
PCR検査等 抗原定性検査

○

○

青森008 青森市 ハッピー調剤薬局青森三内店 青森市三内字玉作2-72 017-752-8152 令和4年1月6日

月～土　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
　土曜は抗原検査のみ受付
（休業日：日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○

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

○

青森007 五戸町 なの花薬局五戸店 三戸郡五戸町字正場沢3-4 0178-62-7551 令和4年1月4日

月～金　8:30～17:30
土　　　8:30～12:30
（休業日：日曜、祝日）

青森006 八戸市 なの花薬局八戸城下店 八戸市城下4丁目19-32 0178-51-9315 令和4年1月4日

青森005 青森市 安田調剤薬局 青森市大字安田字近野153-1 017-782-2000 令和4年1月4日

月～金　8:30～17:00
土　　　8:30～12:00
（休業日：日曜、祝日）

○

○

青森004 十和田市
木下グループPCR検査センター 十和

田市役所店

十和田市西十二番町6-1

（十和田市役所庁舎 別館1階）

03-4333-1640

（12:00～17:00 土日祝休）
令和4年1月4日

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

月～金　9:00～12:00、13:00～16:30
（休業日：土曜、日曜、祝日） ○ ○

青森003 五所川原市
木下グループPCR検査センター 五所

川原市指定PCR検査所

五所川原市不魚住61-1

（旧五所川原市上下水道部庁舎内1階）

03-4333-1640

（12:00～17:00 土日祝休）
令和3年12月27日

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

青森002 青森市
木下グループPCR検査センター 青森

市指定PCR検査所

青森市柳川2丁目1-1

（青森市役所柳川庁舎1階）

03-4333-1640

（12:00～17:00 土日祝休）
令和3年12月27日

実施可能な検査方法

青森001 八戸市
木下グループPCR検査センター 八戸

市指定PCR検査所

八戸市大字売市字輿遊下3

（YSアリーナ八戸内）

03-4333-1640

（12:00～17:00 土日祝休）
令和3年12月28日

火～日　10:00～16:30
（休業日：月曜） ○ ○

青森県新型コロナウイルス感染症 PCR検査等無料化事業
実施事業者一覧（令和４年３月２２日（火）時点）

★ 本リストは、衛生検査所等・薬局などの事業所を掲載しています。

 （ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者については、検査サービス提供が各事業者の利用者に限定されるため、本リストから除外しています。）

登録番号 市町村名 事業所名 所在地 連絡先電話番号 無料検査開始日 検査対応 曜日・時間等



PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法
登録番号 市町村名 事業所名 所在地 連絡先電話番号 無料検査開始日 検査対応 曜日・時間等

○

○ ○

青森016 弘前市 ハッピー調剤薬局弘前桔梗野店 弘前市桔梗野1丁目2-2 0172-26-7023 令和4年1月6日

月～土　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
　土曜は抗原検査のみ受付
（休業日：日曜、祝日）

○

月～金　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○

青森015 青森市 ハッピー調剤薬局青森久須志店 青森市久須志3丁目18-7 017-718-0144 令和4年1月6日

月～金　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

青森014 八戸市 ハッピー調剤薬局八戸小中野店 八戸市小中野4-1-47 0178-20-7282 令和4年1月6日

○

青森013 八戸市  ハッピー調剤薬局八戸田向店 八戸市田向2丁目12-8 0178-73-8338 令和4年1月6日

月～金　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○

○ ○

青森012 八戸市 ハッピー調剤薬局八戸類家中央店 八戸市類家4丁目41-5 0178-38-8713 令和4年1月6日

月～金　8:30～17:00
土　8:30～11:30
★PCR検査は月～金の12:00まで
　土曜は抗原検査のみ受付
（休業日：日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○

月～金　10:00～13:00、15:00～18:00
★PCR検査は月～金の10:00～13:00ま
で
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○ ○

青森011 青森市 ハッピー調剤薬局青森沖館店 青森市柳川2丁目4-22 017-752-8945 令和4年1月6日

月～金　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

青森010 青森市 ハッピー調剤薬局青森浪岡店 青森市浪岡大字浪岡字若松124-1 0172-88-5412 令和4年1月6日

青森009 青森市 ハッピー調剤薬局青森新城店 青森市新城平岡258-258 017-764-6962 令和4年1月6日

月～金　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○



PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法
登録番号 市町村名 事業所名 所在地 連絡先電話番号 無料検査開始日 検査対応 曜日・時間等

○

青森025 弘前市 ハッピー調剤薬局弘前土手町店 弘前市土手町89-1 0172-55-7527 令和4年1月6日

月～土　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
　土曜は抗原検査のみ受付
（休業日：日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○

○ ○

青森024 十和田市 ハッピー調剤薬局十和田西金崎店 十和田市西二十三番町60-19 0176-51-3123 令和4年1月6日

月～金　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○

月～土　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
　土曜は抗原検査のみ受付
（休業日：日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○

青森023 八戸市 ハッピー調剤薬局八戸旭ヶ丘店 八戸市新井田字小久保尻16-127 0178-38-7602 令和4年1月6日

月～金　10:00～13:00、15:00～18:00
★PCR検査は月～金の13:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

青森022 青森市 ハッピー調剤薬局青森八重田SC店 青森市造道3-25-1 017-757-9767 令和4年1月6日

○

青森021 青森市 ハッピー調剤薬局青森西大野店 青森市西大野3丁目13-8 017-764-6855 令和4年1月6日

月～金　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○

○ ○

青森020 五所川原市  ハッピー調剤薬局五所川原広田店 五所川原市姥萢船橋242-6 0173-26-5005 令和4年1月6日

月～金　9:30～18:00
土　9:30～12:30
★PCR検査は月～金の15:00まで
　土曜は抗原検査のみ受付
（休業日：日曜、祝日）

○

月～金　10:00～13:00、15:00～18:00
★PCR検査は月～金の13:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○

青森019 青森市 ハッピー調剤薬局青森勝田店 青森市勝田1-20-1 017-763-0820 令和4年1月6日

月～金　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

青森018 三沢市 ハッピー調剤薬局三沢岡三沢店 三沢市下久保1丁目1-3 0176-58-0305 令和4年1月6日

青森017 八戸市 ハッピー調剤薬局八戸下長店 八戸市下長3-13-7 0178-51-9118 令和4年1月6日

月～金　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○



PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法
登録番号 市町村名 事業所名 所在地 連絡先電話番号 無料検査開始日 検査対応 曜日・時間等

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

○青森034 三沢市
木下グループPCR検査センター 三沢

市指定PCR検査所

三沢市中央町1丁目3-10

（三沢市保健相談センター内）

03-4333-1640

（12:00～17:00 土日祝休）
令和4年1月7日

○

青森033 弘前市 日本調剤 弘前薬局 弘前市大字本町52 0172-31-3231 令和4年1月6日

月～金　9:00～18:00
土　　　9:00～13:00
（休業日：日曜、祝日）

○ ○

○ ○

青森032 おいらせ町 ハッピー調剤薬局青森おいらせ青葉店 上北郡おいらせ町青葉5-50-1486 0176-58-0550 令和4年1月6日

月～金　10:00～13:00、15:00～18:00
★PCR検査は月～金の13:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○

月～土　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
　土曜は抗原検査のみ受付
（休業日：日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○

青森031 十和田市 ハッピー調剤薬局十和田元町西店 十和田市元町西4丁目3-30 0176-58-0275 令和4年1月6日

月～金　10:00～13:00、15:00～18:00
★PCR検査は月～金の13:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

青森030 青森市 ハッピー調剤薬局青森観光通店 青森市緑3丁目11-8 017-764-6651 令和4年1月6日

○

青森029 青森市 ハッピー調剤薬局青森南佃店 青森市南佃2丁目7-10 017-763-4307 令和4年1月6日

月～土　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
　土曜は抗原検査のみ受付
（休業日：日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○

○ ○

青森028 弘前市 ハッピー調剤薬局弘前城東店 弘前市田園3丁目5-12 0172-40-0516 令和4年1月6日

月～土　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
　土曜は抗原検査のみ受付
（休業日：日曜、祝日）

○

月～金　9:00～13:00、15:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～13:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○

青森027 青森市 ハッピー調剤薬局青森松原店 青森市松原3丁目13-21 017-718-5537 令和4年1月6日

月～金　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

青森026 青森市 ハッピー調剤薬局青森浜館店 青森市浜館6-4-21 017-718-8177 令和4年1月6日



PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法
登録番号 市町村名 事業所名 所在地 連絡先電話番号 無料検査開始日 検査対応 曜日・時間等

○

○

青森044 板柳町 サカエ薬局板病前 北津軽郡板柳町大字福野田字常盤54-7 0172-72-0909 令和4年1月24日

月～金　15:00～16:30
★電話予約　月～金（祝日除く）
8:30～10:00
　ドライブスルー方式のみでの対応
（休業日：土曜、日曜、祝日）

月～金　9:00～17:00（16:30最終受付）

（休業日：土曜、日曜、祝日） ○

青森043 青森市 サカエ薬局県病前 青森市東造道2丁目6-27 017-736-4333 令和4年1月24日

月～金　15:00～16:30
★電話予約　月～金（祝日除く）
8:30～10:00
　ドライブスルー方式のみでの対応
（休業日：土曜、日曜、祝日）

青森042 むつ市 むつ市役所 むつ市中央1丁目8-1 0175-22-1111（内線2582） 令和4年1月19日

○

青森041 八戸市 有限会社こいけ薬局根城店 八戸市根城4丁目20-33 0178-44-9229 令和4年1月18日

月～金　8:30～10:30、12:30～18:30
土　8:30～12:30
（休業日：日曜、祝日）

○

○ ○

青森040 八戸市 有限会社こいけ薬局 八戸市小中野2丁目9-17 0178-22-3970 令和4年1月18日

月、火、木、金曜　8:00～19:00
水　8:00～13:00
土　8:30～16:00
（休業日：日曜、祝日）

月～金　10:00～13:00、15:00～18:00
★PCR検査は月～金の13:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）
●抗原検査キット欠品中

○ ○

青森039 弘前市 ハッピー調剤薬局弘前城東中央店 弘前市城東中央3丁目2-17 0172-55-0961 令和4年1月17日

月～土　9:00～12:00、14:00～17:00
★PCR検査は月～金の9:00～12:00、
14:00～15:00まで
　土曜は抗原検査のみ受付
（休業日：日曜、祝日）

青森038 むつ市 ハッピー調剤薬局むつ中央店 むつ市旭町2-30 0175-33-2455 令和4年1月17日

青森037 青森市 青森調剤薬局 青森市東造道2丁目6-40 017-736-7388 令和4年1月17日
月～金　8:30～17:30
（休業日：土曜、日曜、祝日） ○

○

青森036 弘前市
株式会社江東微生物研究所 弘前営業

所
弘前市大字末広3-1-3

070-3201-9398

（PCR検査専用番号）
令和4年1月14日

月～金　9:00～12:00、13:00～15:00
（休業日：土曜、日曜、祝日) ○

青森035 八戸市 ワカバ薬局 八戸市町組町14-6 0178-44-0088 令和4年1月14日
月～金　14:00～17:00
（休業日：土曜、日曜、祝日）



PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法
登録番号 市町村名 事業所名 所在地 連絡先電話番号 無料検査開始日 検査対応 曜日・時間等

○ ○

月～金　9:00～16:30
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○ ○

青森055 弘前市 調剤薬局ツルハドラッグ弘前豊原店 弘前市豊原1丁目3-4 0172-31-2017 令和4年1月28日

月～金　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

青森054 八戸市 調剤薬局ツルハドラッグ八戸売市店 八戸市売市2丁目13-15 0178-72-3277 令和4年1月28日

○

青森053 八戸市 調剤薬局ツルハドラッグ八戸江陽店 八戸市江陽2丁目13-40 0178-73-5113 令和4年1月28日

月～金　9:00～17:00
土　9:00～12:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：日曜、祝日）

○ ○

○ ○

青森052 八戸市 調剤薬局ツルハドラッグ八戸諏訪店 八戸市諏訪3丁目3-20 0178-71-2684 令和4年1月28日

月～金　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の11:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○

月～金　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○ ○

青森051 八戸市
調剤薬局ツルハドラッグ八戸市民病院

前店
八戸市田向3丁目2-19 0178-73-2220 令和4年1月28日

月～金　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

青森050 むつ市 調剤薬局ツルハドラッグむつ小川店 むつ市小川町1丁目104-1 0175-33-3855 令和4年1月28日

○

青森049 むつ市 調剤薬局ツルハドラッグむつ店 むつ市小川町1丁目9-31 0175-28-2681 令和4年1月28日

月～金　9:00～17:00
土　9:00～12:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：日曜、祝日）

○ ○

○ ○

青森048 黒石市 調剤薬局ツルハドラッグ黒石店 黒石市錦町8-6 0172-59-2740 令和4年1月28日

月～金　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○

月～土　9:00～17:00
（休業日：日曜、祝日） ○

青森047 青森市 調剤薬局ツルハドラッグ大野店 青森市金沢3丁目12-21 0177-21-4339 令和4年1月28日

月～金　10:00～18:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

青森046 大鰐町 二川原薬局 南津軽郡大鰐町大字大鰐字大鰐39-1 0172-49-1235 令和4年3月7日

青森045 八戸市 サンケア薬局 白銀店 八戸市白銀町字南ヶ丘11-7 0178-32-1800 令和4年1月27日

月～金　15:00～18:00
土　9:00～12:00
（休業日：日曜、祝日）

○



PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法
登録番号 市町村名 事業所名 所在地 連絡先電話番号 無料検査開始日 検査対応 曜日・時間等

○

青森061 八戸市 中央調剤薬局日赤病院前支店 八戸市大字田面木字堤下9-3 0178-70-1660 令和4年1月31日

月～金
★電話照会　9:00～12:00、14:00～
17:00
★検査申込受付　14:00～17:00
★オンライン検査　14:00～18:00
　オンライン・ドライブスルー方式で
の対応
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○

○

青森060 青森市 中央調剤薬局市民病院前支店 青森市勝田一丁目17-16 017-774-6131 令和4年1月31日

月～土
★電話照会　9:00～12:00、14:00～
17:00
★検査申込受付　14:00～17:00
★オンライン検査　14:00～18:00
　土曜日は電話照会、検査申込受付を
9:00～14:00対応
　オンライン・ドライブスルー方式で
の対応
（休業日：日曜、祝日）

月～金　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○ ○

青森059 青森市 中央調剤薬局県病前支店 青森市東造道2丁目6-5 017-736-6181 令和4年1月31日

月～土
★電話照会　9:00～12:00、14:00～
17:00
★検査申込受付　14:00～17:00
★オンライン検査　14:00～18:00
　土曜日は電話照会、検査申込受付を
9:00～14:00対応
　オンライン・ドライブスルー方式で
の対応
（休業日：日曜、祝日）

青森058 黒石市 調剤薬局ツルハドラッグ黒石一番町店 黒石市一番町189 0172-55-0822 令和4年1月28日

○

青森057 十和田市 調剤薬局ツルハドラッグ十和田店 十和田市西十二番町15-26 0176-21-4177 令和4年1月28日

月～金　9:00～17:00
土　9:00～12:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：日曜、祝日）

○ ○

青森056 弘前市
調剤薬局ツルハドラッグ弘前アルカ

ディア店
弘前市扇町3丁目1-2 0172-29-1202 令和4年1月28日

月～金　9:00～17:00
★PCR検査は月～金の15:00まで
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○



PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法
登録番号 市町村名 事業所名 所在地 連絡先電話番号 無料検査開始日 検査対応 曜日・時間等

○

月～金　9:00～19:00
土　9:00～17:00
　オンライン・ドライブスルー方式で
の対応
（休業日：日曜、祝日）

○

青森067 八戸市 サカエ薬局田面木 八戸市大字田面木字堤下15-3 0178-23-4840 令和4年1月31日

月～金　15:00～16:30
★電話予約　月～金（祝日除く）
8:30～10:00
　ドライブスルー方式のみでの対応
（休業日：土曜、日曜、祝日）

青森066 八戸市 類家メディカル調剤薬局 八戸市類家２丁目17-23 0178-24-4128 令和4年1月27日

○

青森065 青森市 すかい薬局 青森市花園２丁目43-15 017-765-3900 令和4年1月28日

月～金　10:00～17:00
土　10:00～13:00
祝日　12:00～14:00
（休業日：日曜）

○

○

青森064 五所川原市 中央調剤薬局つがる総合病院前支店 五所川原市川端町11-4 0173-26-7685 令和4年1月31日

月～金
★電話照会　9:00～12:00、14:00～
17:00
★検査申込受付　14:00～17:00
★オンライン検査　14:00～18:00
　オンライン・ドライブスルー方式で
の対応
（休業日：土曜、日曜、祝日）

月～金
★電話照会　9:00～12:00、14:00～
17:00
★検査申込受付　14:00～17:00
★オンライン検査　14:00～18:00
　オンライン・ドライブスルー方式で
の対応
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○

青森063 弘前市 中央調剤薬局住吉町支店 弘前市大字住吉町11-10 0172-31-7064 令和4年1月31日

月～金
★電話照会　9:00～12:00、14:00～
17:00
★検査申込受付　14:00～17:00
★オンライン検査　14:00～18:00
　オンライン・ドライブスルー方式で
の対応
（休業日：土曜、日曜、祝日）

青森062 十和田市
中央調剤薬局県病前支店十和田市立中

央病院前支店
十和田市西十二番町11-17 0176-21-1340 令和4年1月31日



PCR検査等 抗原定性検査

実施可能な検査方法
登録番号 市町村名 事業所名 所在地 連絡先電話番号 無料検査開始日 検査対応 曜日・時間等

○

○ ○

青森076 青森市

木下グループ新型コロナ検査センター

青森空港店（１階国際線チケットロ

ビー）

青森市大字大谷字小谷1-5
03-4333-1640

（12:00～17:00 土日祝休）
令和4年2月28日 無休　9:00～20:00 ○

★検査実施
　月～金　14:00～16:00
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○

青森075 平川市
木下グループPCR検査センター 青森

県平川市役所店

平川市柏木町藤山25-6

（平川市役所内）

03-4333-1640

（12:00～17:00 土日祝休）
令和4年2月24日

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

青森074 五所川原市 つがる薬局店 五所川原市川端町3-4 0173-38-3150 令和4年2月21日

○

青森073 おいらせ町 イオン薬局下田店 上北郡おいらせ町中野平40-1 0178-50-3026 令和4年3月16日

★検査実施
　月～日　11:00～13:00
 （電話予約制）

○

○

青森072 青森市 イオン薬局青森店 青森市緑3丁目9-2 017-723-4960 令和4年2月25日

★検査実施
　月～日　11:30、12:00
 （電話予約制）

木　15:00～17:00
（休業日：月曜～水曜、金曜～日曜、
祝日）

○

青森071 八戸市 サンケア薬局 石堂店 八戸市石堂一丁目15-9 0178-21-2800 令和4年2月14日
★検査実施
　月・火・木・金　15:00～18:00

青森070 大間町 アイセイ薬局 大間店 下北郡大間町大字大間字大間平20-157 0175-32-1110 令和4年3月1日

○

青森069 八戸市 サンケア薬局 湊高台店 八戸市新井田字二本杉1-18 0178-25-7025 令和4年2月7日

★検査実施
　月～金　15:00～17:30
　ドライブスルー方式のみでの対応
（休業日：土曜、日曜、祝日）

○

青森068 おいらせ町 サンケアおいらせ薬局 上北郡おいらせ町上前田21-7 0178-38-9011 令和4年2月5日

★検査申込受付
　月～金　8:45～18:00
　土　8:45～13:00
★検査実施
　月～金　9:00～17:00
　土　9:00～12:00
　基本はオンライン方式での対応
　状況に応じてドライブスルーで対応
（休業日：日曜、祝日）


