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横浜市 新型コロナウイルスワクチン接種に関するお問合せは

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

　新型コロナウイルスワクチンは、ワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大き
いことを確認し接種をお勧めしていますが、接種は強制ではなく、ご本人の意思に基づき受けて
いただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。職場や周りの方などに
接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いします。

人権上の配慮について

☎0120-045-070
●受付時間 9時～19時（毎日） ●対応言語

※お電話のおかけ間違いに
　ご注意ください。 050-3588-7191FAX ※耳の不自由な方の

　お問合せ用FAXです。

※２月７日時点での情報に基づき作成しています。今後、国の方針等により変更があった場合には、内容が変更となる可能性があります。

　64歳以下の方への3回目接種(追加接種)が始まっています。
　5歳から11歳を対象にした小児接種も開始されます。ワクチン接種に関する情報は

「広報よこはま3月号」（市版2ページ）でもご案内しています。

新型コロナウイルスワクチン接種に関するご案内

マスク 手洗い
うがい 三密回避

わたしの予防がわたしたちを守ります。

ワクチン接種をした後も

横浜市　新型コロナ　ワクチン
横浜市のワクチン接種に関する情報はこちら

※接種券の発送スケジュールは、「広報よこはま3月号」（市版2ページ）でお知らせしています。詳しくはそちらをご確認ください。 

※空き状況は情報更新時点の状況であり、実際とは異なる場合があります。

接種券は2月末時点で発送済みです。
2021年9月6日までに2回目接種を終えた方65歳以上

の高齢者の方

　２回目の接種記録がＶＲＳ(ワクチン接種記録システム)に登録されていないなどの理由で個別通
知（接種券）が発送されないことがあります。発送予定日から1週間以上が経過しても、個別通知（接種券）
が届かない場合は、郵送または電子申請の手続きが必要になります。
　詳しくは、「３回目接種券に関するよくあるお問合せ」をご確認ください。

個別通知（接種券）がお手元に届かない場合

● 接種場所一覧と予約方法を次ページ以降でご案内しています。３回目接種は接種券がお手元に届いた
時点で予約ができます。市が予約を受け付ける接種場所では4週間先まで予約が可能です。

● 市ウェブサイトから、接種場所の空き状況（直接予約をする医療機関を含む）が検索できるようになり
ました。住所や最寄り駅、ワクチンの種類などで接種場所の検索が可能です。

予約方法と接種場所空き状況の確認について

3回目接種の個別通知（接種券）発送状況
18歳以上
64歳以下
の方 接種券は2月末時点で発送済みです。

「3回目接種券に関する
よくあるお問合せ」は

こちらから

「空き状況が確認できる
ページ」はこちらから

令和4年 3月1日発行
特別号

・接種券を紛失された方
・他自治体からの転入により横浜市の接種券をお持ちでない方

は、発行申請の手続きが必要になります。
「１・２回目接種について」はこちらから

１・2回目接種を実施する接種場所

（12歳以上の方）

医療機関

集団
接種会場
（２会場）

※それぞれの予約方法は、次ページ以降をご確認ください。

1・2回目の接種を希望される方

ファイザー社ワクチンを使用する医療機関
※武田/モデルナ社ワクチンでの1・2回目接種は行っていません。 

●みなとみらい会場（横浜ハンマーヘッド１階ＣＩＱホール）
●保土ケ谷会場（横浜ビジネスパーク横浜ラーニングセンター）
※武田/モデルナ社ワクチンを使用します。

予約の際は、１・２回目の接種券が必要です。!

● 3回目接種では、武田/モデルナ社またはファイザー社のワク
チンを使用します。

● １・２回目と異なるワクチンを接種する交互接種も可能になりました。

ワクチンの種類に関わらず、
早めの接種をご検討ください

１・２回目接種時のワクチンに限定せず、いずれのワクチンでも
予約が取れる場所で早めの接種をご検討ください。

武田/モデルナ社ワクチンの接種量は１・２回目の半分の量です。

※3回目接種では、１・２回目接種の時よりも国から供給されるファイザー社
ワクチンの量が少なくなり、武田/モデルナ社ワクチンが多くなっています。

交互接種について、十分な効果と安全性が確認されていること
武田/モデルナ社ワクチンは、2回目接種後と比べ、発熱や疲労など
の症状が少ないこと

次のことが国より示されています。

2021年8月12日までに2回目接種を終えた方

青葉区版
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　医療機関によって使用するワクチンの種類が異なります。予約の際にご確認ください。
1・2回接種時のワクチンの種類に関わらず、武田／モデルナ社、ファイザー社ワクチンのどちらでも接種できます。
※この一覧は2月7日時点での情報です。武田／モデルナ社を使用する医療機関も増える予定です。

接種場所一覧（医療機関）
新型コロナウイルスワクチン

「最新の接種場所一覧」はこちらから

ファイザー… ファ 　モデルナ… モ

市が予約を受け付ける接種場所（医療機関）1

045-550-4226
〈9時から19時まで 月～金曜（祝・休日を除く）〉
※聴覚障害の方で、インターネット予約ができない方専用です。

「横浜市LINE公式アカウント」を
友だち登録

L INEから予約に関するアカウ
ント情報の登録をすると、予約
専用サイトからの予約はでき
なくなります。

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

①予約専用サイト

③予約センター
　電話

②市公式LINE

0120-045-112
（9時から19時まで 土・日曜、祝・休日も実施）
※電話のおかけ間違いにご注意ください。

▶FAX予約の
　詳細は
　こちらから

予
約
方
法

医療機関名 所在地 ワクチンの種類

朝比奈耳鼻咽喉科医院 青葉台1-13-5 ファ
医療法人健究社
スマイル眼科クリニック 青葉台1-6-12 カンゼームビル４階 ファ

岡本診療所 青葉台1-29-5 ファ
あおばウィメンズホスピタル 青葉台1-29-15 ファ
中山医院 青葉台1-6-13 ファ
佐川耳鼻咽喉科医院 青葉台2-35-43 ファ
ごとう小児科アレルギー科 青葉台1-6-13 ケントロンビル2階 ファ
潤レディースクリニック あざみ野1-7-1 ファ
医療法人社団　緑十字クリニック あざみ野2-19-10 ファ
医療法人社団プラタナス青葉
アーバンクリニック あざみ野2-29-1 ブランズシティあざみ野1階 ファ

医療法人 健生会 長浜医院 あざみ野4-2-4 ファ
横山内科・消化器科 あざみ野1-8-2 あざみ野メディカルプラザ4階-2 ファ
橋本内科・循環器内科 あざみ野2-30 あざみ野三規庭2階 ファ
西川内科医院 あざみ野1-26-10 キャッスルあざみ野101 ファ
柴田医院 あざみ野1-31-1 ファ
太田こどもクリニック あざみ野1-8-2-３階-1 ファ
医療法人社団 三和会
Ｋクリニック あざみ野2-7-11 プラセールヴィラＢ1 ファ

メンタルクリニック響 あざみ野2-2-8 ファ
ささき内科・消化器内科 あざみ野南4-5-1 ファ
医療法人社団直洵会ほほえみ
あかちゃんこどもクリニック あざみ野南4-5-2 ファ

市が尾ペインクリニック内科 市ケ尾町1063-3 ヴェルドミール201 ファ モ
松本クリニック 市ケ尾町518-1-101 ファ
永楽整形外科リウマチ科 市ケ尾町1169-9 ファ
医療法人社団吉田会
吉田内科クリニック 市ケ尾町1075-1 ファ

西山耳鼻咽喉科 市ケ尾町1156-11 アビタシオン市ヶ尾１階 ファ
きくち内科 市ケ尾町1167-1 ファ
井上小児科医院 市ケ尾町1167-1 ファ
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 ファ
さいた脳神経・糖尿病クリニック 市ケ尾町25-6 ファ モ
医療法人社団成仁会 市ケ尾病院 市ケ尾町23-1 ファ モ
横浜内科おなかクリニック 美しが丘2-14-4 ファ
はな眼科 美しが丘2-20-18-201 ファ
医療法人社団
長谷川内科クリニック 美しが丘1-4-3 ファ

ふじくら循環器内科 美しが丘2-14-7 1階 ファ
牛島耳鼻咽喉科医院 美しが丘1-4-3-202 ファ
医療法人社団沢厚会
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 ファ

医療法人社団真誠会
あざがみクリニック 美しが丘西3-65-6 ファ

医療法人松田グループ
松田クリニック 美しが丘西2-6-3 ファ

ホワイトレディースクリニック 美しが丘西2-6-2 ファ
藤本内科クリニック 荏子田2-2-6 アドバンスビラ2階 ファ
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 ファ

医療機関名 所在地 ワクチンの種類

医療法人社団
広瀬整形外科リウマチ科 荏田北1-2-1 ｐｌａｔｆｏｒｍ１０２ ファ

ありがクリニック 荏田西5-7-11 ファ モ
池田医院 恩田町3032-12 ファ
医療法人あかね台
さの内科クリニック 恩田町1779-1-1 ファ

松風台クリニック 桂台2-1-2 2階 ファ
医療法人 桂台
桂台内科クリニック 桂台1-21-6 1階 ファ

ふじた内科こども医院 上谷本町723-1 ファ
たざわ耳鼻咽喉科クリニック 上谷本町723-1 ファ
なるみや内科 鴨志田町509-1 中谷都第３ビル２階 ファ
かもしだ内科クリニック 鴨志田町540-5 ファ
医療法人薫花会
ふるた内科小児科クリニック 鉄町57-1 ファ

医療法人社団協友会 介護老人
保健施設 横浜あおばの里 鉄町1375 ファ

医療法人社団康悦会メディカル
クリニックあざみ野 黒須田33-5 ファ

医療法人聖育会 
カク小児クリニック 黒須田33-5 ファ

さつきが丘こどもクリニック さつきが丘4-10 ファ
医療法人社団 啓友会 
しらとり台耳鼻咽喉科 しらとり台2-17 ファ

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 ファ

松岡医院 しらとり台20-13 ファ
たまプラーザいとう泌尿器科 新石川２-２-２ FUJIKYU３階 ファ
医療法人社団やまびこ
たまプラーザ整形外科リウマチ科 新石川2-3-3 ファ モ

医療法人直心会
テラス内科クリニック 新石川2-1-15 リンクプラザ3階 ファ

あざみ野クリニック 新石川1-14-6 ファ
医療法人産婦人科クリニックさくら 新石川2-9-3 ファ
医療法人社団ゆうあい会土屋
記念クリニック 新石川1-9-8 アイケービル1階 ファ

とくうえ内科クリニック 新石川3-15-16-202 ファ
たまプラーザ南口耳鼻咽喉科 新石川2-4-16 ファ
田園都市高血圧クリニックかなえ 新石川3-15-3 サンフレックス2-1 ファ
医療法人社団
高田内科胃腸科医院 新石川2-15-11 ファ

医療法人社団 嶮山クリニック すすき野3-1-10 ファ
医療法人ミチテラス
ファミリークリニックあざみ野 すすき野3-2-13 ファ

河合医院 すすき野2-6-12 ファ
医療法人社団一成会　
たちばな台病院 たちばな台2-2-1 ファ

医療法人 染谷医院 田奈町77-66 ファ
医療法人社団 実芽
田奈クリニック 田奈町25-7 ファ

田奈駅前ことり内科 田奈町15-4 ファ
原内科医院 つつじが丘30-1 ファ
あい内科クリニック 奈良1-8-13 岩崎ビル１階 ファ

青葉区
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医療機関ごとに予約方法や受付時間が異なりますのでご注意ください。市のウェブサイトから、空き状況が確認できます。

直接、予約を受け付ける医療機関2
ファイザー… ファ 　モデルナ… モ

医療機関名 所在地 ワクチンの種類

医療法人社団咲月会
サンメディカルクリニック青葉 奈良4-6-15 ファ

医療法人社団善岳会
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 ファ

渡辺医院 奈良町1670-44 ファ
医療法人社団 恵有会
緑協和病院 奈良町1802 ファ

山本内科循環器医院 藤が丘2-19-1-1A ファ
医療法人社団ユニメディコ
さとう内科クリニック 藤が丘1-28-20 ２階 ファ

医療法人社団ユニメディコ
藤が丘こころのクリニック 藤が丘1-28-20 3階 ファ

医療機関名 所在地 ワクチンの種類

はるの木こどもクリニック 藤が丘1-14-49 横浜藤が丘NBIビル2A ファ
はなわ小児科内科クリニック 藤が丘1-28-3 ファ
上條整形外科皮膚科医院 藤が丘1-14-72 ファ
医療法人うふ ワキタ産婦人科 藤が丘2-6-1 ファ
医療法人社団緑栄会 
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 ファ

医療法人社団聖和会
横田内科クリニック 松風台13-5 ライムライト松風台3 ファ

医療法人社団博慈会
青葉さわい病院 元石川町4300 ファ

若草台内科眼科外科クリニック 若草台4-16 ファ

医療機関名 所在地 予約電話または
ウェブサイト等 受付時間 備考 ワクチンの種類

医療法人社団康心会
清水内科医院 青葉台1-28-2 045-981-7231 月〜水・金/9:00〜12:30、

16:00〜19:00、土/9:00〜12:30 ファ

医療法人社団フォルクモア　
クリニック医庵青葉台 青葉台2-30-2 070-2484-1828 水曜/14:00〜17:00 ファ

医療法人社団愛希会
あざみ野おさかべクリニック

あざみ野２-9-11 サンサーラあざみ
野ビル3階 045-902-3350 月〜水・金/12:30〜13:30 詳しくはホームページをご覧ください。 ファ

医療法人社団フォルクモア　
クリニック医庵あざみ野 あざみ野1-23-6 045-906-3533 火曜/14:00〜17:00 接種曜日は土曜 ファ

医療法人ほたるいか横浜青葉
脳神経外科クリニック あざみ野1-7-1 045-905-2273 月〜金/15:00〜17:00 詳細は当院ホームページをご確認ください。 ファ

青葉ひろクリニック あざみ野1-10-7 045-905-1381 月・火・木・金/12:00〜14:00
電話後は接種券持参で来院し予約完了です。
当院に受診歴がある方を優先。接種時間は月・
火・木・金 /9:00〜12:00

ファ

医療法人杉原クリニック 市ケ尾町1154-2 市が尾プラーザ
ビル１階

https://sugiharaclinic.
com/

月〜水・金/11：00〜17：00
土曜/11：00〜１５：00

予約方法：窓口、ウェブ予約。電話予約不可。かか
りつけ以外の方もOK。追加募集は随時。詳細は、
ホームページを参照。

ファ

医療法人社団
西山内科皮膚科クリニック

市ケ尾町1062-5 グランドハイツ森
1階

http://www.nishiyama-
clinic.com/

日曜/10：00にウェブ予約を更新し
ます。

当院公式ホームページまたはアイチケットにて
受付します。予約できる接種日は翌週1週間分
になります。

ファ

小澤クリニック 美しが丘1-9-1 平野ビル2階 070-4071-3101 月〜水・金/15:00〜18:00 ファ

有本小児科内科 美しが丘2-20-18 ドムス有本101 045-901-6870 診療日（ 木・日・祝以外 ）/９:00〜
11:00、15:00〜17:00 ファ

医療法人社団一期一会
ひろた内科クリニック 美しが丘1-23-1 070-8384-2044 月・火・木・金/16:30〜18:00 接種日は木曜/14:30〜15:30のみです。 ファ

桑原クリニック 美しが丘3-32-5 045-901-1234 月〜土/9:00〜12:00
月〜水・金/15:00〜18:00 ファ

よしむら内科クリニック 荏子田1-3-3 045-902-1121 金曜/14:00〜17:00 ファ
医療法人社団順伸クリニック　
順伸クリニック小児科・眼科 荏子田2-2-9 080-5965-7832 日曜・祝日除く平日/9:30〜11:30、

15:30〜17:00 ファ

江田きむら耳鼻咽喉科 荏田北3-7-35 SKメディカルプラザ
3階

https://www2.i-helios-net.
com/pc/hw2_pc_login.
php?MID=2705

ウェブにて24時間受付 ご予約受付は、ウェブのみとなっております。詳し
くは、当院ホームページをご覧ください。 ファ

まゆみ内科クリニック 荏田町234-1 1階 045-914-8828 月〜水・金/9:00〜12:30、
14:30〜18:00、土曜/9:00〜12:30 ファ

徳岡クリニック 荏田町477 045-911-6000 月〜水・金/診療時間内
1、2回目同様3回目の接種も電話で仮予約後、
当院の受付窓口に接種券を持参し、予約票を受
け取ることで予約完了とします。

ファ

えのきがおか内科医院 榎が丘11-3 045-981-6272 月〜金/13:00〜14:00 電話予約のみ　
接種実施日は火・水・金・土 ファ

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 平日/15:00〜17:00 接種は月〜水・金/14:00〜15:00、土曜/12:30
〜13:30 ファ

えなみクリニック 桂台2-27-21 https://enami-clinic.jp/ 24時間 ウェブ予約のみ受付。電話での問い合わせはご
遠慮ください。 ファ

いわい整形外科・
ペインクリニック 上谷本町723-1 045-975-1952 月〜水/9:30〜12:00 ファ

医療法人社団 緑成会
横浜総合病院 鉄町2201-5 050-3775-1237 月〜金/9:30〜15:30、

土曜/9:30〜12:30 ファ

医療法人 緑樹会
あおば整形外科 しらとり台1-12 070-5452-8237 診療時間内 接種券が届き、あおば整形外科に通院されたこ

とのある方優先。 ファ

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 https://mrc-tamaplaza.jp/ 接種日の2週間前まで、24時間 ファ

はまだこどもクリニック 新石川3-15-9 https://ssc.doctorqube.
com/hamada-kodomo/ ウェブにて24時間365日受付 ファ

たかはしハートクリニック 新石川2-4-16 3階 045-530-5635 月〜水・金/10:00〜12:00、
15:00〜18:00、土曜/10:00〜12:00 ファ

医療法人社団一成会
たちばな台クリニック たちばな台2-7-1 045-961-7835 火・木/14:30〜15:30 ファ

医療法人芳明会
あおば胃腸内科クリニック つつじが丘24-58 045-982-5080 月・火・木・金/9:00〜18:00、

土曜/9:00〜15:00 定期来院時相談 ファ

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 月〜水・金/14:30〜16:10、
土曜/12:00〜12:40 ファ

医療法人社団 慶萩会
おかクリニック 奈良町2913-1-107 045-960-6066 診療時間内 窓口での直接予約も可能。接種実施日等の詳細

は、当院のホームページ参照。 ファ

医療法人社団藤の会
かない小児科 藤が丘2-6-9 2階 https://ssc7.doctorqube.

com/kanai-ped/
ホームページのお知らせをご確認く
ださい。 ファ

河村内科クリニック 藤が丘2-31-20 045-507-5255 月〜日/9:00〜12:00 ファ
医療法人社団藤の会
藤が丘耳鼻咽喉科 藤が丘2-6-9 1階 https://www.yoyakuru.net/

rs/fujigaokajibika/web/ ホームページを参照してください。 一般診療の予約と、ワクチンの予約の取り間違え
に注意してください。 ファ

医療法人社団智久会
はやし小児科医院 松風台13-5 ライムライト松風台3 045-983-3254 月・火・木〜土/10:00〜12:00、

15:00〜17:00 ファ
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集団
接種会場

新型コロナウイルスワクチン
接種場所一覧

鶴見会場
（ＴＧ鶴見ビル７階）

鶴見区鶴見中央
4-33-5　

最寄駅
京浜急行線

「京急鶴見駅」
東口から徒歩5分

JR線
「鶴見駅」
東口から徒歩6分

横浜駅西口会場
（横浜天理ビル14階）

関内会場
（関内中央ビル10階）

中区真砂町2-22
最寄駅

JR線
「関内駅」
南口から徒歩2分

市営地下鉄
「関内駅」
1番出口から徒歩2分

日吉会場
（慶應義塾日吉キャンパス協生館２階）

港北区日吉4-1-1　 
最寄駅

東急東横線・
　東急目黒線
「日吉駅」
東口から徒歩１分

市営地下鉄
「日吉駅」
１番出口から徒歩1分

希望ケ丘会場
（第２山庄［やましょう］ビル）

西区北幸1-4-1
最寄駅

JR線･東急東横線・
みなとみらい線･
京浜急行線･相鉄本線
「横浜駅」
西口から徒歩５分

市営地下鉄
「横浜駅」
10番出口から徒歩２分

旭区東希望が丘
101-5　

最寄駅
相鉄本線

「希望ケ丘駅」
北口から徒歩４分

磯子会場
（貴賓館［きひんかん］）

磯子区磯子3-13-1
（ブリリアシティ横浜磯子内）

最寄駅
JR線

「磯子駅」
西口から徒歩10分

センター南会場
（パインクリエイトビル３階）

都筑区茅ケ崎中央55-1
最寄駅

市営地下鉄
「センター南駅」
５番出口から徒歩5分

戸塚会場
（八恍［はっこう］ビル２階）

戸塚区上倉田町
481-1

最寄駅
JR線

「戸塚駅」
東口から徒歩5分

市営地下鉄
「戸塚駅」
１番出口から徒歩5分

並木中央会場
（ビアレヨコハマ新館２階）

金沢区並木2-13-2
最寄駅

シーサイドライン 
「並木中央駅」
１番出口から徒歩5分
「幸浦駅」
３番出口から徒歩７分

京浜急行線 
「京急富岡駅」
東口から徒歩15分

開所する会場３月3日（木）～

みなとみらい会場
（横浜ハンマーヘッド　１階CIQホール）

カップヌードル
ミュージアム横浜
カップヌードル

ミュージアム横浜
横浜
ワールドポーターズ
横浜
ワールドポーターズ

横浜
赤レンガ
倉庫

横浜
赤レンガ
倉庫

中区新港2-14-1
最寄駅

みなとみらい線
「馬車道駅」
4番出口から徒歩10分

JR線
「桜木町駅」
東口から徒歩15分

市営地下鉄
「桜木町駅」
北１口から徒歩15分
※桜木町駅・馬車道駅から
　シャトルバスあり

桜木町・馬車道会場
（横浜ワールドポーターズ６階）

中区新港2-2-1　
最寄駅

みなとみらい線
「馬車道駅」
４番出口から徒歩5分

JR線
「桜木町駅」
東口から徒歩10分

市営地下鉄
「桜木町駅」
北１口から徒歩10分
※桜木町駅から
　シャトルバスあり

関内第２会場
（関内中央ビル9階）

中区真砂町2-22
最寄駅

JR線
「関内駅」
南口から徒歩2分

市営地下鉄
「関内駅」
1番出口から徒歩2分

開所している会場2月～

● 各会場では予約を受け付けておりません。
● 各会場への直接のお問合せはお控えくだ

さい。
● 十分な待機場所がありませんので、予約時

間の10分前を目安にご来場ください。
● 各会場には専用駐車場はありませんので、

公共交通機関でお越しください。

集団接種会場からの
お知らせ!

「市が予約を受け付ける接種場所（医療機関）」
の「予約方法」を確認ください。（特別号2ページ）

予約について

1・2回目接種時のワクチンの種類に関わらず接種が受けられます。

全会場で
武田／モデルナ社ワクチンを

使用します。

※ブリリアシティ横浜磯子
内グランドエレベーター
を使用できます。（現地
でエレベーター利用券を
配布）

保土ケ谷会場
（横浜ビジネスパーク 横浜ラーニングセンター）

保土ケ谷区神戸町129-5
最寄駅

相鉄本線
「天王町駅」
YBP口から徒歩９分
「星川駅」
南口から徒歩10分

JR線
「保土ケ谷駅」
西口から徒歩13分
※保土ケ谷駅西口から
　シャトルバスあり

※臨時会場につき、
　４月３日（日）
　終了予定です。

横浜市健康福祉局健康安全課
〒231-0005 中区本町6-50-10

発行 045-671-4841
FAX 050-3588-7191

（耳の不自由な方のお問合せ用FAXです）

特設
ページ

横浜市LINE
公式アカウント

横浜の
ワクチン接種に
関する情報は

市公式
Twitter

各会場の
詳しい情報は
こちらから


