
PCR検査等 抗原定性検査

Ｖ・drug　岐阜大学病院前薬局 岐阜市柳戸1-1 058-234-6710 ○ ○ 月～金 8:30～17:30
※祝日は除く

Ｖ・drug　正木薬局 岐阜市正木北町6-33 058-296-0307 ○ ○
月～金 13:00～16:00
土 13:00～14:00
※祝日は除く

Ｖ・drug　領下中央薬局 岐阜市領下6-26-1 058-259-7765 ○ ○
月～金 13:00～15:00
土 13:00～14:00
※祝日は除く

ウエルシア薬局　岐阜加納本石町店 岐阜市加納本石町1-1 058-278-6252 ○ ○ 月～土 9:00～19:00
※祝日は除く

ウエルシア薬局　岐阜鷺山店 岐阜市下土居2-8-11 058-297-7027 ○ ○
月～金 9:00～19:00
土 9:00～17:00
※祝日は除く

ウエルシア薬局　岐阜福光西店 岐阜市福光西3丁目11番地1号 058-297-7044 ○ ○ 月～金 10:00～14:00,15:00～19:00
※祝日は除く

ウエルシア薬局　岐阜琴塚店 岐阜市琴塚4丁目3番地20号 058-259-6210 ○ ○
月～金 9:00～14:00,15:00～19:00
土 9:00～13:00
※祝日は除く

中京臨床検査センター岐阜 岐阜市桜通3-10-3 058-253-2611 ○
月～金 9:00～18:00
※祝日は除く

国産薬品工業株式会社 岐阜市秋沢370-2 058-293-9055 ○
月～金 9:00～15:00
※祝日は除く

ピノキオ薬局　忠節店 岐阜市島栄町3丁目12番地１ 058-215-5170 ○ ○
月～金 13:00～15:30
土 9:30～12:00
※祝日は除く

Ｖ・drug　蘇原薬局 各務原市蘇原東栄町2-92-1 058-201-7165 ○ ○
月～金 9:00～17:00
土 9:00～14:00
※祝日は除く

二宮医院 各務原市三井町3丁目3番1 058-382-0107 ○
月～金 9:00～12:00,17:00～19:00
土 9:00～13:00
※木曜、祝日は除く

松波総合病院 羽島郡笠松町田代185-1 070-1570-0032 ○
月～金 8:30～10:00
※祝日は除く

まつなみ健康増進クリニック 羽島郡笠松町泉町10 070-1570-0032 ○ 月～金 8:30～10:00
※祝日は除く

Ｖ・drug　大垣築捨薬局 大垣市築捨町2-94 0584-47-5582 ○ ○ 月,火,木,金 13:00～16:00
※祝日は除く

Ｖ・drug　大垣林町薬局 大垣市林町7丁目字薮下671番地 0584-77-3108 ○ ○
月～水,金 13:00～14:00
木,土12:00～13:00
※祝日は除く

ピノキオ薬局　三津屋店 大垣市三津屋町5丁目1-5 0584-47-7960 ○
月、水、金 14:00～15:00
火、木 12:30～14:00
※祝日は除く

サニー調剤薬局 大垣市荒尾玉池1-47 0584-93-3517 ○

月～水、金 8:30～18:30
木 8:30～17:30
土 8:30～12:30
※祝日は除く

養老町 Ｖ・drug　養老押越薬局 養老郡養老町押越字村内419-1 0584-47-5195 ○ ○
月～水,金 12:00～16:00
※祝日は除く

Ｖ・drug　池田調剤薬局 揖斐郡池田町本郷917-1 0585-35-5671 ○ ○ 月,火,木,金 13:00～15:30
※祝日は除く

ピノキオ薬局　池田店 揖斐郡池田町池野深池道上7番6 0585-45-0233 ○
月～金 9:00～19:00
土 8:00～16:00
※祝日は除く

関市 Ｖ・drug　中濃厚生病院前薬局 関市西本郷131-1 0575-25-6090 ○ ○ 月～土 14:00～18:00
※祝日は除く

美濃市 Ｖ・drug　美濃インター薬局 美濃市中央10-152 0575-31-2062 ○ ○ 月～金 13:00～16:00
※祝日は除く

Ｖ・drug　広見薬局 可児市広見字中反田1999-1 0574-60-2682 ○ ○ 月～金 13:00～16:00
※祝日は除く

ウエルシア薬局　可児広見店 可児市広見817-1 0574-60-0105 ○ ○
月～金 9:00～14:00,15:00～19:00
土 9:00～13:00
※祝日は除く

ウエルシア薬局　可児中恵土店 可児市中恵土2385番地1 0574-60-5151 ○ ○ 月～金 10:00～14:00,15:00～19:00
※祝日は除く

郡上市 Ｖ・drug　和良診療所前薬局 郡上市和良町沢字寺前868-1 0575-77-3203 ○ ○ 月～金　14:30～17:00
※祝日は除く

八百津町 Ｖ・drug　八百津薬局 加茂郡八百津町和知1032-52 0574-43-8066 ○ ○ 月,火,木,金 13:00～16:00
※祝日は除く

実施場所所在市町村

可児市

笠松町

岐阜市

池田町

各務原市

大垣市

・原則予約不要ですが、混み合っている場合がありますので、事前に電話等で混雑状況を確認される事をおすすめします。
・一時的に電話が集中してつながりにくい場合があります。その場合は時間をおいてかけなおしていただきますようお願いします。
　※下記一覧以外での無料検査は実施しておりません。一覧以外の電話番号へのお問い合わせはお控えください。

通常検査対応
曜日・時間

電話番号所在地

ご自分が無料検査の対象となるか、などのご質問はコールセンター（0570-055-523）へ
お問い合わせ ： 月～金10:00～18:00 （土日祝日除く)

実施可能な検査方法

県内無料検査実施場所一覧（1月12日現在）

https://www.vdrug.co.jp/store/34363/
https://www.vdrug.co.jp/store/10039/
https://www.vdrug.co.jp/store/10071/
https://stores.welcia.co.jp/7222D
https://stores.welcia.co.jp/7226D
https://stores.welcia.co.jp/7280D
https://stores.welcia.co.jp/7241D
http://www.chukyo-rinsho.co.jp/
https://kokusanyakuhin.com/pcr/
http://www.pinokio-pharmacy.jp/shop/chusetsu.html
https://www.vdrug.co.jp/store/10038/
https://ninomiyacl.com/
http://www.matsunami-hsp.or.jp/
http://www.matsunami-hsp.or.jp/houjin/facility/clinic_gaiyou/
https://www.vdrug.co.jp/store/15424/
https://www.vdrug.co.jp/store/17529/
http://www.pinokio-pharmacy.jp/shop/mituya.html
http://sun-west-ogaki.com/
https://www.vdrug.co.jp/store/23144/
https://www.vdrug.co.jp/store/11782/
http://www.pinokio-pharmacy.jp/shop/ikeda.html
https://www.vdrug.co.jp/store/10101/
https://www.vdrug.co.jp/store/10227/
https://www.vdrug.co.jp/store/10035/
https://stores.welcia.co.jp/7290D
https://stores.welcia.co.jp/7315D
https://www.vdrug.co.jp/store/37473/
https://www.vdrug.co.jp/store/10117/


PCR検査等 抗原定性検査
実施場所所在市町村 通常検査対応

曜日・時間
電話番号所在地

実施可能な検査方法

県内無料検査実施場所一覧（1月12日現在）

Ｖ・drug　前畑薬局 多治見市前畑町4-111-2 0572-21-1652 ○ ○ 月～金 13:00～18:00
※祝日は除く

V・drug 多治見旭ヶ丘薬局 岐阜県多治見市小名田町西ヶ洞1-325 0572-21-2036 ○ ○ 月～土 14:00～16:00
※祝日は除く

V・drug 根本薬局 岐阜県多治見市根本町3丁目95-1 0572-27-6977 ○ ○
月～金 14:00～16:00
※祝日は除く

V・drug 多治見駅南薬局 岐阜県多治見市前畑町1丁目8 0572-56-0307 ○ ○ 月～金 14:00～16:00
※祝日は除く

Ｖ・drug　中津川東薬局 中津川市中津川字上金1153-1 0573-64-2027 ○ ○ 月～水,金 13:00～16:00
※祝日は除く

はなの木薬局 中津川市坂下872番地の1 0573-70-0130 ○
月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00
※祝日は除く

やさかはなの木薬局 中津川市坂下408-1 0573-67-8200 ○

月～水,金 8:30～18:30
木 8:30～16:30
土 8:30～12:00
※祝日は除く

まるみはなの木薬局
中津川市淀川町3-8
ルビットタウン中津川1階

0573-65-6171 ○ 月～日 10:00～20:00
※入居施設の休館日は除く

今井医院 岐阜県中津川市田瀬972-1 0573-72-4377 ○ ○
月～土 8:30〜12:00,15:30〜18:00
（土は第2週のみ）
※祝日は除く

恵那市 Ｖ・drug　恵那薬局 恵那市長島町中野1-2-3 0573-20-5190 ○ ○ 月～金 14:00～16:00
※祝日は除く

Ｖ・drug　高山中央薬局 高山市岡本町3-43-1 0577-35-9031 ○ ○ 月～土 13:00～16:00
※祝日は除く

Ｖ・drug　高山南薬局 高山市石浦町2-188 0577-37-6167 ○ ○
月～金 13:00～16:00
木,土 13:00～13:30
※祝日は除く

Ｖ・drug　神岡薬局 飛騨市神岡町東町527-1 0578-83-2067 ○ ○ 月～金 13:00～15:30
※祝日は除く

まちなか簡易検査センター（古川会場） 飛騨市古川町本町2番22号 0577-73-2948 〇 月～金 10:00～12:30,16:00～17:30
土日・祝日 13:00～15:30

まちなか簡易検査センター（神岡会場） 飛騨市神岡町東町378 0577-73-2948 〇
月・水・金 10:00～12:30
※祝日は除く

中津川市

高山市

多治見市

飛騨市

https://www.vdrug.co.jp/store/10220/
https://www.vdrug.co.jp/store/10067/
https://www.vdrug.co.jp/store/10027/
https://www.vdrug.co.jp/store/37522/
https://www.vdrug.co.jp/store/13494/
https://www.hananoki-ymt.com/information/sakashita_gaiyou/
https://www.hananoki-ymt.com/information/yasaka/
https://www.hananoki-ymt.com/information/marumi/
https://imai-iin-nakatsugawa.com/
https://www.vdrug.co.jp/store/10016/
https://www.vdrug.co.jp/store/10055/
https://www.vdrug.co.jp/store/10100/
https://www.vdrug.co.jp/store/10163/
https://www.city.hida.gifu.jp/site/corona/kensa-center.html#hidacity
https://www.city.hida.gifu.jp/site/corona/kensa-center.html#hidacity

