
医療機関名 住　所 電話番号 備　考
のむらペインクリニック 箕面６－５－７ くもんぴあ箕面ビル３Ｆ 723-1900 当院で2回接種歴のあるかたのみ
すま皮フ科クリニック 箕面６－５－７ くもんぴあ箕面ビル３Ｆ 720-2845

● もみじ在宅診療所 西小路５－４－１８ 720-0050
● もんた内科クリニック▲ 西小路５－５－１８ 722-5855 火・水12：00～13：00（祝日を除く）
● 武田クリニック▲ 百楽荘２－２－１ 724-3555 接種時間は11：30～12：30
箕面レディースクリニック分院 小児科▲ 牧落３－４－１０ 720-7172

● かのう内科クリニック 牧落３－１４－１９ 737-6555
● 箕面レディースクリニック 牧落３－３－ 33 723-0351 女性のみ
● 相原病院▲ 牧落３－４－３０ 723-9019 当院で2回接種歴のあるかたのみ
● 中井胃腸科医院 稲１－１３－９ 723-8888 予約受付は窓口のみ
● 田中内科医院▲ 萱野３－５－７ 722-8611
船場西ばばクリニック▲ 船場西１－６－７ 三羽鶴ビル２Ｆ 729-0148 受付は来院にて午前中のみ
首藤内科クリニック 船場西１－８－９ SPA(マイダビル)１Ｆ 728-7353
大黒医院▲ 船場西２－２－１ ニューエリモビル１Ｆ 727-5210
大石クリニック 船場西３－６－３２  箕面船場クリニックビル３０２ 728-0018

● もりあきクリニック 船場西３－８－１１ 726-0078
● COM内科クリニック 船場東２－５－４７ ＣＯＭ３号館４Ｆ 730-5600
● 西本内科▲ 坊島３－１９－１１ 723-3450
● さかもと医院 坊島４－１－２４　Ｗ２－１０１ 724-2023 予約：平日診療時間内 電話のみ
● きむらクリニックしんまち分院 森町中１－１－６ 箕面森町地区センター内 733-2255
中川クリニックしんまち診療所 森町中３－９－７ 070-1839-9373 予約受付10：00～15：00

● 照葉の里箕面病院 下止々呂美５６１ 739-0501
印どうメディカルクリニック 白島１－１５－５ 724-2824
ながい内科循環器内科クリニック 白島１－２－１５ ラポール白島３Ｆ 727-2121 受付時間16：00～17：30
つちたにこどもくりにっく▲ 粟生外院１－１１－１９ 729-8882
ほそいクリニック 粟生外院１－４－１３ 727-0234
共立さわらぎ産婦人科 粟生外院６－３－５ 726-1103

● みなみクリニック▲ 粟生間谷西１－１－１２ 768-8120
● 荒木病院▲ 粟生間谷西２－６－４－１０１ 729-6563
かすがいクリニック▲ 粟生間谷西２－８－７－１０４ 729-5500

● 仁寿クリニック▲ 粟生間谷西３－１５－１０ 700-1499 接種日は、月・木・土の午後、要予約
● 横山スマイル内科クリニック 粟生間谷西３－７－７ 726-4580
● おざわクリニック▲ 粟生間谷西３－７－９ シャトー野間１Ｆ 730-0721 当院で2回接種歴のあるかたのみ
● ガラシア病院 粟生間谷西６－１４－１ 729-2345
● くさかクリニック▲ 粟生間谷東１－３３－３ フィールズ箕面１Ｆ 749-3717 令和4年1月より開始。電話予約のみ
みほクリニック▲ 粟生間谷東５－２５－２３ 726-0909 予約は15：30～電話受付

● カンナ外院クリニック 外院２－１４－１ ＭＫビル２Ｆ 726-8739
● 内科外科にいみ医院▲ 小野原西５－１２－３２ 735-7150
● 滝沢小児科▲ 小野原西６－１２－１－１０３ 729-3455 受付月～金曜日11：30～12：00 接種は火・木曜日
● 石田クリニック▲ 小野原東４－２７－３３ 727-1177
● すみ内科クリニック 小野原東５－２－８ アネックス箕面１Ｆ 727-2100 電話予約は、月・火・水・金17：00～19：00のみ
砂田医院▲ 小野原東５－４－１２ 728-9660 予約は来院受付、当院にて接種済のかた
アクティブ小野原東診療所▲ 小野原東６－２４－３ 727-1717

ただし､ワクチン接種により体調が悪くなった場合の処置については医療保険の適用となります｡予防接種健康被害救済
制度の適用となった場合は､後日返金や賠償の対象となります。

医療機関名 住　所 電話番号 備　考
今井外科▲ 桜２－７－４７ 721-1313 接種は土曜日のみ 要予約
前田内科クリニック 桜４－１１－１５ 箕面桜医療ビル２Ｆ 724-5177 詳細はホームページを参照ください
いとうクリニック 桜４－１７－２５ 737-8011

● 上ノ山内科▲ 桜６－４－１２ 724-7337 予約は月・木の12：00～13：30 電話受付のみ
● しみず医院 桜ケ丘１－５－１5 723-1233
● 小池医院 桜ケ丘３－３－４ 722-5025
● けあき会脳神経外科クリニック 桜ケ丘３－９－１９ 桜ケ丘クリニックビル１F 768-8430
● さくら通り循環器消化器内科 桜ケ丘３－９－１９ 桜ケ丘クリニックビル３F 725-6131 接種は日曜日10：00～16：00のみ
● ふるかわ医院 桜井１－１－３ 722-0109
ふじもとクリニック▲ 桜井１－７－２０ 宝メディカルビル１Ｆ 737-7186 毎月通院中の方のみ、医師診察時に予約

● 辻医院▲ 桜井１－２７－４８ 720-2168 当院で2回接種歴のあるかたのみ
● 梅村内科クリニック▲ 桜井２－１０－３６－１０１ 721-1127
● やすむらクリニック 桜井２－１１－５ 722-0061
● 村田医院▲ 瀬川２－５－３ 700-7000 接種は午前中のみ
● まつうら内科▲ 半町３－１５－４７ トータス箕面１Ｆ 721-8005 定期再診のかたのみ受診時に予約
いどぐちファミリークリニック▲ 半町３－１６－１ 722-5335

● 中西医院 半町４－１－２７ 722-2198 接種は午前中のみ
是成クリニック 如意谷１－５－１ 724-0166
三木整形外科内科 如意谷４－５－１５ 724-8482

● なかクリニック 箕面５－１－５２ みのおアルコス１Ｆ 724-8822
● ちぇ整形外科リハビリテーションクリニック 箕面５－１１－４ プラティアビル３F 725-1000
● やすふく内科クリニック 箕面５－１２－７１ パークプラザビル箕面１F 725-8555
● 久原医院 箕面６－１０－４３ 737-5031 予約は11：00～12：00。電話可。
● 箕面正井病院 箕面６－４－３9 721-3294
● 白藤診療所▲ 箕面６－４－４６ みのおメイト １０１ 737-8910
島こどもクリニック 箕面６－４－４６ みのおメイト ２０３ 720-0550

● あねがわ内科▲ 箕面６－５－７ くもんぴあ箕面ビル２Ｆ 724-3767
● 石井整形外科 箕面６－５－７ くもんぴあ箕面ビル３Ｆ 722-0543

勤務先や連携医療機関、または下表の個別医療機関で予約してください。重複しての予約は行わない
ようお願いします。予約日に都合が悪くなった場合は、早めのキャンセルをお願いします。

※

コロナワクチンナビで予約状況を確認の上、接種医療機関
一覧（２・３ページ）から希望の接種場所を決めてください。
原則、２回目と同じ場所で接種してください。

コロナワクチンナビ
https://v-sys.mhlw.go.jp/
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