


検査を受ける前にご確認ください
薬局での検査対象は、無症状の方のみ

■濃厚接触者の方は受けられません

■体調不良の方は受けられません



PCR検査 抗原定性検査

□検出方法:唾液を採取し、微量のウイルスのDNA断片を増幅させて検出

□現在感染しているかどうかがわかる

□結果通知:検査日＋2日後以降にメールにて検査結果が出た事の通知
　　　　　　　　　メール本文内のリンクよりサイトにアクセスし確認
　　　　　　　　　検査結果通知書はPDFをダウンロード

□検査結果通知書の有効期間:検査当日＋3日

□実施の流れ
　 店舗で検温・体調・本人確認・申込兼同意書の記入　⇒　事前説明
　　⇒　サイトにてPCR検査登録　⇒　検体採取　⇒　店舗より郵送
　  ⇒　検体採取翌々日以降にメール通知 ⇒　サイトで結果確認
　　⇒　検査結果通知書ダウンロード

　例:1月1日受検　⇒　1月3日以降結果通知　⇒　1月4日まで有効

□検出方法:鼻腔ぬぐい液を採取し、ウイルス表面のたんぱく質を検出

□現在感染しているかどうかがわかる

□結果通知:当日に店舗にて結果を通知
　　　　　　　　　検査結果通知書を店舗でお渡し

□検査結果通知書の有効期間:検査当日＋1日

□実施の流れ
　 店舗で検温・体調・本人確認・申込兼同意書の記入　⇒　事前説明
　　⇒　検体採取　⇒　判定待ち(15分程度）　⇒　検査結果通知書発行

　例:1月1日受検　⇒　1月1日結果通知　⇒　1月2日まで有効

□身分証明書
　 運転免許証、保険証、マイナンバーカード等の現住所が確認できるもの
　 または現住所が確認できる電気・ガス・水道料金の領収書等
　 ※一部都道府県により認められるものが異なるため、
　   詳しくは各都道府県のホームページをご確認ください

□身分証明書
 　運転免許証、保険証、マイナンバーカード等の現住所が確認できるもの
　 または現住所が確認できる公的な書類(電気・水道・ガスの検針票など)
　 ※一部都道府県により認められるものが異なるため、
　   詳しくは各都道府県のホームページをご確認ください

□検査受検の目的を証する書類等（イベントや飲食店で求められた場合）
　 チケット ・ 予約票・ 切符等、 検査受検の目的となる 活動の概要・日付が
　 分かるもの。それらの書類がない場合は、申立書の提出でも可能

□検査受検の目的を証する書類等（イベントや飲食店で求められた場合）
　 チケット ・ 予約票・ 切符等、 検査受検の目的となる 活動の概要・日付が
　 分かるもの。それらの書類がない場合は、申立書の提出でも可能

□スマートフォンもしくはタブレット(ガラケーは不可)
　 当日にPCR検査登録が必要になるため必要となります

□メールアドレス（受信できる環境）
　 ※受信拒否設定をされているとメールによる通知が届かず、
　　　検査の結果が確認できないため、必ず事前に設定をご確認ください
　　　店舗におけるスマートフォンの設定対応は致しかねます

□スマートフォンもしくはタブレットがあると検査キットの使用方法動画を
　 見ながら検体の採取を行えます

□PCR検査登録において、入力情報に不足や誤りがあると結果が通知され
　 ない場合がありますのでご注意ください

□PCR検査を受ける前30分以内の飲食、歯磨き、喫煙はお控えください

□下記のサイト(QRコード)で検査キットの使用方法を確認しておく □下記のサイト(QRコード)で検査キットの使用方法を確認しておく
PCR検査キット　使用方法説明動画_7分51秒 抗原定性検査キット　使用方法説明動画_3分18秒

https://youtu.be/8bTO_CgmVmM https://dianews.roche.com/antigen_at_pharma.html

※発熱、咳、鼻水、頭痛、関節痛等の風邪症状や体調に不安がある方、濃厚接触者の方は検査対象外と
なりますので、医療機関の受診をお願い致します。
（詳細の条件につきましては都道府県により異なります。各都道府県の窓口にお問い合わせください。）
※感染拡大傾向が続いていることにより受検を希望される方が多くなっており、各店舗の当日の検査受付状
況や各検査キットの在庫状況により受付ができない場合がございます。
※当検査においては、店舗への電話による予約は受け付けておりません。
※当薬局が発行しているのは「検査結果通知書」です。陰性証明書が必要な場合は医療機関を受診してく
ださい。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

検査をお考えの方へ
検査概要

検査に必要なものと注意点

事前に準備しておくと時間が短縮できること

※ご留意ください※



●:令和4年3月31日まで 　　　※令和4年1月31日現在

都道府県 ワクチン検査パッケージ
等定着促進事業

ワクチン検査パッケージ
対象者全員検査等
定着促進事業

感染拡大傾向時の
一般検査事業 各都道府県　事業関連ホームページ

青森県 ● ~2/28 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/aomori_free-test.html

岩手県 ● ~2/28 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/seido/1048469/1048471.html

宮城県 ● ~2/28 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kikisom/vtp/teityaku.html#zyukennsya

山形県 ● ~2/28 https://www.pref.yamagata.jp/090016/kakudai0104.html

福島県 ● ~2/28 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/v-kpackage3.html

茨城県 ● 2月初旬開始予定 ~2/28 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/yobo/muryokensa.html

栃木県 ● ~2/28 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/muryoukennsa.html

群馬県 ● ー ~2/13 https://www.pref.gunma.jp/02/d29g_00450.html

埼玉県 ● ~2/28 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/vtppe.html

千葉県 ● ~2/28 https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/pcrmuryouka.html

東京都 ● ~2/13 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/kensa/kensasuishin.html

神奈川県 ● ~2/28 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/vaccines/free_pcr.html

新潟県 ● ~2/13 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kanyaku/kensakakudai.html

富山県 ● ~2/28 https://www.pref.toyama.jp/1103/20211227pcrmuryou.html

石川県 ● ~2/28 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kansen/ippankensa.html

福井県 ● ~2/20 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/ippankensa.html

山梨県 ● ー ~2/13 https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/kensamuryouka.html

⾧野県 ● 当面実施 https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vtp/kensa.html

岐阜県 ● ~2/28 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/192870.html

静岡県 ● ~2/28 https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/kansen/ncov-kensamuryou_vtp.html

愛知県 ● ~2/28 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/pcrfree.html

三重県 ● ~2/13 https://www.pref.mie.lg.jp/KANSENJO/HP/m0348600013.htm

滋賀県 ● 当面実施 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/322797.html

京都府 ● ~2/20 https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_muryokensa.html

大阪府 ● ~2/20 https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshokikaku/kensataisei/muryoukensa.html

兵庫県 ● 当面実施 https://www.knt.co.jp/ec/2022/pcr_kenmin/

奈良県 ● 当面実施 https://www.pref.nara.jp/59958.htm

和歌山県 ● ~3/31 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00209179.html

鳥取県 ● ~2/28 https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-muryou-pcr/

島根県 ● ~2/20 https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/medical/iryo/shimaneno_iryo/corona/pcr_muryo.html

岡山県 ● ~1/31 https://okayama-pcretcfree.jp/biz/#examination

広島県 ● ~2/28 https://hiroshima-pcr.jp/kensa/

徳島県 ● ~2/28 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/iryo/7202542/

香川県 ● ~2/28 https://www.pref.kagawa.lg.jp/yakumukansen/kansensyoujouhou/kansen/kagawa_pcrkensa_muryo_joho.html

愛媛県 ● ~2/28 https://www.pref.ehime.jp/h25500/covid/muryokensa.html#ippannkensa

高知県 ● ~2/28 https://www.kochi-muryokensa.com/

福岡県 ● ~2/20 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/muryou1.html

大分県 ● ~2/28 https://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/muryo.html



PCR検査・抗原定性検査　よくあるご質問

内容 回答

実施している店舗はどこですか？

実施している店舗は、京都府のHPに記載されていますのでご確認ください。
(https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_muryokensa.html )
ダックスは調剤併設店のみ実施しております。店舗状況・検査キットの在庫状況により店舗によりお受けできない場合
がございます。

予約は必要ですか？ 電話での予約は受け付けておりません。

いつ行ってもいいですか？
調剤受付時間に準じております。
ただし、在庫状況などにより受付できない場合がございます。

検査を受けるための注意点はありますか？
無症状者に限ります。
軽微でも発熱（37.5度以上）、咳、鼻水、頭痛、関節痛等の風邪症状や、体調に不安がある方、濃厚接触者や感染の疑
いのある方に接触したことがある方は当店では検査をお受けすることができません。医療機関にご相談ください。

検査はどのように行いますか？ ご自身のスマホで説明動画などを視聴いただき、検査するご本人に全て実施して頂きます。

PCR検査と抗原定性検査は何がちがいますか？
抗原定性検査は、鼻腔ぬぐい液を採取して検査します。結果は検査後20分程度かかりますが、その場で分かります。
PCR検査は、唾液を採取して検査いたします。結果は検査日の翌々日以降にメールにて通知されます。

検査時間はどのくらいかかりますか？
抗原定性検査：混雑の状況にもよりますが、検査に30分、結果が出るまで20分程度かかります。
PCR検査：検査に45分程度かかります。ご自身でスマートフォンでの登録（15分程度）し、検査していただきます。検
査結果は、検査日の翌々日以降に結果が出てメールにて通知されます。

受検するのに必要なものは何ですか？

発熱（37.5度以上）、咳、鼻水、頭痛、関節痛等の風邪症状や体調に不安が無いことを確認した上で、マイナンバー
カード・保険証・免許証など住所の分かる身分証明書を持参してください。
住民票を移動していない場合は、居住の実態が分かる公共料金支払い証などで住所が分かるものでも受検可能で
す。詳しくは自治体のホームページ、相談窓口にご確認ください。
※PCR検査の場合には、スマートフォンもしくはタブレット（ガラケーは不可）メールアドレスが受診できる環境が必要
です。抗原定性検査も説明動画を視聴して頂くためスマホをご持参ください。

私の携帯はガラケーなのですが、PCR検査はできますか？
QRコードの読み込みやブラウザ機能を使用できるスマホでの登録が必要です。
※1名につきメールアドレスが１つ必要です。

PCRの登録に必要なEメールアドレスが無いが、ショートメールで対応可能です
か？

対応できません。

本人確認書類としてどのようなものが認められますか？

本人確認、住所地確認に用いる証明等としては、以下のものを想定しています。
①マイナンバーカード（通知カード）、②住民票、③運転免許証、④パスポート・在留カード、⑤その他〔(1) 健康保険・国
民健康保険・船員保険・介護保険等の被保険者証、(2) 共済組合員証・後期高齢者医療被保険者証、(3) 国民年金手
帳（証書）・厚生年金保険年金手帳（証書）・船員保険年金手帳（証書）、(4) 共済年金または恩給等の証書、(5) 運転経
歴証明書、(6) 療育手帳・身体障がい者手帳等 など〕
※住所地については、身分証の他に県内住所で支払われている公共料金の明細などと併せて確認することも可
【子どもの場合】
①マイナンバーカード（通知カード）、②住民票、③パスポート・在留カード、④家族（被扶養者）としての健康保険等の
被保険者証、⑤医療費受給資格証
※その他、母子手帳と親の身分証明書等とを併せて確認することも可

12歳未満の身分証明証は保険証やマイナンバーカードでよいでしょうか？
なければ実施できないでしょうか？

保険証やマイナンバーカードがあれば一番良いが、無い場合は、12歳未満の児童の本人確認又は年齢確認は、自己申
告、保護者による申告又は健康保険証等での確認によることでも可。都道県府県の方針通りのご対応となりますの
で、詳しくは自治体のホームページ、もしくは相談窓口にご確認ください。

抗原定性検査の検査結果通知書の有効期限はいつまでですか？
検体採取日（＝検査日）の翌日まで有効。
例：1月1日受検　⇒　1月2日まで有効

ＰＣＲ検査の検査結果通知書の有効期間はいつまでですか？
検体採取日（検体採取日が不明な場合は検査日）の３日後まで有効。
例：1月1日受検　⇒　1月4日まで有効

陰性証明書はだせますか？ 当薬局が発行しているのは「検査結果通知書」です。陰性証明書が必要な場合は医療機関を受診してください。

検査結果通知書はいつもらえますか？
抗原定性検査は当日中（検体採取後15分程度で結果が判明します。）に検査結果通知書を受け取れます。
PCR検査の場合は2日後以降にメールにて通知が来ます。検査結果通知書につきましてはサイトよりダウンロードし
てください。

海外渡航するときに陰性証明となりますか？ 海外渡航時の陰性証明には使用できません。

証明書を英語他表記で発行できますか？ 対応できません。

陽性の場合は？

・抗原検査キットは、きょうと新型コロナ医療相談センター（TEL:075-414-5487 / 24時間、365日）をその場で
紹介いたします。
・PCR検査は、結果通知後、きょうと新型コロナ医療相談センター（TEL:075-414-5487 / 24時間、365日）を
紹介いたします。お客さまからご連絡頂いております。(検査した薬局からは陽性者の方に受診勧奨の連絡を致しま
す。）

検査を受けられる回数に制限はありますか？ 京都府新型コロナ検査環境整備事業コールセンターにご確認ください。（TEL:075-254-8133）

ワクチン接種済みの場合でも、無料検査の対象となりますか？

現在、「感染拡大傾向時の一般検査事業」が開始されている京都府内にお住まいで、以下に該当する方は、ワクチン接
種済みの場合でも対象となります。
・検査申込時に、身分証の提示が必要です
・感染リスクが高い環境にあるなど、感染不安を感じている方や、感染の不安を解消したい事情のある方
・新型コロナウイルス感染症の症状が出ていない方(濃厚接触者又は可能性のある方は無料検査は出来ません。）

無料ではなく、有料で検査出来ますか？

有料での対応は可能です。有料の場合でも軽微でも発熱（37.5度以上）、咳、鼻水、頭痛、関節痛等の風邪症状や、体
調に不安がある方、濃厚接触者や感染の疑いのある方に接触したことがある方は医療機関に相談をしてください。
有料での検査は、PCR検査:8000円　抗原検査3858円です。
※企業や学校の要請により検査を受ける本人の意志ではない検査は無料検査の対象外となります。
※店舗により状況が異なります。検査キットの在庫がなく対応が出来ない店舗がございます。

抗原定性検査とPCR検査を一緒に受けられますか？ どちらかになります。

検査キットを持って帰る事は出来ますか？
その場で検査を受ける事が今回の事業対象のため、持ち帰る事は出来ません。
検査結果通知書は出せないが、抗原検査キットの販売は可能です。

昨日検査を受けたけど、どれくらい間隔を空ければ受検出来ますか？
自治体よって対応が異なりますので、詳しくは京都府新型コロナ検査環境整備事業コールセンターにご確認くださ
い。（TEL:075-254-8133）

検査時の感染対策は講じていますか？ バーテーションで区切り飛沫予防、適切な換気をしています。



【ご注意】 

・ダックスは電話での予約受付をしておりません。 

※直接店舗にご来店いただき申込をして頂く必要がございます。 

※調剤薬局で応需していますので、処方箋患者様の混雑状況によりご希望の日時・検査内容に

より検査が出来ない場合がございます。 

 

・現在の居住地のわかる身分証明証を持参。(免許証・パスポート・保険証など)（他府県の方で京

都府に居住されている方は、身分証明書と光熱費等の住所の書かれている支払い領収書） 

・無料検査の「一般検査事業」は京都府民のみ検査が出来ます。 

 

・抗原定性検査希望の方は説明動画を視聴して頂くためスマホをご持参ください。 

・PCR検査希望の方は、スマホをお持ち頂き、ご本人のメールアドレスが必要です。(ご家族の方

も各自必要です。) 

 

・PCR検査後、結果が出るのに検査翌々日以降(郵便状況により遅れる場合があります) 

 

・この検査結果は、「ワクチン検査パッケージ制度」や「対象者全員検査」等においてのみ有効であ

り、検査受検者が新型コロナウイルス感染症の患者であるかどうかの診断結果を示すものではあ

りません。 

 

【お問い合わせ先】 

お客様サービスセンター 

TEL 0120-972-552 

（9:00～20:00・年中無休） 


