
緊急時の連絡先（電話番号リスト） 

※以下の連絡先は在留邦人の方々の便宜を図るためにリストアップしたもので、在大連(駐)事務所が特定の

医療機関、企業等を推薦・推奨しているものではありません。 

※本リスト掲載者（社）と当事務所とは、直接の関係はなく、当館が責任を負うものでもありません。また、掲

載順についても順不同です。大連では多くの情報誌が発行されております。様々な情報誌（紙）、ウエブサイト

も参考にされてはいかがでしょうか。 

外務省関連 

連絡先 電話番号 備考（管轄地域及びＵＲＬ） 

外務省領事局 

海外安全センター 

03-3580-3311 

（内線 2902） 

外務省海外安全ホームページ 

http://www.anzen.mofa.go.jp 

在中国大使館（北京） 010-6532-2361 下記以外の地域 

http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm 

在上海総領事館 021-5257-4766 上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省 

http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp 

在広州総領事館 020-8334-3009 広東省、海南省、福建省、広西ﾁﾜﾝ族自治区 

http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp 

在瀋陽総領事館 024-2322-7490 黒竜江省、吉林省、遼寧省 

http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp 

大連(駐)事務所 0411-8370-4077 大連市 

http://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp 

在重慶総領事館 023-6373-3585 重慶市、四川省、貴州省、雲南省 

http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm 

在青島総領事館 0532-8090-0001 山東省 

http://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp 

在香港総領事館 852-2522-1184 香港特別行政区、マカオ特別行政区 

http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html 

日本関係団体 

連絡先 電話番号 備考 

大連日本商工会 411-8369-5639 http://www.dlshoko.com.cn/ 

大連日本人学校 411-8240-0691 http://www.japanda.org 

日本貿易振興機構 大

連事務所(JETRO) 

411-8360-9418 http://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/cn_dalian/ 

警察等緊急時の連絡先 

連絡先 電話番号 備考 

警察（治安関係） １１０ 中国語のみ 

消防 １１９ 中国語のみ 

交通事故 １２２ 中国語のみ 

救急（有料） １２０ 中国語のみ 

大連市公安局出入境管理処 

（下記を除く大連市全域） 

8676-6108 

 

（査証・居留許可・旅券紛失証明）中国語、英語可 

 

大連市公安局出入境管理処開発区

分処(開発区、保税区、金州区) 

8761-8304 （査証・居留許可・旅券紛失証明）中国語のみ 

大連市公安局各派出所 ＨＰ参照→ http://www.ga.dl.gov.cn/introduction.asp?type=4 

大連市公安局遺失物受付処 8432-1010 

8435-1010 

 

 



 

医療機関リスト（日本語対応可能） 

※本リストに掲載している医療機関は、あくまでも邦人のみなさまの便宜のために掲載しております。 

掲載されている医療機関であっても、その診療内容を保証するものではありません（掲載順も順不同です）。 

他に情報誌、ウエブサイトなども参考にして下さい。 

医療機関名（ＨＰ） 電話番号 住所 専門 

大連中山 VITUP クリニック 

http://nozakicc.co.jp/vitup 

８２６５－９１３０ 

日本語受付 

中山区南山路 108-1号 総合診療科 

小倉クリニック 

http://www.kokura-clinic.info 

８２７０－３８１３ 

日本語受付 

中山区風景街 77号 内科・歯科 

小倉クリニック開発区分院 

同上 

８７１８－８０８２ 

日本語受付 

開発区黄河西路 195-30号 内科・中医 

ホームクリニック大連（訪問診療） 

http://homeclinic,jp/dalian 

４００６－１５７－１１０ 

日本語受付 

訪問診療 

フリーダイヤル（２４時間） 

内科 

大連東安クリニック ８２６５－１１１９ 

日本語受付 

中山区延安路武漢街 26号

１－１ 

総合診療科 

大連オーロラコンサルティングサービス 

http://www.auroraservice.net/jp 

１３９－９８５３－９１１１ 

日本語受付 

医療サポート（２４時間） 総合 

ウェルビー（会員制） 

http://www.wellbemedic.com 

８３６７－６５２０ 

日本語受付 

医療サポート（２４時間） 総合 

SSC（会員制） 

http://ssc-medic.com 

０２１－６３０９－５８６５ 

日本語受付 

医療サポート（２４時間） 総合 

今富歯科 ８７５０－５２７８ 

日本語受付 

開発区遼寧街 51-2 歯科 

王歯科クリニック 

http://www.dllocal.com/stay/item/276 

８２５６－６２２８ 

日本語受付 

中山区天津街 147号 歯科 

ドクター沙歯科医院 

http://www.shayisheng.com 

８３６２－６６５５ 

日本語受付 

西崗区中山路 177号 歯科 

大連市口腔医院外国人歯科診療所 

http://www.dlkq.cn 

８４６５－１３２７ 

日本語受付 

沙河口区長江路 935号 歯科 

阿部皮フ科クリニック 

http://www.abepifuke.com/jp 

８６８９－７３１５ 

日本語受付 

沙河口区不老街 197号 皮膚科 

大連経済技術開発区医院 8761-2445中国語受付 開発区黄河西路 146号 総合 

大連医科大学付属第一医院 

http://www.dmu-1.com/NEW.NET 

８３６３－５９６３ 

中国語受付 

中山区中山路 222号 総合 

大連医科大学付属第二医院 

http://www.dy2y.com 

８４６７－１２９１ 

中国語受付 

沙河口区中山路 467号 総合 

大連市中心医院 

http://www.dlzxyy.com 

８４４１－２００１ 

中国語受付 

沙河口区春柳学工街 42号 総合 

大連大学付属中山医院 

http://www.dlhospital.com 

６２８９－３１８０ 

中国語受付 

中山区解放路 6号 総合 

大連市婦幼保健院 8464-1064中国語受付 沙河口区白山路 20号 産婦人科 

大連市児童医院 

http://www.dletyy.com 

８３７７－０５１５ 

中国語受付 

西崗区中山路 154号 小児科 

 

 

 



緊急医療アシスタント会社（日本語対応／大連に事務所がある） 

連絡先 電話番号 備考 

ウェルビー 8367-6520 http://www.wellbemedic.com 

リーベン 152-4258-1445 http://www.lieben-ems.co.jp 

大連オーロラコンサルティングサービス 139-9853-9111 http://www.auroraservice.net/jp 

 

翻訳・通訳（日本語）関係連絡先 

連絡先 電話番号 備考 

西聯翻訳 8255-6035 www.today888.cn 

大連日商外企服務有限公司 8281-0356 http://www.nisho.com.cn 

大連二松翻訳有限公司 8259-2966 / 8259-2922 http://www.ersong.com 

大連ﾚｲﾝﾎﾞｰ翻訳ｻｰﾋﾞｽ有限公司 8369-4761 / 13500701731  

大連市沙河口区金達莱翻訳社 8462-1183  

大連豊安商務諮詢有限公司 8370-2608 / 8697-8735  

博文翻訳 8368-7089  

 

日本語で相談できる弁護士事務所リスト 

弁護士事務所 電話番号 弁護士 

日本法円坂法律事務所 8263-0211 中島 宏治 

遼寧誠至律師事務所 8252-9575 中村 博司 

 

遼寧杰仕孚律師事務所 

 

8230-0111 

劉 同強 139-4208-2596 

宋 広欣 138-4087-9138 

 

 

遼寧法大律師事務所 

 

 

8252-0188 

于 水   130-5059-6485 

劉 挪   159-4117-8969 

宋 麗潔 133-2229-0226 

金 雪蓮 158-9811-9700 

遼寧銀信律師事務所 8281-3162 于 虹   130-8413-5333 

遼寧文柳山律師事務所 8378-6698 韓 君   130-1943-5106 

遼寧信敏功律師事務所 8253-6669 李 荔菲 139-9858-3135 

遼寧恒信律師事務所 8282-5959 陳 浩然 135-9137-1299 

 

クレジットカード 

クレジットカード会社 電話番号 備考 

アメリカン・エキスプレス 00-65-6535-2209 中国国内から２４時間可 

三井住友ＶＩＳＡ 00-800-12121212 中国主要都市から２４時間可 

ＪＣＢ 00-800-00090009 中国国内から２４時間可 

 


