
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

ご利用方法のご案内

小児接種（５歳～11歳以下）

<システム推奨環境>
Chrome Microsoft Edge Safari

新型コロナワクチン接種予約サイト

※ Internet Explorer（IE）・らくらくフォンでも、予約完了までの操作は可能ですが、

画面表示のズレ、動作不安定といった事象はありますので、推奨環境でご利用ください。

対象者︓5～11歳の方
（5歳になる誕生日の前日から、12歳の誕生日の前々日まで接種できます）
（注）12歳の誕生日の前日以降は、原則、12歳以上用ワクチンの接種となります。
　　　1回目に5～11歳用ワクチンを接種し、2回目接種までに12歳になった場合は、
　　　2回目も5～11歳用のワクチンを接種します。
　　　その際、接種券はそのまま使うことが出来ます。
　　　予約システムの設定上、２回目接種は予約できませんので、コールセンターへ
　　　ご連絡ください（19ページ参照）

左のQRコードか下記URLよりワクチン接種予約サイトへアクセスしてください。

https://vaccines.sciseed.jp/suginami-vaccine/login



STEP

4 2回目のご予約の日時に接種会場へ
お越しください。

完了

ワクチン接種完了までの流れ

ご利用方法のご案内

STEP

1 予約サイトにログインして下さい

※電話番号、メールアドレスの登録、初期パスワードの変更を行います。

STEP

2 会場・日時を予約して下さい（接種２回分）

STEP

3 1回目の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／ご利用の流れ

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（接種するご本人のもの）
→健康保険証、マイナンバーカード、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。

④母子手帳

ご注意事項

⑤服薬中の方はお薬手帳をお持ちください

※「１回目・２回目」のセット予約をする場合は
16ページをご参照ください。

※接種の際は保護者の 同伴が必要です。また予診票の「接種希望欄」への
保護者の自署が必要です。



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）

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

0120-023-015

西暦の生年月日



ログイン方法

1
STEP

予約管理画面にログインしてください
接種券番号 /パスワードをご用意ください。

1) 接種券番号・パスワードを入力してください。

※初回ログイン時のパスワードは生年月日８桁の数字となります。
例）1990年4月1日→ 19900401

1 ログイン画面を開いてください。

各項目を入力すると

クリック出来ます。

2 必要項目を入力してログインボタンをクリックして下さい。

1) 入力内容を確認して、利用規約に同意するにチェックを入れ
ログインボタンをクリックしてください。

新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利用マニュアル

4

※パスワードはお間違えないよう入力して下さい。
※万が一、誤ったパスワードを入力し、分からなくなってしまった場合は、杉並区コロ
ナワクチンコールセンターまでお問い合わせ いただくか、P23~P27をご覧下さい。



接種者情報登録

接種者情報を登録して下さい。
必要な情報を入力の上、ご登録を完了して下さい。

1) 必須項目を入力の上、「入力内容を確認」ボタンをクリックして下さい。

1 電話番号登録、メールアドレス登録ページが表示されます。

2 パスワードを設定して下さい。

1) パスワードを設定して下さい。（パスワードの設定条件をご確認ください）
2) よろしければ、入力内容を確認ボタンをクリックして下さい。

新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利用マニュアル

各項目を入力すると

クリック出来ます。

各項目を入力すると

クリック出来ます。

5

※天災により臨時で接種会場を閉鎖する場合等の連絡先として利用します。

※保護者の方の電話番号、メールアドレスをご登録ください
※電話番号とメールアドレスはお間違えないよう入力して下さい。
誤った電話番号とメールアドレスが登録されていると、予約確認
メールが正しく届かなくなります



接種者情報登録

1) 入力内容を確認の上、「この内容で登録」をクリックしてください。

4 マイ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／ご利用マニュアル

3 入力内容確認ページが表示されます。

6



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

ワクチン接種予約を行って下さい。

1) 「新規予約」ボタンをクリックすると次の「予約の検索方法」画面が表示されます。

1 マイページの「新規予約」をクリックしてください。

2 「会場から検索」を選んでください。

クリック

クリック

7

2
STEP



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下さい。

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

8

集団接種会場

令和４年9月16日から実施する会場

・阿佐谷特設会場１階

医療機関 

区内の病院・診療所でも3月以降順次接種を本格化していきます。

詳細は区ホームページをご覧ください。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/news/kansensho/covid-19/vaccine/kodomo/kaijo/kaijo/hospital/index.html

接種場所

集団接種会場に加え、医療機関（診療所、クリニック）でも接種を実施します。

集団接種会場に加え、医療機関（診療所、クリニック）でも接種を実施います。



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

１）「絞り込み」をクリックすると「住所／最寄駅／エリア」 で検索ができる様になります。
※ 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。

「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
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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）内容がよろしければ、「この会場で予約」をクリックして下さい。

4 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

10



１）ワクチンの種類を選択します

（現在、小児用のワクチンは、ファイザー社製のみとなります）

5 ワクチンの選択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

11



6 接種予約ページが表示されます。

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。

7 接種日を指定して下さい。

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

12

1) カレンダーからご希望の接種日を選択して下さい。
※カレンダー上で、カラー表示されている日付が、予約枠に空きがあり、
予約可能となっております。

ポイント
予約は接種前日の午後11時59分まで可能です。



8 接種時間を指定して下さい。

1) 表示された時間帯の中から、ご希望の時間を選択して下さい。

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下さい。
※「内容を修正」ボタンをクリックすると⑤の「接種予約ページ」に戻ります。

9 ご予約内容を確認して下さい。

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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10 接種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下さい。

1) １回目予約にご予約内容が表示されます。

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

14

11



1) 「1回目予約」の下に「２回目予約」の表示枠があります。
2) 「２回目予約」内の「新規予約」ボタンをクリックして下さい。

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

12 ２回目の接種予約を行って下さい。
1回目の接種日から、ファイザー製は3週間以降の日付が表示されます。
2回目の接種日をご予約下さい。

※以下１回目の予約と同じ方法で
ご予約を進めて下さい。

15



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回目・2回目のセット予約をする場合

1) 表示された時間帯の中から、ご希望の時間を選択してください。
※「2回分セット予約」となっている枠が、セット予約となります。

2 接種時間を指定してください。

3 ご予約内容を確認してください。

16

1 会場検索はSTEP3-1・日付検索はSTEP3-2をご参照ください。

1) 1回目予約の3週間後の同時刻に、2回目予約が自動的にセット予約されます。
2) 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、
「予約を確定する」ボタンをクリックしてください。

3) 「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。

2
STEP



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) １回目予約・2回目予約に共にご予約内容が表示されます。
2) 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。
3) 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）

※ メールが届かない場合、P.27をご確認ください。

4 接種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。

5 マイページに予約情報が表示されます。



ご予約の変更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

18

1 予約済の予約情報に対して、空き予約枠の照会・変更が可能です。 

1) 予約の検索方法が表示されたら、検索方法をクリックください。
2) STEP4 と同じ手順で予約してして下さい。
3) 予約操作が完了すると、変更前の予約情報から上書き更新されます。

※セット予約となりますので、1回目・2回目いずれも単体でのご予約の変更は
できません。新規予約時と同様に、1回目予約の3週間後の同時刻に、2回目
予約が自動的にセット予約されます。

1) 「マイページ」の予約情報（1回目）の下の「予約変更」ボタンをクリックしてください。
※セット予約のため、2回目のみ等、単体のご変更は不可となります。

2 予約画面が表示されます。



1回目を11歳で接種され、2回目接種日までに12歳を迎えられた方

２回目接種も小児用ワクチンとなります。

予約システム上、12歳以上の方は小児用の予約を取ることができません。
恐れ入りますが、コールセンターでのご予約をお願いいたします。
※12歳以上対象の予約枠を取らないよう、お気を付けください。

厚生労働省より、以下の見解が示されています。
Q　1回目接種時に11歳だったが、2回目接種時に12歳だった場合の扱いはどうすればよいか
A　接種する日の年齢です。小児用新型コロナワクチンでは、１回目の接種時の年齢に基づいて
　  判断します。
　  １回目の接種時に11歳だったお子様が、２回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、
　  ２回目接種にも小児用ワクチンを使用します。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_for_children.html

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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杉並区コロナワクチンコールセンター

０１２０－０２３－０１５
（午前９時～午後５時／年末年始12/29～1/3休業）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_for_children.html


ご予約のキャンセル方法
1

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。
※「予約変更」・・・予約をキャンセルせずに、ご自身で取得した日付より早い予約の

空き状況を確認し、変更できる機能となります。

予約キャンセルボタンをクリックして下さい。

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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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。



予約キャンセル後のマイページでの表示について

※ １回目・２回目を個別で予約している状態で、１回目のみをキャンセルした場合、
「２回目予約」が、「１回目予約」として繰り上がって表示されます。
（例）
１回目 病院A・ファイザー社ワクチン・2021/5/20 9:00～9:30
２回目 病院C・ファイザー社ワクチン・2021/6/20 17:30～18:00

１回目 病院C・ファイザー社ワクチン・2021/6/20 17:30～18:00
２回目 －

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

１回目予約をキャンセル

21



予約変更の⽅法

1 予約変更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「予約変更」ボタンをクリックして下さい。

1) 予約の検索⽅法を選んで、クリックして下さい。

2 予約の検索⽅法の選択画⾯が表⽰されます。

予約変更⽅法

以下、P.7〜P.14のご予約の流れをご参照ください。

22

新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利用マニュアル



ご利用方法のご案内

ログインパスワードを忘れた場合 （メールでのリセット）
1

ご自身でパスワードをリセットできます。ログイン画面を開いてください。

1) 接種券番号を入力してから、パスワードを忘れた方はこちら をクリックしてください。

2 リセット画面が表示されます。

23 

予約サイトにログイン

新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利用マニュアル



ご利用方法のご案内

3 接種券番号とメールアドレスを入力してください。

1) 入力後、パスワードリセットメールの送信 ボタンを押せる状態になりますので、

クリックしてください。

※初回ログイン時にご登録頂いておりますメールアドレスにリセット用のURLを送信します。

異なるアドレスには送信できませんので、必ずご登録のアドレスをご入力ください。

（ご登録と異なるアドレスや接種券番号の誤りなどは以下のエラー画面になります）

4 ご登録のメールアドレスにパスワードリセットのURLを送付しました。
画面が表示されます。

1) ご登録のメールアドレス宛にパスワードリセットのURLが送付されています。

メール内に記載のパスワードリセット用URLより、パスワードリセットを行います。

届いたメールをすぐに確認してください。
（メールが届かない場合は、画像の条件またはP.27をご確認ください）

24

新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利用マニュアル



ご利用方法のご案内

5 届いたメールを確認してください。

1) 「パスワードリセット用のURLのお知らせ」という題名のメールが届きます。

メール内にあるURLをクリックしてパスワードリセットを行います。

※リンクの有効期限は30分間になりますので、必ず届いてから30分以内に操作ください。

6 パスワードリセット画面が表示されます。

1) パスワードリセットのURLをクリックするとパスワードリセット画面が表示されます。

25

新型コロナワクチン接種予約サイト／ご利用マニュアル



ご利用方法のご案内

7 新しいパスワードを入力してください。

8 パスワードの変更が完了しました。

① パスワードを記載のある正しい形式で設定し直してください。
（パスワード設定条件は、画像の条件またはP.27をご確認ください）

② ①のパスワードと確認が一致しない場合に表示されます。正しく入力し直してください。

1) パスワードを再設定してください。入力後、パスワード設定する ボタンが押せる

状態になりますのでクリックしてください。

9 パスワードの条件に合わない場合は以下のようなエラー画面になります。

①

②

1）パスワードの変更が完了したら、メールで通知が送信されます。内容をご確認ください。

26
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ご利用方法のご案内

ログインパスワードを忘れた場合（電話でのリセット依頼）

電話の場合は「杉並区新型コロナワクチンコールセンター」へお問い合わせください。

1）お手元に接種券番号をご用意いただき、お問い合わせください。

ログインパスワードの初期化（生年月日８桁）を承ります。

※ 再度パスワード設定を行う場合は、新しいパスワード（以下の条件で設定）を

ご考案の上、ご連絡ください。

＜メールが届かない場合について＞

1) 受信設定が「受信する」を選択されていることを確認してください。

2) メールアドレスに全角が混在していないことを確認してください。

3) 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

＜パスワードの設定条件＞

パスワードは半角英数字・記号のうち、2種類を使用し、8文字～100文字で入力してください。

（使用可能な記号：_!@#$%^&*()-+[]{},.<>:~）
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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
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