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平素は左藤章、並びに自民党にご支援、ご指導を賜り
心より御礼申し上げます。
現在、新型コロナウイルス感染の新種オミクロン株により
感染が急速に拡大しており、大阪府下においての新型コ
ロナによる死者数は人口比において東京都の1.5倍以上
となっております。只今、第3回目のワクチン接種が始まっ
ております。接種券がお手元に届きましたら、速やかに
3回目のワクチン接種にご協力をお願い申し上げます。
前 衆議院議員
［ 発行所 ］左藤章後援会
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-5-11
TEL: 06-6621-0045 FAX: 06-6624-0777
自民党大阪２区（生野区・阿倍野区・東住吉区・平野区）

党員募集中！

HP

Twitter

新型コロナワクチン3回目接種（予定）

65 歳以上の方

昭和32年4月1日以前にお生まれの方

2回目接種からの
接種間隔

6ヶ月以上

発送スケジュール
（予定）

2月7日（月）以降順次、
2回目接種日から
6ヶ月経過後に発送

2月7日（月）以降

● 6ヶ月未満での接種防止のため、2回目接種日から
6ヶ月経過後に接種券を発送します。
注）2回目接種日が令和3年7月8日〜7月13日の方は、
7ヶ月経過を待たずに、令和4年2月7日から接種ができます。
注）2回目接種日が令和3年7月14日以降の方は、
接種券が届き次第、予約・接種が可能です。

64 歳以下の方

昭和32年4月2日以降にお生まれの方

2回目接種からの
接種間隔
発送スケジュール
（予定）

7ヶ月以上

2月28日（月）以降
2月14日（月）以降順次、
接種開始日の前週に発送

● 接種開始日の前週に接種券を発送します。
但し、令和4年2月14日発送分については、
接種開始日の2週前に発送します。
注）2回目接種日が令和3年6月28日〜令和3年8月6日までの
方については、接種開始日を令和4年2月28日~令和4年
3月6日としますが、職域接種等で接種機会がある場合には、
接種券到着後、接種開始日を待たずに接種可能です。

Facebook

LINE@

令和4年1月27日時点

18歳以上の方
最新情報は大阪市ホームページをご確認ください

２回目接種 完了日 │

到着予定日

7月7日

2月2日

7月8日～7月13日

2月2日

7月14日～8月6日

2月9日

8月7日～8月13日

2月16日

8月14日～8月20日

2月23日

8月21日以降

２回目接種 完了日 │

詳細が決まり次第
ホームページでお知らせします

到着予定日

6月27日

2月16日

6月28日～7月27日

2月16日

7月28日～8月6日

2月23日

8月7日～8月13日

3月2日

8月14日～8月20日

3月9日

8月21日～8月27日

3月16日

8月28日～9月3日

3月24日

9月4日以降

詳細が決まり次第
ホームページでお知らせします

ウラ面

集団接種会場 追加接種（3回目接種）
実施主体

大阪市
web予約

大阪市ワクチン
予約システム

毎週月曜日午前9時にその翌
週接種分の予約を開始します

電話予約

大阪市新型コロナ
ワクチンコールセンター
0570-065-670
06-6377-5670

受付時間9:00〜21:00 土日祝含む

実施主体

大阪府
web予約

1・2 回目接種も実施

城見ホール

ファイザー

中央区大阪城3-1（大阪城ホール内）

やすらぎ天空館

モデルナ

Osaka Metro 阿倍野 徒歩3分
Osaka Metro 天王寺 徒歩10分
JR大阪環状線 天王寺 徒歩10分

扇町プール

モデルナ

Osaka Metro 扇町 徒歩2分
JR大阪環状線 天満 徒歩5分

心斎橋BIG STEP

モデルナ

Osaka Metro

OCAT

モデルナ

浪速区湊町1-4-1 OCATビル3階

JR大和路線
（関西本線） JR難波 直結
Osaka Metro
なんば 徒歩5分
阪神線・近鉄線 大阪難波 徒歩3分

オスカードリーム

モデルナ

Osaka Metro

阿倍野区阿倍野筋4-19-115

北区扇町1-1（扇町公園内）

中央区西心斎橋1-6-14 地下2階

住之江区新北島1-2-1 オスカードリーム2階

西淀川区役所

ファイザー

西淀川区御幣島1-2-10 ※2月21日（月）~

JR東西線

web予約

心斎橋 徒歩3分
四ツ橋 徒歩3分

住之江公園 直結

御幣島 すぐ

大阪府庁 新別館南館接種センター
〃
〃 北館接種センター

モデルナ

Osaka Metro

大阪府庁 咲洲接種センター

モデルナ

Osaka Metro トレードセンター前
ATCビル 直結

大阪府 心斎橋接種センター

モデルナ

Osaka Metro

心斎橋 徒歩3分
長堀橋 徒歩4分

八木ビル

モデルナ

Osaka Metro

堺筋本町 徒歩1分
本 町
徒歩6分

谷町四丁目

徒歩2分

中央区大手前 3 - 1 - 43

中央区南船場 3 - 4 - 12

自衛隊

令和4年2月1日版

Osaka Metro 大阪ビジネスパーク 徒歩5分
JR大阪環状線 大阪城公園 徒歩5分

住之江区南港北 1 - 14 - 16 大阪府咲洲庁舎2階

実施主体

2022.02.04

中央区久太郎町 2 - 2 - 8

LINE予約

電話予約

自衛隊大阪大規模接種会場コールセンター

一 般 ︓0120-296-567
開設時間
7 :00〜21:00 （毎日）
English︓0120-891-860
副 反 応 ※︓0120-170-815 （※問い合わせのみ）

個別接種

接種を希望される取扱医療機関に直接ご予約ください。
取り扱い医療機関は、大阪市ホームページ、新型コロナワクチン
コールセンターからご確認ください。

大阪府１・２回目接種センター

モデルナ
アストラゼネカ

中央区大手前 3 - 1 - 43 ホテルプリムローズ大阪 3 階
マサキここちクリニック内 │ Osaka Metro 谷町四丁目 徒歩1分

電話予約

ファイザー
モデルナ

※祝日を除く
受付日時
9 : 0 0 ～ 1 8 : 0 0 （月～土）

06-6910-1951（マサキここちクリニック）
※混雑時は072-334-1992（マサキクリニック）

