号店

取⼿市⼾頭⼀丁⽬9番18号

0297-71-8015

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜13:00 14:30〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

取⼿市

ウエルシア薬局取⼿新町店

取⼿市新町3丁⽬9番41号

0297-77-7718

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:30~16:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
事前に電話予約をお願いします。⼟曜⽇

取⼿市

南⼭堂薬局取⼿駅前店

取⼿市中央町2-25取⼿iセン
タービル1階

は抗原検査のみ受付、ＰＣＲ検査は郵送
029-784-1591

⽉・⽔・⽊・⼟

13:30〜14:30

の関係で受付時間変更の可能性がありま
す。混雑時は利⽤をお待ちいただくこと
があります。

取⼿市

ひかり薬局取⼿店

取⼿市東2-6-40

0297-85-6688

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

８⽉１１⽇⽊〜８⽉１６⽇⽕まで
14:00〜15:00

⽉〜⽔、⾦(9:00〜19:00)、

⽊、⼟曜⽇

⽊、⼟(9:00〜17:00)

0297-73-9088

⼟

15：00〜16：00

井野台5-2-28

0297-77-5551

⽉,⽕,⽔,⽊,⾦

17:00〜18:00

⽇本調剤新取⼿薬局

井野1195-3

0297-63-2190

⽉,⽊

9:00〜10:00

取⼿市

⽇本調剤取⼿中央薬局

取⼿3-4-21中村ビル1階

0297-63-5540

⽔,⽊

13:00〜17:00

取⼿市

ダリヤ桜が丘薬局

桜が丘1-2-2

0297-71-6062

⽉,⽕,⽊,⾦

12:00〜15:00

さくら薬局取⼿東店

取⼿市東4丁⽬3-1

0297-63-3361

取⼿市

クオール薬局取⼿店

取⼿市井野268−2

取⼿市

⽇本調剤取⼿薬局

取⼿市

○

業になります。

⽉〜⽔、⾦曜⽇

取⼿市

臨時休業、ワクチン検査も臨時休 ⽊曜⽇は13:00〜16:00

電話予約にて受付。

○

電話予約にて1⽇4件まで。

○

○

抗原検査キットの在庫がないため、抗原
検査の受付停⽌中

○

○

夏季休業（お盆休み）：8⽉11⽇
(⽊)〜8⽉16⽇(⽕)

要電話予約。
資材の関係上，受付可能⼈数に限りがござ
います。

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

取⼿市

施設名

ふれあい薬局

所在地

⼾頭1-8-19

電話番号

0297-70-2505

受付の曜⽇

⽉,⽕,⽔,⽊,⾦

受付時間

⽉・⽔・⽊→12:00〜15:00
⽕・⾦→15:00〜17:00

取⼿市

すず薬局 桜が丘店

桜が丘1-17-2

0297-70-3082

⽊

13：00〜14：00

取⼿市

すず薬局 とりで店

井野字井野１１８４−２

0297-79-6266

⽊

13：00〜15：00

⽜久市

うぐいす薬局

⽜久市ひたち野東2-20-9

029-869-9480

⽕曜⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

⽜久市

むぎのほ薬局ひたち野店

⽜久市ひたち野東4-7-13

029-886-3699

⽊曜⽇

14：00〜17：00

⽜久市

アイン薬局⽜久本店

0298-46-2561

⽉曜⽇;⼟曜⽇

17:00〜18:00

⽜久市⽜久市上柏⽥４−５６
−４

⽕・⾦14:30〜15:30、⼟
14:00〜16:00

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

要電話予約。
資材の関係上，受付可能⼈数に限りがござ

○

います。

0297-70-3082へ事前に電話連絡の上ご来

○

局ください

○

要電話予約（予約は9時より受付開始）

PCRは14：00〜15：00、いずれの検査も
要電話予約（⽊曜⽇9：00〜9：30）

○

○

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

○

数に限りがございます。

事前に電話予約をお願いします。PCR検
⽜久市

南⼭堂薬局⽜久店

⽜久市⽜久町166

029-878-2300

⽉，⽕，⽊，⾦，⽇

9:00〜16:00

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性
があります。混雑時は利⽤をお待ちいた

○

○

○

○

○

○

だくことがあります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽜久市

ウエルシア薬局⽜久刈⾕店

⽜久市⽜久町3318番地1

029-878-2622

⽉〜⾦

10:00〜13:00 15:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽜久市

ウエルシア薬局⽜久上柏⽥店

⽜久市上柏⽥2-33-6

029-830-7030

⽉〜⾦

9:30〜12:00 14:30〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
⽉⽕の9:00〜10:00。要電話予約。資材の

⽜久市

アイン薬局上柏⽥店

⽜久市上柏⽥4-55-12

0298-71-2520

⽉曜⽇;⽕曜⽇

9:00〜10:00

関係上，受付可能⼈数に限りがございま
す。

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村
⽜久市

施設名
アイン薬局⽜久柏⽥店

所在地
⽜久市上柏⽥４丁⽬５９ー４

電話番号
029-873-9790

受付の曜⽇
⽉曜⽇;⾦曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

18時〜19時

○

数に限りがございます。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽜久市

ウエルシア薬局⽜久神⾕店

⽜久市神⾕5-1-1

029-830-7228

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜14:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⽜久市

まりも薬局

⽜久市中央5-12-18-102

029-870-3717

⽉曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇ 15:00〜15:30

⼟曜⽇は13:00〜13:30

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⽜久市

ウエルシア薬局⽜久猪⼦店

⽜久市猪⼦町995-18

029-878-4688

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜1200、15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
臨時に8⽉１２⽇（⾦）１５⽇
⽜久市

クオール薬局⽜久店

さくら台1-18-1

029-830-7160

⽊曜⽇、7/8（⾦）※

13:30~15:30

（⽉）9:00〜15：00 １４⽇
（⼟）9：00〜11：00 受け付け

※要電話予約

○

ます。

⽜久市

⽇本調剤⽜久南薬局

つくば市 ハート薬局

南1-6-42

つくば市つくば市⾯野井１０
０４−４

029-871-0828

029-893-3388

⼟

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

14:00〜17:00

令和4年8⽉13⽇（⼟）はお盆休み

○

に伴い、臨時休業いたします。

10：00〜13：00

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市 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

029-839-5862

⽉〜⽇

9:00~17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
つくば市

クスリのアオキつくばみどりの薬

つくば市みどりの2丁⽬19番

局

地8

029-893-6105

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

つくば市 イオン薬局つくば店

つくば市 ひかり薬局つくば学園の森店

所在地
つくば市稲岡66-1 ｲｵﾝつくば
店1F

つくば市学園の森2-21-4

電話番号

029-839-1200

029-828-7667

受付の曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

⽊曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

11:00〜17:00

○

８⽉１１⽇〜１５⽇は休業となり

10:00〜15:00

○

ます

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市

ウエルシア薬局つくば研究学園北
店

つくば市学園の森2-33

029-848-5652

⽉〜⼟

9:00~13:30

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市 ウエルシア薬局つくば研究学園店 つくば市苅間1628番地

029-848-5028

⽉〜⽇

10:00~13:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

14:30~17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

つくば市 かりま薬局

つくば市苅間字篠前1620-8

029-879-9118

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 9：00〜16：00

○

○

つくば市 おにがくぼ薬局

つくば市⻤ｹ窪1108-2

029-848-0221

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 9：00〜16：00

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市 ウエルシア薬局つくば吉沼店

つくば市吉沼1209番地4

029-865-4005

⽉〜⼟

9:30~13:30

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

15:00~15:30

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

つくば市 よしぬま薬局

つくば市吉沼2387-1

029-877-2700

⽕曜⽇;⽊曜⽇

13:00〜15:00

つくば市 アイン薬局つくば栗原店

つくば市栗原3565-4

029-850-6355

⽉曜⽇;⽕曜⽇

13:00〜14:00

臨時休業

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

8/15〜8/17

数に限りがございます。

○

⽊曜⽇に関しましては原則抗原検査のみと
つくば市 シエル薬局つくば研究学園店

つくば市研究学園2-2-2

029-869-9570

⽉曜⽇、⽕曜⽇、⽔曜⽇、
⽊曜⽇(抗原定性検査のみ)

なります。
9:30〜15:00

⽊曜⽇にPCR検査をご希望の⽅は事前に
お電話にて連絡頂き、実施可否を確認の
上お申し込み下さい。

○

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

つくば市 南⼭堂薬局研究学園駅前店
つくば市 かつらぎ薬局

所在地
つくば市研究学園5-12-4研究
学園駅前岡⽥ビル1階
つくば市研究学園5-5-15

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

029-869-7560

⼟

15:00〜16:00

○

○

029-860-2030

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 13:00〜14:00

○

○

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市 ウエルシア薬局つくば学園吾妻店 つくば市吾妻3-14-1

029-848-5056

⽉〜⾦

10:00~13:30

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

PCR検査：⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔
つくば市 寺⽥薬局健康館

つくば市⾼⾒原4-5-2

029-873-4433

曜⽇;⾦曜⽇
抗原定性検査：毎⽇可

PCR検査：9:00〜13:00
抗原定性検査：9:00〜17:00

抗原定性検査はいつでも受けられます
（要予約）。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市 ウエルシア薬局つくば桜店

つくば市桜⼀丁⽬14-1

029-863-5017

⽉〜⼟

9:00~17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

つくば市 今川薬局つくば⼿代⽊店

つくば市⼿代⽊1927-8

029-893-5711

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9:00〜18:00

⽊曜⽇は9:00〜17:00､⼟曜⽇は9:00〜

○

13:00

受付：⽉曜⽇から⽊曜⽇の午
つくば市 かすが薬局

つくば市春⽇2-35-2

029-863-3588

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜⽇

前9時から午前11時まで

○

○

○

○

○

○

○

○

受付不可：⾦・⼟・⽇・祝⽇
事前に電話予約をお願いします。PCR検
つくば市

ドライブスルー南⼭堂薬局つくば つくば市春⽇3-1-1つくばク
本店

リニックセンタービル1階

029-893-2515

⽉〜⾦

9:30〜10:30

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性
があります。混雑時は利⽤をお待ちいた
だくことがあります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

つくば市 ウエルシア薬局つくば春⽇店

つくば市春⽇3-11-7

029-854-0968

⽉〜⼟

9:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

つくば市 さくらい薬局つくば春⽇店

つくば市春⽇3-12-1

029-863-3000

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

10:00〜15:30

電話にて要事前予約。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市 ウエルシア薬局つくば春⽇3丁⽬店 つくば市春⽇3丁⽬1番地9

029-850-3026

⽉〜⼟

9:00~12:30

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

14:00~17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

つくば市 さくら薬局つくば松野⽊店

つくば市松野⽊152-15

029-879-8581

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

⽉、⽕、⽊、⾦（7：30〜

⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

18：00）

⽔、⼟（7：30〜13：00）

○

お盆休みに係る検査事業の臨時休
つくば市 あおやま薬局

つくば市沼⽥283-4

029-866-0379

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

業
9：00〜14：00

８⽉１３⽇（⼟）から８⽉１６⽇

○

○

○

○

（⽕）までの４⽇間はお休みとな
ります。

●事前予約制の為、薬局に連絡の上お越しく
ださい。
●感染状況により無料検査対象者の該当条件
が変わる為、茨城県新型コロナウイルス感染
症に係る薬局等での無料検査のホームページ
を随時確認の上、ご連絡をお願いします。
●検査実施時刻…9：00〜15：00(混雑状況に
より受付終了時間が早まる場合があります)
●抗原検査：⽉〜⼟（書類記⼊時間、検査時

つくば市 薬局くすりの福太郎 筑波学園店

つくば市上横場2467-3

029-839-5031

⽉曜⽇〜⼟曜⽇

9:00〜18:00

間含め、1時間以上掛かります。時間に余裕を
持ってお越し下さい。）
PCR検査：⽉〜⾦（外注検査の為、検体採取
から3〜4⽇⽬の結果報告となります）
※抗原検査・PCR検査の結果は、ワクチン検
査パッケージ制度、対象者全員検査等におい
てのみ有効です。診断結果にはなりません。
※受付可能⼈数に限りがございます。混雑状
況により、受付出来ない事があります。
⽇・祝は閉局しています。

つくば市 アイン薬局つくば上横場店

つくば市上横場2573-128

029-837-2411

⼟曜⽇

1400-1500

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈
数に限りがございます。

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

つくば市 アイン薬局つくば学園店

所在地

つくば市上横場2573-256

電話番号

029-839-2300

受付の曜⽇

⼟曜⽇

受付時間

15:00〜17:00

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

数に限りがございます。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

つくば市 ウエルシア薬局つくば⾕⽥部店

つくば市台町2-3-10

029-839-0868

⽉〜⼟

9:30~13:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

15:00~17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市 ウエルシア薬局つくば⼤曽根店

つくば市⼤曽根字吾妻3653-1

029-877-0318

⽉〜⼟

9:00~16:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

つくば市 アイン薬局つくば⽵園店

つくば市⽵園3ｰ18ｰ2

029-851-4395

⼟曜⽇

14:00〜15:00

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

数に限りがございます。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

つくば市 ウエルシア薬局つくば⼤穂店

つくば市筑穂1丁⽬12番地5

029-877-0478

⽉〜⼟

10:00~17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
事前に電話予約をお願いします。PCR検
つくば市 南⼭堂薬局つくば店

つくば市天久保1-8-1筑波第3
ビル1階

029-856-6676

⽕

9:00〜11:00

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性
があります。混雑時は利⽤をお待ちいた
だくことがあります。

つくば市 今川薬局つくば桐の葉モール店

つくば市天久保2-1-18

029-875-9270

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

9:00〜18:00

⼟⽇祝は偶数⽇9:00〜18:00

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市

ウエルシア薬局つくば万博記念公 つくば市島名福⽥坪⼟地区画
園店

整理地B48街区

029-848-2668

⽉〜⼟

9:30~17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市 ウエルシア薬局学園中央店

つくば市東新井25-2

029-849-3718

⽉〜⼟

9:00~17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

つくば市 つくばグリーン薬局

つくば市 つくば助産院スマイルバース

所在地

つくば市東新井5-2

つくば市東新井１８−２

電話番号

029-851-3531

090-6931-9387

受付の曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

○

○

○

○

夏季休業⽇
13:00〜16:00

令和4年8⽉15⽇（⽉）〜8⽉17⽇ 祝⽇は休み
（⽔）

9:00〜17：00
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

つくば市 ウエルシア薬局つくば東店

つくば市東⼆丁⽬9番1

029-863-2358

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00~17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

つくば市

ウエルシア薬局つくば学園⼆の宮 つくば市⼆の宮三丁⽬15番地
店

10

029-850-3028

⽉〜⼟

9:00~13:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

14:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

つくば市 梅園薬局

つくば市梅園2-20-35

029-893-6715

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⼟曜⽇

9:00〜18:30

夏季休業 8/11〜8/14まで

推奨時間帯 12:00〜15:00

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市 ウエルシア薬局つくば学園並⽊店 つくば市並⽊3丁⽬15番地1

029-850-3288

⽉〜⽇

9:00~12:30

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

14:00~16:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市

ウエルシア薬局BLANDEつくば並 つくば市並⽊4-3-2BLANDE
⽊店

つくば並⽊内

0298-50-3228

⽉〜⾦

10:00-13:30

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

つくば市 ウエルシア薬局つくば豊⾥店

つくば市豊⾥の杜2丁⽬1-1

029-848-2188

⽉〜⼟

⽉~⾦ 9:00~17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくば市 ウエルシア薬局つくば北条店

つくば市北条⻲井5209-5

029-850-7638

⽉〜⼟

9:30~13:30 15:00~17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

つくば市 ⽇本調剤つくば⻄⼤通り薬局

つくば市 さくら薬局つくば駅前店

つくば市 クオール薬局イーアスつくば店

【PCRラボ】ICheck×nanoAce つ
つくば市 くば市天久保PCR検査場PCR検査
場

つくば市 ⽇本調剤つくば⻄⼤通り東薬局

つくば市

クオール薬局つくば桐の葉モール
店

つくば市 アサヒ薬局 妻⽊店

ひたちな
か市

あんず薬局佐和店

つくば市要1069-5

029-877-1333

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9：00〜18：00

⽉〜⽔、⾦、⼟曜⽇、⽊曜

⽉〜⽔、⾦、⼟(9:00〜

⽇

19:00)、⽊(9:00〜17:00)

029-868-7389

⼟

15:00~16:00

090-5942-8546

⽉,⽕,⽔,⽊,⾦

09:00〜16:00

要6-2

029-877-0333

⽕,⾦

16:00〜18:00

天久保2丁⽬1番18

029-846-0189

⽉,⽕,⽔,⽊,⾦

9:00〜11:00

つくば市吾妻2丁⽬8-8つくば
シティアビル1階

つくば市研究学園5-19

つくば市天久保1-7-8有楽町
ビル1F

029-860-2367

○

電話予約にて受付。

○

○

⽇曜定休⽇

○

○

事前に電話予約をお願いします。
検査資材等の関係上受付可能⼈数に限り

○

がございますのでご了承ください。

妻⽊636-2

029-875-5688

⽔,⽊,⾦

9：00〜15：00

ひたちなか市稲⽥221-6

029-202-0009

⽉曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇

15：00〜16：00

○

○

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaひたちな
か市

ウエルシア薬局ひたちなか外野店 ひたちなか市外野2-12-4

029-202-5032

⽉〜⾦

10:00-14:00 15:00〜17:00

8⽉11⽇〜8⽉15⽇までお盆休みで yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr検査休⽌致します。

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaひたちな
か市

ウエルシア薬局ひたちなか佐和店 ひたちなか市⾼場1丁⽬22-12

029-270-3458

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ひたちな
か市

春⽇薬局

ひたちなか市春⽇町12-4

029-273-6850

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9:00〜15:00

8/11（⽊）〜8/15（⽉）お盆休み
のため定休⽇となります

⽊曜⽇､⼟曜⽇は9:00〜12:00

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaひたちな ウエルシア薬局ひたちなか松⼾町 ひたちなか市松⼾町三丁⽬1
か市

店

番30号

0293-54-0128

⽉〜⼟

10:00~17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ひたちな コストコホールセールひたちなか
か市

ひたちな
か市

倉庫店薬局

アイン薬局かつた店

ひたちなか市新光町41-2

ひたちなか市⽯川町1-1
MEGAドン・キホーテ1F

029-265-1709

029-354-5031

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

10:00〜16:00

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

⽉〜⾦ 9:00〜10:00 15:00〜

⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

17:00 ⼟9:30〜10:30

○

要電話予約。検査資材等の関係上受付可
能⼈数に限りがございますのでご了承くだ

○

さい。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

ひたちな
か市

ウエルシア薬局ひたちなか市⽑店 ひたちなか市⼤字市⽑822-5

029-202-5081

⽉〜⾦

10:00〜14:00 15:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaひたちな
か市

ウエルシア薬局ひたちなか⼤平店

ひたちなか市⼤平3丁⽬11番
20号

029-202-5028

⽉〜⾦

10:00〜14:00 15:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

ひたちな
か市

施設名

アイ薬局

所在地

ひたちなか市中根4807-2

電話番号

029-212-6737

受付の曜⽇

⽉曜⽇、⽊曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

要電話予約。要電話予約。PCR検査は

10：00〜16：00

10：00〜12：30の受付。

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaひたちな ウエルシア薬局ひたちなか⽥中後
か市

店

ひたちなか市⽥中後7番地2

029-264-3870

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜14:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

ひたちな
か市

ウエルシア薬局ひたちなか⽥彦店 ひたちなか市⽥彦1003-5

0293-53-5258

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜14:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaひたちな ウエルシア薬局ひたちなか六ツ野 ひたちなか市東⽯川3379番地
か市

店

15

029-271-4522

⽉〜⾦

9:30〜13:30 14:30〜17:00

休業⽇：8⽉12⽇（⾦）、8⽉15⽇ yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr（⽉）

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ひたちな
か市

それいゆ薬局

ひたちなか市東⼤島3-7-16

029-212-7445

⽉曜⽇〜⾦曜⽇

9:00〜13:00

要予約

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaひたちな
か市

ウエルシア薬局ひたちなか堂端店

ひたちなか市堂端⼆丁⽬1番
地4

029-202-5200

⽉〜⾦

10:00〜14:00 15:00〜17:00 8/15は臨時休業になります。

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ひたちな
か市

要電話予約。検査資材等の関係上受付可
アイン薬局⾺渡店

ひたちなか市⾺渡3840-7

0293-54-6677

⾦曜⽇

13:00~15:00

能⼈数に限りがございますのでご了承くだ

○

さい。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaひたちな ウエルシア薬局ひたちなか⾺渡向 ひたちなか市⾺渡向野2911か市

野店

18

0293-53-5088

⽉〜⼟

9:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

○

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

ひたちな
か市

施設名

あんず薬局⾺渡店

所在地

ひたちなか市⾺渡字向野
2835-4

電話番号

029-229-0601

受付の曜⽇

⽉〜⾦（祝⽇を除く）

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

10：00〜15：00

なし

〜8⽉10⽇（⽔）通常通り
8⽉11⽇(⽊祝） 休業
ひたちな
か市

おりーぶ薬局

ひたちなか市堀⼝616-1

029-276-0009

⽉〜⼟（祝⽇を除く）

受付の備考

10:00〜17:00（⽊・⼟は

8⽉12⽇（⾦） 通常通り

10:00〜16:30）

8⽉13⽇（⼟） 休業
8⽉14⽇（⽇） 休業
8⽉15⽇（⽉）〜通常通り

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

○

○

電話またはWEB予約受付。

WEB予約はこちら
（https://coubic.com/olivehoriguchi/595
865/book）

ひたちな
か市

ひたちな
か市

ひたちな
か市

ひたちな
か市

ひたちな
か市

ひたちな
か市

ひたちな
か市

いずみ薬局

ひたちなか市道メキ1512

029-264-3074

⽉,⽕,⽔,⽊,⾦

SFC薬局勝⽥本町店

ひたちなか市勝⽥本町4-16

029-354-7655

⽉〜⾦

10:00〜16:00

夏季休業 8/11から8/16まで

※事前に電話予約をお願い致します

⽉・⽕・⽊・⾦／13：00〜
14：00

※要電話予約。

○

⽔／13：00〜17：00

※要電話予約。薬局敷地内駐⾞場にてド

○

SFC薬局中根店

ひたちなか市中根3646-1

029-354-0718

⽉,⽕

10:30〜12:30

SFC薬局東⽯川店

東⽯川3-3-4

029-354-5599

⽕

14:00〜15:00

SFC薬局かもめ店

釈迦町5-3

029-263-5463

⽔

13:00〜15:00

※要電話予約

○

SFC薬局おおだいら店

⼤平4-3-13

029-271-2099

⽉,⽕

9:30~11:00

※要電話予約

○

SFC薬局勝⽥中央店

中根5124-3

029-276-8280

⾦

14:00〜16:00

※要電話予約

○

ライブスルーで実施になります

お盆休み期間

○

8⽉11⽇（⽊）〜8⽉18⽇（⽊）

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

ひたちな
か市

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

【お盆期間中の臨時休業】
くすりのマルト調剤薬局 笹野店

ひたちなか市笹野町2-12-17

029-229-3833

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 12：30〜14：30

8⽉11⽇〜8⽉15⽇終⽇まで臨時休 要予約制

○

業です。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⿅嶋市

ウエルシア薬局⿅嶋平井店

⿅嶋市旭ｹ丘2丁⽬8番地1

0299-85-2351

⽉〜⾦

10:00〜13:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⿅嶋市

ウエルシア薬局⿅嶋プラザ店

⿅嶋市宮中字東⼭289-1

0299-90-7738

⽉〜⾦

9:00〜14:00 15:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⿅嶋市

ヤックスドラッグ⿅嶋薬局

⿅嶋市厨3-10-1

0299-85-1562

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9：00〜18：00

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⿅嶋市

ウエルシア薬局⿅嶋宮津台店

⿅嶋市⼤字宮津台151番地52

0299-90-7028

⽉〜⾦

10:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⿅嶋市

ウエルシア薬局⿅嶋⼤野店

⿅嶋市⼤字和789番地2

0299-90-9501

⽉〜⾦

9:30〜19:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⿅嶋市

⼤船津薬局

⿅嶋市⼤船津3188-2

0299-83-1713

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

13:00〜15:00
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⿅嶋市

ウエルシア薬局⿅嶋緑ヶ丘店

⿅嶋市緑ヶ丘4丁⽬6番地7

0299-85-0331

⽉〜⾦

⽉〜⾦ 10:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

⿅嶋市

施設名

クオール薬局⿅嶋店

所在地

⿅嶋市宮中7-3-5

電話番号

0299-83-2271

受付の曜⽇

⽉

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

17：00〜18：00

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia潮来市

ウエルシア薬局潮来新宮南店

潮来市新宮南1437番地1

0299-67-1022

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜17:00

○

○

○

○

9：00〜18：00

○

○

10：00〜12：00

○

○

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia潮来市

ウエルシア薬局潮来須賀南店

潮来市須賀南289番地

0299-80-1031

⽉〜⾦

10:00〜14:00 15:00〜18:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

潮来市

ヤックスドラッグ潮来薬局

潮来市潮来1152

0299-63-4150

潮来市

松崎薬局

潮来市潮来295-1

0299-63-1001

潮来市

アイン薬局潮来店

潮来市辻416ｰ1

0299-62-2255

⾦曜⽇

8：30〜9：30

潮来市

クオール薬局⽜堀店

⽜堀649-2

0299-80-3018

⽔

12:00〜13:00

⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

数に限りがございます。

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia守⾕市

ウエルシア薬局守⾕ひがし野店

守⾕市ひがし野2-2-5

0297-21-1562

毎⽇

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia守⾕市

ウエルシア薬局守⾕松並店

守⾕市ひがし野四丁⽬1番地9

0297-21-0321

⽉〜⼟

9:00~12:30

14:00~18:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

守⾕市

ひかり薬局南守⾕店

守⾕市⼄⼦44-1

0297-38-4774

守⾕市

くすりの健康堂薬局

守⾕市中央3-11-1

0297-48-7220

守⾕市

ひかり薬局守⾕ゆりがおか店

守⾕市百合丘3-2789-25

0297-44-7401

守⾕市

アイン薬局守⾕店

守⾕市⽴沢981-7

0297-48-9670

守⾕市

サンリツ薬局 守⾕店

守⾕市⽴沢239-7

0297-47-8800

受付の曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 15:00〜16:00

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

⽉,⽕,⽔,⾦

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

PCR

抗原定性

検査

検査

夏期休業

○

8⽉13⽇〜16⽇

⽔曜⽇は9：00〜13：00、⼟曜⽇は9：00

9:00〜18：00

9:00〜13:00 14:00〜18:00

受付の備考

○

〜15：00
お盆期間中の臨時休業

⽊曜⽇は9:00〜16:30 ⼟曜⽇は9:00〜

8/15、8/16、8/17、8/18

13:00

○

⽔曜⽇は9：00〜15:00。要電話予約。資
9：00〜18：00

材の関係上，受付可能⼈数に限りがござい

○

ます。

12:00〜15:00

夏季休業（お盆休み）：8⽉11⽇
(⽊)〜8⽉16⽇(⽕)

要電話予約。
資材の関係上，受付可能⼈数に限りがござ

○

います。

要電話予約。検査資材の都合上、受付可
守⾕市

すず薬局守⾕店

守⾕市本町3304

0297-21-6166

⽊

13:00〜15:00

能⼈数に限りがございますので、ご了承く

○

ださい。

常陸⼤宮
市

常陸⼤宮
市

常陸⼤宮
市

アイン薬局常陸⼤宮店

常陸⼤宮市宇留野3090-5

0295-55-8870

⽊曜⽇

13:00〜13:30

おせ薬局

常陸⼤宮市上⼩瀬1425

0295-54-3230

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜

9：00〜15：00

⽇;⼟曜⽇

志村⼤宮病院

常陸⼤宮市上町313

0295-53-1111

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈
数に限りがございます。

８⽉臨時休業
8/13(⼟)、8/15(⽉)

10：00〜12：00

○

○

○

○

○

○

○

○

8⽉11⽇（⽊） 休み（通常）

常陸⼤宮
市

ウエルシア薬局常陸⼤宮⽯沢南店 常陸⼤宮市⽯沢1685他

0295-53-8185

⽉〜⾦

10:00〜14:00 15:00〜17:00

8⽉12⽇（⾦） 臨時休業

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を

8⽉13⽇（⼟） 休み（通常）

優先しています。 https://www.welcia-

8⽉14⽇（⽇） 休み（通常）

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

⼟⽇祝⽇の通常休み以外に8⽉12
⽇

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ

す。

臨時休業とさせていただきま ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

当店は⼟⽇祝休業となっているた
め、8⽉11⽇（⽊）、13⽇

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を

（⼟）、14⽇（⽇）は休業です。 優先しています。 https://www.welcia常陸⼤宮
市

ウエルシア薬局常陸⼤宮⽯沢店

常陸⼤宮市⽯沢1844-4

0295-52-8022

⽉〜⾦

9:00〜13:00 14:00〜17:00

また、お盆のため、15⽇（⽉）も yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr臨時休業となります。

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ

12⽇（⾦）は通常通り営業となり ります。
ます。
常陸⼤宮
市
常陸⼤宮
市

常陸⼤宮
市

常陸⼤宮
市

常陸⼤宮
市

常陸⼤宮
市

なかとみ薬局

アイン薬局⽥⼦内店

かみちょう薬局

常陸⼤宮市中富町1004-1

常陸⼤宮市⽥⼦内町3034-4

常陸⼤宮市上町341スカイビ
ル１階B

0295-55-8770

0295-53-9901

0295-55-8931

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

⽉曜⽇,⽕曜⽇,⽊曜⽇,⾦曜
⽇,⼟曜⽇

⽉〜⽔・⾦10:00〜11:30，14:30〜16:30
9:00〜18:00

⽊10:00〜11:30 ⼟10:00〜11:30（⼟は
抗原検査のみ）
要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

17:00〜18:00

13:30〜16:00

○

数に限りがございます。

８⽉１３⽇、１４⽇、１５⽇はお

○

盆休みです

要電話予約。検査資材等の関係上、受付
うるの薬局

下町3986-5

0295-54-1281

⽕,⽊

14:00〜15:00

可能⼈数に限りがございますのでご了承く

○

ださい。

アルファーム薬局 ⼤宮店

常陸⼤宮市上町310

0295-53-8338

⽉,⽔,⾦

14:00〜17:00

アイセイ薬局常陸⼤宮店

⽥⼦内町3031-3

0295-54-1211

⽉,⽕,⽊,⾦

15:30〜17:00

〇

要電話予約。検査資材等の関係上、受付
可能⼈数に限りがございますのでご了承く

○

ださい。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia那珂市

ウエルシア薬局那珂⽠連店

那珂市⽠連748-3

029-296-9228

⽉〜⼟

⽉〜⾦ 10:00〜17:00 ⼟
10:00〜14:00 15:00〜17:00

8/13(⼟) 臨時休業

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

那珂市

那珂中央薬局

那珂市菅⾕5497-1

0293-52-1123

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜
⽇;⼟曜⽇

お盆休みの臨時休業について
9:00〜18:00

８⽉ 11・12・13・14・15
上記の⽇は臨時休業となります

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

那珂市

施設名

よしの薬局

所在地

那珂市⻄⽊倉166-1

電話番号

029-295-6695

那珂市

アイン薬局七福店

那珂市⽵ﾉ内2丁⽬14-8

029-352-1789

那珂市

那珂キッズクリニック⼩児科

那珂市⽵ﾉ内3-2-2

029-212-5630

受付の曜⽇

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

⽔曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

夏季休業
10：00〜13：00

８⽉１３⽇〜１５⽇にて臨時休業

○

いたします。
要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

12：30〜14：30

○

数に限りがございます。
⽊曜⽇と⽇曜⽇は9:00〜12:00 ⼟曜は

9:00〜19:00

9:00〜17:00 ⼟曜⽇と⽇曜⽇は第1・第

○

3・第5⼟⽇曜⽇のみ
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

那珂市

ウエルシア薬局那珂⽵ノ内店

那珂市⽵ﾉ内三丁⽬7番地3

029-270-8258

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

那珂市

そよかぜ薬局

那珂市那珂市菅⾕3307芳野屋
ﾃﾅﾝﾄB

029-295-5118

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

PCR⽉〜⽊は16時まで，⾦は14時まで。

9：30〜18：00

⼟曜は抗原検査のみ受付。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia筑⻄市

ウエルシア薬局下館南店

筑⻄市⼄916

0296-21-1750

⽉〜⼟

⽉〜⾦ 10:00〜18:00 ⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜13:30

reserve/ （電話での予約は受付しており

15:00〜18:00

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

筑⻄市

筑⻄市

けんこうリンク（公益財団法⼈茨
城県総合健診協会県⻄センター）

やまぐち薬局 関城店

筑⻄市関本分中37-1

0296-20-3480

筑⻄市⾈⽣ 1059

0296-37-8011

要予約。事前にホームページをご確認くだ

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜⽇ 9：00〜17：00

さい。

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

平⽇10時〜12時、14時〜17

8/13〜8/16 お盆休業とさせてい

⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

時。⼟曜10時〜12時。

ただきます

○

事前予約お願いします。薬局ホームページ
より検査の予約ができます。店頭・お電

○

○

○

○

○

○

話での受付も可能です。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
⽉・⽕・⽊・⾦・⼟ 9:00〜
筑⻄市

ウエルシア薬局筑⻄協和店

筑⻄市新治1996-26

0296-21-7558

⽉〜⼟

17:00 ⽔
14:00〜17:00

9:00〜12:30

優先しています。 https://www.welciayakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
事前に電話予約をお願いします。PCR検

筑⻄市

南⼭堂薬局筑⻄店

筑⻄市深⾒496-7

0296-45-5145

⽔・⽊

16:00〜17:00

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性
があります。混雑時は利⽤をお待ちいた
だくことがあります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

筑⻄市

施設名

つかもと調剤薬局明野南店

所在地

筑⻄市中上野712-4

電話番号

0296-20-5103

受付の曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽊曜⽇;⾦曜
⽇;⼟曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

要電話予約。検査資材等の関係上受付可
13:00〜14:00

能⼈数に限りがございますのでご了承くだ

○

さい。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽉〜⾦ 9:00〜20:00 ⼟
筑⻄市

ウエルシア薬局下館⼆⽊成店

筑⻄市⼆⽊成943

0296-24-8178

毎⽇

9:00〜19:00 ⽇・祝
13:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜

reserve/ （電話での予約は受付しており

14:00〜18:00

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

筑⻄市

やまぐち薬局 野殿店

筑⻄市野殿 1457

0296-25-3182

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

平⽇10時〜12時30分、14時
30分〜17時。⼟曜10時〜12
時。

8/13〜8/16 お盆休業とさせてい
ただきます

事前予約お願いします。薬局ホームページ
より検査の予約ができます。店頭・お電
話での受付も可能です。

筑⻄市

クオール薬局筑⻄店

⼥⽅688-5

0296-26-7789

⽉,⽕,⽊,⾦

14:00〜16:00

○

筑⻄市

アイセイ薬局下館店

筑⻄市甲147

0296-25-3050

⽉

13:30〜14:30

○

受付：検査キットの準備があるため電話
予約のみとさせていただきます。
発熱者は近隣医療機関発熱外来へ問い合
筑⻄市

アルファーム薬局協和店

⾨井1679-28

0296-21-7711

⾦

14:00〜16:00

わせてください。
来局当⽇は、到着時薬局外から電話連絡

○

をしていただき、対応指⽰に従ってくださ
い。
検査は薬局内で⾏います。

筑⻄市

アルファーム薬局筑⻄店

⾨井1676-23

0296-54-4344

⽊

15:00〜17:00

要予約

予約時間
筑⻄市

アルファーム薬局 関本店

関本下1940-3

0296-37-8118

⼟

15:00〜17:00

○

検査⽇当⽇（⼟曜⽇）

AM8:30-PM1:00
抗原検査キットの数の関係で受付⼈数を
制限させて頂く場合がございます。

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia坂東市

ウエルシア薬局坂東岩井本町店

坂東市岩井2746番地

0297-36-7906

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:30~13:00 14:30~17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

坂東市

いしつか薬局

坂東市岩井3292-18

0297-36-0515

坂東市

つむぎ薬局

坂東市沓掛2525-7

0297-44-0269

坂東市

ひばり薬局

坂東市沓掛4483-4

0297-44-2010

坂東市

アイン薬局坂東沓掛店

坂東市沓掛神明842

0297-44-2882

坂東市

マスダ調剤薬局

坂東市辺⽥1423-1

0297-35-9665

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 9:30〜12:30、14:30〜17:30

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

問い合わせ時間

⽊曜⽇・⾦曜⽇

13:30〜15:00

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

⽊曜⽇は9:00〜14:30､⼟曜⽇は9:30〜

9:30〜17:30

⽉曜⽇・⽕曜⽇・⽔曜⽇・

⽉曜⽇・⽔曜⽇・⾦曜⽇

○

予約時間
13:30〜14:00

12:00

○

○

お盆休み：8⽉11･14⽇

要予約。

○

お盆休み：8⽉11･13･14･15⽇

要予約。

○

9:00〜14:00

○

○

8/12（⾦）9：00〜11：00
坂東市

アイセイ薬局坂東店

坂東市⽮作天王前1680-2

0297-30-2626

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9:00〜18:00

8/13（⼟）休業

⽕曜⽇、⽊曜⽇は9:00〜17:00、⼟曜⽇は

8/15（⽉）休業

9:00〜13:00

○

8/16（⽕）9：00〜12：00
⽉､⽕、⽊、⾦、⽇(9:00〜
坂東市

さくら薬局坂東岩井店

坂東市岩井4597番地1

0297-47-4717

⽉〜⽇

18:00)、⽔(9:00〜17:00)、⼟

電話予約にて受付。

○

(9:00〜12:00)
お盆休みの案内
稲敷市

さくらい薬局桜川古渡店

稲敷市稲敷市古渡36-1

029-840-6655

⽊曜⽇

10:00〜14:00

8/11（⽊）祭⽇により休業 8/13
（⼟）臨時休業

稲敷市

ヤックスドラッグ新利根薬局

稲敷市⾓崎1672

0297-63-3552

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

検査希望者は事前に電話予約をお願いし
ます

9：00〜18：00

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia稲敷市

ウエルシア薬局稲敷釜井店

稲敷市釜井435-1

0299-79-8001

⽉〜⾦

10:00〜14:00 15:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

事前に電話予約をお願いします。PCR検
稲敷市

南⼭堂薬局江⼾崎店

稲敷市佐倉3251-8

029-834-5800

⾦

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性

13:00〜14:00

があります。混雑時は利⽤をお待ちいた
だくことがあります。
要電話予約。当⽇の混雑状況により折り

稲敷市

ぬまた調剤薬局

沼⽥2687-4

029-840-5051

⽉,⽕,⽊,⾦

12:00〜14:30

臨時休業

返しのご連絡となる可能性がございます。

8/11（⽊）〜8/15（⽉）

検査資材の関係上、受付⼈数に限りがござ

○

います。

かすみが
うら市

ヤックスドラッグ千代⽥薬局

かすみがうら市稲吉2-2613158

029-846-1081

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

9：00〜18：00

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaかすみが ウエルシア薬局かすみがうら⼤和
うら市

⽥店

かすみがうら市⼤和⽥592番
地45

029-833-5328

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜14:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を

⽉〜⾦： 9:00〜12:30、14:30
桜川市

ウエルシア薬局岩瀬御領店

桜川市御領1丁⽬23

0296-75-8060

⽉〜⼟

優先しています。 https://www.welcia-

〜18:00

8/13,15は臨時休業のため、検査

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

⼟： 9:00〜12:30、14:30〜

実施しません。

reserve/ （電話での予約は受付しており

15:00

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

桜川市

アイン薬局桜川店

桜川市⾼森1024

0296-45-5311

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

17：00〜18：00

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

数に限りがございます。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia桜川市

ウエルシア薬局真壁飯塚店

桜川市真壁町飯塚998

0296-23-8628

⽉〜⼟

9:00〜17:30

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia桜川市

ウエルシア薬局岩瀬富⼠⾒台店

桜川市富⼠⾒台1-20

0296-70-8028

毎⽇

9:00〜13:00 15:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

桜川市

ホーム薬局フジイ

桜川市明⽇⾹1-54

0296-75-1541

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

10:00〜19:00

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

桜川市

アイセイ薬局真壁店

真壁町⻲熊123-4

0296-20-7085

神栖市

⽥辺薬局知⼿中央店

神栖市砂⼭知⼿1014-35

0479-40-0151

受付の曜⽇

⽉

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

14:00〜15:00

○

9：00〜18：00

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia神栖市

ウエルシア薬局神栖若松店

神栖市若松中央2丁⽬10番

0479-40-1618

⽉〜⾦

10:00〜14:00 15:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

神栖市

ウエルシア薬局神栖中央店

神栖市神栖1-5-6

0299-93-5083

⽉〜⼟ 祝

9:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

神栖市

ひかり薬局神栖店

神栖市息栖3031-35

0299-94-3456

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

14:00〜17:00

⽊曜⽇は15:00〜17:00

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia神栖市

ウエルシア薬局神栖⼤野原店

神栖市⼤野原3丁⽬9番36

0299-95-5680

⽉〜⾦

10:00〜14:00 15:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を

神栖市

ウエルシア薬局神栖知⼿中央店

神栖市知⼿中央6-6-19

0299-95-0157

毎⽇

⽉〜⾦ 9:00〜17:00

優先しています。 https://www.welcia-

⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

⽇・祝

9:00〜17:00
9:00〜13:00

14:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

神栖市

中央薬局知⼿店

神栖市

アイン薬局神栖店

神栖市

中央薬局

神栖市知⼿中央7-3405-253

神栖市知⼿中央7丁⽬3405254

神栖市⼟合本町1丁⽬9082番
地5

0299-90-5633

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇

9：00〜18：00

0299-90-6612

⽕曜⽇;⾦曜⽇

9:00〜10:00

0479-40-5370

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

9：00〜17：00

○

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

数に限りがございます。

○

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

お盆期間中の

受付時間

検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia神栖市

ウエルシア薬局神栖⼟合本町店

神栖市⼟合本町四丁⽬9809番
地451

0479-48-5631

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

10:00〜13:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽉〜⾦ 9:00〜17:00 ⼟
神栖市

ウエルシア薬局神栖波崎店

神栖市波崎8519番地

0479-44-8580

⽉〜⼟

9:00〜13:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

14:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

〜17:00

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

⽉〜⾦ 9:00〜17:00 ⼟
神栖市

ウエルシア薬局神栖平泉店

神栖市平泉1-4

0299-90-0868

⽉〜⼟

9:00〜14:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

15:00〜

reserve/ （電話での予約は受付しており

17:00

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた

神栖市

クスリのアオキ平泉薬局

神栖市平泉2番地171

0299-77-8575

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

神栖市

神栖さくら薬局

神栖市平泉字関下1-127

0299-95-6172

神栖市

⽥辺薬局⿅島神栖店

神栖市平泉東1-64-204

0299-90-1527

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜
⽇;⼟曜⽇

8:30-18:00
8/11ー8/13はお盆のため休業いた
9：00〜17：00

します
8/14午前中は営業いたします。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

神栖市

ウエルシア薬局神栖堀割店

神栖市堀割3丁⽬4-3

0299-90-1368

⽉〜⾦

10:00〜14:00 15:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

神栖市

Ｙ・Ａ薬局

神栖市⽮⽥部7801-30

0479-48-4029

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜⽇ 9：00〜18：00

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia神栖市

ウエルシア薬局神栖⽮⽥部店

神栖市⽮⽥部7803-51

0479-40-5615

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

神栖市

クオール薬局神栖店

筒井1422-263

0299-93-3111

⽉,⽕,⽔,⽊

13:30~14:30

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⾏⽅市

ウエルシア薬局⾏⽅⽟造店

⾏⽅市⽟造甲659-2

0299-36-2250

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⾏⽅市

さくら薬局⾏⽅⿇⽣店

⾏⽅市市⿇⽣1164-4

0299-72-0385

⾏⽅市

アイン薬局なめがた店

⾏⽅市⼩幡1101-41

0291-32-9021

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

⽉〜⽔、⾦（8：30〜19：

8⽉13⽇(⼟)、8⽉15⽇(⽇)は臨時 ⽊（9：00〜17：00） ⼟（8：30〜12：

⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

30）

休業いたします。

⽔曜⽇;⾦曜⽇

16:30〜17:00

○

30）

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

数に限りがございます。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⾏⽅市

ウエルシア薬局⾏⽅⿇⽣店

⾏⽅市⿇⽣3289-46

0299-80-6058

⽉〜⼟

9:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており

○

○

ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⾏⽅市

⽇本調剤なめがた薬局

⼩幡1101-40

0291-36-1012

鉾⽥市

ヤックスドラッグ鉾⽥薬局

鉾⽥市汲上1160-1

0291-32-9012

⽉,⽔

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

16:00〜17:00

○

10：00〜19：00

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
⽉⽕⽊⾦ 10:00〜17:00 ⽔
鉾⽥市

ウエルシア薬局鉾⽥中根店

鉾⽥市鉾⽥1259番地3

0291-34-2328

⽉〜⼟

⼟ 10:00〜14:00 15:00〜
17:00

優先しています。 https://www.welciayakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

PCR

抗原定性

検査

検査

⽔曜⽇は9:00〜17:00

○

○

⼟曜⽇は9：00〜12：00

○

○

○

○

○

○

○

○

受付の備考

お盆期間中の営業時間
8/13、8/14、8/16：終⽇休業
鉾⽥市

なのはな薬局

鉾⽥市樅⼭576-143

0291-34-4123

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

8:30〜17:30

8/15：8:30〜12:00
8/17〜：通常営業
※休業期間中の問い合わせ先：
0291-34-4123

つくばみ ヤックスドラッグつくばみらい平
らい市

薬局

つくばみらい市紫峰ヶ丘5-11

0297-38-6127

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9：00〜18：00

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくばみ ウエルシア薬局つくばみらい伊奈
らい市

店

つくばみらい市⾕井⽥字北耕
地1332

0297-47-7788

⽉〜⼟

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:30〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

検査時間
PCR検査→⽉/⽕/⽔/⾦
9:00〜12:00、14:30〜16:30
抗原検査→⽉/⽕/⽔/⾦
つくばみ
らい市

むぎのほ薬局みらい平店

つくばみらい市富⼠⾒ケ丘18-4

0297-21-7833

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇

9:00〜12:00、14:30〜
16:30・⽊/⼟ 9:00〜11:00

お盆休み 8/11〜8/15

希望者は来局前に必ず電話を
してください。
当⽇の混雑状況により受付終
了する場合があります。

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welciaつくばみ
らい市

ウエルシア薬局みらい平駅前店

つくばみらい市陽光台1-14-1

0297-20-7118

⽉〜⽇

⽉〜⼟ 9:00〜17:00 ⽇

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00~12:30 14:00~17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

つくばみ
らい市

さくら薬局つくばみらい店

つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁
⽬17番地4

0297-20-7551

⽉〜⽔、⾦曜⽇、⽊曜⽇、
⼟曜⽇

⽉〜⽔、⾦(9:00〜18:00)、⽊
(9:00〜17:00)、⼟(9:00〜

電話予約にて受付。

○

16:00)

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⼩美⽟市 ウエルシア薬局⼩美⽟美野⾥店

⼩美⽟市⽻⿃2908-3

0299-28-7638

⽉〜⼟、祝

10:00〜14:00 15:00〜16:30

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

○

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた
⼩美⽟市 クスリのアオキ⼩川薬局

⼩美⽟市中延2284番地

0299-56-5075

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな
り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。

⼩美⽟市 アイン薬局⼩川店

⼩美⽟市中延644-2

0299-37-0606

⼩美⽟市 希望ヶ丘薬局

⼩美⽟市中台829-21

0299-36-8201

⽕曜⽇;⽔曜⽇;⼟曜⽇

１７：００〜１８：００

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

⽉曜⽇〜⾦曜⽇10:00〜

⽇;⾦曜⽇；⼟曜⽇

12:00、14:00〜17:30⼟曜⽇

（祝⽇を除く）

10:00〜12:00、14:00〜16:30

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

数に限りがございます。

8⽉13〜17⽇は夏期休業のため、
検査は中断致します。

要電話予約

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⼩美⽟市 ウエルシア薬局⼩美⽟⽟⾥店

⼩美⽟市⽥⽊⾕212番地1

0299-37-1108

⽉〜⼟

9:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

8:00〜19:00
⼩美⽟市

⽊下グループ新型コロナ検査セン

⼩美⽟市与沢1601-55 茨城

ター茨城空港店

空港1階国際線到着ロビー内

03-4333-1640

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

【2022年7⽉16⽇より受付時

定休⽇なし

間変更】
9:00〜13:00 / 15:00〜19:00

茨城町

茨城町

茨城町

茨城町

⽔⼾ロイヤル薬局

調剤薬局ツルハドラッグ茨城桜の
郷店

茨城町桜の郷231-12

029-219-1080

茨城町桜の郷3294-6

029-219-1268

【PCRラボ】ICheck×nanoAce 茨 東茨城郡茨城町駒渡字後原
城町PCR検査場

1120-9

サンリツ薬局 ⽔⼾桜の郷店

東茨城郡茨城町桜の郷231-10

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇
⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇

9:00〜17:00

09:30〜18:30

029-291-8328

⽕,⽔,⽊,⾦,⼟

9:00〜18:00

029-219-2217

⽉,⽕,⽔,⽊,⾦

9:00〜16:00

PCR検査の受付は15 :00まで。予約制。

○

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

茨城町

施設名

アルファーム薬局 桜ヶ丘店

所在地

東茨城郡茨城町奥⾕1090-3

電話番号

029-240-7588

受付の曜⽇

⽊

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

14：00〜16：00

○

○

○

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

10:00~11:00

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
2022年8⽉20⽇（⼟）は薬局臨時
⼤洗町

ウエルシア薬局⼤洗磯浜店

⼤洗町磯原町3465番地1

029-264-5720

⽉〜⼟

10:00〜14:00 15:00〜17:00 休業⽇となります。
検査終⽇受付不可となります。

優先しています。 https://www.welciayakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

⼤洗町

あんず薬局⼤洗店

⼤洗町桜道267 STﾋﾞﾙ1階B

029-264-8300

⼤洗町

ねもと薬局 しろくま店

磯浜町6881-540

029-267-7880

⽊

12:00〜13:00

⼤洗町

あさひ薬局

東茨城郡⼤洗町⼤貫町951-3

029-267-0863

⾦

8:30〜9:30

⽇;⾦曜⽇

事前にお電話にてご予約をお願いいたし
ます。検査キットの在庫状況により、ご
予約を承れない場合がございます。

城⾥町

アイン薬局常北店

城⾥町⽯塚1341

029-240-6400

⽉曜⽇

16:00〜17:00

東海村

ねもと薬局

東海村⾈⽯川587-2

029-287-0465

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇

9:00〜10:00

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈

○

数に限りがございます。

※無料抗原検査受付⼀時中⽌
８／１１〜１５⽇は休業⽇です。 要電話受付。資材の関係上、受付⼈数に

○

〇

○

○

○

○

限りがございます。

東海村

イースト薬局

東海村⾈⽯川95

029-306-1132

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

9：00〜18：00 ⼟曜 は 9:00 8/11（⽊）〜15（⽉）までお盆休 PCR検査の受付は15 :00まで。⾦曜⼟曜は

⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

〜 12:00 ⽇曜祝⽇は休み

みになります。

抗原検査のみ実施

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia東海村

ウエルシア薬局東海⾈⽯川店

東海村⾈⽯川駅⻄2-9-12

0293-06-5008

毎⽇

⽉〜⼟ 9:00~17:00 ⽇祝

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:00〜14:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

東海村

ねもと薬局病院前店

東海村村松2083-6

029-287-7878

⾦曜⽇

10：00〜14：00

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

8/11(⽊) 休み
12(⾦) 9：00〜18：00（※開局
東海村

ノース薬局

東海村⽩⽅1707-83

0293-06-1281

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

時間短縮）
9：00〜18：00

13(⼟)〜8/16(⽕) 休み

⼟曜は9:00〜12:00，⽇曜祝⽇は休み

○

8/12(⾦)は通常より短い営業時間
になっております。

⼤⼦町

アイン薬局だいご店

⼤⼦町⼤⼦822-1

0295-79-1550

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

⽉.⽕.⽊.⾦:17:00〜17:30
⽔:12:30〜13:00 ⼟:16:30〜
17:00

要電話予約。資材の関係上，受付可能⼈
数に限りがございます。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia⼤⼦町

ウエルシア薬局⼤⼦池⽥店

⼤⼦町⼤字池⽥1506

0295-79-1690

⽉〜⾦

10:00〜14:00 15:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

⼤⼦町

ビッグママあこ薬局

⼤⼦町池⽥2676-16

0295-72-5569

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9：30〜18：00

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia阿⾒町

ウエルシア薬局阿⾒荒川沖店

阿⾒町うずら野1丁⽬19番地2

029-843-7038

⽉〜⼟

9:30〜13:30 14:30〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

阿⾒町

⼟浦調剤薬局阿⾒店

阿⾒町岡崎1-28-10

029-886-7020

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 13:00〜16：00

弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia阿⾒町

ウエルシア薬局阿⾒岡崎店

阿⾒町岡崎三丁⽬8番地1

029-891-3288

⽉〜⼟

9:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

阿⾒町

ウエルシア薬局阿⾒若栗店

阿⾒町若栗1339-6

029-891-1320

⽉〜⼟

9:30〜13:00 14:00〜17:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

阿⾒町

ヤックスドラッグ阿⾒薬局

阿⾒町中央1-13-22

029-891-2388

阿⾒町

さくらい薬局阿⾒店

阿⾒町中郷2-1-7

029-888-2772

受付の曜⽇

お盆期間中の

受付時間

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜

⽉〜⾦9：00〜18：00、⼟

⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

9：00〜13：00

⼟曜⽇

9:30〜11:30 14:00〜15:30

検査の実施について

8/13(⼟）は臨時休業します。

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

○

○

第2⼟曜⽇は実施しません

○

事前に電話予約をお願いします。PCR検
阿⾒町

南⼭堂薬局阿⾒町店

阿⾒町中郷2-30-6

029-840-2488

⽉・⽊・⾦

9:00〜10:00

8/13〜8/15は臨時休業いたしま

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性

す。

があります。混雑時は利⽤をお待ちいた

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

だくことがあります。
事前に電話予約をお願いします。PCR検
阿⾒町

南⼭堂薬局南平台店

阿⾒町南平台1-32-1

029-893-6540

⽉・⽔・⾦

査は郵送の関係で受付時間変更の可能性

9:00〜11:30

があります。混雑時は利⽤をお待ちいた
だくことがあります。

阿⾒町

なんぺいだい薬局

阿⾒町南平台1丁⽬32-3

029-896-6731

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⾦曜⽇ 9：00〜16：00

お盆中の時間変更・休みのお知ら
せ
阿⾒町

さくらい薬局荒川本郷店

阿⾒町本郷1-2-14

029-830-4777

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇

平⽇；13時〜17時

１２⽇(⾦)；PCRと抗原検査は１

⼟曜⽇；9時〜13時

３時〜１５時

⽇祭⽇；休み

１３⽇(⼟)：薬局休み

要事前電話予約

１５⽇(⽉）・１６⽇(⽕)；PCRと
抗原検査は１３時〜１６時
事前に電話予約をお願いします。⼟曜⽇
は抗原検査のみ受付、ＰＣＲ検査は郵送
阿⾒町

南⼭堂薬局荒川沖店

阿⾒町本郷1-22-1

029-843-7330

⽉〜⽔，⾦，⼟

9:00〜16:00

8/13、15、16

臨時休業

の関係で受付時間変更の可能性がありま
す。混雑時は利⽤をお待ちいただくこと
があります。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

阿⾒町

ウエルシア薬局阿⾒荒川本郷店

阿⾒町本郷3丁⽬3番地1

029-830-5118

⽉〜⾦

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcr-

9:30〜14:00 15:00〜17:00

reserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

阿⾒町

すず薬局若栗店

⼋千代町 たけの調剤薬局

稲敷郡阿⾒町若栗1339-73

029-887-9080

⽉,⽕,⽊,⾦

13：00〜15：00

⼋千代町⾼崎1076-2

0296-48-2984

⽉・⽕・⽔・⽊・⾦

13：00〜15：00

お盆休みは8/11−8/16までとなり

○

ます。

要電話予約。資材の関係上、受付可能⼈
数に限りがございます。

○

ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者⼀覧（ 2022年 8⽉12⽇現在）
市町村

施設名

所在地

電話番号

受付の曜⽇

受付時間

お盆期間中の
検査の実施について

受付の備考

PCR

抗原定性

検査

検査

⽉〜⽔、⾦(8:30〜17:30)、⽊
⼋千代町 さくら薬局⼋千代菅⾕店

⼋千代町菅⾕1170-1

0296-45-6617

⽉〜⽔、⽊、⾦、⼟

(8:30〜16:30)、⼟(8:30〜

電話予約にて受付。

○

12:30)
境町

境ゆう薬局

境町178-15

0280-33-7066

⽕曜⽇;⾦曜⽇

14:00〜17:00

○
電話等による予約は⾏っておりません。店
頭で受付順にご案内させていただくた

境町

クスリのアオキ茨城境薬局

境町2129番地1

0280-23-6561

⽉曜⽇;⽕曜⽇;⽔曜⽇;⽊曜
⽇;⾦曜⽇;⼟曜⽇;⽇曜⽇

め、待ち時間が発⽣する可能性があるこ
9:00-22:00

とをご了承ください。また在庫がなくな

○

○

○

○

○

○

り次第、その⽇の無料検査は終了とさせ
て頂きます。⼊荷され次第、再開させて
いただきます。
弊社ホームページから予約して頂いた⽅を
優先しています。 https://www.welcia-

境町

ウエルシア薬局茨城境町店

境町38-3

0280-81-2118

毎⽇

9:00〜20:00

yakkyoku.co.jp/antigen-test-kit/pcrreserve/ （電話での予約は受付しており
ません） ※受検可能な⼈数には限りがあ
ります。

14：00〜15：30
境町

なのはな薬局

猿島郡境町371-2

0280-81-1388

⽕,⽔,⽊,⾦

⽔曜は9：00〜11:30
Web上での予約制

境町

稲敷郡美
浦村

すず薬局 境町店

猿島郡境町上⼩橋79-8

0280-81-1755

⽔

13:00〜15:00

電話予約にて受付します。

○

アルファーム美浦店薬局

稲敷郡美浦村⼤⾕1216-1

029-885-9331

⽕,⽊

14:00〜16:00

事前に電話予約要

○

