富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No
1

追加・変更

市町村
富山市

事業所名称
Ｖ・drug

くまの薬局

所在地
富山市若竹町2-120-8

連絡先
（TEL）
076-428-4646

検査対応

無料検査開始日

1月19日

2

富山市

Ｖ・drug

もえぎ調剤薬局

富山市大町2区1-4

076-491-4194

1月19日

3

富山市

Ｖ・drug

掛尾南薬局

富山市掛尾町56-3

076-464-3931

1月19日

4

富山市

Ｖ・drug

大沢野南薬局

富山市上二杉607番

076-461-3493

1月19日

5

富山市

Ｖ・drug

富山花園薬局

富山市花園町三丁目8番地3号

076-423-2250

1月19日

6

富山市

Ｖ・drug

富山太郎丸薬局

富山市太郎丸本町四丁目2番5

076-420-3958

1月19日

7

富山市

Ｖ・drug

富山二俣薬局

富山市二俣370-1

076-464-3720

1月19日

曜日・時間
月～金：13:00-15:00
祝日休業

PCR検査等

○

備

抗原定性検査

△

考

（注意事項等）
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

（現在キット欠品中）

月～水、金：13:30-15:00
祝日休業
月、火、木～土：9:30-15:30
祝日休業
月～土：13:00-17:00
祝日休業
月、火、木、金：13:30-14:30
祝日休業
月～金：15:00-18:00
祝日休業
月～水、金：13;00-14:30
木

実施可能な検査方法

：14:00-17:00

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

×

○

ドライブスルー方式で実施します。

×

○

ドライブスルー方式で実施します。

×

○

ドライブスルー方式で実施します。

×

○

×

○

×

〇

×

〇

×

〇

○

×

○

○

祝日休業
月～金：9:00-10:00
8

富山市

Ｖ・drug

富山婦中薬局

富山市婦中町西ヶ丘1925

076-466-0805

1月19日

14:00-16:00
祝日休業
月火水金：8:30～18:00

9

富山市

アイン薬局富山住吉町店

富山市住吉町1丁目5-23

076-494-1515

2月7日

木

：8:30～16:30

土

：8:30～16:00

日祝日休業
月火水金 8：30～18：00
10

11

12

13

14

富山市

富山市

富山市

富山市

富山市

アイン薬局富山岩瀬店

富山市東岩瀬町333

アイン薬局富山市民病院前

富山市今泉北部町1-5 富山市今

店

泉ふれあいハウス1階

アイン薬局富山西店

富山市婦中町下轡田1019

アイン薬局富山大学病院前
店

富山市杉谷106番1

076-438-9399

076-493-1706

076-464-3943

076-436-2352

2月1日

2月1日
2月1日
2月1日

木

8：30～16：30

土

8：30～12：00

日祝日
月～金

休み
9：00～18：00

土

9：00～12：00

日祝日
月～金

休み
8：30～17：30

土

8：30～12：30

日祝日
月～金

休み
8：45～17：45

土

9：00～12：00

ドライブスルー方式で実施します。

日祝日 休み
月、火、木、金：9:00-18:30

あおば薬局くれは店

富山市呉羽町7187-27

076-436-2302

1月11日

水

：9:00-17:45

土
：9:00-13:00
月～水、金：8:45-17:45
15

富山市

あおば薬局中川原店

富山市中川原字土馬割43-10

076-492-2108

1月11日

木

：8:45-17:30

土
：8:45-12:45
月、火、木、金：8:30-18:30
16

富山市

あおば薬局堀店

富山市堀208

076-491-6012

1月11日

水

：8:30-12:30

土
：8:30-17:15
月～金：15:00-18:00
17

富山市

あざみ薬局

富山市千石町6-3-6

076-420-7181

12月22日

土

：10:00-13:00

12/30～1/3は休業
18

富山市

一般社団法人

日本健康倶

楽部北陸支部富山診療所

富山市二口町4丁目3−1

076-493-1717

1月11日

月～金：9:00-15:00
祝日及び12/25～1/7は休業

混みあ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い
ただくことを推奨しております。
ドライブスルー方式で検査を実施します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

19

富山市

ウエルシア薬局富山奥田店

富山市奥田町35-1

076-482-3002

12月24日

月～土：9:00-19:00
祝日及び1/3休業

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）
●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法
PCR検査等

備

抗原定性検査

考

（注意事項等）
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

20

富山市

ウエルシア薬局富山五福店

富山市五福5385-3

076-443-8107

12月24日

月～土：9:00-19:00
祝日及び1/3休業

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
ドライブスルー方式で検査を実施します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

21

富山市

ウエルシア薬局富山呉羽店

富山市茶屋町614-12

076-434-1471

12月24日

月～土：9:00-19:00
祝日及び12/31、1/3休業

○

○

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます
のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
ドライブスルー方式で検査を実施します。

22

富山市

ウエルシア薬局富山上飯野
店

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～土：9:00-14:00

富山市上飯野道下2-7

076-471-6771

12月24日

15:00-19:00

○

○

祝日及び12/31、1/3休業

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます
のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～土：9:00-14:00
23

富山市

ウエルシア薬局富山赤田店

富山市赤田790-1

076-425-1511

12月24日

15:00-19:00

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

祝日及び1/3休業

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
ドライブスルー方式で検査を実施します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

24

富山市

ウエルシア薬局富山大泉店

富山市大泉町2-2-1

076-420-3878

12月24日

月～土：9:00-19:00
祝日及び1/3休業

○

○

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます
のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

25

26

富山市

富山市

ウエルシア薬局富山中川原
店

ウエルシア薬局富山天正寺
店

月～金：9:00-14:00

富山市中川原383-1

富山市天正寺1105

076-494-1822

076-461-6880

12月24日

12月24日

15:00-18:00

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。

祝日及び12/31、1/3休業

ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。

月～金

：9:00-20:00

（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

土

：9:00-19:00

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

日・祝日：9:00-14:00

○

○

15:00-19:00

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。

1/1休業

（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
ドライブスルー方式で検査を実施します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

27

富山市

ウエルシア薬局富山八尾店

富山市八尾町井田5549

076-455-3781

12月24日

月～土：9:00-19:00
祝日及び1/3休業

○

○

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます
のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～金：9:00-14:00
28

富山市

ウエルシア薬局富山本郷店

富山市本郷町49-1

076-420-0351

12月24日

：15:00-19:00
土

：9:00-13:00

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。

祝日及び12/31、1/3休業

29

富山市

ウエルシア調剤薬局大沢野
店

富山市上大久保牛ヶ花割1586-3

076-468-0261

12月24日

月～土：9:00-19:00
祝日及び12/31、1/3休業

のでご了承ください。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法

備

考

PCR検査等

抗原定性検査

（注意事項等）

×

○

×

○

ドライブスルー方式で実施します。事前に電話でご連絡ください。

×

○

ドライブスルー方式で実施します。事前に電話でご連絡ください。

月～水、金：15:00～18:00
木：15:00～17:00
30

富山市

鵜坂わだ薬局

富山市婦中町分田76-1

076-482-6414

4月25日

土：10:00～

13：00
日曜・祝日・お盆(8/13～

ドライブスルー方式で実施します。混みあっている場合がございますので、検
査希望の１時間前までにご連絡をいただくことを推奨しております。

8/16)・年末年始(12/30～1/3)休
み
月～金：9:00-18:30
31

富山市

奥田かがやき薬局

富山市奥田寿町字中狭９番43

076-471-8835

6月1日

土

：9:00-12:30

日、祝日休業
月～水、金：9:00-18:00
32

富山市

上飯野かがやき薬局

富山市小西116-4

076-452-2595

6月1日

木

：9:00-17:00

土

：9:00-13:00

日、祝日休業
月、火、木、金：10:00-18:00
33

富山市

きときと薬局布瀬店

富山市布瀬町南1丁目3-1

076-482-5368

1月17日

水、土

：10:00-13:00

ドライブスルー方式で実施します。

〇

○

祝日休業
34

富山市

木下グループコロナ検査セン 富山市桜町１丁目11 電鉄富山
ター電鉄富山駅前店

駅ビル１階

03-4333-1640

12月25日

混み合っている場合がありますので、検査希望時間の１時間前までに電話で
ご連絡のうえ、お越しください。

年中無休：9:00-13:00
15:00-19:00

〇

〇

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
ドライブスルー方式で実施します。利用される方は必ず事前にご連絡下さ
い。（076-461-6036）ご連絡がない場合は実施できない場合がございます。

35

富山市

共創未来

高田薬局

富山市高田63-１

076-461-6036

6月1日

月～金：9:00-18:00
（土、日、祝不可）

○

○

また実施希望される方は感染予防の観点から薬局内に立ち入らないようにお
願いします。
薬局内が混み合っていることがございます。すぐに検査実施が出来ないことが
ありますので車の中で待機して頂くこともありますのでご了承下さい。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

36

富山市

クスリのアオキ下奥井薬局

富山市下奥井一丁目1番26号

076-433-0877

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-433-0877）

076-433-0850）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
37

富山市

クスリのアオキ下大久保薬
局

PCR検査は原則オンラインによる立合い。

富山市下大久保1095番地1

076-461-5723

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-461-5723）

076-461-3612）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
38

富山市

クスリのアオキ下飯野薬局

富山市下飯野23番地

076-411-9070

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

076-411-9070）
076-411-9110）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
39

富山市

クスリのアオキ岩瀬東薬局

富山市中田一丁目2番30号

076-438-7150

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-438-7150）

076-438-7181）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
40

富山市

クスリのアオキ経堂薬局

富山市経堂三丁目7番22号

076-482-6115

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-482-6115）

076-482-4357）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）
●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

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

実施可能な検査方法
PCR検査等

備

抗原定性検査

考

（注意事項等）
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

41

富山市

クスリのアオキ五福薬局

富山市五福5720番地2

076-407-5031

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

076-407-5031）
076-464-6127）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
42

富山市

クスリのアオキ呉羽薬局

富山市呉羽町字草田2474番

076-427-0807

1月17日

月～日：9:00-0:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-427-0807）

076-427-0801）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
43

富山市

クスリのアオキ向新庄薬局

富山市向新庄町二丁目2番40号

076-482-3708

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

076-482-3708）
076-451-3838）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
44

富山市

クスリのアオキ根塚薬局

富山市根塚町3丁目10番5号

076-492-1323

1月17日

月～日：9:00-0:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-18:00（薬局

076-492-1323）

076-492-1110）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
45

富山市

クスリのアオキ山室薬局

富山市山室226番地5

076-464-5332

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-464-5332）

076-464-5333）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
46

富山市

クスリのアオキ上飯野薬局

富山市鶴ケ丘町1番1

076-452-0831

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-452-0831）

076-452-0811）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
47

富山市

クスリのアオキ西長江薬局

富山市西長江四丁目1番47号

076-492-2501

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-492-2501）

076-492-2500）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
48

富山市

クスリのアオキ大沢野薬局

富山市上大久保1050番地1

076-468-8688

1月17日

月～日：9:00-21:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-18:00（薬局

076-468-8688）

076-468-8686）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
49

富山市

クスリのアオキ藤木薬局

富山市藤木1870番地1

076-424-6616

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-424-6616）

076-424-6667）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
50

富山市

クスリのアオキ八尾薬局

富山市八尾町井田577番地

076-455-9224

1月17日

月～日：9:00-21:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-18:00（薬局

076-455-9224）

076-455-9200）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）
●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法
PCR検査等

備

抗原定性検査

考

（注意事項等）
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

51

富山市

クスリのアオキ婦中薬局

富山市婦中町宮ケ島315番地

076-466-0817

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-466-0817）

076-466-0833）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
52

富山市

クスリのアオキ富山県立中
央病院前薬局

富山市西長江三丁目1番5号

076-422-3433

1月17日

月～金：9:00-18:00
土、日、祝日休業

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

53

富山市

クスリのアオキ富山新庄薬
局

PCR検査は原則オンラインによる立合い。

富山市新庄町三丁目6番51号

076-411-5611

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-411-5611）

076-471-5810）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
54

富山市

クスリのアオキ堀川薬局

富山市堀川本郷15番12

076-494-1022

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-494-1022）

076-494-1030）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
55

富山市

クスリのアオキ本郷薬局

富山市本郷町360番地1

076-461-5415

1月17日

月～日：9:00-21:00

○

○

月～金

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

076-461-5415）
076-420-0701）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
検査キット、人員確保の為、検査希望時間の１時間前には電話でご確認をお
56

富山市

蔵薬局

富山市上千俵町562-2

076-428-9696

1月6日

月～土：14:00-18:00
祝日休業

×

〇

願いします。
日、祝日は休みですが、事前に電話で確認いただければ時間調整いたしま
す。

月～金：9:00-18:00
57

富山市

グリーン今泉薬局

富山市今泉302-1

076-420-1101

1月11日

土

：8:00-12:00

×

〇

祝日休業 12/29～1/3は休業
平日 ：14:00-19:30
58

富山市

五福薬局

富山市高田119番1

076-491-5298

12月24日

土日祝：8:30-17:30

ドライブスルー方式で実施します。混みあっている場合がありますので、来
局前にご連絡いただくことを推奨しております。
薬局内で検査する方法とドライブスルー方式のどちらもあります。

○

○

1/1、3/21、8/15休業

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。
ドライブスルー方式で検査を実施します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
利用される方は必ず事前にご連絡ください。（076-464-6164）ご連絡がない

月～金：13:00-15:00
59

富山市

さくらガーデン薬局

富山市下新本町３番５号

076-464-6164

6月10日

年末年始（12/29～1/3）は営業

○

×

しません

場合は実施できない場合がございます。
また実施を希望される方は感染予防の観点から薬局内に立ち入らないように
お願いします。
すぐに検査実施が出来ないことがあります。その際は車の中で待機していただ

新型コロナ検査センター

富山市山室226-2 グリーンモー

グリーンモール山室店

ル山室駐車場内

新型コロナ検査センター

富山市桜木町12番5号桜木プラザ

富山桜木町店

ビル３階

076-443-6545

2月1日

年中無休：10:00～19:00

〇

〇

076-482-3920

2月1日

年中無休：24時間営業

〇

〇

076-492-2010

6月1日

月～土：12:00-16:00

×

○

富山市高屋敷65番地３

076-464-3933

1月11日

〇

〇

千原崎PCRセンター

富山市千原崎2-2-2

0120-20-7733

6月1日

×

○

チューリップ城川原北店

富山市城川原2丁目20-1

076-437-2562

2月7日

○

○

60

富山市

61

富山市

62

富山市

高屋敷PCRセンター

63

富山市

高屋敷はなの木薬局

64

富山市

65

富山市

富山市高屋敷833-1タカサンビル
２階（個別指導塾Wam内）

月～金：9:00-18:00
祝日休業
月～土：10:00-12:00
13:00-16:00
月～金：12:00-15:00
土、日、祝日は非対応

きますのでご了承ください。
下記HPより検査の予約ができるようになりました。
（https://reserva.be/abanalyzer0014/）

ドライブスルー方式で実施します。混みあっている場合がありますので、来
局前にご連絡いただくことを推奨しております。

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

66

富山市

チューリップ水橋薬局

富山市水橋辻ヶ堂1275-169

076-479-6033

2月7日

67

富山市

つきおかつばさ薬局

富山市月岡町4-701-2

076-428-8232

12月22日

曜日・時間
月～金：12:00-15:00
土、日、祝日は非対応
月～水、金：13:00-18:30
木

：13:00-14:00

土

：13:00-17:30

実施可能な検査方法
PCR検査等

抗原定性検査

○

○

×

○

×

○

○

×

×

○

×

○

×

〇

備

考

（注意事項等）
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡をいただくことを推奨
しております。

祝日及び12/31～1/3休業
月・火・木・金：13:30～15:00
水
68

富山市

富南薬局

富山県富山市悪王寺43-2

076-464-5781

4月25日

：13:30～17:00

土曜日は検査受付なし

ドライブスルー方式で行います。来局前にお電話をお願いします。

日曜日・祝日・年末年始は休業
日
69

富山市

富山市医師会健康管理セン
ター

富山市経堂4-1-36

090-5689-0526

12月22日

月～金：14:00-14:30
祝日及び12/31～1/3は休業

ドライブスルー方式で検査を実施します。駐車場の指定等がございますの
で、事前にご連絡をお願いします。

月・火・水・金：9:00～18:30
70

富山市

とやま調剤藤の木店

富山市藤の木園町148

076-492-5651

2月18日

木：9:00～17:00
土：9:00～13:00
日曜日は受付不可

71

富山市

とやま調剤薬局大町店

富山市大町1-6

076-461-5570

3月1日

72

富山市

豊田PCRセンター

富山市豊田本町2-4-16

076-411-9530

6月1日

月～金：9:00-18:00
月～土：10:00-12:00
13:00-16:00

ドライブスルー方式で実施します。

ドライブスルー方式で検査を実施します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
月、火、木、金：13:00-15:00
73

富山市

ながえ薬局

富山市長江１丁目５番17号

076-461-4037

6月10日

水

：14:00-16:00

年末年始（12/29～1/3）は営業

利用される方は必ず事前にご連絡ください。（076-461-4037）ご連絡がない

○

×

しません

場合は実施できない場合がございます。
また実施を希望される方は感染予防の観点から薬局内に立ち入らないように
お願いします。
すぐに検査実施が出来ないことがあります。その際は車の中で待機していただ
きますのでご了承ください。

74

富山市

西尾薬局下堀店

富山市下堀9-1

076-494-1181

75

富山市

西尾薬局富崎店

富山市婦中町富崎1017-3

076-461-7161

4月28日
4月28日

月、火、水、金：13:00-14:00
月、火、木、金：13:00-14:00

○
○

○
○

○

○

PCR検査検査の受付は月、火のみとなります。

月～水、金：9:00-18:30
76

富山市

西尾薬局婦中店

富山市婦中町板倉462-3

076-466-6388

12月22日

木

：9:00-17:00

土

：9:00-14:00

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事前にお電話いただくことをおすすめします。

12/30～1/3休業
77

富山市

はなの木薬局アピタ富山店

78

富山市

はやほし調剤薬局

富山市上袋100 アピタ富山店１
階
富山市婦中町速星807-1

076-495-3210

12月22日

年中無休：10:00-18:00

○

○

076-466-1311

2月28日

月～金：13:00-17:00

×

○

ドライブスルー方式で実施します。
ドライブスルー方式で実施します。

79

富山市

ひかり薬局秋吉店

富山市秋吉112番地3

076-464-3226

4月25日

月・火・木：13:00-14:00
祝日休業

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。
ドライブスルー方式で実施します。

80

富山市

ひかり薬局堀川店

富山市東中野町三丁目5番19号

076-482-6560

4月25日

火・水・木：12:00～13:00
祝日休業

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。

月～水、金：10:00-17:00
81

82

富山市

富山市

ひばり薬局

藤の木PCRセンター

富山市稲荷元町2-2-9 ペルレ平
安１F
富山市開767-2

076-405-0805

076-461-7870

12月22日
6月1日

木、土

：10:00-12:30

・夏季休業日8/13-16
・日曜、祝日休業
月～土：10:00-12:00
13:00-16:00

×

○

×

○

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

83

84

追加・変更

市町村

富山市

富山市

事業所名称

フジムラ薬局

所在地

富山市上大久保1893番地１

フジムラ薬局キャロット１
店

富山市下大久保2513番地１

連絡先
（TEL）

076-468-9321

076-467-5513

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

婦中PCRセンター

富山市婦中町下轡田351-3

076-466-3370

86

富山市

ふれあい豊田薬局

富山市豊田町1-1-7

076-443-9025

6月1日
1月25日

87

富山市

ふれあい水橋薬局

富山市水橋舘町59-8

076-479-9062

4月25日

88

富山市

ふれあい薬局千石町店

富山市千石町2丁目8-1

076-422-3751

4月25日

89

富山市

堀川町PCRセンター

富山市堀川町273-3

076-411-5710

6月1日

抗原定性検査

考

（注意事項等）
ドライブスルー方式で実施します。

月～木：10:00-12:00

スムーズに対応させていただくため、来局前にご連絡をいただくことを推奨

14:00-15:00

○

○

しております。

【抗原定性検査】

当日の来局、お問い合わせの場合、在庫の関係で検査できない場合がありま

月～金：14:00-17:00
【PCR検査】

す。
ドライブスルー方式で実施します。

月～木：10:00-12:00

スムーズに対応させていただくため、来局前にご連絡をいただくことを推奨

5月23日

富山市

PCR検査等

備

【PCR検査】

5月18日

85

実施可能な検査方法

14:00-15:00

○

○

しております。

【抗原定性検査】

当日の来局、お問い合わせの場合、在庫の関係で検査できない場合がありま

月～金：14:00-18:00
月～土：12:00-16:00

す。

月～金：14:00～17:00
月～金：14:00～17:00
休業日：日・祝 12/29-1/3
月～金：14:00～17:00
休業日：日・祝

12/29-1/3

月～土：12:00-16:00

×
○

○
×

ドライブスルー方式で実施します。

○

×

ドライブスルー方式で実施します。

○

×

ドライブスルー方式で実施します。

×

○
ドライブスルー方式で検査を実施します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～水、金：13:00-15:00
90

富山市

ほりかわ薬局

富山市堀川本郷160番71

076-461-4767

6月10日

木

：14:00-16:00

年末年始（12/29～1/3）は営業

利用される方は必ず事前にご連絡ください。（076-461-4767）ご連絡がない

○

×

しません

場合は実施できない場合がございます。
また実施を希望される方は感染予防の観点から薬局内に立ち入らないように
お願いします。
すぐに検査実施が出来ないことがあります。その際は車の中で待機していただ
きますのでご了承ください。

月、火、木、金：9:00-18:00
91

富山市

本郷はなの木薬局

富山市本郷町3区198-3

076-495-8366

1月11日

水

：9:00-17:00

土

：9:00-13:00

〇

〇

○

○

×

○

○

○

ドライブスルー方式で実施します。混みあっている場合がありますので、来
局前にご連絡いただくことを推奨しております。

定休日 日・祝祭日
平日：9:00～18:30
92

富山市

ほんごう薬局

富山市本郷町130-12

197-493-6067

2月14日

93

富山市

南ヶ丘グリーン薬局

富山市月岡町6丁目48-2

076-428-5740

1月11日

94

富山市

瑠璃光薬局

富山市向新庄町2丁目3−13

076-471-5618

4月29日

向新庄店

土

：9:00～15:00

日、祝日休業
月～金：13:00-15:00
祝日休業
月、火、水、金：9:00-18:00
木、土

：9:00-13:00

日祭祝日、12/29~1/3は休業
月、火、水、金：9:00-18:00
95

富山市

瑠璃光薬局

弥生町店

富山市弥生町2丁目４番23号

076-471-8318

4月29日

96

高岡市

Ｖ・drug

高岡羽広薬局

高岡市羽広二丁目1番6号

0766-21-6372

1月19日

97

高岡市

Ｖ・drug

高岡木津薬局

高岡市木津458-14

0766-29-3731

1月19日

98

高岡市

Ｖ・drug

中曽根薬局

高岡市中曽根2814番

0766-82-2734

1月19日

99

100

高岡市

高岡市

あい丸の内薬局
アイン薬局済生会高岡病院
前店

高岡市丸の内7-35 丸の内ビル
１F
高岡市二塚387番地1

0766-28-8255

0766-30-3350

12月22日
2月14日

木、土：9:00-17:00
日祭祝日、12/29~1/3は休業
月～金：14:30-16:30
祝日休業
月～金：15:00-16:00
祝日休業
月～金：13:00-15:00
祝日休業
月～金：14:00-17:00
祝日及び12/29～1/3休業
月～金：12:00-18:00
土日祝日休み

ドライブスルー方式又は車中に出向いて行います。
ドライブスルー方式で実施します。混みあっている場合がありますので、来
局前にご連絡いただくことを推奨しております。
ドライブスルー方式で実施します。
混み合っている場合がありますので、来局前にご連絡頂けるとスムーズで
す。
ドライブスルー方式で実施します。

○

○

混み合っている場合がありますので、来局前にご連絡頂けるとスムーズで
す。

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
ドライブスルー方式（降雪時、悪天候時は薬局内）で検査をします。

○

○

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡をいただくことを推奨
しております。

×

○

ドライブスルー方式で実施します。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法
PCR検査等

抗原定性検査

×

○

×

〇

×

○

備

考

（注意事項等）

月、火、水、金：9:00-18:00
101

高岡市

アイン薬局佐野店

高岡市佐野1237-3

0766-73-2791

2月25日

木、土

：9:00-13:00

ドライブスルー方式で実施します。

日、祝日休業
火、木、金：9:00-18:00
102
103

変更

高岡市

あおば薬局高岡店

高岡市博労本町8-49

0766-23-1150

1月11日

水、土

高岡市

イオン薬局高岡南店

高岡市下伏間江383

0766-32-1111

1月26日

年中無休：11:00-18:00

：9:00-13:00

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～金：9:00-13:30
104

高岡市

ウエルシア薬局高岡佐野店

高岡市佐野1189-1

0766-25-8731

12月24日

14:30-19:00

○

○

祝日及び1/3休業

105

高岡市

ウエルシア薬局高岡姫野店

高岡市姫野字竹倉516-1

0766-82-5646

12月24日

：9:00-13:30
14:30-18:00

106

高岡市

ウエルシア薬局高岡京田店

高岡市京田624-2

0766-22-2366

12月24日

祝日及び1/3休業

のでご了承ください。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。

祝日及び1/3休業

月～土：9:00-19:00

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。

月～金：9:00-19:00
土

ドライブスルー方式で検査を実施します。
ドライブスルー方式で検査を実施します。

（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
ドライブスルー方式で検査を実施します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～土：9:00-13:30
107

高岡市

ウエルシア薬局高岡戸出店

高岡市戸出町4-11-5

0766-63-1971

12月24日

：14:30-19:00

○

○

祝日及び1/3休業

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます
のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

108

高岡市

クスリのアオキ京田薬局

高岡市京田611番地

0766-28-8510

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0766-28-8510）

0766-28-8520）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
109

高岡市

クスリのアオキ金屋本町薬
局

PCR検査は原則オンラインによる立合い。

高岡市金屋本町3番7号

0766-29-3121

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0766-29-3121）

0766-30-2637）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
110

高岡市

クスリのアオキ戸出薬局

高岡市戸出町5丁目1番1号

0766-50-8177

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

0766-50-8177）
0766-63-6663）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
111

高岡市

クスリのアオキ高岡駅南薬
局

PCR検査は原則オンラインによる立合い。

高岡市駅南1丁目11番17号

0766-25-1152

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-18:00（薬局

0766-25-1152）

0766-25-1021）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
112

高岡市

クスリのアオキ高岡広小路
薬局

PCR検査は原則オンラインによる立合い。

高岡市広小路2番3号

0766-53-5801

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

0766-53-5801）
0766-53-5002）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）
●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法
PCR検査等

備

抗原定性検査

考

（注意事項等）
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

113

高岡市

クスリのアオキ高岡新成薬
局

PCR検査は原則オンラインによる立合い。

高岡市新成町4番1号

0766-54-0332

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0766-54-0332）

0766-54-5422）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
114

高岡市

クスリのアオキ上四屋薬局

高岡市上四屋2番20号

0766-25-5081

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

0766-25-5081）
0766-25-5011）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
115

高岡市

クスリのアオキ新野村薬局

高岡市野村1846

0766-30-2207

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

0766-30-2207）
0766-26-3500）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
116

高岡市

クスリのアオキ中川栄薬局

高岡市中川栄町5番20号

0766-30-3517

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

0766-30-3517）
0766-26-3101）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
117

高岡市

クスリのアオキ中曽根薬局

高岡市中曽根2343番地

0766-82-1623

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0766-82-1623）

0766-82-1620）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
118

高岡市

クスリのアオキ伏木薬局

高岡市伏木1丁目1番5号

0766-44-7750

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0766-44-7750）

0766-44-6225）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
119

高岡市

クスリのアオキ木津薬局

高岡市木津1426番地1

0766-28-7030

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0766-28-7030）

0766-28-7070）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
120

高岡市

クスリのアオキ野村薬局

高岡市野村1329番地1

0766-29-1131

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-18:00（薬局

0766-29-1131）

0766-29-1777）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
月～金：8:30-17:30
121

高岡市

さくら薬局宝町店

高岡市宝町7-13

0766-29-1225

1月11日

土

：9:00-13:00

×

○

祝日休業
月～金：10:00-14:00
122

123

高岡市

高岡市

スギ薬局

新湊店

高岡駅南PCRセンター

高岡市姫野58番地2
高岡市大野316-5

0766-30-3627
0766-73-2857

1月17日
6月1日

：15:00-19:00
祝日休業
月～土：10:00-12:00
13:00-16:00
火～金：9:00-12:00

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して

○

〇

おります。
PCR検査を受検される際は、申込時にメールアドレスが必須となります。

×

○

○

○

：15:00-17:30
124

高岡市

高岡駅南クリニック

高岡市駅南3丁目1番8号

0766-29-1200

1月4日

土

：9:00-12:00
：15:00-17:00

祝日休業

ドライブスルー方式で検査を実施します。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法
PCR検査等

抗原定性検査

〇

〇

○

○

×

○

×

○

×

〇

備

考

（注意事項等）

月～金：12:00-16:00
125

高岡市

高岡薬局

高岡市末広町7-2

0766-23-1181

1月4日

土

：12:00-15:00

在庫の確認等のため、来局前にご連絡いただくことを推奨しております。

祝日 及び12/30～1/3休業
○抗原定性検査
126

高岡市

タケザワ薬局

高岡市戸出町４-3-28

0766-63-1578

4月25日

月～日（祝含む）：10:00-15:00
○PCR検査

ドライブスルー方式で実施します。
来局前に電話連絡をお願いします。

月～金：10:00-15:00
月・火・水・金：9:00～18:00
127

高岡市

とやま調剤能町店

高岡市能町南2-77

0766-50-9312

2月18日

木・土：9:00～13:00
木、土曜午後お休み
日曜、祝日お休み
月、火、水、金、土：13:00-

128

高岡市

とやま調剤薬局南星店

高岡市木津602-2

0766-28-1566

3月1日

14:00
日、祝日休業
月～水、金：9:00-18:30

129

高岡市

中田グリーン薬局

高岡市下麻生497-1

0766-36-8086

1月11日

木

：8:30-16:30

土

：9:00-13:00

祝日休業 12/29～1/3は休業
月、火、木、金：10:00-17:00
130

高岡市

ハートフル戸出薬局

高岡市戸出町３−２４−５１

0766-63-2268

4月28日

※金曜日は抗原定性検査のみ対応

高岡市

ひかり薬局木津店

高岡市木津622番地1

0766-54-3001

4月25日

月・水・金：13:00～14:00
祝日休業

お電話で事前にお問い合わせください。

ドライブスルー方式で実施します。混みあっている場合がありますので、来
局前にご連絡いただくことを推奨しております。
ドライブスルー方式で実施します。

○

○

祝日・お盆・12/29～1/3は休み

131

ドライブスルー方式で実施します。

混み合っている場合がありますので、事前に電話連絡ください。
PCR検査を受検される方は、申込時にメールアドレスが必要となります。
ドライブスルー方式で実施します。

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。
ドライブスルー方式で実施します。

132

高岡市

ひかり薬局定塚店

高岡市定塚町6番7号

0766-30-2771

4月25日

月・火・木：12:30～13:30
祝日休業

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。
ドライブスルー方式で実施します。

133

高岡市

ひかり薬局戸出店

高岡市戸出伊勢領2466-3

0766-62-1060

4月25日

火・水・木：13:30～14:30
祝日休業

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。
ドライブスルー方式で実施します。

134

高岡市

ひかり薬局問屋町店

高岡市下伏間江20番地4

0766-53-5517

4月25日

月・火・木：12:00～13:00
祝日休業

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。
ドライブスルー方式で実施します。

135

高岡市

ひかり薬局四屋店

高岡市上四屋3番11号

0766-50-8123

4月25日

火・水・木：13:00～14:00
祝日休業

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。

月火水金：9:00-18:30
136

高岡市

瑠璃光薬局

高岡店

137

射水市

Ｖ・drug

射水鷲塚薬局

138

射水市

あおば薬局ひばり店

高岡市大坪1丁目5番２２号

0766-73-6718

4月29日

射水市鷲塚57番地7

0766-54-6775

1月19日

射水市戸破1704-1

0766-56-8177

1月11日

木：9:00-18:00

○

土：9:00-13:00
日祭祝日、12/29~1/3休業
月、火、木、金：12:30-15:30
祝日休業
月、火、木、金：9:00-18:30
水、土

ドライブスルー方式で実施します。

：9:30-13:00

○

混み合っている場合がありますので、来局前にご連絡頂けるとスムーズで
す。

○

○

×

〇

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
月～金：9:00-14:00
139

射水市

ウエルシア薬局射水小杉店

射水市戸破字若宮3087

0766-50-2007

12月24日

15:00-18:00
祝日及び12/31、1/3休業

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法
PCR検査等

備

抗原定性検査

考

（注意事項等）
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

140

射水市

ウエルシア薬局射水本開発
店

射水市本開発130-8

0766-55-5261

12月24日

月～土：9:30-19:30
祝日及び1/3休業

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

141

射水市

クスリのアオキひばり薬局

射水市戸破2121-5

0766-55-2884

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

9:00-13:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

0766-55-2884）

0766-55-2882）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
142

射水市

クスリのアオキ小杉薬局

射水市戸破1660番

0766-56-0236

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

9:00-13:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

0766-56-0236）

0766-56-0270）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
143

射水市

クスリのアオキ新大門薬局

射水市大門97番地1

0766-54-6753

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

9:00-13:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

0766-54-6753）

0766-54-6553）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
144

射水市

サエラ薬局新湊店

射水市鏡宮109

0766-83-7525

2月1日

145

射水市

しみず薬局

射水市中太閤山1-1 SCパスコ内 0766-56-9933

6月1日

月～金：14:00-17:00
祝日休業
月～水、金：9:00-18:30
木

：9:00-17:00

土

：9:00-13:00

×

〇

ドライブスルー方式で実施します。

×

〇

事前に電話でご連絡ください。

○

○

ドライブスルー方式で実施します。

×

○

ドライブスルー方式で実施します。

○

○

来局前にご連絡ください。

日、祝日休業
146

射水市

新湊中央薬局

射水市本町２丁目14-２

0766-82-2771

5月13日

月～金：13:00-16:00
月、火、木、金：9:00～18:00

147

148

149

射水市

射水市

射水市

とやま調剤薬局大門店
永野薬局

射水市大門151-2
射水市中新湊13-27

ハート薬局東太閤山店

射水市東太閤山3丁目88番地

0766-54-5481
0766-82-2667

0766-56-9383

3月1日
12月27日
12月22日

水

：9:00～17:00

土
：9:00～13:00
月～土：9:00-18:00
日曜祝祭日：10:00-18:00
月～水、金：10:00-17:00
木

：10:00-16:00

土

：10:00-12:00

ドライブスルー方式で検査を実施します。

○

○

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡をいただくことを推奨
しております。

祝日及び12/29～1/2は休業

ドライブスルー方式で実施します。
150

射水市

ひかり薬局海老江店

射水市海老江1241-2

0766-86-5671

4月25日

月・火・木：12:30～13:30
祝日休業

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。

151

射水市

ふれあい新湊薬局

射水市本町1丁目13-4

0766-83-7671

4月25日

152

魚津市

Ｖ・drug

魚津市北鬼江2丁目21番5号

0765-32-3705

1月19日

魚津北鬼江薬局

月～金：14:00～17:00
休業日：日・祝 12/29-1/3
月～水、金：14:00-16:00
祝日休業

○

×

ドライブスルー方式で実施します。

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

153

魚津市

ウエルシア薬局魚津上村木
店

月～金：9:00-14:00

魚津市上村木2-9-22

0765-22-1728

6月1日

15:00-18:00

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

〇

〇

土、日、祝日休業

ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～金：9:00-14:00
154

魚津市

ウエルシア薬局魚津吉島西
店

魚津市吉島1300

0765-23-9007

12月24日

15:00-18:00
土

：9:00-14:00

祝日及び1/3休業

のでご了承ください。

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）
●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法
PCR検査等

抗原定性検査

155

魚津市

ウエルシア薬局魚津住吉店

魚津市住吉587-1 1階

0765-22-5262

12月24日

土

：9:00-14:00

考

（注意事項等）
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～金：9:00-14:00
15:00-18:00

備

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。

祝日及び1/3休業

（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

156

魚津市

クスリのアオキ吉島薬局

魚津市北鬼江311番1

0765-25-2050

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0765-25-2050）

0765-25-1501）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
157

158

魚津市

魚津市

クスリのアオキ魚津経田薬
局

月～金：9:00-18:30

魚津市寿町4番7号

0765-23-1350

1月17日

土

：9:00-13:00

○

○

○

○

日、祝日休業
月～金：9:00-18:00

クスリのアオキ魚津東薬局

魚津市仏田字高畠3303番地3

0765-25-0550

1月17日

土

：9:00-13:00

日、祝日休業
月～水、金：8:45-17:45
159

魚津市

ファーマライズ薬局魚津店

魚津市友道字中沼1817-10

0765-23-2170

12月22日

木、土

：8:45-12:45

祝日及び年末年始(12/29～1/3)

○

○

160

魚津市

りんご薬局

吉島店

魚津市吉島1丁目501

0765-23-6001

1月20日

：15:00-16:30
土

161

氷見市

アイン薬局氷見市民病院前
店

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡をいただくことを推奨
しております。

：15:00-18:00
：9:30-12:30

PCR検査は原則オンラインによる立合い。

ドライブスルー方式で検査をします。

は休業
月～水、金：10:00-12:30
木

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

隔離室があるため通常の入口の横にある隔離室の入口よりお入りください。

〇

○

混み合っている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。

：9:30-12:30

祝日休業
月～金 9：00～18：00

氷見市鞍川1120-1

0766-72-0178

2月1日

土

9：00～13：00

日祝日

休み

×

○

ドライブスルー方式で実施します。
ドライブスルー方式で検査を実施します。

162

氷見市

ウエルシア薬局氷見諏訪野
店

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～土：9:00-14:00

氷見市諏訪野9-15

0766-73-1511

12月24日

15:00-19:00

○

○

祝日及び1/3休業

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます
のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
事前に必ずお電話でご連絡をお願いいたします。
当日の状況によりお待ち頂く場合がございます

163

氷見市

九殿浜温泉

ひみのはな

氷見市姿400番地

0766-79-1324

6月10日

10:00～17:00
※館内整備等による休業あり

×

○

ドライブスルー方式（悪天候時は屋内）で検査をします。
当館における検査可能対象者は、当館にご宿泊・休憩・宴会など予定されて
いる方のうち、県民割引キャンペーンなどの利用等で必要かつ、ご希望され
るの方のみとなっております。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

164

氷見市

クスリのアオキ氷見幸町薬
局

PCR検査は原則オンラインによる立合い。

氷見市幸町7番22号

0766-72-8450

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-14:00（薬局

0766-72-8450）

0766-72-0301）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
165

氷見市

クスリのアオキ柳田薬局

氷見市柳田1950番地1

0766-91-0216

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0766-91-0216）

0766-91-0210）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
月～水、金：9:00-18:30
166

氷見市

しみず薬局

プラファ調剤

氷見市加納484-1

0766-73-0340

6月1日

木

：9:00-17:00

土

：9:00-12:30

日、祝日休業

×

○

ドライブスルー方式で実施します。事前に電話でご連絡ください。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法
PCR検査等

抗原定性検査

月～金：9:00-18:00
167

氷見市

ファーマライズ薬局氷見店

168

滑川市

Ｖ・drug

滑川病院前薬局

169

滑川市

アイリス薬局

氷見市鞍川1118-1

090-1665-3828

12月22日

滑川市常盤町619番地1

076-471-7920

1月19日

滑川市下小泉町117-1

076-471-5731

1月4日

土

：9:00-13:00

祝日,6/1,8/15,年末年始(12/29～
1/3)は休業
月～金：14:00-16:00
祝日休業
月、火、木、金：12:30-15:00
水

：12:30-14:00

備

考

（注意事項等）
ドライブスルー方式で検査をします。

○

○

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡をいただくことを推奨
しております。

○

○

〇

○

祝日及び12/30～1/3は休業

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。
ドライブスルー方式で検査を実施します。

月～金：9:00-19:00
170

滑川市

ウエルシア薬局滑川吾妻店

滑川市吾妻町511

076-476-2880

12月24日

土

：9:00-13:30
14:30-19:00

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

○

○

祝日及び1/3休業

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます
のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

171

滑川市

クスリのアオキうおのみ薬
局

PCR検査は原則オンラインによる立合い。

滑川市魚躬字膏薬1229番172

076-475-6135

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

076-475-6135）
076-475-6530）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
172

滑川市

クスリのアオキ滑川薬局

滑川市柳原61番地5

076-471-6831

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-471-6831）

076-471-6320）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
173

滑川市

クスリのアオキ柳原薬局

滑川市柳原21番4

076-476-0755

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-476-0755）

076-476-0722）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
月～金：9:00-17:00
174

黒部市

アイン薬局黒部市民病院店

黒部市三日市1108-1

0765-32-5790

5月10日

土

：9:00-13:00

×

○

○

○

日・祝日休み
月・火・水・金：9:00-18:30
175

黒部市

あんず薬局

黒部本店

黒部市北新10番地４

0765-52-5000

5月23日

木

：9:00-17:00

土

：9:00-13:00

176

黒部市

ウエルシア薬局黒部荻生店

黒部市荻生1660

0765-57-1071

12月24日

：9:00-14:00
15:00-19:00

177

黒部市

店

○

○

0765-54-5085

12月24日

15:00-18:00

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～金：9:00-14:00

黒部市三日市1272-1

おります。事前予約も可能です。ご不明な点は電話でご相談ください。

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

祝日及び1/3休業

ウエルシア薬局黒部三日市

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～金：9:00-19:00
土

ドライブスルー方式で実施します。

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

祝日及び12/31、1/3休業

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～金：9:00-14:00
178

黒部市

ウエルシア薬局黒部生地店

黒部市生地中区217-1

0765-56-5080

12月24日

15:00-18:00
祝日及び1/3休業

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）
●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法
PCR検査等

抗原定性検査

○

○

備

考

（注意事項等）

・PCR検査
月～土：9:30-14:30
179

黒部市

うなづき薬局

黒部市宇奈月町浦山804-1

0765-65-9383

12月22日

・抗原定性検査
月～土：9:30-17:30

ドライブスルー方式で検査を実施します。駐車場の指定等がございますの
で、事前にご連絡をお願いします。

・祝日及び12/31-1/3、お盆は休
業

180

黒部市

クスリのアオキ黒部中央薬
局

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

黒部市牧野817番1

0765-54-0230

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-16:00（薬局

0765-54-0230）

0765-54-0066）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
181

黒部市

クスリのアオキ堀高薬局

黒部市堀高95番1

0765-57-2675

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0765-57-2675）

0765-57-2660）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
182

黒部市

サエラ薬局黒部店

黒部市三日市1074

0765-54-5070

2月1日

183

砺波市

イオン薬局となみ店

砺波市中神1丁目174番地

0763-32-8800

2月22日

月～金：14:00-17:00
祝日休業
年中無休：13:00～17:00

×

〇

×

○
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

184

砺波市

ウエルシア薬局砺波十年明
店

月～金：9:00-13:30

砺波市十年明84

0763-34-4677

12月24日

14:30-19:00

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

祝日及び1/3休業

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

185

砺波市

ウエルシア薬局砺波中神南
店

月～金：9:00-13:30

砺波市永福町5-5

0763-32-8755

12月24日

14:30-18:00

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

祝日及び1/3休業

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

186

砺波市

ウエルシア薬局砺波豊町店

砺波市豊町2-17-2

0763-33-4858

12月24日

月～土：9:00-19:00
祝日及び1/3休業

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

187

砺波市

クスリのアオキ新富薬局

砺波市新富町5番47号

0763-33-1012

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0763-33-1012）

0763-33-0331）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
188

砺波市

クスリのアオキ杉木薬局

砺波市杉木五丁目78番地

0763-55-6548

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0763-55-6548）

0763-55-6556）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
ドライブスルー方式で検査を実施します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
利用される方は必ず事前にご連絡ください。（0763-55-6875）ご連絡がない

月、火、木、金：13:00-14:00
189

砺波市

すぎのき薬局

砺波市杉木３丁目205番２

0763-55-6875

6月10日

年末年始（12/29～1/3）は営業
しません

○

×

場合は実施できない場合がございます。
また実施を希望される方は感染予防の観点から薬局内に立ち入らないように
お願いします。
すぐに検査実施が出来ないことがあります。その際は車の中で待機していただ
きますのでご了承ください。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

190

追加・変更

市町村

砺波市

事業所名称

スギ薬局

砺波総合病院前

店

所在地

砺波市杉木一丁目80番地

連絡先
（TEL）

0763-23-4012

検査対応

無料検査開始日

2月1日

曜日・時間
9：00～18：00

実施可能な検査方法
PCR検査等

○

定休日：土日祝

砺波市

たちぱぱ薬局

砺波市寿町2-39

0763-33-3366

12月22日

192

砺波市

とやま調剤薬局となみ店

砺波市となみ町11-10

0763-58-5162

2月21日

月～金：9:00-18:00
祝日及び12/30～1/3は休業
月、火、水、金：9:00～18:00
木

：9:00～17:00

土

：9:00～13:00

考

抗原定性検査

（注意事項等）

△

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して

（キット欠品中のた
め、受付を中止してい
ます）

191

備

○

○

×

○

おります。
PCR検査を受検される際は、申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。

ドライブスルー方式で実施します。

日、祝日休業
ドライブスルー方式で実施します。
193

砺波市

ひかり薬局大辻店

砺波市大辻601番地

0763-55-6680

2月1日

月、火、木：12:30～13:30
祝日休業

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。
ドライブスルー方式で実施します。

194

砺波市

ひかり薬局庄川店

砺波市庄川町示野462番地3

0763-55-6182

5月2日

月、火、水：13:00～14:00
祝日休業

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。
ドライブスルー方式で実施します。

195

砺波市

ひかり薬局栄町店

砺波市栄町119番

0763-55-6647

4月25日

火・水・木：13:30～14:30
祝日休業

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。
ドライブスルー方式で実施します。

196

砺波市

ひかり薬局豊町店

砺波市豊町一丁目１４番３号

0763-55-6161

4月25日

火・水・木：13:00～14:00
祝日休業

○

○

申込時にメールアドレスが必須となります。
混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。

197

小矢部市 アイン薬局小矢部店

小矢部市野寺73番1

0766-67-8180

2月1日

月～金

9：00～18：00

土

9：00～12：00

日祝日

休み

×

○

ドライブスルー方式で実施します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

198

小矢部市

ウエルシア薬局小矢部石動
駅店

月～金：9:00-14:00

小矢部市石動町17-21

0766-67-5732

6月1日

15:00-18:00

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

土、日、祝日休業

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

199

小矢部市

クスリのアオキ小矢部中央
薬局

PCR検査は原則オンラインによる立合い。

小矢部市本町5番32号

0766-67-8870

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-18:00（薬局

0766-67-8870）

0766-67-8806）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
月、火、木、金：9:00-19:00
200

小矢部市 グリーン小矢部薬局

小矢部市今石動町1-1037

0766-67-7560

1月11日

水

：8:00-16:00

土

：9:00-13:00

〇

○

○

×

○

ドライブスルー方式で実施します。

×

○

ドライブスルー方式で実施します。

祝日休業 12/29～1/3は休業
月～金：8:30-18:00
201

小矢部市 こぐま薬局

小矢部市野寺74-1

0766-68-0591

12月22日

202

南砺市

アイン薬局南砺中央店

富山県南砺市梅野1596-1

0763-52-8280

2月1日

203

南砺市

アイン薬局南砺店

南砺市井波938-38

0763-82-8820

2月1日

土

：9:00-12:00

祝日及び12/29～1/3休業
月～金 8:30～17:30
土日祝日 休み
月～金 9:00～18:00
土

9:00～12:00

日祝日

休み

ドライブスルー方式で実施します。混みあっている場合がありますので、来

×

局前にご連絡いただくことを推奨しております。

ドライブスルー方式で検査を実施します。駐車場の指定等がございますの
で、事前にご連絡をお願いします。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法
PCR検査等

備

抗原定性検査

考

（注意事項等）
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

204

南砺市

クスリのアオキ福野薬局

南砺市二日町1600番1

0763-22-1831

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0763-22-1831）

0763-22-1822）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
月、火、水、金：9:00-18:00
205

南砺市

とやま調剤薬局南砺山見店

南砺市山見1133-1

0763-82-1251

4月30日

木：9:00-17:00

×

土：9:00-13:00

○

休業日 日、祝日
月～金：8:30-17:30
206

南砺市

ファーマライズ薬局南砺店

南砺市井波938-17

0763-82-8827

12月22日

土

：13:30-17:30

祝日及び年末年始は(12/29～

ドライブスルー方式で検査をします。

○

○

しております。

1/3)は休業
月～金：9:00-18:00
207

南砺市

ファーマライズ薬局福光店

南砺市福光1006-4

0763-53-0787

12月22日

208

南砺市

ワタナベ薬局

南砺市田中78-1

0763-52-7716

1月4日

209

上市町

いい薬局

中新川郡上市町法音寺吉田5-5

076-473-0866

6月1日

土

：9:00-13:00

祝日及び年末年始(12/30～1/3)
は休業
月～土：9:30-15:00
祝日休業
月～金：9:00-18:00
土

：9:00-13:00

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡をいただくことを推奨

ドライブスルー方式で検査をします。

○

○

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡をいただくことを推奨
しております。

○

○

×

○

ドライブスルー方式で実施します。事前に電話でご連絡ください。

日、祝日休業
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。

月～金：9:00-19:00
210

上市町

ウエルシア薬局かみいち総
合病院前店

中新川郡上市町横法音寺13-3

076-473-8922

12月24日

土

：9:00-14:00
15:00-19:00

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。

祝日及び1/3休業

（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。

月～水、金：9:00-19:00
211

上市町

クスリのアオキ上市青木二
階堂薬局

中新川郡上市町正印244番

076-473-9225

1月17日

木

：9:00-18:00

土

：9:00-13:00

○

○

PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

日、祝日休業
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。
212

上市町

クスリのアオキ上市薬局

中新川郡上市町法音寺字横市2番1 076-473-2877

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～金

9:00-19:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

076-473-2877）

076-473-2866）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
月、火、木、金：9:00～12:00、
15:00～18:00
213

立山町

植野耳鼻咽喉科医院

中新川郡立山町前沢2710-36

076-463-5010

1月25日

水

：9:00～12:00

土

：8:30～12:00

○

×

日、祝日休診
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
月～土：9:00-14:00
214

立山町

ウエルシア薬局富山立山店

中新川郡立山町前沢2590-5

076-462-7020

12月24日

15:00-18:00

抗原定性検査キットの入荷状況により検査数の制限がある場合がございます

○

○

祝日及び12/31、1/3休業

のでご了承ください。
ウエルシア薬局のHPより検査の予約ができるようになりました。
（https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/）2月14日(月)より開始予定です。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

215

立山町

クスリのアオキ立山薬局

中新川郡立山町大石原75番

076-462-2654

1月17日

月～日：9:00-22:00

○

○

月～土

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

076-462-7117）
076-462-7111）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
月～金：9:00-18:00
216

立山町

さくら薬局富山雄山店

中新川郡立山町大石原220-1

0764-62-9381

1月11日

土

：9:00-17:30

祝日は休業

×

○

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。

富山県内で無料検査を実施する登録事業所一覧（令和4年8月9日現在225事業所）

＜薬局など医療機関以外の場合＞
●ＰＣＲ検査等 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検体をお預かりし、検査機関で検査を行います。
検査結果が判明するまで１～２日程度の日数がかかります。
●抗原定性検査 → 検査管理者立会いのもと、ご自分で検体を採取していただきます。
検査結果は20～30分程度で判明し、その場で検査結果通知書をお渡しします。

●「富山県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「対象者フロー」でご確認ください。
● 混みあっている場合はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。（備考欄に記載した注意事項等をご確認ください。）
● 検査用のキットが不足するときなどは検査を受けられない場合がありますので、ご心配な方は事前にご確認ください。

【注】 この事業での検査結果は、確定診断（陰性・陽性の証明）ではありませんのでご注意ください。
No

追加・変更

市町村

事業所名称

所在地

連絡先
（TEL）

検査対応

無料検査開始日

曜日・時間

実施可能な検査方法
PCR検査等

抗原定性検査

○

○

備

考

（注意事項等）

月、火、木、金：9:00-18:30
217

立山町

まつむら調剤薬局

中新川郡立山町前沢新町407-2

076-463-6288

12月23日

水、土

：9:00-12:30

祝日・臨時・お盆・年末年始
(12/29~1/3)は休業
月、火、水、金：8:30-18:30

218

立山町

めろん薬局

大石原店

中新川郡立山町大石原192-1

076-464-2601

5月23日

木：8:30-17:30
土：8:30-13:00
日・祝

219

立山町

五百石整形外科医院

富山県中新川郡立山町五百石184 076-462-0001

1月6日

祝日及び1/26休業

○

○

入善町

あんず薬局

入善店

下新川郡入善町青島402番１

0765-74-2007

12月28日

土

：9:00-17:00

PCR検査に関しては、土曜日は受け付けません。
また、PCR検査の申し込みの際にメールアドレスが必要になります。

○

○

〇

〇

平日：9:00-18:00
220

おります。

混みあっている場合がございますので、事前に電話連絡をお願いいたします。

定休日

月～土：12:00-13:00

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して

祝日、12/30～１/3は休業

混みあっている場合がありますので、来局前にご連絡いただくことを推奨して
おります。事前予約も可能です。ご不明な点は電話でご相談ください。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

221

入善町

クスリのアオキ入善薬局

下新川郡入善町椚山1359番1

0765-74-7887

1月17日

月～日：9:00-0:00

○

○

月～金

9:00-18:00

土

上記以外の時間帯（店舗

9:00-13:00（薬局

0765-74-7887）

0765-74-7880）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
222

入善町

はまにし薬局

コスモ店

下新川郡入善町椚山1336 コス
モ21

平日：10:00-19:00

0765-74-9122

5月16日

日曜：9:00-19:00

○

○

※1/1休業

ドライブスルー方式で実施します。検査を希望される方は、必ず事前にお電
話にて混雑状況等をご確認ください。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
PCR検査は原則オンラインによる立合い。

223

朝日町

クスリのアオキ泊駅前薬局

下新川郡朝日町平柳1247番1

0765-33-5575

1月17日

月～日：9:00-21:00

○

○

月～金

9:00-18:00（薬局

上記以外の時間帯（店舗

224

朝日町

こざわ薬局

下新川郡朝日町泊317

0765-82-1123

12月22日

月～金：8:30-18:30
祝日、年末年始は休業

○

○

0765-33-5575）
0765-83-8775）

よくあるご質問はクスリのアオキHPにてご確認をお願い致します。
ドライブスルー方式で実施します。混みあっている場合がありますので、来
局前にご連絡いただくことを推奨しております。
ドライブスルー方式で検査を実施します。
PCR検査を受検される場合、申込時にメールアドレスが必須となります。
利用される方は必ず事前にご連絡ください。（0765-32-4320）ご連絡がない

月～水、金：13:00-15:00
225

朝日町

さみさと薬局

下新川郡朝日町泊415番地の２

0765-32-4320

6月10日

年末年始（12/29～1/3）は営業
しません

○

×

場合は実施できない場合がございます。
また実施を希望される方は感染予防の観点から薬局内に立ち入らないように
お願いします。
すぐに検査実施が出来ないことがあります。その際は車の中で待機していただ
きますのでご了承ください。

