
区 事業所名 所在地 通常営業時間 PCR検査等 抗原定性検査 MAP 備考

医療法人社団MYメディカル　MYメディカルクリニック大手町 千代田区大手町2-3-1 大手町プレイス地下2階
月～金　9:00～12:30/13:30～16:30/18:00～20:15
土日祝　休み

○ MAPを開く

株式会社ジーンサイエンス 千代田区麹町２丁目６−７　Star Building2階 月～金　10:00～17:30
土日祝　休み

○ ○ MAPを開く

ニシザワ薬局 千代田区内神田3-14−8 ニシザワビル1階 月～金　9:00～19:00
土日祝　休み

○ MAPを開く
電話事前予約制（03-3252-2438）
メールアドレスなしでも検査可能

薬局トモズ大手町カンファレンスセンター店 千代田区大手町一丁目3番2号　大手町ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰＢ1Ｆ 月～金　8:00～20:00
土日祝　休み

○ ○ MAPを開く

予約制：予約サイト有
メールアドレス無くとも携帯ショートメール受信できる電話番号あ
れば可能
オンライン方式（都内23区市部）、郵送オンライン方式（大島、
利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、父島、母島など）
対応
※営業時間については受検前に直接お問い合わせください。
メールアドレス無くとも携帯ショートメール受信できる電話番号あ
れば可能
郵送オンライン方式（伊豆諸島、小笠原諸島）、オンライン方式
（都内23区市部）可能
https://akdc.rsvsys.jp/

株式会社銀座・トマト 中央区銀座8-10-4 6F 月～日（祝含む）　10:00～20:00
無休

○ ○ MAPを開く

株式会社 コーラルベリー 中央区日本橋人形町3-3-10日本橋TECビル6階　　　　　　
月～金　10:00～20:00
土日祝　10:00～18:00
無休

○ ○ MAPを開く
混雑時には整理券での対応をさせて頂いております
状況により20:00よりも前に終了する可能性があります

TOKYOひまわりクリニック 中央区銀座7-8-8　isgBUILDING 8階 月火木金土日（祝含む）　10:00～19:00
水　休み

○ ○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

ファイヤークリニック 銀座院 中央区京橋3-3-11 VOTE京橋 4F
月～日（祝含む）　10:00～21:00
無休

○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

ご予約はヘルスマネジメントクリニックの
HPからお願いします
http://hmclinic-tokyo.org/

薬局トモズ水天宮前店 中央区日本橋人形町1-13-9 藤和日本橋人形町コープ1階
月～金　9:00～19:00
土    9:00～14:00
日祝　休み

○ ○ MAPを開く 土曜日は抗原定性検査のみ

薬局トモズ銀座三丁目店 中央区銀座三丁目10-1　1階
月～金　 9:00～19:00
土日祝　休み

○ ○ MAPを開く

あおぞらクリニック　新橋院 港区新橋２−１６−１　ニュー新橋ビル３階３２０号室
月～金　11:00～20:00
土日祝　9:30～18:00
無休

○ ○ MAPを開く

医療法人社団 大瑛会Ｔケアクリニック浜松町 港区浜松町2ｰ13ｰ9　G1ビル2F
月～金　9:00～14:30/15:30～18:00
土日祝　9:00～14:30/15:30～17:30
無休

○ ○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

医療法人社団 健若会　東京予防医療クリニック 港区赤坂3-13-10　新赤坂ビル3～5階
月～金　10:30～17:00
土日祝　休み

○ MAPを開く

医療法人社団ベスリ会東京TMSクリニック　大規模PCR検査センター（赤坂見附駅前） 港区赤坂3-2-6　赤坂光映ビル 1階・地下1階 月～日（祝含む）　9:00～21:00
無休

○ ○ MAPを開く

くすりの福太郎 東麻布店 港区東麻布3-10-5 オークウッドホテル＆アパートメンツ麻布1階
月～金　9:00～13:30/14:30～19:00
土　9:00～13:30/14:30～18:00
日祝　休み

○ ○ MAPを開く

市谷八幡クリニック　9階 新宿区市谷八幡町11番地1東京医進学院本部ビル9階 月～日（祝含む）　7:00～22:00
無休

○ ○ MAPを開く
受付・採取所は8階、診察室は9階となります
メールアドレスなしで受検可能
QRコード読み込みで結果を報告いたします

おうえケアとわクリニック 新宿区河田町3-10　河田町安田ビル3階 月～金　14:00～16:00
土日祝　休み

○ MAPを開く

くすりの福太郎 高田馬場駅西口店 新宿区高田馬場4-9-12 月～金　10:00～13:00/14:00～19:00
土日祝　休み

○ ○ MAPを開く

新宿PCRセンター東口店 新宿区新宿3-34-9メトロ会館　地上1階
月～金　8:30～20:00
土日祝　9:00～18:00
無休

○ MAPを開く
メールアドレスなしで受検可能
メールアドレスの無い方はご来院いただくか郵送にて結果通知をい
たします

大規模PCR検査センター (新宿歌舞伎町) 新宿区歌舞伎町1-16-3　セレサ陽栄新宿ビル1階 月～日（祝含む）　9:00～21:00
無休

○ ○ MAPを開く

Checkup Center よつば 新大久保店 新宿区百人町2丁目5-8科研ビル1階C室 月～日（祝含む）　9:00～21:00
無休

○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

ファイヤークリニック 新宿唾液採取センター 新宿区新宿6-11-9　１F
月～日（祝含む）　10:00～21:00
無休

○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

薬局トモズ新宿二丁目店 新宿区新宿2-5-10　成信ﾋﾞﾙ1階
月～金　9:00～18:00
土　9:00～13:00
日祝　休み

○ ○ MAPを開く 土曜日は抗原定性検査のみ

港区

新宿区

比較的検査が受けやすい検査場所（2023/4/6（木）時点）
※事業者から現在混み合っておらず比較的検査が受けやすいと回答のあった検査場所の一覧です。
その後の混雑状況次第では検査を受けられない可能性もございますのでご了承ください。

ヘルス・マネジメント・クリニック 中央区八重洲2-11-2 城辺橋ビル1階
月～日（祝含む）　9:00～20:00
無休

○ MAPを開く

中央区

○ MAPを開く

千代田区

小林歯科クリニック 千代田区神田佐久間町―丁目26番地第七砂川ビル6階 月～日（祝含む）　7:00～23:00
無休

○

https://goo.gl/maps/VxtnAYaiFwJYH6xH6
https://goo.gl/maps/s5swzZ6QXpB73Kqj9
https://goo.gl/maps/zUJ3vY2X1W2cTkfM6
https://goo.gl/maps/ZATT8wzZuxsdynHj9
https://goo.gl/maps/ntehJHHqeScnZHMK7
https://akdc.rsvsys.jp/
https://goo.gl/maps/vDSPR4GGxWNdmwK77
https://goo.gl/maps/ScN6y3U2D8y1swg2A
https://goo.gl/maps/qhCd2taYjM9gh1BV8
https://goo.gl/maps/gpUFdiYraoEkw1Q68
https://goo.gl/maps/MmfGHKUPRwvzNxLr8
http://hmclinic-tokyo.org/
https://goo.gl/maps/7p5s12XgB5XPGBQj6
https://goo.gl/maps/gfGzpi5fkBEFqSz99
https://goo.gl/maps/HLouAnqahx2VtHu3A
https://goo.gl/maps/rqJGj6rTU1o6adqZ7
https://goo.gl/maps/r9yXdEdsvRyrpaXF6
https://goo.gl/maps/tmZwU21iiohrG13fA
https://goo.gl/maps/Ui36TKCMu5kSKbjd8
https://goo.gl/maps/1ryzr8Mgj9ZjTxjTA
https://goo.gl/maps/hms8uKaNW17NCRfK7
https://goo.gl/maps/q97Kw2GEJEx2MmD36
https://goo.gl/maps/oF9JH4KVzecz9mTE8
https://goo.gl/maps/waoFQLxrqY1AFYgUA
https://goo.gl/maps/j2pK3SQw2kUtbk4v6
https://goo.gl/maps/9K48Dn5uLUX6aXQW7
https://goo.gl/maps/2gMYg2AzB9beULrR7
https://goo.gl/maps/MmfGHKUPRwvzNxLr8
https://goo.gl/maps/ntehJHHqeScnZHMK7


文京区 くすりの福太郎 白山店 文京区白山5-36-9
月～金　9:00～19:00
土　9:00～17:30
日祝　休み

○ ○ MAPを開く

くすりの福太郎 曳舟店 墨田区京島1-25-4 曳舟ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ1階 105号A
月～金　9:00～19:00
土　9:00～15:00
日祝　休み

○ ○ MAPを開く

くすりの福太郎 京島１丁目店 墨田区京島１丁目2-2 イーストコア曳舟3番館　F１０１号

月火水金　9:00～19:00
木　9:00～18:00
土　9:00～13:00
日祝　休み

○ ○ MAPを開く

薬局トモズ 向島店 墨田区八広1-7-1

月火水金　9:00～19:00
木　9:00～17:00
土　10:00～14:00
日祝　休み

○ ○ MAPを開く

医療法人社団　創生会　御徒町仲内科クリニック 台東区上野4-2-1　江戸っ子ビル4F 月火木金土　9:30～17:00
水日祝　休み

○ ○ MAPを開く

Checkup Centerよつば 上野店 台東区東上野6-8-7 月～日（祝含む）　9:00～17:00
無休

○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

東京上野駅前トラベルクリニック 台東区上野4-5-11　安富ビル1,2F
月～日（祝含む）　9:00～18:45
無休

○ ○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

PCR検査センター（上野アメ横） 台東区上野6-10-7 アメ横プラザ9号
月～日（祝含む）　10:00～19:00
無休

○ ○ MAPを開く

くすりの福太郎 公団店 江東区大島6-1-2-102
月～金　9:00～18:30
土日祝　9:00～16:00
無休

○ ○ MAPを開く

くすりの福太郎 東陽町店 江東区東陽3-27-32 玉河ビル1F

月水木金　9:00～19:00
火　9:00～20:00
土　9:00～18:00
第1/2/3/5日　9:00～13:00
第4日曜、祝　休み

○ ○ MAPを開く

くすりの福太郎 南砂2丁目店 江東区南砂2-6-1 月～金　9:00～19:00
土日祝　休み

○ ○ MAPを開く

薬局ワンザファーマシー 江東区有明3-6-11東京ファッションタウンビル東館2階
月～金　10:30～19:30
土　10:30～16:00
日祝　休み

○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

品川メディカルクリニック 品川区北品川1-22-17 ニックハイム北品川109 月～日（祝含む）　10:00～13:30/14:30～18:00
無休

○ ○ MAPを開く

すばる薬局 品川区南大井3-16-11　グラントーレ大森101

月水木金　9:00～19:00
火　17:00～19:00
土　9:00～14:00
日祝　10:00～19:00
無休

○ MAPを開く
日祝は電話にてお問い合わせの上ご来店ください
電話番号：03-6885-3785
メールアドレスなしで受検可能

目黒区 薬局トモズ 洗足店 目黒区洗足2-7-15
月～金　9:00～20:00
土　9:00～18:00
日祝　休み

○ ○ MAPを開く 土曜日は抗原定性検査のみ

お問い合わせは03-5727-0737、ご予約は下記HPからお願いします

https://www.mst-covid19-pcr.com/tokyo-pcrtest
予約は下記HPから
※お問い合わせは0120-758-167へお願い致します
川崎重工業PCRコールセンター
（受付時間：月～金　9:00～18:00）
https://www.khi.co.jp/groupvision2030/pcr/test/
予約は下記HPから
※お問い合わせは0120-758-167へお願い致します
川崎重工業PCRコールセンター
（受付時間：月～金　9:00～18:00）
https://www.khi.co.jp/groupvision2030/pcr/test/

医療法人社団MYメディカル　MYメディカルクリニック渋谷 渋谷区宇田川町20-17 NMF渋谷公園通りビル4階
月～金　9:00～12:30/13:30～16:30/18:00～20:15
土日　9:00～12:30/13:30～16:30
祝　休み

○ MAPを開く

ファイヤークリニック 渋谷院 渋谷区神南1丁目12-14 星ビル 1階
月～日（祝含む）　10:00～21:00
無休

○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

薬局　恵比寿ファーマシー 渋谷区恵比寿1-22-23-102

月火水金　9:00～18:00（PCR検査等/抗原定性検査）
木　9:00～17:00（PCR検査等/抗原定性検査）
土　9:00～13:00（抗原定性検査）
日祝　休み

○ ○ MAPを開く
お問い合わせは070-7655-4596へお願い致します
メールアドレスなしで受検可能
在宅訪問の患者がいた場合、不定期で1時間程閉める場合がある。

渋谷区

墨田区

台東区

江東区

品川区

世田谷区

月～木　10:00～14:00
金～日（祝含む）　休み

○ MAPを開く

MAPを開く

MAPを開く世田谷区　経堂駅前道路事業用代替地 世田谷区宮坂3-11
月～日（祝含む）　10:30～17:00　（最終受付　16:45）
無休
5/7まで

○

世田谷区　烏山区民センター広場 世田谷区南烏山６丁目２−１９
月～日（祝含む）　12:30～18:30（最終受付　18:15）
4/15～23、27～5/1　休み
5/5まで

○

一般財団法人材料科学技術振興財団 PCR検査センター 世田谷区喜多見1-14-11

https://goo.gl/maps/4Fw4fSDMJdhq7ege6
https://goo.gl/maps/yJLMmqi54Dd4grvZ7
https://goo.gl/maps/1mR9qeoLWJ6LnurM6
https://goo.gl/maps/Q7movXNqgDNWfX9w7
https://goo.gl/maps/W9du8HNYk6wddwmw5
https://goo.gl/maps/6nZpfu8PBZNyr1G47
https://goo.gl/maps/DyXSyFke68ffvsTw8
https://goo.gl/maps/oBVMTuiDbdSBvdUT6
https://goo.gl/maps/zin98ijZJ4sXDixMA
https://goo.gl/maps/fsjThHiJF1X9Cjzf7
https://goo.gl/maps/DcwwHTt7qNa6uMWT9
https://goo.gl/maps/V2efoX3f5YZRRxuTA
https://goo.gl/maps/Tpxes939SCZdkwwk7
https://goo.gl/maps/c1Rpn8yBXjZ8ihk87
https://goo.gl/maps/a3KFboTeimwh9HV86
https://goo.gl/maps/cYib7mMiWZG4uLRq9
https://www.mst-covid19-pcr.com/tokyo-pcrtest
https://goo.gl/maps/ZUCLPSyiutm6fhrK7
https://www.khi.co.jp/groupvision2030/pcr/test/
https://goo.gl/maps/JFAyU6veN4shEff99
https://www.khi.co.jp/groupvision2030/pcr/test/
https://goo.gl/maps/tRTjA5dreqx2VBtT7
https://g.page/fire-shibuya?share
https://goo.gl/maps/arUc3MzWD14nnVjn6
https://goo.gl/maps/cYib7mMiWZG4uLRq9
https://goo.gl/maps/ZUCLPSyiutm6fhrK7
https://goo.gl/maps/JFAyU6veN4shEff99


予約は下記HPから
※お問い合わせは0120-758-167へお願い致します
川崎重工業PCRコールセンター
（受付時間：月～金　9:00～18:00）
https://www.khi.co.jp/groupvision2030/pcr/test/
予約は下記HPから
※お問い合わせは0120-758-167へお願い致します
川崎重工業PCRコールセンター
（受付時間：月～金　9:00～18:00）
https://www.khi.co.jp/groupvision2030/pcr/test/

豊島区 巣鴨駅前pcr検査センター 豊島区巣鴨1丁目19-12　はい原ビル1階 月～日（祝含む）　9:00～19:00
無休

○ MAPを開く

北区 赤羽駅前PCR検査センター 北区赤羽1-36-10　サンヨー本社ビル地下１階
月～日（祝含む）　9:00～19:00
無休

○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

荒川区 くすりの福太郎 南千住調剤薬局 荒川区南千住四丁目7番1号　BiVi 1階
月火水金　9:00～19:00
土　9:00～13:00
木日祝　休み

○ ○ MAPを開く

薬局トモズ 下赤塚店 板橋区赤塚2-2-18
月～金　10:00～19:00
土日祝　休み

○ ○ MAPを開く

薬局トモズ 大谷口店 板橋区大谷口2-67-3
月～日（祝含む）　9:00～18:00
無休

○ ○ MAPを開く 土日祝は抗原定性検査のみ

足立区 くすりの福太郎 西新井大師前駅店 足立区西新井1-3-1東武西新井大師前駅ビル
月火水金　8:30～18:00
土　8:30～13:00
木日祝　休み

○ ○ MAPを開く

Checkup Centerよつば 金町店 葛飾区東金町3-33-6 月～日（祝含む）　9:00～20:00
無休

○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

Checkup Centerよつば 亀有店 葛飾区亀有5-30-2-1F 月～日（祝含む）　9:00～20:00
無休

○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

東栄薬局 葛飾区東金町3-20-12
月～金　9:00～20:00
土　9:00～18:00
日祝　休み

○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

ミサワ薬局青戸本店 葛飾区青戸3−31−8
月～金　9:00～13:00/14:00～18:00
土日祝　9:00～13:00
無休

○ ○ MAPを開く

お問合せは03-3602-4058にお願い致します
メールアドレスなしで受検可能
検査キットは余裕がございます
予約不要
検査時間内に、直接店舗までお越しください

薬局トモズ松江店 江戸川区松江2-43-8
月～土　9:00～19:30
日祝　休み

○ ○ MAPを開く

薬局トモズ葛西店 江戸川区東葛西6-15-16　ステラⅡスゴン1階
月～金　9:00～18:00
土　9:00～13:30
日祝　休み

○ ○ MAPを開く 土曜日は抗原定性検査のみ

八王子市 ＭＳＪ八王子ＰＣＲ検査スポット 八王子市東町8-9
月～日（祝含む）　8:00～19:00
無休

○ MAPを開く
メールアドレスなしで受検可能
予約不要、スマホなしでも検査可能

立川市 ＭＳＪ立川ＰＣＲ検査スポット 立川市曙町2-3-4 月～日（祝含む）　8:00～19:00
無休

○ MAPを開く
メールアドレスなしで受検可能
予約不要、スマホなしでも検査可能

府中市 医療法人ひまわり会PCR検査センター東府中 府中市若松町2-7-7　センチュリーパレス101
月～日（祝含む）　12:00～18:00
無休

○ ○ MAPを開く メールアドレスなしで受検可能

昭島市 東京港ロジオミクス（株） 昭島市武蔵野2丁目9番24号 月～金　10:00～18:00
土日祝　休み

○ MAPを開く

予約は下記HPから
※お問い合わせは0120-758-167へお願い致します
川崎重工業PCRコールセンター
（受付時間：月～金　9:00～18:00）
https://www.khi.co.jp/groupvision2030/pcr/test/

清瀬市 薬局トモズ清瀬店 清瀬市元町1-3-10
月～金　9:00～19:00
土　9:00～18:00
日祝　休み

○ ○ MAPを開く 土曜日は抗原定性検査のみ

調布市

杉並区

板橋区

葛飾区

江戸川区

MAPを開く調布駅前広場

月～金　11:30～17:00（最終受付時間　16:45）
4/14、土日祝　休み
※予約者優先
5/2まで

調布市小島町２丁目４９ ○

杉並区　阿佐ヶ谷駅南口駅前広場 杉並区阿佐谷南3-36
月～日（祝含む）　9:30～16:00　（最終受付　15:45）
4/7　休み
5/7まで

○

MAPを開く杉並区　高円寺駅北口駅前広場 杉並区高円寺北2-6
月～日（祝含む）　11:30～18:00　（最終受付　17:45）
無休
5/7まで

○

MAPを開く

https://goo.gl/maps/KZtTxbNNwABzki8P6
https://www.khi.co.jp/groupvision2030/pcr/test/
https://goo.gl/maps/aA4MexT4hmZaKTrB6
https://www.khi.co.jp/groupvision2030/pcr/test/
https://goo.gl/maps/W3oSwhQL9VLY933N8
https://goo.gl/maps/TAbnchhNWdd8MnZHA
https://goo.gl/maps/oSkL7rG8cxXsymTx6
https://goo.gl/maps/tcexj8mC4vVGDbCV6
https://goo.gl/maps/tV7EUsqFkAqs1if38
https://goo.gl/maps/54BAhehx4mciu4wb9
https://goo.gl/maps/NPRQ5iyJjFXB8dg16
https://goo.gl/maps/GpESQ7SA3nEoNo2x6
https://goo.gl/maps/4DzNxJRLhV17YqRx7
https://goo.gl/maps/uArYVJqxCdRheati6
https://goo.gl/maps/teCERkJr12aHtyn4A
https://goo.gl/maps/z8tGuYHrHnHfpAs6A
https://goo.gl/maps/GnZgZb174CX5o4q2A
https://goo.gl/maps/HoD9n4KhkDfV8sr2A
https://goo.gl/maps/nJ3QFoHvxabcBwcL7
https://goo.gl/maps/nj1k8Ta5GzF7aiSQ7
https://goo.gl/maps/yCgnDtE6VoBfAoiYA
https://www.khi.co.jp/groupvision2030/pcr/test/
https://goo.gl/maps/Es1vuaGoqFHC4Z4t7
https://goo.gl/maps/yCgnDtE6VoBfAoiYA
https://goo.gl/maps/aA4MexT4hmZaKTrB6
https://goo.gl/maps/KZtTxbNNwABzki8P6
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