
20220622時点

1 ＰＣＲ
株式会社R0
(臨時のPCR検査拠点)

米子港（米子市旗ヶ崎）
※詳しい会場は、以下URLからご確認くださ
い。
https://rzero.jp/pcrreserve/0121_yonago_p
ort.pdf

毎日　9時～13時
※土日含む

0859-21-7268
(予約受付9時～17時)
※以下のURLからweb予約も可能です。
https://rzero.jp

2 ＰＣＲ 高島病院 米子市西町6番地 月～金　14時30分～16時
0859-32-7711
※当面の間新規受付を停止中。

3 ＰＣＲ キンタカファーマシー 米子市上福原582番地1
月～金　10時～16時30分
土　9時～12時30分

0859-32-0560
※以下のURLからweb予約も可能です。
https://kintaka.co.jp

4 ＰＣＲ たにぐちクリニック 米子市尾高904-1
月～水・金
9時～11時、15時～16時
木、土　9時～11時

0859-21-8070

5
ＰＣＲ
抗原定性

アイ・プラス薬局
パークサイド店

米子市西町86-3　美保西町ビル1階
月～金　9時～17時
土　9時～12時30分
※土は抗原のみ

0859-21-5516　※令和4年6月30日まで

6
ＰＣＲ
抗原定性

こどもクリニックかさぎ 米子市中町76-2
月・水・金
10時～12時
16時30分～18時30分

0859-22-2700

7
ＰＣＲ
抗原定性

一般財団法人いなば財団
メディカル健診センター

米子市上福原5丁目2-32 月～金　10時～17時 0859-21-5471

8
ＰＣＲ
抗原定性

ウエルシア薬局
米子東福原店

米子市東福原6-12-39

【PCR】
月～金
9時～13時30分、15時～16時
土　9時～13時
【抗原】
月～金
9時～13時30分、15時～18時
土　9時～13時30分

0859-38-3038
※ウエルシア薬局のホームページより検査の予約
ができるようになりました。
https://stores.welcia.co.jp/6771D

9 ＰＣＲ ローリエ薬局安倍店 米子市安倍526-3
月～金　12時30分～15時
土　12時30分～14時 0859-21-5534　※ドライブスルー検査

10 ＰＣＲ ローリエ薬局角盤店 米子市角盤町4丁目99 月・火・木・金　13時～17時 0859-21-9012　※ドライブスルー検査

11 抗原定性 越智内科医院 米子市加茂町1丁目21

月～水・金
9時～11時、
13時30分～16時30分
土　9時～11時

0859-22-2503

12 抗原定性 福生薬局 米子市皆生3丁目6番1号 月～土　9時～19時
https://fukuik.com
※ネット予約をお願いします

13 抗原定性 アオト薬局 米子市榎原1888‐6
月～金　8時30分～19時
土　8時30分～16時 0859-26-4700

14 抗原定性 後藤ヶ丘薬局 米子市上後藤1丁目8-28
月～水・金　8時30分～18時
木・土　8時30分～12時 0859-21-8114

15 抗原定性 薬局スタッセ 米子市道笑町4丁目92-1 月・火・水・金　11時～17時 0859-34-9355

16 抗原定性 どい薬局 米子市西福原6丁目2-29 火～金　10時～13時 0859-22-6807　※電話予約制

17 抗原定性 クオール薬局皆生温泉店 米子市皆生温泉1-12-22 月～金　10時～12時
0859-35-4713　※電話予約制
※ドライブスルー検査

18 抗原定性 ながすな薬局 米子市長砂町54-3 月・火・木・金　14時～17時
0859-36-9383
※ドライブスルー検査

19
ＰＣＲ
抗原定性

木下グループ
新型コロナ検査センター
米子鬼太郎空港店

境港市佐斐神町1634 毎日　9時～20時

予約はホームページから可能です。
https://covid-kensa.com/yonago-ap.html

03-4333-1640
※電話相談：12時～17時
　(土日祝を除く)

20 ＰＣＲ
竜ヶ山こどもファミリークリニッ
ク

境港市三軒屋町4250-3

月・火・木・金
9時～12時、15時～17時
※水（9時～12時）は5月末まで
※土日祝日の対応不可

0859-45-7222
※電話受付は月・火・木・金の、9時～12時及
び13時30分～15時30分のみ

21 抗原定性 岡空小児科医院 境港市浜ノ町127番地
月～水・金
9時～10時、15時～16時
木　9時～10時

0859-47-1234

22 抗原定性 クオール薬局境港店 境港市上道町1893-4
水・金　10時～12時
※祝日除く

0859-47-4489
※ドライブスルー検査

23
ＰＣＲ
抗原定性

ヒエズ調剤薬局 西伯郡日吉津村日吉津2284-1 月～土　9時～17時
0859-39-3777
※以下のURLからweb予約も可能です。
https://kintaka.co.jp

24 抗原定性 イオン薬局日吉津店 西伯郡日吉津村日吉津1160-1 毎日　10時～18時
0859-37-0500
※検査件数に制限を設ける場合あり

連絡先

無料検査受検可能場所一覧（西部）

NO 検査内容 事業所名 所在地
検査実施日
(曜日・時間)

※間違い電話が多くなっていますので、電話番号をご確認の上、連絡をお願いします。
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連絡先NO 検査内容 事業所名 所在地
検査実施日
(曜日・時間)

25
ＰＣＲ
抗原定性

大山口診療所 西伯郡大山町末長483番地3

月・水・木・金
【PCR】9時～11時
【抗原】9時～11時、
　　　 15時～17時

0859-53-3990
※完全予約制です。
予約受付：平日9時～12時

26
ＰＣＲ
抗原定性

大山診療所 西伯郡大山町今在家475

月・水・木・金
【PCR】9時～11時
【抗原】9時～11時、
　　　 15時～17時

0859-53-8002
※完全予約制です。
予約受付：平日9時～12時

27 ＰＣＲ 名和診療所 西伯郡大山町御来屋467
月・火・木
【PCR】14時～15時

0859-54-2068
※完全予約制です。
予約受付：平日9時～12時

28 ＰＣＲ 法勝寺内科クリニック 西伯郡南部町法勝寺２８６－４
月～水・金・土　11時30分～12
時30分

0859-66-5858

29 ＰＣＲ 西伯病院 西伯郡南部町倭397
月～金
11時～12時、15時～16時

0859-66-2211
※完全予約制です。
予約受付：平日9時～16時

30 抗原定性 鬼守調剤薬局 西伯郡伯耆町溝口173-5
月～水、金　9時～18時
木、土　9時～12時 0859-39-9955　※ドライブスルー検査

31 ＰＣＲ 日南病院 日野郡日南町生山511-7
月～木
11時～11時30分

0859-82-1235
※完全予約制です。
予約受付：平日9時～16時
※検査件数に制限を設ける場合あり

32 ＰＣＲ 日野病院 日野郡日野町野田332番地 月～金　14時～16時
0859-72-0351
※完全予約制です。
予約受付：平日14時～16時
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