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予約開始日は以下のとおりです。

新型コロナワクチン接種予約サイトURL 予約サイトQRコード

https://vaccines.sciseed.jp/katsuura/login

対象年齢 予約開始日

64歳～60歳 7月28日（水）

59歳～50歳 8月2日（月）

49歳～12歳 8月6日（金）

新型コロナワクチン接種予約サイト
ご利用のご案内

https://vaccines.sciseed.jp/katsuura/login


１．予約ページへのログイン

接種券見本

２．接種者情報の登録

画面１

画面2

・新型コロナワクチン接種予約サイト（以下、

　「予約サイト」。）へアクセスするとログイン

　画面が表示されます。

・勝浦市から送付された【新型コロナウィルスワ

　クチン接種のお知らせ】に同封しました【接種

　券】に記載しております【券番号】を予約サイ

　トの接種券番号に、パスワードはご自分の生年

　月日が【1990年4月1日】でしたら

　【19900401】のように８桁を半角数字で

　それぞれ入力してください。

・券番号は以下の接種券見本の赤枠内に記載して

　います。（番号はすべて同じ）

・各項目に入力後、「利用規約に同意する」の左

　にあるチェックボックスにチェックを入れ、

　「ログイン」ボタンを押すと、ログインが

　できます。

・ログイン後、接種者情報を登録します。

・各入力項目に必要な内容を入力してください。

　メールアドレス以外の各項目は入力が必須と

　なっていますので、必ず入力してください。

・メールアドレスは任意入力ですが、入力した時

　は、メール受信設定の「受信する」または

　「受信しない」のいずれかを選択してください。

・各項目の入力が完了しましたら、「次へ進む」

　ボタンを押してください。

※メールアドレスを登録すると、接種予約の完了

　通知メール、接種の予約日の前日15時にリマイ

　ンド通知メールがそれぞれ届きます。
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３．パスワードの設定

画面３

画面４

・「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確

　認」欄に、それぞれ同じパスワードを入力してく

　ださい。

・入力が完了しましたら、「入力内容を確認」ボタ

　ンを押してください。

※登録したパスワードは、予約サイトにアクセスす

　る時に必要になりますので、大切に保管してくだ

　さい。

※パスワードは半角アルファベット（大文字・小文

　字）・数字・記号の３種類のうち、2種類を使用

　し、8文字以上で入力してください。

・入力内容を確認の上、よろしければ「この内容で

　登録」ボタンを押してください。

・これで接種者情報登録は完了です。

・つづいて接種日の予約をしてください。

※登録した内容は後で変更することができます。
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４．接種日の予約

画面５

画面６

・接種者情報の入力が完了すると、マイページの

　画面が表示されます。

・接種日の予約は、「マイページ」の下段の「新規

　予約」ボタンを押してください。

※このページから接種日の予約、キャンセルや確認

　ができます

※接種者情報を登録後に、予約サイトのログインを

　するとこのページが開きます。

・予約の検索方法の画面が表示されますので、以下

　のいずれかの方法から予約してください。

　「会場から検索」

　　４ページ　６．「会場から探す」で予約へ

　「日付から探す」

　　７ページ　７．「日付から探す」で予約へ
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５．接種日の予約　～「会場から探す」による予約～

画面７

画面８

画面９

・画面６で「会場から探す」ボタンを押すと、画面

　７が表示されます。

・「予約可能」と表示されている施設が接種の予約

　ができますので、任意の施設を選択し、会場名を

　押してください。

※各施設で使用されるワクチンは、いずれもファイ

　ザー社製のワクチンです。

※塩田病院では、中学生以下の方のワクチン接種は

　できませんので、予約しないでください。

・接種会場を選択すると、画面８が表示されます

　ので、接種会場を確認し、「この会場で予約」

　ボタンを押してください。

・画面９が表示されますので、希望日時の赤枠

　内を押してください。

予約

可能
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画面１０

画面１１

画面１２

・画面１０が表示されますので、接種を希望する

　日付を選択し、日付を押してください。

※予約の空きがある日付は、緑色で表示されます。

・画面１１が表示されますので、接種予約できる時

　間帯には〇が、接種できない時間帯は×がそれぞ

　れ表示されますので、〇が表示されている時間帯

　からご希望の時間帯を押してください。

※接種予約のできる時間帯には、接種枠の残数が表

　示されます。ご家族などでお時間を合わせて接種

　をお考えの場合は、接種枠の残数に余裕がある日

　時を選択してください。

・画面１２が表示されますので、画面１１で選択し

　た希望日時が表示されますので、ご確認のうえ、

　「次へ」ボタンを押してください。
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画面１３

画面１４

画面１５

・画面１３が表示されますので、接種予約した内容

　を確認のうえ、よろしければ「予約を確定する」

　ボタンを押してください。

・画面１４が表示され、ご予約が完了します。

・表示された「マイページ」ボタンを押すと、マイ

　ページに戻り、予約した内容が確認できます。

　（画面15）

※１ページ２．接種者情報の登録の時に、メールア

　ドレスを登録し、メール受信設定を「設定する」

　にされていますと、設定したメールアドレスに予

　約完了通知メールが送信されます。

※1回目の接種を希望する日時を選択すると、3週

　間後の同じ曜日を、自動的に2回目の接種日とし

　て予約しますので、別途、2回目の予約をする必

　要はありません。
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６．接種日の予約　～「日付から探す」による予約～

画面１６

画面１７

画面１８

・３ページの画面６で「日付から探す」ボタンを押

　すと画面１６が表示されます。

・「接種ワクチンを選択してください」を押すと、

　画面１７のように３種類のワクチンが表示されま

　すので、「ファイザー社ワクチン」を押してくだ

　さい。

・次に、日付の項目の赤枠内を押すと、画面１８が

　表示されますので、勝浦市から送付された【新型

　コロナウィルスワクチン接種のお知らせ】に同封

　しました【予約カレンダー】をご確認のうえ、

　希望する接種日を押してください。　

※【予約カレンダー】は送付しました【予診票の記

　載例】の裏に記載していますので、ご確認くださ

　い。
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画面１９

画面２０ 画面２１

・画面１９が表示されますので、接種予約ができる

　時間帯には〇が、できない時間帯には×がそれぞ

　れ表示されますので、〇が表示されている時間帯

　から希望する時間帯を押してください。

・画面２０が表示されますので、接種予約した内容

　を確認し、よろしければ「予約を確定する」ボタ

　ンを押してください。

・画面２１が表示され、ご予約が完了します。

・表示された「マイページ」ボタンを押すと、マイ

　ページに戻り、予約した内容が確認できます。

※１ページ２．接種者情報の登録の時に、メールア

　ドレスを登録し、メール受信設定を「設定する」

　にされていますと、設定したメールアドレスに予

　約完了通知メールが送信されます。

※１回目の接種を希望する日時を選択すると、3週

　間後の同じ曜日を、自動的に2回目の接種日とし

　て予約しますので、別途、2回目の予約をする必

　要はありません。
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７．予約サイトからログアウト

画面２2

画面２3

・マイページ画面の右上にある赤枠内の「≡」ボタ

　ンを押すと、画面２３のように帯状のメニューが

　表示されますので、画面右下に表示された「ログ

　アウト」を押すと、予約サイトからログアウトが

　でき、ログイン画面が表示されます。
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８．接種予約のキャンセル

画面２５ 画面２６

画面２７

画面２４

・マイページの予約情報の下の「予約キャンセル」

　ボタンを押してください。

・画面２５が表示されますので、内容をご確認のう

　え、よろしければ「予約キャンセル」ボタンを押

　してください。

・キャンセルが完了すると画面２６が表示されます。

・マイページに戻りますと画面２７のように、接種

　予約が無い状態が表示されます。

※１ページ２．接種者情報の登録の時に、メール

　アドレスを登録し、メール受信設定を「設定す

　る」にしていると、設定したメールアドレスに

　予約キャンセル通知メールが送信されます。
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９．接種予約日の変更

１０．登録情報の変更

画面２８

画面２９

画面３０

・マイページの予約情報の下の「予約変更」ボタン

　を押してください。

・接種予約の変更方法は、新規予約と同様ですので、

　３ページの５．接種日の予約方法をご確認くださ

　い。

・マイページの「登録情報変更」ボタンを押してく

　ださい。

・画面３０が表示されますので、各入力項目に必要

　な内容を入力してください。

　メールアドレス以外の各項目は入力が必須となっ

　ていますので、登録情報に変更が無い場合でも

　必ず入力してください。

・メールアドレスを元々入力している場合は、再度

　入力してください。

・各項目の入力が完了しましたら、「次へ進む」

　ボタンを押してください。

・入力内容の確認画面が表示されますので、内容が

　よろしければ「この内容で登録」ボタンを押すと

　登録情報の変更が完了します。

※マイページに変更内容は表示されませんが、登録

　情報は変更されています。
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１１．パスワードの変更

画面３１

画面３２

・マイページの「パスワード変更」ボタンを押して

　ください。

・画面３２が表示されますので、「現在のパスワー

　ド」に現在設定しているパスワードを入力し、

　「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確

　認」の２箇所に新しく設定するパスワードを入力

　してください。

・入力が完了したら、「再設定」を押してください。

　すると、パスワードの変更が完了します。

※変更したパスワードは、予約サイトにアクセスす

　る時に必要になりますので、大切に保管してくだ

　さい。
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１２．メール受信設定の変更

画面３３

画面３４

・マイページの「メール受信設定」ボタンを押して

　ください。

・画面３４が表示されますので、「受信する」また

　は「受信しない」のいずれかを選択し、「設定」

　ボタンを押すと、メール受信設定の変更が完了し

　ます。
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１３．その他

＜ログインパスワードを忘れた場合＞

「勝浦市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。

電話番号　０１２０－７０２－８７０（土日祝日を含む毎日午前９時から午後５時）

・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。

＜メールが届かない場合について＞

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

メールがセキュリティ設定などのため、届かない場合があります。

セキュリティ設定をされている方は、お使いの携帯電話の指定メール受信設定機能により、

以下のメールアドレスが受信できる状態にしてください。

info@mail.vaccines.sciseed.jp

または、IDとパスワード（初回ログイン時にご自分で設定）にてログインの上、予約状況を

御確認ください。

＜パスワードの設定条件＞

パスワードは半角アルファベット（大文字・小文字）・数字・記号のうち、2種類を使用し、

８文字以上で入力してください。
（使用可能な記号：̲!@#$%^&*()-+[]{},.<>:∼）
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