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　2・3ページ掲載の一覧表に記載された方法でご予約ください。 (品川区新型コロナウイルス

感染症対策本部)

在宅で介護サービスを受けている方や障害の手帳をお持ちの方へ以下の対応を予定しています。
　●接種会場への移動の支援

1．要介護・要支援認定を受けている方(総合事業対象者を含む)　
2．身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢・体幹・移動機能障害１～３級、視覚障害１～３級、
　  内部障害１級のいずれかに該当する方
3．愛の手帳1・2度 4．精神障害者保健福祉手帳1級

　●訪問接種の実施
一部の医療機関では、訪問診療を行っている医師などが自宅に訪問してワクチン接種を行います。

 　障害の手帳をお持ちの方への接種については、
 区のホームページで以下の内容をお知らせしています。

1．予約のサポート方法
2．障害のある方のうち、優先接種に該当する方
3．手話通訳等の派遣 電話：03-6633-2433

受付時間：午前9時～午後5時(火曜日は午後7時まで) ※土・日曜日、祝日も実施
対応言語：日本語・英語・中国語

　https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/covid-19-yoyaku.html

※医療機関によっては、かかりつけの方のみ、または、かかりつけの方を優先して受け付けています。
※一覧表に掲載されていない医療機関でも、かかりつけの方のみにワクチン接種をしている場合があります。
※集団接種会場から個別接種会場に予約を切り替える方は、必ず先に予約した分をキャンセルしてください。

■品川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
品川区における新型コロナウイルスワクチン接種に関する様々な相談をお受けします。
電話 03-6633-2433 ／ FAX 03-6684-4845

　問い合わせ　品川区新型コロナウイルス感染症対策本部 電話:03-3777-1111(代表) FAX:03-3774-6356(総務課) お掛け間違いにご注意ください。FAXは言語・聴覚障害の方のための専用番号です。
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COVID-19 vaccine Notification

■個別接種が始まりました

※午前9時～午後5時
　　(火曜日は午後7時まで)
　※土・日曜日、祝日も実施
　※英語・中国語も対応

■個別接種の予約方法

 ●各医療機関で直接予約する

　 ●品川区の予約システムで予約する

　Some local clinics began administering individual vaccinations starting June 21st (Mon). Please check on
page 4  ’外国人の方へ To Foreigners’.

〇Web：各医療機関のホームページをご確認ください。
〇窓口 ：各医療機関に来院のうえ、窓口でご予約ください。
〇電話 ：各医療機関に電話でお問い合わせください。

〇品川区新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター

〇品川区新型コロナウイルスワクチン接種 Web予約フォーム

個別接種会場の主な予約方法は以下のとおりです。各医療機関により予約方法等が異なりますので、詳しくは2・3
ページ掲載の一覧表をご確認ください。

新型コロナウイルスワクチン

医療機関による個別接種のご案内

■一覧表(2・3ページ)の見方

医療機関名 医療機関住所 医療機関で直接予約

品川区では、区内の医療機関(病院・診療所)での「個別接種」を実施しました。既に開設している集団接種会場・先行
医療機関に加えて、令和3年6月21日(月)より、準備の整った医療機関から順次ワクチン接種を始めています。

区の予約
システム

6/21

かかりつけ
/一般

接種
開始日

限定×○○病院
△△クリニック 荏原△-△-△ 2階 電話(△△△△-△△△△)

Web・窓口広町〇-〇-〇

■6月29日(火)から 12～64歳の方に接種券を発送
6月29日(火)から、13～64歳の方に接種券を発送しました。
12歳の方には誕生月の前月に接種券を発送します(12歳で4～8月生まれの方には、7月21日(水)より発送しました。

■外国人の方へ To foreigners

優先 7月中旬

以下の要件を満たしている方へ、接種会場までのタクシー利用等に使える区内共通商品券(2,000円分)を送付
　　します。対象の方には、8月上旬に送付する予定です。※訪問による集団接種を受けた方は対象外です。

■在宅で介護サービスを受けている方や障害の手帳をお持ちの方へ

■障害のある方へ ■電子書籍でご覧になれます
この紙面の内容は、無料アプリ「カタログ

 ポケット」でもご覧になれます。音声読み上げ、
 文字拡大、多言語翻訳に対応しています。

 　新型(しんがた)コロナウイルスワクチン
 接種(せっしゅ)については、品川区(しながわく)
 のホームページをみてください。

■副反応について
 接種後に副反応の症状がみられた場合、医療職が

 相談をお受けします。

東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター
電話：03-6258-5802　※24時間、多言語対応

〇

品川区からのお知らせ
各医療機関のホームページをご確認いただ

くか、来院してご予約ください。

各医療機関に電話でお問い合わ

せください。
区の予約システム(コールセンター・

Web予約フォーム)での受付になります。

接種開始日は

各医療機関で異なります。

一般：かかりつけ以外の方も受付可

優先：かかりつけの方を優先して受付

限定：かかりつけの方のみ受付、一般不可

品川区長 濱野 健



品川区新型コロナウイルスワクチン 個別接種会場(医療機関)一覧表

医療機関名 医療機関住所 医療機関で直接予約
区の予約
システム

かかりつけ
/一般

接種
開始日

医療機関名 医療機関住所 医療機関で直接予約
区の予約
システム

かかりつけ
/一般

接種
開始日

上田診療所 北品川1-11-1 寿ビル1階 窓口／電話(5495-7800) × 一般 順次 荏原内科・外科クリニック 荏原2-3-8　My品川ビル201 窓口／電話(5751-7470) × 一般 6/21

北品川藤クリニック 北品川1-23-18 海文堂ビル1階 窓口／電話(6433-9957) × 優先 6/21 石井クリニック 荏原4-7-10 窓口 × 限定 6/21

みやざきＲＣクリニック 北品川2-23-2 レジデンス品川3階 窓口 〇 一般 順次 小野内科 荏原5-16-19 窓口／電話(3781-9580) × 一般 6/21

のぞみクリニック 北品川2-9-12 Web／窓口 〇 一般 順次 さいとうファミリークリニック 旗の台1-8-3 窓口／電話(3786-0146) × 一般 6/21

第三北品川病院 北品川3-3-7 電話(3474-1831) × 限定 6/21 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2階 Web／窓口／電話(5749-1937) × 一般 6/21

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2階233号 窓口／電話(6712-0086) × 一般 6/23 旗の台内科・救急クリニック 旗の台2-1-29 窓口／電話(6426-1889) × 一般 6/21

南品川スマートクリニック 南品川3-6-36 窓口 〇 一般 順次 西川医院 旗の台4-1-5　メイプル旗の台1階 窓口 × 限定 7/5

医聖よろずクリニックあおよこ院 南品川3-6-39 なし 〇 一般 6/21 みしま内科 旗の台5-8-5 窓口 × 一般 6/23

みんなのクリニック大井町 南品川6-15-5 なし 〇 一般 6/28 鈴の木こどもクリニック 戸越1-3-1 夢のこども館 窓口／電話(3786-0318) × 限定 7/1

もちづき内科クリニック 戸越4-9-12 アビタシオン戸越1階 電話(6426-2711) × 限定 7月2週目～

ゲートシティ大崎・メディカルクリニック 大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー4階 窓口／電話(5437-5874) 〇 一般 順次 荏原ホームケアクリニック 戸越5-14-24 ITOビル5階 Web × 限定 6/20

品川ガーデンクリニック 大崎1-20-3　イマス大崎ビル2階 Web × 一般 6/21 武蔵小山駅前ままた内科クリニック 小山3-27-1-202 電話(3787-3109) × 優先 6/21

三穂クリニック 大崎1-6-4　新大崎勧業ビル2階 窓口／電話(5436-8600) 〇 優先 6/21 武蔵小山胃腸内視鏡クリニック 小山4-13-13 電話(0120-949-922) × 一般 6/22

ThinkParkハートクリニック 大崎2-1-1　ThinkParkTower3階 窓口／電話(5745-0737) 〇 優先 順次 和光医院 小山4-8-1 窓口／電話(3784-6131) × 一般 6/21

三水会クリニック 大崎2-5-15-101 窓口／電話(3491-1633) × 一般 6/28 野本内科クリニック 小山6-3-9　ウエストヴィレッジビルディング3階 窓口 × 一般 7/3

めぐみクリニック目黒 上大崎2-12-2　ミズホビル2階 窓口 〇 一般 順次 もり脳神経外科クリニック 中延5-2-2　ザ・パークハウス品川荏原町201 窓口 × 限定 6/21

めぐみクリニック目黒２ 上大崎2-12-2　ミズホビル3階 Web × 一般 順次 ゆきこどもクリニック 中延5-3-8-101 窓口／電話(3784-2555) × 一般 6/27

目黒みらい内科クリニック 上大崎2-13-26　メイプルトップビル3階 Web × 一般 6/29 高山クリニック 中延5-4-11 窓口 × 限定 6/21

田口クリニック 西五反田1-25-5 電話(6417-4155) × 優先 7/5 中村医院 中延6-4-17 窓口／電話(3784-0128) × 一般 6/28

平尾クリニック 西五反田1-7-1-304 窓口／電話(5740-6612) 〇 優先 6/21 小川医院 中延6-9-18 窓口／電話(3781-7606) × 一般 7月～

宮平医院 西五反田4-22-3 窓口／電話(非掲載) × 優先 順次 大高小児科醫院 西中延1-2-23 窓口／電話(6426-6070) × 限定 8/10

ヒロセクリニック 西五反田4-31-17 MYビル3階 窓口／電話(5437-3085) × 優先 順次 あじさい診療所 東中延1-1-7　カーサ東中延1階 電話(5750-6070) × 一般 7/5

しむら医院 西五反田5-9-6 矢崎ビル2階 窓口／電話(5437-2240) × 優先 順次 なかのぶクリニック 東中延2-10-11　智勇第2ビル3階 窓口／電話(5749-3215) × 限定 6/21

ハピコワクリニック五反田 東五反田1-22-6　五反田さくらビル5階 Web 〇 一般 順次 仲田クリニック 東中延2-9-7 窓口／電話(5749-5117) × 一般 6/21

阿部病院 東五反田1-6-8 窓口 × 優先 6/21 二葉医院 二葉1-7-9 窓口／電話(3782-2748) × 優先 6/21

サザンガーデンクリニック 東五反田2-10-1-202 なし 〇 一般 6/29 すずき内科クリニック 二葉1-8-7 窓口 × 一般 6/21

シティクリニック 東五反田2-2-16-3階 窓口 × 一般 順次 山田整形外科 二葉2-21-1 窓口 × 優先 6/21

五反田ガーデンクリニック 東五反田5-22-27　関配ビル7階 Web × 一般 6/21 千葉内科歯科クリニック 二葉2-2-2 窓口／電話(3781-2053) × 一般 6/22

東京アーバンクリニック五反田 東五反田5-27-3　第二野村ビル5階 Web × 一般 6/22 なるき内科クリニック 二葉3-26-6 ヴィラ西大井101 窓口 × 一般 6/21

五反田なると耳鼻咽喉科 東五反田5-28-10-7階 Web／窓口／電話(6432-5644) 〇 優先 順次 二葉クリニック 二葉4-18-2 窓口 × 一般 6/24

原医院 平塚1-17-6 グリーンパレス戸越201 窓口／電話(3784-1123) × 一般 6/21

大井町とうまクリニック 大井1-16-2　ブリリア大井町ラヴィアンタワー2階 なし 〇 一般 順次 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1階 窓口 × 一般 6/21

大井町整形外科・外科クリニック 大井1-23-1　カクタビル5階 電話(6303-8311) × 優先 7/5 戸越泌尿器科内科クリニック 豊町1-3-17　山崎ビル1階 窓口 × 一般 6/21

名和内科クリニック 大井1-23-7　大井町駅前三井ビル2階 Web／窓口／電話(5718-3003) × 一般 順次 ゆたか診療所 豊町4-18-21 窓口 × 限定 6/21

柿島医院 大井3-21-10　パレスハーゼル1階 窓口 × 一般 6/21 戸越パーククリニック 豊町6-10-4 西豊ビル1階 窓口／電話(3784-1054) × 優先 7/19

林耳鼻咽喉科医院 大井3-6-12 窓口／電話(090-4722-1593) × 一般 6/28 伊藤クリニック 豊町6-11-8 窓口／電話(3783-1020) × 一般 6/21

林小児科内科医院 大井3-6-12　2階 窓口／電話(3777-7127) × 優先 順次

松山クリニック 西大井6-15-12 窓口／電話(050-5532-5431) × 一般 7/3 東京シティクリニック品川 八潮5-10-27 Web／窓口 × 一般 順次

鈴木内科医院 東大井6-7-3 窓口 × 限定 順次 園田クリニック 八潮5-6-37-105 窓口／電話(3799-0816) × 一般 順次

おおしまこどもクリニック 南大井3-16-11 Web／窓口／電話(5762-5272) × 限定 順次 令和3年7月29日現在の情報です。

さかい皮フ科形成外科 南大井6-28-8　第25東ビル５階 窓口／電話(6450-0530) × 優先 6/21

　品川区ホームページ →
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・一覧表に掲載されていない医療機関でも、かかりつけの方のみにワクチン接種を実施している場合があります。
　かかりつけ医のある方は、直接お問い合わせください。
・個別接種を実施する医療機関は、今後、追加・変更になる場合があります。
・最新情報は、区ホームページをご確認ください。「品川区ワクチンマップ」では区内全ての接種会場を確認できます。

八潮地区

品川地区 荏原地区

大崎地区

大井地区

一覧表の見方は4ページをご覧ください。
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