
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
(12:00～17:00

土日祝休)
令和3年12月24日

月～土　9:00～17:00
（休業日：日曜日） ○ ○

2 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
(12:00～17:00

土日祝休)
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） ○

3 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

大仙市大曲花園町1番1号
大仙市役所隣り大曲武道館内

03-4333-1640
(12:00～17:00

土日祝休)
令和3年12月25日

月～水、金・土　9:00～16:00
（休業日：日曜日、木曜日） ○

4 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

由利本荘市尾崎17
本荘由利広域行政センター1階

03-4333-1640
(12:00～17:00

土日祝休)
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） ○ ○

5 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。

6 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。

7 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
PCR検査　月～金　10：00～15：00
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。混雑している場合がありますので、来局
１時間前までにお電話（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。

8 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。

9 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。

10 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時まで受付となります。

11 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　
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時まで受付となります。

 無料検査実施場所一覧 （令和4年1月24日時点）※順次拡充予定

実施可能な検査方法
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

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。

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。

【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

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

備 考
（注意事項等）

12 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。

13 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　yuwapharmacy@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　yuwapharmacy@gmail.com　も可能です。

14 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。

15 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。

16 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。

17 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）

○ ○
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（018-853-1126）にご協力をお願いします。また、受診の際には現住所
の確認できる身分証明書（運転免許証等）をご持参ください。

18 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。

19 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。

20 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

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

備 考
（注意事項等）

21 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。

22 秋田市
調剤薬局ツルハドラッグ
秋田南通店

秋田市南通築地3-5 018-853-7179 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。

23 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。

24 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。

25 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～金　9:00～18:00　
土　　　9:00～14:00　

（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。

26 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。

27 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　9:00～18:00　
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。

28 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。

29 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

0187-66-3950 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。

30 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。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。
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PCR検査等 抗原定性検査
実施可能な検査方法

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

備 考
（注意事項等）

31 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。

32 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。

33 湯沢市 至誠堂薬局 湯沢市小野字東堺87-3 0183-78-6688 令和4年1月12日
月～金　12:00～17:00　
（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（0183-78-6688）にてご相談いただくことを推奨しております。
検査は車でのドライブスルー方式でお願いしております。　　　　

34 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　9:00～18:00　

（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。

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：0120-350-163）までご連絡ください。
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