
令和５年２月２８日現在

圏域 店舗、事業所等の名称 所　在　地 ホームページURL 検査種類 検査対応日時 予約 電話番号

01佐久 桜里堂薬局 佐久市臼田1244-1 抗原定性
平日：９:00～17:00

土：９:00～12:00
要予約 0267-81-5250

01佐久 スター薬局 佐久市臼田212-5
https://dpc-

net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-star/
抗原定性

平日：8：30～17：30

土日祝日は、電話にて要確認
要予約 0267-81-1151

01佐久 うすだ薬局 佐久市臼田216-1
https://dpc-

net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-usuda/
抗原定性

平日　8:30～18:00

土曜　15:00～19:00
要予約 0267-82-7004

01佐久 萬寿堂薬局 佐久市臼田224 抗原定性
平日9時～18時30分

土　要相談
不要 0267-82-3141

01佐久 よこわ薬局 佐久市横和２３５－１ 抗原定性
平日：15:00～17:00

土：13:00～15:00
要予約 0267-66-1766

01佐久 みなみ薬局 佐久市岩村田2013-1 抗原定性
平日：8:30-19:00

土：8:30-16:00
不要 0267-78-5972

01佐久 大森薬局 佐久市根々井921-5 抗原定性
平日９:00～17:00

土：９:00～1３:00
要予約 0267-66-0035

01佐久 イオン薬局佐久平店 佐久市佐久平駅南11－10 抗原定性
平日：11:00～17:00

土日祝：11:00～17:00
不要 0267-66-3152

01佐久
ウエルシア薬局佐久ｲﾝﾀｰｳｪｰ

ﾌﾞ店
佐久市小田井６１３－１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

抗原定性・

PCR
月ー土：10:00～19:00 要予約 0267-66-0338

01佐久
ウエルシア薬局佐久市役所前

店
佐久市中込３０１６－３ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

抗原定性・

PCR
平日　10:00～14:00、15:00～19:00 要予約 0267-64-5030

01佐久 中込中央薬局 佐久市中込3110-15 https://y-shinsyuphama.com/
抗原定

性・PCR

 抗原定性：平日8：30～18：00

　　　　　土8：30～14：00

　ＰＣＲ：平日8：30～14：00

要予約 0267-63-2752

01佐久 中込のぞみ薬局 佐久市中込3568-92 抗原定性 平日：要相談（事前にご連絡ください） 要予約 0267-77-7393

01佐久 ウエルシア薬局佐久中込店 佐久市中込４４７－５ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
月ー土：9:00～19:00 要予約 0267-64-6757

01佐久 臼田のぞみ薬局 佐久市田口6525-1 抗原定性 平日：要相談（事前にご連絡ください） 要予約 0267-81-1200

01佐久 ウエルシア薬局佐久野沢店 佐久市野沢下木戸２４８－１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

平日　９:00～18:00

　土　15:00～18:00
要予約 0267-64-6068

長野県内の有償検査実施施設一覧

・掲載の許可を得られた検査施設を取りまとめたものであり、長野県や「信州割SPECIAL」事務局が許認可や推奨等を行っているものでは

ありません。

・抗原定性検査の料金は、1,000円～5,000円、PCR検査は4,500円～20,000円ほどで実施されています。使用する検査キットの違い等で料金

が異なりますので、詳しい料金や検査にかかる時間などについてはそれぞれの検査施設にお問い合わせください。

https://dpc-net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-star/
https://dpc-net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-star/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://y-shinsyuphama.com/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/


圏域 店舗、事業所等の名称 所　在　地 ホームページURL 検査種類 検査対応日時 予約 電話番号

01佐久 古城てんじん薬局 小諸市古城2-2-28ｷｬｯｽﾙｽｸｴｱ1F

https://dpc-

net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-kojo-

tenjin/

抗原定性
平日：９:00～１８:00

土　：９:00～１３:00
要予約 0267-31-6556

01佐久 ウエルシア薬局小諸みかげ店 小諸市御影新田２５７８－１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

抗原検査：平日10～19:00・土10～19:00

PCR検査：平日10:00～12:00
要予約 0267-26-5126

01佐久 御影のぞみ薬局 小諸市御影新田2744-3 抗原定性 平日：要相談（事前にご連絡ください） 要予約 0267-26-3981

01佐久 小諸東のぞみ薬局 小諸市御幸町2-2-26 抗原定性 平日：要相談（事前にご連絡ください） 要予約 0267-26-1141

01佐久 ウエルシア薬局小諸御幸町店 小諸市御幸町１丁目２番２６号 https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

平日：9：00～19：00

土：　9：00～14：00　15：00～18：00
要予約 0267-26-2207

01佐久 市町てんじん薬局 小諸市市町5-3-5

https://dpc-

net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-

ichimachi-tenjin/

抗原定性
平日：９:00～１８:00

土　 ：９:00～１7:00
要予約 0267-31-0992

01佐久 美里薬局 小諸市耳取988－9 https://y-shinsyuphama.com
抗原定性・

PCR

抗原検査：平日8:30-18:00

土　8:30-14:00

PCR検査:平日8:30-15:00

要予約 0267-24-0032

01佐久 てんじん薬局 小諸市諸343-1
https://dpc-

net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-tenjin/
抗原定性

平日：９：００～１８：００

土　 ：１４：００～１８：００
要予約 0267-31-6772

01佐久 赤坂てんじん薬局 小諸市赤坂1-16-1

https://dpc-

net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-

akasaka-tenjin/

抗原定性
平日：９：００～１８：００

土　 ：９：００～１２：００
要予約 0267-31-0407

01佐久 こもろ相生薬局 小諸市相生町3-2-3 http://eye-rink.com/ 抗原定性 9:00-10:30、13:30-17:00 要予約 0267-31-6334

01佐久 小諸のぞみ薬局 小諸市丙394-1 抗原定性 平日：要相談（事前にご連絡ください） 要予約 0267-25-3981

01佐久 アイン薬局 和田店 小諸市和田966-1 抗原定性 平日：要相談（事前にご連絡ください） 要予約 0267-31-5512

01佐久 せき薬局 南佐久郡佐久穂町高野町310-1 抗原定性 平日：9:00-17:30 要予約 0267-86-1020

01佐久 せき薬局宿岩店 南佐久郡佐久穂町高野町720-10 抗原定性 平日：9:00-17:30 要予約 0267-88-7170

01佐久 小海薬局 南佐久郡小海町小海4278-11 抗原定性 平日：9:00-17:00 要予約 0267-92-0182

01佐久 豊里薬局 南佐久郡小海町豊里299-1 https://www.en-toyosato.com/ 抗原定性 平日：10:00～17:00 要予約 0267-92-3130

01佐久 野辺山高原薬局 南佐久郡南牧村野辺山109 抗原定性 月-土：9:30-16:00 要予約 0267-91-1610

01佐久 友愛薬局軽井沢店
北佐久郡軽井沢町長倉２４１６

－２
抗原定性

平日：8:30ー18:00 （管理者不在の場合は不

可）

土：8:30－14::00（管理者不在の場合は不

可）

休日等：電話にて確認してください。

要予約 0267-44-3666
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01佐久 シンビ堂借宿薬局
北佐久郡軽井沢町長倉柳宿4727

－1
抗原定性

平日：9:00-18:00

土：9:00-13:00
要予約 0267-46-6280

02上田 大沢薬局 小県郡長和町古町２８４４－２ 抗原定性
平日：８:30～19:00

土：８:30～18:00
要予約 0268-41-2700

02上田 山浦堂薬局 上田市岡１３７１－９ 抗原定性
平日：8:00-19:30

土：8:00-18:30
要予約 0268-31-2032

02上田 横林薬局駐車場 上田市下之条170-18 https://yokobayashi-pharmacy.com/ 抗原定性
平日:8:30-18:00

土：8:30-9:00、14:00-17:00
要予約 0268-27-3365

02上田 ひかり薬局 上田市古安曽１８７６－４ 抗原定性

平日：9：30～18:00

土：9：30～17:00

上記以外は電話にて相談。

要予約 0268-39-1565

02上田 有限会社マスダ薬局 上田市御所580-7 抗原定性
平日：9:00-17:00

土：　9:00-15:00
要予約 0268-24-8884

02上田
上田薬剤師会会営薬局(ドラ

イブスルー)
上田市国分994-1 http://www.uedayaku.org 抗原定性

平日：9:00～18:00

土：　9:00～13:00
要予約 0268-24-6655

02上田 秋和コスモス薬局 上田市秋和361-2 http://cosmos-nagano.com/ 抗原定性 平日：14:00～16:30 要予約 0268-28-6606

02上田 すみよし薬局 上田市住吉310-18 抗原定性
平日：9:00-18:00

土：　8:30-12:00
要予約 0268-71-7741

02上田 こまき薬局 上田市小牧105-1 抗原定性
平日：9:00-19:00

土：　9:00-17:00
要予約 0268-75-8188

02上田 わかば薬局 上田市上田１２２５－２ 抗原定性 月-土：9:00-19:00 要予約 0268-21-4193

02上田 あい薬局 上田市上田原707-3
https://www.hi-

yorokonde.com/detail/835/index.html
抗原定性

平日：９:30～18:00

土：　９:30～18:00
要予約 0268-24-9090

02上田 ウエルシア薬局上田山口店 上田市上田山口１２２１－１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

抗原定性：月～土：9:30～19:30

PCR：月～土：9:30～15:00
要予約 0268-29-5404

02上田 イオン薬局上田店 上田市常田2－12－18 抗原定性 11：00～17：00（年中無休） 不要 0268-29-8484

02上田 クスリのアオキ常田薬局 上田市常田二丁目10番6号 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日　9:00～19:00

土　　9:00～13:00
不要 0268-28-7166

02上田 常磐城のぞみ薬局 上田市常磐城5-1-18 抗原定性 平日：要相談（事前にご連絡ください） 要予約 0268-29-1141

02上田 ウエルシア薬局上田真田店 上田市真田町本原７４６－１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

抗原定性：月-土：10:00～19:00

PCR：平日10:00～14:00
要予約 0268-72-8001

02上田
ウエルシア薬局上田しおだ野

店
上田市神畑５００ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

抗原定性・

PCR
月-土：10:00～19:00 要予約 0268-29-6628

02上田 クスリのアオキ上田原薬局 上田市神畑字鳥居先135番地 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9:00～18:00

土：　9:00～13:00
不要 0268-29-2312

02上田 花の木薬局 上田市仁古田404-2 抗原定性
平日：９:00～18:00

土：　９:00～16:00
不要 0268-31-3428

02上田 クスリのアオキ大屋薬局 上田市大屋234番地8 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～18:00

土：　9：00～13:00
不要 0268-35-5510

02上田 大屋のぞみ薬局 上田市大屋514-1 抗原定性 平日：要相談（事前にご連絡ください） 不要 0268-71-0210
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02上田 クスリのアオキ上田中央薬局 上田市中央二丁目18番26号 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日 ：9：00～18:00

土：　9：00～13:00
不要 0268-28-0820

02上田
クスリのアオキ上田中央北薬

局
上田市中央北二丁目1番16号 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性 月-土：9：00～18:00 不要 0268-28-0531

02上田 関薬局 上田市中丸子１１４６ 抗原定性 平日：19:00～22:00、日祝祭日応相談 要予約 0268-42-2452

02上田 丸子くるみ薬局 上田市長瀬２８２７ 抗原定性
平日：8：45～17:15

土：　8：45～12:45
要予約 0268-42-6201

02上田 保野薬局 上田市保野761-1 抗原定性
平日：9:00-19:00

土：　9:00-18:00
要予約 0268-39-1888

02上田 山一くるみ薬局 東御市県１２９－２０ 抗原定性
平日：9：30～17:30

土：　 9：30～12:30
要予約 0268-71-8111

02上田 東御のぞみ薬局 東御市常田141-2 抗原定性 平日：要相談（事前にご連絡ください） 要予約 0268-62-3981

02上田 小林薬局 東御市常田160-9 https://www.shinano-kyorei.jp/kobayashi/ 抗原定性 平日：9:00-18:00 要予約 0268-64-0100

02上田 くるみ薬局 東御市常田３９６－３ 抗原定性
平日：8:30～18:30

土：　8:30～17:30
要予約 0268-64-8666

02上田 ウエルシア薬局東御田中店 東御市田中586-1 https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
平日：9:30～14:00、15:00～18:30 要予約 0268-64-6154

02上田 城の前くるみ薬局
東御市田中７０５－１　デリシ

ア東御店内
抗原定性 月～土：9：15～18:15 要予約 0268-64-6455

02上田 ウエルシア薬局東御かのう店 東御市和３１７８ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

月～土:10:00～19:00

PCR不可：金曜午後・土曜
要予約 0268-64-7708

03諏訪 ウエルシア薬局岡谷長地店 岡谷市長地権現町１-７-３２ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
月-土：9:00～19:00 要予約 0266-26-2512

03諏訪 今井整形外科 岡谷市長地権現町3-2-12
抗原定性・

PCR
平日:11:45～12:15 要予約 0266-28-9933

03諏訪 林内科・循環器科クリニック 岡谷市長地小萩３-12-24
抗原定性・

PCR

平日：:9:30-12:00

月、火、水、金：15:00-16:00
要予約 0266-26-8100

03諏訪 ウエルシア薬局岡谷長地北店 岡谷市長地梨久保一丁目6番40号 https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
平日：10:00～14:00、15:00～18:00 要予約 0266-26-0117

03諏訪
やまびこ薬局（ドライブス

ルー）
岡谷市本町４－１１－３６ http://www.okayaku.org/yamabiko/ 抗原定性

平日：8:45～18:00

土：　9:00～13:00
要予約 0266-21-2144

03諏訪 池田医院 茅野市ちの2808-1 www.komakusa.or.jp/facility/ikedaclinic/
抗原定性・

PCR
平日：14:00-15:00 要予約 0266-73-0555

03諏訪 矢嶋内科医院 茅野市ちの3494
抗原定性・

PCR

平日:9:00-11:00、16:00-17:00

土：9:00-11:00
要予約 0266-72-2048

03諏訪 ちの薬局 茅野市ちの渋沢628－4 抗原定性
月,火,水,金：9:00～18:00

木,土：9:00～12:00
要予約 0266-82-0088

03諏訪 茅野土屋薬局 茅野市玉川4274-1 www.ainj.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～18：00

土：9:00-13:00
要予約 0266-71-2122

03諏訪 アイン茅野薬局 茅野市玉川字荒神前4183-7 抗原定性 平日・日： 9:00～18:00 要予約 0266-82-1991

https://www.shinano-kyorei.jp/kobayashi/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
http://www.okayaku.org/yamabiko/
http://www.komakusa.or.jp/facility/ikedaclinic/
http://www.ainj.co.jp/
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03諏訪 うえはらクリニック 茅野市仲町7-16 www.uehara-naika.jp
抗原定性・

PCR

月～土曜：9:00～12:00

月火水金：15:00～17:00
要予約 0266-72-2636

03諏訪 ウエルシア薬局茅野本町店 茅野市本町西４６０４番地１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
平日：9:00～19:00 要予約 0266-82-8220

03諏訪 大槻医院 諏訪郡原村15739-2 https://otsuki-clinic.jp
抗原定性・

PCR

月ー木：9:00-12:00

土：14:00-17:00、日：15:00-18:00
要予約 0266-79-7628

03諏訪 富士見やまびこクリニック 諏訪郡富士見町落合9984-188 抗原定性

平日：9：00～11：30、

　　　　15：30～17：30

土（第2，4のみ）：9：00～11：30

不要 0266-61-2155

03諏訪 ミツワ西友薬局
諏訪郡富士見町落合一の沢１０

０６１－１

抗原定性・

PCR

平日：9:00～18:00

土：９:00～18:00
要予約 0266-62-7586

03諏訪 宮坂医院 諏訪市元町４番10号
抗原定性・

PCR

抗原定性：平日8:30-12:00、15:00-17:00

土　8:30-12:00

PCR：平日8:30-11:00、15:00-16:30

土　8:30-11:00

要予約

(PCRの

み）

0266-52-1711

03諏訪 高林内科呼吸器クリニック 諏訪市湖岸通り１－１３－１１ http://www.takabayashi-c.com/
抗原定性・

PCR

平日：9:00-17:00

土：　9:00-11:00
要予約 0266-54-1159

03諏訪 清水クリニック 諏訪市湖岸通り5-13-18
抗原定性・

PCR
平日：9:00-17:00 要予約 0266-53-1625

03諏訪 やざわ虎クリニック 諏訪市高島1丁目21-14
抗原定性・

PCR

月・火・水・金8:30-12:00、15:00-18:00

木・土　8:30-12:00
要予約 0266-57-8300

03諏訪 ウエルシア薬局諏訪上川店 諏訪市上川3-2450-1 https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
月～土：9:00～19:00 要予約 0266-56-1018

03諏訪 ららくま薬局 諏訪市上川三丁目２２９２－１ https://reserva.be/lalakuma 抗原定性
月～土：9:00～10:30

　　　　15:00～17:30
要予約 0266-58-0090

03諏訪 クスリのアオキ諏訪上川薬局 諏訪市上川二丁目2122番地1 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～18:00

土：9：00～13:00
不要 0266-78-4601

03諏訪 岸耳鼻咽喉科医院 諏訪市諏訪2-1-29 https://kishi-clinic.jp/
抗原定性・

PCR

水-土：9:00-12:00、14:30-17:30(土は16:30)

日：9:00-12:00
要予約 0266-52-2025

03諏訪 松本医院 諏訪市清水2-4-12
抗原定性・

PCR

平日：9:00-12:00、16:00-18:00

土：9:00～12:00
要予約 0266-52-3247

03諏訪 大坂屋薬局 諏訪市清水2－7－22 https://oosakaya-p.com
抗原定性・

PCR

平日：9:00～18:00

土：　9:00～16:00

日：　9:00～12:00

不要 0266-52-0309

03諏訪 ウエルシア薬局諏訪四賀店 諏訪市大字四賀１７３５ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
月ー土：10～19:00 要予約 0266-54-2811

03諏訪 クスリのアオキ諏訪四賀薬局 諏訪市大字四賀2413番地2 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9:00～18:00

土：　9:00～12:00
不要 0266-75-5291

http://www.uehara-naika.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://otsuki-clinic.jp/
http://www.takabayashi-c.com/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://reserva.be/lalakuma
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://kishi-clinic.jp/
https://oosakaya-p.com/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
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03諏訪 豊田土屋薬局 諏訪市大字豊田2437-2 www.ainj.co.jp/ 抗原定性

月・火・水・金：9：00～18：30

木：　9:00～18:00

土：　9:00-15:00

要予約 0266-75-5840

03諏訪 五味医院 諏訪市大手２－４－３ https://www.gomiiin.jp/
抗原定性・

PCR

平日：９:00～12:00、15:00～１７:３０

土　：９:00～12:00
要予約 0266-52-1126

03諏訪 小松内科クリニック 諏訪市中洲２４５－１８ https://www.komatsu-naika-clinic.com/
抗原定性・

PCR

平日：9:00-12:00、15:00-17:30

土　：9:00-12:00
要予約 0266-53-7631

04上伊那 アイン薬局 伊那東店 伊那市狐島3708-3 抗原定性
平日：9:00～18:00

土　 ：9:00～13:00
要予約 0265-72-5960

04上伊那 会営いな薬局 伊那市御園１２６２-１ https://kamiyaku.or.jp/HP/ 抗原定性 平日：9：00～10：00、14：00～15：00 要予約 0265-74-8989

04上伊那 ウエルシア薬局伊那上新田店 伊那市上新田２０２１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

抗原定性：月-土９:00～１９:00

PCR:平日のみ対応
要予約 0265-71-6820

04上伊那 ウエルシア薬局伊那上牧店 伊那市上牧６５９０ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

抗原定性：月ー土9:00～19:00

PCR：平日のみ対応
要予約 0265-71-5057

04上伊那 アイン伊那薬局 伊那市大字手良野口2037-4 抗原定性 月～土 9:00～18:00 要予約 0265-77-0085

04上伊那 真誠堂薬局 伊那市中央4842 https://shinseido-pharmacy.jp 抗原定性
月-金：9:00-18：00

土：9:00-13:00
要予約 0265-72-3524

04上伊那 アイン伊那中央薬局 伊那市中央4958 www.ainj.co.jp/ 抗原定性

月・火・木・金：9：00～18：30、

水：9：00～17:00

土：9:00-13:30

要予約 0265-74-7333

04上伊那 ほたる薬局伊那店 伊那市中央5046-3 抗原定性
平日：9:00-18:00

土：9:00-17:00
要予約 0265-98-7891

04上伊那 サンロード小町屋薬局 駒ケ根市下市場32-6 http://www.kusurinosunroad.com 抗原定性 月・水・金  14:00～17:00 要予約 0265-82-7331

04上伊那 共創未来駒ヶ根薬局 駒ヶ根市赤穂1362-4
https://www.phmirai.co.jp/shops/detail.ph

p?id=225
抗原定性

平日：8:30～18:00

土　：9:00～12:00
要予約 0265-82-1185

04上伊那 株式会社ハヤシ薬局 駒ヶ根市中央９－１ https://hayashi-pharmacy.com 抗原定性
平日：9:00～10:00

土：　9:00～16:45
要予約 0265-82-5800

04上伊那 サンロード調剤薬局南田店 駒ケ根市南田10-15 抗原定性

月・火・水・金：9:00～11:00、14:00～

17:00

隔週木・土：9:00～12:00

不要 0265-98-8130

04上伊那 辰野調剤センター薬局病院前 上伊那郡辰野町辰野1463-1 抗原定性 平日  14:00～15:00 要予約 0266-44-3611

04上伊那 ほたる薬局辰野店 上伊那郡辰野町中央105-2 http://www.cureall.co.jp/ 抗原定性
月・火・木・金9:00-16:30

水・土9:00-16:00
要予約 0266-78-6632

04上伊那 毛利薬局 上伊那郡南箕輪村3469-1 抗原定性
平日：9:00-19:00

土：　9:00-18:00
要予約 0265-78-6780

04上伊那 ほたる薬局春日街道 上伊那郡南箕輪村5587-5 抗原定性

月火金：13：30～15：00

木　：15：00～17：00

土　：16：00～17：00

要予約 0265-96-7108

04上伊那 ウエルシア薬局箕輪店
上伊那郡箕輪町大字中箕輪3364-

2
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

抗原定性・

PCR

抗原定性：平日10:00-14:00,15:00-19:00

ＰＣＲ：平日午前中
要予約 0265-71-3053

http://www.ainj.co.jp/
https://www.gomiiin.jp/
https://www.komatsu-naika-clinic.com/
https://kamiyaku.or.jp/HP/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://shinseido-pharmacy.jp/
http://www.ainj.co.jp/
http://www.kusurinosunroad.com/
https://www.phmirai.co.jp/shops/detail.php?id=225
https://www.phmirai.co.jp/shops/detail.php?id=225
https://hayashi-pharmacy.com/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
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04上伊那
ほたる薬局伊北店（ドライ

ブスルー）
上伊那郡箕輪町中箕輪3009-1 抗原定性

月・火・木・金：9:00-18:30

水：　8:30-17:00  土：　8:30-13:30
要予約 0265-96-7781

04上伊那 ライフ薬局 上伊那郡箕輪町中箕輪8813-1 抗原定性
平日： 8:30～19:00

土　：8:30～15:00
要予約 0265-79-1773

05南信州 こまんば薬局 下伊那郡阿智村駒場407-18 https://sasaki-ph.com
抗原定性・

PCR

月ー水、金：10:00-12:00,14:30-17:00

木：14:30-17:00

土：10:00-12:00

要予約 0265-48-8887

05南信州 ひさわ薬局
下伊那郡下條村陽皐２００６－

３
抗原定性

平日： 8:30～17:00

土　：9:00～12:00
要予約 0260-27-1330

05南信州
一般財団法人　中部公衆医学

研究所
飯田市高羽町6丁目2-2 http://www.chubukosyu.or.jp/ 抗原定量

平日：11:00から13:00

土曜に関してはお問い合わせください
要予約 0265-24-1505

05南信州 松村薬局 飯田市山本１６４９－３ https://www.e-classa.net/ym-mtmr 抗原定性
平日：９:00～18:00

土　９:１５～1６:00
要予約 0265-25-3699

05南信州 ハロー薬局飯田松尾店 飯田市松尾上溝６３１７－１
https://www.sogo-

pharmacy.jp/shop/view/622
抗原定性

月～水、金　9:00～18:00

木、土　　　9:00～12:00
要予約 0265-21-5011

05南信州
飯田下伊那薬剤師会　会営薬

局

飯田市知久町４丁目１２１０番

地１

抗原定性・

PCR

平日：9:00-11:30、14:30-16:30

土：　9:00-12:00
要予約 0265-53-5200

05南信州 クオールまるやま薬局 飯田市白山町３丁目東３－１ https://www.qol-net.co.jp/ 抗原定性
平日：9:00～16:00

土曜は応相談
要予約 0265-59-8989

05南信州 きたがた薬局 飯田市北方２４２８ー４ 抗原定性
平日：９:00～17:00

土：　９:00～12:00
要予約 0265-49-0745

06木曽 ヘルシーズみたけ薬局 木曽郡木曽町三岳6497-5 抗原定性
平日：14:00～17:00

土：　10:00～12:00
要予約 0264-46-1117

06木曽 イオン薬局木曽福島店 木曽郡木曽町福島5398－1 抗原定性 平日：14:00～17:00 不要 0264-23-3993

06木曽 やぶはらマオカ薬局 木曽郡木祖村薮原1191-15 http://www.myph.jp/f_200094/ 抗原定性
月・火・水・金　7：30～17：00

土：7：30～12：30
不要 0264-36-3302

07松本 そうごう薬局　穂高店 安曇野市穂高柏原1122-10
https://www.sogo-

pharmacy.jp/shop/view/475
抗原定性 月～土：13:00～14:00 要予約 0263-82-8501

07松本 イオン薬局豊科店 安曇野市豊科4272－10 抗原定性 年中無休  11:00～14:00，15:00～17:00 不要 0263-44-1193

07松本 ウエルシア薬局安曇野豊科店 安曇野市豊科５４５３番地 https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

月ー土：9:00～13:00、14:00～19:00

※PCRは午前のみ対応
要予約 0263-71-2361

07松本 そうごう薬局　豊科店 安曇野市豊科5731-17
https://www.sogo-

pharmacy.jp/shop/view/374
抗原定性 月～土：9:00～17:00 要予約 0263-73-6371

07松本
ウエルシア薬局安曇野イン

ター店

安曇野市豊科田沢６９５９番地

１０
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

抗原定性・

PCR

抗原定性：月-土　10:00～15:00

PCR：平日10:00～15:00
要予約 0263-71-1512

07松本 そうごう薬局　堀金店 安曇野市堀金烏川５０２７－１
https://www.sogo-

pharmacy.jp/shop/view/468
抗原定性

月・火・木・金：10:00～16:30

水・土：10:00～12:00
要予約 0263-73-3561

07松本 クスリのアオキ桔梗ヶ原薬局
塩尻市塩尻駅北土地区画整理事

業区域内21街区19画地
https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性

平日：9:00～18:00

土：　9:00～14:00
不要 0263-50-9791

07松本 長野県薬剤師会会営薬局 松本市旭2丁目11番20号 https://www.naganokenyaku.jp/kaiei/ 抗原定性 平日：9:30～16:00 要予約 0263-32-3663

https://sasaki-ph.com/
http://www.chubukosyu.or.jp/
https://www.e-classa.net/ym-mtmr
https://www.sogo-pharmacy.jp/shop/view/622
https://www.sogo-pharmacy.jp/shop/view/622
https://www.qol-net.co.jp/
http://www.myph.jp/f_200094/
https://www.sogo-pharmacy.jp/shop/view/475
https://www.sogo-pharmacy.jp/shop/view/475
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.sogo-pharmacy.jp/shop/view/374
https://www.sogo-pharmacy.jp/shop/view/374
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.sogo-pharmacy.jp/shop/view/468
https://www.sogo-pharmacy.jp/shop/view/468
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.naganokenyaku.jp/kaiei/
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07松本 ほんぽ薬局 松本市岡田下岡田6-13 https://okusuri-honpo.jp 抗原定性
平日：9:00-11:00、15:00-17:00

土：　9:00-11:00
要予約 0263-87-0307

07松本 由比ヶ浜薬局 松本市岡田松岡180-1 https://yuigahama.co.jp/ 抗原定性
平日：11:00-16:00

土日祝：11:00-12:30
要予約 0263-46-0215

07松本 ウエルシア薬局松本高宮西店 松本市高宮西３－１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

月～土：9:00～19:00

日・祝：9:00～14:00
要予約 0263-24-0020

07松本 ニコニコ薬局今井店 松本市今井1214-1 抗原定性 平日：12:30～14:30 要予約 080-8466-8703

07松本 ウエルシア薬局松本渚店 松本市渚１丁目７－１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
月～土：9：30～18：30 要予約 0263-24-3158

07松本 ミズキ薬局 松本市村井町南１－３４－１９ 抗原定性 月・火・木・金　13:00-15:00 要予約 0263-85-7155

07松本 加賀美薬局 松本市村井町南１－３６－１３ 抗原定性
月・火・水・金 8:50-9:30、13:00-17:00

木・土　8:50-930
要予約 0263-85-7890

07松本 寿ヶ丘薬局 松本市村井町南2-19-13 https://shinseido-pharmacy.jp 抗原定性
平日：8:30-17:30

土：　8:30-12:30
要予約 0263-31-3935

07松本 松本薬剤師会　会営村井薬局 松本市村井町南4-2-10 http://www.matuyaku.or.jp/murai/ 抗原定性
平日：９:00～10:00　14:00～17:30

土：　９:00～12:30
要予約 0263-58-1202

07松本 パルク相談薬局 松本市大字南浅間645番地４９
抗原定性・

PCR

平日：10:00～17:00

土：　９:00～12:00
要予約 0263-46-6166

07松本
クスリのサンロード薬局蟻ケ

崎店
松本市沢村3丁目694-7 抗原定性 平日：10:00-12:00、14:30-17:00 要予約 0263-88-2918

07松本 日野薬局 松本市中央1-3-16 www.hino-yakkyoku.com 抗原定性 月～水、金　12:00～14:00 要予約 0263-32-4237

07松本
イオン薬局イオンスタイル松

本
松本市中央4－9－51 抗原定性 13:00～16:00 不要 0263-38-1900

07松本 有限会社ニコニコ薬局 松本市本庄２丁目11-1 抗原定性
平日：10：00～11：00、16：00～17：00

土：　9：00～10：00
要予約 0263-34-8320

07松本
ウエルシア薬局松本野溝木工

店
松本市野溝木工1-10-15 https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

抗原定性・

PCR
平日：10:00～14:00、15:00～19:00 要予約 0263-29-3717

07松本 和田土屋薬局 松本市和田1443-3 www.ainj.co.jp/ 抗原定性

月・火・水・金8：30～18：30、

木：9：00～18：00

土：8:30-13:30

要予約 0263-40-1080

07松本
環境未来株式会社総合検査セ

ンター
松本市和田4010-5 https://kankyomirai.co.jp/

抗原定性・

PCR
平日：８:30-17:30 要予約 0263-88-3911

07松本 麻績土屋薬局 東筑摩郡麻績村麻4634-6 www.ainj.co.jp/ 抗原定性
平日：8:30～18：00

土：　8:30～13:00
要予約 0263-67-4888

08北アルプス れんげ薬局 大町市大町３１１５ー７ 抗原定性
平日：13:00～15:00

土：　 9:30～11:30
要予約 0261-22-0125

08北アルプス はなのき林薬局 大町市大町3502-10 抗原定性

平日：8:00～１９:00

土：８:00～８:30

営業時間外　要事前相談

要予約 090-5345-8485

https://okusuri-honpo.jp/
https://yuigahama.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://shinseido-pharmacy.jp/
http://www.matuyaku.or.jp/murai/
http://www.hino-yakkyoku.com/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
http://www.ainj.co.jp/
https://kankyomirai.co.jp/
http://www.ainj.co.jp/
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08北アルプス スヤマ薬局あいそめ 北安曇郡池田町会染4831番地4 抗原定性
平日：9:00～17:00

土：　9:00～16:30
要予約 0261-62-0208

08北アルプス 池田土屋薬局 北安曇郡池田町池田3152-1 www.ainj.co.jp/ 抗原定性
平日：8:30～17：30

土：　9:00-13:00
要予約 0261-61-5021

08北アルプス フジノヤ薬局 北安曇郡白馬村神城22501-1 抗原定性
月ー土：8:30-19:00

日：8:00-9:30
要予約 0261-75-2017

08北アルプス 太田薬局 北安曇郡白馬村北城６０２９ 抗原定性 月-土：9:00～17:00 要予約 0261-72-5593

09長野 サンタグリーン薬局 上高井郡小布施町烏林2254-3
抗原定性・

PCR

平日：9:00～17：30

土：9:00-13:00
不要 026-242-6500

09長野 グリーン薬局 上高井郡小布施町小布施３０８ http://nakajima-pharm.co.jp/
抗原定性・

PCR

平日：8:45-18:00

土：8:45-14:30
要予約 026-247-5199

09長野 信越土屋薬局 上水内郡信濃町柏原382-3 www.ainj.co.jp/ 抗原定性
平日：8:30～18:00

土：　8:30-12:30
要予約 026-254-8370

09長野 三水わかば堂薬局
上水内郡飯綱町大字倉井2772-

1
https://www.wakabadou.co.jp 抗原定性

平日：8:30-18:00

土：　8:30-13:30
要予約 026-253-8939

09長野 ウエルシア薬局飯綱平出店
上水内郡飯綱町大字平出２８３

８番地１
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

抗原定性・

PCR

平日・土曜９:00～１９:00

PCRは平日～12:00まで、土曜日不可
要予約 026-253-1118

09長野 飯綱グリーン薬局 上水内郡飯綱町大字牟礼2367-1 http://nakajima-pharm.co.jp/
抗原定性・

PCR

平日:8:45-18:30

土:　8:45-15:00（PCR検査は14:00まで）
要予約 026-253-1515

09長野 わかば堂薬局牟礼店 上水内郡飯綱町牟礼2211-4 https://www.wakabadou.co.jp/ 抗原定性
平日:9:00～17:30

土　:9:00～13:00
要予約 026-253-8935

09長野 南条薬局 埴科郡坂城町南条7162-1 抗原定性 月～土：9：00～18：00 要予約 0268-82-7289

09長野 クスリのアオキ旭ケ丘薬局 須坂市旭ケ丘2102番地1 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9:00～19:00

土：　9:00～13:00
不要 026-247-8361

09長野 須坂いせや薬局 須坂市井上砂田１７００－１４ http://www.iseyayakkyoku.co.jp/ 抗原定性
平日：９:00～1７:00

土：　９:00～16:30
要予約 026-242-3070

09長野 蔵の町薬局 須坂市須坂1420-19 http://nakajima-pharm.co.jp/
抗原定性・

PCR
8:45-17:45 要予約 026-215-2568

09長野 アイン薬局高梨店 須坂市大字高梨261 www.ainj.co.jp/ 抗原定性
月～日：9：00～18：00

土：9:00-14:00
要予約 026-215-2302

09長野 轟病院 須坂市大字須坂１２３９ https://www.todoroki-h.com/
抗原定性・

PCR
平日　14：00 ～ 17：00 要予約 026-245-0126

09長野 ウエルシア薬局須坂日滝店 須坂市大字日滝９７３番地１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

平日：10:00 ～ 14：00

　　　 15:00 ～ 19：00
要予約 026-242-3050

09長野 すみさか土屋薬局 須坂市墨坂一丁目4-2 www.ainj.co.jp/ 抗原定性
平日：9:00～18:00

土：　9:00-13:00
要予約 026-248-0671

09長野 クスリのアオキ墨坂薬局 須坂市墨坂四丁目3番28号 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～19:00

土：　9：00～13:00
不要 026-247-8781

09長野 元町薬局 千曲市稲荷山１２６４－３ http://www.iseyayakkyoku.co.jp/ 抗原定性
平日：９:00～1７:00

土：　９:00～12:30
要予約 026-214-3282

http://www.ainj.co.jp/
http://nakajima-pharm.co.jp/
http://www.ainj.co.jp/
https://www.wakabadou.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
http://nakajima-pharm.co.jp/
https://www.wakabadou.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
http://www.iseyayakkyoku.co.jp/
http://nakajima-pharm.co.jp/
http://www.ainj.co.jp/
https://www.todoroki-h.com/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
http://www.ainj.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
http://www.iseyayakkyoku.co.jp/
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09長野 いせや薬局 千曲市稲荷山８３５ http://www.iseyayakkyoku.co.jp/ 抗原定性
 平日：９:00～17:00

土：　９:00～16:00
要予約 026-273-4489

09長野 ウエルシア薬局千曲稲荷山店 千曲市稲荷山治田町１３３２ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
平日：9:30～14:00、15:00～18:30 要予約 026-273-8208

09長野 JAあんずいせや薬局 千曲市雨宮中原３１７ http://www.iseyayakkyoku.co.jp/ 抗原定性
平日：９:00～1６:00

土：９:00～１４:00
要予約 026-273-3108

09長野 お日さま薬局 千曲市小島3128 www.ohisama-nyan.pha.com 抗原定性 日曜・祝日除く9:00～18:00 要予約 026-272-0229

09長野 戸倉いせや薬局 千曲市上徳間古屋敷３４６－４ http://www.iseyayakkyoku.co.jp/ 抗原定性
 平日：９:00～1７:00

土：　９:00～12:30
要予約 026-261-0070

09長野 クスリのアオキ粟佐薬局 千曲市大字粟佐字宮西1258-1 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性 月ー土：８：00～18:00 不要 026-273-8210

09長野 クスリのアオキ戸倉薬局 千曲市大字戸倉1916番地1 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～18:00

土：　9：00～13:00
不要 026-214-2403

09長野 ウエルシア薬局千曲内川店 千曲市大字内川６７７番地１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
月～土：　9:00～19:00 要予約 026-261-5280

09長野 マーシィー稲田薬局 長野市稲田1-39-1 抗原定性
平日：10:00～18:00

土　：10:00～13:00
要予約 026-239-6606

09長野 クスリのアオキ稲里薬局 長野市稲里町中氷鉋2238 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～18:00

土：　9：00～13:00
不要 026-254-6535

09長野 ウエルシア薬局長野川中島店
長野市稲里町中氷鉋９６３番地

１
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

抗原定性・

PCR

平日：10:00～19:00

土：　９:00～19:00
要予約 026-291-0683

09長野 吉田グリーン薬局 長野市吉田４－４－３０ https://nakajima-pharm.co.jp/
抗原定性・

PCR

平日：9:00～18:00

土：　9:00～13:00
要予約 026-462-1121

09長野 吉田南センスビュー薬局 長野市吉田5-23-11-1 https://www.wakabadou.co.jp/ 抗原定性
平日：9:00～18:00

土：　9:00～13:00
要予約 026-241-1888

09長野 長東薬局 長野市栗田2152 抗原定性 月～土９:00～18:00（祝日は除く） 要予約 026-226-5053

09長野 センスビュー薬局 長野市栗田1937 抗原定性 平日：14:00-15:00 要予約 026-267-5230

09長野 カサイ薬局 長野市差出南2-1-36 抗原定性
平日：９:00～18:00

土：９:00～14:30
要予約 026-228-7150

09長野 三輪土屋薬局 長野市三輪5-43-18 www.ainj.co.jp/ 抗原定性
平日：9:00～18：30

土：　9:00-14:00
要予約 026-219-1910

09長野 ウエルシア薬局長野三輪店 長野市三輪６－１６－２７ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
月-土:9:00～20:00 要予約 026-238-6082

09長野 クスリのアオキ三輪東薬局 長野市三輪一丁目8番26号 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9:00～19:00

土：　9:00～13:00
不要 026-217-1765

09長野 クスリのアオキ三輪薬局 長野市三輪九丁目49番36号 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～19:00

土：　9：00～18:00
不要 026-256-6510

09長野 クスリのアオキ篠ノ井薬局 長野市篠ノ井御幣川611 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～18:00

土：　9：00～13:00
不要 026-290-5260

09長野
ウエルシア薬局長野篠ノ井小

森店
長野市篠ノ井小森４７７番地１ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

抗原定性・

PCR
月-土 9:00～13：30,14：30～19：00 要予約 026-299-8253

http://www.iseyayakkyoku.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
http://www.iseyayakkyoku.co.jp/
http://www.iseyayakkyoku.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://nakajima-pharm.co.jp/
https://www.wakabadou.co.jp/
http://www.ainj.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
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09長野 ウエルシア薬局長野若穂店 長野市若穂錦内４４５ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR
月-土9:00～19:00　14:00～15:00 要予約 026-282-7366

09長野 若穂土屋薬局 長野市若穂綿内7530 www.ainj.co.jp/ 抗原定性

平日：9:00-18:00

土：第1・3　9：00～15：30、第2・4・5

9：00～13：00

要予約 026-266-5270

09長野 小島病院 長野市若里五丁目8番6号 http://kojima-hosp.or.jp PCR
月-木：9:00-15:30

祝前日は対応不可
要予約 026-217-3861

09長野 まめじま薬局 長野市松岡２－１２－１０
https://www.kusurinomadoguchi.com/naga

no/s77624
抗原定性

平日９:00～１５:30

土　９:00～１１:30
不要 026-267-0417

09長野 サンマリーン薬局 長野市松岡２丁目39-5
https://www.e-

classa.net/sunmarine/information.html
抗原定性

平日 9:00～18:00

土　 9:00～12:00
不要 026-285-9950

09長野 大塚土屋薬局 長野市青木島町大塚1326-1 www.ainj.co.jp/ 抗原定性 月～土：9：00～18：00 要予約 026-283-2444

09長野 クスリのアオキ大塚薬局
長野市青木島町大塚字北島916番

1
https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性

平日：9：00～18:00

土：　9：00～13:00
不要 026-254-6282

09長野 みくりや土屋薬局 長野市川中島町御厨719-3 www.ainj.co.jp/ 抗原定性 月～土：8：30～18：00 要予約 026-285-1875

09長野 クスリのアオキ三本柳薬局
長野市川中島町四ツ屋字辺屋新

田1040番35
https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性

平日：9：00～18:00

土：　9：00～13:00
不要 026-254-6276

09長野 クスリのアオキ稲葉薬局 長野市大字稲葉字中河原沖896番 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～18:00

土：　9：00～13:00
不要 026-267-0276

09長野 クスリのアオキ高田薬局 長野市大字高田443番地1 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～18:00

土：　9：00～13:00
不要 026-262-1351

09長野 クスリのアオキ若宮薬局
長野市大字西尾張部字若宮北

194-1
https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性

平日：9：00～18:00

土：　9：00～13:00
不要 026-256-8078

09長野 クスリのアオキ石渡薬局 長野市大字石渡字東田59-2 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～19:00

土：　9：00～13:00
不要 026-256-6805

09長野 あづま通りセンスビュー薬局 長野市大字鶴賀142－6 抗原定性
平日：８:30～18:00

土：　８:30～13:00
要予約 026-219-2550

09長野 たんぽぽ薬局 長野市大豆島540-2 抗原定性 平日：要相談（事前にご連絡ください） 要予約 026-213-6615

09長野 クスリのアオキ中御所薬局 長野市中御所三丁目5番18号 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9:00～18:00

土：　9:00～13:00
不要 026-217-7070

09長野
ウエルシア薬局長野若槻大通

り店
長野市徳間１－５－２６ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

抗原定性・

PCR

平日：９:00～14:00、15:00～19:00

土：　９:00～14:00、15:00～19:00
要予約 026-258-6070

09長野 クスリのアオキ南高田薬局 長野市南高田1丁目16-1 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9：00～19:00

土：　9：00～13:00
不要 026-217-2731

09長野 ガーデン薬局 長野市豊野町豊野583-8 https://nakajima-pharm.co.jp/
抗原定性・

PCR

平日：８:45～１８:00

土：　13:00～１６:00

不要

（PCR

は要予

約）

026-217-8600

09長野 中島薬局 長野市豊野町豊野沖597-2 http://nakajima-pharm.co.jp/
抗原定性・

PCR

抗原定性：9:30-18:00(1月1日除く）

PCR：月ー土：9:30-15:00
要予約 026-257-3077

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
http://www.ainj.co.jp/
http://kojima-hosp.or.jp/
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https://www.e-classa.net/sunmarine/information.html
http://www.ainj.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
http://www.ainj.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
https://nakajima-pharm.co.jp/
http://nakajima-pharm.co.jp/


圏域 店舗、事業所等の名称 所　在　地 ホームページURL 検査種類 検査対応日時 予約 電話番号

10北信 まつい薬局 中野市金井893-5 抗原定性 人員に余裕がある日のみ対応 要予約 0269-26-6972

10北信 西町ヤノ薬局 中野市西1-5-62 抗原定性
平日：9:00-17:00

土：　9:00-12:00
要予約 0269-24-1616

10北信 ウエルシア薬局中野駅前店 中野市西条字並柳１２６９ https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
抗原定性・

PCR

抗原検査：平日・土曜日：10:00～1６:00

PCR　月曜日～水曜日：午前のみ
要予約 0269-24-5208

10北信 イオン薬局中野店 中野市大字一本木252－1 抗原定性 年中無休 14:00-16:00 不要 0269-23-3734

10北信 かすみ薬局トマト店 中野市大字岩船419番地1

https://dpc-

net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-

kasumi-tomato/

抗原定性
平日：９:00～17:00（木は15:00まで）

土：　９:00～12:00
要予約 0269-26-0890

10北信 クスリのアオキ西条薬局 中野市大字西条869番地 https://www.kusuri-aoki.co.jp/ 抗原定性
平日：9:00～18:00

土：　9:00～13:00
不要 0269-38-1080

10北信 めぐみ薬局 中野市片塩寺前４１９－６ 抗原定性
平日：12:30～15:00

土　：12:30～14:00
要予約 0269-24-6077

10北信 アイン薬局静間店 飯山市大字静間2091番3 www.ainj.co.jp/ 抗原定性

月・火・水・金・土

　　8:00～18:00

木：8:00～12:00

要予約 0269-67-0702

10北信 田町土屋薬局 飯山市大字飯山田町2938-4 www.ainj.co.jp/ 抗原定性
平日：8:00-17:00

土：　8:00-12:00
要予約 0269-81-1338

10北信 飯山土屋薬局 飯山市飯山新町裏186-1 www.ainj.co.jp/ 抗原定性
平日：8:30～18:00

土：　9:00～13:00
要予約 0269-81-2810

https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://dpc-net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-kasumi-tomato/
https://dpc-net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-kasumi-tomato/
https://dpc-net.ne.jp/storeinfo/nagano/nagano-kasumi-tomato/
https://www.kusuri-aoki.co.jp/
http://www.ainj.co.jp/
http://www.ainj.co.jp/
http://www.ainj.co.jp/

