
県内で、オミクロン株の市中感染を確認

県内154箇所の薬局等において、

感染不安がある方に対する無料検査を開始（1/4～1/31の予定）

そこで

症状がある方は、薬局で検査を受けることができないため、

医療機関に事前連絡の上、受診してください。

無料検査は、希望者が多数来訪される可能性があるため、

お待ちいただいたり、お断りする場合があります。

検査実施事業者は、県薬剤師会ホームページに掲載しています。

～ご注意ください～



オミクロン株の市中感染事例について

「海外渡航歴なし」、「感染経路不明」のオミクロン株陽性者を確認。
※1/2ゲノム解析によりオミクロン株陽性が確定

＜陽性者の状況＞
• 県内在住の30代女性、ワクチン２回目接種済み
• 12月下旬に発症（発熱、倦怠感等）し、現在は軽症で入院中
• 発症の数日前に、県外滞在歴あり

＜接触者の状況＞
• 県内に濃厚接触者なし
• 職場関係者の検査を実施し、全員陰性

＜検査の方針＞
• 県民の不安解消のため検査を1/4から実施予定

症状の有無 検査場所 検査費用 留意事項

症状あり 医療機関 無料
・受診前に、電話等で連絡が必要
・初診料等が必要

症状なし 薬局等 無料
・陽性の場合、医療機関の受診が必要
・検査可能な薬局等は、県薬剤師会ホームページに掲載



■ マスクは正しく着ける （鼻やあごもしっかりカバー、「マスクなし」をなくしましょう）

■ 石けん等でしっかり「手洗い」 （共有物（ドアノブ等）にさわった後、食事の前後など）

■ ３密を避け、社会的距離を確保 （なるべく２ｍ、最低１ｍ）

■ 換気はこまめに （30分に１回以上、部屋の空気が入れ替わる様に）

■ 少しでも症状がある場合、すぐに受診を ➡ 二次感染防止、早期治療の実施のために重要

「基本的な感染症対策」の継続

オミクロン株による第６波を小さく抑えるために

オミクロン株にも有効である『基本的な感染症対策』の継続をお願いします。
（正しいマスク着用、しっかりと手指消毒、「３密」の回避、換気の徹底、会食時の会話注意）



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2021年12月29日現在）

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考

ウエルシア薬局水戸けやき台店 水戸市けやき台1-140-1
029-240-1257  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

たんぽぽ調剤薬局赤塚店 水戸市河和田2-1898-40
029-253-5000  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～18:45

水曜日は9:00～18:00､土曜

日は9:00～17:00

フローラ薬局河和田店 水戸市河和田町5003-4
029-255-4193  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～18:00

水曜日は9:00～17:00,第1,

3,5週土曜日9:00～13:00,第

2,4土曜日9:00～16:00

ウエルシア薬局水戸見和店 水戸市見和1-309-2
029-257-6682  

    
月～土 9:00～19:00

ウエルシア薬局ヨークタウン水戸

店
水戸市元吉田町1030-12

0293-04-2233  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局水戸元吉田店 水戸市元吉田町1570番地の8
0293-09-3240  

    
月～土 10:00～14:00　15:00～19:00

ファーマシー中山城東薬局 水戸市城東1-10-1
0293-00-2177  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～15:00

土曜は9:00～11:00 抗原検

査のみ対応

ウエルシア薬局水戸新原店 水戸市新原1-17-4
029-257-9128  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局水戸西原店 水戸市西原1丁目14番58号
029-257-1073  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

たんぽぽ調剤薬局水戸店 水戸市青柳町421-1
029-221-7200  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

土曜日
9:00～18:00 土曜日は9:00～17:00

ウエルシア薬局水戸御茶園通り店 水戸市千波町277-6
0293-05-5428  

    
月～土 9:00～19:00

ウエルシア薬局水戸千波店 水戸市千波町北葉山1763-1
0293-05-6398  

    
月～土 9:00～19:00

岩間東華堂薬局 水戸市泉町2-3-6
029-221-3857  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～17:00

ウエルシア薬局水戸百合が丘店 水戸市百合が丘町8-3
029-240-1238  

    
月～土 9:00～18:00

ウエルシア薬局水戸平須店 水戸市平須町1820-61
029-240-2277  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局水戸堀町店 水戸市堀町878-3
0293-09-1058  

    
月～土 9:00～19:00

水戸市

ケンコー薬局 堀町店 水戸市堀町916-6 029-254-2461  月曜日;火曜日;木曜日;金曜日; 9:00～18:00 土曜日は9:00～12:00



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2021年12月29日現在）

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考

    土曜日

ウエルシア薬局日立金沢店 日立市金沢町1丁目14番6号
0294-28-6652  

    
月～土 10:00～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局日立田尻2号店 日立市田尻町3丁目26番13号
0294-44-7817  

    
月～金 9:30～13:30　14:30～18:30

ウエルシア薬局日立南高野店 日立市南高野町2丁目15番1号
0294-29-3957  

    
月～金 9:00～13:00　14:00～18:00

ウエルシア薬局日立小木津店 日立市日高町1丁目30番7号
0294-44-8117  

    
月～土

月火木金9:00～14:00　15:00～19

:00 水10:00～14:00　15:00～19:

00 土9:00～13:00

日立市

ウエルシア薬局　日立本宮店 日立市本宮町4丁目12番1号
0294-26-9786  

    
月～土 10:00～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局土浦高津店 土浦市下高津3丁目7番46号
029-825-5028  

    
月～金 9:30～13:30　14:30～18:30

ウエルシア薬局土浦霞ヶ岡店 土浦市霞ｹ岡町22-5
029-835-2884  

    
毎日

月～金9:00～20:00 土9:00～19:0

0 日祝9:00～14:00　15:00～19:0

0

ウエルシア薬局土浦真鍋店 土浦市真鍋三丁目5番25号
029-835-6181  

    
月～土

月～金9:00～18:00 土9:00～14:0

0

ウエルシア薬局土浦神立店 土浦市神立中央三丁目2番27号
029-834-7030  

    
月～土 9:00～19:00

ぷらす調剤薬局 土浦市大岩田1768-1
029-821-3670  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
9:00～17:00

土曜は9:00～16:00、日曜は

9:00～12:00（休日の場合

有）

ウエルシア薬局土浦さん・あぴお

店
土浦市大畑1611

029-829-3128  

    
月～土 10:00～13:30　14:30～19:00

ウエルシア薬局土浦中高津店 土浦市中高津1丁目390-4
029-825-2203  

    
月～金 9:00～14:00　15:00～18:00

ウエルシア薬局土浦新田中店 土浦市田中二丁目10番35号
029-825-7438  

    
月～土

月～金9:30～18:30 土9:30～14:0

0　15:00～18:30

土浦市

ウエルシア薬局土浦東都和店 土浦市東都和6-1
029-825-1733  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

古河市 ウエルシア茨城総和薬局 古河市下大野2008
0280-91-1380  

    
月～土　 9:00～13:30　14:30～19:00



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2021年12月29日現在）

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考

ウエルシア薬局古河総和店 古河市下辺見2715
0280-30-1825  

    
月～土

月～金9:30～19:00 土9:30～13:0

0　14:00～19:00

ウエルシア薬局古河鴻巣店 古河市鴻巣956-1
0280-47-0488  

    
月～土

月～金9:00～20:00 土9:00～19:0

0

ウエルシア薬局古河三杉店 古河市三杉町2-4-5
0280-30-8818  

    
月～金 9:30～14:00　15:00～18:30

ウエルシア薬局古河三和店 古河市諸川1114-3
0280-75-0600  

    
月～金 9:30～13:30　14:30～18:30

ウエルシア薬局古河諸川店 古河市諸川1166
0280-75-0650  

    
月～金 10:00～14:00   15:00～19:00

ウエルシア薬局古河三和東店 古河市諸川字井耕地259-7
0280-75-1138  

    
月～金 9:30～13:00　14:00～18:30

つるみ脳神経病院 古河市上片田813番地
0280-77-2222  

    
月～土

月～金10：00～13：00，土12：00

～14：00

ウエルシア薬局古河東牛谷店 古河市東牛谷1484番地1
0280-30-1121  

    
月～土 10:00～14:00　15:00～19:00

古河市

ウエルシア薬局ＶＡＬ古河店
古河市本町1-1-15 VAL古河駅ﾋﾞ

ﾙ内

0280-30-3268  

    
月～土 10:00～20:00

ウエルシア薬局石岡杉並店 石岡市石岡2280-2
0299-35-3771  

    
月～金 10:00～13:30　14:30～19:00

石岡市

ウエルシア薬局石岡東光台店 石岡市東光台4-11-22
0299-28-5075  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局結城下り松店 結城市下り松4-1-4
0296-34-1894  

    
月～土 10:00～13:30　14:30～19:00

ウエルシア薬局結城新福寺店 結城市新福寺2-21-6
0296-21-2131  

    
月～土 9:00～19:00結城市

ウエルシア薬局結城富士見店 結城市大字結城10609番地1
0296-34-6518  

    
月～土

月～金9:00～20:00 土9:00～19:0

0

ウエルシア薬局龍ケ崎佐貫店 龍ケ崎市佐貫町1-1
0297-61-5017  

    
月～土 9:00～13:30　 14:30～19:00

ウエルシア薬局龍ケ崎長山店 龍ケ崎市長山3丁目2-1
0297-60-8268  

    
月～土 10:00～14:00   15:00～19:00龍ケ崎市

ウエルシア薬局龍ケ崎馴馬店 龍ケ崎市馴馬2957番地1
0297-61-1263  

    
月～金 9:30～13:30  14:30～18:30



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2021年12月29日現在）

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考

龍ケ崎市 ウエルシア薬局龍ケ崎緑町店 龍ケ崎市緑町89番地
0297-61-0436  

    
月～金 10:00～14:00　 15:00～19:00

ウエルシア薬局下妻古沢店 下妻市古沢563
0296-30-1626  

    
月～土

月～金 9:00～14:00　15:00～19:

00 土9:00～14:00　15:00～18:00
下妻市

ウエルシア薬局下妻新千代川店 下妻市田下593
0296-30-7018  

    
月～金 9:00～13:00　14:00～18:00

あけぼの薬局 常総市古間木新田811-2
0297-42-3301  

    
月曜日;火曜日;水曜日;金曜日 14：00～16：00

ウエルシア薬局常総向石下店 常総市向石下857-2
0297-30-8258  

    
月～土 9:00～19:00

ウエルシア薬局常総石下店 常総市新石下3930-1
0297-42-4138  

    
月～日

月～金9:00～19:00 土日9:00～18

:00  

常総市

ウエルシア薬局常総北水海道店 常総市水海道森下町4141番地1
0297-20-6501  

    
月～金 9:00～13:00　14:00～18:00

ウエルシア薬局常陸太田中城店 常陸太田市中城町2992番地の1
0294-80-7350  

    
月～金 10:00～19:00

常陸太田市

ウエルシア薬局常陸太田木崎店
常陸太田市木崎二町1806番地の

1

0294-80-7022  

    
月～金 9:00～13:00　14:00～18:00

高萩市 ウエルシア薬局高萩安良川店 高萩市安良川214-1
0293-20-4138  

    
月～土

月～金9:00～18:00 土9:00～14:0

0

松本薬研堂薬局 北茨城市磯原町磯原1-212
0293-43-0435  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00

ウエルシア薬局北茨城磯原店 北茨城市磯原町磯原3-20
0293-30-0818  

    
月～土 9:00～19:00北茨城市

ウエルシア薬局北茨城中郷店 北茨城市中郷町上桜井1586番地
0293-30-6068  

    
月～土 9:00～19:00

ウエルシア薬局友部旭町店 笠間市旭町488番地1
0296-70-9078  

    
月～土 10:00～13:30   14:30～19:00

ウエルシア薬局笠間東店 笠間市笠間字稲荷町99-7
0296-70-0118  

    
月～日

月～土 9:00～13:30　14:30～18:

30 日9:00～14:00
※毎月最終日曜日は定休日

フローラ薬局　友部店 笠間市鯉淵6679-12
0296-70-5593  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日
13:00～16:00

笠間市

ウエルシア薬局笠間南店 笠間市石井2104
0296-70-0086  

    
月～金 10:00～14:00  15:00～19:00



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2021年12月29日現在）

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考

笠間市 ウエルシア薬局新友部店 笠間市東平3丁目1番7号
0296-70-9568  

    
月～金 9:30～13:30  14:30～18:30

ウエルシア薬局取手ゆめみ野店 取手市ゆめみ野3丁目8番地2
0297-70-7005  

    
月～金 9:30～14:00　15:00～18:30

ウエルシア薬局取手新戸頭店 取手市戸頭9丁目21番23号
0297-71-8638  

    
月～土 9:30～19:00

ウエルシア薬局取手戸頭2号店 取手市戸頭一丁目9番18号
0297-71-8015  

    
月～土

月～金9:30～13:30　14:30～19:0

0 土9:00～13:00

取手市

ウエルシア薬局取手新町店 取手市新町3丁目9番41号
0297-77-7718  

    
月～土 9:30～19:00

ウエルシア薬局牛久刈谷店 牛久市牛久町3318番地1
029-878-2622  

    
月～金 10:00～14:00  15:00～19:00

ウエルシア薬局牛久上柏田店 牛久市上柏田2-33-6
029-830-7030  

    
月～土 9:30～13:30  14:30～18:30

ウエルシア薬局牛久神谷店 牛久市神谷5-1-1
029-830-7228  

    
月～土 10:00～14:00  15:00～19:00

牛久市

ウエルシア薬局牛久猪子店 牛久市猪子町995-18
029-878-4688  

    
月～金 9:00～19:00

ウエルシア薬局つくばみどりの店 つくば市みどりの1-32-1
029-839-5862  

    
月～日

月～土9:00～19:30　日9:00～18:

00

ウエルシア薬局つくば研究学園北

店
つくば市学園の森2-33

029-848-5652  

    
月～土

月火水金　9:00～19:00 木9:00～

14:00　15:00～19:00 　土9:00～

14:00　15:00～18:00

ウエルシア薬局つくば研究学園店 つくば市苅間1628番地
029-848-5028  

    
月～日

月～土9:00～19:00 日10:00～13:

30　14:30～18:00

ウエルシア薬局つくば吉沼店 つくば市吉沼1209番地4
029-865-4005  

    
月～土 9:30～14:00　15:00～18:30

ウエルシア薬局つくば学園吾妻店 つくば市吾妻3-14-1
029-848-5056  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～18:30

ウエルシア薬局つくば桜店 つくば市桜一丁目14-1
029-863-5017  

    
月～土 9:00～19:00

ウエルシア薬局つくば春日店 つくば市春日3-11-7
029-854-0968  

    
月～土

月～金9:00～19:00 土9:00～14:0

0　15:00～18:00

つくば市

ウエルシア薬局つくば春日3丁目 つくば市春日3丁目1番地9 029-850-3026  月～土 月～金9:00～19:00 土9:00～13:0



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2021年12月29日現在）

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考

店     0　14:00～18:00

ウエルシア薬局つくば谷田部店 つくば市台町2-3-10
029-839-0868  

    
月～土 9:30～14:00　15:00～18:30

ウエルシア薬局つくば大曽根店 つくば市大曽根字吾妻3653-1
029-877-0318  

    
月～土 9:00～18:00

ウエルシア薬局つくば大穂店 つくば市筑穂1丁目12番地5
029-877-0478  

    
月～土 9:30～19:00

ウエルシア薬局つくば万博記念公

園店

つくば市島名福田坪土地区画整

理地B48街区

029-848-2668  

    
月～土 9:30～19:00

ウエルシア薬局学園中央店 つくば市東新井25-2
029-849-3718  

    
月～土 9:00～19:00

ウエルシア薬局つくば東店 つくば市東二丁目9番1
029-863-2358  

    
月～金

月水木9:00～24:00 火金9:00～20

:00 土9:00～18:00

ウエルシア薬局つくば学園二の宮

店
つくば市二の宮三丁目15番地10

029-850-3028  

    
月～土、祝

月火水金　9:00～19:00 木9:00～

13:00　14:00～19:00 土9:00～13

:00　14:00～18:00

ウエルシア薬局つくば学園並木店 つくば市並木3丁目15番地1
029-850-3288  

    
月～日

月～金9:00～19:00 土日9:00～13

:00　14:00～17:00

ウエルシア薬局つくば豊里店 つくば市豊里の杜2丁目1-1
029-848-2188  

    
月～土

月～金9:00～19:00 土9:00～18:0

0

つくば市

ウエルシア薬局つくば北条店 つくば市北条亀井5209-5
029-850-7638  

    
月～土 9:30～14:00　15:00～18:30

ウエルシア薬局ひたちなか佐和店 ひたちなか市高場1丁目22-12
029-270-3458  

    
月～土 10:00～19:00

春日薬局 ひたちなか市春日町12-4
029-273-6850  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～15:00

木曜日､土曜日は9:00～12:0

0

ウエルシア薬局ひたちなか松戸町

店

ひたちなか市松戸町三丁目1番3

0号

0293-54-0128  

    
月～土

月火水金土10:00～19:00 木10:00

～18:00

ウエルシア薬局ひたちなか市毛店 ひたちなか市大字市毛822-5
029-202-5081  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局ひたちなか大平店
ひたちなか市大平3丁目11番20

号

029-202-5028  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

ひたちなか市

ウエルシア薬局ひたちなか田中後

店
ひたちなか市田中後7番地2

029-264-3870  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2021年12月29日現在）

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考

ウエルシア薬局ひたちなか田彦店 ひたちなか市田彦1003-5
0293-53-5258  

    
月～土 10:00～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局ひたちなか六ツ野

店
ひたちなか市東石川3379番地15

029-271-4522  

    
月～金 9:30～13:30　14:30～18:30

ウエルシア薬局ひたちなか堂端店 ひたちなか市堂端二丁目1番地4
029-202-5200  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局ひたちなか馬渡向

野店
ひたちなか市馬渡向野2911-18

0293-53-5088  

    
月～土 9:00～19:00

ひたちなか市

おりーぶ薬局 ひたちなか市堀口616-1
029-276-0009  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9:00～18:00 木･土曜日は9:00～16:30

ウエルシア薬局鹿嶋平井店 鹿嶋市旭ｹ丘2丁目8番地1
0299-85-2351  

    
月～金 10:00～14:00  15:00～19:00

ウエルシア薬局鹿嶋プラザ店 鹿嶋市宮中字東山289-1
0299-90-7738  

    
月～金 9:00～14:00  15:00～18:00

ウエルシア薬局鹿嶋宮津台店 鹿嶋市大字宮津台151番地52
0299-90-7028  

    
月～金 10:00～19:00

ウエルシア薬局鹿嶋大野店 鹿嶋市大字和789番地2
0299-90-9501  

    
月～土 9:30～18:30

鹿嶋市

ウエルシア薬局鹿嶋緑ヶ丘店 鹿嶋市緑ヶ丘4丁目6番地7
0299-85-0331  

    
月～土

月～金10:00～19:00 土10:00～15

:00　16:00～19:00

ウエルシア薬局潮来新宮南店 潮来市新宮南1437番地1
0299-67-1022  

    
月～金 10:00～19:00

潮来市

ウエルシア薬局潮来須賀南店 潮来市須賀南289番地
0299-80-1031  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局守谷ひがし野店 守谷市ひがし野2-2-5
0297-21-1562  

    
毎日 9:00～19:00

守谷市

ウエルシア薬局守谷松並店 守谷市ひがし野四丁目1番地9
0297-21-0321  

    
月～土 9:30～19:00

ウエルシア薬局常陸大宮石沢南店 常陸大宮市石沢1685他
0295-53-8185  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

常陸大宮市

ウエルシア薬局常陸大宮石沢店 常陸大宮市石沢1844-4
0295-52-8022  

    
月～金 9:00～13:00　14:00～18:00

那珂市 ウエルシア薬局那珂瓜連店 那珂市瓜連748-3 
029-296-9228  

    
月～土

月～金10:00～19:00 土10:00～14

:00　15:00～19:00



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2021年12月29日現在）

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考

ウエルシア薬局那珂竹ノ内店 那珂市竹ﾉ内三丁目7番地3
029-270-8258  

    
月～土 9:00～19:00

那珂市

那珂キッズクリニック小児科 那珂市竹ノ内3-2-2
029-212-5630  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日;日曜日
9:00～19:00

木曜日と日曜日は9:00～12:

00　土曜は9:00～17:00　土

曜日と日曜日は第1・第3・

第5土日曜日のみ

ウエルシア薬局下館南店 筑西市乙916
0296-21-1750  

    
月～土

月～金10:00～20:00 土10:00～14

:00 15:00～19:00

やまぐち薬局　関城店 筑西市舟生 1059
0296-37-8011  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00 土曜日は、9：00～13：00

ウエルシア薬局筑西協和店 筑西市新治1996-26
0296-21-7558  

    
月～土

月・火・木・金・土9:00～18:00 

水9:00～13:00  14:00～18:00

ウエルシア薬局下館二木成店 筑西市二木成943
0296-24-8178  

    
毎日

月～金9:00～20:00 土9:00～19:0

0 日・祝9:00～13:00　 14:00～1

8:00

筑西市

やまぐち薬局　野殿店 筑西市野殿 1457
0296-25-3182  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：00～18：00 土曜日は、9：00～13：00

坂東市 ウエルシア薬局坂東岩井本町店 坂東市岩井2746番地
0297-36-7906  

    
月～金 9:30～13:30　14:30～19:00

稲敷市 ウエルシア薬局稲敷釜井店 稲敷市釜井435-1
0299-79-8001  

    
月～金 10:00～14:00  15:00～19:00

かすみがうら

市

ウエルシア薬局かすみがうら大和

田店

かすみがうら市大和田592番地4

5

029-833-5328  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局岩瀬御領店 桜川市御領1丁目23
0296-75-8060  

    
月～土

月～金9:00～13:30　14:30～19:0

0 土9:00～13:30　14:30～16:00

ウエルシア薬局真壁飯塚店 桜川市真壁町飯塚998
0296-23-8628  

    
月～土 9:00～18:30桜川市

ウエルシア薬局岩瀬富士見台店 桜川市富士見台1-20
0296-70-8028  

    
毎日 9:00～14:00   15:00～18:00

ウエルシア薬局神栖若松店 神栖市若松中央2丁目10番
0479-40-1618  

    
月～金 10:00～14:00  15:00～19:00

ウエルシア薬局神栖中央店 神栖市神栖1-5-6
0299-93-5083  

    
月～土　祝

月～金9:00～19:00 土・祝9:00～

18:00

神栖市

ウエルシア薬局神栖大野原店 神栖市大野原3丁目9番36 0299-95-5680  月～金 10:00～14:00  15:00～19:00



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2021年12月29日現在）

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考

    

ウエルシア薬局神栖知手中央店 神栖市知手中央6-6-19
0299-95-0157  

    
毎日

月～金9:00～19:00 土9:00～18:0

0 日・祝9:00～13:00　14:00～18

:00

ウエルシア薬局神栖土合本町店
神栖市土合本町四丁目9809番地

451

0479-48-5631  

    
月～金 10:00～14:00  15:00～19:00

ウエルシア薬局神栖波崎店 神栖市波崎8519番地
0479-44-8580  

    
月～土

月～金9:00～19:00 土9:00～13:0

0　14:00～18:00

ウエルシア薬局神栖平泉店 神栖市平泉1-4
0299-90-0868  

    
月～土

月～金　9:00～19:00 土9:00～14

:00　15:00～18:00

ウエルシア薬局神栖堀割店 神栖市堀割3丁目4-3
0299-90-1368  

    
月～金 10:00～14:00  15:00～19:00

神栖市

ウエルシア薬局神栖矢田部店 神栖市矢田部7803-51
0479-40-5615  

    
月～土 9:00～18:00

ウエルシア薬局行方玉造店 行方市玉造甲659-2
0299-36-2250  

    
月～土 9:00～19:00

行方市

ウエルシア薬局行方麻生店 行方市麻生3289-46
0299-80-6058  

    
月～土 9:00～19:00

鉾田市 ウエルシア薬局鉾田中根店 鉾田市鉾田1259番地3
0291-34-2328  

    
月～土

月火木金10:00～19:00 水土10:00

～14:00　15:00～19:00

ウエルシア薬局つくばみらい伊奈

店

つくばみらい市谷井田字北耕地

1332

0297-47-7788  

    
月～土 9:30～19:00

つくばみらい

市
ウエルシア薬局みらい平駅前店 つくばみらい市陽光台1-14-1

0297-20-7118  

    
月～日

月～土9:00～19:00 日9:00～13:0

0　14:00～18:00

ウエルシア薬局小美玉美野里店 小美玉市羽鳥2908-3
0299-28-7638  

    
月～土、祝 10:00～14:00　15:00～19:00

小美玉市

ウエルシア薬局小美玉玉里店 小美玉市田木谷212番地1
0299-37-1108  

    
月～土 9:00～19:00

大洗町 ウエルシア薬局大洗磯浜店 大洗町磯原町3465番地1
029-264-5720  

    
月～土 10:00～14:00　15:00～19:00

東海村 ウエルシア薬局東海舟石川店 東海村舟石川駅西2-9-12
0293-06-5008  

    
毎日

月～土9:00～19:00 日祝9:00～14

:00　15:00～19:00

大子町 ウエルシア薬局大子池田店 大子町大字池田1506
0295-79-1690  

    
月～金 10:00～14:00　15:00～19:00



ワクチン・検査パッケージ制度に係る検査実施事業者一覧（2021年12月29日現在）

市町村 施設名 所在地 電話番号 受付の曜日 受付時間 受付の備考

大子町 ビッグママあこ薬局 大子町池田2676-16
0295-72-5569  

    

月曜日;火曜日;水曜日;木曜日;

金曜日;土曜日
9：30～18：00

ウエルシア薬局阿見荒川沖店 阿見町うずら野1丁目19番地2
029-843-7038  

    
月～土 9:30～13:30　14:30～19:00

ウエルシア薬局阿見岡崎店 阿見町岡崎三丁目8番地1
029-891-3288  

    
月～土 9:00～19:00

ウエルシア薬局阿見若栗店 阿見町若栗1339-6
029-891-1320  

    
月～土 9:30～13:00　14:00～18:30

阿見町

ウエルシア薬局阿見荒川本郷店 阿見町本郷3丁目3番地1
029-830-5118  

    
月～日 9:30～14:00　15:00～18:30

境町 ウエルシア薬局茨城境町店 境町38-3
0280-81-2118  

    
毎日 9:00～21:00


