
民間検査機関　問い合わせ一覧（本会集約分織り込み資料）

事業者名 所在地 問合せ担当者名 問合せ方法 検査費用 申込の流れ 検査の流れ 検査送付先と判定時間の目安 結果の本人及び薬局への連絡方法、内容 陽性の場合の流れ 事業者の特徴、アピールポイント 備考

1 J-VPD株式会社
東京都新宿区愛住町23-14ベ
ルックス新宿ビル6階

増子（ますこ）、
近藤、山田

【電話又はメール】
03-6274-8198
j-team@j-vpd.co.jp

8,500円（税込）

店舗の名称、住所、電話番
号、ご担当者名、必要キット
数をＪ－ＶＰＤ社へ連絡をし
て打合せを行う。

各店舗にＪ－ＶＰＤ社より資材一式を送付。説明資料に従
い検査実施。
（使用キット数のみ月末締めで請求書送付）

検体送付先:東京都新宿区
ラボラトリーに16時までの到着分は当日
報告。16時以降は翌日13時までに報告
（日祝は14時までの到着分は当日報告、
以降は翌13時までに報告。）

①受検者本人へ、検査システムに登録いただ
いたメールアドレスへ『検査が完了したので
システムより検査結果をご確認ください』の
通知。システムより検査結果を確認。
②担当薬局へ、陽性疑い者が出た場合に電話
連絡。

陽性疑い者へ、弊社より「陽性疑いの検査結果なので
医療機関に受診する」通知を行い、検査報告書に「兵
庫県新型コロナ健康相談コールセンター電話を記載し
電話して医療機関への受診の案内を行う。
本人より電話した上で発熱外来受診。
担当薬局へは、陽性疑い者が出た場合に電話連絡。

・オリンピック競技団体などからPCR検査を受託
・厚生労働省が発表している「自費検査を提供す
る検査機関一覧」にラボが掲載
・内閣官房のモニタリング検査事業に令和3年3月
より協力
概要詳細資料あり

2 楽天株式会社 東京都世田谷区玉川1-14-1
URLに問合せ後、
担当者から折り返
し連絡があります

【下記URLより問合せ】
https://faq.health.incubation
.rakuten.net/hc/ja/requests/
new

8,500円（税込）

事業者登録を1号(薬局)もし
くは2号(検査会社)どちらで
行うかによりスキームは変わ
ります。
楽天としては2号登録（検査
会社から）を推奨。

webフォームからご注文いただき、指定住所まで配送いた
します。請求に関しては事業者登録によりスキームが異な
ります。

検体採取日にキットを郵便局にお持ち込み
もしくは集荷で、検体採取の翌々日に結果
通知が可能。

本人には楽天IDを用いたマイページ登録を
行っていただき、webにて結果を確認していた
だくことが可能。
薬局へのご連絡方法に関しては検討中。

陽性反応が出た場合には、提携医療機関の医師から被
検者に電話にてご連絡をさせていただきオンライン診
療が可能。
電話での問診後、確定診断を取らせていただいたのち
保健所への発生届まで一貫しサポート。
受験者様の最寄りの保健所への連携は可能。

医師のサポート付きのキットとなっており、ウイ
ルスの検出能力も高く行政検査としても使用され
ているキットです。
概要説明資料あり

２次事業者登録を
推奨

3 川崎重工業株式会社 東京都港区海岸1-14-5 藤田 雅史
【電話又はメール】
080-3469-4463
fujita_ma@khi.co.jp

8,500円（税込）

川崎重工業独自でブースを設
置し、検体採取予定のため、
薬局を１次事業者としての事
業参画は現在予定なし。

4 興和株式会社
大阪支店大阪府中央区
淡路町2-3-5

岩部

【電話又はメール】
事務所:06-6204-6186
携 帯:080-1388-8577
t-iwabu@kowa.co.jp

PCR検査 8,500円
抗原検査 2,420円

電話・メールにてご依頼・ご
相談
⇒興和のスキーム等、詳細に
ついてご紹介
⇒契約書等を取り交わし

契約書に基づき、検査キットを委託形式で送付、使用分の
み(使用数×8,500円)月末締め、翌月末払いにて請求、未使
用分は無料検査終了時に返却必須
検査の応諾は、検査依頼書 等をFAXにて送信、検体は
『ゆうパック着払い』にて返送(送り状は興和で準備)、結
果通知書はPDF形式にてメールで送信

検体送付先:愛知県名古屋市
17時までにゆうパック集荷の場合
A:検体返送の翌日の午前中にセンターまで
到着すれば、同日中に結果通知
B:検体返送の翌日の午後にセンターに到着
した分は、さらに翌日の結果通知

結果通知書はPDF形式にて本人及び薬局様あ
てにメールで送信。
通知書の内容は国の指針に則った形式にて作
成。

陽性の場合、興和からは依頼書に記載いただいた『か
かりつけ医院』および、本人住所に基づいた該当保健
所・相談センターを結果通知書にて案内。本人または
薬局の自己責任にて必ず医療機関への受診が必要とな
ります。

※興和検査センターでは土日祝日の検査を行って
いませんので、依頼可能日を限定しております。
詳しくは添付のスケジュール表にてご確認くださ
い。
概要詳細資料あり

ゆうパックで名古
屋検査センターに
翌日配達可能な地
域のみ（県内ほと
んどの地域が可
能）

5
グリーンホスピタルサ
プライ株式会社

大阪府吹田市春日3-20-8 池尻

【電話又はメール】
t-ikejiri@msh.biglobe.ne.jp
※メールから問合せがスムー
ズ
②携 帯:090-9618-7344
③事務所:06-6369-2296

8,500円（送料込）

注文書にてキット注文で弊社
から検査キットのセットを郵
送。
※含まれる内容：採取キッ
ト、梱包材料、検査費用、輸
送費用（検査所へ送るレター
パックプラス費用含む）

“申込書”に記載して頂き、申込書原本を検査会社（弊社提
携先：バイオニクス社）へ郵送して頂きます。薬局側から
兵庫県への報告する必要があるかと思われますので、薬
局・受検者様の控えとしてコピーをとって頂きます。
お支払い時期：検査キットの納品を以って検収とさせて頂
きます。納品月末日締切、翌月末日迄に振込支払い

検体郵送先：大阪市内
検査所に午前中に到着で当日中に結果は通
知可能。午後到着で翌日の結果通知。
レターパックプラスは速達扱いであり、投
函可能ですので、回収よりも安定して郵送
可能です。回収は可能ですが、大阪からな
ので神戸市より東南側（神戸市を含む）に
限定。
安定している郵送の方を推奨します。

結果通知は、
１．本人様へのホームページ上での通知 及
び別途申込書に記載した本人様メールアドレ
スへも通知。
2．薬局にもメールにて通知。メールアドレス
を持たれていない被検者への通知に関して
は、薬局からお願いします。

陽性となった場合、まず医療機関への受診をして頂
き、確定診断を受けて、医療機関から保健所へ報告す
ることとなります。

１．有効期限内で出来るだけ早く結果が出る
２．検査結果報告をどの様な方法で行うか
１．につきましては、関西圏の検査所であるこ
と、速達扱い・投函可能・トレース可能なレター
パックプラスを同封していることで対応
２．につきましては、ホームページ上での掲載に
加えて、薬局様・本人様へのメールと3段構えで
対応。
概要詳細資料あり

6 ソフトバンク株式会社 東京都港区海岸1-7-1
HELPOワクチン・
検査パッケージ_薬
局様お問合せ窓口

【メール】
helpo_pharmacy_contact@he
althcare-tech.co.jp

5,610円～8,500円
以下（送料込）

まず薬局と30分程度の打ち合
わせ。
キット内容や特徴、契約座組
や薬局での説明事項等説明の
上で、調整つき次第お申し込
み・契約という形を想定。

契約締結後、検査キット発注用のGoogle formを受領。
そちらで都度キットを発注し各店舗に納品を想定。
納品後は各店舗様にてアプリのダウンロード説明や検体採
取方法等をお客様に説明し、薬局で検体採取。
発送については、店舗への集荷依頼もしくは窓口へのお持
ち込みを実施。受検者様本人が郵便局様へ持ち込む形でも
可能。
管理者様向け対応マニュアルあり。

検体郵送先：千葉県市川市
結果通知については、唾液採取日に発送の
場合、採取から翌々日以内が検査受検様本
人への通知目途。
ただし、配送状況や郵便局への持ち込み時
間等により、前後する場合あり。

被検者の結果確認方法は、アプリ「HELPO」
上での結果通知。
薬局への結果連絡方法は、専用オンラインス
トレージへのアクセス権を付与されるので、
そちらを参照し確認。

アプリ上での医療機関受診のご案内および、検査実施
時に陽性時の対応方法チラシをお配りし、都道府県様
がご用意いただいている受診相談センターの案内を想
定。

特徴としては、各薬局様会場での検査体制構築の
支援が行えることがまず挙げられます。
また被検者にとってはアプリ上にて検査結果通知
書を確認でき、また健康相談やオンライン診療も
提供しておりますので検査前後での不安点につい
てもケアを行えます。

受付時間：
平日10:00-17:00

7

阪神衛生検査所
運営:オセロ・フィナン
シャルサービス株式会
社

西宮市北口町1-12塚本ビル2
階

高橋、菊池
【電話又はメール】
0120-856-775
support@hanshinlabo.com

5,000円

１，問合せ
２．書面にて締結

（検体回収時のながれ）
１．電話にて検体が発生した旨を通知
２．検査事業者スタッフが訪問回収（エリア内）
※エリア外の薬局向けに郵送対応準備中

採取キットを事前送付。薬局にて備蓄。
現在は訪問回収のみで検体回収を当日中に
完了した検体は基本的には翌日結果判明可
能。
郵送対応準備完了後お知らせあり。
基本的には検査発生単位で料金を請求。
支払いサイクルは毎月末日までに検査実施
分を翌月末に支払。

結果は被検者宛にSMSを活用し配信。
薬局への連絡方法については、結果一覧表を
送付しても良いか、現在兵庫県庁に確認中。

兵庫県が事業登録者に要請する下記陽性時の流れで
行ってください。
必ず医療機関（診療検査機関）を受診するよう受検者
に促すこと。また、改めて医療機関の受診の有無を確
認し、受診していない場合は早期の受診を促すこと。
なお、あらかじめ本人の同意を得た上で、個人情報を
含め県及び居住地の管轄保健所に速やかに情報提供を
行うこと

尼崎市保健所の登録を経て誕生した衛生検査所で
す。現在、尼崎市及びその近隣の病院で検査した
保険適用PCR検査を中心に展開。
対応エリア；尼崎市から神戸市（西区、北区、垂
水区を除く）

8
エクスコムグローバル
にしたんクリニック

大阪府大阪市中央区南船場
4-6-1 南船場秋山ビル6F

海老原
TEL：06-6125-5835
koichi@xcomglobal.co.jp

8,415円（税込）

まず請求書精算に必要な法人
様データ取得について無料の
法人登録申込書を送付。法人
登録が完了いたしました後に
別途検査キット発送のお申込
み。

検査キットの入手方法はWEB申し込みサイトから申込み。
申込み内容を確認後、平日の毎日14：30を当日受付分の締
切時間として希望数の検査キットを東京より発送手配。
キット発送：無料
検体返送：無料
ゆうパック着払伝票を事前送付
希望分お届けしたのち、当クリニックで検査実施確認済の
みの請求。
ご精算は請求書を登録頂いた法人様宛にメールで送付。
精算時期は本事業終了後（3/31）に検査キット料金を一括
でご請求

検体送付先：東京都渋谷区
検体の受領を確認後24時間以内に検査結
果通知書をメールで送付
ゆうパックにて郵便局で当日発送の締切時
刻までに検体持込の上最短（できるだけ翌
日午前中）で到着する日時を郵便局で確認
してください。

被検者へ検査結果通知書を添付したメール配
信。
薬局には別途検査結果通知を行った翌日の午
前中までに実績報告書を法人様代表メールア
ドレス及び他ご指定先メールアドレスへ連絡
項目内容：検査申込番号・検査キット番号・
（登録希望があれば）店舗名・*名前・生年月
日・性別・検査結果・検査通知日時）
*名前＝フルネームは表示されません（表示
例：兵庫太郎の場合＝兵＊ 太＊と表示）

当クリニックは医療機関のため発生届を必ず提出いた
しますが、検査結果通知書送付後、陽性者様には事前
にオンライン問診をさせて頂いた上で陽性確定診断を
行い発生届の提出をする流れになります。当クリニッ
クは東京都中央区保健所と連携しておりますので、
「にしたんクリニック→東京都中央区保健所→陽性者
様の最寄りの保健所」の順で報告することとなりま
す。

・PCR検査は毎日年中無休で実施
・検体受領後24時間以内の検査結果通知報告が可
能
・コールセンターでの年中無休の電話対応が可能
・医療機関として発生届対応まで全て対応
複数府県に薬局を運営されている法人様が法人登
録をお申込みの場合は事前にお知らせください。
薬局於けるPCR検査実施のための必要な検査方法
手順等については法人登録完了後に案内品を送付
する予定。
概要詳細資料あり

9
株式会社
ビー・エム・エル

東京都渋谷区代々木千駄ヶ
谷5-21-3

神戸営業所
 所長 福知 直哉
姫路営業所
 所長 宝田 俊哉

Naoya_Fukuchi@bml.co.jp
 
Toshiya_Hota@bml.co.jp

8,250円（税込）

営業所と回収等について要打
ち合わせ

依頼確定後資材一式（依頼伝票・容器・梱包資材）を薬局
に営業マンが持参
（現地店舗にて営業マンと詳細打合せ）検査結果報告で請
求発生。月末締め。
お支払いサイトについては弊社営業マンと詳細を打合せ。

事業者での店舗での回収のみ。採取当日の
回収分は翌日に結果連絡
営業所への持ち込みも受付可能

現状は薬局にFAX・WEBによる結果の報告。
薬局より受診者に結果報告となる。
現在システム構築（2月以降稼働予定）後は、
受験者の方がスマートフォンにて検査結果を
確認可能。

結果通知と同様。薬局により被検者へ連絡し発熱外来
受診の勧奨する。

全国でＰＣＲ検査能力は46,810件
年末年始・ゴールデンウィーク等の祝日も対応可
能
概要詳細資料あり

店舗数が複数の薬
局は、薬局本部と
営業所間でのご契
約となります。


