
【しずおかし】しんがたコロナワクチン せっしゅ よやくサイト／マニュアル

STEP

１
よやくサイトに

ログイン

STEP

2
とうろくじょう
ほうのかくにん、

こうしん

STEP

3
1かいめのばしょ、
ひと じかんを

えらぶ
(2かいめは じどう
で きまります）

ワクチン
をうける

よやくした、
ひ、じかんに、
よやくした

ばしょへ いく

●この システムで よやくする ワクチンは 「ファイザーしゃ」のものです。（8がつ2か じてん）

●ワクチンは２かいうつことになります。
１かいめ を よやくすると、２かいめは「３しゅうかんご の おなじばしょ、ようび、じかん に
じどうで よやくされます。
※３しゅうかんごの よていも かくにんして、１かいめのよやくをしてください。
ワクチンを むだに しないために きょうりょくを おねがいします。

●よやくの しめきり ：ワクチンを うつ まえのひの よる11じ 59ふん。
※ばしょに よっては はやく しめきる ことが あります。
※よやくの とうじつでも うけつけできる ことが あります。

●キャンセル：できません。
どうしても、キャンセルしたいときは、1かいめの、まえのひまで システムで キャンセル

できます。 ※1かいめを キャンセルすると 2かいめも じどうで キャンセル となります。

もし、ワクチンを うつひに キャンセルしたい ときは、ワクチンをうつ びょういん、

（しゅうだん せっしゅ かいじょう であれば コールセンター） へ ちょくせつ でんわしてください。

2かいめの ワクチンの キャンセル、または、とりけしは、システムで できません。
ワクチンをうつ びょういん、（しゅうだん せっしゅ かいじょう であれば コールセンター） へ
ちょくせつ でんわしてください。
※びょういんの ２かいめの よやくを キャンセルしたときは、げんそく、２かいめは しゅうだん
せっしゅ かいじょう で よやくを とりなおす ことになります

かくにんしてください

1

しずおかし しんがたコロナワクチン コールセンター

まいにち ８：３０～２０：３０

フリーダイヤル おかねが かかりません

よやくのながれ

がめん みぎうえの メニューバー 「言語設定」から ことばを えらべます

【えらべる ことば】 にほんご、 えいご、 ちゅうごくご（かんたいじ、はんたいじ）、
かんこくご、 ポルトガルご、 ベトナムご、 スペインご、 ネパールご

げんごせってい



ログインのしかた、うつひとの じょうほう とうろく

1＆2

STEP

ログイン・うつひとの じょうほうを とうろく してください
せっしゅけん(チケット）を よういして ください。

はじめの パスワードは

「8けたの せいねんがっぴ」です

ex）1990ねん4がつ1にちうまれ

→ 19900401

①せっしゅけん の ばんごうと パスワード（８けたの せいねんがっぴ）をいれる

②ログインできたら、ワクチンを うつひとの じょうほうを とうろくする

※せっしゅけんが とどいていてもよやくできる ねんれいでないと

ログインできません。 ⇒「ばんごう もしくは パスワードが まちがっています」とでます

よやくできるねんれいは じゅんばんで きまっています。 ホームページで かくにんしてください。

りようきやく への どういの

チェックを いれてください

カタカナまたはアルファベットで

みょうじ と なまえを いれる

（かんじ、 ひらがな は つかえません）

ハイフン（－）はいりません。

メールアドレスを とうろくして、

「じゅしんする」にチェックをいれると、

よやくの かくにんメールがもらえます。

③パスワードをきめます。

パスワードは はんかくの アルファ
ベット、すうじ、きごうのうち、
2しゅるいをつかって、
8もじ～100もじでいれてください。
＜つかえるきごう＞
_!@#$%^&*()-+[]{},.<>:~
※メモをしておくなどして
わすれないように してください。

※にゅうりょくしたら、「つぎへすすむ」ボタンをクリックしてください。

2

ハイフンはいりません



よやくの しかた ①

④にゅうりょく した ないようを かくにんする ページが でます。

⑤とうろくが おわると 「マイページ」が でます。

3

にほんご いがいの ことばも えらべます。
⇒みぎうえの メニューバー 「げんご せってい」

よろしければ

「このないようで とうろく」

をクリック

よやくした １かいめの へんこうや キャンセルは
「マイページ」からできます。（2かいめは できません）

＜えらべる ことば＞
にほんご
えいご
ちゅうごくご（かんたい）
ちゅうごくご（はんたい）
かんこくご
ポルトガルご
ベトナムご
スペインご
ネパールご



3
STEP

ワクチンを うける よやくを してください。

1かいめの よやくを してください。
2かいめは 3しゅうかんごの おなじばしょ、ようび、じかんになります。

①マイページの「しんき よやく」をクリックしてください。

②「かいじょう（ばしょ）」「ひづけ」「とうじつ よやく」の３つから けんさく できます。

クリック

4

※とうじつわく・・・・げんそく、よやくは ワクチンを うける まえのひが しめきりですが、

ばしょによっては、あまっていれば、ワクチンをうけるひに よやくできる こともあります。

P5～７をみてください

P8～9をみてください

よやくの しかた ②



※「よやく かのう」の あおいろの マークが ある ばしょの なまえを クリック。

①ワクチンを うけたい ばしょを けんさくしてください

5

ばしょの なまえから

よやくが できる ばしょ だけ

をえらぶことが できます

よやくが できない

（よやくが いっぱい）

よやくが できる

②ばしょの じょうほうを かくにん してください

クリック

♦かいじょう（ばしょ）からさがす

よやくの しかた ③



よやくの ページが でます

新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利用マニュアル

6

④ワクチンを うけるひを えらんでください

※「きぼう にちじ」を クリックすると カレンダーがでます。

クリック

うけられるひづけは

「みどりいろ」に なっています。

⑤ワクチンを うける じかんを えらんでください

うけたい じかんを

えらんで ください

よやくの しかた ④



⑥よやくした ないようを かくにんして、 かくてい してください
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クリック

２かいめを いつうけるか でます。

（3しゅうかんごの おなじ ようび、

おなじ じかんに なります）

※２かいめが うけられることを かくにんして かくてい してください。

クリック

⑦マイページで よやく ないようを かくにんしてください

１かいめは、へんこう・キャンセルが

あとから できます。

（p１０を みてください）

よやくの しかた ⑤



①ワクチンは、「ファイザーしゃワクチン」を えらんでください

8

クリック

クリック

②ワクチンを うける ひを えらんでください

クリックすると

カレンダーがでます

＜よやくが できる ばあい＞ ＜よやくが できない ばあい （よやくがいっぱい）＞

※よやくが できる ひがない

すべてのひが えらべます

※あきがない（いっぱい）

♦ひづけから さがす

よやくの しかた ⑥



③ワクチンを うける じかんを えらんでください
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さらに ばしょを しぼる こともできます

うけたい じかんを えらんで

ください。

えらんだ あとは、p7と おなじように よやくを かくてい してください。

＜もちもの＞
①せっしゅけん（チケット）
②よしんひょう（かいてきて ください）
③ほんにんで あることが かくにんできる しょるい

（めんきょしょう、ほけんしょう、パスポート、マイナンバーカードなど）
④おくすり てちょう（いつも くすりを のんでいるひと）

※ワクチンを うけるのに おかねは いりません。
※①せっしゅけん、③ほんにんで あることを かくにんできる しょるいを
もってくるのを わすれたばあい、 ワクチンを うけることは できません。

～ワクチンを うけるひは じかんに よゆうをもって きてください～

よやくの しかた ⑦



へんこう・キャンセル

マイページの「よやく へんこう」または「よやく キャンセル」ボタンをクリック。

へんこうの ばあい

◇1かいめの よやく◇
システムで、ワクチンを うける まえのひまで へんこう、キャンセル できます。
（2かいめは じどうで キャンセルされます）

◇２かいめの よやく◇
システムでへんこう・キャンセルができません。コールセンターへ でんわしてください。
※びょういんでの ２かいめの よやくを キャンセルした ばあい、
あたらしい ２かいめの よやくは しゅうだん せっしゅ かいじょうに なります。

ワクチンを うけるひのへんこう・キャンセルはシステムでできません。
かならずびょういんへでんわをおねがいします。

※しゅうだん せっしゅ かいじょうの ばあいは、コールセンターへでんわ。
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キャンセルの ばあい

＜よやく システムからの１かいめの よやくのへんこう・キャンセル＞

※もういちど、よやくを けんさく してください。

あたらしい よやくを かくていすると、

もとの よやくが キャンセルされます

※「よやくをキャンセル」をクリック

よやくの へんこう ・ キャンセル


