
 

 

若者向けワクチン接種センター、深夜・早朝接種及び大規模接種における予約開始のお知らせ 

 

若者向けワクチン接種センター、深夜・早朝接種会場及び横浜ハンマーヘッドで実施している大規

模接種会場における予約を開始します。 

また、空いている予約枠を最大限活用するために、市の予約専用サイト（WEB）及び横浜市 LINE 公

式アカウントからの当日予約を受け付けます。 
 

※若者向けワクチン接種センター及び深夜・早朝接種の実施については、関連する補正予算の成立

が前提となります。 

 

１ 予約について 

(1)  若者向けワクチン接種センター 

予約開始日 対象者 接種場所 予約枠 接種期間（１回目） 

９月 28日（火） 

午前９時から 

16歳から 

39歳まで

（市内在住） 

関内中央ビル６階 
約 18,000人 

(約 36,000回) 

10月 ２日（土）から 

10月 22日（金）まで

（３週間） 

※１回目接種の予約の際に、３週間後の同時刻で２回目接種の予約が自動的に設定されます。 

※10月 23日（土）以降は２回目の接種期間となるため、新規予約受付はありません。 

 

(2)  深夜・早朝接種 

予約開始日 対象者 接種場所 予約枠 接種期間（１回目） 

９月 28日（火） 

午前９時から 

18歳以上

（市内在住） 

横浜市立大学附属

市民総合医療セン

ター エントランス

ホール 

約 720人 

(約 1,440回) 

10月１日(金)、２日

(土)、８日(金)、９日

(土)、15日(金)、16

日(土) 

※１回目接種の予約の際に、３週間後の同時刻で２回目接種の予約が自動的に設定されます。 

※10月 22日（金）以降は２回目の接種期間となるため、新規予約受付はありません。 

 

【(1)と(2)の注意事項について】 

・「横浜市からお送りしている接種券」「本人確認書類」「予診票」を接種時にお持ちください。接種

券を忘れると接種を受けられませんのでご注意ください。 

・若者向けワクチン接種センター及び深夜・早朝接種会場では、ファイザー社製のワクチンを使用

します。 

・対象者年齢は、１回目の接種日を基準とします。 

・若者向けワクチン接種センターでの接種を希望する 18歳未満の方については、神奈川県青少年保

護育成条例に基づき、23時までに、ご自宅にご帰宅可能な時間帯でのご予約をお願いします。 

なお、どうしても時間の都合がつかない場合は、保護者同伴の上ご来場ください。 

・必ず、予約した時間にご来場ください。早く来場されても、お待ち頂く十分なスペースがございま

せん。 

・接種会場には駐車場がございませんので、お車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用

ください。 
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・飲酒されている方（アルコールが体内に残っている方）へのワクチン接種はできませんので、あら

かじめご了承ください。 

・大雨や台風など自然災害の発生が予想される場合、当日の接種を中止することがあります。 

・接種会場ではワクチン接種や予約に関する問い合わせには対応していませんので、ご不明な点は

横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター（電話 0120-045-070、午前 9 時から午後

7時まで）にお問い合わせください。 

 

(3)  大規模接種 

予約開始日 対象者 接種場所 予約枠 接種期間（１回目） 

10月４日（月） 

午前９時から 

全年齢 

（満 12歳以上） 

横浜ハンマー 

ヘッド 

約 39,600人

(約 79,200回) 

10月 11日(月)から 

10月 24日(日)まで 

※１回目接種の予約の際に、４週間後の同時刻で２回目接種の予約が自動的に設定されます。 

※10月 25日（月）以降については、後日、市ウェブページ等でお知らせします。 

※11月８日（月）以降は２回目の接種期間となるため、新規予約受付はありません。 

※大規模接種会場では、武田/モデルナ社製のワクチンを使用します。 

 

(4)  予約手段（共通） 

市の予約専用サイト（WEB）、横浜市 LINE公式アカウント及び予約センター（電話）で予約受付 

を開始します。 ※予約受付定員に達し次第、終了します。 

予約専用サイト 

（WEB） 

https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama （9:00～23:59 毎日）                 

① 若者向けワクチン接種センター 

  「【集団】【16～39歳】若者向けワクチン接種センター 関内中央ビ

ル（中区）」を選択 

② 深夜・早朝接種 

  「【集団】【18 歳以上】深夜・早朝会場 横浜市大市民総合医療セン

ター（南区浦舟町）」を選択 

③ 大規模接種 

  「【大規模】横浜ハンマーヘッド「ＣＩＱホール」」を選択 

横浜市 LINE 

公式アカウント 

「横浜市 LINE公式アカウント」を「友だち登録」（9:00～23:59 毎日） 

※LINEから予約に関するアカウント情報の登録をすると、予約申し込みは

LINEからのみとなり、予約専用サイトから予約することはできません。 

※同一のLINEユーザーIDから複数人の予約をすることはできませんので、

ご注意ください。 

予約センター(電話) 0120－045－112（9:00～19:00）（毎日） 

    ※電話番号を今一度お確かめいただき、おかけ間違いには十分ご注意ください。 

    ※聴覚障害の方で、パソコン・スマートフォンや電話での予約申込ができない方は、 

     FAXで予約を受け付けます。（FAX：045-550-4226） 

        ※接種会場への電話予約や来所による直接予約はできません。 

 

２ 当日予約の受付について（若者向けワクチン接種センター、深夜・早朝接種、大規模接種） 

接種期間中に空いている予約枠がある場合、予約専用サイト（WEB）からの予約及び LINE予約で

は、（大規模接種については今回の予約から）当日の予約受付が可能となります。（※ただし、午前

零時から午前９時までの予約受付はできません。） 

なお、予約センターでの電話予約は、翌日分以降の予約受付が可能です。 

※当日予約は予約時間の前まで可能です。 

https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama


 

 

＜参考１＞ 

１ 若者向けワクチン接種センター概要 

 

２ 深夜・早朝接種概要 

 

３ 大規模接種概要 

           ※ワクチンの供給状況等により、変更する場合があります。 

 

 

対象者 16歳から 39歳まで（市内在住） 

開設時期 
１回目接種 10月 ２日（土）から 10月 22日（金）まで（３週間） 

２回目接種 10月 23日（土）から 11月 12日（金）まで（３週間） 

開設時間 

・火曜日～木曜日、土・日曜日：13 時 30 分開場、14 時接種開始、20 時

15分受付終了 

・金曜日：15時 30分開場、16時接種開始、22時 15分受付終了 

※月曜日、閉設 

場所 関内中央ビル６階（中区真砂町 2-22）（JR「関内駅」から徒歩１分） 

接種可能規模 1日 1,000人程度（約 18,000人×2回） 

接種ワクチン ファイザー社製 21日（３週間）間隔で、２回目接種 

対象者 18歳以上（市内在住） 

開設時期 

１回目接種 10月 1日(金)、2日(土)、8日(金)、9日(土)、15日(金)、 

16日(土) 

２回目接種 10月 22日(金)、23日(土)、29日(金)、30日(土)、     

11月 5日(金)、6日(土) 

開設時間 金曜日及び土曜日の 22時から翌７時まで（最終受付時間 6時 15分） 

場所 
横浜市立大学附属市民総合医療センター（南区浦舟町4―57） 

（市営地下鉄「阪東橋駅」から徒歩５分） 

接種可能規模 1日 120人程度（約 720人×2回） ※翌７時までの予定者数 

接種ワクチン ファイザー社製 21日（３週間）間隔で、２回目接種 

対象者 全年齢（満 12歳以上） 

開設時期 

１回目接種（①） ８月 16日（月）から９月 12日（日）まで 

     （②） 10月 11日（月）から 11月７日（日）まで※ 

２回目接種（①） ９月 13日（月）から 10月 10日（日）まで 

     （②） 11月８日（月）から 12月５日（日）まで※ 

開設時間 
月～木曜日、土～日曜日（金曜日休業、週６日実施） 

10時 30分開場、11時接種開始、19時 45分受付終了                                 

場所 横浜ハンマーヘッド「ＣＩＱホール」（横浜市中区新港２－14－１） 

接種可能規模 最大 3,300回／日 ※ 

接種ワクチン 武田／モデルナ社製 28日（４週間）間隔で、２回目接種 
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＜参考２＞ 

４ 集団接種の今後の予約枠について  

予約は、市の予約専用サイト（WEB）、横浜市LINE公式アカウント及び予約センター（電話）で受け

付けています。  

実施時間は、会場ごとに異なるため、詳細はホームページをご参照ください。 

※なお、集団接種について、当日予約はできません。 

（9月27日現在） 

予約開始日  予約枠  接種期間（1回目）  予約可能会場数 

９月27日（月） 

午前９時から 
約30,000人(約60,000回) 10/4(月)～10/10(日) 14か所 

10月4日（月） 

午前９時から 
約13,750人(約27,500回) 10/11(月)～10/17(日) ８か所 

10月11日（月） 

午前９時から 
約9,000人(約18,000回) 10/18(月)～10/24(日) ６か所 

10月18日（月） 

午前９時から 
約9,500人(約19,000回) 10/25(月)～10/31(日) ５か所 

 

 ■予約可能会場一覧 

区 会場名 
今後の新規予約開始日と予約可能な会場 

9/27 10/4 10/11 10/18 

鶴見 鶴見公会堂 ◎    

神奈川 神奈川公会堂 ◎    

西 横浜駅西口ローズホール(10/14～開設) － ◎ － ◎ 

中 技能文化会館 ◎ ◎   

南 南公会堂 ◎    

港南 港南スポーツセンター ◎ ◎ ◎  

保土ケ谷 保土ケ谷スポーツセンター ◎    

旭 旭スポーツセンター ◎    

磯子 
磯子センター（磯子地区センター、喜楽荘） 

(10/14～開設) 
－ ◎ ◎ ◎ 

金沢 ビアレヨコハマ新館２階  ◎ ◎ ◎ 

港北 慶應義塾日吉キャンパス協生館２階 ◎    

緑 緑公会堂 ○    

青葉 青葉公会堂・青葉スポーツセンター ○ ○ ○ ○ 

都筑 都筑地区センター  ◎ ◎ ◎ 

戸塚 戸塚スポーツセンター ◎    

栄 栄スポーツセンター ◎    

泉 泉公会堂 ○ ○ ○  

瀬谷 瀬谷区総合庁舎（瀬谷区役所）５階 ◎    

合計 14か所 ８か所 ６か所 ５か所 

※「◎」⇒夜間(17時以降、概ね 19時半頃まで)も接種可能な日がある予約 

 (実施時間は、会場ごとに異なる為、詳細はホームページをご参照ください) 

※お住まいの区以外の会場でも予約・接種が可能です。 

※選挙等により、一時休止や会場が変更となる場合があります。 

 



 

 

 

お問合せ先 

【若者向けワクチン接種センターについて】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 山本 登   Tel 045-671-4841 

【深夜・早朝接種について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 久保田 淳 Tel 045-671-4841 

【大規模接種について】 

  健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 三室 直樹  Tel 045-671-4841 

【集団接種について】 

  健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 植村 一人 Tel 045-671-4841 


