
予約電話またはWebサイト 予約受付時間 予約開始日 備考

医療法人社団千歳会キッズクリ
ニック鴨居

都筑区池辺町4035-1　らら
ぽーと横浜１F

https://kids-clinic-kamoi.com ネット予約は随時 開始済
詳細は当クリニックのホームページをご覧
ください。

かもい女性総合クリニック
都筑区池辺町４０３５－１　らら
ぽーと横浜２F

045-929-3700
水曜日を除く平日15時30分から
16時30分まで

6月14日
接種は月・火・木・金1５：３0～16：３0で実
施しています

サイ・クリニック 都筑区池辺町2443－1 045-933-1887
月・火・水・金曜日9：00~17：00
土曜日9：00~12

開始済

ららぽーと横浜クリニック
都筑区池辺町4035-1　らら
ぽーと横浜1階

https://lala-
clinic.jp/databox/data.php/COVID-
19_vaccine/code

WEBのため24時間対応(予約殺
到の場合は一時休止の場合有)

開始済
接種は月・水・木・金9:00～17:30で実施
しています。

弘中内科小児科 都筑区荏田東3-6-7 045-941-6556
木曜を除く平日10時から11時半
まで

開始済
接種日は月・火・水・金の接種時間10：30
～11：15です

医療法人社団　ヒューマントラ
ストクリニックすずき

都筑区荏田東4-8-5プラザ都
筑１F

045-948-3306
木曜、祭日を除く月～土　11:30～
12:30

6月23日 午前中の接種は行っておりません。

小川メディカルクリニック 都筑区荏田南3-37-15 080-6907-5434
日、祝、木曜日を除く平日11時30
分から12時30分まで

開始済
接種は月・水・金は15:30から、土は
12:30から実施

こどもの木クリニック 都筑区荏田南3－1－7
http://www.myclinic.ne.jp/kodomo
/

２週間前から予約可。当日予約も
可。

開始済
接種は月・火・木・金の11:00~11:30で実
施しています

大野クリニック
都筑区荏田南5-1-18 プラザ
志村102

045-942-7771
9時から12時　15時から17時半
木と土は午前中のみ

開始済
接種は月、火、水、金は午前、午後　木と土
は午前のみ

港北メディカルクリニック 都筑区大棚町3001-8 080-6846-4250 土日を除く平日14時～17時まで 開始済
コロナワクチン接種の方の駐車場はござ
いません

内科・消化器科 林医院 都筑区勝田町1297
受診していただきワクチン接種の可否を相談
したうえで日程予約。

診療時間内 開始済
5月末段階ですでに8月まで予約はいっぱ
いです。

林クリニック 都筑区川和町104大谷ビル 045-929-1198 木曜日　午前9時より12時まで 開始済

川和クリニック 都筑区川和町995-5 045-934-1114
水曜、土曜日を除く平日10時から
18時まで

開始済

つづき病院 都筑区川和町2674-83 080-9176-2212(ﾜｸﾁﾝ接種専用電話) 平日の午後１時から午後５時まで 6月21日
接種開始日は７月14日からを予定。接種
日は平日の水・木・金・月の午前11時と午
後１時

村上内科クリニック 都筑区川和町１２３６－１ 045-929-0070
月・水・金１３：００～１４：００に電話
受付

6月11日 接種は毎週土曜日の１４：００～１７：００

松浦内科 都筑区北山田1-7-1-101 045-593-1166
平日9時～11時半、15時～17時
半。土曜9時～11時半。

開始済 予約日時は当院指定日時になります。

港北エヌティークリニック
都筑区北山田7-12-20
KNTCビル2F

https://www.kohokunt.or.jp/pg586
.html

WEB予約で24時間受付可能 開始済
電話応対不可。お車でのご来院は固くごご
遠慮願います。

北山田クリニック 都筑区北山田2-3-7 http://www.kitayamata.atat.jp 24時間可能 6月14日
予約はインターネットのみ、予約枠がなけ
れば画面更新待ち

バンビーナ小児科 都筑区北山田2－17－2 https://bambina-cc.com/
ウェブページから24時間。電話、窓
口対応はできません。

開始済
web予約のみ。HP確認のこと。電話、窓
口対応はできません。

山下小児科クリニック 都筑区北山田3－18－15 090-9393-3905
9時～12時（月～金）、15時～18
時（月、火、水、金）

開始済
090-9393-3905以外では予約できま
せん。

ときえだ小児科クリニック 都筑区北山田１－１２－１５
https://medicalpass.jp/hospitals/t
okieda-cl

6月11日（金）からは随時受付 開始済 接種は月・火・水・金　午前中

医療法人つばさ会　葛が谷つ
ばさクリニック

都筑区葛が谷4－14 045-945-2772
新規予約枠の予約受付開始は木曜
日10：00からお電話のみ可能

開始済
月曜15時～17時接種時間　詳細をＨＰ・
掲示で確認の上予約を

港北ハートクリニック 都筑区葛が谷10-3 045-479-7430 14：00～16：00　（予定） ７月上旬
予約枠に限りがある為、ホームページでご
確認下さい。

耳鼻咽喉科葛が谷こまクリニッ
ク

都筑区葛が谷4-14 045-944-4187
木曜を除く平日１２時～１３時まで、
電話受付のみ、直接来院不可

開始済
接種は月・火・水・金の時間指定。診療中電
話問い合わせ対応不可

小林クリニック 都筑区すみれが丘38-31 045-592-0041
平日11：00～11：45、木・土以外
15：00～17：00

開始済
ワクチンはお電話の上来院していただき、
予約となります

すみれが丘クリニック 都筑区すみれが丘6-3 045-592-5050
月水；9時から17時、火金土；9時
から12時

開始済
6月分予約はキャンセル待ちのみ。終了次
回7月2日

斉木クリニック 都筑区高山1-45 045-941-0082 診察時間中 6月18日
午前中10時半―11時半、午後3時ー5時
半

センター南こどもクリニック
都筑区茅ケ崎中央５１－１ベル
ヴィル茅ヶ崎３F

045-948-2100 木曜日を除く平日14時から16時 開始済
接種は火・金15：00~16：00で実施して
います

山崎消化器クリニック
都筑区茅ヶ崎中央24-3太光ク
リニックビル3Ｆ

045-944-3077
月火金）9時～17時半、水）9時～
11時、土）9時～16時

開始済
接種予約日時は、受付後こちらからご連絡
いたします。

ピュアライフメディカルクリニッ
ク

都筑区茅ヶ崎中央７－１９ https://purelifemedicalclinic.jp/ 火曜日１１時から１２時 6月22日

センター南クリニック
都筑区茅ヶ崎中央8-36松本ビ
ルA201

https://www.dr-takeda.com/ 往復はがき申し込み 開始済
接種は月・火・木・金・土　12時～13時で
実施しています

サウスウッドこどもクリニック
都筑区茅ヶ崎中央６－１サウス
ウッド３F

045ｰ942ｰ7700
水土曜日を除く平日10時から11
時、16時から17時まで

開始済
6月分は予約終了です。7月分を6月7日
から予約開始します。

センター南ＧＯＴＯクリニック
都筑区茅ヶ崎中央1-2センター
南駅光ビル4階

045-532-3508
木曜日を除く平日12時30分から
13時まで

開始済
接種は木曜除く平日12時00分～。予約受
付終了はＨＰ上告知。

シティクリニック 都筑区茅ヶ崎中央51-10 045-345-0055
金曜日を除く9：00～21：00に電
話受付

6月20日
診療と接種が混在しますので待時間が発
生する場合があります。

そがこどもクリニック
都筑区茅ケ崎中央1-2センター
南駅光ビル4階

https://medicalpass.jp/hospitals/s
oga

接種日は木曜日、金曜日の昼予定 開始済
電話は水、木、金　10時～12時　070-
4410-7871

医療法人社団圭庄会ただ内科
都筑区茅ヶ崎中央51-1ベル
ヴィル茅ヶ崎4階

http://www.tada-naika.jp 24時間 開始済
窓口やお電話での予約受付は行っており
ません。

医療法人社団　おやま内科クリ
ニック

都筑区茅ヶ崎中央１９番１タウン
スクエア２階

045-944-1313
月・木・土曜日を除く平日9時半か
ら12時半まで

開始済
主たる接種は通常診療時間内に実施して
います

港北ニュータウン診療所
都筑区茅ケ崎中央17-26ビク
トリアセンター南301

045-948-6015 平日9時30分から17時まで 開始済 接種は土曜日となります。

クリニック医庵センター南 都筑区茅ヶ崎中央40-3 070-2484-1837
木曜日を除く平日14時から16時
まで

6月21日
接種は木曜日14時～17時で実施してい
ます

医療法人恭和会　横浜茅ヶ崎老
人保健施設

都筑区茅ヶ崎東5-8-7 http://chigasaki-rouken.website/ 毎日9：30から16：30まで 開始済 接種は月・水・金・土におこないます

桜並木医院 都筑区茅ヶ崎南2-11-2 045-947-1772 毎週火曜日の13時から14時まで 6月22日 接種は火・金10:00から12:30で実施

医療法人大山クリニック 都筑区茅ヶ崎南5－1－10 045-941-7171 木曜日を除く平日11時から12時 6月28日

ザ・クリニック横浜
都筑区茅ヶ崎南 5-1-10 ノー
ブル茅ヶ崎103

https://www.the-clinic-
yokohama.com/

未定 未定

医療機関での個別接種について
R3.6.10時点

〇医療機関での予約受付方法（都筑区）〈予約は医療機関からのお知らせをご確認の上、お取りください。〉

【注意事項】

６月10日現在、予約ができるのは、65歳以上高齢者の方です。
基礎疾患等優先接種の対象者や一般の方はまだ予約できませんのでご注意ください。
予約開始日は追ってご案内します。
この情報は、令和3年6月10日付横浜市がホームページで公表したものを、都筑区役所地域振興課の承諾を得て、牛久保東町内会でお知らせする
ものです。

医療機関名 住所

医療機関からのお知らせ



予約電話またはWebサイト 予約受付時間 予約開始日 備考

しんぼこどものクリニック 都筑区中川１-10-33 045-913-0501
木曜日を除く平日の診療時間帯で
す

開始済

山口医院 都筑区中川１－５－９ 045-912-2188
木曜日を除く平日16時から18時、
土曜9時から10時

開始済 予約制

上林クリニック
都筑区中川1-15-8グラン
デュール中川2F 045-912-0136

火曜、土曜、日曜日を除く16時か
ら18時まで

開始済
水曜、木曜、金曜、土曜日;12:30から
14:30で接種

なかがわ耳鼻咽喉科 都筑区中川1-19-23 https://nakagawajibika.com ウエブで24時間 開始済
接種は月・火・水・金・土の午前中、予約が
必要です

横浜つづきクリニック 都筑区中川1-20-18 045-913-5062
９時から18時まで（日曜・祝日を除
く）

開始済
接種は水・木以外で実施し、1・2回目セッ
トで予約受け付け中

みたに内科クリニック 都筑区中川1丁目14番10 https://www.mitaninaika.com 終日、メール形式 開始済 詳細はホームページをご確認ください。

坊クリニック
都筑区中川中央1-31-1モザイ
クモール港北5階

045-911-5355 金曜日16時から17時 開始済
毎週金曜日に2週間後の予約開始。詳しく
はホームページを。

センター北クリニック
都筑区中川中央１－１－５　ヨツ
バコ５A

045ｰ910ｰ5377 月、火曜日の１１：００~１２：００ 開始済
接種日時は、月・火・金・日の１２：００と１
２：１５です。

センター北ユアクリニック 都筑区中川中央1-29-24 045-910-1313
木曜日を除く平日１０時から１８時
まで

開始済

つづきレディスクリニック
都筑区中川中央１－２－１　ヴァ
ンクールセンター北４階

https://ssl.fdoc.jp/reserve/subjectlist
/index/cid/s3532948?SITE_CODE=hp

月・土・日曜日は午前のみ　火・水・
木・金曜日は午前午後接種可

開始済
午前は９：３０～１２：００　午後は１５：００～
１８：３０

センター北　ねがみクリニック 都筑区中川中央１－３３－１９ 045-911-7111
平日９時から１９時　土曜日９時か
ら１２時

6月14日

レディスクリニック　フォレスタ
ヴェルデ

都筑区中川中央2-5-11 080-3528-5103
火、木曜日の14時から16時まで。
予約専用電話での対応のみ。

6月22日
当院受診歴のある方及びその家族優先。
既定数に達し次第受付締切。

医療法人センター北伊藤内科
都筑区中川中央1-39-29-
207

045-910-1108
月曜日/火曜日/水曜日の15時～１
８時

6月28日
接種は土曜日14：30～17：30を予定し
ております

横浜北クリニック
都筑区中川中央1-39-44-
201

045-482-7630 火曜日の10時から11時まで 開始済
接種は木曜日16時から16時半で実施(時
間厳守)

深澤りつクリニック
都筑区中川中央1-28-20 CK
ビル3F

https://forms.gle/zcK7uQxw31aXH
MzG8

24時間可 開始済
当院未受診の方は、窓口での事前の手続
きをお願いしています。

和久井ペインクリニック
都筑区中川中央1-34-2　S＆
Eわくいビル　2F

http://www7a.biglobe.ne.jp/~wakui
painclinic/

ウェブページから24時間 開始済
電話、来院での予約は受け付けておりませ
ん。

グッドライフクリニック 都筑区中川中央1-39-42 045-913-1333
平日9時から13時、15時から17
時

開始済

おひさまクリニックセンター北
都筑区中川中央1-25　ノース
ポートモール5F

045-509-1595
月曜日・木曜日の祭日を除く16時
30分～17時30分まで

6月28日
月・木の16：30～17：30で実施していま
す。

仲町台駅前まつのぶクリニック
都筑区仲町台1-2-20フロン
ティアビル２０２

http://www.matsunobu-cl.com ネット予約もしくは来院のみ 開始済 電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

醫療法人　常盤会　森田クリ
ニック

都筑区仲町台5－7－7ー２F 診察に入って頂き予約をお取ります。 診察時間に準ずる。 開始済
電話での予約は受け付けておりません。受
診時にご相談下さい。

なかまちだいおたべ小児科クリ
ニック

都筑区仲町台1-9-8 otabe-cl.com 受付はWebのみで24時間 6月21日
受付はWebのみです。電話では受付でき
ません。

おおくぼ小児科 都筑区仲町台5丁目2番11号 045-941-2276 毎週金曜日午前９時から１２時まで 開始済 予約受付は電話のみです。

都筑あずま内科リウマチ科 都筑区仲町台2-9-12 045-943-0088 平日の９時から12時まで 開始済

ウェルケアはら脳神経内科 都筑区仲町台5丁目１番地９
予約は来院受付のみ（問い合わせ専用ダイヤ
ル：080-3271‐7702）

毎週火曜　14時から17時 6月29日
予約・接種は火曜日の午後実施です（詳細
はHP・当ビルへ掲載）

仲町台さいとう整形外科 都筑区仲町台1-34-3 045-942-8206 平日15：30～18：00 6月23日
接種は月～金12：00～13：00で実施し
ています

東山田ヒルズクリニック 都筑区東山田町1357 045-595-0030 土日　祝日を除く　9時～17時 開始済 接種はクリニック営業日の10時～12時

南山田クリニック 都筑区南山田2-18-2－１階 045-590-5766 木曜日を除く平日14時から16時 開始済

岸胃腸科外科 都筑区南山田町4614 045-592-6246 木曜日を除く平日14時から17時 6月28日
接種は火曜、水曜、金曜、土曜の14時から
16時

水野クリニック 都筑区南山田町4258 045-593-4040
木曜日・祝日を除く16時30分から
18時に電話受付

6月中旬

とのうちファミリークリニック
都筑区見花山14-5　富士見が
丘ビル2F

045-509-1512
平日のみ　9時から12時　および
14時から17時

開始済

ふれあいの丘クリニック 都筑区見花山14-7-105 045-943-5631
水曜日を除く平日13時～15時ま
で

6月11日

医療機関名 住所

医療機関からのお知らせ


