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1.会社概要
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■基本情報
・名称：医療法人社団直悠会 にしたんクリニック
・所在地：渋谷院〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル7階

銀座院 〒104-0061 東京都中央区銀座7-9-11 モンブラン銀座ビル9階
・電話番号：0120-222-545
・診療項目：PCR検査、美容点滴治療、ダイエット注射(GLP-1)、韓方生薬ダイエット、

高濃度ビタミンC点滴治療（抗がん治療）、幹細胞培養上清液点滴、
・診療日：月・火・水・木・金・土・日 ※祝日は休診
※新型コロナウイルス感染予防対策として現在、医院ごとに特別休診を設けています。
渋谷院 日・金が特別休診
銀座院 日・月が特別休診
・診療時間：12:00〜20:00（最終受付19：30）
・公式サイトURL：https://www.nishitanclinic.jp/



2.PCR検査サービス 当社の強みと目的
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日本国内で圧倒的にPCR検査数が不足している状況。
無自覚・無症状でも検査を受けたい国民の不安、需要に応え、
「高品質」 「低価格」なサービスを提供し、社会的責任を果たす為。

■当社の目的

■当社の強み

唾液を採取するだけ。

誰でも簡単にできる検査です。

誰でも簡単
✔

申込みから検査～結果まで

ご自宅で完結。

来院や診療は不要です。

診察不要

✔

相場：約3～4万円に比べ

割安な価格でご提供

※10セット以上の場合

7,500円/１検査

✔



3.PCR検査とは
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海外渡航の際、渡航国に提出を求められる
「陰性証明書」の発行もPCR検査であれば可能。※英文での発行も可能

新型コロナウイルス感染症に「今」感染しているかどうかを判定する検査です。
⇒PCR検査は過去の感染の有無を判定する「抗体検査」より感度が高く、判定結果の信頼性が高いとさせています。

陰性証明書



4.にしたんクリニック PCR検査の優位性
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■にしたんクリニック PCR検査 ご利用のメリット

１：高品質・低価格を実現
一般的な価格の1/3程度でご提供。評価の高い検査試薬を使用。

２：来院不要
ご指定場所に検査キットをお届けし、郵送でのご返却で手間が少ない。

3：土日も休まず24時間お問い合わせ対応
サービスのお問合せ・検査・結果通知も行っております。

4：安心の保健所連携フロー
陽性の結果が出た場合、当院から保健所に連携し、お近くの保健所から連絡が入るようサポートいたします。

■TeCOT（海外渡航者新型コロナウイルス検査センター）
※経済産業省 医療機関登録済み

■主要国渡航の際、必要な陰性証明書発行可能医療機関
※詳しくはHPをご参照ください

テレビCM放映中

■HER-SYS（新型コロナウイルス感染者等情報把握管理支援システム）
※厚生労働省開発の感染者情報管理システム 登録済み



5.詳細
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にしたんクリニックメリット
■お申込みから最短1日後に検査可能！ ■お問合せは24時間コールセンターにて対応！

■土日祝も休まず稼働！■陰性証明書の発行可能！■保健所への連携フローあり！

にしたんクリニック 検査可能な病院

料金
9,900円～/回　

※10回以上まとめ買いの場合

※ボリュームディスカウント制あり

30,000円程度

陰性証明書の発行
発行可能　(別途5,500円必要)　

※各国指定の証明書も対応
発行可能　(別途10,000円程度必要)

医師の診療 オンライン診療が可能 直接診療

検査日 申込書受理から最短1日～2日で検査可能 最短で2日程度で検査可能

検査体制 簡単で自宅や職場でも検査可能 病院で症状を確認しながら検査

結果通知 検体到着後最短3時間～24時間以内にメール通知 来院及び検体採取後24時間程度

対象者
無自覚、無症状の方+発熱から2日～9日以内の方

明らかな場合以外受付可能　(基本は無自覚・無症状)

無自覚・無症状の方+発熱から2日～9日以内の方

明らかな場合以外受付可能

配送・梱包について 郵送のみ 来院の為、不要

お問合せについて 24時間/土日祝もコールセンターにて対応 それぞれの病院に直接問合せ

感染リスク 来院不要の為、低い 来院必要の為、高い



6.販売価格 （MSS会員様 特別価格）
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※チケット、キットは購入後6カ月間の有効期限があります。
※チケット、キットはいかなる場合(紛失・盗難など)も再発行や払い戻しはできません。

■販売価格

＜回数＞ ＜1回あたり金額＞ ＜合計金額＞

10回分～ 7,500 円/回 75,000 円

※税抜き価格

販売プランは2種類となります。

チケット：チケットコードを発行し、都度キットをお申込みいただく形式
検査キット：直接検査キットをお申込みいただく形式

＜回数＞ ＜1回あたり金額＞ ＜合計金額＞

10回分～ 9,000 円/回 90,000 円
定価

MSS会員様

特別価格
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7.検査キット発注までの流れ

Step1.登録用紙提出 Step2.お申込書記入 Step3. 検査キットお届け

Step.1
⇒法人登録は無料です。必要事項記入とご捺印の上PDFでご返信ください。
Step.2
⇒必要キット数をご確認の上、お申込書をご返信ください。
Step.3
⇒検査キットのお届けにかかる送料は不要です。会社・ご自宅へ郵送可能です。



最短1日
最短3時間～
24時間以内

PCR検査チケットをご購入後
チケットナンバーと

検査キット申込URL通知

検査希望者にチケットナンバーと
検査キット申込URLを案内

申込URLより
チケットナンバーを入力し

検査キットの申込
唾液採取キット受取り 自宅・事務所等で唾液採取

宅配サービス
※配送費はお客様負担

受領・検査
検査センター

検査結果通知を
メールで受領

① ②

③
④ ➄

⑥ ⑦ ⑧

担当者
検査対象者

検査対象者検査対象者検査対象者

検査対象者 検査対象者

8.運用フロー チケットの場合
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①下記お申込みサイトへアクセスしてください。

https://pcr.reserve-nishitan.jp/pcr-kit

※必要に応じてご選択くださいませ※
②PCR検査+陰性証明書発行
③PCR検査+クイック検査
④PCR検査+クイック検査+陰性証明書発行
※チケット代金とは別途金額発生いたします。
※クレジットカードでのご精算となります。

②「この検査を申込む」より情報入力欄へ

■複数回チケット申し込みの場合
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8.運用フロー チケットの場合(1)

https://pcr.reserve-nishitan.jp/pcr-kit


【支払方法】は「チケット」をご選択ください

配布されましたチケットコードをご入力ください

申込者の情報をご入力ください

申込者と検査者が異なる場合は、チェックを付けてください
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8.運用フロー チケットの場合(2)



最短1日
最短3時間～
24時間以内

検査対象者

PCR検査キットをご購入後
唾液採取キットを送付

検査希望者に検査キットをお渡し

キット購入者がお申込サイトにて
検査申込み手続き

※必要に応じて陰性証明書お申込

自宅・事務所等で唾液採取

宅配サービス
※配送費はお客様負担

受領・検査
検査センター

検査結果通知を
メールで受領

① ②

③ ④

⑥ ⑦ ⑧

担当者

検査対象者
検査対象者

検査対象者 検査対象者

9.運用フロー 検査キットの場合
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①検査お申込みサイトへアクセス
⇒同梱用紙に記載されているURLもしくは、QRコードから
申込みサイトにアクセス

■キット購入の場合～検査結果通知のみ～

9.運用フロー キットの場合(1)
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同梱用紙に記載
QRコードからアクセスした場合、
入力された状態となります。

●こちらのメールアドレスに“結果通知”されます

入力が完了しましたら、内容ご確認の上、
「確認画面へ」をクリックしてください

お申込み完了次第、検査者へ
「登録完了メール」を通知
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9.運用フロー キットの場合(2)



10.検体採取方法（1）
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10.検体採取方法（2）
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10.検体梱包方法～返送方法（1）
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10 .検体梱包方法～返送方法（3）
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■検査結果通知で陽性結果が出た時のフロー

11.検査結果通知について（2）

検査対象者

HER-SYS

新型コロナウイルス感染者等情報把握
管理支援システム(通称：HER-SYS)
を通して保健所へご連絡。



11.検査結果通知について（1）
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検査対象様にしたんクリニック

検査結果(陰性)通知
検査結果

陰性

①

検査結果(陰性)通知は登録いただいたアドレス宛にお送りします。

■検査結果通知で陰性結果が出た時のフロー



21

お問合せ

にしたんクリニック営業代行（エクスコムグローバル株式会社）

担当 ：鈴木 裕介(すずき ゆうすけ)

Tel        ：06-6125-5835

E-mail ：su.yusuke@xcomglobal.co.jp

ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください!


