
ご利⽤⽅法のご案内

新型コロナワクチン接種予約サイト

４回⽬接種（追加接種）
ご利⽤⽅法のご案内

新型コロナワクチン接種予約サイト

※ 最新バージョンではない場合でも予約操作は可能ですが、ご使⽤端末のバージョンが
最新であることをご確認の上、ご利⽤ください。

※らくらくフォン（シニア向けスマートフォンの⼀部）でも予約完了までの操作は可能ですが、
推奨環境でご利⽤ください。

※Microsoft社のInternet Explorer（以下IE）のサポート終了にともない、6/16夜間にIE
でのWeb予約サイトの提供を終了させていただきます。

<システム推奨環境>
■パソコンの場合

Edge 最新バージョン
Google Chrome 最新バージョン
Safari 最新バージョン

■スマホの場合
Google Chrome 最新バージョン
Safari 最新バージョン
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新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

予約サイトへのログイン⽅法
（インターネット予約・予約確認）

インターネット予約・予約確認はこちら
(4回⽬接種)

クリック
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新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

❶ ログイン前注意事項のご確認

①上記注意事項をお読みいただき、
☑を⼊れてください。
②クリック
（予約確認もこちらからできます。）。

①
②

3



新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

❷ 接種券番号・パスワードを⼊⼒してください。

4

①

②

③
④

①⾃治体より送付される接種券に記載されている
10桁の接種券番号⼊⼒してください。
②初回ログイン時は⽣年⽉⽇を8桁で⼊⼒してくださ
い。（例：1990年4⽉1⽇→199900401）
※2回⽬以降は設定したパスワードでログインして下さ
い。
③□をクリックし☑をつけてください。
④ログインをクリック



❸ 1〜3回⽬の接種済情報・4回⽬の予約済情報が表⽰されます。

●●●●●●●●●●●

新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

5

こちらで予約内容をご確認ください。



STEP

３ ご予約の⽇時に接種会場へお越しください

完了

4回⽬ワクチン接種完了までの流れ

ご利⽤⽅法のご案内

４回⽬ワクチンの接種の予約⽇は
３回⽬の接種からの規定⽇数※
以降の⽇付でご予約ください。

・４回⽬接種券・予診票
・本⼈確認書類

を会場へご持参ください。

STEP

１ マイページの1・2・３回⽬の予約情報あるいは
接種情報を確認してください

STEP

２ 会場検索または⽇付検索で予約をしてください

ご案内

新型コロナワクチン接種／ご利⽤の流れ

6

※４回⽬接種が可能となる規定⽇数について
３回⽬接種から５ヶ⽉以降

※5/27時点



接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル
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１
STEP

1・2・３回⽬の予約者情報あるいは接種情報を
確認してください。

1）1・2・３回⽬のそれぞれに「接種済」の情報が表⽰されていることをご確認ください。

●●●●●●●●●●

●●●会場



接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

2-1
STEP

1 マイページの４回⽬予約の欄で、４回⽬接種可能⽇をご確認いただき、
新規予約をクリックしてください。

会場から検索してワクチン接種予約する場合
会場を指定して空き状況を検索します。

8

1) 「４回⽬接種に関する注意」の画⾯が表⽰されますので、内容をご確認ください。

2 「４回⽬予約へ進む」を選択してください。

クリック

【確認】４回⽬接種可能⽇について

60歳以上の⽅：３回⽬接種から５か⽉後
18歳以上で基礎疾患を有する⽅： ３回⽬
接種から５か⽉後
（予約枠に空きがある場合は、接種間隔が
５ヶ⽉経過した⽇より接種可能）
※⽇付の解釈の仕⽅についてはp18へ

クリック

受信する



接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

3

4

「会場から探す」を選択してください。

9

ご希望の会場を検索してください。

1) 「接種会場」に会場名を⼊⼒すると、該当の接種会場⼀覧が表⽰されます。
2) 「予約可能」と表⽰されている会場名をクリックしてください。
※ 会場名の検索は部分検索（検索した⽂字列を含む会場名を⼀覧表⽰）

【４回⽬接種専⽤】●●●●●●●●会場

【４回⽬接種専⽤】×××会場

【４回⽬接種専⽤】〇〇会場

【４回⽬接種専⽤】▲▲会場

【４回⽬接種専⽤】〇〇〇会場

【４回⽬接種専⽤】〇医院

【４回⽬接種専⽤】×××××病院

★４回⽬接種の⽅は、個別接種会場（医療機関）
⼜は「【４回⽬接種専⽤】〇〇会場」を選択くだ
さい。

※【１回⽬接種専⽤】【5〜11歳専⽤】
【3回⽬接種専⽤】は選択しないでください。

18

●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●会場

※「⽇付から探す」を選択する場合は、Ｐ11でご案内します。

クリック



1) 「予約可能な会場のみ表⽰」にチェックを⼊れると予約可能な施設のみ表⽰されます。

検索オプション機能のご案内

「絞り込み」検索画⾯

「予約可能な会場のみ表⽰」機能

接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

10

【４回⽬接種専⽤】●●●●●●●●会場

【４回⽬接種専⽤】×××会場

【４回⽬接種専⽤】〇〇会場

●●病院

××医院

◎◎◎病院

１）「詳細検索に切り替え」をクリックすると「住所／最寄駅」 で検索ができるようになります。
※ 最寄駅・エリアは、会場情報として未登録の場合、絞り込み結果は表⽰されません。
※ エリアでの検索はできません。



1) 接種会場の詳細情報が表⽰されます。
※ 会場情報として未登録の項⽬は、表⽰されません。
2）内容が宜しければ、「この会場で予約」をクリックしてください。
※ 「会場からの案内」については必ず確認し、同意の上で予約してください。

5 接種会場の詳細情報が表⽰されます。

接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

●●●●●●●

XXXX-XXXX-XXXX

●●●●●●●

●●●●●●●

●●●●●●●
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【４回⽬接種専⽤】×××会場

取扱ワクチンを記載しておりますので、
ご確認ください

モデルナ社ワクチン



6 接種予約ページが表⽰されます。

1) カレンダーからご希望の接種⽇を選択してください。
※予約の空きがある⽇付は、⿊⾊太⽂字（背景は緑⾊）に表⽰されます
（空きがない⽇は⽂字が薄いグレーになっています）。
※接種会場検索で「予約可能」と表⽰された会場でも、既存の

予約⽇との接種間隔の制限や年齢の制限により選択できない⽇は、
この画⾯では空きとして表⽰されません。

※予約⽇との接種間隔の制限や年齢の制限により予約できない⽇でも、
その⽇付に予約枠の空きがある場合は、空きとして表⽰されてしまいます。

1) 希望⽇時をクリックすると下記カレンダーが表⽰されます。
※ワクチンの種類は会場ごとに指定されております。

7 接種⽇を指定してください。

接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル
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【４回⽬接種専⽤】×××会場

モデルナ社ワクチン



8 接種時間を指定してください。

1) 表⽰された時間帯の中から、ご希望の時間を選択し、「次へ」をクリックしてください。

1) ご予約の確認画⾯が表⽰されます。接種会場／ワクチンの種類／希望⽇時をご確認の上、
「予約内容を確定する」ボタンをクリックしてください。

※「内容を修正」ボタンをクリックすると「接種予約ページ」に戻ります。

9 ご予約内容を確認・確定してください。

接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル
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※3回⽬の接種⽇から⼗分な間隔が空いていない枠は上記のように表⽰されます。

※年齢が予約枠の条件と合わない場合は上記のように表⽰されます。

ご注意

×××会場

2022年7⽉8⽇

09：00〜09:30 残り10枠

2022/7/8  09:00  ~  09:30

【4回⽬接種専⽤】

【4回⽬接種専⽤】

3回⽬の接種から⼗分な期間があいていません



接種予約完了画⾯が表⽰されます。

1) 「接種予約が完了しました」と表⽰されたらご予約完了です。
2) 「マイページ」ボタンをクリックしてください。

1) ご登録のメールアドレスへ予約完了通知メールが届きます。
2) ご予約⽇の前⽇15時にリマインド通知メールが届きます。（配信が遅れる場合があります）

マイページに予約情報が表⽰されます。

接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル
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14

10

●●●●●●●●●●●

18歳以上

●●●●●●●●●会場

×××会場

2022/7/8  09:00  ~  09:30



接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

2-2
STEP

⽇付から検索してワクチン接種予約する場合
⽇付（特定⽇1⽇）を指定して空き状況を検索します。

15

1) 「４回⽬接種に関する注意」の画⾯が表⽰されますので、内容をご確認ください。
2 「４回⽬予約へ進む」を選択してください。

●●●●●●

18歳以上

1 マイページの４回⽬予約の欄で、４回⽬接種可能⽇をご確認いただき、
新規予約をクリックしてください。

●●●●●●●●●●●

クリック

【確認】４回⽬接種可能⽇について

60歳以上の⽅：３回⽬接種から５か⽉後
18歳以上で基礎疾患を有する⽅： ３回⽬
接種から５か⽉後
（予約枠に空きがある場合は、接種間隔が
５ヶ⽉経過した⽇より接種可能）
※⽇付の解釈の仕⽅についてはp18へ

クリック



接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

3

4

※「会場から探す」を選択する場合は、P4でご案内しております。

16

「⽇付から探す」を選択してください。

ご希望のワクチン・⽇付を検索してください。

1) ご希望のワクチンを選択します
※集団接種会場はモデルナ、個別接種会場はファイザー⼜はモデルナとなり
ます。

2）カレンダーのご希望⽇付を選択します

18歳以上

●●●●● ●●●● ●

18歳以上

クリック



接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

ご希望の⽇付を検索について注意点

【４回⽬接種専⽤】●●●●●●●●会場

17

1) 該当の接種会場⼀覧が表⽰されます。
2) 選択可能な⽇程を選択しても、上記のように既に空き予約枠が無い場合があります。

（✖で表⽰されています）その場合は、「⽇付」欄より⽇時を再度選択しなおします。
※ 「□予約可能な会場のみ表⽰」（オプション）にチェックを⼊れると

指定⽇で予約可能な会場のみ表⽰されますので、ご利⽤ください。

2022年7⽉8⽇ 11時10分〜11時30分

2022年7⽉8⽇ 9時30分〜9時50分

【４回⽬接種専⽤】▽▽▽▽会場

2022年7⽉8⽇



接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

5 ご予約可能な時間帯を検索してください。

1) 「〇」と表⽰されているご希望の会場名をクリックしてください。

18

1) ご予約の確認画⾯が表⽰されます。接種会場／ワクチンの種類／希望⽇時をご確認の上、
「予約内容を確定する」ボタンをクリックしてください。

※「内容を修正」ボタンをクリックすると「接種予約ページ」に戻ります。

6 ご予約内容を確認・確定してください。

※3回⽬の接種⽇から⼗分な間隔が空いていない枠は上記のように表⽰されます。

※年齢が予約枠の条件と合わない場合は上記のように表⽰されます。

ご注意

6ヶ⽉後

×××会場

クリック

×××会場

【4回⽬接種専⽤】
3回⽬の接種から⼗分な期間があいていません

【4回⽬接種専⽤】



接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

1) 検索画⾯が表⽰されたら「会場名」もしくは「住所」に会場名のヒントになる
ワードを⼊⼒してください。

2) 「絞り込む」をクリックすると、絞り込んだ会場のみ表⽰されます。

※「最寄り駅」および「エリア」は第⼆検索になりますので、会場によりましては
設定されていない場合もあります。詳細は「絞り込み」検索画⾯ （P.6）を
ご参照ください。

⽇付を選択してから、再度会場を絞り込むことも可能です。

クリック

1) 「会場を絞り込む」をクリックしてください。

検索画⾯が表⽰されます。

19

蒲⽣

2022年7⽉8⽇9：30

【４回⽬接種専⽤】×××会場



1 予約変更ボタンをクリックして下さい。
※現在の予約情報を保持したまま（キャンセルせずに）、照会・変更が可能です。

1) 「マイページ」の予約情報の下の「予約変更」ボタンをクリックして下さい。

1) 会場から選択⇒ｐ4〜と同様の操作
2) ⽇付から探す⇒ｐ11〜と同様の操作

2 「会場から検索」または「⽇付から探す」をクリックし、予約に進みます。

接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

ご予約の変更⽅法

3回⽬予約

【３回⽬接種専⽤】×××会場

20

×××会場

●●●●●●●●●●●●会場



ご予約のキャンセル⽅法
1 予約キャンセルボタンをクリックして下さい。

1) 「マイページ」の予約情報の下の「予約キャンセル」ボタンをクリックして下さい。
※予約キャンセルの際は事前に予約サイトからキャンセル操作をお願い致します。
キャンセルは当⽇まで可能ですが、貴重なワクチンや予約枠を無駄にしないため、お早⽬の
お⼿続きをお願い致します。
なお、当⽇のキャンセルはコールセンター（0120‐433‐050）までお電話をお願いいたします。
平⽇9:00〜20:00、⼟⽇祝9:00〜17:00(⼟⽇祝の受付は6⽉18⽇より開始となります)まで繋が
ります。 ※お盆(8⽉11⽇〜15⽇)・年末年始休み

1) 内容を確認の上、よろしければ「予約をキャンセル」ボタンをクリックして下さい。
2) キャンセルが完了すると以下のメッセージが表⽰されます。
3) メールアドレスをご登録の場合、キャンセル通知が配信されます。

2 予約キャンセル画⾯が表⽰されます。

接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル
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【３回⽬接種専⽤】×××会場

×××会場



「５か⽉後」の解釈について

接種予約の⽅法新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利⽤マニュアル

22

「5か⽉以上の間隔をおいて」とは、3回⽬接種を⾏った⽇から5か⽉後の同⽇から追加接種可能であり（例１）、
5か⽉後に同⽇がない場合は、その翌⽉の１⽇から追加接種可能である（例２）ことを意味します。

４回⽬接種

前回接種から5カ⽉後

18歳以上限定

1・2回⽬接種

予約枠のラベル表⽰について

４回⽬接種の専⽤枠 ※１・２・３回⽬接種の⽅は選択不可

４回⽬接種枠の接種間隔を表⽰

該当する年齢を表⽰

１・２回⽬接種の専⽤枠 ※４回⽬接種の⽅は選択不可

3回⽬接種 3回⽬接種専⽤枠 ※4回⽬接種の⽅は選択不可

9 9 3

5か⽉後に同じ⽇がある3

5か⽉後に同じ⽇がない



Ｑ１. パスワードを忘れた場合は、どうすればよいですか。

Ａ１：東近江市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターに
お電話ください。パスワードを再発⾏いたします。
電話：0120-433-050
時間：平⽇午前９時〜午後８時、⼟⽇祝午前９時〜午後５時
（⼟⽇祝の受付は6⽉18⽇より開始となります。）
※お盆8⽉11⽇〜15⽇、年末年始休み

？よくあるお問合せ

接種当⽇の持ち物
■接種済証兼宛名台紙
■予診票 （事前にボールペンでご記⼊ください）
■本⼈確認書類
※肩付近へ接種するため、肩を出しやすい服装でお越しください。

※接種済証兼宛名台紙・予診票・本⼈確認書類をお忘れの場合は、接種を
受けることができません。

Ｑ２. 予約期限はいつですか？

Ｑ３. メールアドレスを登録したのですが、届きません。

Ａ３：メールアドレス登録の誤登録がある場合に加え、キャリアメー
ル（携帯電話会社のメール）でご登録いただいた場合、予約受
付完了メール、キャンセル通知メール、リマインド通知メール
が届かない場合があります（携帯電話購⼊時のセキュリティ設
定等のため）。メールは以下のアドレスから送信されますので、
受信できるよう設定をお願いします。
info@mail.vaccines.sciseed.jp
メールの再送は致しかねますのでご了承ください。
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Ａ２：前⽇の23:59まで予約可能です。
電話予約の場合は営業時間内（平⽇午前９時〜午後８時）にコー
ルセンターヘご連絡ください。


