（令和 3 年 7 月 6 日現在）

無料で受けられます（要予約）

《クーポン券（接種券）の発送日・予約開始日》
年齢区分（※1）

発送日（※2）

予約開始日（※3）

65 歳以上

発送済み

予約受付中

難病患者
（特定医療費受給者証等の所持者）

発送済み

予約受付中

障害者
（障害者手帳等の所持者）

発送済み

予約受付中

60 歳から 64 歳
55 歳から 59 歳

7 月 12 日（月）
7 月 19 日（月）

50 歳から 54 歳
45 歳から 49 歳

7 月 26 日（月）
8 月 2 日（月）

7 月 26 日（月）

8 月 10 日（火）

40 歳から 44 歳

8 月 17 日（火）

35 歳から 39 歳

8 月 23 日（月）

23 歳から 34 歳
16 歳から 22 歳

8 月 2 日（月）

8 月 30 日（月）
9 月 6 日（月）

※1 17〜64 歳の方は令和 4 年 3 月 31 日現在の年齢で、16 歳の方は令和 3 年 6 月 30 日現在の年齢です。
※2 発送日について、広報なごや 7 月号には従前の発送日が記載されておりますので、今回
お知らせした内容が最新であることにご留意ください。
※3 基礎疾患のある方および高齢者施設等の従事者の方は、クーポン券が届き次第予約ができます。

予約方法

・病気療養中の方や、体調に不安がある方は、かかりつけ医
などに相談してください。
・予約にはクーポン券に記載された接種券番号が必要です。

① 区役所などでの集団接種

使用ワクチン ファイザー社製

【集団接種７月・８月分】
8 月分の予約は、7/20（火）午前 9：00 受付開始です
接
接種会場

７月分

種

日

時

８月分
7/20(火)午前 9:00
受付開始

予約受付中
（水） 7/7・14・21・28

8/4・11・18・25

午後 2:30〜６:30

（木） 7/8・15・22・29

8/5・12・19・26

午後 2:30〜６:30

（土） 7/10・17・24・31

8/7・14・21・28

午後 2:30〜６:30

（日） 7/11・18・25

8/1・8・15・22・29 午前 9:00〜午後 5:00

（土） 7/10・17・24・31

8/7・14・28

午後 3:00〜7:00

（日） 7/11・18・25

8/1・8・15・29

午前 9:30〜午後 5:30

（土）

8/21

午後 3:00〜7:00

（昭和区御器所町） （日）

8/22

午前 9:30〜午後 5:30

千種区役所
(2 階講堂)

名古屋市立大学
北千種キャンパス
芸術工学棟 1 階
（千種区北千種）
名古屋工業大学
ＮITech Hall１階
（ナイテックホール）

※会場への直接の連絡は、ご遠慮いただきますようお願いします。
※２回目接種の予約は、１回目接種の際、会場で指定される日時・会場に限り、接種会場での予約を受け
付けます。
（原則は３週間後の同会場・同時刻です）
※大学会場は駐車することができません。
※早めにご来場いただいても待機いただく場所がありませんので、予約時間の５分程前を目安にお越し
ください。

② 大規模会場での集団接種

使用ワクチン

モデルナ社製

【市内会場のみ掲載】
接種規模
(1 日最大数)

運営主体

午前 9:00〜午後 9:00

2,500 人

名古屋市

バンテリンドーム
7/5(月)〜9/30(木)
ナゴヤ
※デーゲームやイベント 午前 9:00〜午後 1:00
（東区大幸南一丁目） 開催日等は除く

500 人

接種会場

接種日時

パロマ瑞穂スタジアム
7/1(木)〜10/20(水)
（瑞穂区山下通）

※２回目接種は原則、１回目の接種から４週間後の同会場・同時刻です。

愛知県

③ 医療機関での個別接種
予約方法

使用ワクチン ファイザー社製

下記の一覧や、右記のコロナワクチンナビをご確認のうえ、直接医療機関
へ予約してください。

コロナ
ワクチンナビ

【千種区内の登録医療機関一覧】※令和 3 年 6 月 28 日現在、公表に同意を得られた施設のみ掲載
学区
千種

千石

内山

上野

高見

春岡

医療機関名
奥村クリニック
医）二昌会 小林整形外科
ふきあげ内科胃腸科クリニック
医）吉田病院
医）純正会 ソレイユ千種クリニック
安藤内科外科医院
医）社団エルム 伊藤クリニック
今池南クリニック
一般社）オリエンタル労働衛生協会
川脇クリニック
水野宏胃腸科内科
医）順秀会 メディカルパーク今池
ＭＴクリニック

所在地
今池三丁目１６−１２ 三貴ビル２階
今池三丁目１６−１２ 三貴ビル１階
千種三丁目７−１８
大久手町５−１９
千種二丁目２２−１
今池四丁目５−１８
内山三丁目３１−１８ Ｔ-スクエア２Ｆ
今池一丁目２８−８
今池一丁目８−４
内山三丁目２５−６ 千種ターミナルビル３Ｆ
今池四丁目１４−３
今池一丁目８−８ 今池ガスビル２Ｆ
谷口町５−２２−２
医）sennana せんだファミリークリニック 北千種二丁目５−３０
医）やまもと医院
天満通１−４１−１
池下えぐちクリニック
池下二丁目１−８ Station 池下１Ｆ
さいとう内科クリニック
仲田二丁目１２−１０
医）ペイン池下クリニック
仲田二丁目１２−１０
内科・循環器科 あおやまクリニック
青柳町６−１０−２ グランダール吹上１階
医）二葉会 清水クリニック
今池五丁目１７−４
医）豊隆会 ちくさ病院
今池南４−１
春岡通クリニック
春岡通５−１５
医）和伸会 和田内科病院
今池南２５−５
伊東内科クリニック
山添町１−２６
医）生寿会 覚王山内科・在宅クリニック

樫尾クリニック
医）昌峰会 加藤病院
しのだクリニック
田代
末盛内科クリニック
医）すぎやま内科
高田クリニック
服部形成外科・皮ふ科
ワイワイこどもクリニック
医）足立内科
東山
医）順秀会 東山内科
見付
赤羽乳腺クリニック
医）順秀会 星ヶ丘内科
星ケ丘
医）東恵会 星ヶ丘マタニティ病院
大鹿内科医院
富士見台 自由ヶ丘医院
医）光が丘内科クリニック
医）あんどうファミリークリニック
イノコシ外科内科リハビリテーション室

河合まごころクリニック
芹沢クリニック
内科 和田クリニック
千代田橋 佐橋内科クリニック
宮根

覚王山通９−１９−８ KIRARITO 覚王山２F 2A 号室

山門町１−７８
末盛通２−１５
田代本通５−１５
末盛通３−６ 和田眼科ビル１階
覚王山通８−７０−１ サンクレア池下東棟４Ｆ
大島町１−１９−１
山門町１−８０−４
御棚町１−２９
東山通１−１２
東山通５−１０３
四谷通１−１３ ノア四ツ谷ビル３Ｆ
井上町１１３ 星ヶ丘中央ビル３Ｆ
井上町２７
希望ケ丘４−８−６
希望ケ丘１−７−１３
光が丘一丁目１６−２０
宮根台一丁目７−７
宮根台一丁目５−４
宮根台二丁目１４−２２
千代が丘４−６
千代が丘５−５０ ショッピングセンターコスモ３Ｆ

千代田橋二丁目３１６

― 名古屋市からのお願い ―
≪接種の際のお願い≫

〇事前予約制となっています。予約時間に合わせて会場にお越しください。
〇肩を出しやすい服装でお越しください。

肩に注射します

〇名古屋市からお送りする「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」を事前に確認い
「予診票」に必要事項を記入の上、接種会場にお越しください。
ただき、
〇当日、クーポン（接種）券、記入済みの予診票及び本人確認ができるもの（運転免許証、健康
保険証など）を必ずお持ちください。クーポン（接種）券、本人確認ができるものをお忘れに
なりますと、接種をお断りすることとなります。
〇会場には、マスクを着用するなど感染対策をした上でお越しください。
なお、当日３７．５℃以上の発熱がある方は接種をお断りします。
〇持病があるなど接種に不安のある方は、あらかじめかかりつけ医にご相談ください。

≪その他のお願い・お知らせ≫
○ワクチンは順次供給されるため、クーポン券が届いた直後の日程では予約が取れないことも
考えられますが、接種を希望する方がそれぞれ 2 回の接種を受けるのに十分な量のワクチン
が供給される見込みですので、慌てずに予約をお取りください。
○集団接種等の接種の予約をされた後、他の接種会場でのより早い日程の接種に切り替えられ
るような場合には、ワクチンの無駄を生じないよう、接種を受けない会場の予約を必ずキャ
ンセルしていただきますようお願いします。

予約キャンセル等専用電話

TEL 052-228-7874（毎日午前 9:00〜午後 5:30）

○現在、本市が運営する集団接種会場や個別接種実施医療機関においてはファイザー社製ワク
チンが、本市・県が設置する大規模集団接種会場や職域接種ではモデルナ社製ワクチンがそ
れぞれ使用されています。2 回目の接種を受ける際には必ず 1 回目に接種を受けたワクチン
と同じ種類のワクチンの接種を受けてください。
〇２回目接種は、ワクチンの種類によって、接種の間隔が異なります。1 回目の接種から、フ
ァイザー社製は３週間、モデルナ社製は４週間の間隔をおくこととされています。
〇基礎疾患のある方等の優先予約期間を設定するため、集団接種予約サイトについては、該当
しない方であっても予約開始日前に接種予約ができてしまいますが、優先予約期間の趣旨を
よくご理解のうえ、ご自身の順番が来るまでお待ちください。

