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No. 医療機関名 住所
白河地区

A-1 清澄白河ファミリークリニック 白河3-4-3-205
A-2 望月内科クリニック 高橋13-2ヴィラロイヤル森下1階
A-3 あおばクリニック 森下2-20-12フォーレドサンテ2階
A-4 渡辺こどもクリニック 森下2-20-12フォーレドサンテ201
A-5 もりした耳鼻咽喉科 森下2-28-3森下TMマンション1階

富岡地区
B-1 魚住整形外科 永代2-34-10
B-2 永代クリニック 永代2-37-22
B-3 M'sクリニックもんなか 富岡2-2-6プロスペアー門前仲町202
B-4 おかの小児科 古石場2-14-1ウェルタワー深川202
B-5 吉田まゆみ内科 古石場2-14-1ウェルタワー深川204
B-6 門前仲町内科クリニック 門前仲町1-6-11トレディパーチェ3階

B-7 より子マタニティ＆レディース
門前仲町 門前仲町1-13-13

豊洲地区
C-1 サンフィールドクリニック 青海2-4-32タイム24ビル1階南棟
C-2 テレコムセンタービルクリニック 青海2-5-10 W0302
C-3 のずえ小児科 東雲1-9-11-102

C-4 かしわぎクリニック 東雲1-9-21
東雲キャナルコートCODAN 6街区102

C-5 豊洲ベイシティクリニック 豊洲2-2-1
アーバンドックららぽーと豊洲4階

C-6 けいこ豊洲こどもクリニック 豊洲2-5-3パークシティ豊洲コートC棟1階
C-7 豊洲寺沢クリニック 豊洲2-5-3パークシティ豊洲コートC棟1階
C-8 神津クリニック 豊洲3-2-3豊洲キュービックガーデン1階
C-9 大手町さくらクリニックin豊洲 豊洲3-2-20豊洲フロント2階
C-10 とよす内科クリニック 豊洲4-2-2豊南堂ビル2階
C-11 豊洲医院 豊洲4-7-1

C-12 豊洲はるそらファミリー
クリニック 豊洲4-10-18プライヴブルー東京1階

C-13 豊洲小児科醫院 豊洲5-6-29
パークホームズ豊洲ザレジデンス1階

C-14 東京中央卸売市場診療所 豊洲6-6-1
小松橋地区

D-1 正井診療所 海辺12-11
D-2 深川立川病院 扇橋2-2-3
D-3 小林内科クリニック 扇橋2-17-5
D-4 東陽町耳鼻咽喉科・アレルギー科 千石2-10-6 JU TOWER FRONT 千石1階
D-5 森井整形外科 千田13-13
D-6 あそか病院 住吉1-18-1

D-7 ツインタワーすみとしクリニック 住吉1-19-1
ツインタワーすみとし住吉館204

D-8 本田医院 住吉2-11-1
東陽・木場地区

E-1 深川ギャザリアクリニック 木場1-5-25深川ギャザリアタワーS棟3階
E-2 東峯婦人クリニック 木場5-3-10
E-3 木場病院 木場5-8-7
E-4 タウンセンタークリニック 東陽2-3-16東陽サニーハイツ116
E-5 クリニック東陽町 東陽2-4-26飯田ビル2階
E-6 服部医院 東陽3-5-5
E-7 東陽町駅前クリニック 東陽3-27-17長谷川ビル3階
E-8 東陽パークサイドクリニック 東陽3-27-32玉河ビル4階
E-9 さくらハートクリニック 東陽4-5-15東陽町サンキビル3階
E-10 森崎医院 東陽4-10-2 AYG 1階

No. 医療機関名 住所
亀戸地区

F-1 清湘会記念病院 亀戸2-17-24
F-2 亀戸内科クリニック 亀戸2-26-8風月堂ビル1階
F-3 わらび内科・ペインクリニック 亀戸3-2-13
F-4 天神通りクリニック 亀戸3-46-2キャッスルプラザ亀戸101
F-5 河野外科 亀戸4-17-8
F-6 亀戸駅前クリニック 亀戸5-1-6マークス亀戸101
F-7 亀戸佐藤のり子クリニック 亀戸5-2-1 EX亀戸8階
F-8 亀戸耳鼻咽喉科・アレルギー科 亀戸5-3-2サンタモニカ亀戸2階
F-9 しおかぜクリニック 亀戸6-2-3田辺ビル4階
F-10 五の橋レディスクリニック 亀戸6-26-5日土地亀戸ビル8階
F-11 亀戸水神森クリニック 亀戸6-57-20亀戸東口駅前ビル2階
F-12 豊島医院 亀戸8-8-8
F-13 東京城東病院 亀戸9-13-1

大島地区

G-1 水谷皮フ科クリニック 大島1-1-5
メディカルポートクローバー橋2階

G-2 みね内科・消化器科 大島1-1-5 VIP大島2階D

G-3
西大島駅と亀戸駅の間の
いわぶち内科と泌尿器科の
クリニック

大島3-4-3
タワーレジデンス西大島2階

G-4 藤川内科・呼吸器内科
クリニック 大島4-6-21西大島ビューハイツ101

G-5 大島医院 大島4-8-14

G-6 大島耳鼻咽喉科・アレルギー科 大島5-10-10
セントラルプラザ大島4階

G-7 びやじま内科医院・大島駅前 大島5-36-7白石ビル2階
G-8 永岡クリニック 大島5-51-10-101
G-9 ビーハッピークリニック 大島7-1-18 1階
G-10 あかねクリニック 大島7-38-15
G-11 東大島パークサイドクリニック 大島9-3-1-101
G-12 よし耳鼻咽喉科 大島9-3-16東大島メトロプラザ1階
G-13 笠井小児クリニック 大島9-5-1コアシティ東大島103

砂町・南砂地区
H-1 寿康会病院 北砂2-1-22
H-2 荒木医院 北砂2-14-17
H-3 江東リハビリテーション病院 北砂2-15-15
H-4 アリオ北砂内科 北砂2-17-1アリオ北砂3階
H-5 亀高医院 北砂4-6-2
H-6 北原診療所 北砂5-16-1
H-7 たち内科小児科クリニック 北砂5-20-8
H-8 おおぞら太陽クリニック 北砂6-1-4
H-10 神原医院 北砂7-3-17

H-11 順天堂東京江東高齢者
医療センター 新砂3-3-20

H-12 南砂町おだやかクリニック 新砂3-4-31南砂町ショッピングセンター
SUNAMO 4階

H-13 惠仁クリニック 東砂2-5-7 JMビル2階
H-14 愛和病院 東砂4-20-2
H-15 みやたけクリニック 東砂4-23-6
H-16 南砂メディカルクリニック 南砂2-3-19
H-17 幸若整形外科クリニック 南砂2-32-5センタービレッジ南砂1階
H-18 東陽町南砂みやけ内科 南砂2-32-5センタービレッジ南砂2階
H-19 中澤医院 南砂7-4-4

※ 掲載希望のあった医療機関のみ掲載しています。
※ 予約開始日を5／25（火）以降としている医療機関

もあります。
※ 予約開始日以前の医療機関へのお問い合わせは

お控えください。
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No. 医療機関名 住所
予約方法

電話番号ホーム
ページ 電話

亀戸地区
6-1 吉村内科 亀戸2-42-7 ○ 3682-0209

6-2 アクアメディカル
クリニック 亀戸3-14-4 ○ ○ 3637-1851

6-3 アトレ亀戸アイ
クリニック 亀戸5-1-1 ○ 5858-8800

6-4 亀戸中央通り
クリニック 亀戸5-20-23-101 ○ 5628-6531

6-5 五の橋こども
クリニック 亀戸6-14-3 ○ 5858-8011

6-6 日健クリニック
（大野内科診療所） 亀戸6-56-15 ○ 3638-3155

6-7 ひらの亀戸
ひまわり診療所 亀戸7-10-1 Zビル2階 ○ 5609-1823

6-8 わかたけクリニック 亀戸9-34-1-136 ○ 5836-7127
大島地区

7-1 スマイルクリニック
西大島

大島1-29-4
アルテシモコルソ101 ○ 3681-9747

7-2 西大島駅前
クリニック

大島1-33-12
西大島和田ビル2階 ○ 3637-9784

7-3 小野内科診療所 大島1-33-15
小野ビル1階 ○ 3636-5505

7-4 五の橋タワー
クリニック

大島2-33-10プラウド
タワー亀戸1階 ○ 5836-0088

7-5 小林クリニック 大島4-1-6-105 ○ 3684-0481

7-6 まつもとメディカル
クリニック

大島5-7-5
ヤマキビル大島4階 ○ 3636-3637

7-7 稲見内科医院 大島5-8-1 ○ 3637-1800

7-8 小林整形外科医院 大島5-46-4
小林ビル2階 ○ 3636-6520

7-9 こどもみらい大島
クリニック 大島6-1-4-102 ○ 5627-7676

7-10 さがみ外科胃腸科
クリニック

大島9-5-1
コアシティ東大島106 ○ 5628-1161

7-11 コアシティ東大島
クリニック

大島9-5-1
コアシティ東大島104 ○ 5628-2180

砂町・南砂地区

8-1 岩井橋クリニック 北砂1-5-20東陽町
ダイヤモンドパレス1階 ○ 3646-0550

8-2 協和メディカル
クリニック 北砂2-15-40 ○ 3648-4131

8-3 砂町整形外科医院 北砂5-1-27 ○ 6666-4907

8-4 柳沢ファミリー
クリニック 北砂5-14-3-101 ○ 6458-7818

8-5 正木医院 北砂7-1-25 ○ 3644-5794

8-6 オクダ在宅
クリニック 北砂7-6-5 ○ 6659-7501

8-7 南砂町駅前
おおさわクリニック

新砂3-3-53
アルカナール南砂2階E ○ 6458-7498

8-8 赤羽根医院 東砂2-11-27 ○ 3648-3622
8-9 葛西橋診療所 東砂5-3-4 ○ 3644-1688
8-10 永岡医院 東砂6-7-5 窓口で予約受付 3646-2220

8-11 なおやこども
クリニック

東砂7-19-13
ベルコモン南砂2階 ○ 5653-0713

8-12 鈴木医院 南砂1-9-9 ○ ○ 3644-0749
8-13 藤﨑病院 南砂1-25-11 窓口で予約受付 3648-2111

8-14 おくむら医院 南砂2-6-3
サンライズ東陽2階 窓口で予約受付 5653-2228

8-15 おかもとこども
クリニック

南砂2-32-5センター
ビレッジ南砂2階 ○ ○ 6666-6768

8-16 かぶき内科 南砂3-8-10 ○ 3699-8087
8-17 山之内医院 南砂6-1-9 ○ 3640-9754

8-18 柳瀬クリニック 南砂7-1-25南砂公園
ガーデニア206 ○ 3644-1971

8-19 寿康会診療所健診
センタークリニック 南砂7-13-5 ○ 3615-3010

8-20 サワイメディカル
クリニック 北砂6-27-17 ○ 3615-0606

No. 医療機関名 住所
予約方法

電話番号ホーム
ページ 電話

白河地区

1-1 ふるたに医院 清澄3-4-11
サイネックスビル2階 ○ 3820-8207

1-2 キヨス医院 常盤2-11-11 ○ 3631-3585
1-3 東龍堂鈴木医院 三好3-8-4 ○ 3641-7767

1-4 扇橋診療所 三好4-7-10
サウスフラッツ102 ○ 3630-1631

1-5 野木村医院 森下4-9-12 ○ 3634-6626
1-6 中沢内科 森下4-11-5東和第2ビル2階 ○ 5600-3277

富岡地区
2-1 金櫻堂医院 富岡1-22-28 ○ 3641-5434
2-2 とみおか医院 富岡1-26-20 2階 ○ ○ 3642-7757
2-3 ひろた医院 深川1-5-3 2階 ○ 3641-6615

2-4 深川耳鼻咽喉科 深川1-5-8
深川ユニハイツ2階 ○ 5621-3300

2-5 深川安江クリニック 深川2-14-11 ○ ○ 3642-2505
2-6 飯塚医院 冬木5-7 ○ 3820-3535
2-7 野崎クリニック 門前仲町2-11-8 ○ 5621-5026

豊洲地区

3-1
有明みんな
クリニック
有明ガーデン院

有明2-1-7
有明ガーデン1階 ○ 6457-1420

3-2
ベビースマイル
レディース
クリニック有明

有明2-1-8
有明ガーデン4階 ○ ○ 6372-6225

3-3 橘クリニック 枝川1-6-20 ○ 6659-7263
3-4 オビ内科クリニック 潮見2-1-10 ○ ○ 080-7049-2214

3-5 たかすな内科・
胃腸内科クリニック

東雲1-9-22東雲
キャナルコート内 ○ 3536-3003

3-6 辰巳中央診療所 辰巳1-9-49-102 ○ 3521-0163

3-7 タムスファミリー
クリニック豊洲

豊洲2-2-1アーバンドック
ららぽーと豊洲3 4階 ○ 3520-8813

3-8 有明こども
クリニック豊洲院

豊洲5-5-25
昭和大学豊洲寮1階 ○ ○ 6204-2733

小松橋地区
4-1 竹内小児科医院 扇橋2-1-3 ET21ビル2階 ○ ○ 5606-0303

4-2 城東クリニック 扇橋3-5-7リバー
サイド奥村1階 ○ 3699-1137

4-3 青木医院 千石2-8-10 1階 ○ 3644-5456

4-4 千石はやし内科
クリニック 千石2-10-6 ○ ○ 6666-7884

東陽・木場地区
5-1 鈴木クリニック 木場2-19-2 H・R・Hビル3階 ○ 3820-5005

5-2 こどもクリニック
さとう

東陽2-4-29
マルシンビル2階 ○ 3645-2095

5-3 木場小児科 東陽3-5-5ラウクティ
ビルディング4階 ○ 6666-2552

5-4 永田医院 東陽3-18-4 ○ 6659-7056

5-5 杉本整形外科
クリニック

東陽3-27-32
玉河ビル6階 ○ 3615-0920

5-6 石川クリニック 東陽5-25-14 ○ 3647-9234

5-7 東京イースト21
クリニック

東陽6-3-2イースト
タワー21 2階 ○ 5632-3821

接種の予約が決まったら、忘れないように控えておきましょう

1回目
　　　月　　　日　　　曜日（　　時　　分）

予約医療機関： 

2回目
　　　月　　　日　　　曜日（　　時　　分）

予約医療機関： 

個別接種のできる医療機関は、予約先が2種類に分かれます。5面に載っているところは、区のコールセン
ターまたはホームページで予約します。4面に載っているところは、医療機関に直接予約します。地区ごと
に分けて載せていますので、ご確認ください。

5月12日
現在

予
約
先 直接、以下の各医療機関へ予約

予
約
先

江東区新型コロナワクチン接種
 コールセンター
☎0570-011-008
8：30～17：30（月～金曜（祝日を除く））

江東区新型コロナワクチン接種
 予約専用ホームページ

または
https://v-yoyaku.jp/ 
131083-koto

へ予約5
面

4
面


