
新型コロナウイルス (COVID-19)
検査のご案内

株式会社旅工房 ICセクション

【東京本社】 〒170-6046 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 46F
TEL：03-5956-3020         E-mail：tyo@tnsic.com

【大阪支店】 〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ14階
TEL：06-7639-6573         E-mail：osa@tnsic.com

株式会社エアトリ

検査予約代行会社：株式会社ピカパカメディカルサービス（エアトリ連結子会社）

検査実施医療法人：Tケアクリニック浜松町
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■提携クリニックでのPCR検査サービスの特徴 ①

来院検査

訪問検査

宅配検査

～お客様の状況に応じた検査が可能に～

＊組み合わせによる検査も可能

＊いずれの検査方法でも検査から陰性・陽性の確定診断、保健所への発生報告対応までワンストップで実施しております。
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緊急時に。訪問検査は10名様からお受けいたします。
＊東京近郊エリア
＊別途交通費・作業費を申し受けます。
＊訪問時には防護服・フェイスガード・
手袋をした状態で対応をさせて頂きます。

＊検査から陰性・陽性の確定診断、
保健所対応までワンストップ
での対応が可能。

ご来院による検査は年中無休。

■提携クリニックでのPCR検査サービスの特徴 ②

１ 当院のPCR検査は医療機関検査です。

来院

宅配 1回利用9,900円（税別）。10回セット79,000円（税別）

1回あたり
7,900円（税別）

訪問

午前中訪問なら当日検査結果いたします。訪問
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■PCR検査
（自由診療）

来院検査 訪問検査 宅配検査（法人/個人）

検査価格 15,000円 （税別） 18,000円（税別）
9,900円（税別）

5個セット：44,500円（税別）
10個セット：79,000円（税別）

簡易報告書 3,000円（税別） 3,000円（税別） -

陰性証明書
5,000円（税別）

（ハワイ：10,000円・税別）
5,000円（税別）

（ハワイ：10,000円・税別）
5,000円（税別）※請求書払い不可
＊ハワイ・中国は宅配検査では不可

当日結果報告 - 3,000円（税別） ＊ ×

訪問料 ×

23区内：往路：公共交通機関実費
：復路：タクシー実費
：派遣料：1名/１h：3,000円（税別）

23区外近郊エリア （上記方法が困難な場合）
：ガソリン代 キロ数×20円（税別）
：高速代金実費
：派遣料：1名/１h：3,000円（税別）

×

配送料 × × 送付時無料・返送時はお客様負担

備考

＊検査方法に指定がある場合や偽陽性結果が
出た場合は当日の検査結果報告ができない
場合あり

＊８：00～２０：００

＊当日検査結果は15時までに検査
＊検査方法に指定がある場合や偽陽性結果が
出た場合は当日の検査結果報告ができない
場合あり

＊23区内でも訪問場所によっては往路でも
タクシーを利用する場合もございます

＊ガソリン代単価は市場価格により変動
＊派遣費用は看護師の拘束時間となります。
＊１０名以上からのオーダー
＊当日結果報告は1名単位でオーダー可
例）10名訪問検査中、3名当日結果希望

＊14時までの「到着」分は当日回答
＊14時以降の場合は24時間以内に回答
＊ＰＣＲ検査キットの販売となり、
購入後の返品・返金はできません。
→商品の瑕疵は除く。

＊ＰＣＲ検査キットの使用期限は
製造月より2か月間となります。

＊企業登録後、キットは請求書払い可能
です。陰性証明書は個人決済のみで
請求書へ含めることはできません。
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■抗原検査・抗体検査に関して

価格

通常価格 8,000円

〇抗体検査 （感染中の抗体・過去感染の抗体の検査）

（税別）

〇抗原検査 （現在感染しているかのウィルスの検査 ＊）

（税別）

価格

通常価格 10,000円

＊抗原検査

・PCR検査と同じくコロナウィルス自体を検査するものですが、
検査結果が陰性でも陰性証明書の発行はできません。

・検査結果は40分～50分程度で判明いたします。

抗原検査は体調不良時にすぐに感染（陽性）かどうかの判定をしたい場合に
推奨される検査となります。無症状の方の陰性証明目的の検査の場合は
PCR検査をお勧めいたします。ご留意の程、お願いいたします。

＊抗体検査

・検査結果は40分～50分程度で判明いたします。

＊抗原検査・抗体検査の訪問検査に
関しては別途ご相談ください。
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■医療機関検査（Tケアクリニック）の強み ＊当クリニックのPCR検査は医療機関検査です。

・仮に民間機関検査で陽性と疑わしいと連絡を受けた場
合、再度医療機関検査で受診が必要になる。

・受けた方ご本人が自ら医療機関や保健所相談。報告し
ないなどのケースも。自身がクラスターを生みかねない。

・なかなか予約が取りずらい。受けたいときに受けること
が出来ないのが現状。

・コロナ感染者を出してしまった所属組織の対応・判断
の遅れにつながる。

・検査センター来店で並び時間がかかってしまう。

・検査は事前払いが多く、立替精算が多くなり、経理の
工数が増える。

・医療機関検査の為、検査～検査結果（陰性・陽性診断）
～保健所対応までワンストップで対応。

・エアトリグループが案内する検査は医療機関検査。
検査精度において安心して検査が受けることが出来る。

・必要としている検査対応がスピードをもって
出来ることが大きな強み。

・ご要望に応じて来院、訪問、宅配検査が出来きる。

・組織単位での検査の場合、検査費用は
一括請求書払いが可能。

民間機関検査医療機関検査
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■緊急対応事例 【訪問検査】 ★緊急対応に慣れているスタッフがご対応いたします。

～A社のケース～

〇社内で陽性者が発生。
〇濃厚接触者以外の社員から不安の声が。
〇どうしてもすぐに検査をして結果が欲しい（50名）。

■依頼を受けてから約3時間半で準備・派遣スタッフを整えご訪問 ＊１
■検体採取は50名を約40分で終了＊２
■その日中に結果回答＊３

＊１ 訪問先まで公共交通機関で約35分
午前10：30に依頼を受け、14時に到着。

＊２ 鼻咽頭ぬぐい液による検体採取。
→唾液採取の場合もございます

＊３ 18時過ぎには50名様分の検査結果を窓口ご担当の方にご連絡。
→当日の混み具合によっては遅くなる場合もございます。

万が一の時にとの
事で企業登録を1ヵ
月半ほど前に登録

何をすれば良いかを
皆さまに丁寧にご説明。

・問診票の事前記入
・健康保険証の写し
・検体採取場所の確保
・検査リストの作成
etc..

【緊急対応ノウハウ】

【事前登録】

★自宅待機の方には宅配検査キットを送付し個別対応
★事情あって検査ができなかった人は来院検査で対応

【訪問検査で受けれなかった方は・・】



8

■緊急対応事例 【訪問×宅配検査キット】 ★お客様のご事情に応じた対応が可能です。

〇営業所で陽性者が発生。
〇濃厚接触者以外の社員から不安の声が。
〇すぐに検査をしたいけれど急に同じ時間に社員を
集める事ができない。。。（33名）

～B社のケース～

■朝9時に連絡を頂き、10時30分には人数分の「唾液」採取容器を訪問しお届け＊１
■先方総務より社員に採取容器を配布＊２
■15時に検体容器をピックアップ。その日中に検査結果を窓口担当の方へ連絡＊３

営業所・支社が多く
企業登録だけは2
か月程前に登録

＊１ 訪問先まで公共交通機関で約４０分。人数分の検体番号を発行し採取キットの受け渡しとご説明。

＊２ 急ぎつつも社員や業務の都合に合わせた検体採取方法をご選択。

訪問時に唾液採取の
注意事項や採取方
法を丁寧にご説明

＊３ １９時過ぎには３３名様分の検査結果を窓口ご担当の方にご連絡。
→当日の混み具合によっては遅くなる場合もございます。



■株式会社ピカパカメディカルサービス PCR検査予約代行センター

〇検査予約に関してのお問合せ先

□Mail：info@pikapaka.tokyo

□Tel：03-６７５６-0230

□Fax：03-5879-6957

〒105‐0013
東京都港区浜松町2－13－9 （１階）
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・検査を受ける方のお名前 （漢字/フリガナ）

・検査希望日・時間

・検査内容のご希望：
（PCR検査か抗原検査・抗体検査か）

・企業名 ＊企業登録を必ずした上でご依頼をお願い致します。

・ご連絡先（予約された方のお名前と電話番号）

・陰性証明書の必要の有無

【メールによる検査依頼のご記載項目】

・検査方法のご希望：来院・訪問・宅配 （組合せ可能）

・海外渡航される場合は渡航先および出発日



■検査予約～ご精算までの流れ（来院）

事前
手続

企業登録用紙に記載の上、ピカパカメディカルサービス社に送付。（FAXまたはメールにてお申込み）
＊企業登録申請用紙につきましては 旅工房ICセクション までお問い合わせください。

東京本社 tyo@tnsic.com 大阪支店 osa@tnsic.com

① ピカパカメディカルサービス社へ直接メールまたは電話にて検査予約をして頂く。

②

→企業名・検査希望日・渡航先・検査をされる方のお名前・連絡先等・希望検査等をお聞きします。
→直接、クリニックへのお電話・検査予約はお控えください。

③

検査日時・検査医療機関のご案内。→検査当日に医療機関に直接訪問。

→請求書対応以外のお客様は事前にご入金後、検査日時・検査機関のご案内をいたします。
→当日、マスクを着用の上、健康保険証を必ずお持ちください。 ＊健康保険証の無い方は要相談。
→検査15分前より飲食をしないようにお願いいたします。（うがいも含む）

検査結果のご連絡。＊検査結果は検査実施医療機関からのご連絡となります。
→当日検査結果回答も可能です。 ＊当日結果回答はオプションとなります。
→抗原検査・抗体検査はその場で検査結果をお伝えいたします。（３０分～４０分程度）
＊検査方法に指定がある場合は当日検査結果回答ができない場合がございます。事前にご相談ください。

④ ピカパカメディカルサービス社よりご請求書が届きます。 10
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東京都港区浜松町2－13－9 2階
TEL：03－５４２２－１０１１

【Tケアクリニック浜松町】

◆JR浜松町駅（金杉橋口）より徒歩3分
◆検査対応日：年中無休 ＊8：00～20：00
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〇検査実施医療機関



〇よくあるご質問 ①

Q：PCR検査・抗体検査は保険適用となりますか？
A：旅行や業務渡航・日々の活動等をする上での陰性証明の為の検査は保険適用とはなりません。（全額自己負担）
（コロナ特有の症状があり医師がPCR検査の必要があると判断した場合は健康保険の適用となります）

Q：検査結果で陽性反応が出た場合はどうなるのですか？
A：まず検査を受けた医療機関の医師または看護師より速やかにご本人様にご連絡をさせて頂きます。
その上でクリニックより保健所等にご連絡をさせて頂きます。
追って保健所より陽性者ご本人様に連絡が入りますので、保健所の指示に従って頂きますようお願い致します。

Q：具合が悪い・コロナの疑いがある場合も検査をして頂けるのでしょうか。
A：その場合は事前にご相談ください。お電話等にて医師による問診・ご判断をさせていただきます。
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Q： PCR検査の検査時間（検体採取にかかる時間）はどのくらいですか？
A：唾液・鼻咽頭粘膜検査共に10分程度（検温・問診票記載・検体採取）となります。
→唾液検査の場合は検査15分前から飲食（うがいを含む）をしないようお願いいたします。

Q： PCR検査の健康（陰性）証明書は英語表記ですか？
A：健康（陰性）証明書は日本語または英語表記となります。



13

株式会社エアトリ
代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮

東証一部上場（証券コード：6191）。当社グループの事業ドメインの1つで
あるライフイノベーション事業は、当社連結子会社の株式会社まぐまぐ
（ジャスダック上場、証券コード：4059）とともに、お客様の生活を、あら
ゆるシーンでより便利にする事を目的としてサービス展開をしております。
これまでのITノウハウを活かし、ヘルスケア事業の分野に対して積極的に
事業推進して参ります。

株式会社ピカパカメディカルサービス

代表取締役：良藤 健二（医師）

資本金： 17百万円（払込資本：32百万円）
エアトリ社 93.75％

設立： 平成29年7月31日
業務内容：クリニックからの医療行為以外の

業務委託。広告宣伝（自由診療）
システム開発・運用

医療法人社団大瑛会
理事長：永ノ尾 昭信

クリニック名：Tケアクリニック浜松町

子会社化
93.75%の株式を保有

医療行為を伴う検体採取・
検査以外の検査付随業務を委託

〇Tケアクリニックとエアトリグループについて


