富谷市・黒川地域 接種医療機関一覧(18歳以上追加接種用)
下記の大規模接種会場および医療機関にて接種できます。
◇東北大学ワクチン接種センター
※武田/モデルナ社製ワクチンを使用

LINE予約

Web予約

土日祝日や
夜間接種も
実施！

〇場所：ヨドバシカメラ仙台第2ビル4階（仙台市宮城野区榴岡一丁目２番１3号）
〇電話予約：0570-003-503（９時００分～１８時００分・土日祝も受付）
〇Web予約：右記QRコードから東北大学ワクチン接種センターポータルサイトにアクセス
〇LINE予約：右記QRコードからLINEアプリにアクセス、友だち追加し「接種の予約」をタップ

令和4年4月25日現在

コロナワクチンナビ

※下記医療機関の予約状況が確認できます。

【問合せ】

富谷市新型コロナワクチンコールセンター

0570-08-1038

東北大学ワクチン接種センターは現在早期の予約・接種が可能です！ぜひ接種をご検討ください！
※各医療機関の取り扱いワクチンはファイザー・モデルナのいずれかとなります
医療機関名

所在地

電話番号

予約電話の受付時間

接種曜日・時間

備考

月～水・金 10:00～12:00 / 15:00～17:30

明石台整形外科

富谷市明石台2-22-5

022-351-2322

明石台内科

富谷市明石台5-1-4

022-772-5555

月・火・水・金 10:00～12:00

明石台レディースクリニック

富谷市明石台2-13-1

022-772-8188

月～水・金 15:30～17:30

いとうクリニック

富谷市成田4-1-11

022-348-3051

上桜木しんがい脳神経外科

富谷市上桜木2-3-14

022-779-1377

渋谷クリニック

富谷市日吉台2-38-10

022-348-5211

富

仙台リハビリテーション病院

富谷市成田1-3-1

022-351-8118

谷

たいとみ胃腸内科医院

富谷市日吉台2-34-2-1

022-725-7201

市

Town Clinic

en

富谷市明石台7-1-5

022-358-1976

土 10:00～11:30 / 15:00～16:00

月・火 14:45～15:30
月・火・水・金 14:00～15:30
月～水・金・土 14:30～16:00

・予約は電話のみで受付

月～土

月～金（水は午前のみ）

・接種日によって時間の変

9:00～12:00（水・土は午前のみ）/ 14:30～18:30

10:00～11:00 /

動があります

月～水・金 9:00～

月～水・金 16:00～17:30

/

土 15:30～16:30

/ 14:00～

15:00～16:30

月～土

月～土

9:00～12:00（水・土は午前のみ）/ 15:00～18:00

9:00～12:00（水・土は午前のみ）/ 15:00～18:00

月～金 9:00～17:00

月～金 13:30～14:30（木のみ14:30～15:30）

月～土（木・土は午前のみ）

月～土（木・土は午前のみ）

・医院ホームページより

8:30～12:30（木のみ11:30まで）/ 15:00～17:00

8:30～12:30（木のみ11:30まで）/ 15:00～17:00

Web予約可能

月～日（水・日は午前のみ）

月～土（水は午前のみ）

8:30～11:45

10:00～10:30

14:00～17:45（土のみ13:00～16:45）

16:00～16:30（土のみ14:30～15:00）

・予約は電話のみで受付

月 15:30～17:30

富ケ丘内科・アレルギー科

富谷市富ケ丘2-11-44

022-343-5512

火・木・金

9:30～11:30 / 15:30～17:30

月・火・木・金 9:30～11:30

/ 14:30～17:00

水 9:30～11:30
月～金 8:30～12:00 / 14:00～18:00

月～金 8:30～12:00 / 14:00～18:00

土 8:30～13:00

土 8:30～13:00

022-779-1477

月～金 9:00～16:00

火・金 14:00～16:00

022-348-0722

予約は窓口のみで受付

不定期で月数回

富谷医院

富谷市ひより台1-45-1

080-2526-5138

富谷中央病院

富谷市上桜木2-1-６

日吉台きむら内科

富谷市日吉台1-21-1

・当院ホームページ、院内
掲示等でご案内します

富谷市・黒川地域 接種医療機関一覧(18歳以上追加接種用)
下記の大規模接種会場および医療機関にて接種できます。
◇東北大学ワクチン接種センター
※武田/モデルナ社製ワクチンを使用

〇場所：ヨドバシカメラ仙台第2ビル4階（仙台市宮城野区榴岡一丁目２番１3号）
〇電話予約：0570-003-503（９時００分～１８時００分・土日祝も受付）
〇Web予約：右記QRコードから東北大学ワクチン接種センターポータルサイトにアクセス
〇LINE予約：右記QRコードからLINEアプリにアクセス、友だち追加し「接種の予約」をタップ

所在地

電話番号

コロナワクチンナビ

※下記医療機関の予約状況が確認できます。

【問合せ】

東北大学ワクチン接種センターは現在早期の予約・接種が可能です！ぜひ接種をご検討ください！

医療機関名

LINE予約

Web予約

土日祝日や
夜間接種も
実施！

令和4年4月25日現在

富谷市新型コロナワクチンコールセンター

0570-08-1038

※各医療機関の取り扱いワクチンはファイザー・モデルナのいずれかとなります

予約電話の受付時間

接種曜日・時間

備考

月・水・金
かとう眼科医院

きぼうの杜診療所

公立黒川病院

大
和
町

ひろこクリニック

大和クリニック

大和町吉岡東2-8-10

大和町吉田新要害10

大和町吉岡字西桧木60

大和町吉岡字上町25

①080-8852-5419

月・水・金

8:30～13:00 / 14:30～16:30

11:15～11:45 /

②070-8901-0489

火・木・土

8:30～11:00

土（不定期）

022-344-3488

月～金

022-345-3411

022-345-3693

吉岡まほろばクリニック

022-345-9901

杉山医院

大
衡
村

大衡村診療所

大郷町羽生字中ノ町11-1

大衡村大衡字河原55-11

火 17:30～

/ 18:00～

ります。
・接種曜日については状況により変更す
る場合があります。
・5月より一時的に接種を休止します。
再開の時期等につきましては、随時当院
ホームページ・院内掲示板等に掲載予定
ですのでご確認ください。

月～土 9:00～11:00/14:00～16:30

・令和４年４月１日より瀬戸医院からの

水・土 9:00～12:00

(水・土は午前のみ)

移転リニューアルとなります。

月～土 9:00～12:30 / 14:00～17:30

金 16:30～18:30（10代・20代男性優先） ・金曜日については10代・20代男性を優
先しますが、予約数に空きがある場合の
土 14:00～16:00
み、接種を受付することがあります。

月～水・金 11:30～12:30

/

15:00～17:30

土 11:30～12:30 / 15:00～16:30

月～金 9:00～12:00 / 14:00～17:00

022-359-4123

022-345-2336

・接種曜日については変更する場合があ

月・火・木・金 9:00～18:00

●Web予約
※当院ホームページよりご予約ください。

大
郷
町

14:00～15:30

022⁻345⁻2630

深見内科・循環器内科医院 大和町吉岡字上道下40-1

大和町吉岡まほろば1-5-4

10:00～12:00

WEBのみで受付
電話での予約は受け付 当院ホームページよりご予約ください。
けておりません。
（WEB予約ができない方は大和町コールセンターへ
ご了承ください。
0570-018-091 月～金 9:00～17:00）

(旧瀬戸医院向かい)

大和町まいの2-2-4

月～金

14:15～16:45

火・金 14:30～15:30

月～金 10:00～12:00 / 14:00～17:00
土 9:00～12:00

月・水・金 14:00～18:00

●電話予約
※接種曜日・時間（診療時間）内にお電話ください。

土

月～金

月～金 8:30～11:00 / 14:00～18:00

8:30～11:00 /

14:00～18:00

8:30～11:00

接種曜日やワクチンメーカー等は状況に
より変更となる場合がありますので、随
時当院ホームページでお知らせします。

土 8:30～12:30

