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株式会社 QLife（キューライフ） 

 

全国 3,898 施設を調査  

＜2017～2018年インフルエンザ予防接種 全国＆都道府県別 平均価格＞ 

 全国平均 3,524円（前年度比 178円プラス） 

東京都は 3,651円、大阪府は 3,460円。全国的に上昇傾向 

 

 

月 600万人が利用する日本最大級の病院検索・医薬品検索・医療情報サイト群ならびに医療者向

けサービスを運営する株式会社 QLife（キューライフ／本社：東京都港区、代表取締役：有瀬和徳）

は、2017 年 10 月 27 日時点でホームページ等で価格を公開している全国 3,898 施設のインフル

エンザワクチン接種金額を調査した。2017～2018年シーズンの成人 1回目、健康保険などの公的

助成無しの場合のインフルエンザワクチン接種金額の平均は 3,524 円。前年度の同調査と比較す

ると、プラス 178 円となった。東京都は 3,651 円（前年度比 287 円プラス）、大阪府は 3,460 円（前

年度比 298円プラス）だった。 

 

 

＜北海道・東北＞

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

¥3,212 ¥3,373 ¥3,780 ¥3,628 ¥3,340 ¥3,433 ¥3,737

＜関東＞

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

¥3,676 ¥3,721 ¥3,701 ¥3,712 ¥3,558 ¥3,651 ¥3,618

＜甲信越・北陸＞

新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県

¥3,693 ¥3,470 ¥3,493 ¥3,480 ¥3,494 ¥3,524

＜中部＞

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

¥3,420 ¥3,628 ¥3,462 ¥3,483

＜近畿＞

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

¥3,608 ¥3,502 ¥3,460 ¥3,559 ¥3,481 ¥3,525

＜中国・四国＞

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

¥3,509 ¥3,531 ¥3,606 ¥3,477 ¥3,461 ¥3,508 ¥3,475 ¥3,332 ¥3,234

＜九州・沖縄＞

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

¥3,696 ¥3,370 ¥3,715 ¥3,658 ¥3,651 ¥3,156 ¥3,353 ¥3,470

※2017年10月27日時点。インターネット等でインフルエンザワクチン接種費用を公開している、全国3,898施設の接種料金（成人1回目、健康保険などの公的助成ない場合）をQlife編集部で集計

【インフルエンザ予防接種　都道府県別平均価格】

成人1回目、健康保険などの公的助成ない場合

全国平均

¥3,524
（前年度比　＋178円）



 

各都道府県別の平均価格ならびに前年度比は以下の通り。 

 

＜北海道・東北＞ 

北海道 3,212円（前年度比 90円プラス）／青森県 3,373円（前年度比 185円プラス）／岩

手県 3,780円（前年度比 100円マイナス）／宮城県 3,628円（前年度比 151円プラス）／秋

田県 3,340円（前年度比 176円プラス）／山形県 3,433円（前年度比 244円プラス）／福島

県 3,737円（前年度比 470円プラス） 

 

＜関東＞ 

茨城県 3,676円（前年度比 65円プラス）／栃木県 3,721円（前年度比 139円プラス）／群

馬県 3,701円（前年度比 262円プラス）／埼玉県 3,712円（前年度比 191円プラス）／千葉

県 3,558円（前年度比 158円プラス）／東京都 3,651円（前年度比 287円プラス）／神奈川

県 3,618円（前年度比 207円プラス） 

 

＜甲信越・北陸＞ 

新潟県 3,693円（前年度比 114円プラス）／富山県 3,470円（前年度比 202円プラス）／石

川県 3,493円（前年度比 235円プラス）／福井県 3,480円（前年度比 286円プラス）／山梨

県 3,494円（前年度比 175円プラス）／長野県 3,524円（前年度比 164円プラス） 

 

＜中部＞ 

岐阜県 3,420円（前年度比 190円プラス）／静岡県 3,628円（前年度比 120円プラス）／愛

知県 3,462円（前年度比 49円プラス）／三重県 3,483円（前年度比 213円プラス） 

 

＜近畿＞ 

滋賀県 3,608円（前年度比 212円プラス）／京都府 3,502円（前年度比 283円プラス）／大

阪府 3,460円（前年度比 298円プラス）／兵庫県 3,559円（前年度比 177円マイナス）／奈

良県 3,481円（前年度比 236円プラス）／和歌山県 3,525円（前年度比 434円プラス） 

 

＜中国・四国＞ 

鳥取県 3,509円（前年度比 86円プラス）／島根県 3,531円（前年度比 55円マイナス）／岡

山県 3,606円（前年度比 103円プラス）／広島県 3,477円（前年度比 157円プラス）／山口

県 3,461 円（前年度比 90 円プラス）／徳島県 3,508 円（前年度比 81 円プラス）／香川県

3,475 円（前年度比 366 円プラス）／愛媛県 3,332 円（前年度比 115 円プラス）／高知県

3,234円（前年度比 147円プラス） 

 

 



 

＜九州・沖縄＞ 

福岡県 3,696円（前年度比 214円プラス）／佐賀県 3,370円（前年度比 289円プラス）／長

崎県 3,715円（前年度比 346円プラス）／熊本県 3,658円（前年度比 261円プラス）／大分

県 3,651円（前年度比 240円プラス）／宮崎県 3,156円（前年度比 73円プラス）／鹿児島

県 3,353円（前年度比 63円プラス）／沖縄県 3,470円（前年度比 240円プラス） 

 

──────────────────────────────────────── 

＜株式会社 QLifeの会社概要＞ 

会社名：   株式会社 QLife（キューライフ） 

所在地：   〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ 10F 

代表者：   代表取締役 有瀬和徳  設立日：   2006年（平成 18年）11月 17日 

事業内容： 健康・医療分野の広告メディア事業ならびにマーケティング事業 

企業理念： 医療と生活者の距離を縮める ＵＲＬ：  http://www.qlife.co.jp 

──────────────────────────────────────── 

本件に関するお問い合わせ先： 

株式会社 QLife  広報担当 田中  TEL ： 03-6685-2515／E-mail : info@qlife.co.jp  

 


