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北名古屋市
新型コロナウイルスワクチン接種

3回目以降専用
予約サイト
〔解説〕

WEB予約のしかたについてPC画面を用いて解説します。
予約システムへのご利用はスマートフォンからも可能です。



北名古屋市発行の3回目以降の接種券をお持ちの方から予約を取
ることができます。
接種券は、前回の接種後3か月経過した方へ順次発送しております。

転入された方や本市に接種記録が無い方は、接種券の発送に申請
が必要です。
接種券が届かないなど、ご不明な点がある場合は、相談窓口へ
ご連絡ください。

北名古屋市ワクチン接種電話相談窓口
TEL 0568-22-8809

こちらは今後、政府の方針やワクチン供給量によって変更となる場合があります。
最新の情報は北名古屋市ホームページに随時掲載いたします。
そちらも併せてご確認ください。

多くの方がワクチン接種をすることにより、
感染の拡大を防ぎ、また万が一感染した場合も
重症化を防ぐことが出来ます。
安心して接種を受けるためにも、接種券に同封
されている注意事項などをきちんと読んで
理解してから、接種予約をしましょう。

北名古屋市で住所地外接種（住民登録が北名古屋市でない方）を
希望する場合は、住所地外接種の届け出をしたうえで、
お手元にお住いの市町村から届いた接種券をご用意のうえ、
北名古屋市予約コールセンター TEL0120-797-366へご連絡くださ
い。

3回目以降接種予約の対象者



1. 「接種券」をお手元にご用意ください

・接種券番号は10桁の数字になっています。
・接種券は、予診票と一体型になっています。（A3サイズ）
右半分が予診票です。予診表の記入は接種当日までにご記入をお済ませください。

・接種券がない場合は、予約は出来ません。紛失や汚損の場合は、
北名古屋市ワクチン接種電話相談窓口 （0568-22-8809）へお問い合わせください。

WEB予約に必要な情報は接種券番号と生年月日（西暦）です！
お手元に「接種券」を準備出来たら、早速「住民用予約サイト」に
進んでみましょう。

接種券番号

接種券番号

接種券番号

接種券は、接種当日に必ず持参してください。
また接種済証は接種後も 無くさないように大切に保管してください。

接種済みの情報（年月日およびワクチン種類）
が記載されています。



３回目以降専用WEB予約サイト ※1回目と2回目の予約サイトは異なる別のサイトです。

https://queue.smp.ne.jp/waitingroom?r=vaccine3_kitanagoya

●24時間いつでもアクセス可能です。
●予約日の選択は、接種から3か月以後からお選びいただきます。

例）
2回目接種 2022年2月1日➪3回目予約可能日 2022年5月1日以後
3回目接種 2022年2月1日➪4回目予約可能日 2022年5月1日以後
4回目接種 2022年2月1日➪5回目予約可能日 2022年5月1日以後

接種間隔は、今後変更となる可能性もあります。
最新の情報は北名古屋市ホームページにてお知らせいたします。

●新規の予約は接種日の３日前（中２日）に締め切ります。

●キャンセルの場合は、接種日の2日前までにお願いします。

北名古屋市以外の市町村で発行された接種券をお持ちの場合は、こちらの住民用予約サイトを
直接ご利用いただくことは出来ません。まず、予約コールセンターへご連絡ください。

2. 3回目以降専用WEB予約サイトへアクセスしてみましょう！

何も操作していない（入力が途絶える）とセッション時間が切れて
最初のログイン画面に戻ります。
その場合は、もう一度ログインからやり直してください。

3. 3回目以降専用WEB予約サイトへ ログイン！
① ログインIDは接種券番号、パスワードは西暦の生年月日を全て半角で入力してください。
例）1950年1月1日生まれ ➱19500101
※前回の接種予約でご自身で別のパスワードを設定した場合も、
接種予約サイトに最初にアクセスする際は、生年月日にリセットされています。

② 「ログイン」をクリックしてください。いよいよ接種予約スタートです。

（ID)←接種券番号

（パスワード）←生年月日

←「ログイン」ボタン
ここをクリックして次の画面へ



ワクチン接種の記録管理は、各自治体で行っています。
接種券発行が他の自治体になっている（住民登録を北名古屋市以外の自治体で
している）場合は北名古屋市の予約システムは利用できません。
(1回目～4回目を北名古屋市で住所地外接種していても同様です。）

必ずコールセンターへご連絡が必要です！

オペレーターが前回までの接種記録を北名古屋市の住民用予約システムに反映いたします。

重要 北名古屋市の接種会場で住所地外接種を希望する場合

前回までの接種記録を
システムに反映しますので、
4回目の接種日と接種した

ワクチンの種類を教えてください。

●●市で住民登録しているのですが、
北名古屋市内の接種会場で
5回目ワクチン接種を希望します。

北名古屋市
ワクチンコールセンター

TEL0120-797-366

↓氏名が表示されます。

←予約をクリック

↓予約する回数が正しいか
必ずご確認ください



５. 「ワクチン接種画面」画面で個人情報を確認！

（性別）

（生年月日）

（電話番号）

名前、性別、生年月日（自動入力済み）、電話番号は入力必須項目です。
メールアドレスの入力は任意ですが、入力をお願いします。
登録しておくと予約完了時や接種前日に、お知らせのメールが届きます。
「うっかり防止」のために登録をお勧めいたします。

表示された個人情報が正しければ、いよいよ予約へ。

←「接種会場の選択」こちらをクリックして
検索画面へすすんでください。（別ウィンドウ）

←こちらは空欄になっています。
予約が完了すると予約情報が
表示されます。

予約検索画面

（開設は次ページへ）

←以前、予約を本システムで取った方はその際
に入力した情報が表示されます。
誤りが無いか念のためご確認をお願いします。

090-0000-0000

〇〇〇@kita.co.jp （メールアドレス）

テスト （名前）



※2022年11月現在の接種会場一覧です。
情報が更新された場合は、最新の一覧をこちらからご覧いただけます。

６. 希望条件に合った予約枠をさがしましょう。

←「検索」ボタン

特に何も入力せずに検索をする
ことで、予約可能な近い日にち
順に検索結果が表示されます。

候補が多い場合に施設名
（接種会場名）などを入力する
ことで、絞り込み検索をすること
ができます。

検索条件を入力し、「検索ボタン」をクリックしてください。

数字は半角で
入力してください

２０２２/７/１2022年7月１日

←空欄で検索すると予約可能な一番近い日にちの
予約枠が検索できます。

←「施設名」を入力すると絞り込み検索ができます。

「ワクチン名」いずれかを選択。→
※ファイザー製ワクチンの予約枠
が満員で、検索結果が表示され
ない場合があります。
その場合はモデルナにチェックし
て検索をお試しください。



↑
施設名（ワクチン名）

↑
接種会場
住所

↖
枠数

（ワクチン数）

↑
受付

開始時間

↑
受付

終了時間

ここをクリックして
予約枠を選択し
てください。

↑
接種
予約日

●ご家族でも予約はお一人ずつ！
同時に複数人の予約を承ることはできません。同じ時間帯の予約を
ご家族で希望される場合は出来るだけワクチンの残数の多い枠を
取るのがポイントです。

７. 希望予約枠を指定しましょう！

※こちらは検索結果のイメージです。

検索結果から一番希望に近いものを選び、施設名のところをクリック。
→「ワクチン接種予約」画面に戻ります。

８. 指定した予約内容を確認！
「ワクチン接種予約」画面で 指定した予約内容を確認します。
内容が間違っていなければ、「予約する」をクリック。→最終の意思確認へ。

←「予約する」 内容確認出来たらここをクリック。

●●●病院（モデルナ）

2022年●月●日

09時15分

09時30分

選択した予約枠の内容がこちらに反映されます。
①接種場所（ワクチン名）
②接種予約日
③受付開始時間
④受付終了時間
を確認しましょう。（この時点で変更する場合は、「施設選択」を
クリックして検索からやり直します。）

まだ予約は完了していません!!
最後の意思確認があります。

2022年7月１日

2022年7月１日

2022年7月１日

2022年7月１日

2022年7月１日

2022年7月１日

2022年7月１日



９. 最終の意思確認から予約完了（確定）へ

←「はい」をクリック。

予約確定前の「最終意思確認」画面 予約内容に間違いがなければ、「はい」をクリック。→「登録情報」へ。

これで無事に予約完了（確定）です！

登録情報の画面で、予約情報が確実に反映していることをチェック！

予約詳細（日時・会場）は忘れないようにメモを控えておきましょう。

10. ワクチン接種の予約状況を最終確認

登録情報画面 接種予約の最終意思確認で「はい」をクリックするとこちらの画面が出ます。

アクセスが集中し、「はい」をクリックしてから
登録情報画面に移行するのに少々時間を
要する場合があります。
その間に複数回のクリックをすると誤作動に
繋がる可能性があります。
一旦クリックしたら、画面が移行するまで
そのままお待ちください。

予約内容がこちら表示されます。
きちんと表示されているか
必ずご確認ください。

3回目接種予約の方

4回目接種予約の方

予約内容がこちら表示されます。
きちんと表示されているか
必ずご確認ください。

↓氏名が表示されます。

↓氏名が表示されます。



5回目接種予約の方

↓氏名が表示されます。

予約内容がこちら表示されます。
きちんと表示されているか
必ずご確認ください。



1１. 予約キャンセル

予約完了後、ご自身の都合により、接種日時や会場を変更する際は、
取り消し（キャンセル）の作業をし、あらためて予約を取り直す必要があります！

「登録情報」画面 3回目以降専用予約サイトにログインする。
→「キャンセル」をクリックし、「ワクチン接種予約キャンセル」画面へ

4回目キャンセルの方

3回目キャンセルの方
↓氏名が表示されます。

↓氏名が表示されます。

「キャンセル」をクリック →

「キャンセル」をクリック →

5回目キャンセルの方
↓氏名が表示されます。

「キャンセル」をクリック →



1１. 予約キャンセル

「ワクチン予約キャンセル」画面 予約キャンセルの意思確認です。
→キャンセルする内容を確認し、 「キャンセルする」をクリックします。→最終の意思確認へ

↑
「キャンセルする」をクリック
別ウィンドウで最終の意思確認画面が現れます。

まだキャンセルは
完了していません。

13時15分

13時30分

「登録情報」画面へ戻ります。予約が消えているかどうか最終確認してください。

キャンセルの最終意思確認画面が表示されます。

←「はい」をクリック。
これでキャンセル完了です。



1２. 予約キャンセル状況の確認

●接種前日または当日の急な予約キャンセルの場合も、
接種会場（医療機関）へは直接連絡せず、
予約受付コールセンターへご連絡ください。

予約コールセンター
☎0120-797-366 （9:00～18:00 無休）

新たな予約を取り直す場合は、「予約」をクリックして続けてください。

4回目キャンセルの方

3回目キャンセルの方

この部分の情報
が消えていたら
キャンセル完了

↓氏名が表示されます。

↓氏名が表示されます。

5回目キャンセルの方

この部分の情報
が消えていたら
キャンセル完了

↓氏名が表示されます。

この部分の情報
が消えていたら
キャンセル完了


