2022/07/22（金）時点で無料検査を受けられる場所
事業所名

所在地

営業時間

TEL

月火木金 9:00～13:00
1 東京ベイクリニック
港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー4階
水土日祝 休み
【PCRラボ】ICheck×nanoAce 浜松町駅前ハマサイ 港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング２F クリニッ 月～金（祝含む） 10:00～19:00
2
トPCR検査場
クモール内
土日 休み
月～金 9:00～18:00
3 インディバークリニック
港区海岸3-26-1 バーク芝浦ビル 5F
土日祝 休み
4 霞ヶ関診療所

港区虎ノ門1-1-18

5 患者目線のクリニック虎ノ門

内科・皮膚科

ヒューリック虎ノ門ビル２F

港区虎ノ門1-16-17虎ノ門黒沢ビル5F

6 クオール薬局虎ノ門店

港区虎ノ門1-16-17黒沢ビル1階

7 みらくる薬局品川駅前店

港区港南2丁目6-7

8 白金高輪駅前内科・糖尿病クリニック

港区高輪1丁目4-13-２階

9 泉岳寺採取所

港区高輪2-19-20

財界二世学院ビル8階

10 泉岳寺新型コロナ無料検査場

港区高輪2-19-20

財界二世学院ビル8階

11 クオール薬局高輪店

港区高輪3-10-10

12

医療法人社団
品川院出張所

創志会

TCB

東京中央美容外科

13 中川薬局

港区高輪3-23-17 品川センタービルディング?201

港区三田2-7-9

14 アイン薬局

三田店

大善ビル2階

サニークレスト三田 1階

港区芝4-5-8池藤ビル1階

15 いるか田町薬局

港区芝5-27-5山田ビル1階

16 QOLサポートクオール薬局田町店

港区芝5-27-6 泉田町ビル1F

17 スマイル薬局田町店

港区芝浦3-12-2

18 アステル薬局

無料PCR検査センター

19 医療法人社団エムズ

田町駅

クリニックフォア田町

港区芝浦3-12-4

都ビル1階

港区芝浦3-1-32なぎさテラス4階

20 スマイル薬局芝浦3丁目店

港区芝浦3-2-22

21 スマイル薬局芝浦海岸通店

港区芝浦4-13-23

ＭＳビル1Ｆ

火～金 18:30～20:30
土日祝 9:00～20:30
月 休み（祝日の場合は9:00～20:30で実施）
月 10:00～14:00/16:00～17:00
火～土 10:00～14:00/16:00～20:00
日祝 休み
月～金 13:30～14:30
土日祝 休み
検査実施時間
月水金 10:00～11:00/15:00～16:00
原則予約制
日祝 休み
月火水金 9:00～12:30/14:00～17:00
木日祝 休み
火～土（祝含む） 11:00～18:00
月日 休み
月～日（祝含む） 11:00～20:00
無休
月火金 16:00～18:00
水木土日祝 休
月～日（祝日含む） 10:00～19:00
※予約不要
※不定休 クリニックの営業日は下記をご確認くだ
さい
https://tokyo-brain.clinic/
月～金 13:00～16:00
土日祝 休み
月～金 14:00～16:00
土日祝 休み
月～土 12:00～15:00
日祝 休み
月～水 12:00～16:00
木金土日祝 休み
月～金 9:00～17:00
土日祝 休み
月～金 8:00～20:00
土 9:00～18:00
日祝 休み
月～金 9:30～21:00
土日祝 9:00～18:00
無休
月～土 9:00～17:00
日祝 休み
月～金 9:00～17:00
土 11:00～17:00
日祝 休み
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PCR検査等

抗原定性
検査

備考

〇

〇

※Eメールアドレスをお持ちでない方も
検査が可能です。

090-4701-5598

〇

03-6436-7991

〇

メールアドレスなしで受検可能（電話番号は必須）

03-3501-7797

〇

メールアドレスなしで受検可能
※土日祝はビルの扉が閉鎖されているため訪問前に
事前にご連絡をお願い致します。
080-8811-7000

03-6268-8797

〇

〇

メールアドレスなしで受検可能

03-6205-8189

〇

メールアドレスなしで受検可能

03-6433-2670

〇

メールアドレスなしで受検可能

03-6456-2939

〇

070-1772-8181

〇

〇

〇

〇

メールアドレスなしで受検可能

〇

※水木土の検査は要相談。詳細はお電話にてご確認
ください。

〇

メールアドレスなしで受検可能

〇

メールアドレスなしで受検可能

〇

メールアドレスなしで受検可能

〇

メールアドレスなしで受検可能

03-5447-6289

メールアドレスなしで受検可能

〇

03-5427-6728

〇

03-6435-3089
〇

〇

〇

〇
※WEBから事前予約の方が優先となります。検査状
況によっては予約なしの方は検査をお断りすること
があります。

〇
〇

〇

〇

〇

2022/07/22（金）時点で無料検査を受けられる場所
事業所名
22 アイン薬局

所在地
芝大門店

23 大門検査ステーション
24 木下グループ新型コロナＰＣＲセンター浜松町店
25 湘南美容クリニック新橋銀座口院
26 ピカパカＰＣＲクイック検査センター新橋店
27 クリニックフォア新橋

28 あおぞらクリニック

新橋院

29 あおぞらクリニック

新橋院

30 株式会社抗加齢医学研究所
31 木下グループ新型コロナＰＣＲセンター新橋店
32 カラオケ館

新橋本店

33 銀座ＢＥＲＥＡＧＥクリニック

34 BTRアーツ銀座クリニック

35 今井内科医院

36 新橋虎ノ門内視鏡クリニック
37 西麻布エルコンフォート
38 スピカクリニック
39 赤坂虎の門クリニック
40 MDT衛生検査所 赤坂受付センター
41 アイン薬局

赤坂溜池店

42 ナガワ薬品 赤坂検査所

営業時間

TEL

月～金 14:00～15:00
港区芝大門1-1-33三洋ビル1階
土日祝 休み
月～金 9:00～19:00
港区芝大門1-16-6
土 10:00～18:00
日祝 休み
月～日（祝含む） 12:00～17:00
港区芝大門1-16-8
無休
月～日（祝含む） 10:00～19:00
港区新橋1-12-9 新橋プレイス9階
無休
月～日（祝含む） 9:00～17:00
港区新橋1-17-1内田ビル1階
無休
月～金 9:30～21:00
港区新橋1丁目4番5号ヒューリックG10ビル9階
土日祝 9:00～18:00
無休
月～金 10:00～20:00
港区新橋２－１６－１ ニュー新橋ビル３階３０５
土日祝 9:30～18:00
号室
無休
月～金 10:00～20:00
港区新橋２－１６－１ ニュー新橋ビル３階３２０
土日祝 9:30～18:00
号室
無休
月～金 10:00～20:00
港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル3階328
土日祝 9:30～18:00
無休
月～日（祝含む） 8:00～18:00
港区新橋２－１６－１ニュー新橋ビル１階西側角
奇数月第2日曜 休み
月～金 11:00～20:00
港区新橋2-18-2
土日祝
10:00～18:00
無休
月～金 8:00～20:00
港区新橋2-19-4 SNTビル1階
土日祝 10:00～18:00
無休
月～金 11:00～20:00
港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館 201、202
土祝 10:00～19:30
第1/2火、日 休み
月火木金 9:00～13:00/14:00～18:00
港区新橋5丁目7番12号 丸石新橋ビル2階
水土 9:00～13:00
日祝 休み
月～木 9:00～17:30
港区西新橋1-17-8 須田ビル1F
土 9:00～12:00
金日祝 休み
月～日（祝含む） 10:00～21:00
港区西麻布1-12-5 SW六本木通ビル1F
無休
港区西麻布1丁目11-6ホテル＆レジデンス六本木
月～土 10:00～19:00
1008号
日祝 予約があった場合のみ対応
月～金 14:00～16:30
港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティーAIR 地下1階
土日祝 休み
月～金 9:00～14:00/15:00～20:00
港区赤坂1-9-13 三会堂ビルB1F
土日祝 休み
月～金 13:00～15:00
港区赤坂2-11-15MY赤坂ビル1階
土 12:00～13:00
日祝 休み
月～日（祝含む） 10:00～19:00
港区赤坂2-14-11 RITZビル1階
無休
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PCR検査等

抗原定性
検査

備考

〇

メールアドレスなしで受検可能

〇
〇
050-5576-1151

〇

予約制

予約は木下グループHPにて可能

〇
〇

〇
※WEBから事前予約の方が優先となります。検査状
況によっては予約なしの方は検査をお断りすること
があります。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

03-6280-6153

〇

〇

03-6228-5224

〇

03-3432-2166

〇

〇

03-6205-4106

〇

〇

090-4222-2709

〇

〇

メールアドレスなしで受検可能

03-6555-2814

〇

〇

メールアドレスなしで受検可能

03-3583-8080

〇
〇

03-6457-3397

〇

予約制

予約は木下グループHPにて可能

メールアドレスなしで受検可能

メールアドレスなしで受検可能

メールアドレスなしで受験可能

メールアドレスなしで受検可能
〇

※Eメールアドレスをお持ちでない方も検査が可能
です。

〇

メールアドレスなしで受検可能

〇

メールアドレスなしで受検可能

2022/07/22（金）時点で無料検査を受けられる場所
事業所名

所在地

医療法人社団 日暮里医院 PCR等検査センター赤坂
43
港区赤坂2-19-11
会場

営業時間
有賀第3ビル2階

44 【PCRラボ】ICheck×nanoAce 赤坂PCR検査場

港区赤坂2丁目13-4 第15大協ビル 3F

45 赤坂見附・無料PCR検査センター

港区赤坂3-10-5赤坂クインビル501

46 湘南美容クリニック赤坂見附院

港区赤坂3-21-13 キーストーン赤坂ビル6階

47 赤坂無料検査センター

港区赤坂3-21-17 ASK赤坂ビル7階

48

医療法人社団ベスリ会東京TMSクリニック
PCR検査センター（赤坂見附駅前）

大規模

49 医療法人財団 健若会 東京予防医療クリニック
50 医療法人順齡會

赤坂おだやかクリニック

51 汐留ガーデンクリニック
52 日テレ・木下グループ 新型コロナ検査センター
53 くすりの福太郎 東麻布店
54 東麻布PCR検査センター
55 麻布十番採取所
56 麻布十番5階採取所
57 麻布十番6階採取所
58 麻布十番7階採取所
59 青山メディカルクリニック
60 麻布十番PCR検査場
61 クオール薬局古川橋店
62 クオール薬局広尾駅前店

月～金
土日祝

10:00～17:00
休み

月～日（祝含む） 10:00～21:00
無休
月～金 10:30～17:00
港区赤坂3丁目13－10 新赤坂ビル 3階～5階
土日祝 休み
月～金 10:00～13:30/15:30～18:30
港区赤坂５－３－１赤坂Bizタワー２階
土日祝 休み
月～木 9:00～12:30/14:00～17:00
港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留B1階
金土日祝 休み
月～日（祝含む） 8:00～19:30
港区東新橋1丁目6-1
無休
月～金 9:00～13:30/14:30～19:00
港区東麻布3-10-5 オークウッドホテル＆アパート
土 9:00～13:30/14:30～18:00
メンツ麻布1階
日祝 休み
月～日（祝含む） 11:00～20:30
港区東麻布3-4-16 2階
無休
火～土（祝含む） 11:00～18:00
港区東麻布3-4-16 Binemu 3階
月日 休み
火～土（祝含む） 11:00～18:00
港区東麻布3-4-16 Binemu 5階
月日 休み
火～土（祝含む） 11:00～18:00
港区東麻布3-4-16 Binemu 6階
月日 休み
火～土（祝含む） 11:00～18:00
港区東麻布3-4-16 Binemu 7階
月日 休み
月火水金土 9:00～19:00
港区南青山3-10-21 T’s BRIGHTIA 南青山 EAST 1F
木日祝 休み
月～日（祝含む） 10:00～20:00
港区南麻布1-6-4 R-stay AZABU 1/2A号室
無休
木金 13:00～17:00
港区南麻布2-10-19 ﾎﾞﾇｰﾙ南麻布101
月火水土日祝 休み
月 13:00～15:00
港区南麻布5-10-25-1階
火～日（祝含む） 休み
港区赤坂3-2-6

PCR検査等

抗原定性
検査

備考

080-2916-7003

〇

〇

メールアドレスなしで受検可能

03-6435-5376

〇

営業時間外での検査に関しましてはお電話にてお問
合せくださいませ。
メールアドレスなしで受検可能。
オンライン方式の対応も可能。

〇
050-5576-1291

〇

090-2144-0056

〇

〇

〇

〇

赤坂光映ビル 1階・地下1階

63 ウエルシア薬局南麻布店

港区南麻布五丁目1番11号 1F

64 白金ヴェルデ薬局

港区白金1-26-3
室

65 株式会社クリオス

月～日 9:00～21:00
無休
月～金 12:00～21:00
土日祝 10:00～19:00
不定休
月～金 11:00～19:00
土日祝 休み
月火水金土日祝 10:00～19:00
木 休み

TEL

月～土 9:00～14:00/15:00～19:00
日 休み

白金ファクトリーファイブ101号 土 15:00～16:30
月火水木金日祝 休み
月～金 9:00～17:00
港区白金台2-26-10 グリーンオーク高輪台4F
土日祝 休み
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〇
〇
〇
〇

〇

〇

〇

03-4500-8567

〇

〇

070-1772-8181

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

03-6434-7118

〇

〇

メールアドレスなしで受検可能

03-6427-7025

〇

〇

メールアドレスなしで受検可能

03-3798-4789

〇

メールアドレスなしで受検可能

03-6277-4689

〇

メールアドレスなしで受検可能

〇

※お問い合わせは上記番号からお願い致します。
※予約受付はホームページ(https://www.welciayakkyoku.co.jp/）もしくは各店舗窓口にて可能。
なお、電話予約は不可。
抗原検査のみメールアドレスなしで受検可能

〇

メールアドレスなしで受検可能

03-5793-1250

〇

03-6450-2645
〇

予約制

予約は木下グループHPにて可能

メールアドレスなしで受検可能
オンライン方式の対応も可能
メールアドレスなしで受検可能
オンライン方式の対応も可能
メールアドレスなしで受検可能
オンライン方式の対応も可能
メールアドレスなしで受検可能

メールアドレスなしで受検可能

2022/07/22（金）時点で無料検査を受けられる場所
事業所名

所在地

営業時間

66 調剤薬局ツルハドラッグ白金台店

港区白金台3-15-6ﾏｽﾚﾝﾋﾞﾙ1階

67 BIOTOPE CLINIC （ビオトープクリニック）

港区白金台4丁目9－10

68 薬局トモズ浜松町店

港区浜松町1-29-6 浜松町セントラルビル1階

69 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

70 湘南美容クリニック表参道院

港区北青山3丁目11-7

71 麻布十番クリニック

港区麻布十番1－7－11 深瀬ビル2階

72 株式会社トラベルキッズ

港区麻布十番2-14-6

73 ウエルシア薬局麻布十番店

74 薬局トモズ麻布十番店
75 tokyoartsgallery
76 麻布十番駅前PCR検査センター
77 アリア六本木クリニック
78 六本木漢方薬局
79 湘南美容クリニック六本木院
80 ジェネラルクリニック
81 スギ薬局

六本木店

港区麻布十番2-9-2

グリーンリーブス 2F

AOビル7階

イイダビル6階

TEL

月～金 10:00～15:00
土日祝 休み
月～金 10:00～19:00
土日祝 休み
月～金 10:00～19:00
土 10:00～17:00
日祝 休み
月～日（祝含む） 9:00～14:30/15:30～19:00
無休
月～日（祝含む） 9:00～18:00
無休
月～日（祝含む） 7:00～22:00
無休
月～金 11:00～18:00（最終受付 17:30）
土日祝 休み
月～土 9:00～20:00
日 9:00～13:00
無休

港区麻布十番3-7-11シャトーデスポワール麻布101 月～金 10:00～19:00
号
土日祝 休み
月～日（祝含む） 11:00～20:00
港区麻布十番3-7-4-2F
無休
港区麻布十番３丁目１１－１０パークハウス麻布十 月～日（祝含む） 9:00～19:00
番アーバンス1F
無休
月水木金土 11:00～20:00
港区六本木3-11-8みのちビル6階
火日祝 休み
月～日（祝含む） 9:00～5:00
港区六本木3丁目15番24号アリエスビル1F
無休
月～日（祝含む） 10:00～19:00
港区六本木6-1-24 ラピロス六本木8階
無休
月～土 10:30～18:30
港区六本木6-1-8 グリーンビル8F
日祝 休み
月～金 10:00～20:00
港区六本木七丁目14番10号 誠志堂ビル１Ｆ
土 10:00～14:00
日祝 休み
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PCR検査等

抗原定性
検査

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

050-5865-5211

〇

03-5786-1710

〇

03-5439-5237

備考

※Eメールアドレスをお持ちでない方も検査が可能
です。
メールアドレスなしで受検可能

〇

メールアドレスなしで受検可能

〇

※予約不要

〇

〇

※お問い合わせは上記番号からお願い致します。
※予約受付はホームページ(https://www.welciayakkyoku.co.jp/）もしくは各店舗窓口にて可能。
なお、電話予約は不可。
抗原検査のみメールアドレスなしで受検可能

〇

〇

〇

メールアドレスなしで受検可能

〇
〇

メールアドレスなしで受検可能

〇

メールアドレスなしで受検可能

050-5576-1451

〇

070-3660-2323

〇

03-5843-1361

〇

メールアドレスなしで受検可能
〇

