CENTRO DE INFORMAÇÃO MULTILIGUE SOBRE CORONAVÍRUS
新型冠状病毒咨询窗口
신형 코로나 바이러스 다언어 상담 센터
Tư vấn hỗ trợ bằng tiếng Việt
＜新型コロナウィルス多言語相談センター＞
The New Coronavirus Multilanguage Consultation Center
期間： 4 月 10 日から 5 月 20 日
Period: April 10 through May 20
03-6233-9266
英語相談 Consultation in English
期間内の平日毎日：10：00～17：00
On weekdays during the period: 10:00 to 17:00
期間内の土日祝日：10：00～15：00
On Saturdays, Sundays, and public holidays during the period: 10:00 to 15:00
＜英語・中国語相談電話＞
Consultation in English and Chinese
期間内の平日毎日：10：00～17：00
On weekdays during the period: 10:00 to 17:00
090-3359-8324
..............................................................................................
新型冠状病毒咨询窗口
服务期间： 从 4 月 10 日至 5 月 20 日
03-6233-9266
中国語相談：期間内の平日火曜・木曜：10：00～17：00
中文咨询：服务期间的周二、周四：工作日 10：00～17：00
＜英語・中国語相談電話＞
英文・中文咨询电话
服务期间的工作日：10：00～17：00

090-3359-8324

...................................................................
신형 코로나 바이러스 다언어 상담 센터
기간：4 월 10 일부터 5 월 20 일
03-6233-9266
韓国語相談 한국어 상담
상담 기간중 평일 월요일：10：00～17：00
ศูนย์รับปรึกษาเกีย
่ วกับโควิด 19 ในภาษาต่างๆ

期間： 4 月 10 日から 5 月 20 日
ระยะเวลา：ตัง้ แต่วน
ั ที1่ 0 เมษายน ถึงวันที2่ 0 พฤษภาคม2020
เบอร์ตด
ิ ต่อ 03-6233-9266
タイ語相談
ปรึกษาภาษาไทย
期間内の平日毎週火曜日
รับปรึกษาภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดทุกวันอังคาร
เวลา10:00-17:00
ベトナム語相談 Tư vấn hỗ trợ bằng tiếng Việt:
期間内の 4/22・5/13 水曜日：10：00～17：00
Trong thời gian: tháng 4 ngày 22 và tháng 5 ngày 13: từ 10:00 đến 17:00
Centro de consulta multilingüe del Covid-19
Período: desde el 10 de abril hasta el 20 de mayo : 03-6233-9266
ポルトガル語相談
期間内の平日金曜日：10：00～17：00
CENTRO DE INFORMAÇÃO MULTILIGUE SOBRE CORONAVÍRUS
Período de Funcionamento: 10 de abril a 20 de maio 03-6233-9266
Atendimento telefônico em português durante o período: sexta-feira das 10:00 às 17:00

New Coronavirus Multilingual Konsultasyon Center
Araw: Abril 10 hanggang Mayo 20
03-6233-9266
フィリピン語相談 Konsultasyon sa Wikang Pilipino
期間内の平日月曜日：10：00～17：00
Abril 10 hanggang Mayo 20 Tuwing Lunes: 10:00 hanggang 17:00
スペイン語相談
期間内の平日水曜日：10：00～17：00
Consulta en español:
Miércoles del dicho período, de 10 a 17hs.
開設電話① 03-6233-9266
平日 10:00～17:00／土日祝 10:00～15:00 英語・その他の言語
(月) 英語・韓国語・フィリピン語
(火) 英語・中国語・タイ語
(水) 英語・スペイン語・ベトナム語(第 2・4 のみ)
(木) 英語・中国語
(金) 英語・ポルトカル語
(土) 英語
(日) 英語
開設電話② 090-3359-8324 平日 10:00～17:00 英語・中国語

