
PCR検査等 抗原定性検査

1 秋田市
木下グループ
新型コロナＰＣＲ検査センター
秋田市役所店

秋田市山王一丁目1-1
（秋田市庁舎内）

03-4333-1640
(11:00～18:00

年中無休)
令和3年12月24日

月～土　9:00～17:00
（休業日：日曜日）

○ ○

2 秋田市
木下グループ
新型コロナ検査センター
秋田空港店

秋田市雄和椿川字山籠49
秋田空港国際線ビル
１階チケットロビー内

03-4333-1640
(11:00～18:00

年中無休)
令和4年3月10日 9:00～13:00 / 15:00～19:00（無休） ○ ○

3 鹿角市
木下グループ
新型コロナ検査センター
秋田県鹿角市指定

鹿角市花輪字荒田1-1
鹿角市交流センター内
展示交流ホール（特設会場）

03-4333-1640
(11:00～18:00

年中無休)
令和4年2月16日

月火水木金土　9:00～12:00　13:00～16:00
 (休業日；日曜日、祝日）

○ ○

4 大館市
木下グループ
新型コロナＰＣＲ検査センター
大館市指定ＰＣＲ検査所

大館市中城20
大館市庁舎
（本庁舎南側　特設会場）

03-4333-1640
(11:00～18:00

年中無休)
令和3年12月24日

月～金　9:00～16:00
（休業日：土曜日、日曜日、祝日）

○ ○

5 能代市

木下グループ
新型コロナ検査センター
秋田県能代市指定
新型コロナ検査所

能代市上町1-3
能代市役所駐車場内

03-4333-1640
(11:00～18:00

年中無休)
令和4年2月8日

月火木金土　9:00～12:00　13:00～16:00
（休業日：水曜日、日曜日、祝日）

○ ○

6 男鹿市
木下グループ
新型コロナＰＣＲ検査センター
男鹿市指定ＰＣＲ検査所

男鹿市船川港船川海岸通り二号14-5
男鹿市民文化会館２階（練習室）

03-4333-1640
(11:00～18:00

年中無休)
令和4年1月25日

月～金　9:00～12:00　13:00～16:00
（休業日：土曜日、日曜日、祝日）

○ ○

7 大仙市
木下グループ
新型コロナＰＣＲ検査センター
大仙市指定ＰＣＲ検査所

大仙市大曲通町1番14号
（健康福祉会館内）

03-4333-1640
(11:00～18:00

年中無休)
令和3年12月25日

月～水、金・土　9:00～12:00
（休業日：木曜日、日曜日、祝日）

○ ○

8 由利本荘市

木下グループ
新型コロナＰＣＲ検査センター
由利本荘市指定ＰＣＲ検査所

由利本荘市東町 15
由利本荘市文化交流館
カダーレ1階（旧ゆりプラザ）

03-4333-1640
(11:00～18:00

年中無休)
令和3年12月28日

月～土　10:00～13:00　14:00～16:00
（休業日：日曜日、祝日） ○ ○

9 鹿角市 有限会社　黒沢薬局 鹿角市十和田毛馬内字古下夕33-3 0186-35-3200 令和3年12月24日

月～金　8:00～20:00
土　8:00～19:00
日　8:00～13:00
祝　8:00～18:00

○

混み合っている場合がありますので、検査希望の１時間前までにご連絡を頂くこと
を推奨しております。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来店者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。

10 鹿角市 日本調剤　鹿角薬局 鹿角市花輪字小沼97-3 0186-30-1193 令和4年5月18日
月～金　 15:00~18:00
（休業日：日曜日、祝日） ○

検査を希望される方は、お電話（0186-30-1193）にて予約をお願い致します。
混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いたします。抗原検査につき
ましては、結果判定までの１５～２０分間は、薬局外でお待ち頂くことをお願い
しております。

11 大館市
調剤薬局ツルハドラッグ
大館中道店

大館市中道2丁目2番54号 0186-59-5269 令和4年1月19日
月～金　9:00～18:00

（休業日：土曜日、日曜日、祝日）
○ ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検体採取は薬局内になります。在庫数に限りがございますので近隣
店舗をご紹介する場合もございます。開局時間の受付となりますがPCR検査のみ
検体郵送の関係上14時まで受付となります。
予約はこちらから https://www.tsuruha-hd.com/pcr/

12 大館市 日本調剤　大館薬局 大館市軽井沢字下岱20番101号 0186-47-7700 令和4年5月18日
月～金　 16:00~18:00
（休業日：日曜日、祝日） ○

検査を希望される方は、お電話（0186-47-7700）にて予約をお願い致します。
混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いたします。抗原検査につき
ましては、結果判定までの１５～２０分間は、薬局外でお待ち頂くことをお願い
しております。

13 大館市 アイン薬局　大館御成町店 大館市御成町2丁目5-7 0186-43-5337 令和4年5月30日
月～金　9:00～17:00
(休業日：日曜日、祝日） ○

検査を希望される方は、お電話（0186-43-5337）にて予約をお願い致します。
平日9時～18時の間で混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いた
します。

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

事前に検査日時のご予約・アカウントご登録をお願いします。
 予約はこちらから https://covid-kensa.com/
検査センターの窓口で秋田県が定めている申込書の記入・提出と身分証明書の
提示をお願いします。
来店時にも記入は可能ですが、秋田県よりデータが配布されておりますので、感染
予防のため滞在時間短縮の観点から事前に記入・持参いただくことをおすすめしま
す。

※検査結果通知のために、アカウント登録を行っていただく必要がございます。
店舗に滞在いただく時間を短縮し、お客様の感染リスクを低減するという観点か
ら、事前にご予約・アカウントご登録を行っていただけますようお願いいたします。
※混雑状況によっては入店までしばらくお待ちいただく可能性もございます。予めご
了承ください。

 無料検査実施場所一覧 （令和5年3月10日時点）※順次拡充予定

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありません。

●秋田県における「ＰＣＲ等検査無料化事業」の対象とならない場合があります。
※無料となる要件等は「対象者等確認 Yes/No チャート」でご確認ください。

発熱、せき・喉の痛み、その他体調不良など、少しでも違和感を感じる方の無料検査は受付できません。
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PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

14 大館市 アイン薬局　大館末広町店 大館市幸町2-24 0186-42-8180 令和4年5月30日
月～金　16:00～18:00
(休業日：日曜日、祝日） ○

検査を希望される方は、お電話（0186-42-8180）にて予約をお願い致します。
平日16時～18時の間で混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内い
たします。

15 北秋田市 森吉薬局 北秋田市米内沢字林の腰14-25 0186-72-4301 令和4年3月1日
月～金　8:30~18:00
土　       8:30~13:00
（休業日：土曜日午後、日曜日、祝日）

○
検査を希望される方は在庫数に限りがございますので、お電話
（0186-72-4301）にて確認をお願いします。検査の際は本人確認のできる身分
証明書（免許証・住所記載保険証等）をご持参ください。

16 能代市 クオール薬局二ツ井店
能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口
103-1

0185-88-8846 令和4年5月30日
月～金　8:30~17:30
土　        8:30~12:30
（休業日：日曜日、祝日）

○

処方せんの患者様優先で対応致します。検査を希望される方は、お電話
（0185-88-8846）にて予約をお願い致します。抗原検査につきましては、結果
判定までの15～20分間は、店舗外または車内でお待ち頂くことをお願いしておりま
す。検体採取は薬局内の仕切られたスペースとドライブスルーがございます。

17 能代市 ハッピー調剤薬局能代南店 能代市東大瀬51-3 0185-74-9155 令和4年1月12日 抗原検査　月～金　10：00～18：00
（休業日：土曜日、日曜日、祝日）

○

処方せんの患者様優先で対応致します。無料検査は専用予約サイト
http://happydrug.co.jp/kensayoyaku/#store6 から受付しております。ネット環
境のない方に関しては、お電話（0185-74-9155）にてご相談ください。検査は薬
局内の区切られたスペースもしくはお車でのドライブスルー方式で実施します。

18 能代市
調剤薬局ツルハドラッグ
能代北店

能代市落合字上前田161番 0185-89-9268 令和4年1月19日
月～金　9:00～18:00

（休業日：土曜日、日曜日、祝日）
○ ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検体採取は薬局内とドライブスルーがございます。在庫数に限りがご
ざいますので近隣店舗をご紹介する場合もございます。開局時間の受付となります
がPCR検査のみ検体郵送の関係上14時まで受付となります。
予約はこちらから https://www.tsuruha-hd.com/pcr/

19 能代市 さくら薬局　能代店 能代市落合字上悪土163 0185-89-1851 令和4年1月21日
 月～金　9:00～17:30
（休業日：土曜日、日曜日、祝日） ○ 混雑している場合や在庫状況もありますので、検査をご希望される方は事前にお

電話（0185-89-1851）いただくことを推奨しております。

20 能代市 わたなべ内科医院 能代市字藤山112番地1 0185-74-7333 令和4年2月7日
月～木　9：00~12：00　14：30~17：00
（休業日：金曜日（午後）
　　　　　土曜日、日曜日、祝日）

○

診察の患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性がご
ざいます。検査を希望される場合は、事前にお電話（0185-74-7333）下さい。
検査の結果は翌日となります。夕方以降の場合は翌々日となる場合がございます
のでご了承ください。

21 能代市 会営薬局のしろ 能代市緑町２番２０号 0185-55-0990 令和4年2月28日
月～金　     8：30～9：30
　 　　　　15：30～16：30
（休業日：土曜日、日曜日、祝日）

○ ○

処方箋調剤を優先とさせて頂きます。
●WEB予約システム https://airrsv.net/kaiei/calendar で予約して下さい。
WEB予約に空きがあった場合は当日店頭にて受付します。
検査時間は調剤の繁忙時間を避けるため、原則午前８時３０分～９時３０
分　午後３時３０分～４時３０分
PCR検査は個人のスマホで登録が必要です。PCR検査結果の通知は２～３日
要する予定です。
他業務への影響軽減のため、検査に関するお電話での問合せはお受け出来ませ
ん。 kaieinosiro+cov19@gmail.com 宛にお願い致します。メールでの返答まで
日数を要する場合があります。

22 能代市 イオン薬局能代東店 能代市鰄渕字古屋布１番 0185-70-1773 令和4年5月9日 14:00~17:00 (年中無休） ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検査時間は調剤の繁忙時間を避けるため、14:00~17:00までとさせ
て頂きます。検査は30分あたり1名になります。また、本人確認のため身分証明書
（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きま
す。
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PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

23 能代市 イオン薬局能代店 能代市柳町11-1 0185-89-5015 令和4年5月16日 13:00~15:00　（年中無休） ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検査時間は調剤の繁忙時間を避けるため、13:00~15:00までとさせ
て頂きます。検査は30分あたり1名になります。また、本人確認のため身分証明書
（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きま
す。

24 能代市 クオール薬局樽子山店 能代市追分町2-51 0185-89-5370 令和4年5月23日
火・木　  15:00~16:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

処方せんの患者様優先で対応致します。検査は火曜日、木曜日の15時～
16時の間に限定して対応致します。
検査を希望される方は、お電話（0185-89-5370）（平日9時～18時、
土曜9時～13時）にて予約をお願い致します。
抗原検査につきましては、結果判定までの15～20分間は、車内でお待ち頂くこと
をお願いしております。検体採取はドライブースルーがございます。

25 能代市 ひなげし薬局 能代市寿域⾧瀬55-21 0185-74-6439 令和4年6月8日
月～金　　8:45～18:00
土　　　　8:45～12:00
（休業日：日曜日、祝日）

○ ○

オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはMicrosoft社のSkypeを推奨
しております。接続方法については検査キットお渡し時に配布する用紙をご参照くだ
さい。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことをお願いして
おります。
混み合っている場合がありますので、事前に検査の1時間以上前までにお電話
（0185-74-6439）にてご相談・ご予約下さい。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来局者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。

26 男鹿市
調剤薬局ツルハドラッグ
男鹿店

男鹿市脇本脇本字石館16 0185-22-2060 令和4年1月19日

月・火・水・金　9:00～18:00
木　　　　　  9:00～19:30
土　                9:00～13:00
（休業日：日曜日、祝日）

○ ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検体採取は薬局内になります。在庫数に限りがございますので近隣
店舗をご紹介する場合もございます。開局時間の受付となりますがPCR検査のみ
検体郵送の関係上14時まで受付となり、土曜日は受付しておりません。受付は
電話(0185-22-2060)へ問い合わせお願い致します。

27 男鹿市
調剤薬局ツルハドラッグ
男鹿払戸店

男鹿市払戸字大堤127番1 0185-47-8272 令和4年1月19日

月～金　9:00～18:00

（休業日：日曜日、祝日）

○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検体採取は薬局内になります。在庫数に限りがございますので近隣
店舗をご紹介する場合もございます。開局時間の受付となりますがPCR検査のみ
検体郵送の関係上14時までの受付となり土曜日は、受付しておりません。
予約はこちらから https://www.tsuruha-hd.com/pcr/

28 大潟村
調剤薬局ツルハドラッグ
大潟村店

大潟村字中央1-5 0185-45-3172 令和4年1月19日
月～金　9:00～18:00

（休業日：土曜日、日曜日、祝日）
○ ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検体採取は薬局内になります。在庫数に限りがございますので近隣
店舗をご紹介する場合もございます。開局時間の受付となりますがPCR検査のみ
検体郵送の関係上14時まで受付となります。
予約はこちらから https://www.tsuruha-hd.com/pcr/

29 南秋田郡八郎潟町 日本調剤　湖東薬局 南秋田郡八郎潟町川崎字貝保37-7 018-855-4193 令和4年5月18日
月～金　 16:30~18:00
（休業日：日曜日、祝日） ○

検査を希望される方は、お電話（018-855-4193）にて予約をお願い致します。
混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いたします。抗原検査につき
ましては、結果判定までの１５～２０分間は、薬局外でお待ち頂くことをお願い
しております。

30 潟上市 オリーブ薬局 潟上市天王字追分西2-66 018-874-8639 令和4年6月8日
月火木金　9:00～18:30
水土　　　9:00～13:00
（休業日：日曜日、祝日）

○ ○

オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはMicrosoft社のSkypeを推奨
しております。接続方法については検査キットお渡し時に配布する用紙をご参照くだ
さい。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことをお願いして
おります。
混み合っている場合がありますので、事前に検査の1時間以上前までにお電話
（018-874-8639）にてご相談・ご予約下さい。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来局者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。
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PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

31 秋田市 かりん薬局 秋田市飯島新町1丁目1-1 018-874-8678 令和4年6月8日
月火木金　8:30～18:00
水土　　　8:30～13:00
（休業日：日曜日、祝日）

○ ○

オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはMicrosoft社のSkypeを推奨
しております。接続方法については検査キットお渡し時に配布する用紙をご参照くだ
さい。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことをお願いして
おります。
混み合っている場合がありますので、事前に検査の1時間以上前までにお電話
（018-874-8678）にてご相談・ご予約下さい。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来局者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。

32 秋田市 ユーカリ薬局 秋田市飯島⾧山下128-4 018-874-9101 令和4年6月8日

月火水金　8:30～18:00
木　　　　8:30～12:30
土　　　　8:30～13:00
（休業日：日曜日、祝日）

○ ○

オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはMicrosoft社のSkypeを推奨
しております。接続方法については検査キットお渡し時に配布する用紙をご参照くだ
さい。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことをお願いして
おります。
混み合っている場合がありますので、事前に検査の1時間以上前までにお電話
（018-874-9101）にてご相談・ご予約下さい。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来局者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。

33 秋田市 イオン薬局土崎港店 秋田市土崎港南2-3-41 018-846-9912 令和4年5月9日 13:00~16:00　（年中無休） ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検査時間は調剤の繁忙時間を避けるため、13:00~16:00までとさせ
て頂きます。検査は30分あたり1名になります。また、本人確認のため身分証明書
（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きま
す。

34 秋田市 西岡メディカル薬局秋田店 秋田市将軍野青山町4-45 018-880-5775 令和4年2月28日

月・火・木・金　9:00～18:00
土　9:00～13:00
第2・4日　9:00～12:30
（休業日：水曜・祝日・第1・3・5日曜）

○
通常業務（患者様対応）を優先して対応いたします。在庫都合の他、当日の
混雑・勤務状況により検査実施までお待ちいただく場合が想定されますので、事
前にご連絡（018-880-5775）いただき相談させていただくことを推奨いたします。

35 秋田市 外旭川いわま薬局
秋田市外旭川字待合13-6

018-893-6555 令和4年3月14日

月～金　9:00～18:00
土　　　9:00～13:00
日・祝　  9:00～12:00 ○

当店では駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。
検査をご希望の方はお電話（018-893-6555）にてご予約をお願い致します。
混雑を避けて実施できるお時間をご案内します。当日は本人確認のため身分証
明書（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂
きます。また、抗原検査キットの在庫の有無により近隣の薬局をご紹介する場合が
ございます。

36 秋田市 やばせ薬局 秋田市寺内堂ノ沢1丁目4-15 018-846-1233 令和4年2月28日

月・火・木・金　8:30～17:30
水　8:30～17:00
土　8:30～12:30
（休業日：土曜日午後、日曜日、祝日）

○

検査を希望される方は、前日までにお電話（018-846-1233）にて予約をお願い
致します。混雑する時間帯を避けて実施いただける時間をご案内いたします。抗原
検査につきましては、結果判定までの15～20分間は薬局外でお待ち頂く場合もあ
ります。結果が出ましたら、ご連絡しますのでご来店ください。

37 秋田市 いずみメイプル薬局 秋田市泉東町8-58 018-874-8555 令和4年2月24日
月～金　8:30~18:30
土　       8:30~13:00
（休業日：日曜日、祝日）

○ ○

オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはMicrosoft社のSkypeを推奨
しております。接続方法については検査キットお渡し時に配布する用紙をご参照くだ
さい。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことをお願いして
おります。
混み合っている場合がありますので、事前に検査の1時間以上前までにお電話
（018-874-8555）にてご相談・ご予約下さい。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来局者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。
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PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

38 秋田市 ラベンダー薬局 秋田市泉南3丁目18-11 018-867-8338 令和4年5月23日
月～金　　8:30～18:00
土　　　　8:30～13:30
（休業日：日曜日、祝日）

○ ○

オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはMicrosoft社のSkypeを推奨
しております。接続方法については検査キットお渡し時に配布する用紙をご参照くだ
さい。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことをお願いして
おります。
混み合っている場合がありますので、事前に検査の1時間以上前までにお電話
（018-867-8338）にてご相談・ご予約下さい。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来局者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。

39 秋田市 矢野薬局 秋田市泉中央5-18-12 018-863-5005 令和4年3月28日
月～金 8:30~18:00
土         8:30~15:00
(休業日：日曜、祝日)

○

予約はLINEで受付します。LINE公式アカウント「矢野薬局」
https://lin.ee/DcqpfJr からお問合せください。検査を希望される方は、前日まで
に予約をお願いします。
薬局混雑状況によりお待ちいただく可能性がございます。
検体室入り口は薬局裏口にありますので、そちらから来局ください。当日は、本人
確認のため身分証明書の提示を御願いします。

40 秋田市 藤井薬局 秋田市手形字中谷地325番地 018-832-9383 令和4年4月28日

月～金　9:00~19:00
土            9:30~12:30
(休業日：土曜日12:30以降、日曜日
　　　　 祝日、年末年始)

○

処方箋の患者様優先で対応致します。事前にお電話（090-7525-1123）にて
予約をお願い致します。対応可能な時間をご案内致しますが、状況によりお待ちい
ただく場合がございます。在庫状況により近隣店舗をご紹介する場合がございま
す。本人確認のため身分証明書の提示をお願い致します。検体の採取は薬局内
の仕切られたスペースまたは車でのドライブスルー方式でお願いしております。結果判
定までの時間は薬局外でお待ちいただきますようお願い致します。

41 秋田市 ひろおもて耳鼻咽喉科クリニック 秋田市広面字樋ノ上11 018-853-1126 令和4年1月12日

月・火・水・金　9:00～12:00　14:00～18:00
木　 9:00～12:00
土　 9:00～14:00
（休業日：土曜日午後、日曜日、祝日）

○ ○ 現在、PCR及び抗原定性検査キットが不足しているため、新規予約
を停止しております。

42 秋田市 日本調剤　秋田薬局 秋田市広面字蓮沼44番2 018-853-0386 令和4年1月14日
月～金　9:00～18:00
 （休業日：土曜日、日曜日、祝日）

○ ○
検査を希望される方は、お電話にて予約をお願い致します。混雑する時間帯を避
けて実施頂けるお時間をご案内いたします。抗原検査につきましては、結果判定ま
での１５～２０分間は、薬局外でお待ち頂くことをお願いしております。

43 秋田市
調剤薬局ツルハドラッグ
秋田広面北店

秋田市広面字蓮沼94-1 018-884-3255 令和4年1月19日
月～日　9:00～18:00

（休業日：祝日）
○ ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検体採取は薬局内とドライブスルーがございます。在庫数に限りがご
ざいますので近隣店舗をご紹介する場合もございます。開局時間の受付となります
がPCR検査のみ検体郵送の関係上14時まで受付となります。
予約はこちらから https://www.tsuruha-hd.com/pcr/

44 秋田市
調剤薬局ツルハドラッグ
秋田広面店

秋田市広面字樋ノ沖93-1 018-893-6932 令和4年1月19日
月～金　9:00～18:00

（休業日：土曜日、日曜日、祝日）
○ ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検体採取は薬局内になります。開局時間の受付となりますがPCR検
査のみ検体郵送の関係上14時まで受付となります。
予約はこちらから https://www.tsuruha-hd.com/pcr/

45 秋田市 城東薬局 秋田市広面字鍋沼56-1 018-831-6777 令和4年2月24日

月、火、水、金　9:00～18:00
木　8:45～16:45
土　9:00～12:30
（休業日：日曜日、祝日）

○ ○

オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはMicrosoft社のSkypeを推奨
しております。接続方法については検査キットお渡し時に配布する用紙をご参照くだ
さい。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことをお願いして
おります。
混み合っている場合がありますので、事前に検査の1時間以上前までにお電話
（018-831-6777）にてご相談・ご予約下さい。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来局者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。
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PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

46 秋田市
一般社団法人秋田県薬剤師会
秋田みなみ会営薬局

秋田市上北手猿田字苗代沢207-3 018-889-6220 令和4年1月4日
月～金　8:30～18:00
（休業日：土曜日、日曜日、祝日） ○

混雑している場合がありますので、検査希望の方は検査希望時間の１時間前ま
でにお電話にてご相談いただくことを推奨しております。
（電話018-889-6220）
検査は薬局内の仕切られたスペースもしくは車でのドライブスルー方式でお願いして
おります。

47 秋田市 金星堂薬局 秋田市南ヶ丘2-9-1 070-7660-3833 令和4年2月25日
月～金　9：00～17：30
土　9：00～14：00
(休業日：土曜日午後、日曜日、祝日）

○ ○

必ず事前に070-7660-3833まで電話予約をお願いします。
なおPCR検査を希望する場合は kinsei7377@outlook.com までメール連絡をお
願いします。
申込書の記入時には本人確認のできる身分証明書が必要となります。
検査は薬局内の検査ブースで行いますが、抗原検査の場合、
結果判定までの時間は薬局外でお待ちいただきますようお願いします。

48 秋田市 ヨコカナ薬局 秋田市横森3丁目11-60 018-827-4600 令和4年5月2日

月・火・木・金　9:00~18:00
水                     9:00~17:00
土　　　　　  9:00~13:00
　（休業日：日曜日、祝日）

○

当店では駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。
検査をご希望の方はお電話(018-827-4600)またはLINE(LINE公式アカウント「ヨコ
カナ薬局」と検索)からご予約をお願い致します。
混雑を避けて実施できるお時間をご案内します。当日は本人確認のため身分証
明書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか)のご提示を御願い
します。

49 秋田市
調剤薬局ツルハドラッグ
東通店

秋田市東通8丁目1-31 018-884-3320 令和4年1月19日
月～金　9:00～18:00

（休業日：土曜日、日曜日、祝日）
○ ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検体採取は薬局内になります。在庫数に限りがございますので近隣
店舗をご紹介する場合もございます。開局時間の受付となりますがPCR検査のみ
検体郵送の関係上14時まで受付となります。
予約はこちらから https://www.tsuruha-hd.com/pcr/

50 秋田市 藤井薬局東通店 秋田市東通1丁目22-1 018-833-4193 令和4年4月28日

月～水・金　9:00~19:00
土           　   9:00~17:00
(休業日：木曜日、日曜日
　　　　 祝日、年末年始)

○

処方箋の患者様優先で対応致します。事前にお電話（018-833-4193）にて予
約をお願い致します。対応可能な時間をご案内致しますが、状況によりお待ちいた
だく場合がございます。在庫状況により近隣店舗をご紹介する場合がございます。
本人確認のため身分証明書の提示をお願い致します。検体の採取は薬局内の
仕切られたスペースまたは車でのドライブスルー方式でお願いしております。結果判
定までの時間は薬局外でお待ちいただきますようお願い致します。

51 秋田市 東通いわま薬局
秋田市東通1丁目5-16

018-827-3300 令和4年4月1日

月火木金　8:45～18:30
水　　　　8:45～16:45
土　　　　8:45～13:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

当店では、駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。
検査をご希望の方はお電話（018-827-3300）にてご予約をお願い致します。
当日は本人確認のため身分証明書（運転免許証・健康保険証・マイナンバー
カードのいずれか）をご提示して頂きます。また、抗原検査キットの在庫の有無によ
り近隣の薬局をご紹介する場合がございます。

52 秋田市 アルヴェいわま薬局
秋田市東通仲町4番1号
秋田拠点センターアルヴェ1F

018-884-0911 令和4年3月14日
月～土　9:00～18:00

○

当店では薬局内の相談室にて対応致します。
検査をご希望の方はお電話（018-884-0911）にてご予約をお願い致します。
混雑を避けて実施できるお時間をご案内します。当日は本人確認のため身分証
明書（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂
きます。また、抗原検査キットの在庫の有無により近隣の薬局をご紹介する場合が
ございます。

53 秋田市 ヨルモカ薬局 秋田市千秋久保田町5-52 018-811-3708 令和4年2月7日
火～土　10:00～14:00　16:00～20:00
（休業日：月曜日、日曜日、祝日）

○ ○
検査を希望される方は事前にご連絡をお願いします。
ご予約・お問い合わせ等はLINE公式アカウント「ヨルモカ薬局」をご利用ください。
LINEアカウントは、当薬局HP内にご登録のリンクがあります。

54 秋田市 池田薬局　通町店 秋田市大町1-2-26 018-853-4831 令和4年5月10日
月～木　 15:00~16:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

当店では駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。 検査をご希望の方はお
電話(018-853-4831)にてご予約をお願い致します。混雑を避けて実施できるお時
間をご案内します。当日は本人確認のため身分証明書（運転免許証・健康保
険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きます。
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PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

55 秋田市 大町いわま薬局
秋田市大町3丁目4-40

018-893-5777 令和4年4月1日
月～金　9:00~18:00
土　       9:00~15:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

当店では駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。
検査をご希望の方はお電話（018-893-5777）にてご予約をお願い致します。
混雑を避けて実施できるお時間をご案内します。当日は本人確認のため身分証
明書（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂
きます。また、抗原検査キットの在庫の有無により近隣の薬局をご紹介する場合が
ございます。

56 秋田市 生々堂薬局 秋田市中通4-1-51 018-832-4290 令和4年4月22日
月～金　8:30～18:00
土　　　16:00以降
（休業日：日曜日、祝日）

○

検査を希望される方はお電話（018-832-4290）にてご予約をお願いいたしま
す。検査時には本人確認のできる身分証明書（免許証または住所記載の保険
証等）が必要となります。検査は薬局敷地内の駐車場において車でのドライブス
ルー方式でお願いしております。検査キットの在庫状況により、近隣の薬局をご紹
介する場合がございます。

57 秋田市 あかね調剤薬局中通病院前店 秋田市南通みその町1-4 018-838-6859 令和4年1月14日
日～金　9:00～18:00
（休業日：土曜日、祝日）

○

検査を希望される方は、事前に電話（018-838-6859）連絡をお願い致します。
申込書の記入時には、本人確認のできる身分証明書（免許証または住所記載
保険証等）が必要となります。
検査は、薬局内の検査ブースまたは車でのドライブスルー方式でお願いしておりま
す。　☆日曜日も対応しております。
またオンライン方式は、FaceTimeおよびzoom、LINEにて対応しております。

58 秋田市 なでしこ薬局 秋田市山王新町19-30 018-893-6800 令和4年2月24日
月火水金　9:00～18:00
土　　　　8:30～15:00
（休業日：木曜日、日曜日、祝日）

○ ○

オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはMicrosoft社のSkypeを推奨
しております。接続方法については検査キットお渡し時に配布する用紙をご参照くだ
さい。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことをお願いして
おります。
混み合っている場合がありますので、事前に検査の1時間以上前までにお電話
（018-893-6800）にてご相談・ご予約下さい。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来局者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。

59 秋田市 旭南いわま薬局
秋田市旭南1丁目1-6

018-893-5677 令和4年4月1日
月～金　8:30～18:00
土　　　8:30～13:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

当店では駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。
検査をご希望の方はお電話（018-893-5677）にてご予約をお願い致します。
混雑を避けて実施できるお時間をご案内します。当日は本人確認のため身分証
明書（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂
きます。また、抗原検査キットの在庫の有無により近隣の薬局をご紹介する場合が
ございます。

60 秋田市
調剤薬局ツルハドラッグ
秋田川尻店

秋田市川尻御休町5番27号 018-896-4268 令和4年1月19日
月～金　9:00～18:00

（休業日：土曜日、日曜日、祝日）
○ ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検体採取は薬局内になります。在庫数に限りがございますので近隣
店舗をご紹介する場合もございます。開局時間の受付となりますがPCR検査のみ
検体郵送の関係上14時まで受付となります。
予約はこちらから https://www.tsuruha-hd.com/pcr/

61 秋田市 みどりさわやか薬局
秋田市川元松丘町4番57号
事業所2F

018-866-7571 令和4年1月25日
月～金　9:00～17:45

 （休業日：土曜日、日曜日、祝日）
○

検査を希望される方は、お電話（018-866-7571）にてご予約をお願いいたしま
す。混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いたします。
オンライン方式は、FaceTimeおよびzoomにて、対応しております。

62 秋田市 かがや薬局 秋田市川元開和町1番5号 018-865-7231 令和3年12月30日

月火水金　8:30～18:00
木　8:30～17:00
土　8:30～17:30
（休業日：日曜日、祝日　※土曜日が祝日の場
合は営業）

○

時間帯によって、混雑することが予測されます。検査を希望される方は、検査をス
ムーズに実施するため検査希望の１時間前までにお電話（018-865-7231）いた
だくことを推奨しております。検査は薬局内の個室、またはドライブスルー方式にも
対応しております。ｵﾝﾗｲﾝ方式はApple社FaceTimeに対応しております。
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PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

63 秋田市 イオン薬局秋田中央店 秋田市楢山川口境5-11 018-884-1311 令和4年5月16日 13:00~17:00　（年中無休） ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検査時間は調剤の繁忙時間を避けるため、13：00~17：00までと
させて頂きます。検査は30分あたり1名になります。また、本人確認のため身分証
明書（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂
きます。

64 秋田市 きむら薬局 秋田市茨島2丁目15番34号 018-853-6206 令和4年5月30日

月・火・木・金　8:30~18:00
水　　         　 8:30~17:00
土　                  8:30~12:30
（休業日：日曜日、祝日）

○
当店ではドライブスルー方式のみで対応いたします。検査を希望される方は、必ず
お電話(018-853-6206)でご予約をお願い致します。混雑時はお待ちいただく可能
性もございます。

65 秋田市 さわやか薬局新屋店 秋田市新屋表町4番1号 018-888-8371 令和4年1月26日
月～金　8:45～18:15

 （休業日：土曜日、日曜日、祝日）
○

検査を希望される方は、お電話（018-888-8371）にてご予約をお願いいたしま
す。混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いたします。
オンライン方式は、FaceTimeおよびzoomにて、対応しております。

66 秋田市 たんぽぽ薬局 秋田市新屋松美ガ丘東町2-9 018-896-5025 令和4年2月24日

月火木金　8:30～18:30
水　　　　8:30～16:30
土　　　　8:30～13:00
（休業日：日曜日、祝日）

※水曜、土曜は検査対応が難しい場合があります

○ ○

オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはMicrosoft社のSkypeを推奨
しております。接続方法については検査キットお渡し時に配布する用紙をご参照くだ
さい。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことをお願いして
おります。
混み合っている場合がありますので、事前に検査の1時間以上前までにお電話
（018-896-5025）にてご相談・ご予約下さい。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来局者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。

67 秋田市 アイリス薬局 秋田市牛島東５丁目9-39 018-835-6040 令和4年5月16日

月火木金　8:45～18:30
水　　　　8:45～17:00
土　　　　8:30～12:30
（休業日：日曜日、祝日）

○ ○

オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはMicrosoft社のSkypeを推奨
しております。接続方法については検査キットお渡し時に配布する用紙をご参照くだ
さい。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことをお願いして
おります。
混み合っている場合がありますので、事前に検査の1時間以上前までにお電話
（018-835-6040）にてご相談・ご予約下さい。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来局者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。

68 秋田市 コスモス薬局 秋田市仁井田新田１丁目1-40 018-829-0555 令和4年5月19日
月火木金　8:45～18:00
土　　　　8:45～17:00
（休業日：水曜日、日曜日、祝日）

○ ○

オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはMicrosoft社のSkypeを推奨
しております。接続方法については検査キットお渡し時に配布する用紙をご参照くだ
さい。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことをお願いして
おります。
混み合っている場合がありますので、事前に検査の1時間以上前までにお電話
（018-829-0555）にてご相談・ご予約下さい。
検体の採取は薬局内の区切られたスペースで行いますが、来局者の混み具合に
よってはドライブスルー方式による場合もあります。

69 秋田市
医療法人　杏仁会　御所野ひかりクリ
ニック

秋田市仁井田字横山260-1 018-829-8880 令和4年1月15日
月・火・木・金　9:00～12:30　14:00～17:30
土　9:00～13:00
（休業日：水曜日、日曜日、祝日）

○
診察の合間に行うので、ご案内までお待ちいただく場合がございます。
検査を希望される場合は、事前にお電話（018-829-8880）下さい。
検査は検査室（個室）で行います。１日３人まで受け入れ可能です。
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PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

70 秋田市
調剤薬局ツルハドラッグ
秋田御所野店

秋田市御所野元町１丁目１番１７号 018-892-6226 令和4年1月19日

月・火・木・金　9:00～18:30
水　　　　　  9:00～18:00
土　                9:00～17:00
（休業日：日曜日、祝日）

○ ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検体採取は薬局内になります。在庫数に限りがございますので近隣
店舗をご紹介する場合もございます。開局時間の受付となりますがPCR検査のみ
検体郵送の関係上14時まで受付となります。
予約はこちらから https://www.tsuruha-hd.com/pcr/

71 秋田市 イオン薬局御所野店 秋田市御所野地蔵田1-1-1 018-889-6602 令和4年5月9日 13:00~17:00　（年中無休） ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検査時間は調剤の繁忙時間を避けるため、13:00~17:00までとさせ
て頂きます。検査は30分あたり1名になります。また、本人確認のため身分証明書
（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きま
す。

72 秋田市 西岡メディカル薬局秋田河辺店
秋田市河辺北野田高屋字上前田表73-
4

018-827-6758 令和3年12月29日

月・火・水・金　8:30～18:00
木　8:30～12:00
土　8:30～16:00
（休業日：日曜・祝日）

○ 混雑している場合や在庫の関係がありますので事前にお電話をいただくことを推奨
しております。

73 秋田市 雄和薬局 秋田市雄和妙法字上大部133-3 018-886-5027 令和3年12月24日

月・火・金　8:30～17:30
水　8:30～18:30
木　8:30～16:30
土　8:30～12:30
（休業日：第4土曜日、土曜日午後、日曜日、祝
祭日)

○ ○

PCRを希望する場合は事前に pcryuwa@gmail.com にメールをお願いします。

薬局の別室で検査を行う方法（対面または非対面）とドライブスルー方式（車
内で検体の採取）をお選びください。
オンライン方式を利用する場合のビデオ通信ツールはApple社Facetimeまたは
Microsoft社のSkypeを推奨しております。接続方法については検査キットお渡し
時に配布する用紙をご参照ください。
検査キットは在庫の関係がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨してお
ります。お問い合わせはメール pcryuwa@gmail.com も可能です。

74 由利本荘市 池田薬局　マカベ調剤店 由利本荘市川口字家後150-1 0184-22-0611 令和4年5月10日 水　 15:00~16:00 ○

当店では駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。 検査をご希望の方はお
電話(0184-22-0611)にてご予約をお願い致します。混雑を避けて実施できるお時
間をご案内します。当日は本人確認のため身分証明書（運転免許証・健康保
険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きます。

75 由利本荘市 日本調剤　本荘薬局 由利本荘市岩渕下98-2 0184-28-1212 令和4年1月14日
月～金　16:00～17:30
（休業日：土曜日、日曜日、祝日） ○

検査を希望される方は、お電話にて予約をお願い致します。混雑する時間帯を避
けて実施頂けるお時間をご案内いたします。抗原検査につきましては、結果判定ま
での１５～２０分間は、薬局外でお待ち頂くことをお願いしております。

76 由利本荘市 池田薬局　あら町店 由利本荘市荒町字真城72 0184-74-7021 令和4年2月7日
月～金　9:30~18:30
土　       9:00~13:00
（休業日：日曜日、祝日）

○ 検査を希望される方は、お電話（0184-74-7021）にて予約をお願い致します。
混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いたします。

77 由利本荘市 たにあい糖尿病・在宅クリニック 由利本荘市川口字高花105-3 0184-74-7240 令和4年3月9日
月～金 10時～15時
土曜日10時～11時
（休業日：土曜午後 日曜 祝日）

○ ○

検査を希望される方は、お電話(0184-74-7240)にて予約をお願い致します。混
雑状況により当日の検査ができない場合や⾧時間お待たせすることもありますの
で、ご理解の上お申し込み下さい。
また発熱等の症状がある場合はPCR等無料化対象となりませんが、他の検査機
関等の相談対応はさせていただきます。
PCR検査は15分程で結果が出ます。

78 由利本荘市 池田薬局　中央店 由利本荘市岩淵下108-2 0184-25-8067 令和4年5月1日

月・水  　  14:30~16:00
土　        　14:00~16:00（第４土曜日受付不
可）
（休業日：第4土曜日、日曜日、祝日）

○

当店では駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。検査をご希望の方はお電
話（0184-25-8067）にてご予約をお願い致します。混雑を避けて実施できるお
時間をご案内します。当日は本人確認のため身分証明書（運転免許証・健康
保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きます。
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PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

79 由利本荘市 池田薬局　わかば店 由利本荘市石脇字田尻野6-11 0184-22-3912 令和4年5月10日
金　 8:30~9:30
（休業日：日曜日、祝日）

○

当店では駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。 検査をご希望の方はお
電話(0184-22-3912)にてご予約をお願い致します。混雑を避けて実施できるお時
間をご案内します。当日は本人確認のため身分証明書（運転免許証・健康保
険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きます。

80 由利本荘市 池田薬局　かわぐち店 由利本荘市川口字八幡前261 0184-23-7071 令和4年5月10日
月・水・金　 9:00~10:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

当店では駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。 検査をご希望の方はお
電話(0184-23-7071)にてご予約をお願い致します。混雑を避けて実施できるお時
間をご案内します。当日は本人確認のため身分証明書（運転免許証・健康保
険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きます。

81 由利本荘市 池田薬局　すみれ調剤店 由利本荘市中田代字板井沢112-8 0184-62-3077 令和4年5月10日
水　 12:30~14:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

当店では駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。 検査をご希望の方はお
電話(0184-62-3077)にてご予約をお願い致します。混雑を避けて実施できるお時
間をご案内します。当日は本人確認のため身分証明書（運転免許証・健康保
険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きます。

82 由利本荘市 日本調剤　本荘南薬局 由利本荘市小人町115-3 0184-28-0170 令和4年5月18日
月～金　 15:00~18:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

検査を希望される方は、お電話（0184-28-0170）にて予約をお願い致します。
混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いたします。抗原検査につき
ましては、結果判定までの１５～２０分間は、薬局外でお待ち頂くことをお願い
しております。

83 由利本荘市 ファミリー薬局 由利本荘市東梵天173-1 0184-28-0800 令和4年5月25日
月～金　14:00~15:00

（休業日： 祝日）
○

検査予約は0184-28-0800で随時受け付けます。検査は(月)～(金)の14:00～
15:00のみ実施します。（土曜・日曜実施不可）予約後、薬局に到着したらお電
話ください。検査場所まで誘導します。また本人確認のため身分証明書をお持ちく
ださい。オンライン方式で検査する場合は、かかりつけ薬局アプリ『Kakari』を利用し
ますので、事前インストールを推奨します。薬局コードは『12626』です。

84 にかほ市 医療法人圭尚会　きさかたクリニック にかほ市象潟町字後田77-1 0184-43-5522 令和3年12月27日
月～金 8:30～11:30　13:30～17:30
土 8:30～12:30
 （休業日：土曜日午後、日曜日、祝日）

○ ○ 診療の都合上、検査のご案内までお待ちいただく場合がございます。事前の電話
連絡（0184-43-5522）にご協力をお願いします。

85 仙北市 アイン薬局　角館店 仙北市角館町西田99-1 0187-55-5887 令和4年5月30日
月～金　15:00～17:00
（休業日：土曜日、日曜日、祝日） ○

検査を希望される方は、お電話（0187-55-5887）にて予約をお願い致します。
平日15時～17時の間で混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内い
たします。

86 仙北市 角館オープン薬局 仙北市角館町西田61-3 0187-52-1800 令和4年5月30日
月～金　15:00～17:00
（休業日：土曜日、日曜日、祝日） ○

検査を希望される方は、お電話（0187-52-1800）にて予約をお願い致します。
平日15時～17時の間で混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内い
たします。

87 仙北市 クオール薬局田沢湖店 仙北市田沢湖生保内字水尻51 0187-43-9189 令和4年5月10日

月、水、木、金　8:30~17:15
火　　　   　　 8:30~20:00
土　　　　  　  9:00~13:00
　　（休業日:日曜日、祝日）

○

処方せんの患者様優先で対応致します。検査を希望される方は、お電話
（0187-43-9189）にて予約をお願い致します。
抗原検査につきましては、結果判定までの15～20分間は、店舗外または車内で
お待ち頂くことをお願いしております。
検体採取は薬局内の仕切られたスペースとドライブスルーがございます。
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PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

88 大仙市 日本調剤　大曲薬局
大仙市大曲通町8番36号
Anbee大曲1F

070-4301-8274 令和4年1月14日
月～金　9:00～18:00
（休業日：土曜日、日曜日、祝日） ○ ○

検査を希望される方は、お電話(070-4301-8274)にて予約をお願い致します。混
雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いたします。抗原検査につきまし
ては、結果判定までの１５～２０分間は、薬局外でお待ち頂くことをお願いして
おります。

89 大仙市
調剤薬局ツルハドラッグ
大曲福田店

大仙市福田町22番23-6号 0187-86-3306 令和4年1月19日
月～土　9:00～18:00

（休業日：日曜日、祝日）
○ ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。
車内での実施のみの対応となります。在庫数に限りがございますので近隣の店舗
をご紹介する場合もございます。開局時間の受付となりますがPCR検査のみ検体
郵送の関係上14時までの受付となります。
予約はこちらから https://www.tsuruha-hd.com/pcr/

90 大仙市 ライフ薬局 大仙市飯田字堰東151-1 0187-73-6408 令和4年2月7日
月～金　9:00～17:30

（休業日：土曜日、日曜日、祝日）
○

処方箋をお持ちの患者様の対応を優先させて頂きます。
混雑時など場合によってはお待ち頂く事も考えられます。ご了承ください。
ドライブスルーでのみ検査を受け付けております。

91 大仙市 イオン薬局大曲店 大仙市和合字坪立177番地 0187-66-3168 令和4年5月16日 13:00~17:00　（年中無休） ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検査時間は調剤の繁忙時間を避けるため、13：00~17：00までと
させて頂きます。検査は30分あたり1名になります。また、本人確認のため身分証
明書（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂
きます。

92 大仙市 日本調剤　大曲南薬局 大仙市大曲上栄町7番11号 0187-66-0550 令和4年5月18日
月～金　 15:00~18:00
（休業日：日曜日、祝日） ○

検査を希望される方は、お電話（0187-66-0550）にて予約をお願い致します。
混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いたします。抗原検査につき
ましては、結果判定までの１５～２０分間は、薬局外でお待ち頂くことをお願い
しております。

93 横手市 下田薬局 横手市四日町1-2 0182-32-0583 令和4年1月24日
月～金　8:30~17:30
土　       8:30~13:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

処方せんの患者様優先で対応いたします。検査を希望される方は、お電話
（0182-32-0583）にて予約をお願い致します。抗原検査につきましては、結果
判定までの15～20分間は、薬局外でお待ち頂くことをお願いしております。検体採
取は薬局内の仕切られたスペースとドライブスルーがございます。

94 横手市 あさまい薬局横手店 横手市横手町字四ノ口48-4 0182-38-8561 令和4年1月24日
月～金　9:00~18:30
土　       9:00~17:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

検査を希望される方は、事前にお電話（0182-38-8561）ください。
発熱の有無等症状や検査希望理由を伺う事をご了承ください。
申込書の記入時には、本人確認のできる身分証明書（免許証または住所
記載保険証等）が必要となります。
検査は、薬局内の検査ブースまたは車でのドライブスルー方式でお願いしておりま
す。 ☆場合によっては日曜日も対応いたします。

95 横手市 イオン薬局横手店 横手市安田字向田147 0182-36-3770 令和4年5月9日 14:00~18:00 (年中無休） ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検査時間は調剤の繁忙時間を避けるため、14:00~18:00までとさせ
て頂きます。検査は30分あたり1名になります。また、本人確認のため身分証明書
（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きま
す。

96 横手市 さいた薬局 横手市四日町2番13号 0182-33-4814 令和4年5月23日
月～金　8:30~17:30
土　        8:30~13:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

処方せんの患者様優先で対応致します。検査を希望される方は、お電話
（0182-33-4814）にて予約をお願い致します。抗原検査につきましては、結果
判定までの15～20分間は、店舗外または車内でお待ち頂くことをお願いしておりま
す。検体採取は薬局内の仕切られたスペースとドライブスルーがございます。
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PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法 備 考
（注意事項等）

No 市町村 事業所名称 所在地
連絡先
（TEL）

無料検査
開始日

検査対応曜日・時間
（休業日）

97 横手市 クオール薬局根岸町店 横手市根岸町8-35 0182-35-5021 令和4年5月10日
月～金　9:00~18:00
土　       9:00~13:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

処方せんの患者様優先で対応致します。検査を希望される方は、お電話
（0182-35-5021）にて予約をお願い致します。
抗原検査につきましては、結果判定までの15～20分間は、店舗外でお待ち頂くこ
とをお願いしております。
検体採取は薬局内の仕切られたスペースがございます。

98 横手市 クオール薬局横手町店 横手市横手町字大関越175 0182-35-5289 令和4年5月30日
月～水
13:30～14:30 ○

処方せんの患者様優先で対応致します。検査を希望される方は、お電話
（0182-35-5289）にて予約をお願い致します。抗原検査につきましては、結果
判定までの15～20分間は、店舗外または車内でお待ち頂くことをお願いしておりま
す。検体採取は薬局内の仕切られたスペースとドライブスルーがございます。

99 横手市 アイン薬局　赤坂店 横手市赤坂字大道添79-4 0182-35-5588 令和4年5月30日
月・火・木・金　9:00～17:00
(休業日：水曜日、日曜日、祝日） ○

検査を希望される方は、お電話（0182-35-5588）にて予約をお願い致します。
平日9時～18時の間で混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いた
します。

100 湯沢市 クオール薬局湯沢店 湯沢市字中野180-5 0183-79-5019 令和4年5月10日 水　15:00～17:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

処方せんの患者様優先で対応致します。検査を希望される方は、お電話
（0183-79-5019）にて予約をお願い致します。
抗原検査につきましては、結果判定までの15～20分間は、店舗外または車内で
お待ち頂くことをお願いしております。
検体採取は薬局内の仕切られたスペースとドライブスルーがございます。

101 湯沢市 池田薬局　佐竹通り店 湯沢市大町1-29-1 0183-55-8562 令和4年5月10日
水　 14:00~17:00
（休業日：日曜日、祝日） ○

当店では駐車場にてドライブスルー方式で対応致します。 検査をご希望の方はお
電話(0183-55-8562)にてご予約をお願い致します。混雑を避けて実施できるお時
間をご案内します。当日は本人確認のため身分証明書（運転免許証・健康保
険証・マイナンバーカードのいずれか）をご提示して頂きます。

102 湯沢市 クオール薬局湯沢西店 湯沢市沖鶴199-2 0183-79-6623 令和4年5月16日
月、木、金　16:30~17:00

　　（休業日:日曜日、祝日）
○

処方せんの患者様優先で対応致します。検査を希望される方は、お電話
（0183-79-6623）にて予約をお願い致します。抗原検査につきましては、結果
判定までの15～20分間は、店舗外または車内でお待ち頂くことをお願いしておりま
す。検体採取は薬局内の仕切られたスペースとドライブスルーがございます。

103 湯沢市
調剤薬局ツルハドラッグ
湯沢大町店

湯沢市大町二丁目1番10号 0183-79-5056 令和4年1月19日
月～金　9:00～13:30　14:30～18:00

（休業日：土曜日、日曜日、祝日）
○ ○

処方せんの患者様優先で対応いたします。混雑状況によりお待ちいただく可能性
がございます。検体採取は薬局内になります。在庫数に限りがございますので近隣
店舗をご紹介する場合もございます。開局時間の受付となりますがPCR検査のみ
検体郵送の関係上14時まで受付となります。
予約はこちらから https://www.tsuruha-hd.com/pcr/

104 雄勝郡羽後町 日本調剤　羽後薬局 雄勝郡羽後町字南西馬音内169番地3 0183-78-4200 令和4年5月18日
月～金　 15:00~18:00
（休業日：日曜日、祝日）

○

検査を希望される方は、お電話（0183-78-4200）にて予約をお願い致します。
混雑する時間帯を避けて実施頂けるお時間をご案内いたします。抗原検査につき
ましては、結果判定までの１５～２０分間は、薬局外でお待ち頂くことをお願い
しております。

ＰＣＲ等検査無料化事業の検査実施事業者としての登録を希望される薬局、医療機関等の方は、実施事業者募集要項（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/61642）をご確認ください。

不明な点がありましたら、秋田県ＰＣＲ等検査無料化事業事務局コールセンター（電話番号：018-853-0710）までご連絡ください。
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