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中国駐日本国大使館管轄地域
長期に渡り中国渡航者に向けて検査を行っていた検査機関リスト
（各総領事館管轄地域長期に渡り中国渡航者に向けて検査を行っていた検査機関は各総領事館のHPをご確認ください）
No.

地区

医療機関名

Web/所在地

電話番号/wechat

営業日時
（参考のみ）

抗原検査実施の状況
（参考のみ）

特記事項

1

成田空港

日本医科大学
成田国際空港クリニック
成田空港PCRセンター

https://www.nms-pcr.com/
第1ターミナル中央ビル3階
第2ターミナルビル1階

0476-34-6805

9:00-17:00

可

2日前に事前予約

2

東京

公益財団法人
佐々木研究所付属
杏雲堂病院

https://www.kyoundo-hospital.jp/topic/5027/
東京都千代田区神田骏河台1-8

03-3292-2058（平日)
03-3292-2051（土日祝）
wechat:japan-xingyuntang
(中国語対応可)

9:00-24:00
年中無休

可

3

東京

表参道スキンクリニック

https://covid19test.jp/omotesando.html
東京都渋谷区神宮前5-9-13喜多重ビル4階

080-2264-9595

平日 10:30-14:30
土日祝日 10:00-14:30
年中無休

可

4

東京

三田国際ビルクリニック

https://bit.ly/2KYAgWb（日本語）
https://bit.ly/2X9VWB6（中国語）
東京都港区三田1-4-28三田国際ビル3階

03-3454-8614

平日 8:30-17:30
土曜日 8:30-12:30
日曜日は団体検査対応可

可

5

東京

クリニックフォア田町

https://www.clinicfor.life/tamachi/
東京都港区芝浦3－1－32なぎさテラス４階

03-4579-8189

平日 9:30-20:30
土日祝日 9:00-17:30

可

6

東京

東京TMSクリニック

https://form.run/@info-1604466003
東京都渋谷区恵比寿西1-1-2しんみつビル5階

070-5088-5006
wechat：TokyoTMSclinic

10:30-20:00
年中無休

可

7

神奈川

医療法人社団和光会
総合川崎臨港病院

http://rinko.or.jp/
神奈川県川崎市川崎区中島3-13-1

044-233-9336

9:00-24:00
年中無休

可

8

神奈川

たま耳鼻咽喉科

https://www.tamajibi.jp/
神奈川県川崎市多摩区登戸1842 M’s core 1F

090-2842-0736
wechat：tama07038587265

9:00-24:00
年中無休
団体検査対応可

可

9

千葉

柏の葉ゲノムクリニック

http://www.seifjapan.com/index/pcr/
千葉県柏市若柴186中央146街区1-111

080-3499-6428

9:00-21:00
年中無休

可

10

埼玉

しおや消化器内科
クリニック

https://www.shioya-clinic.com/
埼玉県さいたま市中央区本町東3-3-3

090-1804-6340
wechat：xiaoyuriben

9:00-24:00
年中無休
団体検査対応可

可
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東京

クリニックフォア大手町

https://www.clinicfor.life/otemachi/
東京都千代田区大手町1-2-1OtemachiOne地下１階

03-4570-1263

平日 9:00-20:00

可

12

東京

医疗法人社团青川会
三好医院

https://www.miyoshi-clinic.tokyo/
東京都新宿区百人町2-23-47

電話予約（中国語対応可）
03-5337-9871
090-9818-7488

月、火、水、金曜日
10:00-12:00、15:00-18:00
木曜、土日祝日
10:00-12:00
年中無休

可

13

東京

医疗法人社团医进会
小田クリニック

https://www.ishinkai-mc.net/pcrd
東京都新宿区大久保1-11-3 大東ビル2F

03-5273-0770

09:30-12:00
14:30-16:30

可

14

東京

平和纪念医院

9:00-18:30
年中無休

可

15

東京

医疗法人社团幸和会
幸和クリニック

https://kouwakai.jp/kouwa-clinic/about/
東京都豊島区駒込6-33-17

070-3858-7257（中国語対応可）
wechat：wa07038587257

9:00-18:30
年中無休
団体検査対応可

可

16

東京

医療法人社団知慎会
JTKクリニック

https://www.jtkclinic.com/HSR
東京都千代田区麹町4-1-5 志村ビル2階

03-6261-6386（中国語対応可）

9:00-24:00
年中無休

可

17

東京

医療法人社団佳有会
品川イーストクリニック

https://e-clinic.gr.jp/
東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟2階

03-5783-5521

9:00-19:00
年中無休

可

18

東京

亀田京橋クリニック

http://www.kameda-kyobashi.com/ja/index.html
東京都中央区京橋3-1-1スクエガーデン4階、6階

03-3527-9100

月曜日から金曜日
8:00-9:00

可

19

東京

日比谷クリニック

https://hibiya-clinic.com/
東京都千代田区有楽町1－7－1

03-3217-1105

月曜日から金曜日
10:00-12:30
14:30-17:30

可

20

東京

表参道ヘレネクリニック

https://stemcells.jp/pcr_inspection/
東京都港区南青山５丁目12−2倉澤ビル8F

03-3400-2277

平日
9:30-12:30
15:00-19:00
日曜日は休診

可

21

東京

医疗法人社团同济会
えみクリニック东大前

http://www.emiclinic.com/
東京都文京区向丘2-2-6ESTO HONGO 1层

03-3868-3528（中国語対応可）
wechat：emiclinictodaimae

月曜日から日曜日
9:00-20:00

可

22

東京

上野ロイヤルガーデン
クリニック

東京都台東区東上野3-14-7龍田ビル3階

03-5846-8378（中国語対応可）
wechat：RGC1110

9:00-21:00
年中無休

可

11

03-3820-8880
https://heiwa-med.com/
090-8124-7643（中国語対応可）
東京都江東区平野2-11-5 パシフィック第二門前仲町2F
wechat：heiwamed2020

20220630更新

23

東京

医療法人社団みき会
サンフィールドクリニック

http://www.sunfield-c.com/pcrsm
東京都江東区青海2-4-32タイム24ビル1階

03-3599-3311
080-4889-3726

月曜日から金曜日
9:00-17:00

24

東京

医療法人輝鳳会
池袋クリニック

https://ganno-clinic.jp/clinic/ikebukuro.html
東京都豊島区南池袋1-25-11 第15野萩ビル7階

080-9649-9998（中国語対応可）
wechat：huifenghui-m2

9:00-18:00

25

東京

こたろクリニック

https://kotaro-clinic.com/
東京都渋谷区笹塚1-56-102階

090-5925-1786（中国語対応可）
wechat：a09059251786

10:00—19:00
年中無休
団体検査対応可

可

26

東京

KARADA内科クリニック

https://karada-naika.com/
東京都品川区西五反田1-2-8 FUNDES五反田10F

03-3495-0192

10:00-13:00
15:00-19:00

可

27

東京

医療法人社団
ナチュラルハーモニー
ナチュラルハーモニークリニック
表参道

https://natucli.com/
東京都渋谷区神宮前6-25-14
神宮前メディアスクエアビル５F

03-3400-0066
wechat：nhc_china

月曜日から土曜日
10:00-19:00

可

28

東京

西新橋クリニック

https://www.tramedic.com/
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋2階

03-3519-6677

月曜日から土曜日
12:00-15:00

可

29

東京

Tケアクリニック浜松町

東京都港区浜松町2-13-9

03-5422-1011

9:00-14:30(最終受付14:00)
15:30-18:30(最終受付19:00)

可

30

東京

インターナショナルヘルスケア
クリニック

東京都港区新橋2-10-5末吉ビル 3階

03-3501-1330

月曜日から金曜日9:00-18:15
（土日祝日は事前にお問い合
わせ下さい）

可

31

東京

医療法人社団進興会
東京ダイヤビルクリニック

https://www.daiya-clinic.jp/pcrtestp
東京都中央区新川1-28-25
東京ダイヤビルディング3号館1F

080-2192-0710
（中国語対応可）

月、火、水曜日 09:00-17:00
月、火曜日 14:00-17:00
（詳細は事前にお問い合わせ
下さい）

可

32

東京

銀座みやこクリニック

東京都中央区銀座3-10-15東銀2ビル6階

03-6228-4112

11:00-17:00

可

33

東京

ヒラハタクリニック

東京都渋谷区渋谷1-24-6マトリクスツービル9階

03-3400-3288

月曜日から土曜日
9:00-19:30
*木曜日9:00-16:30
土曜日9:00-13:00

可

可
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34

東京

大森町駅前内科小児科
クリニック

https://omorimachi.com
東京都大田区大森西3-20-9 1階

03-6423-0428

平日
9:00-12:00、15:00-18:00
土日祝日
9:00-12:00、14:00-15:30

可

35

東京

医療法人社団裕恒会
Gクリニック

東京都中央区銀座5-3-13GINZA SS 85ビル12階

03-3572-3860

10:00-17:00
木、日曜日は休診

可

36

東京

協和医院

東京都台東区台東4-8-5

03-3835-0186

月、火、木、金、日曜日
9:00-12:00、13:30-17:30
土曜日 9:00-12:00

可

37

東京

医療法人社団桜伸会
サンテクリニック

https://sante-clinic.jp/
東京都中央区銀座8-12-15全国燃料会館ビル2階

03-5565-9800

月曜日から土曜日
10:00-19:00

可

38

東京

浅草橋駅前総合クリニック

https://reserva.be/asakusapcr/pcrak
東京都台東区浅草橋1-30-9
ヒューリック浅草橋江戸通5階

080-7434-7444

平日、土曜日
10:00-17:00
日曜日は休診

可

39

東京

やまとむら歯科

https://kouwakai.jp/yamatomurashika/about
東京都豊島巣鴨1-4-18

070-3858-7210（中国語対応可）
wechat：a07038587210

9:00-24:00
年中無休
団体検査対応可

可

40

神奈川

沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院

神奈川県鎌倉市岡本1370-1

0467-46-1717

14:00-15:00

可

41

神奈川

横滨医院

http://yokohamaclinic.com/
神奈川県横滨市中区山下町211-8-101

045-228-8321

月、火、水、金、土曜日
9:30-12:00、14:00-16:00
木、日曜日 14:00-16:00

可

42

神奈川

AOI國際醫院

http://www.pcr-test.jp/HSN/
神奈川県川崎市川崎区田町2-9-1

070-4804-0169
（中国語対応可）

9:00-12:00
14:00-17:00

不可

43

神奈川

横浜エムエムクリニック

https://www.mmclinic.jp/yobou.html
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1
三菱重工横浜ビル3F

045-225-8633

月曜日から金曜日
9:00-12:00、14:00-16:00
土曜日 09:00-12:00

可

44

神奈川

医療法人社団TCJ
トラベルクリニック新横浜

神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-6第一KSビル３階

045-470-1011

火曜日から土曜日
14:00-15:00

不可

45

神奈川

誠友クリニック

www.seiyu-clinic.com
神奈川県横浜市中区山下町224-2
パークポイント山下町１階

045-264-9267
045-264-9286

9:00-18:00
年中無休

可
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46

神奈川

本厚木かかりつけクリニック

http://kakakuri.com
神奈川県厚木市中町3-1-15

046-297-1919

9:00-20:00

可

47

千葉

亀田クリニック
亀田総合病院

http://www.kameda.com
千葉県鴨川市東町929番地

Tel: 04-7099-2211(6313)
Fax: 04-7099-2301（中国語対応
可）

月曜日から金曜日
8:00-17:00

可

48

千葉

医療法人社団翠柏会
かしわ沼南みらいクリニック

https://www.mirai-clinic.net/
千葉県柏市大津ケ丘1-45-5

04-7191-3133
メール：covid19@miraiclinic.net

平日 11:45-17:00
水、土曜日は午前のみ

可

49

千葉

医療法人社団良知会
共立習志野台病院

https://www.kyoritsunarasinodai.or.jp/pcrxy
千葉県船橋市習志野台4-13-16

070-4804-0168
（中国語対応可）

平日 8:30-15:30
土日 9:00 -12:00

不可

50

埼玉

医療法人ひかり会
パーク病院

埼玉県白岡市千駄野1086-1

0480-91-6200

月曜から土曜日 9:00-17:30
日曜日 9:00-12:00

可

51

埼玉

医療法人社団
光惠会芝西医院

埼玉県川口市芝西2-30-6

080-4591-6155(中国語対応)
070-1273-2898(日本語対応)

月、火、木、金、土曜日
9:00-12:00
月曜から日曜 14:00-17:30
年中無休

可

52

埼玉

行田総合病院

http://gyoda-hp.or.jp/
埼玉県行田市持田376

048-552-1111

10:00-10:30
14:00-15:00

可

53

埼玉

ふじみの救急クリニック

https://koyu-kai.jp/
埼玉県入間郡三芳町北永井997-5

049-274-7666

9:00-18:00

可

54

埼玉

新田駅前内科クリニック

https://huaclinic.com
埼玉県草加市金明町371風の道ハウス２階Ｃ

048-954-5362

月、火、木、金曜日
9:00-18:00
土曜日 9:00-13:00

可

55

群馬

本沢医院

http://www.honzawaiin.com/
群馬県渋川市石原208-1

0279-23-6411
（日本語、英語対応可）

13:30-17:00

可

56

群馬

医療法人社団松寿会
松山医院

http://matsuyamaiin.com/pcrtest
群馬県前橋市本町1丁目1-3AMDビル医療モール
（サーパス県庁前通り）

080-3410-7535
（中国語対応可）

10:00-13:00、14:00-17:00

可

57

山梨

西野内科医院

山梨県中央市山之神2389-1

055-273-6656

月曜日から金曜日
8:30-12:30、15:00-18:00
土曜日 8:30-12:30

可
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58

山梨

きたむらクリニック

https://www.kitamura-clinic.jp/
山梨県中央市若宮23番地2

Tel：055-220-4112
Fax：055-220-4113

月、火、水、金曜日
12:30-13:00
木曜日 休診

可

59

茨城

那珂キッズクリニック小児科

http://www.naka-kids.com/
茨城県那珂市竹ノ内3-2-2

029-212-5630

9:00-18:00

可

60

栃木

宇都宮記念病院
総合健診センター

http://kenshin.nakayamakai.com/
栃木県宇都宮市大通り1-3-16

028-625-7831

月曜日から金曜日
9:00-15:00

不可

61

栃木

てらだファミリークリニック

http://terada-family-clinic.jp/index.php?go=nNfKXz
栃木県宇都宮市雀の宮5-5-1

028-654-2188

月、火、水、金、土曜日
11:30-12:00
木曜日は休診

可

62

静岡

遠藤クリニック

https://endo-cl.jp/
静岡県富士市神谷527-1

0545-34-0048

8:00-11:30
16:00-18:30

可

63

静岡

三上内科小児科医院

https://www.mikamiclinic.com/
静岡県磐田市鎌田865-2

0538-37-0802

平日（木曜日を除く）
8:30-12:00、15:00-18:00
土曜日 8:30-12:00

可

64

長野

清水外科胃肠科医院

http://www.shimizugeka.jp
長野県塩尻市広丘吉田294-2

0263-58-2474

平日 8:30-18:00
土曜日 8:30-12:00

可

65

長野

やざわ虎クリニック

https://yazawa-tora-clinic.com/
長野県諏訪市高島1-21-14

0266-57-8300

平日
8:30-12:00、15:00-18:00
土日祝日は休診

可

