
WEB予約の方法について（事前準備）

・お手元に届いた接種券を用意し、赤枠内の接種券番号を確認してください。

【参考】 接種券サンプル

1

接種券番号

（例：5678900002）

うぇぶ よやく ほうほう じぜんじゅんび

てもと とど せっしゅけん ようい あかわくない せっしゅけんばんごう かくにん

さんこう せっしゅけん さんぷる

せっしゅけんばんごう

れい



WEB予約の方法について（ログイン）

・接種券番号とパスワード（生年月日）を入力してログインします。

・1回目、2回目の接種予約の際と同じパスワードを使用します。

2

①接種券番号を入力します。

※接種券番号⇒10桁の接種券番号

1

3

②パスワードを入力します。

※パスワード⇒西暦8桁の生年月日

（例:1990年1月1日の場合は、19900101）2

③「ログイン」をクリックします。

⇒【過去にログインをしたことがある方】は13ページへ

⇒【初めてログインする方】は8ページへ

【パスワードを忘れてログインできない方】

④こちらをクリックの上、パスワードの再発行を

します。再発行したパスワードで再度ログイン

をしてください。

⇒ログインができなかった方は4ページへ

4

【1回目、2回目のパスワードが分かる方】

1回目、2回目の接種予約の際に用いたパスワー

ドでログインができます。

⇒ログインができた方は13ページへ

せっしゅけんばんごう ぱすわーど せいねんがっぴ にゅうりょく ろぐいん

かいめ かいめ ぱすわーど わ かた

かいめ かいめ せっしゅよやく さい おな ぱすわーど しよう

かいめ かいめ せっしゅよやく さい もち ぱすわーど

ろぐいん

ろぐいん かた ぺーじ

せっしゅけんばんごう にゅうりょく

せっしゅけんばんごう けた せっしゅけんばんごう

ぱすわーど にゅうりょく

ぱすわーど せいれき けた せいねんがっぴ

れい ねん がつ にち ばあい

ろぐいん くりっく

かこ ろぐいん かた ぺーじ

はじ ろぐいん かた ぺーじ

ぱすわーど わす ろぐいん かた

くりっく うえ ぱすわーど さいはっこう

さいはっこう ぱすわーど さいど ろぐいん

ろぐいん かた ぺーじ

うぇぶ よやく ほうほう ろぐいん



3

WEB予約の方法について（パスワード変更）

1

2

・パスワードを忘れた方は再発行の手続きが必要です。

①接種券番号を入力します。

※接種券番号⇒10桁の接種券番号

②メールアドレスを入力します。3

③「メールを送信する」をクリックします。

ぱすわーど わす かた さいはっこう てつづ ひつよう

うぇぶ よやく ほうほう ぱすわーど へんこう

せっしゅけんばんごう にゅうりょく

せっしゅけんばんごう けた せっしゅけんばんごう

めーるあどれす にゅうりょく

めーる そうしん くりっく



4

※このメールは 大阪市 新型コロナウイルスワクチン接種予約受付システムから
メールアドレス確認のため送信しています。

接種券番号： 5678900002 様

新型コロナウイルスワクチン接種予約受付システムからパスワード初期化申請のため、
登録頂きましたメールアドレスに確認のメールをお届け致しました。

24時間以内に下記のURLを開いてログインしてください。

https://○○○○○○○○○○○○○○○○

24時間を経過するとメールの確認は無効になります。
その場合は改めてメールアドレスを登録してください。

このメールは送信専用のメールアドレスから配信されています。
このメールへの返信はできませんのでご了承ください。

———————————————————————
大阪市 新型コロナウイルスワクチン接種予約受付システム
https://v-yoyaku.jp/271004-osaka
———————————————————————

• 受信したメールに記載されているURL（赤枠）より、再度ログインしてください。

WEB予約の方法について（パスワード変更）

受信メールのイメージ

じゅしん めーる きさい あかわく さいど ろぐいん

じゅしんめーる いめーじ

うぇぶ よやく ほうほう ぱすわーど へんこう
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• もう一度、接種券番号とパスワード（西暦８桁）を入力し、「ログイン」をクリックします。

1

2

①接種券番号を入力します。

※接種券番号⇒10桁の接種券番号

②パスワードを入力します。

※パスワード⇒西暦8桁の生年月日

（例:1990年1月1日の場合は、19900101）
③「ログイン」をクリックします。

⇒13ページへ

3

WEB予約の方法について（パスワード変更）
うぇぶ よやく ほうほう ぱすわーど へんこう

いちど せっしゅけんばんごう ぱすわーど せいれき にゅうりょく ろぐいん くりっく

せっしゅけんばんごう にゅうりょく

せっしゅけんばんごう けた せっしゅけんばんごう

ろぐいん くりっく

ぺーじ

ぱすわーど にゅうりょく

ぱすわーど せいれき けた せいねんがっぴ

れい ねん がつ にち ばあい
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【参考】WEB予約の方法について（待機画面）

・予約が集中する時間帯では、受付画面に順番にお通しするため、「待機画面（順番待ち画面）」

が表示されることがあります。エラーではありませんので、そのままお待ちください。

再読み込み・F5キーを押されますと、待ち時間がより長くなることがあります。

ゲージがたまりますとログイン画面に

切り替わります

よやく しゅうちゅう じかんたい うけつけがめん じゅんばん とお たいきがめん じゅんばんま がめん

ひょうじ えらー ま

さいよ こ えふ きー お ま じかん なが

げーじ ろぐいん がめん

き か

さんこう うぇぶ よやく ほうほう たいきがめん



7

・メールアドレスを登録します。

※メールアドレスは本人確認のほか、予約内容の確認や災害時による中止の際の緊急連絡などに使用いたします。

1

2

①メールアドレスを入力します。

※スマートフォンのメールアドレスをご利用の場

合、設定によりメールが受信できない場合がご

ざいます。指定受信設定をされている場合は、

ドメイン”v-yoyaku.jp”を受信可能に設定して

ください。

②「確認メールを送信する」をクリック

します。

⇒次のページへ続く

【参考】WEB予約の方法について（メールアドレス登録）

めーるあどれす とうろく

めーるあどれす ほんにんかくにん よやくないよう かくにん さいがいじ ちゅうし さい きんきゅうれんらく しよう

めーるあどれす にゅりょく

すまーとふぉん めーるあどれす りよう ば

あい せってい めーる じゅしん ばあい

していじゅしんせってい ばあい

どめいん じゅしんかのう せってい

さんこう うぇぶ よやく ほうほう めーるあどれす とうろく

かくにん めーる そうしん くりっく

つぎ ぺーじ つづ



• 次の画面が表示されますので、登録したメールアドレスに届いたメールをご確認ください。

8

【参考】WEB予約の方法について（メールアドレス登録）

つぎ がめん ひょうじ とうろく めーるあどれす とど めーる かくにん

さんこう うぇぶ よやく ほうほう めーるあどれす とうろく
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※このメールは 大阪市 新型コロナウイルスワクチン接種予約受付システムから
メールアドレス確認のため送信しています。

接種券番号： 5678900002 様

新型コロナウイルスワクチン接種予約受付システムのご本人確認のために
登録頂きましたメールアドレスに確認のメールをお届け致しました。

24時間以内に下記のURLを開いてログインしてください。

https://○○○○○○○○○○○○○○○○

24時間を経過するとメールの確認は無効になります。
その場合は改めてメールアドレスを登録してください。

このメールは送信専用のメールアドレスから配信されています。
このメールへの返信はできませんのでご了承ください。

———————————————————————
大阪市 新型コロナウイルスワクチン接種予約受付システム
https://v-yoyaku.jp/271004-osaka
———————————————————————

• 受信したメールに記載されているURL（赤枠）より、再度ログインしてください。

【参考】WEB予約の方法について（メールアドレス登録）

じゅしん めーる きさい あかわく さいど ろぐいん

さんこう うぇぶ よやく ほうほう めーるあどれす とうろく
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• もう一度、接種券番号とパスワード（西暦８桁）を入力し、「ログイン」をクリックします。

WEB予約の方法について（ログイン）

1

2

①接種券番号を入力します。

※接種券番号⇒10桁の接種券番号

②パスワードを入力します。

※パスワード⇒西暦8桁の生年月日

（例:1990年1月1日の場合は、19900101）

③「ログイン」をクリックします。

⇒12ページへ

3

いちど せっしゅけんばんごう ぱすわーど せいれき けた にゅうりょく ろぐいん くりっく

せっしゅけんばんごう にゅうりょく

せっしゅけんばんごう けた せっしゅけんばんごう

ろぐいん くりっく

ぺーじ

ろぐいん

ぱすわーど せいれき けた せいねんがっぴ

れい ねん がつ にち ばあい

うぇぶ よやく ほうほう ろぐいん



WEB予約の方法について（アカウント情報登録）

• お名前を入力し、「登録する」をクリックします。（電話番号、パスワード変更は任意入力項目です。）

1

4

①お名前を入力してください。

必須項目：お名前（数字・記号は入力不可）

④「登録する」をクリックします。

⇒13ページへ

11

2

3

②③電話番号とパスワードは必要に応じて入力し
てください。
②③電話番号とパスワード変更は必要に応じて入

力してください。

なまえ にゅうりょく とうろく くりっく でんわばんごう ぱすわーどへんこう にんいにゅうりょくこうもく

なまえ にゅうりょく

ひっすうこうもく なまえ すうじ きごう にゅうりょくふか

でんわばんごう ぱすわーどへんこう ひつよう おう にゅう

りょく

とうろく くりっく

ぺーじ

うぇぶ よやく ほうほう あかうんと じょうほう とうろく



WEB予約の方法について（マイページ）

• マイページにて、予約登録（新規予約・変更・取り消し）やアカウント情報の変更が可能です。

12

【ポイント】

3回目のマイページはオレンジ

色です。※1～2回目のマイ

ページは緑色です。

まいぺーじ よやくとうろく しんきよやく へんこう と け あかうんと じょうほう へんこう かのう

ぽいんと

かいめ まいぺーじ おれんじ

いろ かいめ まい

ぺーじ みどりいろ

うぇぶ よやく ほうほう まいぺーじ



WEB予約の方法について（予約）

• マイページにて、3回目接種の予約を開始します。

13

①「予約・変更する」をクリックします。

⇒次のページへ続く

まいぺーじ かいめ せっしゅ よやく かいし

よやく へんこう くりっく

つぎ ぺーじ つづ

うぇぶ よやく ほうほう よやく



WEB予約の方法について（予約）

• 希望の接種会場を選択します。

1

14

①「接種会場を選択」をクリックします。

⇒次のページへ続く

きぼう せっしゅかいじょう せんたく

せっしゅかいじょう せんたく くりっく

つぎ ぺーじ つづ

うぇぶ よやく ほうほう よやく



WEB予約の方法について（予約）

• 接種会場を検索し、選択します。

6

5

①検索条件を入力します。

⑥「この接種会場を予約」をクリックします。

⇒次のページへ続く

15

②チェックを入れた場合は予約可能な接種

会場のみを表示します。初期はチェックが入っ

た状態になっていますので、すべての接種会

場を表示する場合はチェックを外してください。

2

1

4

④「検索」をクリックします。
③指定の会場があれば、「接種会場名」の

欄に入力します。

3

A会場

B会場

C会場

D会場

⑤希望の接種会場を選択します。

せっしゅかいじょう けんさく せんたく

けんさくじょうけん にゅうりょく

ちぇっく い ばあい よやくかのう せっしゅ

かいじょう ひょうじ しょき ちぇっく はい

じょうたい せっしゅかい

じょう ひょうじ ばあい ちぇっく はず

してい かいじょう せっしゅかいじょうめい

らん にゅうりょく
けんさく くりっく

きぼう せっしゅかいじょう せんたく

けんさく くりっく

せっしゅかいじょう よやく くりっく

つぎ ぺーじ つづ

うぇぶ よやく ほうほう よやく



WEB予約の方法について（予約）

• カレンダーが表示されますので、希望の日を選択してください。

1

①希望の接種日をクリックします。

⇒次のページへ続く

16

A会場

きぼう せっしゅび くりっく

つぎ ぺーじ つづ

かれんだー ひょうじ きぼう ひ せんたく

うえぶ よやく ほうほう よやく



WEB予約の方法について（予約）

17

• 希望の時間を選択してください。

1

①希望の時間をクリックします。

⇒次のページへ続く

A会場

きぼう じかん せんたく

きぼう じかん くりっく

つぎ ぺーじ つづ

うえぶ よやく ほうほう よやく



WEB予約の方法について（予約）

• 3回目接種の予約を確定します。

2
1

①3回目接種予約のため「3回目接種の予約を選択した内

容で申し込む」にチェックを入れます。

※チェックが入っていない場合は予約ができません。

②「予約を確定する」をクリックします。

⇒次のページへ続く

18

A会場

【注意】

以下の方はエラーメッセージが出て、

予約ができません。

・3回目を既に接種されている方

・大阪市から転出された方

かいめせっしゅ

ちゅうい

いか かた えらー めっせーじ で

よやく

かいめ すで せっしゅ かた

おおさかし てんしゅつ かた

ちぇっく はい ばあい よやく

かいめせっしゅよやく かいめせっしゅ よやく せんたく ない

よう もう こ ちぇっく いれ

よやく かくてい くりっく

つぎ ぺーじ つづ

うえぶ よやく ほうほう よやく



WEB予約の方法について（予約）

• 予約内容を確認します。

19

「予約票を出力」をクリックすると、予約内容をＰＤＦファイルで

出力することができます

※接種会場には予約票の持参をする必要はございません。

よやくないよう かくにん

よやくひょう しゅつりょく くりっく よやくないよう ふぁいる

しゅつりょく

せっしゅかいじょう よやくひょう じさん ひつよう

うえぶ よやく ほうほう よやく



WEB予約の方法について（マイページ）

• マイページにて、予約の変更や取り消しも可能です。

20

予約を変更する場合には「予約・変更する」

をクリックします。

予約の取り消し（キャンセル）が可能です。

予約を取り消し（キャンセル）する場合には「予

約を取り消す」をクリックします。

まいぺーじ よやく へんこう と けし かのう

よやく へんこう ばあい よやく へんこう

くりっく

よやく と け きゃんせる かのう

よやく と け きゃんせる ばあい よ

やく と け くりっく

うえぶ よやく ほうほう まいぺーじ



【参考】WEB予約の方法について（アカウント情報変更）

• マイページにて、アカウント情報を変更します。

21

①「アカウント情報変更」をクリックします。

⇒次のページへ続く

まいぺーじ あかうんと じょうほう へんこう

あかうんと じょうほう へんこう くりっく

つぎ ぺーじ つづ

さんこう うえぶ よやく ほうほう あかうんと じょうほう へんこう



【参考】WEB予約の方法について（アカウント情報変更）

• パスワード変更が可能です。

2

1

②「登録する」をクリックします。

⇒完了

①旧パスワード及び新しいパスワードを入力します。

⇒次のページへ続く

22

大阪 太郎

ぱすわーど へんこう かのう

きゅうぱすわーど およ あたら ぱすわーど にゅうりょく

つぎ ぺーじ つづ

とうろく くりっく

かんりょう

さんこう うえぶ よやく ほうほう あかうんと じょうほう へんこう


