
ワクチンニュース   第２号 

 

 

 

集団接種会場 予 約 方 法  住 所 予約開始日 

 

【新設】第２会場 

｢フォーリス｣３階 

 
※既存の集団接種会場

のプラッツ５階では

ありませんので、ご

注意ください。 

 

【📞電話予約】 

府中市新型コロナワクチンコールセンター 

☎０５７０－０４２５６７ 

月～金曜日の午前９時～午後５時、 

第２・４土曜日の午前９時～正午（祝日除く） 

【💻ｗｅｂ予約】毎日 24時間予約可 

 

 

 

 

宮町１－４１ 

フォーリス３階 

６月１４日(月) 

午前９時～ 

6,600人分 

 

▲「コロナワクチンナビ」 
の QRコード 

【集団接種】  接種日（１回目） ６月２１日（月）～７月１０日（土） 

 

重要な 
お知らせ 

 
ワクチンニュース 第６号 

【今後の追加情報】 

◆予約受付開始  ６５歳以上の方 ６月１４日（月）～ 
予約受付は、今年度６５歳以上になる方（昭和３２年４月１日までにお生まれに 

なった方）を対象に６月１４日(月)から開始します。 

６４歳以下の方については、７月１１日号の広報ふちゅうでご案内する予定です。 

◆集団接種会場は、今回から新設する第２会場（フォーリス３階）分の受付を行います。 
◆個別接種会場は、１０会場増えて、計３３会場となります。 

集団接種会場と個別接種会場のいずれかの会場にお申し込みください。 

なお、集団接種会場は、今回の予約受付分から新設する第２会場（フォーリス３階）で  

接種いただくものになります(すでに予約を済まされている方は、既存のプラッツ５階に 

なりますのでご注意ください。）。 

◆相談専用コールセンター（☎０４２-３５１-６０６１）を新たに設置します。 

 

 

 

 

府中市 

 ※基礎疾患を治療中の方、接種に当たり不安な方は、必ずかかりつけ医に接種の可否を確認の上、ご予約ください。 

※集団接種会場の２回目の予約は、３週間後の同一曜日・時間になりますので、あらかじめご予定を   

お願いします。（例えば、１回目 ７月 10日(土)10:00→２回目 ７月 31日(土)10:00となります。） 

 
 

府中市ホームページ、広報ふちゅう、府中市メール

配信サービスで確認、または、府中市新型コロナ     

ワクチンコールセンターにお問い合わせください。 

 

 

▲市のホームページ   
 の QRコード 

お待たせこま 

 

※予約の受付はできません。 

お手元に接種券をご用意の上、お申し込みください。 注記：電話の掛け間違いにご注意ください。   

※市ホームページからも   

アクセスできます。 

◀WEB 予約システム 

～ ワクチン接種予約支援 ～ 

ｗｅｂ予約システムを利用して予約することが
困難な方を対象に、市内在住・在学の大学生
が予約業務を行います。 
日 時    ６月１４日（月）～１６日（水） 
      午前９時～午後４時 
場 所  府中市役所本庁舎１階 西玄関 
持ち物   接種券 



 

【個別接種】 個別接種会場の予約受付開始日は、会場ごとに異なりますので、接種を希望する会場にお問い合わせください。 

予約受付時間・予約者数・接種日は、各医療機関により異なります。 

web・自動音声での予約は、６月１４日(月)午前９時から受け付けます。 

web は、集団接種の「Web予約システム」からも予約ができます。 

。              

※青字は新たに加わった医療機関です。 

よ 

個別接種会場 予約電話番号（受付時間）※祝日除く 住 所 

朝日町クリニック   web   ０５０－３１６４－４７３８ (毎日 24時間自動音声ガイダンス予約 祝日可） 朝日町２－28－１ 

新谷医院 
０４２－３６１－９４１９ 
（月曜日 午後１時～３時・５時～６時、火･水･金曜日 午後１時半～３時） 

朝日町２－30－11 

榊原記念病院 
０５７０－０７１－５６７ （月～金曜日 午前 10時～正午、午後１時～３時／ 

web予約システム（毎日２４時間受付）利用可(市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ｢府中市新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種に

ついて｣からアクセス可) 

朝日町３－16－１ 

いづみ内科         web ０５０－３１６４－４７３９（毎日 24 時間自動音声ガイダンス予約 祝日可） 押立町４－９－10 

浅川医院 
０４２－５７２－３８１２ 
（月～水・金曜日 午前９時～正午、午後４時～６時、木･土曜日 午前９時～正午） 

北山町２－18－４ 

寿町クリニック     web 
０４２－３５４－３１１１ （月～金曜日 正午～午後１時半・５時～６時、 

土曜日 正午～午後１時半･４時～６時、日曜日 午前９時～正午） 
寿町１－３－10 

あさの循環器内科 

クリニック 
０８０－１０２７－９４６０ 
（月～水･金曜日 午前 10 時～午後３時、土曜日 午前 10時～午後２時） 

寿町１－４－21 

野々田小児科内科 ０４２－３６９－２５６１（月～水･金･土曜日 午前９時半～正午） 小柳町３－32－26 

共済会櫻井病院 
０４２－３６２－５１４１ ･ ０８０－４１０６－７３８７ 
（月～土曜日 午前９時～午後３時） 

是政２－36 

久米医院 
０９０－２３２７－０８２２ 
（月･火･木･金曜日 午前 10時～正午、午後３時～５時） 

清水が丘２－３－26 

武蔵野医院 
０４２－３６１－４４６０ 
（月～土曜日 午前９時～11 時半、月･火･木･金曜日 午後３時半～６時） 

清水が丘３－11－31 

康野診療所 ０９０－５４１１－３８０７（月･火･木･金曜日 午前 11時～午後０時半） 白糸台２－10－２ 

ふの内科クリニック 
０７０－４３２９－５３３１ 
（月～木曜日 午前 10 時半～午後０時半、土曜日 午後１時～２時） 

白糸台３－８－25 

府中新町医院 ０４２－３６７－２１２２（月･火･木･土曜日 午後２時～３時半） 新町２－64－１ 

河村医院           web 
０９０－４０１５－０９０９（月～金曜日 午前 10 時～正午、午後３時～５時） 

０５０－３１６４－４７３７（毎日 24 時間自動音声ガイダンス予約 祝日可） 
新町３－12－40 

みね内科クリニック ０７０－８５１４－２４７４（月～水曜日 午前 10 時～正午） 住吉町１－30－２ 

日野クリニック ０４２－３３０－３６００（月～金曜日 午後２時～４時） 住吉町２－15－９ 

井手医院           web ０５０－３１６４－４７４１（毎日 24 時間自動音声ガイダンス予約 祝日可） 住吉町４－15－９ 

府中恵仁会病院     web 
０８０－９５０８－７３２２ ・ ０９０－８８１１－７３２３ 
（月～金曜日 午後２時～４時） 

住吉町５－21－１  

天神町クリニック 
０４２－３６７－２１１９（６月 15 日(火)から 月･火･金･土曜日 午前 11 時～午

後１時･３時～６時、水曜日 午前 11時～午後１時） 

※６月 14日(月)は電話線工事のため、15日(火)から受け付けます。 

天神町１－11－２ 

中村内科クリニック web ０４２－３６４－０７７５（月～水･金曜日 午前 11 時～午後１時） 西府町２－12－１ 

ジェイタワークリニック 

web 
０４２－３３０－７３２０ 
（月～金曜日 正午～午後１時・３時半～５時、土曜日 午前 11 時半～午後１時） 

日鋼町１－１ 

府中医王病院 
０７０－７０１３－５８３１ ・ ０７０－７０１３－５８４２ 
（月～金曜日 午前９時半～午後３時） 

晴見町１－20 

高野医院 ０４２－３６１－９５７８（月･水･金曜日 午後４時～５時） 晴見町３－11－21 

府中診療所 
０４２－３０６－５１２２ 
（月～金曜日 午前９時～11 時、月･水･金曜日 午後１時～３時） 

府中町１－13－３ 

津久井内科 

おなかクリニック 
０８０－６６３５－０１１９（月･水～土曜日 午後１時～４時） 府中町２－９－16 

府中クリニック   web 集団接種の web予約システムからの予約のみ（毎日 24 時間受付） 緑町１－３－１ 

赤須内科クリニック 
０４２－３３４－０７８０（月～水･金曜日 午前９時半～11 時半、午後３時～５

時、 木･土曜日 午前９時半～11時半） 
緑町２－17－９ 

府中病院（旧:奥島病院） 
０７０－７４６９－６９２６  
（月～水･金曜日 午後１時半～４時半,土曜日 午後１時半～２時半） 

美好町１－22 

分倍医院 ０４２－３６１－２７６８（月･火･木･金曜日 午前９時～正午） 美好町３－３－18 

東京都がん検診センター ０４２－３２７－１０３０（月～金曜日 午前９時～午後５時）※電話番号を変更してます 武蔵台２－９－２ 

府中よつやクリニック ０４２－３３６－７２２２（月～水･金･土曜日 午前 10 時～正午） 四谷３－37－14 

東府中病院     web ０５０－３１６４－４７３５（毎日 24 時間自動音声ガイダンス予約 祝日可） 若松町２－７－20 

   

 

府中市福祉保健部健康推進課 令和３年６月１１日発行 

 

 ※市ホームページからも   

アクセスできます。 

◀web 予約ｼｽﾃﾑ 


