
No. 設置場所市町村名 一号事業者名 二号事業者名 検査（検体採取）場所 検査の種類 申込方法 受付時間等

1 西町採取所:那覇市西3丁目7付近
　　　　　　　(旧運転免許センター跡地)

PCR検査

2 松尾採取所:那覇市松尾一丁目3-7 PCR検査

3 安里採取所:那覇市安里1-7-14 PCR検査

4 旧那覇市民会館採取所：那覇市寄宮1-2-1 PCR検査

5 久茂地店：那覇市久茂地2-13-3 2F PCR検査 9:00-20:00

6 安里店：那覇市安里1-4-19 PCR検査 8:00-20:00

7 株式会社コロナ検査センター 株式会社コロナ検査センター
読売ジャイアンツスポーツ健康検査センター：
那覇市前島2-3-6 イースタービル１階

PCR検査
ネット申込
（https://covid-kensa-okinawa.com/)

9:00-19:00
※土曜・祝前日休

8 ACT Lab.新型コロナウイルス民間検査センター
（ＡＣＴ Lab.株式会社）

ACT Lab.新型コロナウイルス民間検査セン
ター（ＡＣＴ Lab.株式会社）

那覇センター：那覇市松尾1丁目2-1 抗原定量検査
ネット申込
（https://actlab.okinawa.jp/naha)

平日
9:30-11:00

9 すこやか薬局松島店 株式会社沖縄環境保全研究所 那覇市松島2-1-14 NFレジデンス松島2階 PCR検査
ネット申込
(https://covid19.select-type.com/rsv/?id=Zm998DakjoQ&c_id=148689)

平日
9:00-11:00

10 すこやか薬局みやぐすく店 株式会社沖縄環境保全研究所 那覇市宮城1-18-1 PCR検査
ネット申込
(https://covid19.select-type.com/rsv/?id=Zm998DakjoQ&c_id=148683)

平日
9:00-11:30

11 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 那覇市鏡水403番地 PCR検査
電話連絡
098-851-4767
※電話受付時間：平日9:30-17:00

不定期実施

12 株式会社沖縄臨床検査センター 株式会社沖縄臨床検査センター 那覇空港（航空便利用者限定）
PCR検査
抗原定性検査

①電話連絡
　098-840-1337
②ネット申込
（https://okinawa-pcr-rinsyo-center.com/nahakuukou-pcr-kensa-project/）

9:00-20:00

13 （一財）沖縄県環境科学センター （一財）沖縄県環境科学センター
浦添市字経塚720番地
098-963-7263

PCR検査
直接窓口申込
(https://www.okikanka.or.jp/corona/pcr.html)

平日
8:30～12:00
※受付時間に関わらず、定員数に達した場合に
は受付をお断りすることがございますのでご了
承下さい。

14 すこやか薬局宮城店 株式会社沖縄環境保全研究所 浦添市宮城4-6-1 PCR検査
ネット申込
(https://covid19.select-type.com/rsv/?id=Zm998DakjoQ&c_id=148682)

平日
9:30-11:00

15 株式会社沖縄臨床検査センター 株式会社沖縄臨床検査センター
浦添市仲間1-9（浦添カルチャーパーク駐車場
内）

PCR検査

①電話連絡
　098-917-1364
②ネット申込
  （https://okinawa-pcr-rinsyo-center.com/）

9:00-18:00

株式会社沖縄臨床検査センター

①電話連絡
　098-917-1364
②ネット申込
  （https://okinawa-pcr-rinsyo-center.com/）

株式会社沖縄臨床検査センター

沖縄PCR検査センター（ミタカトレード）沖縄PCR検査センター（ミタカトレード）

那覇市

浦添市

9:00-18:00

ネット申込
（http://okinawa-pcr.com)
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16 宜野湾市 宜野湾市 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社

宜野湾市野嵩一丁目１番１号

採取を行う場所
（名称）宜野湾市民会館専用駐車場
 （所在地）宜野湾市字野嵩730番地地先

PCR検査

電話連絡
(1)  090-3842-4055
(2)  090-9250-2139
(3)  070-7565-6263
※電話受付時間：9時から15時　（土・日・祝日を除く）

平日
9:00-13:30

17 沖縄市 株式会社コロナ検査センター
沖縄市知花6－36－17
沖縄市保健相談センター

PCR検査
ネット申込
（https://booking.covid-kensa.com/centers/75/inspectionType/1）

18 株式会社薬正堂本社 株式会社沖縄環境保全研究所 沖縄市字登川448-1 PCR検査
ネット申込
(https://covid19.select-type.com/rsv/?id=Zm998DakjoQ&c_id=148684&w_flg=1)

平日
9:15-12:00

19 すこやか薬局登川店 株式会社沖縄環境保全研究所 沖縄市登川495-1 PCR検査
ネット申込
(https://covid19.select-type.com/rsv/?id=Zm998DakjoQ&c_id=148687)

平日
10:30-11:30

20 すこやか薬局中頭店 株式会社沖縄環境保全研究所 沖縄市知花6-25-11 PCR検査
ネット申込
(https://covid19.select-type.com/rsv/?id=Zm998DakjoQ&c_id=148688&w_flg=1)

平日
10:00-10:30

21 すこやか薬局泡瀬店 株式会社沖縄環境保全研究所 沖縄市泡瀬4-38-19 PCR検査
ネット申込
(https://covid19.select-type.com/rsv/?id=Zm998DakjoQ&c_id=148437)

平日
9:00-14:15

22 株式会社沖縄環境保全研究所 株式会社沖縄環境保全研究所 うるま市字州崎7-11 PCR検査
ネット申込
（http://www.okhk.co.jp/mn-topics-list/206-pcr-free.html）

平日
9:00-16:00

23 うるま市 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社
うるま市仲嶺187番地
（うるま市生涯学習・文化振興センターゆらてく
駐車場）

PCR検査

電話連絡
(1) 090-7374-3317
(2) 080-5460-9083
(3) 080-2528-2717
(4) 080-1628-6054
※電話受付時間：8時から13時　（日曜日を除く）

8:00-13:00　（日曜日を除く）

24 すこやか薬局具志川店 株式会社沖縄環境保全研究所 うるま市字宮里261-16 PCR検査
ネット申込
(https://covid19.select-type.com/rsv/?id=Zm998DakjoQ&c_id=148686)

平日
10:00-11:00

25 沖縄PCR検査センター（ミタカトレード） 沖縄PCR検査センター（ミタカトレード） 名護店：名護市宇茂佐の森1-12-1 PCR検査
ネット申込
（http://okinawa-pcr.com)

10:00-15:00

26 すこやか薬局大北店 株式会社沖縄環境保全研究所 名護市大北1-2-36 PCR検査
ネット申込
(https://covid19.select-type.com/rsv/?id=Zm998DakjoQ&c_id=148685)

平日
9:00-11:30

27 伊江村 伊江村 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 国頭郡伊江村字東江前38番地 PCR検査
電話連絡
0980-49-5000
※予約電話受付日時　月〜金曜日　9:00-17:00

不定期実施

28 伊平屋村 伊平屋村 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 伊平屋村字我喜屋251番地 PCR検査
電話連絡
0980-46-2142
※予約電話受付日時　月～金曜日　09:00-17:00

不定期実施

沖縄市

うるま市

名護市
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29 伊是名村 伊是名村 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 伊是名村字仲田1203番地 PCR検査
電話連絡
0980-45-2001
※予約電話受付日時　月〜金曜日　9:00-17:00

不定期実施

30 恩納村 日暮里医院 日暮里医院 恩納村字名嘉真2631-1 PCR検査

電話連絡
  080-2786-9553
ネット申込
  （https://pcr-center.tokyo)

10:00-20:00

31 すこやか薬局よみたん店 株式会社沖縄環境保全研究所 読谷村都屋167-2-1 PCR検査
ネット申込
(https://covid19.select-type.com/rsv/?id=Zm998DakjoQ&c_id=168749&w_flg=1)

平日
10:00-10:30

32 沖縄PCR検査センター（ミタカトレード）
（読谷村役場敷地内）

沖縄PCR検査センター（ミタカトレード） 読谷村役場会場：
沖縄県読谷村字座喜味2901番地

PCR検査
ネット申込
（http://okinawa-pcr.com)

平日
10：00－16：00

33 北谷町 沖縄PCR検査センター（ミタカトレード） 沖縄PCR検査センター（ミタカトレード） 北谷店：北谷町字美浜16番地3 PCR検査
ネット申込
（http://okinawa-pcr.com)

9:00-16:00

34 北中城村 すこやか薬局ライカム店 株式会社沖縄環境保全研究所 北中城村字比嘉494-1 PCR検査
ネット申込
(https://covid19.select-type.com/rsv/?id=Zm998DakjoQ&c_id=148679&w_flg=1)

平日
9:00-11:00

35 西原町 株式会社南西環境研究所 株式会社南西環境研究所 西原町字東崎４番地４ PCR検査

①電話連絡
  098-970-0695
②ネット申込
  （https://nansei-kankyo.co.jp)

電話予約受付　平日9:00-17:00
ネット予約受付　24h
窓口対応時間　平日9:00-12:00

36 中城村 株式会社南西環境研究所
(中城村役場敷地内)

株式会社南西環境研究所 中城村当間585-1 PCR検査

①電話連絡
  098-970-0695
②ネット申込
  （https://nansei-kankyo.co.jp)

電話予約受付　平日9:00-17:00
ネット予約受付　24h
窓口対応時間　平日9:30-11:30

37 北大東村 北大東村 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 北大東村中野212番地 PCR検査
電話連絡
0980－23－4567(北大東村保健センター)
※予約受付日時　火曜日9:00－17:00(変更の可能性あり)

不定期実施

38 南大東村 南大東村 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 南大東村字南144番地１ PCR検査
電話連絡
0980-22-2036
※予約電話受付日時　月・火曜日　9:00-17:00

毎週木曜

39 久米島町 沖縄PCR検査センター（ミタカトレード） 沖縄PCR検査センター（ミタカトレード） 久米島空港 PCR検査
ネット申込
（https://coubic.com/pcr-yoyaku/910003）

航空便利用者:9:00-18:00
航空便の利用のない者:11:00-18:00

読谷村
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40 下地診療所 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 宮古島市下地上地634-1 PCR検査
電話連絡
0980-74-7878

月～土
9:00-12:00、16:00-18:00
※水、土午後休み

41 奥平産婦人科医院 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 宮古島市平良下里1259-1 PCR検査
電話連絡
0980-72-3026

月～土
8:30-11:30、14:00-16:30
※木、土午後休み

42 きしもと内科医院 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 宮古島市平良下里1555-1 PCR検査
電話連絡
0980-79-0501

月、火、金：8:00-16:00
水、木、土：8:00-11:00

43 株式会社コロナ検査センター 株式会社コロナ検査センター 宮古島店：宮古島市平良字下里550 PCR検査
ネット申込
（https://covid-kensa.com/miyakojima.html)

9:00-19:00
※土曜・祝前日休

44 株式会社医道メディカル
（宮古島ＰＣＲ検査センター）

株式会社医道メディカル
（宮古島ＰＣＲ検査センター）

宮古島市平良字西原2251番5 PCR検査
電話連絡
0980-73-0281

10:00-13:00、14:00-18:00

45 高輪アイランドクリニック
株式会社医道メディカル
（宮古島ＰＣＲ検査センター）

宮古島市平良字下里535-5-3F PCR検査
電話連絡
0980-72-7833

月～土
9:30-13:00、14:00-18:30

46 宮古島店：宮古島市平良字西里407 PCR検査
ネット申込
（https://coubic.com/pcr-yoyaku/706019）

13:00-17:00
※時間帯によっては、沖縄県臨時PCR検査（宮
古会場）（対象者：陽性者との接触者）になりま
す。

47 宮古空港 PCR検査
ネット申込
（https://coubic.com/pcr-yoyaku/542928）

航空便利用者:9:00-20:00
航空便の利用のない者:11:00-20:00

48 下地島空港 PCR検査
ネット申込
（https://coubic.com/pcr-yoyaku/632033）

航空便利用者:9:00-18:00
航空便の利用のない者:11:00-18:00

49 多良間村 株式会社医道メディカル
（宮古島ＰＣＲ検査センター）

株式会社医道メディカル
（宮古島ＰＣＲ検査センター）

宮古郡多良間村塩川
前泊港 シードリーム多良間（東側）

PCR検査
電話連絡
(1)0980-73-0281
(2)080-7134-4391

毎週木曜日
11:00-14:30

50  八重山店：石垣市南ぬ浜町65  PCR検査
 ネット申込
 （http://okinawa-pcr.com)

9:00-19:00

51 石垣中央店：石垣市大川270-3 PCR検査
ネット申込
（http://okinawa-pcr.com)

9:00-20:00

52 株式会社コロナ検査センター 株式会社コロナ検査センター 石垣市登野城519番地 PCR検査
ネット申込
（https://covid-kensa.com/ishigaki.html)

9:00-19:00
※土曜・祝前日休

53 沖縄PCR検査センター（ミタカトレード） 沖縄PCR検査センター（ミタカトレード） 新石垣空港（航空便利用者限定） PCR検査
ネット申込
（https://coubic.com/pcr-yoyaku/909627)

9:00-20:00

一号事業者：医療機関、薬局、衛生検査所等又はワクチン検査パッケージ制度・対象全員検査等登録事業者によって行われるPCR検査等に用いる検体を本人が採取する際の立会い等並びに検査機関に対する検体の送付及び検査受検者への結果通知等の発行の求め等を行う事業者

二号事業者：医療機関又は衛生検査所等による、関係法令に基づき実施される、第一号事業者から送付されるPCR検査等のための検体の検査及び検査受検者への結果通知書等の発行等を行う事業者

沖縄PCR検査センター（ミタカトレード） 沖縄PCR検査センター（ミタカトレード）

宮古島市

石垣市

沖縄PCR検査センター（ミタカトレード） 沖縄PCR検査センター（ミタカトレード）

沖縄PCR検査センター八重山店は、沖縄県臨時PCR検査（石垣市会場）となったため、一般無料検査の案内を休止します。


