
山形県PCR検査等無料化事業検査実施事業者

PCR検査 抗原検査

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

令和4年7月25日 ○ ○4 山形市 ウエルシア薬局山形南館店 山形市南館3-1-33

2 山形市 ウエルシア薬局山形花楯店 山形市花楯二丁目2番26号 令和4年1月6日 ○ ○

3 山形市 ウエルシア薬局山形篭田店 山形市篭田一丁目14番25号 令和4年1月6日 ○ ○

備考

1 山形市 ウエルシア薬局山形桧町店 山形市桧町三丁目8番27号 令和4年1月6日 ○ ○

市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日
実施可能な検査方法
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

○9 山形市
調剤薬局ツルハドラッグ

山形吉原店
山形市吉原2丁目10番10号 令和4年1月19日 ○

山形市 調剤薬局ツルハドラッグ 吉原店 山形市吉原3丁目9番14号 令和4年1月19日 ○ ○

5 山形市 調剤薬局ツルハドラッグ 中桜田店 山形市中桜田3丁目２－１６ 令和4年1月19日 ○ ○

6

7 山形市 調剤薬局ツルハドラッグ 山形嶋店

8

山形市嶋北四丁目2番18号 令和4年1月19日 ○ ○

調剤薬局ツルハドラッグ

山形小白川店
山形市 山形市あこや町2丁目14番11号 令和4年1月19日 ○ ○
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

店舗情報は、株式会社クスリのアオキ
ホームページを御覧ください。(予約不可）

https://www.kusuri-aoki.co.jp/

ネットによる予約が必要です。
詳細はホームページを御覧ください。

https://covid-kensa.com/yamagata.html

予約が必要です。
店舗情報はホームページを御覧ください。

http://www.kokoro-yakkyoku.co.jp/

13

12 山形市 クスリのアオキ江俣薬局 山形市江俣一丁目9番4号 令和4年1月17日 ○

10 山形市 調剤薬局ツルハドラッグ 山形桜田店 山形市桜田東4丁目9番11号 令和4年1月19日 ○ ○

調剤薬局ツルハドラッグ山形緑町店山形市11 山形市緑町1丁目7番3号

14 山形市 緑町Kokoro薬局 山形市緑町4丁目14番63号 令和4年1月11日 ○

木下グループ新型コロナPCR検査センター

山形市十日町三の丸前店

山形市十日町一丁目１－５

山形城三の丸土塁跡西側
山形市

令和4年3月31日から

現在の場所に移転
◯

○

令和4年6月1日 〇 〇

○
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

事前に電話予約（023-647-1888）が必要です。
店舗情報はホームページをご覧ください。

https://www.ashikaga.top/

16 山形市 オオタ薬局 山形市双月町2-2-1 令和4年1月28日 ○ ○ 事前に電話予約(023-622-8259）が必要です。
電話受付は、朝9時から夜18時30分まで。

18 山形市 ブナの森調剤薬局 山形駅前店 山形市香澄町１丁目18-7 令和4年2月1日 ○

事前に電話予約が必要です。
平日18時までの連絡先
023-674-9250
平日18時以降及び土日祝日の連絡先
080-6175-4071
駐車場がわからない場合は、お電話にてお問合
せください。

電話予約不可。
ドライブスルーでの実施

店舗情報、予約方法は、嶋北調剤薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.kazukikikaku.com/

事前に電話予約(023-674-0215)が必要です。
土曜も検査を実施しております。

19 山形市 嶋北調剤薬局 山形市嶋北3-10-26 令和4年2月1日 ○

17 山形市 さくら調剤薬局 長谷堂店 山形市長谷堂113-2 令和4年2月1日  ○

15 山形市 あしかが薬局 山形市上町1-9-7 令和4年2月1日 ○

○

4 / 27 ページ

https://www.ashikaga.top/
https://www.kazukikikaku.com/


PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

20 山形市 イオン薬局山形北店  山形市馬見ヶ崎2-12-19 令和4年2月21日 〇

事前に電話予約(023-682-5585)が必要です。
(検査希望日の前日まで）
※当日ご来店の検査は出来ません。
実施時間　 10:00～18:00（営業時間内）

事前予約が必要です。予約可能時間は下記。
月～金　9:00～17:30　　土　9:00～13:00
店舗情報は、さくら薬局 山形馬見ヶ崎店
ホームページを御覧ください。

https://www.kraft-net.co.jp/sakura/store/3606/

22 山形市 イオン薬局山形南店 山形市若宮3-7-8 令和4年2月21日 ○

事前に電話予約(023-647-2352)が必要です。
(検査希望日の前日まで）
※当日ご来店の検査は出来ません。
実施時間　 10:00～18:00（営業時間内）

23 山形市 アーク調剤薬局 県立中央病院前 山形市大字青柳1561-8 令和4年2月3日 ○
事前に電話予約(023-674-0177)が必要です。
オンラインで検査を受ける場合はスマートフォンが
必要です。

24 山形市 アーク調剤薬局 山形市千手堂大門97-3 令和4年2月3日 ○

事前に電話予約(023-681-3440)が必要です。
検査実施時間は平日13:00～15:00
それ以外の時間を希望の方はお電話でお問い合
わせください。

〇21 山形市 さくら薬局山形馬見ヶ崎店 山形市馬見ヶ崎4丁目1-19 令和4年3月1日
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

事前予約が必要(予約は30分ごと）
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

29 山形市 アイン薬局県立中央店 山形市大字青柳1544番地9 令和4年2月14日 ○

完全予約制
予約電話番号（023-665-0235）
実施時間　10：00～12：00
ドライブスルーでの実施

26 山形市 アイン薬局小白川店 山形市小白川町4丁目8-12 令和4年2月14日 ○

25 山形市 とがみ薬局 山形市南四番町7番12号

 

令和4年2月4日 〇

28 山形市 アイン薬局医者街通り店 山形市花楯1丁目16-12 令和4年2月14日 ○

27 山形市 ○アイン薬局元木店 山形市元木3丁目2-4 令和4年2月14日
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

事前予約が必要(予約は30分ごと）
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

電話（023-642-2055）での事前予約が必要受付
時間：平日 9時～17時、土 9時～12時
検査日時：平日 12時～14時 に実施
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、源泉堂薬局
ホームページを御覧ください。

http://www17.plala.or.jp/gensendo/index.html

受検の条件：県民割などワクチン検査パッケージ
対象の当社旅行商品購入且つ、ワクチン3回目未
接種の12歳以上のお客様(同居する親等の監護
者が同伴しない場合は12歳未満でも可)

詳しくは電話023-685-8031までお問い合わせくだ
さい。

電話（023-646-1135）での事前予約が必要
検査日・予約可能時間
月火木金9：00～17：00
水、土：9：00～12：00
駐車可能台数：2台
ドライブスルーでの実施

33 令和4年5月20日

30 山形市

○

山形市 あおぞら薬局かすが店 山形市春日町13-28 令和4年5月23日

アイン薬局県立中央2号店 山形市大字青柳1539番地1 令和4年2月14日 ○

山形市 アイン薬局成沢店 山形市成沢西2丁目9-6 令和4年2月14日

山形市 源泉堂薬局 山形市五十鈴1-1-3

山形市
近畿日本ツーリスト株式会社

山形支店

山形市若宮3-7-8

イオンモール山形南2階

○ ○

○

○

令和4年5月17日

34

31

32
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

月～金9:00～11:00(その他時間は要相談)
ホームページに予約方法記載しておりますので
そちらからLINE登録・予約をお願いします。
※オンライン予約システムで24時間受付可能
電話でのお問い合わせ不可
ドライブスルーでの実施
https://future-pharmacy.jp/

電話予約(023-682-7325)
検査日時：月～金(9:00～18:00)

電話予約(023-626-1230)
検査日時：月～金(15:00～18:00)

電話予約(023-615-0307)
検査日時：月～金(9:00～18:00)

萬屋薬局 山形市六日町2-3 令和4年5月23日

令和4年6月1日

35 山形市

〇 〇山形市馬見ヶ崎4-2-5

山形市馬見ヶ崎4-1-12 令和4年6月18日 ○

○

○ ○

36 山形市 馬見ヶ崎みらい薬局

山形市飯田西4-1-20

イノビル1F
令和4年6月18日

37

山形市38 日本調剤　山形北薬局

39 山形市 日本調剤　山形大前薬局

山形市 日本調剤　山形薬局 山形市七日町1-2-34 令和4年6月18日 ○

電話（023-623-1805）での事前予約が必要
予約受付日時：
月～金9:00～12:00、14:00～17:00
PCR検査日時：
月～水
9:00～ 12:00、14:00～17:00/木9:00～ 12:00
抗原定性検査日時：
月～金　9:00～12:00、14:00～17:00
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

オンライン予約システムより24時間予約可能。
(電話対応は月・火・水・金9時～18時　木8時～16
時　土9時～12時30分)
電話予約（023-666-6498）
ドライブスルーでの実施
詳しくは下記予約サイトをご覧ください

https://coubic.com/zao_sun_pharmacy/400556

オンライン予約システムにより24時間受付可能
検査日時：月～金9:00～15:00 土9:00～10:00
ホームページに予約方法記載しておりますので
そちらからLINE登録・予約をお願いします。
ドライブスルーでの実施

http://mitsubachi2020.wixsite.com/-site

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

電話予約(0237-83-0681)
検査日時：月～金(9:00～18:00)

44 寒河江市 調剤薬局ツルハドラッグ 寒河江西店 寒河江市大字寒河江字塩水７１外 令和4年1月19日

43

○

○

○

寒河江市 ウエルシア薬局寒河江栄町店 寒河江市栄町9番36号 令和4年1月6日 ○

〇

令和4年6月18日
寒河江市大字寒河江字内の袋

12-1

山形市成沢西4丁目4‐11 令和4年6月23日

みつばち薬局

○

山形市みはらしの丘4丁目10-5 令和4年7月11日 ○

42 寒河江市 日本調剤　寒河江薬局

40 山形市 蔵王サン薬局

41 山形市
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

検査受付時間（要予約）：月～金9:00～16:00/土
9:00～12:00要予約
予約方法：原則Web
予約サイト：

https://coubic.com/ryonan/806464

詳しくはHPをご覧ください。
https://www.facebook.com/ryounan196/

※Web予約が出来ない方の電話受付時間：平日
10:00～15:00（患者様対応中で電話に出られない
こともございます。ご容赦ください。）TEL：080-
3757-4663

事前予約が必要（予約は30分ごと）
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

電話（0237-53-8880）での事前予約が必要
検査日時：月～水 13:00～15:00
ドライブスルーでの実施

46 寒河江市 寒河江市内ノ袋1-9-6陵南調剤薬局

　

令和4年2月9日

45 寒河江市 さがえ調剤薬局 寒河江市大字寒河江字塩水５９－１ 令和4年1月19日

○

○

〇

○

○

〇

48 上山市 ウエルシア薬局上山弁天店 上山市弁天1-11-36 令和4年1月6日 ○

49 村山市 コスモ調剤薬局 楯岡店 村山市楯岡新高田11-5 令和4年6月20日

47 上山市 アイン薬局上山店 上山市金谷字金ヶ瀬1120-1 令和4年2月14日
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

事前予約が必要（予約は30分ごと）
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

店舗情報は、株式会社クスリのアオキ
ホームページを御覧ください。　(予約不可）

https://www.kusuri-aoki.co.jp/

54 天童市 スマイル薬局長岡店 天童市東長岡2丁目8-9 令和4年1月31日 〇 〇
予約制
電話予約　(023-658-1193)
ドライブスルーでの実施

53 天童市 クスリのアオキ中里薬局 天童市中里四丁目1番45号 令和4年1月17日 ○ ○

52 天童市 アイン薬局天童店 天童市鎌田1丁目6-8 令和4年2月14日

調剤薬局ツルハドラッグ　天童店 天童市鍬ノ町二丁目2番38号 令和4年1月19日 ○51 天童市

○

○

○天童市天童中3丁目1-15 令和4年1月6日 ○ウエルシア薬局山形天童中店50 天童市
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

電話予約(023-654-3332)
検査日：月・火・水(10:30～12:00)
ドライブスルーでの実施

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

令和4年1月19日 ○

59 東根市 調剤薬局ツルハドラッグ 東根神町店 東根市神町北五丁目３－１ 令和4年1月19日 ○

56 東根市 ウエルシア薬局東根中央店 東根市中央二丁目1番25号 令和4年1月6日 〇 ○

57 東根市 調剤薬局ツルハドラッグ 東根店 東根市温泉町３丁目３－４ 令和4年1月19日 〇

58 東根市 調剤薬局ツルハドラッグ 東根中央店 東根市さくらんぼ駅前2丁目14番17号

天童市老野森2-15-22 令和4年5月27日 ○

○

○

○

55 天童市 けんこう堂薬局
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

電話(0237-49-5733)による事前予約が必要。
予約可能時間：検査希望日の前日17時まで受
付。
検査時間：月火木金13時～14時
駐車可能台数：8台
ドライブスルーでの実施
店舗情報はおかの薬局ホームページを御覧くださ
い。

https://okano-pharmacy.net/store_information/

検査時間（要予約）：月～土9:00～19:00 日祝7:30
～9:00
予約方法：原則Web（電話は出られない場合あり）
予約サイト：

https://coubic.com/yamanobeekimae/booking_pages

検査について、詳しくはHPをご覧ください。

https://www.facebook.com/yamanobe1258/

※Web予約ができない方の電話受付時間：平日
10:00～16:00(患者様対応で電話に出られないこ
ともございます。ご容赦ください。)電話080-4191-
4122（Web予約にご協力をお願いします。）

予約方法：電話(0237-43-6600)、LINE
予約可能時間・検査時間：
　　　　　　　　　　営業時間内(祝日を除く月～土)
ドライブスルーでの実施

〇山辺町62 やまのべ駅前調剤薬局 東村山郡山辺町山辺1258-12

　

令和4年2月11日

61 尾花沢 はながさ薬局 尾花沢市上町6-3-17 令和4年6月14日 ○ ○

東根市 フレンド薬局東根中央店 東根市中央3丁目2-14 令和4年6月6日 ○60
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

検査内容や予約方法等の詳細は、県立河北病院
ホームページを御覧ください。
※山形県在住の方のみ無料検査対象

https://kahoku-hospital.jp/free/kenshin#pcrcenter

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

65 河北町 茂木薬局 西村山郡河北町谷地字月山堂387 令和4年2月1日 ○

検査実施時間
検査時間：平日15：00～17：00
電話予約が必要です（0237-73-4100）
ドライブスルーでの実施

事前予約が必要（予約は30分ごと）
店舗情報は、アイン薬局
ドライブスルーでの実施
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

予約が必要です。
店舗情報はホームページを御覧ください。

https://medica-info.jp/#

67 新庄市

64 河北町 ウエルシア薬局山形河北店 西村山郡河北町谷地中央四丁目8番6号 令和4年1月6日 〇

66 河北町 アイン薬局河北町店 西村山郡河北町谷地字月山堂136-6 令和4年2月14日

ほし薬局　新庄店 新庄市鉄砲町３ー１ 令和4年1月11日 〇

63 河北町
山形県PCR自主検査センター

（県立河北病院）
西村山郡河北町谷地月山堂111 令和4年1月5日 ○

○

○

○
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

事前予約が必要
電話番号（0233-32-1981）
ドライブスルーでの実施

https://app.aitemasu.me/u/rainn8833/rainn

事前予約が必要（予約は30分ごと）
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

72 新庄市 すこやか薬局 新庄市泉田19番地 令和4年7月27日

71 新庄市 アイン薬局新庄店 新庄市鉄砲町29-1 令和4年2月14日

〇

○

事前予約が必要
ドライブスルーでの実施
電話予約：0233-22-8833
ネット予約

事前に電話予約（0233-25-9321）が必要です。
・予約の受付時間（祝日は除く）
月・火・水・金：9：00～18：00
木・土：9：00～12：00
・検査実施の受付時間（祝日は除く）
月・火・水・金：9：00～11：00及び14：00～16：00
木・土：9：00～11：00
駐車可能台数7台(内2台を検査用として確保)
ドライブスルーでの検査

〇

完全予約制
予約電話番号（0233-29-7300）
実施時間　12：00～14：00
ドライブスルーでの実施

69 新庄市 ライン薬局 新庄市堀端町6-24 令和4年2月7日

68 新庄市 おおてまち薬局 新庄市大手町5-7 令和4年2月7日

70 新庄市 かねざわ薬局 新庄市下金沢町5-37 令和4年2月4日 

〇

○
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

完全事前予約制
予約電話番号(0233-29-2913)
検査可能日時：月曜日～金曜日（祝日は除く）の
15時～17時
ドライブスルーでの実施
駐車可能台数：2台
予約以外のお問い合わせはメール(info@kaisei-
company.com)にてお願いします。
店舗情報はホームページを御覧ください。

https://kaisei-company.com/storeguide/honbu/

予約方法：電話(0233-43-9066)による受付
予約可能時間：検査希望日の前日17：00まで
検査する曜日：月曜日から木曜日
検査する時間：9：00～10：00
駐車場の駐車可能台数：15台
ドライブスルーでの実施
店舗情報はおかの薬局ホームページを御覧くださ
い。

https://okano-pharmacy.net/

予約が必要です。
店舗情報はホームページを御覧ください。

https://medica-info.jp/#

新庄市 カイセイ調剤薬局 新庄市鉄砲町7-27 令和4年5月18日 ○

完全予約制
電話受付は薬局営業時間中　随時
予約電話番号（0233-52-9886）
検査実施時間は薬局と相談
ドライブスルーでの実施
日曜日定休日

完全予約制
電話受付は薬局営業時間中　随時
予約電話番号（0233-32-8920）
検査実施時間は薬局と相談
薬局内・ドライブスルー方式対応
日曜日定休日

73

金山町 金山調剤薬局 最上郡金山町大字金山509-2 令和4年2月4日 

77 戸沢村 ほし薬局　戸沢店 最上郡戸沢村大字古口字古口4356-1 令和4年2月15日 〇

76 舟形町 舟形調剤薬局 最上郡舟形町舟形352-10 令和4年2月4日 〇

○

〇

75 最上町 おかの薬局 最上町向町68-11 令和4年6月17日 〇 〇

74
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

店舗情報は、株式会社クスリのアオキ
ホームページを御覧ください。(予約不可）

https://www.kusuri-aoki.co.jp/

完全予約制。
ドライブスルーでの実施
LINEでのみ受付(営業時間内)
詳細と友だち登録はホームページから

http://www.marukiph.com/

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

事前予約が必要（予約は30分ごと）
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

事前予約が必要（予約は30分ごと）
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。
ドライブスルーでの実施

78 米沢市 クスリのアオキ金池薬局 米沢市金池6丁目4番42号 令和4年1月17日

○

82 米沢市 アイン薬局三友堂病院前店 米沢市中央6丁目1-223-1 令和4年2月14日 ○

81 米沢市 アイン薬局米沢店 米沢市福田町2丁目1-54 令和4年2月14日

80 米沢市
ウエルシア薬局

米沢中央5丁目店
米沢市中央五丁目2番50号 令和4年1月6日 ○ ○

79 米沢市 まるき薬局 米沢市林泉寺2‐2‐97 令和4年1月21日 ○

○○
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

事前予約が必要（予約は30分ごと）
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

事前予約が必要（予約は30分ごと）
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

無料検査は宿泊者、ホテル内レストラン利
用者のみ対象
事前予約不要
検査実施時間：
月曜日～土曜日　午後2時～午後7時
日曜日ご利用の方は、前日までに電話予約
(0238-21-3211)で対応します。
店舗情報は、ホテルモントビュー米沢
ホームページを御覧ください。

https://grandpark-px.jp/yonezawa/

米沢市 はなざわ薬局 米沢市花沢町2686-5

84 米沢市 アイン薬局米沢東店 米沢市アルカディア1丁目808-32

○86

電話（0238-49-7747）での事前予約が必要
受付時間：月・火・水・金 9:00～18:00/木・土9:00
～17:00
検査日時：月・火・水・金・土 13:00～14:00/木9:00
～17:00
お問い合わせも同番号で対応いたします。
受検される方は薬局裏口の駐車場にお願いしま
す。
ドライブスルーでの実施

令和4年5月23日

85 米沢市 ホテルモントビュー米沢 米沢市門東町３丁目３番１号１Ｆテナント 令和4年2月28日

令和4年2月14日

○

○

83 米沢市 アイン薬局米沢駅前店 米沢市駅前2丁目3番18号 令和4年2月14日 ○
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで
電話番号：0238-27-0082(調剤)
https://www.tsuruha.co.jp/

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

事前予約が必要（予約は30分ごと）
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

○

米沢市

米沢市

高野薬局

高野調剤薬局

○

〇

〇

事前の電話予約が必要
予約方法：電話(0238-23-0484)による受付
予約可能時間：月～金 10:00～16:00
検査日時：月～金 13:00～15:00
駐車場の駐車可能台数：1台
ドライブスルーでの実施

事前の電話予約が必要
予約方法：電話(0238-23-1282)による受付
予約可能時間：月～金 10:00～16:00
検査日時：月～金 13:00～15:00
駐車場の駐車可能台数：1台
ドライブスルーでの実施

87 米沢市 調剤薬局ツルハドラッグ米沢相生町店 米沢市相生町7番52号 令和4年6月1日 〇

米沢市城西1丁目6番20号

90 長井市 ウエルシア薬局長井本町店

米沢市林泉寺2-2-90

令和4年7月1日

令和4年7月1日

88

89

91 長井市

長井市本町2丁目4-36 令和4年1月6日

長井市幸町16-12 令和4年2月14日

〇

○アイン薬局長井店
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

電話(0238-83-3166)での事前予約が必要（検査
実施日・実施時間外は要相談）
検査実施日：月～金曜日
（祝日・祝前日は除く）
検査時間：9:30～16:00
ドライブスルーでの実施
予約対応時間：営業時間内（月火木金8:00～
18:00　水8:00～16:00　土8:00～12:30）
店舗情報は、ファーマシーすず
ホームページを御覧ください。

http://pharmacy-suzu.com/

電話(0238-83-1333)での事前予約が必要（検査
実施日・実施時間外は要相談）
検査実施日：月～金曜日
（祝日・祝前日は除く）
検査時間：8:30～16:00
ドライブスルーでの実施
予約対応時間：営業時間内（月～金8:30～18:00
土9:00～12:00）
店舗情報は、ファーマシーすず
ホームページを御覧ください。

http://pharmacy-suzu.com/

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

事前予約が必要（予約は30分ごと）
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

○

南陽市 ウエルシア薬局南陽三間通店 南陽市三間通28-1 令和4年1月6日

95 南陽市 アイン薬局南陽宮内店 南陽市宮内1176-13 令和4年2月14日

あやめ調剤薬局 長井市大町9-22 令和4年6月13日

94

92 長井市 あやめ薬局駅前店 長井市栄町4番20-1号 令和4年5月16日 ○ ○

○

○ ○

93 長井市 ○
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

事前予約が必要（予約は30分ごと）
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

事前予約が必要（予約は30分ごと）
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

96 ○

事前の電話予約が必要
予約方法：電話(0238-49-7412)による受付
予約可能時間：月～金 10:00～16:00
検査日時：月～金 13:00～15:00
駐車場の駐車可能台数：1台
ドライブスルーでの実施

○調剤薬局ツルハドラッグ 高畠店 東置賜郡高畠町大字泉岡字中道３９９ 令和4年1月19日

○

97

100 川西町 アイン薬局川西店 東置賜郡川西町大字上小松根岸2919-1 令和4年2月14日

○

南陽市 宮内さくら調剤薬局 南陽市宮内4549-1 令和4年7月1日

令和4年2月14日98 川西町 アイン薬局おきたま公立病院前店

99

東置賜郡川西町大字西大塚字横道1371-5

アイン薬局おきたま公立病院前2号店川西町 東置賜郡川西町大字西大塚字堂ノ前参1973 令和4年5月16日 ○

高畠町

○
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

事前予約が必要
電話番号（0238-87-2289）
検査実施時間
PCR検査　月～金　8:30～16:00
抗原検査　月～金　8:30～18:00
                土　       8:30～13:00
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、十王調剤薬局ホームページを御覧
ください。

https://meron-net.shop/ds/jyuou

事前予約が必要
電話番号（0238-86-0066）
予約対応時間
月火水金8:30～18:00　木8:30～12:30
検査実施時間
月火水金8:30～16:00　木8:30～12:30
※PCR検査のみ、金曜日は11:00まで
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、ファーマシーすず ホームページを御
覧ください。

https://pharmacy-suzu.com/

事前予約が必要
電話番号（0238-72-2799）
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、ファーマシーすず
ホームページを御覧ください。

http://pharmacy-suzu.com/

事前予約が必要(予約時間9:00～18:00)
検査実施は週3回(月･火･金)　15:30～16:30(1時間)
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、ひまわり薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.himawari-y.co.jp/tsuruoka/

〇 〇102 白鷹町 あらと調剤薬局 西置賜郡白鷹町荒砥甲1057-6 令和4年8月12日

ゆり調剤薬局103 飯豊町

〇 〇

○

〇

西置賜郡飯豊町大字椿3594-7 令和4年2月24日

104 鶴岡市 鶴岡ひまわり薬局 鶴岡市日枝字海老島161-2 令和4年2月1日

101 白鷹町 十王調剤薬局 西置賜郡白鷹町十王5059-16 令和4年2月4日
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

検査内容や予約方法等の詳細は、鶴岡市立荘内
病院ホームページを御覧ください。
※山形県在住の方のみ無料検査対象

https://www.shonai-hos.jp/outline/pcr-center.html

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

電話番号：0235-29-1140
営業時間　平日9:30～14:30／15:30～18:30
PCR検査・抗原検査のご予約はこちらから

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Bookings2

138716@tsuruha.site/bookings/

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

106 鶴岡市 鶴岡市砂田町6-41 令和4年1月6日

〇105

ウエルシア薬局鶴岡砂田町店

電話(023-568-5818)での事前予約が必要
（予約時間は営業時間中随時)
営業時間：月火水金 9時～18時、木 9時～17時、
土 9時～13時（日曜祝日は休み）
検査可能日時：月・火・金の14時～16時30分
駐車可能台数：来客用4台、受検者用1台
ドライブスルーでの実施

鶴岡市下川字七窪2-1202 令和4年5月23日 ○

○ ○

107 鶴岡市 調剤薬局ツルハドラッグ 鶴岡南店

鶴岡市
山形県ＰＣＲ自主検査センター

（鶴岡市立荘内病院）
鶴岡市泉町4-20 令和4年2月1日 

鶴岡市文園町５－１０ 令和4年1月19日

108 鶴岡市 ゆのはま薬局

○ ○
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

電話予約(0235-25-4193)
検査日時：月～金(9:00～19:00)

店舗営業時間内に電話予約(023-529-1081)
検査日時は毎週火曜日の14:00～17:00
ドライブスルーでの実施

○

111 酒田市 調剤薬局ツルハドラッグ 酒田店 酒田市ゆたか2丁目１－１ ○令和4年1月19日 ○

113 酒田市 調剤薬局ツルハドラッグ 酒田曙町店 酒田市曙町2丁目17番１ 令和4年1月19日 ○ ○

110

○

酒田市 調剤薬局ツルハドラッグ みずほ店 酒田市亀ヶ崎3丁目９－15 令和4年1月19日 ○ ○112

109 鶴岡市 日本調剤　荘内薬局 鶴岡市泉町84-6 令和4年6月18日

鶴岡市 ゆう薬局美咲店 鶴岡市美咲町25-20 令和4年5月31日
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

店舗情報は、株式会社ツルハ
ホームページを御覧ください。
PCR検査の受付は14時まで

https://www.tsuruha.co.jp/

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

店舗情報は、ウエルシア薬局株式会社
ホームページを御覧ください。
※ホームページより検査の予約が可能です。
※店頭予約も可能です。
※調剤営業時間外も無料検査を実施している日
がございます。

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

118 酒田市 ひまわり薬局 酒田市中町3丁目7-1 令和4年2月1日 ○

完全電話予約制（0234-22-2662）
・検査時間　平日15：30～17：00
・電話での予約、お問い合わせ時間
　営業時間内

酒田市 ウエルシア薬局酒田亀ヶ崎店 酒田市亀ヶ崎3丁目19-10 令和4年1月6日 ○

酒田市ゆたか一丁目15番地20 令和4年1月6日

114 酒田市 調剤薬局ツルハドラッグ 酒田南店 酒田市こがね町2丁目２７－３ 令和4年1月19日 ○

酒田市 調剤薬局ツルハドラッグ酒田若原店 酒田市若原町4番10号 令和4年6月1日 〇 〇

○

○

117 酒田市 ウエルシア薬局酒田ゆたか店

116

○ ○

115
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

事前予約が必要（予約は30分ごと）
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

事前予約が必要（予約は30分ごと）
ドライブスルーでの実施
店舗情報は、アイン薬局
ホームページを御覧ください。

https://www.ainj.co.jp/

庄内町 庄内すこやか薬局 東田川郡庄内町余目字猿田91-1 令和4年7月27日

事前に電話予約（0234-45-1311）が必要
検査実施日時（祝日は除く）
月～水・金：9：00～11：00、15：00～17：00
木・土：9：00～11：00
予約対応日時（祝日は除く）
月～水・金：9：00～18：30
木・土　　：9：00～12：30
駐車可能台数8台(内1台を検査用として確保)
ドライブスルーでの実施

〇

電話予約制(0234-24-0600)
・検査時間：毎週金曜日の14時～17時
・予約可能時間
　月～金 8:30～18:30  土 8:30～13:00
・電話でのお問い合わせも可能です。
ドライブスルーでの実施

○

電話予約制(0234-21-1260)
・検査時間：木曜日 午前中(9:00～12:00)
・予約可能時間
　月～金 8:30～18:00　土 8:30～16:00
・電話でのお問い合わせも可能です。
・駐車可能台数：3台
ドライブスルーでの実施

○

120 酒田市

119 酒田市 アイン薬局酒田店 酒田市大宮町1丁目5-2 令和4年2月14日

122 酒田市 アイン薬局ハート泉店 酒田市泉町1-16 令和4年6月11日

○

ゆう薬局西高前店 酒田市東泉町5丁目8-4 令和4年5月12日 ○

121 酒田市 瀬尾薬局駅東店 酒田市駅東2-4-1 令和4年6月10日

123
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PCR検査 抗原検査
備考市町村 事業所名 所在地 無料検査開始日

実施可能な検査方法

※ 8月31日 更新

電話予約(0234-71-1081)
検査日時：月～金(9:00～18:00)○124 遊佐町 日本調剤　遊佐町薬局 飽海郡遊佐町遊佐字前田83-1 令和4年6月18日
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