
新型コロナウイルス感染症対策特集号
12～59歳のかたに
新型コロナウイルスワクチン接種券
をお送りします

●LINE・電話での接種予約の流れ

接種完了

2回目の接種を受けます

新型コロナワクチン接種コールセンター（☎0570－058－050、 5722－7048）

1 回目の予約をします

50～59歳＝ 7／19（月）から
12～49歳＝ 決まり次第、ホームページやLINE

でお知らせします
　予約は、コミュニケーションアプリLINE（ライン）または電
話で受け付けます。予約の際は、ワクチン接種券に記載の接種券
番号が必要です。

かかりつけの診療所
や病院での接種（個
別接種。2面参照）は、
医療機関ごとに受付
開始日が異なります

●この封筒と中身が届きます

●❶新型コロナウイルスワクチン接種券（接種券番号が記載）
●❷予診票　●❸接種・予約方法の案内　●❹接種会場の案内
●❺ワクチンの説明書　●❻予約受付開始日などの案内

接種券が届いたら

2回目の予約をします

1 回目の接種が終了後、予約できます。

LINE で予約（パソコン版ではできません）

●❶目黒区公式アカウントを友だち追加する

電話で予約

新型コロナワクチン接種コールセンター

　新型コロナワクチン接種コールセンター（下記）へ電話し、接
種券番号と生年月日を伝えてください。

☎0570－058－050､ 5722－7048
受付時間　月～土曜日 8：30～17：00（祝・休日を除く）

1 回目の接種を受けます

接種の
前に

・ 事前に予診票を記載してください
・ 接種は肩に行います。半袖など肩を出しやすい服装で
お越しください
・ 保険証などの本人確認書類、接種券、予診票を持参し
てください

　 6／15時点で目黒区の住民基本台帳に記載されている、12
～59歳のかたの住所宛てに、ワクチン接種券などを同封した
封筒（下写真）を発送します。
ワクチン接種の最新情報は、ホームページ（右コード）を

ご覧ください。

●❶
＜05H 30＞●❷

新型コロナウイルスワクチン接種のご案内

目黒区では、下記のとおり、新型コロナウイルスワクチン接種を実施します。

接種費用は無料（全額公費）です。●接種対象者新型コロナウイルスワクチン接種は、原則、住民票のある居住地において接種

を行います。　ワクチンの供給が順次行われる見通しであることから、接種順位を設け、接種

を行います。　今回は高齢者向け接種のご案内です。1957年（昭和32年）4月1日以前に生まれ

た方が対象です。●接種方法
ワクチン接種には事前予約が必要です。ワクチン接種は2回行う必要があり

ます。1回目のワクチン接種の約3週間後に、2回目のワクチン接種を行います。

●接種会場　同封の「接種会場のご案内」をご覧ください。

•スマートフォン及びタブレットから次の二次元コードを

読み取り、「目黒区」公式アカウントを友だち追加してく

ださい。その後「新型コロナウイルスワクチン接種予

約」を選択し、同封しているワクチン接種券に記載され

ている接種券番号と生年月日を入力の上、予約をお願

いいたします。•LINE（ライン）の検索バーから「目黒区」公式アカウント

を検索する場合は「目黒区」と入力してください。

LINE（ライン）でご予約される場合（24時間受付可）

1

•目黒区新型コロナワクチン接種コールセンターへダイ

ヤルし、同封しているワクチン接種券に記載されてい

る接種券番号と生年月日をお伝えください。

お電話でご予約される場合

2
 二次元コードより友だち追加をして

予約をお願いいたします

「目黒区」公式アカウント

手順の詳細については裏面をご参照ください。目黒区新型コロナワクチン接種
コールセンター☎0570-058-050受付時間　月～土曜日（祝日除く）
8：30～17：00

A reservation is required to receive the COVID-19 vaccine. Please make a reservation using the official 

Line account of Meguro Ward or the Call Center. English language support is available at the Call 

Center. Call the Call Center and tell them the ticket number written on the enclosed vaccination

voucher, as well as your date of birth. Reservations are accepted from Monday to Saturday from 8:30

AM to 5:00 PM excluding public holidays.

05H-40

下記のいずれかの方法で予約を行ってください。

今回のワクチン接種には事前予約が必要です

●❸
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接種会場のご案内
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北部地区サービス事務所

目黒区総合庁舎
めぐろ学校サポートセンター

碑住区センター
八雲体育館三宿病院東京共済病院

総合病院厚生中央病院

国立病院機構東京医療センター

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

大橋1-5-1上目黒2-19-15
中目黒3-6-10
碑文谷2-16-6
八雲1-1-1上目黒5-33-12

中目黒2-3-8
三田1-11-7
東が丘2-5-1

▼LINE（ライン）またはお電話でご予約ください。

目黒病院碑文谷病院日扇会第一病院
本田病院

❶
❷
❸
❹ 中央町2-12-6

南2-9-7中根2-10-20
柿の木坂1-30-5

☎3711-5641
☎3723-1515
☎3718-7281
☎3718-9731

▼ご予約方法は各医療機関にお問い合わせください。

※ご予約方法の詳細は「新型コロナウイルスワクチン接種のご案内」

リーフレットをご覧ください。

ワクチンの供給状況を踏まえ、順次接種

会場を開設します。

接種会場の開設状況については、目黒区

ホームページをご覧いただくか、目黒区

新型コロナワクチン接種コールセンター

までお問い合せください。

●❹ 

＜05H 60＞

●❺
●❻

1 回目の接種から
約 3 週間後の接種
となるように予約
します

① 50～59歳
（昭和37年 4／ 2～

昭和47年 4／ 1生まれ）のかた

7／ 2から順次発送

②12～49歳※

（昭和47年 4／ 2～
平成21年 4／ 1生まれ）のかた

※ 7／ 9時点で12歳以上のかたに送付。 7／10以降に12
歳になるかたには、誕生月の月末に発送

7 ／ 5 から順次発送

●❷予約する
　目黒区公式アカウントのトーク画面内の
メニューに沿って予約できます。予約方法
の詳細は、同封の書類やホームページ（コ
ード②）をご覧ください。

● 家族など本人以外のアカウントからも予約することができます
（接種希望者の接種券番号と生年月日の入力が必要です）
●24時間いつでも予約できます
●ワクチン接種の最新情報が届きます

╲LINE予約のいいところ╱

①

②

◀友だち追加は
コチラから
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