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1. 予約専用サイトへのリンクをクリック 

 

平川市ホームページから木下グループの予約専用サ

イトへアクセスします。画面イメージの赤枠のリンク

をクリックまたはタップしてください。 

 

※PC で予約される方で Web ブラウザに「インター

ネットエクスプローラ」を使用している方は予約項目

が表示されない場合があります。Web ブラウザは

「Google Chrome」や「Microsoft Edge」等をご

利用ください。 

 

※ご利用中のメールアドレスによっては、特定のド

メインの受信拒否や特定ドメインからのみの受信許

可など、高度なセキュリティ設定により確認メール

を受信できない場合があります。木下グループから

送信するドメイン「kinoshita-group.co.jp」、およ

び Google フォームから送信するドメイン

「google.com」からの受信を許可する設定をお願

いします。 

2. 予約専用サイトへアクセス 

 

こちらが木下グループの予約専用サイトです。 

予約ボタンはページの中ほどにあるのでスクロール

またはスライドしてください。 



3 

 

3. 希望する検査を選択する 

 

左の画像イメージ下部の赤枠で囲われた部分が予約

ボタンです。 

受けたい検査のボタンをクリックまたはタップして

ください。 

 

PCR 検査…だ液を採取する高精度な検査です。結果

は検査を受けた日の翌日中に通知されます。木下グル

ープの検査の処理状況によっては結果の通知が夕方

以降となる場合があります。 

※検体の輸送状況によっては結果の通知が検査を受

けた日の翌々日にずれ込む可能性があります。 

抗原定性検査…鼻の奥から鼻腔ぬぐい液を採取する

速報型の検査です。精度は PCR 検査より劣りますが

検査を受けてから 30 分程度で結果が通知されます。 

4. 予約ページへアクセス 

 

こちらが予約ページになります。 

ページの下部へスクロールまたはスライドしてくだ

さい。 
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5. 該当する種別項目を選択する 

 

画面イメージ上部赤枠の中から検査の種別項目を選

択してください。 

一般のお客様…有料の検査になります。料金は PCR

検査・抗原定性検査ともに 1,900 円(税込み)です。

料金の支払いはキャッシュレス決済のみとなります。

パスポート番号が記載された検査結果通知書をお求

めの方はこちらを選択してください。 

青森県民無料検査…青森県内に在住している方はこ

ちらを選択してください。青森県による無料化措置が

実施されています。 

 

無料化措置の期間や内容は青森県ホームページ

(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoke

n/aomori_free-test.html)をご確認ください。 

6. パスポート番号入り検査結果通知書を利用するか選択する 

 

パスポート番号が記載された検査結果通知書をお求

めの方はチェックボックスにチェックしてください。 

ただし、無料化事業の対象外となるため検査料金は有

料(1,900 円)となります。また、検査料金に加えて予

約1名につき1,000円の立会発行手数料が加算され

ます(検査料金 1,900 円＋立会発行手数料 1,000 円

＝2,900 円)。ご家族等の予約を同時にお申し込みの

場合、同時に予約した全員に立会発行手数料が加算さ

れますのでご注意ください。 

パスポート番号の記載が不要な方はチェックしない

で「次のページへ」をクリックまたはタップしてくだ

さい。 

※パスポート番号入り検査結果通知書を利用する方

は検査受検の際に本人確認のためパスポートをご持

参ください。 

※立会発行手数料の支払いについてもキャッシュレ

ス決済のみとなります。現金でのお支払いはできませ

ん。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/aomori_free-test.html
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/aomori_free-test.html
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7. 検査を受ける日付を選択する 

 

検査を希望する日付および時間帯を選択してくださ

い。 

日付は 5 日先まで選択することができます。 

土曜日・日曜日・祝日は検査を行っていないため選択

できません。 

日付および時間帯を選択すると下部に詳細な時間が

表示されます。 

8. 検査を受ける時間を選択する 

 

検査を希望する時間を選択してください。 

10分ごとに選択できるので当日受検する際には予約

した時間にご来店くださるようお願いします。 

時間を選択したら「次のページへ」をクリックまたは

タップしてください。 
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9. 申込者情報を入力する 

 

予約申込を行う方の情報を入力してください。 

すべての入力が必須となります。 

10. 検査を受ける方の情報を入力する 

 

予約申込を行う方本人が検査を受ける場合は「申込者

ご本人」のチェックボックスをチェックしてくださ

い。 

検査を受ける方が予約申込を行う方と異なる場合や

ご家族等の検査予約をまとめて行う場合は、受検者の

追加登録をクリックまたはタップし受検者の情報を

入力してください。 

パスポート番号が記載された検査結果通知書をお求

めの方はパスポート番号および国籍を入力してくだ

さい。 

入力したら「次のページへ」をクリックまたはタップ

してください。 
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11. 予約情報を確認する 

 

これまで入力してきた予約情報に間違いがないか確

認してください。 

 

※メールアドレスの登録間違いにより確認メールを

受信できない方がいらっしゃいますので改めて確認

してください。 

 

12. 個人情報の取り扱いに同意して確認メールを送信する 

 

予約情報に間違いがなければ「個人情報の取り扱いに

ついて同意する」にチェックして「確認メールを送信

する」をクリックまたはタップしてください。 

 

※ご利用中のメールアドレスによっては、特定のド

メインの受信拒否や特定ドメインからのみの受信許

可など、高度なセキュリティ設定により確認メール

を受信できない場合があります。木下グループから

送信するドメイン「kinoshita-group.co.jp」からの

受信を許可する設定をお願いします。 
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13. 確認メールの送信 

 

申込者情報に入力したメールアドレスに確認メール

が送信されます。 

  

※この時点ではまだ予約が完了していません。 

14. 確認メールから認証を行う 

 

登録したメールアドレスを確認できるメールアプリ

等を起動し確認メールを開いてください。 

メールアプリ等の設定によっては「迷惑メールフォル

ダ」に振り分けられている可能性がありますので「受

信トレイ」だけでなく、「迷惑メールフォルダ」もご

確認ください。 

 

メールを開いたら初期パスワードを確認し、「クリッ

クして認証を行う」をクリックまたはタップしてくだ

さい。 

 

※この時点ではまだ予約が完了していません。 
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15. 予約の完了 

 

左の画面が表示されたら予約は完了です。 

登録したメールアドレスに予約完了メールが送信さ

れます。 

 

続いてマイページの設定を行います。 

「マイページへ」をクリックまたはタップしてくださ

い。 

16. マイページへログインする 

 

メールアドレス欄には登録したメールアドレスを入

力してください。 

パスワード欄には「14.確認メールから認証を行う」

において確認メールに記載されていた初期パスワー

ドを入力してください。 

両方を入力したら「ログイン」をクリックまたはタッ

プしてください。 
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17. マイページへのログイン完了 

 

マイページへのログインが完了しました。 

 

マイページには以下の機能があります。 

再予約を行う…再度検査を受ける際に申込者情報の

入力が省略されます。 

最新のPCR検査結果を確認…最後に受検した検査の

結果を確認・表示することができます。 

申込者情報の変更…登録メールアドレスやパスワー

ド等を変更することができます。 

ご予約中の検査について…予約中の検査の情報を確

認することができます。 

店舗ご予約のキャンセル…検査の予約をキャンセル

することができます。 

18. 予約完了メールを開く 

 

「15.予約の完了」において予約が完了すると、登録

したメールアドレスに予約の受付完了メールが送信

されています。 

登録したメールアドレスを確認できるメールアプリ

等を起動し受付完了メールを開いてください。 

メールアプリ等の設定によっては「迷惑メールフォル

ダ」に振り分けられている可能性がありますので「受

信トレイ」だけでなく、「迷惑メールフォルダ」もご

確認ください。 

 

メールを開いたら赤枠の URL をクリックまたはタッ

プし誓約書・同意書の入力を行ってください。 

※記入のない方は検査を受けることができません。 
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19. 誓約書・同意書の入力 

 

左の画面が開きますので必要事項を入力してくださ

い。 

*が点いている項目は入力必須です。 

20. 必要事項を入力する 

 

必要事項を入力したら「次へ」をクリックまたはタッ

プしてください。 
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21. 入力の完了 

 

「送信」をクリックまたはタップしてください。 

 

※ご利用中のメールアドレスによっては、特定のドメ

インの受信拒否や特定ドメインからのみの受信許可

など、高度なセキュリティ設定により確認メールを受

信できない場合があります。Google フォームから送

信するドメイン「google.com」からの受信を許可す

る設定をお願いします。 

22. 準備の完了 

 

登録したメールアドレスに誓約書・同意書に入力した

回答のコピーがメールで送信されています。 

登録したメールアドレスを確認できるメールアプリ

等を起動しメールを開いてください。 

メールアプリ等の設定によっては「迷惑メールフォル

ダ」に振り分けられている可能性がありますので「受

信トレイ」だけでなく、「迷惑メールフォルダ」もご

確認ください。 

この誓約書・同意書は検査を受ける際に受付に提示す

る必要があります。印刷して持参、またはスマートフ

ォン等ですぐにメールを提示できるように準備して

受検してください。 

 

これで検査を受けるために必要な手続きは完了です。

検査当日は時間に余裕をもって検査センターへお越

しください。 

予約時間までに検査センターへ来なかった場合はキ

ャンセル扱いとなりますのでご注意ください。 



13 

 

23. 検査当日 平川市役所へ 

 

検査センターは平川市役所本庁舎内にあります。 

住所：青森県平川市柏木町藤山 25 番地 6 

(https://goo.gl/maps/pZQyE5eTUVTGnThU8) 

平川市役所本庁舎へ着きましたら、中央の階段ではな

く 1 階の入口からお入りください。 

予約した時間の5分前に検査会場へお越しください。 

 

準備するもの 

身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) 

誓約書・同意書(スマートフォンの画面提示も可) 

※有料検査の方はキャッシュレス決裁に必要なもの

(スマートフォン、クレジットカード等)もご準備くだ

さい。 

※パスポート番号が記載された検査結果通知書をお

求めの方は必ず受検者本人のパスポートを持参して

ください。 

24. 平川市役所の入口へ 

 

1 階の入口です。 

検査センターは自動ドアから入って左側へお進みく

ださい。 

https://goo.gl/maps/pZQyE5eTUVTGnThU8
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25. 検査センターの入口へ 

 

看板が出ておりますので部屋へお入りください。 

26. 受付から検査 

 

受付に氏名をお伝えください。 

身分証明書、誓約書・同意書の提示を求められますの

で提示してください。 

 

申込書および検査キットを渡されますので、受付の指

示に従って必要事項を記入し、自分で検査を行いま

す。 
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27. 検査を行う 

 

検査ブースには検査キットの使い方が掲示されてい

ます。手順に従って検査を行ってください。 

分からないことがあれば受付にお声がけください。 

 

検体が採取出来たら受付に検体を提出して検査は終

了です。 

 

検査の結果が判明するとメールで通知が送られ、マイ

ページで結果を確認することができます。 

28. 通知メールを確認する 

 

検査結果がマイページに反映されると、登録したメー

ルアドレスに通知メールが送信されます。 

登録したメールアドレスを確認できるメールアプリ

等を起動しメールを開いてください。 

メールアプリ等の設定によっては「迷惑メールフォル

ダ」に振り分けられている可能性がありますので「受

信トレイ」だけでなく、「迷惑メールフォルダ」もご

確認ください。 

 

今回 PCR 検査を受検した際には、検査を受けた日の

翌日の 20 時 46 分にメールが送られてきました。 

 

赤枠の URL をクリックまたはタップしマイページへ

のログインを行います。 
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29. マイページへログインする 

 

メールアドレス欄には登録したメールアドレスを入

力してください。 

パスワード欄には「14.確認メールから認証を行う」

において確認メールに記載されていた初期パスワー

ド(パスワードを自身で変更した場合は変更したパス

ワード)を入力してください。 

両方を入力したら「ログイン」をクリックまたはタッ

プしてください。 

30. マイページから検査結果を確認する 

 

マイページへログインしたら「最新の PCR 検査結果

を確認」をクリックまたはタップしてください。 
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31. 最新の PCR 検査結果を表示 

 

検査結果のページが表示されます。 

陰性・陽性の判定結果はページの下部に表示されてい

るため、スクロールまたはスライドしてください。 

32. 検査結果を確認する 

 

今回の検査結果は陰性でした。 

イベント等で陰性を証明する必要がある場合には、

「検査結果通知書をダウンロード（PDF）」をクリッ

クまたはタップしてください。 

 

検査の結果が「陽性」となった場合は、速やかに居住

する地域を管轄する保健所へ連絡し、今後の行動につ

いて指示を受けてください。 

陽性となった方に対して、後日平川市役所から結果を

確認したか、および保健所へ連絡したかについて確認

のためにお電話させていただきます。 
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33. 検査結果通知書 

 

検査結果通知書はこのようになっています。 

保存して印刷または提示等にご利用ください。 

34. 不具合に対するお問い合わせ 

 

予約手続きにおけるお問い合わせは、専用の「お問い

合わせフォーム」または木下グループお問い合わせ用

メールアドレスへメールにてお願いします。 

「お問い合わせフォーム」は木下グループの予約専用

サイトの最下部にありますのでスクロールまたはス

ライドしてください。 

木下グループお問い合わせ用メールアドレスは以下

のとおりです。 

corona-testcenter@kinoshita-group.co.jp 

電話によるお問い合わせは以下の番号へお願いしま

す。 

03-4333-1640（12:00～17:00、土日祝休み） 

※つながりにくい状況が多いため、メールでのお問い

合わせを推奨します。 

 

mailto:corona-testcenter@kinoshita-group.co.jp
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35. お問い合わせフォーム 

 

「検査についてのお問い合わせ」をクリックまたはタ

ップすると、メールアプリ等が起動しますので、メー

ルにてお問い合わせください。 

検査を受けてから翌々日になっても検査結果の通知

メールが届かなかった方は「検査未着の方専用お問い

合わせフォーム」にてお問い合わせください。 

 

 


