
ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

ウエルシア薬局水戸けやき台店
水戸市けやき台1-140-

1

029-240-1257  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可

○ ○

たんぽぽ調剤薬局赤塚店
水戸市河和田2-1898-4

0

029-253-5000  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日；土曜日

PCR 月～金9：00～14：30，抗原

検査 月・火・木・金9：00～18：

00，水9：00～17：00，土9：00～

16：00

PCRは土曜日は受付しませ

ん。
○ ○

フローラ薬局河和田店 水戸市河和田町5003-4
029-255-4193  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:10～10:00　14:00～15:00

要予約。事前に070-7655-

4596へ連絡してくださ

い。予約対応　月曜日～

金曜日。土曜・日曜は留

守電もしくはSMSで対応。

○

日本調剤　水戸薬局 水戸市開江町116-11
0293-09-1267  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～18：00 ○ ○

フローラ薬局　本店 水戸市開江町743-5
029-253-4793  

    
日曜日 9:00～16:00

要予約。事前に070-7655-

4596へ連絡してくださ

い。予約対応　月曜日～

金曜日。土曜・日曜は留

守電もしくはSMSで対応。

○

公益財団法人茨城県総合健診協会 水戸市笠原町489-5
029-241-0053  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～17：00

要予約。事前にホームペ

ージをご確認ください。
○

アイピック薬局 水戸市笠原町978-27
029-246-6106  

    
月曜日;火曜日;木曜日;金曜日 10:30～16:00 ○ ○

クスリのアオキ吉沢薬局 水戸市吉沢町195番地3
0293-06-6565  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00~19:00 ○ ○

水戸市

ウエルシア薬局水戸見和店 水戸市見和1-309-2
029-257-6682  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可

アイ水戸薬局 水戸市見和1-369-26
029-291-6040  

    
月曜日;木曜日;金曜日;土曜日

9:00～18:00（土曜日は9:00～13:

30）
土曜日は9:00～13:30 ○

クスリのアオキ水戸見和薬局
水戸市見和三丁目1番

地2

029-297-2527  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

ウエルシア薬局ヨークタウン水戸

店

水戸市元吉田町1030-1

2

0293-04-2233  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可

○ ○

ウエルシア薬局水戸元吉田店
水戸市元吉田町1570番

地の8

0293-09-3240  

    
月～土 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

調剤薬局ツルハドラッグ水戸三の

丸店

水戸市三の丸3丁目12-

21

0293-02-3268  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
09:30～18:30

PCR検査の受付は15 :00ま

で。予約制。
○ ○

さかど薬局 水戸市酒門町1501-4
029-248-1501  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日

9：00～18：00 水曜・土曜は9:00

～ 12:00

要事前予約。PCR検査の受

付は月曜・木曜のみ15 :0

0まで。

○ ○

滝川薬局 水戸市住吉町3-11
029-247-0020  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 10:00～17:00 日・祝は休業 ○

ファーマシー中山城東薬局 水戸市城東1-10-1
0293-00-2177  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～15:00

土曜は9:00～11:00 抗原

検査のみ対応
○ ○

水戸市

ウエルシア薬局水戸新原店 水戸市新原1-17-4 029-257-9128  月～金 10:00～14:00　15:00～17:00 当日の混雑状況により受 ○ ○
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※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

    

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

ウエルシア薬局水戸西原店
水戸市西原1丁目14番5

8号

029-257-1073  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可

○ ○

たんぽぽ調剤薬局水戸店 水戸市青柳町421-1
029-212-7200  

    
月曜日;火曜日;木曜日 12:00～13:00，14:00～15:00 要事前予約。 ○ ○

さくら薬局　赤塚店 水戸市赤塚1-1870-28
029-257-8731  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～17：30 土　9：00～13：00 ○

クスリのアオキ千波薬局
水戸市千波町1167番地

の1

029-291-5337  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00~19:00 ○ ○

一真堂薬局 水戸市千波町1291-8
029-241-5722  

    

月曜日;火曜日;水曜日;金曜日;

土曜日
10：00～11：30，14：00～17：30 抗原検査のみ対応です。 ○

ウエルシア薬局水戸御茶園通り店 水戸市千波町277-6
0293-05-5428  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

水戸市

みどり薬局 水戸市千波町301-7
029-241-6312  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～18:00

木曜日は9:00～12:00 土

曜日は9:00～16:0016:00
○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

ウエルシア薬局水戸千波店
水戸市千波町北葉山17

63-1

0293-05-6398  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可

○ ○

RIZAP水戸店

水戸市泉町1-2-1　ア

ーバンスクエア水戸ビ

ル７F

0120-99-1725  

  

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
10：00～17：00 ○

岩間東華堂薬局 水戸市泉町2-3-6
029-221-3857  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～17:00 ○ ○

岩間東華堂クリニック 水戸市泉町3-1-30
0293-00-7110  

    

月曜日;火曜日;水曜日;金曜日;

土曜日
9:00～11:30､16:00～17:00 ○ ○

イオン薬局水戸内原店 水戸市内原2丁目1番地
029-259-1400  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
11：00～17：00 ○

ウエルシア薬局水戸百合が丘店 水戸市百合が丘町8-3
029-240-1238  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

ウエルシア薬局水戸平須店 水戸市平須町1820-61
029-240-2277  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可

○ ○

水戸市

ウエルシア薬局水戸堀町店 水戸市堀町878-3
0293-09-1058  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合
○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

水戸市 ケンコー薬局 堀町店 水戸市堀町916-6
029-254-2461  

    

月曜日;火曜日;木曜日;金曜日;

土曜日
9:00～18:00 土曜日は9:00～12:00 ○ ○

ねもと薬局なぎさ店 日立市みなと町8番7号 0294-32-7127 火曜日;水曜日;木曜日 9:00～10:00 ○

ウエルシア薬局日立金沢店
日立市金沢町1丁目14

番6号

0294-28-6652  

    
月～土 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

さくら薬局日立店 日立市城南町2-1-6
0294-22-2424  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～18：00 ○

セキネ薬局 日立市千石町2-1-9
0294-33-0745  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
10:00〜18:00 PCR検査は土曜日は不可 ○

クスリのアオキ大みか薬局
日立市大みか町4丁目2

6番15号

0294-33-6061  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

ウエルシア薬局日立田尻2号店
日立市田尻町3丁目26

番13号

0294-44-7817  

    
月～金 9:30～13:30　14:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可

○ ○

日立市

厚生薬局
日立市東多賀町5-10-1

2

0294-33-2222  

    
月～日 10:00～13:00，14:00～19:00

要予約。事前にホームペ

ージ（https://kousei-ph
○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

armacy.net）をご確認く

ださい。

ウエルシア薬局日立南高野店
日立市南高野町2丁目1

5番1号

0294-29-3957  

    
月～金 9:00～13:00　14:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可

○ ○

ウエルシア薬局日立小木津店
日立市日高町1丁目30

番7号

0294-44-8117  

    
月～土

月火木金　9:00～14:00　15:00～

17:00 水　10:00～14:00　15:00

～17:00 土　9:00～12:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可

○ ○日立市

ウエルシア薬局　日立本宮店
日立市本宮町4丁目12

番1号

0294-26-9786  

    
月～土 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可

○ ○

今川薬局土浦店 土浦市おおつ野5-1-25
029-869-6677  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～18：00 ○

クスリのアオキおおつ野薬局
土浦市おおつ野二丁目

1番15号

029-869-7781  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

さくらい薬局土浦永国店 土浦市永国1044-1
029-835-7777  

    
火曜日 14：00～16：30 ○

土浦市

ウエルシア薬局土浦高津店
土浦市下高津3丁目7番

46号

029-825-5028  

    
月～金 9:30～13:30　14:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 土日祝は受付不可。

令和4年2月1日は検査実施

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

なし。

ウエルシア薬局土浦霞ヶ岡店 土浦市霞ｹ岡町22-5
029-835-2884  

    
月～土

月～金　9:00～17:00 土　9:00～

17:00 

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日祝は受付不

可 PCR検査は15:00迄

○ ○

ヤックスドラッグ荒川沖薬局
土浦市荒川沖東2丁目1

8-3

029-896-8063  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00 ○ ○

クスリのアオキ土浦桜ケ丘薬局 土浦市桜ｹ丘町19番1号
029-893-5022  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

スズラン薬局　桜ケ丘店 土浦市桜ｹ丘町28-46
029-822-5614  

    

月曜日;火曜日;水曜日;金曜日;

土曜日
12:30～18:00 ○ ○

公益財団法人茨城県総合健診協会

県南センター
土浦市手野町1-1

029-830-3355  

    
月曜日;火曜日;水曜日;木曜日 9：00～17：00

要予約。事前にホームペ

ージをご確認ください。
○

調剤薬局ツルハドラッグ土浦小松

店
土浦市小松1丁目4-27

029-825-5268  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
09:30～18:30

土日祝日休み。PCR検査の

受付は15 :00まで。予約

制。

○ ○

ウエルシア薬局土浦真鍋店
土浦市真鍋三丁目5番2

5号

029-835-6181  

    
月～土

月～金　9:00～17:00 土　9:00～

14:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

ウエルシア薬局土浦神立店
土浦市神立中央三丁目

2番27号

029-834-7030  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 日祝は受付不可

○ ○

クスリのアオキ千束薬局 土浦市千束町4番27号
029-846-1556  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

土浦市

ぷらす調剤薬局 土浦市大岩田1768-1
029-821-3670  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
9:00～17:00

土曜は9:00～16:00、日曜

は9:00～12:00（休日の場

合有）PCR検査の受付は15

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

:00まで。日祝は抗原検査

のみ実施。

ウエルシア薬局土浦さん・あぴお

店
土浦市大畑1611

029-829-3128  

    
月～金 10:00～13:30　14:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可。令和4年2月1日は検

査実施なし。

○ ○

RIZAP土浦店
土浦市大和町9-3　ウ

ララ３２F 

0120-99-1725  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
10：00～17：00 ○

スカイ薬局 土浦市中高津1-15-49
029-825-3011  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00

土曜は9:00～12:00，日曜

祝日は休み、PCR検査の受

付は15 :00まで。金曜土

曜は抗原検査のみ実施。

○ ○

ウエルシア薬局土浦中高津店
土浦市中高津1丁目390

-4

029-825-2203  

    
月～金 9:00～13:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は13:

00迄 土日祝は受付不可。

令和4年2月1日は検査実施

なし。

○ ○

たなか薬局
土浦市田中3丁目1762-

2

029-896-3347  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 9:00〜16:00 ○ ○

ウエルシア薬局土浦新田中店
土浦市田中二丁目10番

35号

029-825-7438  

    
月～土

月～金　9:30～17:00 土　9:30～

14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 日祝は受付不可

○ ○

土浦市

ウエルシア薬局土浦東都和店 土浦市東都和6-1
029-825-1733  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 土日祝は受付不可

○ ○

古河市 クスリのアオキ下山町薬局 古河市下山町17番33号
0280-23-1924  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～18:00 ○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

ウエルシア茨城総和薬局 古河市下大野2008
0280-91-1380  

    
月～土　 9:00～12:30　14:30～18:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR当日郵送

は16:00迄。 日・祝はや

っておりません。令和4年

2月1日は検査実施なし。

○ ○

ウエルシア薬局古河総和店 古河市下辺見2715
0280-30-1825  

    
月～土

月～金　9:30～17:00 土　      

 9:30～12:00             14:00

～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は月

～金9:30～15:00。 日・

祝はやっておりません。

○ ○

うさぎ薬局
古河市古河市雷電町10

-23

0280-31-6838  

    

月曜日;火曜日;水曜日;金曜日;

土曜日
12:00～15:00 ○

ウエルシア薬局古河鴻巣店 古河市鴻巣956-1
0280-47-0488  

    
月～土 月～土　9:00～18:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCRは15:00ま

では当日発送、15:00以降

は翌日発送になります。 

日・祝はやっておりませ

ん。

○ ○

クスリのアオキ坂間薬局 古河市坂間226番地1
0280-23-2020  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～18:00 ○ ○

ウエルシア薬局古河三杉店 古河市三杉町2-4-5
0280-30-8818  

    
月～金 9:30～13:00　15:00～17:30

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土・日・祝は

やっておりません。令和4

年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

古河市

ウエルシア薬局古河三和店 古河市諸川1114-3
0280-75-0600  

    
月～金 9:30～13:00　14:30～18:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土・日・祝は

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

やっておりません。令和4

年2月1日は検査実施な

し。

ウエルシア薬局古河諸川店 古河市諸川1166
0280-75-0650  

    
月～金 10:00～13:00   15:00～18:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土・日・祝は

やっておりません。

○ ○

ウエルシア薬局古河三和東店
古河市諸川字井耕地25

9-7

0280-75-1138  

    
月～金 10:00～12:00　14:00～17:30

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土・日・祝は

やっておりません。令和4

年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

そらまめ薬局 古河市女沼658-3
0280-92-8660  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
7：00～9：00 7：00～9：00 ○ ○

つるみ脳神経病院 古河市上片田813番地
0280-77-2222  

    
月～土

月～金10：00～13：00，土12：00

～14：00
○

アイン薬局　仁連店 古河市仁連1057-5
0280-33-7460  

    

月曜日;水曜日;木曜日;金曜日;

日曜日

月・水・木・金：９：００～１８

：００　日：９：００～１３：０

０

日：９：００～１３：０

０
○ ○

ウエルシア薬局古河東牛谷店
古河市東牛谷1484番地

1

0280-30-1121  

    
月～土 10:00～13:30　15:00～18:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は10:

00～13:30　15:00～16:00

 日・祝はやっておりませ

ん。

○ ○

クスリのアオキ東牛谷薬局 古河市東牛谷478番地
0280-23-6200  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

古河市

さくら薬局　古河店 古河市東牛谷520-4
0280-98-5981  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日

月～金9:00～18:00，土9:00～14:

00

事前に電話にて予約をお

願いいたします。当日の

混雑状況によりお受けで

○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

きない場合がございま

す。

木ノ下薬局 古河市東牛谷630-1
0280-97-2166  

    
月曜日;火曜日;木曜日;金曜日 15：00～17：30 ○ ○

古河市

ウエルシア薬局ＶＡＬ古河店
古河市本町1-1-15 VAL

古河駅ﾋﾞﾙ内

0280-30-3268  

    
月～土 10:00～17:30

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR当日郵送

は15:30迄。 日・祝はや

っておりません。令和4年

2月1日は検査実施なし。

○ ○

かのこ薬局 石岡市鹿の子2-9-2
0299-35-4040  

    
水曜日 13：00～16：00 ○

クスリのアオキ石岡若宮薬局
石岡市若宮一丁目6番2

6号

0299-56-7216  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

ウエルシア薬局石岡杉並店 石岡市石岡2280-2
0299-35-3771  

    
月～金 10:00～13:30　14:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可

○ ○
石岡市

ウエルシア薬局石岡東光台店 石岡市東光台4-11-22
0299-28-5075  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可。令和4年2月1日は検

査実施なし。

○ ○

ウエルシア薬局結城下り松店 結城市下り松4-1-4
0296-34-1894  

    
月～土 10:00～13:00   14:30～18:30

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日・祝はやっ

ておりません。

○ ○

結城市

ひまわり調剤薬局 結城市結城10742-15
0296-33-6905  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
9：00～18：00

土曜、日曜、祝日 は 9:0

0～ 17:00。PCR検査の受

付は 15 :00まで。日祝は

抗原検査 のみ実施。

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

ウエルシア薬局結城新福寺店 結城市新福寺2-21-6
0296-21-2131  

    
月～土 9:00～18:15

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日・祝はやっ

ておりません。令和4年2

月1日は検査実施なし。

○ ○

結城市

ウエルシア薬局結城富士見店
結城市大字結城10609

番地1

0296-34-6518  

    
月～土

月～金　9:00～19:30 土　      

 9:00～18:30

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日・祝はやっ

ておりません。

○ ○

ウエルシア薬局龍ケ崎佐貫店 龍ケ崎市佐貫町1-1
0297-61-5017  

    
月～土  9:30～13:30　 14:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は月

～金9:30～13:30、14:30

～15:30 日祝は受付不可 

○ ○

クスリのアオキ寺後薬局
龍ケ崎市寺後3493番地

1

0297-86-8010  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

くりの木薬局
龍ケ崎市若柴町2500-2

8

0297-85-3011  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
月･水･木･土9:00～18:00 火･金9:00～13:00 ○

ウエルシア薬局龍ケ崎長山店 龍ケ崎市長山3丁目2-1
0297-60-8268  

    
月～土 10:00～13:00   15:00～16:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日祝は受付不

可。令和4年2月1日は検査

実施なし。

○ ○

ドリーム調剤薬局 龍ケ崎市馴柴町635-2
090-1039-8464 

   
水曜日 9:00～11:30

毎週水曜日のみ受付。他

の曜日は要相談。
○

ウエルシア薬局龍ケ崎馴馬店
龍ケ崎市馴馬2957番地

1

0297-61-1263  

    
月～金 9:30～13:30  14:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可

○ ○

龍ケ崎市

むぎのほ薬局竜ケ崎南店 龍ケ崎市北方町2067-3
0297-85-4088  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 月～金曜日・13:00～16:00　 ○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

龍ケ崎市 ウエルシア薬局龍ケ崎緑町店 龍ケ崎市緑町89番地
0297-61-0436  

    
月～金 10:00～13:00　 15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は10:

00～13:00、15:00～16:00

 土日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

ウエルシア薬局下妻古沢店 下妻市古沢563
0296-30-1626  

    
月～土

月～金　 10:00～13:00         

     15:00～18:00 土　        

9:30～13:00              14:00

～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日・祝はやっ

ておりません。令和4年2

月1日は検査実施なし。

○ ○

ウエルシア薬局下妻新千代川店 下妻市田下593
0296-30-7018  

    
月～金 9:30～12:00　14:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土・日・祝は

やっておりません。

○ ○

あけぼの薬局　千代川店 下妻市別府295-8
0296-45-0102  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～12：00 ○

下妻市

サンフラワー薬局千代川店 下妻市本宗道21
0296-49-8200  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00

水・土曜日は9：00～12：

30
○ ○

あけぼの薬局
常総市古間木新田811-

2

0297-42-3301  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 14：00～16：00 ○ ○

ウエルシア薬局常総向石下店 常総市向石下857-2
0297-30-8258  

    
月～土 9:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00まで 日祝は受付不可。

令和4年2月1日は検査実施

なし。

○ ○
常総市

新石下薬局 常総市新石下3894-3
0297-21-2671  

    

月曜日;火曜日;木曜日;金曜日;

土曜日
9：00～18：00

土曜は9:00～12:00，水曜

・日曜祝日は休み，PCR検

査の受付は月曜・木曜の

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

み15 :00まで

ウエルシア薬局常総石下店 常総市新石下3930-1
0297-42-4138  

    
月～日 9:00~17:00 

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15;

00まで 祝日は受付不可

○ ○

ウエルシア薬局常総北水海道店
常総市水海道森下町41

41番地1

0297-30-6501  

    
月～金 9:00~12:30　14:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15

：００迄 日祝は受付不

可。令和4年2月1日は検査

実施なし。

○ ○

常総市

さくら薬局　水海道森下店
常総市水海道森下町44

29

0297-22-1970  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～18：00 ○

久米薬局
常陸太田市久米町173-

1

0294-76-0761  

    
水曜日;木曜日 12:00～15:00 ○ ○

ウエルシア薬局常陸太田中城店
常陸太田市中城町2992

番地の1

0294-80-7350  

    
月～金 10:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

調剤薬局ツルハドラッグ常陸太田

店

常陸太田市木崎二町17

27-1

0294-80-5268  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
09:30～18:30

PCR検査の受付は15 :00ま

で。予約制。
○ ○

常陸太田

市

ウエルシア薬局常陸太田木崎店
常陸太田市木崎二町18

06番地の1

0294-80-7022  

    
月～金 9:00～13:00　14:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

高萩市 ウエルシア薬局高萩安良川店 高萩市安良川214-1
0293-20-4138  

    
月～土

月～金　9:00~17:00 土　9:00～1

2:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

松本薬研堂薬局
北茨城市磯原町磯原1-

212

0293-43-0435  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00 ○

ウエルシア薬局北茨城磯原店
北茨城市磯原町磯原3-

20

0293-30-0818  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

調剤薬局ツルハドラッグ北茨城大

津店

北茨城市大津町北町4

丁目5-15-1

0293-30-2268  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
09:30～18:30

PCR検査の受付は15 :00ま

で。予約制。
○ ○

ウエルシア薬局北茨城中郷店
北茨城市中郷町上桜井

1586番地

0293-30-6068  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可

○ ○

北茨城市

調剤薬局ツルハドラッグ北茨城店
北茨城市中郷町上桜井

字細谷2830番地

0293-30-6008  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～19:00 土曜日は09:00～14:00 ○

笠間市 ウエルシア薬局友部旭町店 笠間市旭町488番地1
0296-70-9078  

    
月～土 10:00～12:30   14:30～18:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日・祝はやっ

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

ておりません。

ウエルシア薬局笠間東店
笠間市笠間字稲荷町99

-7

0296-70-0118  

    
月～日

月～土　 9:00～12:30          

    14:30～17:30 日　  　   9:

00～13:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります ※毎月最終日

曜日は定休日 祝日はやっ

ておりません。令和4年2

月1日は検査実施なし。

○ ○

フローラ薬局　友部店 笠間市鯉淵6679-12
0296-70-5593  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
13:00～15:00

要予約。事前に070-7655-

4596へ連絡してくださ

い。予約対応　月曜日～

金曜日。土曜・日曜は留

守電もしくはSMSで対応。

○ ○

ウエルシア薬局笠間南店 笠間市石井2104
0296-70-0086  

    
月～金 10:00～13:00  15:00～18:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土・日・祝は

やっておりません。

○ ○

ウエルシア薬局新友部店
笠間市東平3丁目1番7

号

0296-70-9568  

    
月～金 9:30～12:30  14:30～17:30

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土・日・祝は

やっておりません。令和4

年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

笠間市

やくも薬局 笠間市八雲2-5-15
0296-71-5800  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 9:00～18:00 木曜日：9：00～15：00 ○ ○

ウエルシア薬局取手ゆめみ野店
取手市ゆめみ野3丁目8

番地2

0297-70-7005  

    
月～金 9:30~13:30　15:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は13:

30迄 土日祝は受付不可

○ ○

取手市

ウエルシア薬局取手新戸頭店
取手市戸頭9丁目21番2

3号

0297-71-8638  

    
月～土 9:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

00まで 日祝は受付不可

ウエルシア薬局取手戸頭2号店
取手市戸頭一丁目9番1

8号

0297-71-8015  

    
月～金 9:00～13:00　14:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 土日祝は受付不可。

令和4年2月1日は検査実施

なし。

○ ○

ウエルシア薬局取手新町店
取手市新町3丁目9番41

号

0297-77-7718  

    
月～土 9:30~16:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

取手市

ひかり薬局取手店 取手市東2-6-40
0297-85-6688  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
14:00～15:00 木曜日は13:00～16:00 ○

うぐいす薬局
牛久市ひたち野東2-20

-9

029-869-9480  

    
土曜日 14：00～16：00

要電話予約（予約は9時よ

り受付開始）
○

むぎのほ薬局ひたち野店
牛久市ひたち野東4-7-

13
029-886-3699 木曜日 14：00～17：00

PCRは14：00～15：00、い

ずれの検査も要電話予約

（木曜日9：00～9：30）

○ ○

ウエルシア薬局牛久刈谷店
牛久市牛久町3318番地

1

029-878-2622  

    
月～金 10:00～13:00  15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は10:

00～13:00 土日祝は受付

不可

○ ○

ウエルシア薬局牛久上柏田店 牛久市上柏田2-33-6
029-830-7030  

    
月～金  9:30～12:00  14:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は9:3

0～12:00 土日祝は受付不

可

○ ○

牛久市

ウエルシア薬局牛久神谷店 牛久市神谷5-1-1 029-830-7228  月～土 10:00～14:00  15:00～17:00  当日の混雑状況により受 ○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

    

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は月

～金10:00～14:00、土10:

00～11:00 日祝は受付不

可。令和4年2月1日は検査

実施なし。

まりも薬局
牛久市中央5-12-18-10

2

029-870-3717  

    
月曜日;水曜日;金曜日;土曜日 15:00～15:30 土曜日は13:00～13:30 ○

牛久市

ウエルシア薬局牛久猪子店 牛久市猪子町995-18
029-878-4688  

    
月～金 10:00～1200、15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可。令和4年2月1日は検

査実施なし。

○ ○

ハート薬局
つくば市つくば市面野

井１００４－４

029-893-3388  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
10：00～13：00 ○

ウエルシア薬局つくばみどりの店
つくば市みどりの1-32

-1

029-839-5862  

    
月～日 9:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00 祝日は受付不可 。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

クスリのアオキつくばみどりの薬

局

つくば市みどりの2丁

目19番地8

029-893-6105  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

イオン薬局つくば店
つくば市稲岡66-1 ｲｵﾝ

つくば店1F

029-839-1200  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
11:00～17:00 ○

つくば市

ウエルシア薬局つくば研究学園北

店
つくば市学園の森2-33

029-848-5652  

    
月～土 9:00~13:30    15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は13:

30迄 日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

ウエルシア薬局つくば研究学園店 つくば市苅間1628番地
029-848-5028  

    
月～日  10:00~13:00　 14:30~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00まで 祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

かりま薬局
つくば市苅間字篠前16

20-8

029-879-9118  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 9：00〜16：00 ○ ○

おにがくぼ薬局 つくば市鬼ｹ窪1108-2
029-848-0221  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 9：00〜16：00 ○ ○

ウエルシア薬局つくば吉沼店
つくば市吉沼1209番地

4

029-865-4005  

    
月～土 9:30~13:30　15:00~15:30

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は13:

30迄 日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

よしぬま薬局 つくば市吉沼2387-1
029-877-2700  

    
火曜日;木曜日 13:00～15:00 ○ ○

シエル薬局つくば研究学園店
つくば市研究学園2-2-

2

029-869-9570  

    
月曜日;火曜日;水曜日;木曜日 9:00～16:00 ○ ○

かつらぎ薬局
つくば市研究学園5-5-

15

029-860-2030  

    

月曜日;火曜日;水曜日;金曜日;

土曜日
13:00～14:00 ○

RIZAPつくば店
つくば市吾妻1-5-3　t

onarieMOG  4F

0120-99-1725  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
10：00～17：00 ○

ウエルシア薬局つくば学園吾妻店 つくば市吾妻3-14-1
029-848-5056  

    
月～金 10:00~13:30　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は14:

00迄 土日祝受付不可

○ ○

寺田薬局健康館 つくば市高見原4-5-2
029-873-4433  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 9：00～14：00 ○ ○

つくば市

ウエルシア薬局つくば桜店 つくば市桜一丁目14-1 029-863-5017  月～土 9:00~17:00 当日の混雑状況により受 ○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

    

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15

：００迄 日祝は受付不可

今川薬局つくば手代木店 つくば市手代木1927-8
029-893-5711  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～18:00

木曜日は9:00～17:00､土

曜日は9:00～13:00
○

かすが薬局 つくば市春日2-35-2
029-863-3588  

    
月曜日;火曜日;水曜日;木曜日 9：00～11：00 ○ ○

ウエルシア薬局つくば春日店 つくば市春日3-11-7
029-854-0968  

    
月～土  9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00まで 金曜日は抗原検査

のみ 日祝は受付不可

○ ○

ウエルシア薬局つくば春日3丁目

店

つくば市春日3丁目1番

地9

029-850-3026  

    
月～土 9:00~12:30　　14:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15

：００迄 日祝は受付不

可。令和4年2月1日は検査

実施なし。

○ ○

さくら薬局つくば松野木店 つくば市松野木152-15
029-879-8581  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日

月、火、木、金（7：30～18：0

0）
水、土（7：30～13：00） ○

あおやま薬局 つくば市沼田283-4
029-866-0379  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～14：00 ○

薬局くすりの福太郎筑波学園店 つくば市上横場2467-3
029-839-5031  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～18：00 ○

ウエルシア薬局つくば谷田部店 つくば市台町2-3-10
029-839-0868  

    
月～土 9:30~13:00　15:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は13:

00迄 日祝は受付不可

○ ○

つくば市

ウエルシア薬局つくば大曽根店
つくば市大曽根字吾妻

3653-1

029-877-0318  

    
月～土 9:00~16:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

00迄 金曜日は抗原検査の

み実施 日祝は受付不可

ウエルシア薬局つくば大穂店
つくば市筑穂1丁目12

番地5

029-877-0478  

    
月～土 10:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00まで 日祝受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

今川薬局つくば桐の葉モール店 つくば市天久保2-1-18
029-875-9270  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00

土日祝は偶数日9:00～18:

00
○

ウエルシア薬局つくば万博記念公

園店

つくば市島名福田坪土

地区画整理地B48街区

029-848-2668  

    
月～土 9:30~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15

：００迄 日祝は受付不

可。令和4年2月1日は検査

実施なし。

○ ○

ウエルシア薬局学園中央店 つくば市東新井25-2
029-849-3718  

    
月～土 9:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00まで 金曜日は抗原検査

のみ 日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

つくばグリーン薬局 つくば市東新井5-2
029-851-3531  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
13：00～15：00 祝日は休み ○

ウエルシア薬局つくば東店 つくば市東二丁目9番1
029-863-2358  

    
月～金 9:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00まで 日祝は受付不可

○ ○

つくば市

ウエルシア薬局つくば学園二の宮

店

つくば市二の宮三丁目

15番地10

029-850-3028  

    
月～土  9:00~13:00  14:00～17:00 

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合
○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

があります PCR検査は15

：００まで 日祝は受付不

可。令和4年2月1日は検査

実施なし。

梅園薬局 つくば市梅園2-20-35
029-893-6715  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

土曜日
9:00～18:30 推奨時間帯 12:00～15:00 ○

ウエルシア薬局つくば学園並木店
つくば市並木3丁目15

番地1

029-850-3288  

    
月～日 9:00~12:30  14:00~16:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15

：００迄 祝は受付不可 

○ ○

ウエルシア薬局BLANDEつくば並木

店

つくば市並木4-3-2BLA

NDEつくば並木内
0298-50-3228 月～金 10:00-13:30　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可 PCR検査は13:30迄

○ ○

ウエルシア薬局つくば豊里店
つくば市豊里の杜2丁

目1-1

029-848-2188  

    
月～土 月~金　9:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00まで 日祝受付不可

○ ○

つくば市

ウエルシア薬局つくば北条店
つくば市北条亀井5209

-5

029-850-7638  

    
月～土 9:30~13:30　15:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は13:

30まで 土曜日はPCR受付

不可 日祝受付不可

○ ○

ひたちな

か市
ウエルシア薬局ひたちなか外野店

ひたちなか市外野2-12

-4

029-202-5032  

    
月～金 10:00-14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

ウエルシア薬局ひたちなか佐和店
ひたちなか市高場1丁

目22-12

029-270-3458  

    
月～土 10:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可

○ ○

春日薬局
ひたちなか市春日町12

-4

029-273-6850  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～15:00

木曜日､土曜日は9:00～12

:00
○

ウエルシア薬局ひたちなか松戸町

店

ひたちなか市松戸町三

丁目1番30号

0293-54-0128  

    
月～土 10:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可

○ ○

ウエルシア薬局ひたちなか市毛店
ひたちなか市大字市毛

822-5

029-202-5081  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可

○ ○

ウエルシア薬局ひたちなか大平店
ひたちなか市大平3丁

目11番20号

029-202-5028  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

ひたちな

か市

アイ薬局
ひたちなか市中根4807

-2

029-212-6737  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
10：00～16：00

要電話予約。PCR検査は月

～金10：00～13：00　土

日10：00～15：30のみ受

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

付。

ウエルシア薬局ひたちなか田中後

店

ひたちなか市田中後7

番地2

029-264-3870  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可

○ ○

ウエルシア薬局ひたちなか田彦店
ひたちなか市田彦1003

-5

0293-53-5258  

    
月～土 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可

○ ○

ウエルシア薬局ひたちなか六ツ野

店

ひたちなか市東石川33

79番地15

029-271-4522  

    
月～金 9:30～13:30　14:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

それいゆ薬局
ひたちなか市東大島3-

7-16

029-212-7445  

    
木曜日;金曜日 14:00～17:00 要予約 ○ ○

ウエルシア薬局ひたちなか堂端店
ひたちなか市堂端二丁

目1番地4

029-202-5200  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可

○ ○

ひたちな

か市

ウエルシア薬局ひたちなか馬渡向

野店

ひたちなか市馬渡向野

2911-18

0293-53-5088  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合
○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

ひたちな

か市
おりーぶ薬局

ひたちなか市堀口616-

1
029-271-9799

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
10:00～17:00

木･土曜日は10:00～16:3

0。要予約。検査希望日の

3日前から予約可能。電話

予約受付13:00～14:00

（祝日を除く月～水・

金）

○ ○

ウエルシア薬局鹿嶋平井店
鹿嶋市旭ｹ丘2丁目8番

地1

0299-85-2351  

    
月～金 10:00～13:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可。令和4年2月1日は検

査実施なし。

○ ○

ウエルシア薬局鹿嶋プラザ店
鹿嶋市宮中字東山289-

1

0299-90-7738  

    
月～金 　9:00～14:00  15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は9:0

0～13:00 土日祝は受付不

可

○ ○

ヤックスドラッグ鹿嶋薬局 鹿嶋市厨3-10-1
0299-85-1562  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00 ○ ○

ウエルシア薬局鹿嶋宮津台店
鹿嶋市大字宮津台151

番地52

0299-90-7028  

    
月～金 10:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可。令和4年2月1日は検

査実施なし。

○ ○

鹿嶋市

ウエルシア薬局鹿嶋大野店 鹿嶋市大字和789番地2
0299-90-9501  

    
月～金 9:30～19:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合
○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

がありますPCR受付は9:30

～15:00 土日祝は受付不

可。令和4年2月1日は検査

実施なし。

大船津薬局 鹿嶋市大船津3188-2
0299-83-1713  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
13:00～15:00 ○ ○

鹿嶋市

ウエルシア薬局鹿嶋緑ヶ丘店
鹿嶋市緑ヶ丘4丁目6番

地7

0299-85-0331  

    
月～金 月～金　10:00～17:00 

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可

○ ○

ウエルシア薬局潮来新宮南店
潮来市新宮南1437番地

1

0299-67-1022  

    
月～金 10:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可

○ ○

ウエルシア薬局潮来須賀南店 潮来市須賀南289番地
0299-80-1031  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～18:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可。令和4年2月1日は検

査実施なし。

○ ○

ヤックスドラッグ潮来薬局 潮来市潮来1152
0299-63-4150  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00 ○ ○

潮来市

松崎薬局 潮来市潮来295-1
0299-63-1001  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
10：00～12：00 ○ ○

ウエルシア薬局守谷ひがし野店 守谷市ひがし野2-2-5
0297-21-1562  

    
毎日 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄。令和4年2月1日は検

査実施なし。

○ ○

守谷市

ウエルシア薬局守谷松並店
守谷市ひがし野四丁目

1番地9

0297-21-0321  

    
月～土 9:00~12:30    14:00~18:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

：００迄 日祝は受付不可

ひかり薬局南守谷店 守谷市乙子44-1
0297-38-4774  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 15:00～16:00 ○

くすりの健康堂薬局 守谷市中央3-11-1
0297-48-7220  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～18：00

水曜日は9：00～13：00、

土曜日は9：00～15：00
○守谷市

ひかり薬局守谷ゆりがおか店
守谷市百合丘3-2789-2

5

0297-44-7401  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～13:00　14:00～18:00

木曜日は9:00～16:30　土

曜日は9:00～13:00
○

おせ薬局 常陸大宮市上小瀬1425
0295-54-3230  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～15：00 ○ ○

志村大宮病院 常陸大宮市上町313
0295-53-1111  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
10：00～12：00 ○ ○

ウエルシア薬局常陸大宮石沢南店 常陸大宮市石沢1685他
0295-53-8185  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

ウエルシア薬局常陸大宮石沢店 常陸大宮市石沢1844-4
0295-52-8022  

    
月～金 9:00～13:00　14:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可

○ ○

常陸大宮

市

なかとみ薬局
常陸大宮市中富町1004

-1

0295-55-8770  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～18:00

月～水・金10:00～11:3

0，14:30～16:30　木10:0

0～11:30　土10:00～11:3

0（土は抗原検査のみ）

○ ○

那珂市 ウエルシア薬局那珂瓜連店 那珂市瓜連748-3 
029-296-9228  

    
月～土

月～金　10:00～17:00 土　　　1

0:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合
○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

那珂中央薬局 那珂市菅谷5497-1
0293-52-1123  

    

月曜日;火曜日;水曜日;金曜日;

土曜日
9:00～18:00 ○

よしの薬局 那珂市西木倉166-1 029-295-6695
月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
10：00～13：00 ○

那珂キッズクリニック小児科 那珂市竹ﾉ内3-2-2
029-212-5630  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
9:00～19:00

木曜日と日曜日は9:00～1

2:00　土曜は9:00～17:00

　土曜日と日曜日は第1・

第3・第5土日曜日のみ

○

ウエルシア薬局那珂竹ノ内店
那珂市竹ﾉ内三丁目7番

地3

029-270-8258  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

那珂市

そよかぜ薬局
那珂市那珂市菅谷3307

芳野屋ﾃﾅﾝﾄB

029-295-5118  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：30～18：00

PCR月～木は16時まで，金

は14時まで。土曜は抗原

検査のみ受付。

○ ○

ウエルシア薬局下館南店 筑西市乙916
0296-21-1750  

    
月～土

月～金　10:00～18:00 土　     

  10:00～13:30    15:00～18:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日・祝はやっ

ておりません。令和4年2

月1日は検査実施なし。

○ ○
筑西市

公益財団法人茨城県総合健診協会 筑西市関本分中37-1 0296-20-3480  月曜日;火曜日;水曜日;木曜日 9：00～17：00 要予約。事前にホームペ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

県西センター     ージをご確認ください。

やまぐち薬局関城店 筑西市舟生 1059
0296-37-8011  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00 土曜日は、9：00～13：00 ○ ○

ウエルシア薬局筑西協和店 筑西市新治1996-26
0296-21-7558  

    
月～土

月・火・木・金・土　9:00～17:0

0 水　       9:00～12:30  14:0

0～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日・祝はやっ

ておりません。

○ ○

ウエルシア薬局下館二木成店 筑西市二木成943
0296-24-8178  

    
毎日

月～金　9:00～20:00 土　      

 9:00～19:00 日・祝    9:00～1

3:00　 14:00～18:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります

○ ○

筑西市

やまぐち薬局野殿店 筑西市野殿 1457
0296-25-3182  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00 土曜日は、9：00～13：00 ○ ○

ウエルシア薬局坂東岩井本町店 坂東市岩井2746番地
0297-36-7906  

    
月～金 9:30~13:00　14:30~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15

：００迄 土日祝は受付不

可

○ ○

いしつか薬局 坂東市岩井3292-18
0297-36-0515  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 9:30～12:30、14:30～17:30 ○

つむぎ薬局 坂東市沓掛2525-7
0297-44-0269  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:30～17:30

木曜日は9:00～14:30､土

曜日は9:30～12:00
○ ○

マスダ調剤薬局 坂東市辺田1423-1
0297-35-9665  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～14:00 ○ ○

坂東市

アイセイ薬局坂東店
坂東市矢作天王前1680

-2

0297-30-2626  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～18:00

火曜日、木曜日は9:00～1

7:00、土曜日は9:00～13:

00

○

ヤックスドラッグ新利根薬局 稲敷市角崎1672
0297-63-3552  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～18：00 ○ ○

稲敷市

ウエルシア薬局稲敷釜井店 稲敷市釜井435-1
0299-79-8001  

    
月～金 10:00～14:00   15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は10:

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

00～14:00、15:00～16:00

 土日祝は受付不可

ヤックスドラッグ千代田薬局
かすみがうら市稲吉2-

2613-158

029-846-1081  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～18：00 ○ ○

かすみが

うら市 ウエルシア薬局かすみがうら大和

田店

かすみがうら市大和田

592番地45

029-833-5328  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は14:

00迄 土日祝は受付不可

○ ○

ウエルシア薬局岩瀬御領店 桜川市御領1丁目23
0296-75-8060  

    
月～土

月～金　 9:00～12:30          

    14:30～18:00 土　        9

:00～12:30              14:30

～15:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日・祝はやっ

ておりません。

○ ○

ウエルシア薬局真壁飯塚店 桜川市真壁町飯塚998
0296-23-8628  

    
月～土 9:00～17:30

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日・祝はやっ

ておりません。令和4年2

月1日は検査実施なし。

○ ○

ウエルシア薬局岩瀬富士見台店 桜川市富士見台1-20
0296-70-8028  

    
毎日 9:00～13:00   15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります。令和4年2月1

日は検査実施なし。

○ ○

桜川市

ホーム薬局フジイ 桜川市明日香1-54
0296-75-1541  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
10:00～19:00 ○ ○

田辺薬局知手中央店
神栖市砂山知手1014-3

5

0479-40-0151  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～18：00 ○ ○

ウエルシア薬局神栖若松店
神栖市若松中央2丁目1

0番

0479-40-1618  

    
月～金 10:00～14:00  15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 土日祝は受付

不可

○ ○神栖市

ウエルシア薬局神栖中央店 神栖市神栖1-5-6
0299-93-5083  

    
月～土　祝 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合
○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

があります PCR受付は月

～木9:00～16:00、土祝9:

00～14:00  日曜日は受付

不可。令和4年2月1日は検

査実施なし。

ひかり薬局神栖店 神栖市息栖3031-35
0299-94-3456  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
14:00～17:00 木曜日は15:00～17:00 ○

ウエルシア薬局神栖大野原店
神栖市大野原3丁目9番

36

0299-95-5680  

    
月～金 10:00～14:00  15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は10:

00～14:00、15:00～16:00

 土日祝は受付不可

○ ○

ウエルシア薬局神栖知手中央店 神栖市知手中央6-6-19
0299-95-0157  

    
毎日

月～金　9:00～17:00 土　　　9:

00～17:00 日・祝    9:00～13:0

0                14:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は　

月～金9:00～15:30　土9:

00～12:00。令和4年2月1

日は検査実施なし。

○ ○

中央薬局　知手店
神栖市知手中央7-3405

-253

0299-90-5633  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～18：00 ○ ○

中央薬局
神栖市土合本町1丁目9

082番地5

0479-40-5370  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9：00～17：00 ○ ○

ウエルシア薬局神栖土合本町店
神栖市土合本町四丁目

9809番地451

0479-48-5631  

    
月～金 10:00～13:00  15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は月

～木10:00～13:00 土日祝

は受付不可。令和4年2月1

日は検査実施なし。

○ ○

神栖市

ウエルシア薬局神栖波崎店 神栖市波崎8519番地
0479-44-8580  

    
月～土

月～金　9:00～17:00 土　　　9:

00～13:00                14:00

～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日祝は受付不

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

可

ウエルシア薬局神栖平泉店 神栖市平泉1-4
0299-90-0868  

    
月～土

月～金　9:00～17:00 土　　　9:

00～14:00               15:00

～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日祝は受付不

可

○ ○

クスリのアオキ平泉薬局 神栖市平泉2番地171
0299-77-8575  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

神栖さくら薬局
神栖市平泉字関下1-12

7

0299-95-6172  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
8:30-18:00 ○ ○

田辺薬局鹿島神栖店 神栖市平泉東1-64-204
0299-90-1527  

    

月曜日;火曜日;水曜日;金曜日;

土曜日
9：00～17：00 ○ ○

ウエルシア薬局神栖堀割店 神栖市堀割3丁目4-3
0299-90-1368  

    
月～金 10:00～14:00  15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は10:

00～13:00 土日祝は受付

不可。令和4年2月1日は検

査実施なし。

○ ○

Ｙ・Ａ薬局 神栖市矢田部7801-30
0479-48-4029  

    
月曜日;火曜日;水曜日;木曜日 9：00～18：00 ○ ○

神栖市

ウエルシア薬局神栖矢田部店 神栖市矢田部7803-51
0479-40-5615  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は月

～金10:00～15:00 日祝は

受付不可。令和4年2月1日

は検査実施なし。

○ ○

行方市 ウエルシア薬局行方玉造店 行方市玉造甲659-2
0299-36-2250  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日祝は受付不

可 PCR：平日16時以降と

土曜日の受付は、翌営業

日での発送となり、結果

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

が出るまでにお時間を頂

きます。和4年2月1日は検

査実施なし。

さくら薬局　行方麻生店 行方市市麻生1164-4
0299-72-0385  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
月～水、金（8：30～19：30）

木（9：00～17：00） 土

（8：30～12：30）
○

行方市

ウエルシア薬局行方麻生店 行方市麻生3289-46
0299-80-6058  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日祝は受付不

可 PCRの受付時間は15時

までです。

○ ○

ヤックスドラッグ鉾田薬局 鉾田市汲上1160-1
0291-32-9012  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
10：00～19：00 ○ ○

ウエルシア薬局鉾田中根店 鉾田市鉾田1259番地3
0291-34-2328  

    
月～土

月火木金　10:00～17:00 水土　1

0:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日祝は受付不

可

○ ○鉾田市

なのはな薬局 鉾田市樅山576-143
0291-34-4123  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
8:30〜17:30 水曜日は9:00〜17:00 ○ ○

ヤックスドラッグつくばみらい平

薬局

つくばみらい市紫峰ヶ

丘5-1-1
0297-38-6127

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00 土曜日は9：00～12：00 ○ ○

ウエルシア薬局つくばみらい伊奈

店

つくばみらい市谷井田

字北耕地1332

0297-47-7788  

    
月～土 9:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 日祝受付不可

○ ○

むぎのほ薬局みらい平店
つくばみらい市富士見

ケ丘1-8-4

0297-21-7833  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 14：00～16：00 ○ ○

つくばみ

らい市

ウエルシア薬局みらい平駅前店
つくばみらい市陽光台

1-14-1

0297-20-7118  

    
月～日

月～土　9:00～17:00 日　　　9:

00~12:30　14:00~17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります ＰCR検査は15

：00迄。令和4年2月1日は

検査実施なし。

○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

ウエルシア薬局小美玉美野里店 小美玉市羽鳥2908-3
0299-28-7638  

    
月～土、祝 10:00～14:00　15:00～16:30

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日は受付不可

 PCRの最終受付は15:30ま

でです。 土曜・祝日はPC

Rをお受けできません。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

クスリのアオキ小川薬局 小美玉市中延2284番地
0299-56-5075  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

希望ヶ丘薬局 小美玉市中台829-21
0299-36-8201  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
12:00～18:00

 土曜日は12:00～17:00 

祝日は休み
○

小美玉市

ウエルシア薬局小美玉玉里店
小美玉市田木谷212番

地1

0299-37-1108  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります 日祝は受付不

可 当日の整理券で対応さ

せていただく場合がござ

います。

○ ○

水戸ロイヤル薬局 茨城町桜の郷231-12
029-219-1080  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～17:00 ○ ○

茨城町
調剤薬局ツルハドラッグ茨城桜の

郷店
茨城町桜の郷3294-6

029-219-1268  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
09:30～18:30

PCR検査の受付は15 :00ま

で。予約制。
○ ○

大洗町 ウエルシア薬局大洗磯浜店
大洗町磯原町3465番地

1

029-264-5720  

    
月～土 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 日祝は受付不可。令和

4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

東海村 ねもと薬局 東海村舟石川587-2 029-287-0465 月曜日;火曜日;水曜日 9:00～10:00 ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

イースト薬局 東海村舟石川95
0293-06-1132  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日

9：00～18：00 土曜 は 9:00～ 1

2:00 日曜祝日は休み

PCR検査の受付は15 :00ま

で。金曜土曜は抗原検査

のみ実施

○ ○

ウエルシア薬局東海舟石川店
東海村舟石川駅西2-9-

12

0293-06-5008  

    
毎日

月～土　9:00~17:00 日祝　9:00

～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す

○ ○

ねもと薬局病院前店 東海村村松2083-6
029-287-7878  

    
金曜日 10：00～14：00 ○

東海村

ノース薬局 東海村白方1707-83
0293-06-1281  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00

土曜は9:00～12:00，日曜

祝日は休み
○

ウエルシア薬局大子池田店 大子町大字池田1506
0295-79-1690  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は郵

送の関係で、受付終了時

間が早まる場合がありま

す 土日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

大子町

ビッグママあこ薬局 大子町池田2676-16
0295-72-5569  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：30～18：00 ○ ○

ウエルシア薬局阿見荒川沖店
阿見町うずら野1丁目1

9番地2

029-843-7038  

    
月～土 9:30～13:30　14:30～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

阿見町

土浦調剤薬局阿見店 阿見町岡崎1-28-10
029-886-7020  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 13:00～16：00 ○ ○



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2022年 2月 1日現在）

※現在検査キット等の不足により，以下掲載薬局においても検査を受けられないことがございます。ご了承ください。

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考
ＰＣＲ

検査

抗原定

性検査

ウエルシア薬局阿見岡崎店
阿見町岡崎三丁目8番

地1

029-891-3288  

    
月～土 9:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 日祝は受付不可

○ ○

ウエルシア薬局阿見若栗店 阿見町若栗1339-6
029-891-1320  

    
月～土 9:30～13:00　14:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 日祝は受付不可。令

和4年2月1日は検査実施な

し。

○ ○

ヤックスドラッグ阿見薬局 阿見町中央1-13-22
029-891-2388  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00 ○ ○

なんぺいだい薬局
阿見町南平台1丁目32-

3

029-896-6731  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 9：00〜16：00 ○ ○

阿見町

ウエルシア薬局阿見荒川本郷店
阿見町本郷3丁目3番地

1

029-830-5118  

    
月～金 9:30～14:00　15:00～17:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR検査は15:

00迄 土日は受付不可

○ ○

境ゆう薬局 境町178-15
0280-33-7066  

    
火曜日;金曜日 14:00〜17:00 ○

クスリのアオキ茨城境薬局 境町2129番地1
0280-23-6561  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
9:00～18:00 ○ ○

境町

ウエルシア薬局茨城境町店 境町38-3
0280-81-2118  

    
毎日 9:00～20:00

当日の混雑状況により受

付終了時間が早まる場合

があります PCR受付は月

～金9:00～16:00 

○ ○


