
新型コロナワクチン接種予約サイト ご利用方法のご案内

ご予約完了までの流れ
Manual for residents-1.1

STEP

1
予約サイトに

ログイン

※初期パスワード

変更を行います。

STEP

2
会場・日時を

ご予約して下さい

（接種１回目）

ワクチン
接種

ご予約の日時に

接種会場へ

お越しください。

新型コロナワクチン接種予約サイト

？ こんな場合はどうしよう

キャンセル可能です。

詳しい方法は最後の

ページ「ご予約をキャ

ンセルする方法」をご

参照ください。

QRコード

Q.1 キャンセルしたい場合

予約を変更されたい場

合は、一度予約をキャ

ンセルして再度ご予約

を完了してください。

Q.2 予約を変更したい場合

パスワードを忘れた場

合は「パスワードを忘

れた方はこちら」から

再発行していただけま

す。

Q.3 パスワードを忘れた場合

1回目の接種終了後、翌

日9時から2回目接種の

予約ができます。

※1回目から3週間後以降、同

じワクチンのみ表示されます。

Q.4 2回目のワクチンの予約日

STEP

3
会場・日時を

ご予約して下さい

（接種２回目）

１回目

ワクチン
接種

ご予約の日時に

接種会場へ

お越しください。

２回目

完了

接種券
↓
クーポン券（接種券）
予診票（事前記入）
本人確認書類
修正済

※3
せん。
追記済

PC・スマーフォンで予約される方

予約サイトについては、
4月30日（金）午前9時にオープンさせていただきます。
※電話予約も同様午前9時から予約可能です。

ワクチンの接種は

２回必要です。

会場へは、下記をご持参ください

①クーポン券（接種券）
②予診票（事前記入）
③本人確認書類
→健康保険証、マイナンバーカード、運転免
許証、官公署が発行した証明書など
※マイナンバー通知カードは本人確認書類に
該当しません。

ご注意事項

<システム推奨環境>
macOS：chrome
iOS：safari
Android：chrome

※Windows版IE（Internet Explorer）、らくらくフォン、LINEブラウザではご利用いただけません。



新型コロナワクチン接種予約サイト ご準備

ID（接種券番号）をご用意ください。
ID（接種券番号）は、クーポン券（接種券）の右上に記載された、10桁の番号です。

クーポン券（接種券）

ID（接種券番号）

宛先欄

準
備

※10桁の番号です



新型コロナワクチン接種予約サイト ログイン方法

ワクチン接種予約サイトにログインして下さい
STEP

1 ID（接種券番号）をご用意の上、予約サイトにログインしてください。

1. ログイン画面にアクセスして下さい

ワクチン接種予約サイトURL（アドレス）に

アクセスして、ログイン画面を表示してください。

ID（接種券番号）と初期パスワード※を入力し、

ログインボタンをクリックしてください。

2. ID（接種券番号）／初期パスワードを
入力して下さい

初期パスワードは、西暦の生年月日８桁となり

ます。

月は2桁の数字を、（2桁となるよう0埋めして

ください。「1月」の場合は「01」を）

日は2桁の数字を、（2桁となるよう0埋めして

ください。「2日」の場合は「02」を）

半角数字で入力してください。

（例）1965年10月1日生まれの場合

→「19651001」の入力

3. パスワードを更新してください

パスワードを、任意のパスワードに更新（設定）

してください。

※パスワードは、10桁以上で英数字どちらも

含めてください。

※パスワード更新画面は、初回ログイン時のみ

表示されます。

※パスワードを忘れないようにしてください。

ログインボタン

初期パスワード

予約システムのトップページ（登録情報ページ）

が表示されます。

4. トップページが表示されます



新型コロナワクチン接種予約サイト ログイン方法

入力ミス等でログインに失敗し

た場合、エラー画面が表示され

ます。5回ログインに失敗する

と、ログインロックがかかりま

す。60分経過後解除されます。

「パスワードをお忘れの方はこちら」

をクリックして下さい。

パスワード更新手続き画面から

再発行を進めて下さい。

ログインエラーが表示された場合 パスワードをお忘れの場合



新型コロナワクチン接種予約サイト ご予約方法

会場と日時を選択して予約してください（接種１回目）

STEP

２ １回目のワクチン接種の会場と日時の予約を行ってください。

1. 接種予約

①登録情報画面で、「詳細情報・ワクチン接種予約」
ボタンをクリックしてください。

②「1回目」の欄内にある予約ボタンをクリックします。

2. 詳細情報ページの１回目の予約ボタンをクリック

③「接種場所名」の欄内にある施設選択ボタンをクリッ

クします。

3. 施設選択ボタンをクリック

文字を大きくしてください。

具体的かつ網羅的に記載してく
ださい。
済み
ここでは、「接種場所名」の選
択のみ

詳細情報・ワクチン接種予約ボタン

予約ボタン

施設選択ボタン

施設検索

④施設名、または住所を入力、もしくは年月日を指
定、あるいは両方を入力・指定して検索ボタンをク
リックすると、該当する施設・年月日の一覧が表示
されます。

4. 施設と年月日で接種会場を検索してください

⑤ご希望する施設・年月日・実施時間の施設選択ボ
タンをクリックします。

5. 施設名ボタンをクリック

施設名ボタン

表示されていることを記載して

予約枠がある施設、時間帯のみ表示されます
※予約が埋まっている施設、時間帯は表示されません

（予約ができません）

ポイント

①

②

③

④
⑤



新型コロナワクチン接種予約サイト ご予約方法

6. メールアドレスを入力して、予約するボタン
をクリック

⑥メールアドレス欄に、メールアドレスをご入力頂きます。

詳細情報・ワクチン接種予約ボタン

＊メールアドレスは必須項目です。必ずご入力ください。

※名前、電話番号は個人情報保護の観点から頂きません。

※備考1欄には、車椅子での来場等、施設側でサポートが

必要な場合、入力をお願いします。

予約するボタン

＜ご予約は接種日前日の12時まで可能です＞

ポイント

ご予約完了

ご予約の日時に接種会場へお越しください。

※接種会場へは、必ず

①クーポン券（接種券）

②予診票（事前記入）

③本人確認書類

を持参下さい。

（健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証、官公署が発

行した証明書など）

※マイナンバー通知カードは本人確認書類に該当しません。

※上記3点をお忘れになった場合は、接種が受けられません。

記載はこの場所で
あっているでしょうか。
済み
詳細ページの説明を追加
備考欄の説明文を追加しました
ご確認ください

接種日
追記済み

1回目のご予約内容が
表示されます。

ご予約完了後、入力頂いたメールアドレスに、

前日に予約確認メールが送られてきます。

予約確認メール

⑥

⑥

※次ページからは、2回目の接種予約方法です。（1回目の接種を受けた翌日9時から予約が可能です）

31日

（例）

166-0011

セシオン杉並

杉並区1-22-32



新型コロナワクチン接種予約サイト ご予約方法

会場と日時を選択して予約してください（接種２回目）
STEP

3 2回目のワクチン接種の会場と日時の予約を行ってください。

1. 接種予約

①登録情報画面で、「詳細情報・ワクチン接種予約」
ボタンをクリックしてください。

②「2回目」の欄内にある予約ボタンをクリックします。

2. 詳細情報ページの２回目の予約ボタンをクリック

１回目のワクチン接種が完了すると、
翌日9時以降に、２回目の予約が可能となります。

(1回目の接種から3週間以降、

同種類ワクチン取り扱いの予約枠のみ表示)

ポイント

ご予約完了

ご予約の日時に接種会場へお越しください。

詳細情報・ワクチン接種予約ボタン

※1回目の接種完了日から3週間以降、また同種類のワクチン取扱いの予約枠のみ表示されます。

１回目と同様の方法で
ご予約を完了して

ください。

接種日が表示
されます

予約ボタン 3. 施設選択ボタンをクリック

4. 施設と年月日で接種会場を検索してください

5. 施設名ボタンをクリック

6. メールアドレスを入力して、予約するボタン
をクリック

以下、１回目と同様の方法で
ご予約を完了してください。

ご予約完了後、入力頂いたメールアドレスに、

予約確認メールが送られてきます。

予約確認メール

①

②

※接種会場へは、必ず

①クーポン券（接種券）

②予診票（事前記入）

③本人確認書類

を持参下さい。

（健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証、官公署が発

行した証明書など）

※マイナンバー通知カードは本人確認書類に該当しません。

※上記3点をお忘れになった場合は、接種が受けられません。



新型コロナワクチン接種予約サイト その他の操作方法

その他の操作方法

FAQ（よくあるご質問）

<システム推奨環境>

Windows10、macOS：chrome

iOS：safari

Android：chrome

※WindowsでInternet Explorerをご利用の皆様は、他推奨ブラウザにてご利用ください。

FAQタブをクリックすると、
FAQ一覧が確認できます。

予約をキャンセルする方法

マイページから「あなたの予約状況」ページ
へアクセスし、下段の予約キャンセルをク
リックしてください。
次ページで再度、キャンセルを選択すると完
了します。
キャンセルが完了すると、再度予約が可能に
なります。（1回目、2回目同様）


