
【　準備するもの　】

　○スマートフォン、パソコン、タブレット　など

　 　注意：ガラケーで予約はできません

　○接種券付き予診票

　○接種希望日

　○メールアドレス

・右のQRコード を読み取る

・上富良野町ホームページ（右）

・上富良野町公式LINE（下記）

接種券付き予診票

右ﾍﾟｰｼﾞの ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ推奨環境 を確認

・接種券番号（10けたの数字）、生年月日を入力して認証。

・氏名、郵便番号、住所、電話番号（日中連絡可能な番号）を入力。

・メールアドレスを入力し、自治体からのお知らせを「受け取る」に

すると、予約完了後に予約通知メールが届きます。

・接種会場一覧から、希望の接種会場の「詳細・予約」のボタンを押す。

「予約カレンダーを見る」のボタンを押し、空いている日時から選択。

・希望接種日、希望会場（かみん、渋江医院、小野沢整形）、その他の

条件でワクチンの種類を絞り込んで検索することもできます。

・「予約内容確認へ進む」のボタンを押し、予約情報を確認し、

「予約する」のボタンを押したら予約完了です。

・予約完了すると、通知（LINE）、予約内容確認メール（アドレス

入力した場合）が届きます。マイページでも予約確認できます。

・変更、キャンセルもここから可能です。

やってみよう！簡単！

https://jump.mrso.jp/014605/

『あなたの接種券番号』（10けたの数字）を確認

おもての接種日程から接種可能な日程を選ぶ

4回目接種日 月 日 曜日

予約期間9/9（金） 10：0０

～9/14（水）18：00 

券番号

【 予約の手順 】 予約サイトに接続したら画面に従って入力します

ウェブ

いずれかからアクセス
予約サイト

接続

情報入力

会場選択

日時選択

予約確認

必須ではありませんが入力すると予約通知メールが届いて便利です

【covid19-vaccine＠mrso.jp】から受診できるよう設定

住 所
氏 名

➀右のQRコードを読み込む

➁上富良野町公式LINE 画面でお友達追加を押す

予約する場合はメニューの

『 新型コロナワクチン接種の予約 』にある 予約する＞ からワクチン予約サイトに接続、

上記の手順に沿って予約

公式ＬＩＮＥからメッセージを受け取る・予約する

ワクチンに関しての情報をお知らせしますので、登録をおすすめします

ライン

LINE

予約後に、変更・キャンセルする場合

・QRコード 、町ホームページ、LINE いずれかからアクセス

・接種券番号（10けたの数字）、生年月日を入力

・マイページに現在の予約内容が表示される

・この予約をキャンセルする を押す

・予約キャンセルが完了すると通知等が届く

・変更の場合は、再度予約サイトで予約を取り直す

・体調不良などやむを得ない理由以外の変更はご遠慮ください。

・直前ではなく、できるだけ早くご連絡ください。ワクチンを廃棄しないために、

ご協力をお願いします。

連絡先 WEBやLINEでは変更・キャンセルできません。下記に電話をしてください。

※連絡時に接種券番号が必要です

連絡先 上富良野町保健福祉総合センターかみん

ワクチン専用電話 0167-56-7889 または 保健福祉課 0167-45-6987

インターネット推奨環境 いずれも最新バージョン

・iPhone、iPad、Mac ： SafariまたはGoogle Chrome 

・Windowsパソコンやタブレット ：Microsoft Edge、

Microsoft Internet Explorer 11

・アンドロイド ：Google Chrome

Microsoft Internet Explorer は11以外は正常に作動しないことがあります

他推奨環境を利用下さい

予約サイト

接続

キャンセル

再度予約を

取る

9/15（木）以降の 予約の変更・キャンセルについて

最終 9月14日（水）まで 変更・キャンセル可能です。

予約サイトからの変更方法

Weｂ・LINE予約の方 → 予約サイトから自分で変更（下記）

電話予約の方 → 電話予約日に電話で連絡 (接種券番号が必要）

Q Web、LINE 予約で複数人の予約をする場合は？

トップページに戻り、接種券番号の入力から再度同じ手順で予約を行ってください



 

 新型コロナワクチン接種のお知らせ 
 

３回目ワクチン接種終了後 5か月以上経過した 60歳以上と 18歳から 59歳の基礎疾患を有す

る方に、４回目接種のご案内です。添付の説明書をお読みになり、効果と副反応を理解した上で接種の

判断をお願いします。     
    
【接種実施日とワクチンの種類】   

              ※ワクチンは従来から使用しているワクチンになります。 

オミクロン株（BA.1）に対応した新型コロナワクチン接種日程は、現在のところ未定です。 

【予約方法】  
〇接種券番号が必要ですので、接種券つき予診票をお手元に用意して下さい。 

〇予約方法を下記①～③のいずれか選び予約してください。 
 

◆4回目の接種間隔：3回目接種終了後 5か月以上経過していること。 

◆新型コロナウイルスに感染した方：療養期間終了日から 1か月経過していること。 
                 

       

日にち 曜日 
ワクチン

の種類 

接種会場 

上富良野 

町立病院 
かみん 渋江医院 

小野沢整形 

外科 

午後のみ 午後のみ 午前午後 午前午後 

９/２１ 水 モデルナ 〇 × 〇 × 

9/２２ 木 ファイザー × 〇 × 〇 

９/２６ 月 ファイザー × 〇 〇 〇 

９/27 火 ファイザー × × × 〇 

９/2８ 水 ファイザー × × 〇 〇 

９/29 木 ファイザー × 〇 × × 

９/30 金 ファイザー × × 〇 × 

①Web予約 ９月 ９日（金）  開始 10：00  

      ～ 

９月１４日（水）  終了 18：00 

予約方法：裏面をご覧ください 
 

＊電話予約は大変混みあいます。 

できる限り Web・LINE での予約を 

お願いします。 ②LINE予約 

③電話予約 

９月 9 日（金）12 日（月）14 日（水） 

10：00 ～ 18：00 

◎ワクチン専用電話  

☎0167-56-7889 

〇保健福祉総合センターかみん 

☎ 0167-45-6987 

＊日時厳守 
 （左記以外は受付していません） 

＊開始日は大変混みあいます。 

 間をおいて、おかけ直しください。 

＊病院での予約受付は行ってい 

ません。 

4回目 

注意 

院内接種 

※18歳：接種日の年齢 

接種当日の注意事項 

※連絡なく予約受付時間を過ぎても会場に来られていない場合はキャンセルさせていただきます。 

持ち物 

①接種券つき予診票（同封しています） 

◇予診票と接種済証は切り離さないでください 

◇記入してご持参ください 

◇接種済証は４回目接種後にお渡しします 

②おくすり手帳  

服薬している方は必須です。 

忘れずにお持ちください！ 

③健康保険証等（身分を確認できるもの） 
 

服 装  

〇肩を出しやすい服装（着脱しやすい服装） 

※肌着は半そでのシャツを着て来てください。 

スムーズな接種にご協力お願いします。 

〇マスク着用 

 

体調の確認 
 
※以下の条件に該当される方は、受診をひかえ、欠席のご連絡下さい。  

〇せきや喉の痛み、発熱などの風邪症状がある方 

〇頭痛や強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある方 

〇下痢などの消化器症状がある方 

〇味覚、嗅覚等に異常がある方 

〇1週間以内に新型コロナウイルスの陽性者や疑いの方と接触歴がある方 
    

＜ワクチン接種の日時、場所に関する問合せ＞ 

上富良野町保健福祉総合センターかみん 保健福祉課 健康推進班 

平日 8時 30分～17時 15分 

ワクチン専用電話  (0167) 56-7889 

保健福祉課      (0167) 45-6987 
 

× 

注意 


