
実施場所名 住所 電話番号
福島県 南相馬PCR検査センター

福島県南相馬市原町区青葉町2-62-3　株式会社カルディオメド福島 敷地

内 0244-26-8232

宮町PCR検査センター 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目3-10-2 022-395-6411

大沢PCR検査センター 宮城県仙台市泉区大沢2丁目２－３ 022-738-7546

二日町PCR検査センター 宮城県仙台市青葉区二日町12番25 022-721-0238

名取PCR検査センター 宮城県名取市高舘熊野堂余方下16-15 0120-419-321

明石台PCR検査センター 宮城県富谷市明石台7-1-5 022-358-1976

PCR Lab　 水戸市大工町PCR検査場 茨城県水戸市大工町1-6-1　ベルスポットビル１F 080-4360-8484

PCR Lab　茨城町PCR検査場 茨城県東茨城郡茨城町駒渡1120-9 029-291-8328

PCR Lab　つくば市天久保PCR検査場 つくば市天久保1-7-8 有楽町ビル1F 090-5942-8546

千葉県 市原市役所　ICheckPCR検査センター 千葉県市原市国分寺台中央１丁目１番地１ 03-6630-0636

あるも薬局 埼玉県越谷市東越谷９－３２－６ 048-940-2601

あるも薬局 八潮店 埼玉県八潮市南後谷８６１－１ 048-960-0196

あるも薬局 上野台店 埼玉県深谷市上野台２３２３－１ 048-501-7825

あるも薬局 宮前店 埼玉県熊谷市宮前町２－１３４－２ 048-577-7791

アロン薬局 松原団地駅前店 埼玉県草加市松原１－７－２２－Ｆ 048-969-4800

アロン薬局 北谷店 埼玉県草加市北谷１－２２－５ 048-946-1770

あるも薬局 花田店 埼玉県越谷市花田２－２６－５ 048-961-8510

なごみ薬局 埼玉県三郷市鷹野３－２６０－２ 048-956-9225

あるも薬局 新越谷店 埼玉県越谷市南越谷１－２２－８ ＴＭビル１０１ 048-940-7828

あるも薬局 長野店 埼玉県行田市長野１－２９－５ 048-578-8327

あるも薬局 宮原店 埼玉県さいたま市北区宮原２－３７－３メゾンリリー１階 048-729-7326

あるも薬局 新田店 埼玉県草加市金明町３７１風の道ハウス１－Ａ 048-954-5368

あるも薬局 中西店 埼玉県熊谷市中西２－８－５ 048-598-7886

あるも薬局 岩槻駅前店 埼玉県さいたま市岩槻区本町１－１－２ 048-731-8556

みのやま薬局 埼玉県秩父郡皆野町皆野２４９５－３ 0494-26-5448

エイチ・エム・グループ 六軒町校 埼玉県春日部市六軒町113 048-872-7708

PCR検査センターせんげん台駅前 埼玉県越谷市千間台東1-4-1　エミネンスかわぐち 080-3586－9080

PCR検査センター越谷駅前 埼玉県越谷市越谷1－13－3　西尾ビル2階 080-4198-7693

PCR検査センター岩槻駅前 埼玉県さいたま市岩槻区本町1丁目3－19 080-4413-8930

PCR検査センター桶川駅前 埼玉県桶川市寿１－２－５　桶川駅前ビル1階 080-1603-2348

PCR検査センター浦和与野店 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2－7－8 080-7387-6838

エイチ・エム・グループ 牛子校 埼玉県川越市南田島2347-1 049-265-4370

エイチ・エム・グループ 大宮三橋校 埼玉県さいたま市大宮区上小町128-2 048-871-8660

エイチ・エム・グループ 木曽呂校 埼玉県川口市大字木曽呂498-4 048-452-8630

谷塚駅前PCR検査センター 埼玉県草加市谷塚1－2－14　2階 048-999-5250

さくら薬局　南浦和店 埼玉県さいたま市南区南浦和2-2-17 048-885-1337

医療法人社団幸望会 澤田歯科医院 埼玉県川越市古市場497 070-773-6574

PCR Lab 北浦和駅東口PCR検査場 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-2-3 048-824-1121

北朝霞駅前検査センター 埼玉県朝霞市西原1-3-3須田ビル 080-8827-6845

春日部検査センター 春日部市粕壁6985-3-101 03-6820-1037

医療法人社団幸望会 ハーモニー歯科医院 足立区竹の塚３丁目５−５ 03-5851-7640

ラ・メール薬局金町店 葛飾区東金町１丁目４４−１５ 菅野ビル 03-5876-3911

江東メディカルタワー【江東健診クリニック】 江東区亀戸6-41-10 0120-900-563

東京育明会親和ハートフルクリニック 江戸川区平井２丁目２４−１６ 03-3684-7150

東京育明会 よつば皮膚科 江戸川区平井４丁目１１−５ 平井イスズビル 03-3637-1112

東京育明会 ひまわり皮フ科 江東区亀戸2-26-8 風月堂ビル2階 03-5626-4166

池袋フラクタルPCR検査センター 豊島区南池袋2-30-8友泉南池袋ビル8F なし

四ツ葉薬局 台東区上野6-7-16川久保ビル１F 03-5817-8386

上田クリニック 世田谷区奥沢７丁目１９番９号 03-6809-7031

クリーン薬局 品川区東品川3-18-3 03-3472-2411

荏原町クリーン薬局 品川区中延5-14-25 03-6426-6860

台場薬局 品川区東品川1-6-23 03-3450-8511

青横ファーマシー薬局 品川区南品川3-5-8 03-5461-8255

青横ファーマシー薬局　大井町店 品川区東大井5-13-3 03-5780-0066

青横ファーマシー　南品川薬局 品川区南品川2-17-27　三井南品川ハイツ104 03-6433-2277

クリーン薬局　新小岩 葛飾区東新小岩5-1-4 03-3695-1976

上平井クリーン薬局 葛飾区新小岩4-39-23 03-6413-8720

エイチ・エム・グループ青戸校 葛飾区青戸8-3-13 03-6662-4520

個別指導Wam飛田給校 調布市飛田給2-7-11 042-482-8077

エイチ・エム・グループ小宮町校 八王子市小宮町1196-5 042-649-9870

エイチ・エム・グループ小山田桜台校 町田市下小山田町3352-5 042-860-0670

エイチ・エム・グループ東京湯島指導センター 文京区湯島2-13-1 03-5615-8850

トモエ薬局・本町店 小金井市本町１−５−１２朝日パリオ小金井ハイツ１階 042-387-7911

そうごう薬局在宅調剤センター青砥店 葛飾区青戸５丁目１４－５ 青山マンション１０３ 03-3838-3011

あさひ薬局 東京都品川区大井一丁目５２番８号　オキナビル１０１ 03-5746-2707

わかば薬局 東京都世田谷区経堂五丁目３５番２０号　シャルム経堂１０２ 03-5477-0034

スミダ薬局 東京都荒川区南千住3-4-5 03-3805-8989

スミダ薬局　四ツ木店 東京都葛飾区四つ木4-5-11 03-5698-1189

スミダ薬局　高田馬場店 東京都新宿区高田馬場4-4-2　尾上ビル1階 03-5338-8183

渋谷ルコラコクリニック医科歯科 東京都渋谷区宇田川町３７−１５ ARISTO渋谷 5F 03-6407-8913

中目黒コヤス歯科 東京都目黒区上目黒３丁目１−１４ 03-3794-0888

四谷三丁目PCRセンター 東京都新宿区四谷３丁目８ 三橋ビル 4階 03-6274-8303

あおぞら薬局堀切菖蒲園店 東京都葛飾区堀切３丁目３−３ 三嶋ビル 03-5672-1150

和堂薬局 東京都中野区上鷺宮４丁目１６−８ 03-5933-9449

たんぽぽ薬局金町店 東京都葛飾区東金町1-39-1  グリーンハイツ金町1F 03-3607-8946

メディスンショップなります薬局 東京都板橋区成増２丁目２１−２１ 03-5968-8558

ピーチ薬局亀有店 東京都葛飾区亀有３丁目３３−１５ 03-3838-2292

はあと薬局日暮里店 東京都荒川区東日暮里６丁目１８−６ 03-5604-9135
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藤沢まごころ歯科 神奈川県藤沢市湘南台５丁目６－２４ 0466-44-6480

三和薬局 神奈川県横浜市港北区日吉本町4-15-7 045-562-2656

PCR検査センター港南台駅前店 神奈川県横浜市港南区港南台４丁目３−９　荒井ビル1階 080-7396-3654

エイチ・エム・グループ東淵野辺校 神奈川県相模原市中央区東淵野辺2-1-5 042-851-4360

エイチ・エム・グループ田名校 神奈川県相模原市中央区田名4153-7 2階 042-785-2360

PCR検査センター青葉台駅前店 横浜市青葉区青葉台1丁目24－1　電興ビル1階103号 080-7230-8775

だんのうえ眼科クリニック 神奈川県川崎市中原区上小田中 3-23-34 044-750-0333

東山田ヒルズクリニック 神奈川県横浜市都筑区東山田町１３５７番地１ 045-595-0030

静岡県 PCR Lab　沼津PCR検査場 静岡県沼津市岡宮683-1 055-928-5227

島根フラクタルPCR検査センター 島根県出雲市斐川町荘原216-1 080-1630-6158

大田フラクタルPCR検査センター 島根県大田市長久町土江192-5 090-8361-9790

長崎県 大村市東本町PCR検査センター 長崎県大村市東本町604 050-3310-9664
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