
新型コロナウイルス (COVID-19)
検査のご案内

株式会社アイラス
提携先：株式会社ピカパカ（MS法人）

検査実施医療法人：Tケアクリニック浜松町
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■提携クリニックにて新型コロナウィルス検査機器（LAMP法）を導入いたしました

＊LAMP法：PCR法と同じく核酸増幅法による検査法

＊LAMP法を用いた検出試薬は対外診断用医薬品として厚生労働省承認済み
→（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.htm）
→陰性証明書も発行可能

＊LAMP法は栄研化学㈱により開発された国内開発の新型コロナウィルスの検査方法

〇検体（鼻咽頭ぬぐい液または唾液）から抽出したRNAから
約35分～45分で新型コロナウイルスを検出。

＊栄研化学㈱ 2020年3月31日プレスリリースより抜粋
（https://ssl4.eir-parts.net/doc/4549/tdnet/1812388/00.pdf）

＊当日の検査結果回答に関しては、検査方法（PCR法等）に指定がない場合に限ります。
また、来院による検査は原則15時・訪問による検査は14時までに検体採取が必要となります。

～検査機器の導入によりクリニックでの迅速な検査が可能になりました～

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.htm
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4549/tdnet/1812388/00.pdf
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■提携クリニックでのPCR（LAMP法含む）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～

＊組み合わせによる検査も可能



１ PCR検査（LAMP法）の導入により当日結果回答も可。

２

３

４

企業請求書払い（後払い）可能です。５
4

訪問検査は5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。
＊一度に約100名様規模まで対応可能です。

＊ご希望の方は事前にご相談下さい。
＊当日結果回答はオプションとなります。

来院・訪問・宅配の組合せでの検査が可能です。

全国の御社拠点にて宅配による検査実施が可能です。
＊宅配検査は3名様から可能

■提携クリニックでのPCR（LAMP法含む）検査サービスの特徴 ②
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■PCR検査
（LAMP法含む）

来院検査 訪問検査 法人宅配検査

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

簡易報告書 1,000円（税別） 1,000円（税別） 簡易報告書込

陰性証明書
5,000円（税別）

（グアム：8,000円・税別）
（ハワイ：10,000円・税別）

5,000円（税別）
（グアム：8,000円・税別）
（ハワイ：10,000円・税別）

5,000円（税別）
（グアム：8,000円・税別）
（ハワイ：10,000円・税別）

当日結果報告 3,000円（税別） 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
：ガソリン代 キロ数×120円（税別）
：高速代金実費
：派遣料：1名/１h：3,000円（税別）

×

配送料 × × 配送料込（お客様送料無料）

備考

＊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擬陽性結果が
出た場合は当日の検査結果報告ができない
場合あり

＊当日検査結果は14時までに検査
＊検査方法に指定がある場合や擬陽性結果が
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
＊保険費用は看護師の拘束時間
＊5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

＊結果回答は検体到着の
翌日夕方以降に回答＊

＊3名以上からのオーダー

【法人宅配検査パック】
＊予備検体キット付き
＊簡易報告書付き
＊責任者向け事前説明会
＊当日オンライン検査対応
＊オフィスまで検体回収
＊請求書対応（審査あり）
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■抗原検査・抗体検査

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）

価格

通常価格 10,000円 （税別）

• 検査結果は40分～50分程度で判明いたします。

• PCR（LAMP法含む）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。

• 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。

価格

通常価格 8,000円 （税別）

• 検査結果は40分～50分程度で判明いたします。



近くで陽性者が出て
しまった。
濃厚接触者ではない
けど・・

少し熱があるの
だけど・・・。

コロナ感染の可能性
は低いと言われ自宅
で待機。でも・・・

緊急事態発生！
今すぐ受けたい！

大人数で受けたい。
来て欲しい。

イベント実施前に
検査をしたい。

まずは遠慮なく
ご相談下さい。
できる限り柔軟
にご対応をさせ
て頂きます。
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PCR（LAMP法）検査 抗原検査 抗体検査

検体
・鼻咽頭ぬぐい液
（唾液にて採取する場合もご
ざいます。）

・咽頭または鼻咽頭ぬぐい液 ・血液

検査時間
10分程度

（検温・問診票記載・検体採取）
10分程度

（検温・問診票記載・検体採取）
10分程度

（検温・問診票記載・検体採取）

検査結果
検体採取の翌日17時以降
※当日検査結果回答の
オプションあり（∔3,000円）

検体採取より
40分～50分後

検体採取より
40分～50分後

陰性証明書発行 可能 不可 不可

健康保険適用

症状があり、医師が検査必要
と判断した場合

症状があり、医師が検査必要
と判断した場合

不可

〇各検査の検査方法・所要時間等

＊海外渡航用の検査の場合、検査方法に指定がある場合がございます。その場合、当日結果回答ができない場合がございます。

＊PCR検査（LAMP法）による当日検査結果回答をご希望の場合、来院検査では15時・訪問検査では14時までに検体採取が必要となります。



■検査予約～ご精算までの流れ

① アイラス営業担当者へメール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。
→LAMP法は当日検査結果回答も可能です。PCR検査結果は翌日の１７時以降のご連絡となります。
→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 アイラスより法人支払い契約に基づき精算致します。
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■株式会社アイラス旅行事業部 営業担当者

〇検査予約に関してのお問合せ先
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・検査を受ける方のお名前

・検査希望日・時間(第１希望/第２希望）

・検査内容のご希望：
（PCR（LAMP法含む）検査か抗原検査・抗体検査か）

・貴社名

・ご連絡先（予約された方のお名前と携帯電話番号）

・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
＊検査結果の制限の有無（○○時間以内等）

株式会社 アイラス 旅行事業部
btm@ilas.co.jp または各営業担当アドレス

☎03-6264-9831 または各営業担当直通番号

mailto:btm@ilas.co.jp


〇よくあるご質問 ①

Q：PCR（LAMP法含む）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（LAMP法含む）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：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。
その上で保健所等にご連絡いただく等、関係各所との連携のサポートをさせて頂きます。

Q：請求書払いの場合、精算の期間はどのくらいですか？
A：月末締めの翌月末払いのご精算となります。（法人支払い契約に準じます）

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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＊コロナ感染症は「指定感染症」に指定されている為、別途検査実施医療機関より管轄保健所にご連絡を致します。

Q：現在、検査実施できる場所はどこですか？
A：東京都港区浜松町にございます「Tケアクリニック浜松町」となります。
→東京都以外の地域に関しては訪問・宅配でのサービスにてご対応をさせて頂きます。



Q：検査結果はどのようにご連絡いただけますか？
A：ご本人様宛にお電話・ご郵送・メールのいずれかにてご連絡致します。
→簡易報告書・陰性証明書の来院による受取の際はご予約の必要はありません。＊ご郵送は1通500円を頂戴致します。
→企業の従業員等の場合は、ご本人様の承諾を得た上で会社に一括でご報告をさせて頂く場合もございます。

Q： PCR（LAMP法含む）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。

〇よくあるご質問 ②
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Q： PCR（LAMP法含む）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：複数名でクリニックで検査を希望していますが、一度にどれくらい検査が可能ですか？
A：一度に4名～5名程度の同時検査が可能です。（唾液による検査）
事前に検温・問診票記載・保険証のコピーをご準備頂ければ、1時間あたり約20名程度の検査は可能です。

＊要事前予約。Tケアクリニック浜松町での場合となります。
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ア
イ
ラ
ス

・登録
・検査予約
・検査費のお支払い

・検査依頼
・検査料支払

・検査予約代行サービス
・健康（陰性）証明書送付代行
・請求書精算対応
・各国コロナ関連情報提供

■検査予約代行会社：株式会社ピカパカに関して

株式会社ピカパカ
代表取締役社長
良藤 健二（医師）

＊体調が悪い場合等は事前に医師に相談が可能

当社提携先の株式会社ピカパカ（メディカル・サービス法人）が検査医療機関とお客様をお繋し、
予約から検査、結果のご回答までスムーズな流れを構築しております。また、検査以外に生じる様々な関連業務をピカパカ社が
代行する事で医療機関側の事務作業負担を軽減し医療機関は検査業務に集中できる環境構築にも取り組んでいます。



東京都港区浜松町2－13－9 2階

【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：平日11：00～1８：00
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〇検査実施医療機関


