2021年（令和3年）6月

特別号（青葉区版）

横浜市から新型コロナウイルスワクチン接種に関するご案内
■高齢者の方を対象としたワクチン接種について

《ワクチン接種計画に対しての予約状況》(6月10日現在の情報）

横浜市の高齢者の接種計画数146.3万回に対し、全予約数は、約123.1万回となっており、計画数の84%

となっています。

（集団接種は約45.9万回、大規模接種は約18.5万回、個別接種は約58.7万回（ワクチン配送量による推計））
このほか、防衛省による自衛隊東京大規模接種センターで予約している方は約3.5万人（約７万回）となって

います。

《高齢者の方を対象とした今後の予約受付について》

医療機関による個別接種が本格的に始まります。これにより、7月末までに希望するすべての高齢者の方に

接種していただける見通しとなっています。

●個別接種（病院・診療所での接種）

ワクチン接種を実施する医療機関が約1,500か所に増え、そのうち、かかりつけ患者の方以外にも接種を行う

医療機関が約870か所となりました。

まだ接種予約をされていない方で、身近な医療機関での接種を希望される方は、2〜３ページに掲載されている

医療機関一覧で予約日や受付方法を確認のうえ、申し込みをご検討ください。

●集団接種（公会堂・スポーツセンター等での接種）

キャンセル等によって空きが出た場合、接種日前日まで、
「 予約専用サイト」及び「予約センター電話」で受け付けます。

（注：接種会場では予約を受け付けません）

●大規模接種（横浜ハンマーヘッドでの接種）

キャンセル等によって空きが出た場合、接種日前日まで、
「 予約センター電話」でのみ受け付けます。2回分の予約をまとめ

てとる必要があるため、電話でのみの受け付けとしています。

（注：接種会場では予約を受け付けません）

●防衛省による自衛隊東京大規模接種センターでの接種
電話や、
ウェブサイト、LINEで予約を受け付けています。
（専用お問い合わせ窓口）0570−056−730
場所：東京都千代田区大手町1-3-3

大手町合同庁舎3号館

詳細は 防衛省

毎日7時から21時

ワクチン接種 で検索

■今後の横浜市のワクチン接種スケジュール

国は、6月21日から企業や大学等における職域接種を開始する旨を発表しており、横浜市ではこれを踏まえ、
64歳以下の市民の皆様への接種券を、年齢層別の段階に分け、6月下旬から7月にかけて送付する予定です。
ただし、接種券が届いても、すぐに横浜市の予約や接種を受けることはできません。
まず、優先接種者（基礎疾患を有する方及び高齢者施設等従事者）の予約から開始します。
市民の皆様には、後日あらためて、接種時期や予約についての通知をお送りします。また広報等で今後の接種ス
ケジュールをご案内していきます。
なお、2〜３ページに掲載の医療機関では、当面、高齢者の方を対象とした予約のみを受け付けており、一般の方（優先接種者を含む）からの
お問い合わせには対応していませんので、ご注意ください。

横浜市 新型コロナウイルスワクチン接種に関するお問い合わせは

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

☎：0120-045-070
（お電話のおかけ間違いにご注意ください。）

FAX：050-3588-7191
（耳の不自由な方のお問い合わせ用FAXです）

「広報よこはま 特別号」は、市内新聞購読世帯および、区役所、主な公共施設、駅PRボックスなどで配布しています。

医療機関での個別接種について

（R3.6.10時点）

6月10日現在、予約ができるのは、65歳以上の高齢者の方のみです。
【注意事項】 基礎疾患等優先接種者をはじめとする一般の方の予約受付は、別途ご案内します。
個別接種での予約方法は、次の２つの方法で予約を受け付けています。

① 医療機関で予約受付（青葉区）

〈 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。〉
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サイト等

予約受付時間

予約開始日

備考

開始済

接種は毎週金・土（木曜不定期）、
2回目は3週間後に実施

佐川耳鼻咽喉科医院

青葉台2-35-43

045-985-1010

木曜日を除く平日10時〜12時

清水内科医院

青葉台1-28-2

045-981-7231

診療時間内は受け付けております

6月14日

横浜青葉台クリニック

青葉台1-19-35

045-988-0631

平日15時〜16時30分

6月25日

中山医院

青葉台1-6-13 ケントロンビル３階

朝比奈耳鼻咽喉科医院

青葉台1-13-5

柴田医院

あざみ野1-31-1

潤レディースクリニック

あざみ野1-7-1

西川内科医院

あざみ野1-26-10 キャッスルあざみ野101

長浜医院

緑十字クリニック

医療法人リブウェル
器内科

あざみ野4-2-4

橋本内科・循環

K・クリニック
医療法人社団愛希会
べクリニック

あざみ野おさか

医療法人社団プラタナス
ンクリニック

青葉アーバ

窓口でのみ受付

日祝日と木曜日を除く9時～12時と14時～18
時、土曜日は午前のみ

開始済

090-5786-6200

木曜日を除く平日10時〜12時（電話予約のみ）

6月14日

診療時間内

6月14日

日祭日木曜を除く10時〜19時、今後変更あり

6月12日

木曜13時〜

6月10日

045-904-5226

045-909-6100
今後変更あり

covid19.e-chusya.
com/26230/top2.php

green-cross-clinic.com ウェブページから24時間

045-901-2525

平日9時〜12時30分、14時30分〜18時

あざみ野2-30 あざみ野三規庭2階

www.hashimotonaika.jp/

6月21日

ウェブページから24時間

6月10日

あざみ野2-7-11-B1

090-2227-4108

月・火曜日の平日10時〜12時

6月21日

あざみ野2-19-10

あざみ野2-9-11 サンサーラあざみ野3階
あざみ野2-29-1 ブランズシティあざみ野1階

045-902-3350
bit.ly/3fXlV9h

木曜日を除く平日12時30分〜13時30分

開始済

ささき内科・消化器内科

あざみ野南4-5-1

www.sasaki.clinic

web予約のみとさせていただきます

6月21日

ほほえみあかちゃんこどもクリニック

あざみ野南4-5-2

ssc2.doctorqube.
com/hohoemi-clinic/

ファミリークリニックあざみ野

すすき野3-2-13

070-1687-9987

月・火・木・金の11時〜12時まで

西山耳鼻咽喉科

市ケ尾町1156-11 アビタシオン市ヶ尾1階

045-972-6400

当院診療時間内であれば可（但し、午前は8時
40分〜可）

吉田内科クリニック

市ケ尾町1075-1

しろくま内科小児科クリニック

市ケ尾町1156-6 マストライフ市が尾1階

医療法人杉原クリニック

市ケ尾町1154-2 市ヶ尾プラーザビル1階

市が尾ペインクリニック内科

市ケ尾町1063-3-201

横浜内科おなかクリニック

美しが丘2-14-4

小澤クリニック

美しが丘1-9-1 平野ビル2階

有本小児科内科

美しが丘2-20-18 ドムス有本101

長谷川内科クリニック
ふじくら循環器内科

070-4071-3101

開始済
6月14日
開始済

ウェブページからのみ。電話での予約は受け付
けておりません

6月21日

水曜日を除く平日9時〜11時30分、14時
〜18時

6月29日

木曜日を除く平日9時〜17時

24時間WEB（電話での予約、問い合わせはご
遠慮ください）

6月14日

6月21日

045-901-6870

木曜日・休日を除く9時〜11時、15時〜16時

開始済

美しが丘1-4-3-401

045-902-5060

水・金・日曜日を除く16時〜17時30分

開始済

美しが丘2-14-7 1階

www.fujikura-clinic.
com/

美しが丘1-23-1

070-8384-2044

桑原クリニック

美しが丘3-32-5

045-901-1234

美しが丘1-4-3-202

045-901-1300

あざがみクリニック

美しが丘西3-65-6

www.azagami.com

てづか耳鼻咽喉科クリニック

美しが丘西3-65-6 美しが丘西クリニックプラザS
棟2階

www.tetsuka-clinic.
com/

ホワイトレディースクリニック

美しが丘西2-6-2

ケセラスキンケアクリニック

荏子田2-2-8 アドバンスビル2階

順伸クリニック小児科・眼科

荏子田2-2-9

藤本内科クリニック

荏子田2-2-6 アドバンスビラ2階

広瀬整形外科リウマチ科

荏田北1-2-1 platform102

まゆみ内科クリニック

荏田町234-1-1階
荏田町477

Webで24時間。接種可能日の14日前〜予約
可能

045-479-5587(fax)
*記入済み予診票と､都合の悪い曜日
やその他のご希望有ればメモを添え faxのみ年中無休
てfaxして下さい｡日時が決まり次
第、数日中にご連絡致します｡

ひろた内科クリニック

徳岡クリニック

月曜日・水曜日16時〜17時

ネット参照く
ださい

開始済

美しが丘2-20-18-201

牛島耳鼻咽喉科医院

ネット参照ください

月・火・水・金曜日 15時〜18時の間

はな眼科

月・火・木・金曜日16時〜18時。予約専用番
号のみで可

月曜〜土曜の9時〜12時

水曜日を除く平日10時〜11時、16時〜17時
WEBからは24時間可能。詳細はHPをご参照
下さい
ウェブ受付のみ24時間

6月21日
6月21日
開始済
6月24日

日曜・祝日除く平日9時〜10時、16時〜17時

開始済

電話：月・水・金12時〜13時、17時〜18
時。来院受付も可

開始済

木曜日を除く平日12時〜13時

開始済

月・火・水・金
分〜18時

開始済

木曜日を除く平日9時〜12時、14時〜17時

高齢者かつ基礎疾患がある方お申し
出ください

通常診療に支障をきたしておりま
す。電話はご遠慮ください
予約はクリニックの窓口のみになります

接種は月〜土11時〜（電話での問
い合わせはご遠慮ください）
接種は毎日、月曜日〜土曜日の17
時まで実施しています

接種日時は、後日電話でお知らせい
たします

接種は火・木・金（PM）の指定時
間内で実施

木14時30分〜15時30分のみ接
種。予約前に当院HPの確認を

開始済

045-911-6000

7月10日分までは予約終了。7月15
日分〜の予約可

開始済

木・土・日曜日を除く平日10時〜16時

9時〜12時30分、14時30

接種日時に関しては当院から指定さ
せていただきます

予診票の連絡先には、日時連絡で繋
がりやすい番号記入を願います

045-909-1612

045-914-8828

原則として電話対応は行いませんの
でご了承の程お願いいたします

開始済

開始済

070-8516-0470

電話予約は専用電話でのみ受付。接
種は火・水・木に実施です

電話申込み不可。往復はがきでの
『抽選』申込みも可能

月・火・水・金・土9時〜（診療時間内）

045-903-0033

お電話での予約、問い合わせは受け
付けておりません

6月21日

045-905-1181

080-5965-7832

電話での予約は受け付けておりません

詳細は、ホームページをご確認下さい

6月21日

yokohama-onaka.jp/

電話でのご予約不可。詳細はホーム
ページにてご確認ください

電話での予約は受け付けておりません

月〜金まで13時〜16時

045-978-6678

接種は毎日12人位予定

6月14日

045-905-2273

クリニックの窓口

接種は月・火・水・金16時、土11
時で実施しています

ウェブページから24時間

あざみ野1-7-1 ゴールドワンあざみ野2階

airrsv.net/shirokum
acl/calendar

ワクチンはファイザー製を扱い中

開始済

横浜青葉脳神経外科クリニック

070-4225-1253

お電話の前に当院のホームページを
よくお読みの上ご連絡ください

開始済

ありがクリニック

荏田西5-7-11

045-482-4258

水曜日を除く平日9時〜12時、15時〜17時

6月14日

いまむらメディカルクリニック

榎が丘1-5 青木ビル4階

045-984-3053

毎週火曜日14時〜15時

6月22日

えのきがおか内科医院

榎が丘11-3

045-981-6272

月・火・水・金の10時〜12時

6月15日

池田医院

恩田町3032-12

045-982-2525

15時〜19時

6月30日

あかね台さの内科クリニック

恩田町1779-1-1

090-9961-6556

木曜日・日曜日・祝日を除く14時30分〜17時

6月15日

接種は月・土・水・金11時〜12
時。電話での予約受付なし

接種は平日、11時45分〜12時30
分、15時15分〜16時

接種は月・火・水・金15時〜16時

接種は火、木曜日9時30分〜12時
30分で実施
予約専用電話（080-59657832）のみの受付です

来院予約：月・水・金11時〜11時
30分、17時〜17時30分
接種は月・金15時〜16時で実施し
ています

接種は月・火・水・金・土 午前・
午後に分けて実施しています

接種は日曜日のみ

接種は月・火・水・金 14時15分
〜15時15分で実施します
接種は火・水13時〜14時で実施予定です

9月まで、月曜日〜土曜日まで予約
がいっぱいです
接種は月・水・土14時〜17時

① 医療機関で予約受付（青葉区）

〈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。〉
医療機関名

住所

桂台内科クリニック

桂台1-21-6-1階

えなみクリニック

桂台2-27-21

予約電話または
Webサイト等
080-8089-0159
045-962-9980

医療機関 か ら の お 知 ら せ
予約受付時間

予約開始日

木曜を除く平日12時30分〜13時30分

木曜日・土曜日を除く平日15時〜17時

www.matsukazedai.
木曜日の9時〜
com/

開始済

開始済

松風台クリニック

桂台2-1-2-2階

たざわ耳鼻咽喉科クリニック

上谷本町723-1

045-972-9557

ふじた内科こども医院

上谷本町723-1

いわい整形外科・ペインクリニック

上谷本町723-1

www.yoyakuru.net/
rs/fujita-cl/web/

なるみや内科

鴨志田町509-1 第3中谷都ビル2階

かもしだ内科クリニック

鴨志田町540-5

来院にて窓口受付

横浜総合病院

鉄町2201-5

050-3775-1237

黒須田33-5

045-978-0455

毎週水曜日9時〜10時

カク小児クリニック

黒須田33-5 タウンコートあざみ野1階

www.kaku-clinic.
com/e/5.htm

当院ホームページ『おしらせ』をご確認ください
※第1回予約日6月5日(土)14時〜15時来院受付

開始済

さつきが丘こどもクリニック

さつきが丘4-10

Web受付24時間、一週間単位で予約

開始済

かしま内科・循環器内科クリニック

しらとり台1-10 岡部ビル1階

医療法人社団康悦会
ニックあざみ野

メディカルクリ

あらおクリニック

しらとり台1-7 ヴァンテアン1階

045-975-1952
来院して予約

開始済

木曜日を除く平日の11時30分〜12時

開始済

web予約のみ 24時間

開始済

月・水曜日10時30分〜12時

6月14日

日曜・祝日以外の9時〜11時30分

satsukigaokakodomo.com/

開始済

水曜を除く平日16時〜17時

平日9時30分〜15時30分 土曜日9時30分〜12時30分
※7月分は6月14日から受付

045-981-1171

月・火・水・金曜は16時〜17時、土曜は10時〜11時

tsuyoiko.net

電話不可。必ずウェブページでご連絡ください
（24時間受付）

page.line.me/tag9500r 月曜〜土曜

受付はLINEのみ

松岡医院

しらとり台20-13

高田内科胃腸科医院

新石川2-15-11

takada-naika-ityoka.jp/ 木曜日を除く平日12時〜16時

たまプラーザいとう泌尿器科

新石川2-2-2 FUJIKYUビル3階

clinics.medley.life/reserv
ation/5f47857490914 24時間
01398a73bbb

はまだこどもクリニック

新石川3-15-9

たまプラーザ整形外科リウマチ科

新石川2-3-3

yamabikovaccine.reserve.n 平日9時〜12時30分、14時〜17時、他特別
e.jp/sp/index.php?
対応時間あり

宮澤内科・呼吸器クリニック

新石川2-4-12 フォーラムたまプラーザ1階

www.mrc-tamaplaza.jp

土屋記念クリニック

新石川1-9-8 アイケービル1階

あざみ野クリニック

新石川1-14-6

045-901-9639

月・火・水・木・土曜9時〜12時
曜16時〜19時

たかはしハートクリニック

新石川2-4-16-3階

045-530-5635

木曜日を除く平日15時〜17時

とくうえ内科クリニック

新石川3-15-16-202

テラス内科クリニック

新石川2-1-15 たまプラーザテラスリンクプラザ3階

ファミリークリニックあざみ野

すすき野3-2-13

田奈クリニック

田奈町25-7

045-981-7707

田奈駅前ことり内科

田奈町15-4

080-5237-9368

ssc.doctorqube.com/
hamada-kodomo/

080-4434-8215

毎日

インターネット予約は24時間受付

6月21日

070-1687-9987

月・火・木・金の11時〜12時

開始済

6月15日
6月10日

開始済

6月10日
開始済
6月21日
6月25日
開始済

詳細は、当院ホームページお知らせ
欄をご確認ください

接種は月・火・水・木 11時〜12時
30分で実施しています
接種は金曜15時〜16時
〜14時頃

土曜12時

7月末までは予約が一杯で、キャン
セル待ちとなります
接種は月・火・水・金・土 15時〜17
時の予定

接種は日曜日11時〜12時で実施します

接種日時に関しては当院から指定さ
せていただきます

接種は木・金13時30分〜14時、土
・日14時〜14時30分

月・火・木・金曜の12時30分〜13時30分に
予約受付電話のみで受付

6月25日

接種は13時45分〜14時45分で実施

開始済

接種は月・火・木・金の15時〜17
時で実施しています

6月10日

サンメディカルクリニック青葉

奈良4-6-15 わかたけの杜

070-7430-2290

平日（月曜日〜金曜日）、12時〜13時

6月18日

こどもの国安西クリニック

奈良1-3-5 こどもの国KSビル

月曜日、金曜日の16時〜17時

6月25日

のぐち内科・糖尿病内科クリニック

奈良1-18-1 アゴーラ201

045-511-7883

木曜を除く平日8時30分〜12時、14時30分
〜18時

おかクリニック

奈良町2913-1-107

045-960-6066

診療時間内

開始済

藤が丘2-6-9 2階

045-509-1640

木曜日 9時〜12時

開始済

藤が丘耳鼻咽喉科

藤が丘2-6-9 1階

045-971-8711

ホームページ参照してください

上條整形外科皮膚科医院

藤が丘1-14-72

045-973-1567
045-972-1515

2回目の接種は自動的に3週間後の
同時刻になります

6月17日

お電話のみで火曜日を除く平日、10時〜12時

藤が丘1-28-3

12時

「当院でのコロナワクチン接種につ
いて」から「予約フォーム」へ

木曜日10時〜12時

045-530-3315

はなわ小児科内科クリニック

月・火・木・金

電話での予約はできません。詳細は
ホームページをご覧ください

奈良1-18-13 岩崎ビル1階

045-507-5255

接種は月・火・水・金14時〜15時で実施

開始済

あい内科クリニック

藤が丘2-31-20

予約はWebのみ。来院、電話予約
は受け付けません

申し訳ありませんがお電話でのお問
い合わせはご遠慮ください

水曜日を除く平日9時〜17時

かない小児科

今後の予定は当院ホームページ『お
しらせ』をご確認ください

開始済

045-982-5080

河村内科クリニック

かかりつけ患者優先

webページからfax用紙をダウンロ
ードしてお申込下さい

つつじが丘24-58

医療法人社団藤の会

かかりつけ以外の方：キャンセル待
ちであれば、来院にて受付可

6月15日

あおば胃腸内科クリニック

窓口で受け付け

接種は土曜日14時〜16時で実施しています

接種は土曜日のみ10時〜11時で実
施します

6月14日

ホームページでの予約のみ

webでのお知らせ、予約のみ。電話
受付不可

6月16日

月曜日〜金曜日 10時〜15時

www.terrace-cl.com

HPをご覧になり注意事項をお読み
になった上ご連絡ください

接種は平日（月曜日〜金曜日まで）14時〜16時

6月19日

受付窓口に来院頂き予約
木曜を除く平日9時〜11時、15時〜18時
（電話での予約は受け付けない）

接種は月・火・水13時30分〜14時、土午後

接種は月・水・木・金・土の15時〜16
時で実施しています

開始済

WEBのみ24時間

月・木・金

備考

月曜〜日曜、9時〜13時、15時〜17時

木曜日を除く平日9時〜11時30分、15時30
分〜17時30分

木・日曜日を除き平日15時〜17時

6月14日

開始済

6月14日
6月18日
開始済

田園都市整形外科クリニック

松風台13-5 ライムライト松風台3-1階

045-989-1611

毎週月曜日 12時〜13時

開始済

横田内科クリニック

松風台13-5

045-984-7755

火・木16時〜17時

青葉さわい病院

元石川町4300

045-901-0025

月曜〜金曜の9時〜17時

開始済

若草台内科眼科外科クリニック

若草台4-16

045-960-3301

診察時間内

開始済

6月22日

接種は木曜日・土曜日の15時〜17
時まで実施しています

接種は木・金の11時〜12時、7月
まで予約は埋まっています

6月25日のみ9時より受付開始します

接種は月・火・水・金15時〜16時
で実施しています

専用の申込み用紙に記入後提出。接
種は火・水・土。日付指定不可
直接ご来院されての予約はご遠慮ください

接種は月曜日・火曜日13時〜15時
で実地しています
接種は木・金・土で実施しています

接種は月・金14時30分〜15時30
分で実施しています

接種日等のお知らせは当院HPに掲
載しております

② 市の予約専用サイト・予約センター電話で予約受付（青葉区）
1 . 予 約 専 用 サ イ トから

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

受付時間：9時〜23時59分（毎日）
市ケ尾病院

たちばな台病院

緑協和病院

医療機関名

2. 予約センター専用電話から
『横浜市新型コロナワクチン接種予約センター』

☎ 0120 - 0 4 5 - 1 1 2
9時〜19時（毎日）

青葉区市ヶ尾町23-1

住所

予約開始
受付中

青葉区たちばな台2-2-1

受付中

青葉区奈良町1802

受付中

接種券は大切に保管してください
接種券を紛失してしまい、再発行をすると券番号が変わってしまうため、本市の予約専用サイトや予約センター電話で受け付けた接種
予約はキャンセルとなってしまいます。ご注意ください。接種券は、2回のワクチン接種が終わるまで、大切に保管をお願いします。

接種券の再発行について
予約や接種の際には、接種券が必要です。紛失等により、接種券がなくなってしまった場合は再発行の申請が必要です。申請をいただ

いてから、接種券の発送まで10日程度かかりますのでご注意ください。

申請の手続きは、次の３通りあります。

申請の手続き方法

電子申請
電

横浜市電子申請・届出システムの申請画面を開き必要事項を入力してください。
次のコールセンターにお電話いただき「接種券の再発行」とお伝えください。

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

話

※お電話のおかけ間違いにご注意ください

☎0120-045-070（毎日9時〜19時）

電子申請か電話での申請で本人確認ができましたら、住民登録の住所あてに再発行した接種券を送付します。

郵

本人確認ができなかった場合、
または住民登録地以外への発送を希望される場合は、郵送での手続
きが必要になります。
申請書類はウェブサイトからダウンロードいただくか、接種コールセンターにお問い合わせください。

送

▶詳しくは本市ウェブサイトでご確認ください

予約をキャンセルされる場合は、事前にご連絡をお願いします
既に市の予約専用サイトや予約センター電話での予約をされた方が、医療機関で個別接種の予約をしたり自衛隊東京大規模接種センタ

ーの予約をされた場合には、いずれかの予約のキャンセルが必要になります。

市の予約専用サイトや予約センター電話の予約分をキャンセルされる場合には、予約専用サイトで手続きをしていただくか、「横浜市

キャンセル専用ダイヤル」にご連絡ください。

予約専用サイト

横浜市キャンセル専用ダイヤル

☎0120-045-154

または

（毎日9時〜23時59分）

※お電話のおかけ間違いにご注意ください

（毎日9時〜19時）

ワクチンを接種した後も感染予防対策の継続を
ワクチンを接種した方も接種していない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。引き続き、

「３密」の回避、マスクの着用、手洗いなど、感染予防対策の継続をお願いします。

新型コロナワクチンに関する詐欺にご注意を
ワクチン接種に便乗して、行政機関等と名乗り、電話やメールなどで、個人情報
や金融機関の情報を聞き出そうとするトラブルや悪質商法が報告されています。

新型コロナワクチンの接種は無料です。ワクチン接
種に関連づけて費用を求められても決して応じない
でください。

「ワクチン接種の優先順位を上げる」
「〇〇製のワクチンを有料で接種できる」

行政機関がワクチン接種に関して、金融機関情報な
どを電話やメールで求めることはありません。聞か
れても答えないでください。

少しでもおかしい、不安だと感じたときは、ご相談ください

新型コロナワクチン詐欺
消費者ホットライン

☎0120-797-188

（毎日10時〜16時）

横浜市消費生活
総合センター

☎045-845-6666

（月〜金曜 9時〜18時 土・日曜 9時〜16時45分（祝・休日は除く））

※こちらの番号では、ワクチン接種に関する相談は受け付けていません

横浜市
ウェブサイト

横浜市LINE
公式アカウント

︻発行︼

最新情報は
こちら

横浜市健康福祉局健康安全課
〒231-0005 中区本町６-50-10

☎：0 45 - 671- 4 8 41
1：05 0 -358 8 -7191

（耳の不自由な方のお問い合わせ用FAXです）

