
●ワクチンを確保するために、事前予約が必要になる場合があります。接種を希望する医療機関にお問い合わせの上、事前にご予約下さい。
●一覧表に記載していない医院でも、お送りした予診票を使用して接種できる場合があります。かかりつけの医師にご確認ください。
●予防接種を受けるためには、「品川区　高齢者肺炎球菌予防接種予診票」が必要です。紛失・転入等の理由によりお手元にない方は、下記のとおり再発行を受けてください。
 ＜品川区電子申請サービスでの再発行＞ スマートフォン、PCから申請可能です。  ＜窓口での再発行＞ 平日　８：３０～１７：００
  健康保険証などをお手元にご用意のうえ、右のQRコードより   品川区役所保健予防課（品川区役所7階）または、区内３か所の保健センター
　　ご申請ください。3～4営業日前後でご自宅へ郵送いたします。   （品川保健センター・大井保健センター・荏原保健センター ）の窓口に、
   ※申請には健康保険証などの画像データ添付が必要です。   予防接種を受ける方の本人確認ができるもの（健康保険証など）をご持参ください。

上田診療所 北品川1-11-1 寿ﾋﾞﾙ 1F 5495-7800 阿部病院 東五反田1-6-8 3447-4777
北品川  藤クリニック 北品川1-23-18 海文堂ﾋﾞﾙ 1F 6433-9957 村木医院 東五反田1-10-3 3447-6292
北品川クリニック 北品川1-28-15 3474-1351 ハピコワクリニック五反田 東五反田1-22-6 五反田さくらﾋﾞﾙ5F 3444-8158
嶋本皮膚科内科医院 北品川2-8-6 3472-6233 サザンガーデンクリニック 東五反田2-10-1-202 5791-3636
のぞみクリニック 北品川2-9-12 5769-0355 上竹医院 東五反田2-19-1 3447-0703

本村耳鼻咽喉科クリニック 北品川2-19-15 3450-4133 心越クリニック
東五反田2-21-11

DIKﾏﾝｼｮﾝ五反田221号室
3447-1155

みやざきＲＣクリニック 北品川2-23-2-3F 5460-1159 五反田みやざき内科クリニック 東五反田4-11-6 ｸﾚｽﾄ五反田ﾋﾞﾙ2F 5422-8071
第三北品川病院 北品川3-3-7 3474-1831 五反田泌尿器科内科すどうクリニック 東五反田4-11-6 ｸﾚｽﾄ五反田ﾋﾞﾙ2F B号 6432-5785
高梨医院 北品川3-11-17-1F 3474-5698 いがらし皮膚科東五反田 東五反田4-11-12 ﾊﾟﾗﾄﾞｰﾙ池田山102 6277-2351
大崎消化器内科クリニック 北品川5-4-1 大崎ﾌﾞﾗｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ 2F 5791-3388 竹内胃腸内科医院 東五反田5-27-3 第2野村ﾋﾞﾙ 3F 5421-7149
御殿山整形外科リハビリクリニック 北品川5-4-1 大崎ﾌﾞﾗｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ 2F 3446-5108 東京アーバンクリニック五反田 東五反田5-27-3 第2野村ﾋﾞﾙ 5F 3441-6755
大崎病院 東京ハートセンター 北品川5-4-12 5789-8100 清水内科眼科医院 東五反田5-27-6 3F 3443-0772

⾧沼ペインクリニック 東五反田5-28-9 第3花谷ﾋﾞﾙ7F 3445-9271

ＫＡＲＡＤＡ内科クリニック 西五反田1-2-8　FPG links GOTANDA 10F 3495-0192
平尾クリニック 西五反田1-7-1-304　 5740-6612
田口クリニック 西五反田1-25-5　 6417-4155

南医院 東品川1-6-25 3471-3810 五反田西口クリニック 西五反田1-27-6　市原ﾋﾞﾙ 2F 3493-4623
天王洲内科医院 東品川2-2-8 ｽﾌｨｱﾀﾜｰ天王洲CS棟 2F233号 6712-0086 吉田整形外科医院 西五反田1-32-11　ｵｰｸﾗﾋﾞﾙ 6F 3491-5763
和智クリニック 東品川2-2-25 ｻﾝｳｯﾄﾞ品川天王洲ﾀﾜｰ1803号 5479-6232 田谷クリニック 西五反田2-12-9　1F 3491-2348
東京シーフォートスクエアクリニック 東品川2-3-10 ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ2F 217 6712-8018 五反田内科糖尿病クリニック 西五反田2-19-2　荒久ﾋﾞﾙ1F 6420-0440
稲波脊椎・関節病院 東品川3-17-5 3450-1773 やまざきクリニック 西五反田3-6-6　ｹｱﾎｰﾑ西五反田 1F 5435-1071
東品川クリニック 東品川3-18-3 神興ﾋﾞﾙ 3F 3472-6684 カルナ五反田クリニック 西五反田3-10-9　carna五反田 6F 5496-8773
品川シーサイドセントラルクリニック 東品川4-12-6 品川ｼｰｻｲﾄﾞｷｬﾅﾙﾀﾜｰ1F 3458-2121 おおさわ胃腸肛門内視鏡クリニック品川 西五反田3-10-12　TFX五反田ﾋﾞﾙ 3F 5487-1030
品川シーサイド皮膚・形成外科クリニック 東品川4-12-8 品川ｼｰｻｲﾄﾞｲｰｽﾄﾀﾜｰ1F 3471-1013 わたなべクリニック 西五反田4-3-1　かむろ坂ｻﾝﾊｲﾂ 1階A 5759-6789
さかうえ内科クリニック 東品川4-12-8 品川ｼｰｻｲﾄﾞｲｰｽﾄﾀﾜｰB1F 5715-5977 宮平医院 西五反田4-22-3　 3491-0366

ＡＬＯＨＡ外科クリニック 西五反田4-27-10　印刷産業ﾋﾞﾙ3階 3490-1002
品川診療所 南品川1-7-15 3472-0369 ヒロセクリニック 西五反田4-31-17　MYﾋﾞﾙ 3F 5437-3085
さとうクリニック 南品川2-17-25 菱倉ﾋﾞﾙ 2F 3450-0010 しむら医院 西五反田5-9-6　 5437-2240
柴田内科・消化器科クリニック 南品川3-5-8 5783-3050 三浦医院 西五反田5-10-6-104　 3492-5225
南品川スマートクリニック 南品川3-6-36 南品川ﾌﾗｯﾂ1F 6810-3375 櫻井クリニック 西五反田6-22-3　 3492-0920
あおよこ整形外科クリニック 南品川3-6-39 5495-7123 テーオーシービル診療所 西五反田7-22-17　ﾃｰｵｰｼﾋﾞﾙ2階 3494-2255
医聖よろずクリニックあおよこ院 南品川3-6-39 3472-1188 クリニック飯塚 西五反田8-1-10　ﾋｷﾀｶ五反田ﾋﾞﾙ 5F 3495-8761
小川クリニック 南品川3-6-51 NK南品川 1F 5460-1188 大崎広小路内科 西五反田8-4-15　ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙ広小路 4F 6420-0228
梅沢医院 南品川5-3-22 3474-5367
まつうら整形外科 南品川5-8-35 ﾎﾞﾙﾑ南品川 1F 3450-3221
みんなのクリニック大井町 南品川6-15-5 6433-0280 けいひんファミリークリニック 東大井2-12-19 MKﾋﾞﾙ 3F 5767-7755

おりしきみつるクリニック 東大井2-19-11 5762-2789
たかせクリニック 西品川1-10-1　高浜ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 105 3492-8559 酒寄医院 東大井2-26-3 3761-3250
三ツ木診療所 西品川2-13-20　 3779-0031 小澤医院 東大井3-1-18 3298-0088

林医院 東大井3-21-12 3761-7780
目黒みらい内科クリニック 上大崎2-13-26 ﾒｲﾌﾟﾙﾄｯﾌﾟﾋﾞﾙ3F 6721-6672 大井クリニック 東大井5-1-7-1F 6433-1463
目黒外科 上大崎2-15-18　目黒東豊ﾋﾞﾙ6F 5420-8080 ⾧谷川皮膚科内科医院 東大井5-2-3 おおい元気館3F 3472-2070
塩谷ペインクリニック 上大崎2-17-2-JR目黒グリーンビル２階　 6431-8012 こうの内科クリニック 東大井5-11-2 6712-8750
目黒西口クリニック 上大崎2-17-2　JR目黒ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ 6F 3492-2660 大井三ツ又クリニック 東大井5-11-3 三津広ﾋﾞﾙ2F 3474-0803
遠藤医院 上大崎2-24-13-305 3492-6422 孝仁クリニック 東大井5-14-11 1F 3474-5566
武藤クリニック 上大崎3-1-1　目黒ｾﾝﾄﾗﾙｽｸｴｱ 2F 5449-4070 大井町メディカルクリニック 東大井5-14-15 大井町MCﾋﾞﾙ2-5F 5715-3450
舘内記念診療所 上大崎3-5-2　ﾘｰﾄﾞｼｰ目黒ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ3F 3446-8686 東京品川病院 東大井6-3-22 3764-0511
上大崎クリニック 上大崎3-10-7 3440-6311 鈴木内科医院 東大井6-7-3 3761-4049
めぐろ皮膚科クリニック 上大崎3-10-49 ﾉｯﾄ花房山102 6409-6079 星野医院 東大井6-16-8 3761-3575
目黒東口レディースクリニック 上大崎4-6-16-138　ﾏﾝｼｮﾝ南目黒苑 5747-9484

京浜中央クリニック 南大井1-1-17 3763-6706
南大井クリニック 南大井3-31-6 3768-1858

三穂クリニック 大崎1-6-4 新大崎勧業ﾋﾞﾙ 2F 5436-8600 大森海岸やまもと眼科内科 南大井3-33-10 NORIﾋﾞﾙ 3F 3765-4113

ゲートシティ大崎メディカルクリニック
大崎1-11-1

ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎ｳｪｽﾄﾀﾜｰ 4F
5437-5874 石井診療所 南大井4-5-6 3761-5477

大崎 女性のためのクリニック 大崎2-1-1 ThinkPark Tower 3F 5745-3077 佐川医院 南大井4-8-12 3761-8580
ThinkPark消化器クリニック 大崎2-1-1 ThinkPark Tower 3F 5745-3088 ふなはしハートヘルスクリニック 南大井6-11-11-101 3298-2784
ThinkParkハートクリニック 大崎2-1-1 ThinkPark Tower 3F 5745-0737 原田耳鼻咽喉科医院 南大井6-17-10-302 3763-5065
ThinkPark皮膚科クリニック 大崎2-1-1 ThinkPark Tower 3F 5745-0730 ひろクリニック大森 南大井6-19-7 HARUﾋﾞﾙ4階 5753-5695
三水会クリニック 大崎2-5-15 3491-1633 武越内科クリニック 南大井6-20-8 ﾘｰﾄﾞｼｰ大森ﾋﾞﾙ2F 5471-0390
大崎医院 大崎2-6-9 3493-1010 いすゞ病院 南大井6-21-10 5471-4611
ライフ大崎まるま整形外科 大崎4-13-2 3F 5759-6546 奥秋整形外科 南大井6-24-9 興産大森ﾋﾞﾙ 4F 5753-8282
江クリニック歯科産婦人科内科 大崎5-7-14-101 3491-3073 高根クリニック 南大井6-25-14 OSKﾋﾞﾙ 3F 3765-7767
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かえで内科・消化器内視鏡

クリニック 品川大井町院
大井1-2-1 ｱﾄﾚ大井町5F 5709-7776 さいとうファミリークリニック 旗の台1-8-3 3786-0146

大井町とうまクリニック 大井1-16-2 ﾌﾞﾘﾘｱ大井町ﾗｳﾞｨｱﾝﾀﾜｰ 2F 5718-4080 田中クリニック 旗の台2-1-16 KGMHILLS 2F 3786-8353
大井町整形外科・外科クリニック 大井1-23-1 ｶｸﾀﾋﾞﾙ 5･6F 6303-8311 旗の台アレルギー・こどもクリニック 旗の台2-1-22 もとまる2号館2F 5749-1937
名和内科クリニック 大井1-23-7 大井町駅前三井ﾋﾞﾙ2F 5718-3003 旗の台内科・救急クリニック 旗の台2-1-29 6426-1889
たつのシティタワークリニック 大井1-31-1 ｼﾃｨﾀﾜｰ大井町102 6303-8737 旗の台ひだまり整形外科・リウマチ科 旗の台2-7-2 ｲｵﾝﾀｳﾝ旗の台303 6426-6255
おおいまち消化器外科クリニック 大井1-31-12 ﾕｳﾋﾞﾙ 2F 3777-9206 なみファミリークリニック 旗の台2-7-2 ｲｵﾝﾀｳﾝ旗の台3F 5751-7373

平田内科泌尿器科クリニック 大井1-35-11 5718-0120
はたのだい駅前内科・

糖尿病クリニック
旗の台3-11-11 6426-8030

大井小川クリニック 大井1-49-12 大井町ﾋﾞﾙ 2F 5718-5556 西川医院 旗の台4-1-5 ﾒｲﾌﾟﾙ旗の台 1F 3781-7825
大井町駅前クリニック 大井1-49-15 YK-17ﾋﾞﾙ 7F 3776-9611 さかもと整形外科 旗の台4-4-2 5751-5566
岩端医院 大井1-55-14 3775-1551 みしま内科 旗の台5-8-5 6426-7728
大井町なかじま眼科・内科 大井2-1-1 大井2丁目ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ1F 3785-1255 旗の台病院 旗の台5-17-16 3781-1108
おおい宮本整形外科 大井2-1-1 大井2丁目ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F 3787-2323 田辺小児科医院 旗の台6-30-1 3785-9003
たつのこどもクリニック 大井2-2-11 3775-8600 平間整形外科・内科クリニック 旗の台6-33-8 3781-0066
白井クリニック 大井2-4-1 3771-7265
古屋医院 大井2-12-1 3776-4192 内野医院 中延1-8-7 3784-1456
林小児科内科医院 大井3-6-12 2F 3777-7127 中延医院 中延2-8-12 3787-6006
林耳鼻咽喉科医院 大井3-6-12 NAﾋﾞﾙ1F 3778-3341 えばらサンクリニック 中延2-9-22 1F 3786-0012
柿島医院 大井3-21-10 ﾊﾟﾚｽﾊｰｾﾞﾙ1F 3775-5171 荏原中延クリニック 中延2-15-5 3784-7013
はせがわ内科クリニック 大井3-25-13 3775-1311 相原内科クリニック 中延3-7-8 5749-4110
大村病院 大井3-27-11 3773-0102 徳丸クリニック 中延3-8-10 5749-7090
悠翔会在宅クリニック品川 大井4-4-6 3F 6429-8130 松本クリニック 中延4-5-10 3784-9100

はやしクリニック 大井4-5-7 3778-5941 もり脳神経外科クリニック
中延5-2-2

ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ品川荏原町201
3788-1777

大井中央病院 大井4-11-27 3777-0777 ゆきこどもクリニック 中延5-3-8-101 3784-2555
大西クリニック 大井5-5-30 3775-1241 高山クリニック 中延5-4-11 5750-0078
安澤医院 大井5-14-4 3772-5757 コトコトクリニック 中延5-7-3 GreenSpec荏原町 1F 6426-2363
東田医院 大井5-15-16 3772-6521 かしわせクリニック 中延5-7-5 5751-8556
浅野医院 大井6-21-5 3771-2692 松永クリニック 中延5-7-10 5749-2127
藤川医院 大井7-29-2 3771-1764 こみね循環器科・内科クリニック 中延5-13-16 1F 5750-6355

中村医院 中延6-4-17 3784-0128
安藤脳神経外科・内科クリニック 西大井1-1-1　Jﾀﾜｰ西大井 204 5742-1990 小川医院 中延6-9-18 3781-7606
西大井内科 西大井1-4-25　ｺｱｽﾀｰﾚ西大井第一ﾋﾞﾙ 2F 3775-2401
せいの耳鼻咽喉科クリニック 西大井1-4-25　ｺｱｽﾀｰﾚ西大井第一ﾋﾞﾙ 3F 3772-3387 あじさい診療所 東中延1-1-7 ｶｰｻ東中延 1F 5750-6070
いしい医院 西大井3-6-17　 3771-3933 前田医院 東中延2-6-3 3781-6761
金城医院 西大井4-2-5　 3772-1660 仲田クリニック 東中延2-9-7 5749-5117
ふじいクリニック 西大井4-15-4　1F 5718-1417 なかのぶクリニック 東中延2-10-11 智勇第2ﾋﾞﾙ 3F 5749-3215
萩沢医院 西大井5-9-20　 3774-4946
松山クリニック 西大井6-15-12　 3778-3815 大高小児科醫院 西中延1-2-23　 6426-6070

ツマキ医院 西中延1-9-13　 3781-1570
園田クリニック 八潮5-6-37-105 3799-0816 森山リハビリテーションクリニック 西中延1-11-17　 6426-7318
永津クリニック 八潮5-8-47-103 3790-3511 森山医院 西中延2-8-8　 3781-4758
川村内科クリニック 八潮5-8-47-105 3799-1577 昭和通り内科診療所 西中延2-17-3　渡部ﾋﾞﾙ 1F 3784-5821
東京シティクリニック品川 八潮5-10-27 ﾊﾟﾄﾘｱ品川別館2F 3790-2551
八潮クリニック 八潮5-12-68-101 3799-0521 戸越脳神経外科クリニック 戸越1-7-1　東急戸越ﾋﾞﾙ 1F 5751-7333

秋津医院 戸越3-1-2　ｲﾏｰﾙﾋﾞﾙ 2F 5749-2062
カネコクリニック 小山台1-22-8 昭和ﾋﾞﾙ 1F 3716-8577 松永医院 戸越3-7-6　 3781-6863

丸山医院 戸越4-6-19　 3781-8220
岡部耳鼻咽喉科医院 小山2-8-16 3782-2060 もちづき内科クリニック 戸越4-9-12　ｱﾋﾞﾀｼｵﾝ戸越 1F 6426-2711
舘医院 小山2-12-10 3782-8088 まるごと在宅ケアクリニック 戸越5-4-3-5Ｆ　 6426-8341
サンタハウスこどもクリニック 小山3-1-2 3719-5533 麦谷医院 戸越5-7-20　LAPﾋﾞﾙ 1F 3785-3175
キャップスクリニック武蔵小山 小山3-14-1 ｼﾃｨﾀﾜｰ武蔵小山2F 6426-2165 吉原医院 戸越5-8-5　 3781-4030
むさしこやま駅前内科・

糖尿病クリニック
小山3-14-1 ｼﾃｨﾀﾜｰ武蔵小山2F 6426-6123 とごし公園内科クリニック 戸越5-11-8　 3784-2112

小山中央診療所
小山3-15-1

ﾊﾟｰｸｼﾃｨ武蔵小山ｻﾞﾓｰﾙ2F 2-L
6426-1173 荏原ホームケアクリニック

戸越5-14-24

ITOﾋﾞﾙ5階
5788-6088

穂坂クリニック 小山3-24-6 3781-1351 さえきクリニック 戸越6-4-3　 5749-5821
武蔵小山駅前

ままた内科クリニック
小山3-27-1-202 3787-3109 依田医院 戸越6-7-26-201　 3781-2865

武蔵小山腎泌尿器クリニック 小山4-3-12 TK武蔵小山ﾋﾞﾙ 2F 6426-2832 和田整形外科 戸越6-8-20　 5498-2555
和光医院 小山4-8-1 3784-6131
エバラクリニック 小山5-9-1 3784-2101 戸越泌尿器科内科クリニック 豊町1-3-17 山崎ﾋﾞﾙ 1F 5788-6120
山内クリニック 小山5-17-4 1F 3781-2890 青柳医院 豊町1-4-15　第一青柳ﾋﾞﾙ 1階･2階 3788-0801
はるクリニック西小山 小山6-1-1 5794-8630 水野整形外科 豊町1-4-17　ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙ戸越 1F 5913-9545

野本内科クリニック
小山6-3-9

ｳｪｽﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸ ﾞ3F
5749-3300 ゆたか診療所 豊町4-18-21 3781-4723

西小山脳神経外科・整形外科 小山6-4-14　ﾒﾃﾞｨｹｱ西小山2F 3783-0777 木内医院 豊町6-7-1 3781-4771
清田クリニック 小山6-5-2 ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞ2 2F 3783-5455 戸越パーククリニック 豊町6-10-4　西豊ﾋﾞﾙ 1F 3784-1054

伊藤クリニック 豊町6-11-8 3783-1020

荏原内科・外科クリニック 荏原2-3-8 My品川ﾋﾞﾙ201 5751-7470
栗原医院 荏原2-10-13 1F 3781-0530 二葉医院 二葉1-7-9 3782-2748
黒須医院 荏原3-3-11 3781-0552 すずき内科クリニック 二葉1-8-7 3786-4410
石井クリニック 荏原4-7-10 5750-4118 こうざき医院 二葉1-21-16 3783-1781
小野内科 荏原5-16-19 3781-9580 千葉内科歯科クリニック 二葉2-2-2 3781-2053

横山外科内科 二葉2-3-4 3786-0061
山田整形外科 二葉2-21-1 第1梅田ﾋﾞﾙ1階 5749-5455

とごし整形外科＆手のクリニック 平塚1-7-7 MYﾋﾞﾙ1F 6426-8552 源明クリニック 二葉3-1-16 5498-0611
戸越銀座駅近内科クリニック 平塚1-7-16　ｶｽﾀﾘｱ戸越駅前 1F 5749-1054 なるき内科クリニック 二葉3-26-6　ｳﾞｨﾗ西大井101 5702-2255
和田外科医院 平塚1-8-18 3781-4936 二葉クリニック 二葉4-18-2 3787-2881
原医院 平塚1-17-6　ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ戸越 201 3784-1123
たごファミリークリニック 平塚2-15-15 3F 3785-5250
まつばらクリニック 平塚3-3-13 1F 5751-8501

荏原地域
二葉地域

戸越地域

西中延地域

平塚地域

小山地域

東中延地域

豊町地域
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