
ワクチン・検査パッケージ等検査促進事業　実施事業者一覧　（R4.8.18現在）

区分 事業所名 所在地 問合せ先 検査の種類 ドライブスルー対応 オンライン対応※ 実施時間※

1 薬局 三谷薬局 徳島市幸町３丁目３７ 088-652-8421 抗原定性検査 ○ ×
月～土　8:00～18:00
日，祝日休

2 薬局 クエリ調剤薬局 徳島市寺島本町東３－５－１　プライム３Ｆ 088-657-0918 抗原定性検査 × ×
月・火・木・金　13:00～16:30
水，土，日，祝日休

3 医療機関 ブレインクリニック　徳島駅出張所 徳島市寺島本町西１丁目６１　２Ｆ 0120-994-046
抗原定性検査
PCR検査                                  

× ×
月～日，祝　10:00～19:00
定休日なし，予約不要
※最終受付 18:45

4 医療機関 伊月病院 徳島市徳島町２丁目５４番地 088-622-1117
抗原定性検査
PCR検査等
（抗原定量検査含

○ ×
月，水，土　13:00～15:00　　　　　　　
火，木，金，日，祝日休

5 衛生検査所 木下グループ新型コロナPCR検査センター徳島店 徳島市八百屋町２－２１－１
03-4333-1640
※平日12:00～17:00の
み

抗原定性検査
ＰＣＲ検査

× ×

月～日　9:00～13:00
            15:00～19:00
※年中無休
※電話又は予約サイトによる
事前予約が必要

6 衛生検査所 Setolabo衛生検査所　徳島県PCR検査センター 徳島市両国本町１丁目１９－１国見ビル２F

LINEによる問い合わせ
（https://page.line.me/
?accountId=929ehxpr）
※問い合わせはLINE
になります。

抗原定性検査
ＰＣＲ検査

× ×
月～土　9:00～11:30，16:00～17:30
日，祝日休

7 薬局 三谷薬局　渭北店 徳島市吉野本町１－１３ 088-622-1570 抗原定性検査 ○ ×
月～土　10:00～18:00
日，祝日休
※事前連絡が必要

8 薬局 三谷調剤薬局 徳島市南内町１丁目７ 088-679-7484 抗原定性検査 ○ ×
月～土　9:00～18:00
日，祝日休

9 医療機関 えもとこどもクリニック 徳島市北沖洲３丁目１－２４ 088-664-8580 抗原定性検査 × ×

月・火・木・金　9:00～12:00
　　　　　　　　　15:00～18:30
水　9:00～12:00
土　9:00～12:00　14:00～17:00
日曜，祝日休

10 薬局 トマト調剤薬局　末広店 徳島市南末広町３０番１０ 088-652-7171 抗原定性検査 ○ ×
月～土 13:00～14:30
日，祝日　休
※事前連絡が必要

11 薬局 イオン薬局イオンスタイル徳島 徳島市南末広町４番１号 088-611-8300 抗原定性検査 × ×
月～日　11:00～17:00
※年中無休
※事前連絡が必要

12 医療機関 豊田内科 徳島市住吉２丁目２－３５ 088-654-5217 抗原定性検査 ○ ×
月・火・木・金・土　14:30～16:00
水，日，祝日　休

13 薬局 おとなこども薬局 徳島市北常三島町２丁目３７ 088-678-6201 抗原定性検査 ○ ×
月～金　8:30～17:30
土，日，祝日　休                                                        
※事前予約が必要

14 薬局 そよかぜ薬局 徳島市北前川町４丁目１１－２
070-8407-7478
（平日9:00～17:00）

抗原定性検査 ○ ×
水・木　15:00～16:00
月，火，金，土，日，祝日　休

※オンラインの場合でも，本人確認等の手続きのため，
　 検査事業所へ行く必要があります。

※実施時間は変更している場合があります。
　 事前に検査事業所へ御確認ください。



区分 事業所名 所在地 問合せ先 検査の種類 ドライブスルー対応 オンライン対応※ 実施時間※

15 薬局 つるがや薬局 徳島市大道１丁目５番地の１ 088-622-4027 抗原定性検査 × ×
月～土　9:00～20:00
日曜，祝日　9:00～18:00
毎月第4日曜日休

16 薬局 オブリージュ調剤薬局　佐古店 徳島市佐古八番町４－１５かがやきビル１０２ 088-677-9625 抗原定性検査 ○ ×

月～金　14:00～17:00
土　　　　14:00～16:00
日，祝日　休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※事前連絡が必要

17 薬局 三谷調剤薬局　佐古店 徳島市佐古四番町１０番９号 088-611-3435 抗原定性検査 ○ ○
月～土　12:30～14:30
日曜・祝日休
※事前連絡が必要

18 薬局 アイン薬局　中島田店 徳島市中島田町３－５０ 088-634-3838 抗原定性検査 × ×
土　13:30～14:30
日～金，祝日　休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※事前連絡が必要

19 薬局 トマト調剤薬局　田宮店 徳島市北田宮４丁目８９４番１ 088-679-8200 抗原定性検査 ○ ×
月～金　9:00～18:30
土　9:00～18:00
日，祝日　休

20 医療機関 みやもと内科クリニック 徳島市蔵本町３－２６ 088-634-3551 抗原定性検査 ○ ×
月・火・水・金・土
9:00～13:00，15:00～17:00
木，日，祝日休

21 薬局 アイン薬局　徳島大学病院店 徳島市蔵本町３丁目１８－１５ 088-631-6601 抗原定性検査 × ×
月～金　8:30～18:30
土　9:00～12:00
日，祝日　休

22 医療機関 医療法人　愛育小児科 徳島市国府町桜間字登々路８番１ 088-643-1205 抗原定性検査 × ×
月・火・木・金　13:30～14:30
水，土，日，祝日休

23 医療機関 むくの木クリニック 徳島市国府町東高輪３５３番地の１ 088-624-7575
抗原定性検査
ＰＣＲ検査

○ ×

月・火・木・金　9:00～12:30
　　　　　　　　　14:00～18:00
水・土　9:00～12:30
日，祝日休

24 医療機関 たまき青空病院グループ新型コロナウイルスPCR検査場 徳島市国府町日開９６０－３

088-642-5050
※電話での予約・受付
はしておりません。
必ず予約サイトで事前
予約するようお願いし
ます。
＜予約サイト＞
https://tamaki-
aozora.ne.jp/aozora/ar

ＰＣＲ検査 ○ ×
月～金　8:30～11:00
土，日，祝日　休

25 医療機関 医療法人徳松会　松永病院 徳島市南庄町４丁目６３番地１ 088-632-3328
抗原定性検査
ＰＣＲ検査

○ ×

月～土曜日　9:00～12:00
　　　　　　　　１3:30～18:30
日，祝日休
＜検査の受検方法＞
1. 申し込み
※以下のいずれかでお申込み下さい
①ホームページ　
https://matsunagahp-
online.jp/pages/33/#page-content

②LINE ＠mzc9389x からの申込み

2. WEB問診に入力・注意事項に承諾
https://www.melp.life/s/pcpo0

3. 来院して院外で検査



区分 事業所名 所在地 問合せ先 検査の種類 ドライブスルー対応 オンライン対応※ 実施時間※

26 薬局 アイン薬局　昭和町店 徳島市昭和町７－３６ 088-602-2377 抗原定性検査 ○ ×
水　13:00～14:00
木～火，祝日　休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※事前連絡が必要

27 薬局 オリーブ薬局　沖浜店 徳島市沖浜３丁目６５ 088-677-8680 抗原定性検査 × ×
木　15:00～18:00
金～水，祝日休

28 衛生検査所
ビザン臨床検査センター株式会社
沖浜受付センター

徳島市沖浜東２丁目３９番地
088-626-9383
※事前予約不可

抗原定性検査
ＰＣＲ検査

△ × 月～日，祝日　9:30～15:30

29 薬局 徳島新型コロナ無料検査場 徳島市富田橋４－５１－１ 070-4027-1452
抗原定性検査
ＰＣＲ検査

× ○
月～土　10:00～17:00
日，祝日休

30 医療機関 博愛記念病院 徳島市勝占町惣田９ 088-669-2166
抗原定性検査
ＰＣＲ検査

○ ×

月～土　9:00～12:00
　　    　13:00～17:00
※日，祝日，時間外であっても，事前に
連絡があれば対応を検討します

31 医療機関 医療法人平成博愛会　徳島平成病院 徳島市伊賀町３丁目１９－２ 088-623-8611
PCR検査等
（抗原定量検査含

○ ×
月・水　13:30～15:30
火，木，金，土，日，祝日　休

32 薬局 天心堂薬局 徳島市八万町法花谷２７２－２
088-669-3931
（時間外は080-2977-
9464）

抗原定性検査 ○ ×

月～土　9:00～18:00
日曜，祝日休
※休みであっても，事前に連絡が
あれば対応を検討します

33 医療機関 医療法人敬老会　 森岡病院 徳島市八万町大野５－１ 088-636-3737
抗原定性検査
ＰＣＲ検査

○ ×
月～土 13:00～14:00　　　　　　　
日曜，祝日休                                                    
※事前連絡が必要

34 衛生検査所 株式会社スペック 徳島市川内町沖島８５－１ 088-666-3337 ＰＣＲ検査 ○ ×
月～土　13:00～17:00
日曜，祝日休

35 薬局 オブリージュ調剤薬局 徳島市川内町大松８０２－４ 088-678-7660 抗原定性検査 ○ ×

月・火・金　10:00～12:00，
　　　　　　　14:30～16:30
水・木・土　10:00～12:00
日，祝日　休

36 薬局 アイ調剤薬局　川内店 徳島市川内町平石住吉３２０－１ 088-637-1063 抗原定性検査 ○ ○

月～水，金，土　14:00～15:00　
木　　　　　14:00～18:00
日，祝日休
※事前連絡が必要

37 薬局 あすなろ調剤薬局　応神 徳島市応神町東貞方字北野９３－４ 088-677-5633 抗原定性検査 ○ ×

月・火・木・金　9:00～17:00
土　9:00～12:00
水，日，祝日　休                                                    
※事前予約が必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
実施時間内にお電話下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

38 薬局 よしたけ調剤薬局　板東店 鳴門市大麻町板東字東山田２－６ 088-689-2185 ＰＣＲ検査 ○ ×
月　18:30～20:30
火～日，祝日休

39 薬局 トマト調剤薬局　大津店 鳴門市大津町大代字西ノ須１０２－２ 088-683-1930 抗原定性検査 ○ ×

月～水，金　9:00～12:00
　　　　　　　　14:00～16:00
木，土　9:00～12:00
日，祝日　休

40 薬局 キララ薬局 鳴門市撫養町黒崎字小谷１－３ 088-685-8615 ＰＣＲ検査 ○ ×
火　18:30～20:00
水～月，祝日　休

41 薬局 あけぼの調剤薬局 鳴門市撫養町黒崎字八幡１１３－１ 070-1073-9993 ＰＣＲ検査 ○ ×
水　18:30～20:00
金～火，祝日休      
※8月10日は休   



区分 事業所名 所在地 問合せ先 検査の種類 ドライブスルー対応 オンライン対応※ 実施時間※

42 薬局 あすなろ調剤薬局　瀬戸 鳴門市瀬戸町明神字鳴谷１２０－７ 088-683-7222 抗原定性検査 ○ ×

月火水金　9:00～10:00
　　　　　　14:30～15:30
木　9:00～12:00
土，日，祝日休
※事前予約が必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

43 薬局 たけ調剤薬局 鳴門市撫養町斎田字大堤６３－１０ 088-684-5630 ＰＣＲ検査 ○ ×
金　18:30～20:00
土～木，祝日　休

44 薬局 河野薬局 鳴門市撫養町南浜字蛭子前東３９－１ 088-686-3225 抗原定性検査 × ×

土　14:00～18:00                                                  
日～金，祝日　休   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※月～金については，事前に連絡があ
れば対応を検討します。                                        

45 医療機関 ふじの小児科クリニック 小松島市坂野町字平田１８番地４ 0885-37-0250 抗原定性検査 ○ ×

月・火・木・金　9:00～12:30
　　　　　　　　　14:00～18:30
水　9:00～12:30
土　9:00～12:30
　　14:00～17:30
日曜，祝日休

46 医療機関 医療法人あおぞら内科 吉野川市鴨島町知恵島字北須賀東７２０番地７ 0883-22-1311 抗原定性検査 ○ ×

月・水　11：00
※診察の都合で前後の場合有り
火・木・金・土・日・祝日　休
※当日最終受付時間：10：30まで，
　　11：00までに来院，
　　東側駐車場にて検査
※1日当たり5名の受付となります。

47 薬局 トマト調剤薬局　知恵島店 吉野川市鴨島町知恵島字千田須賀東１０４９番７ 0883-36-9985 抗原定性検査 ○ ×
月・火・木～土　14:00～14:30
水，日，祝日　休
※１日１名まで

48 薬局 アナン薬局 阿南市富岡町滝ノ下１７－４ 0884-23-0739 抗原定性検査 ○ ×
月～土　9:00～18:00
日曜休
※祝日営業



区分 事業所名 所在地 問合せ先 検査の種類 ドライブスルー対応 オンライン対応※ 実施時間※

49 医療機関 阿南天満クリニック 阿南市上中町南島325－1
080-4990-2299                            
※受付時間9:00～
12:00                        

抗原定性検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
PCR

× ○

月，水，木　11:00～12:30
火，金，土，日，祝日　休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※12:00が最終受付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜検査の受検方法＞
1. 申し込み
※以下の方法で、希望する前日までに
お申し込み下さい
・当クリニックホームページの徳島県無
料検査パッケージ入力フォームよりお申
し込みください。　
http://tenma-
hpg.com/clinic/anantenma/
2．予約確認の連絡をお待ちください。
当クリニックより、ご連絡させて頂きま
す。
※申込数が非常に多いため，予約確認
の御連絡についてはお時間を頂いてお
ります。
3.来院して院外駐車場にて検査
※到着後、車内より、クリニックにご連
絡ください。（0884-22-2299）

50 医療機関 医療法人　井坂クリニック 阿南市津乃峰町長浜３７６－１ 0884-27-0047 抗原定性検査 ○ ×

月・火・水・金・土　9:00～12:00
　　　　　　　　　　 14:00～15:00
木　　　　　　　　　　9:00～12:00
日・祝日は対応不可

51 医療機関 医療法人　玄碩会　益崎胃腸科内科医院 阿南市那賀川町赤池１７８番地２ 0884-42-0022 抗原定性検査 ○ ×

月・火・水・金　 9:00～12:00
　　　　　　　　  15:00～18:00
木・土　　　　　　9:00～12:00
日・祝日は対応不可

52 薬局 くるみ薬局 阿南市津乃峰町新浜１９－９９
070-8407-7478
（平日9:00～17:00）

抗原定性検査 ○ ×
月・火・水・金曜日　14:00～15:00
木，土，日，祝日休

53 医療機関 サンクリニック 美馬市美馬町字南荒川７１番地 0883-63-2277 抗原定性検査 ○ ×
月・火・木・金　15:30～16:30
水　15:00～16:00
土，日，祝日休

54 医療機関 佐藤内科 美馬市脇町字拝原１４１５番地２ 0883-52-1045 抗原定性検査 ○ ×

月・水・木・金　 9:00～12:00
　　　　　　　　　14:00～18:00
火・土　　　　　　9:00～12:00
日・祝は対応不可

55 薬局 トマト調剤薬局　美馬店 美馬市美馬町字喜来市９－１０ 0883-55-2150 抗原定性検査 ○ ×
月～水，金　14:00～17:00
木，土，日，祝日　休

56 薬局 アスカ薬局 美馬市脇町字拝原１６０５－４

0883-53-1711
（ご予約，お問い合わ
せは10:00～17:00にお
願いします）

抗原定性検査 ○ ×
月～土　10:00～12:30
            14:00～17:00
日，祝日休

57 医療機関 健生西部診療所 三好市井川町吉岡１２７ 0883-78-2292 ＰＣＲ検査 ○ ×
月・水　11:00～12:00
火，木～日，祝日　休

58 薬局 トマト調剤薬局　勝浦店 勝浦郡勝浦町大字棚野字鍛冶地８番地２ 0885-44-2150 抗原定性検査 ○ ×
木　15:00～17:00
金～水，祝日　休

59 医療機関 尾崎医院 名西郡石井町高川原加茂野３１８番地の８ 088-674-8855 抗原定性検査 × ×

月・火・水・金　9:00～12:00
　　　　　　　　　14:00～17:30
土　9:00～12:00
　　14:00～16:30
木・日・祝日　休



区分 事業所名 所在地 問合せ先 検査の種類 ドライブスルー対応 オンライン対応※ 実施時間※

60 医療機関 田中医院 名西郡石井町浦庄字下浦６８９番地の１ 088-674-6181 抗原定性検査 ○ ×
月・火・水　14:00～16:00
木，金，土，日，祝日休

61 医療機関 上田医院 名西郡石井町高原字東高原１８１－２ 088-675-1130 ＰＣＲ検査 ○ ×
月　11:00 ～12:00
火～日・祝日　休
※8/22休

62 薬局 のぞみ薬局 名西郡石井町高川原字高川原２１７６－１
070-8407-7478
（平日9:00～17:00）

抗原定性検査 ○ ×
月・金　14:00～15:00
火，水，木，土，日，祝日　休

63 薬局 スマイル調剤薬局海南店 海部郡海陽町四方原字杉谷２８－２ 0884-74-3870 抗原定性検査 ○ ×
火～木　9:00～17:00
金　9:00～13:00
月，土，日，祝日　休

64 薬局 おおざと薬局 海部郡海陽町大里字松原３４－４４１ 0884-74-3701 抗原定性検査 ○ ×
木　14:00～17:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金～水，祝日　休

65 薬局 津田薬局 海部郡美波町奥河内字寺前１９８－４ 0884-77-0163 抗原定性検査 × ×

木　12:00～14:00
金～水，祝日　休
※対応日時が変更となる場合があるた
め，事前に電話でご確認ください。

66 医療機関 医療法人啓仁会　北島こどもクリニック 板野郡北島町中村字東堤ノ内１９－１ 088-697-2221
抗原定性検査
ＰＣＲ検査

○ ×

月～金　10:00～12:00
　　　　　 15:00～17:00
土　10:00～12:00
日，祝日　休

67 薬局 イルカ調剤薬局 板野郡北島町高房字百広花２３－３ 088-697-3434 抗原定性検査 ○ ×
月～土　10:00～12:00
日・祝　休

68 薬局 スマイル調剤薬局 板野郡北島町高房字八丁野西３９－２６ 088-683-2383 抗原定性検査 ○ ×
月～土　14:00～16:00
日，祝日　休

69 薬局 ウエルシア薬局板野北島町店 板野郡北島町高房字八丁野東８－７

088-697-2885
※電話での予約・受付
はしておりません。
必ず予約サイトで事前
予約するようお願いし
ます。
＜予約サイト＞
https://stores.welcia.c

抗原定性検査 × ×
月～金　13:00～14:00
土，日曜，祝日は休

70 薬局 アイン薬局　北島店 板野郡北島町中村字東堤内３２－１ハッピーハイツ北島１Ｆ 088-698-3300 抗原定性検査 ○ ×
火　13:00～14:00
水～月，祝日　休　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※事前連絡が必要

71 薬局 よつば薬局 板野郡北島町中村字上地30－２
070-8407-7478
（平日9:00～17:00）

抗原定性検査 ○ ×
月・水　14:00～15:00
火，木～日，祝日　休

72 薬局 きたじま調剤薬局 板野郡北島町鯛浜字かや１２２番地３ 088-683-2110 抗原定性検査 ○ ×

月～水，金　13:00～14:00，17:00～
18:00
木　13:00～14:00
土　15:30～16:30

73 薬局 トマト調剤薬局　鯛浜店 板野郡北島町鯛浜字西中野９９－３ 088-697-2855 抗原定性検査 ○ ×

月～水　9:30～13:00
　　　　　14:30～16:30
木～金　9:30～13:00
土，日，祝日　休

74 薬局 三谷調剤薬局　藍住店 板野郡藍住町奥野字和田１１８－８ 088-692-6777 抗原定性検査 ○ ○
月～土　14:00～15:00
日曜，祝日休



区分 事業所名 所在地 問合せ先 検査の種類 ドライブスルー対応 オンライン対応※ 実施時間※

75 医療機関 浜病院 板野郡藍住町矢上字北分９５番地 088-692-2317 ＰＣＲ検査 ○ ×

水・木　11:30～12:00
日，祝日　休
※月，火，金，土については状況に応じ
て実施する場合あり
※事前に電話にてご確認ください

76 医療機関 芳川病院 板野郡松茂町中喜来字群恵２７８番地８ 088-699-5355 ＰＣＲ検査 ○ ×

月～土　9:00～12:00
　　　　　15:00～17:00
日曜，祝日休
※当日の検査受付は１２時までとさせて
いただきます。１２時以降は翌日以降の
予約のみ受付いたします。

77 衛生検査所 木下グループ新型コロナ検査センター徳島空港店 板野郡松茂町豊久朝日野１６－２
03-4333-1640
※平日12:00～17:00の
み

抗原定性検査
ＰＣＲ検査

× ×

月～日　9:00～13:00
            15:00～19:00
※年中無休
※電話又は予約サイトによる
事前予約が必要

78 医療機関 医療法人十全会　井上病院 板野郡板野町犬伏字鶴畑３９－１ 088-672-1185
抗原定性検査
ＰＣＲ検査

○ ×
月・水・金　14:00～16:00
火，木，土，日，祝日休
※事前に電話にてご確認ください


