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① 予約ポータルサイトでWEB予約

Ｐ３から詳細を記載しています。

② コールセンターへ電話予約

別府市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎ ０１２０－７９７－５６７（通話料無料）
対応時間：９時～１７時（土日・祝日も実施）

■ かかりつけ患者に限らず接種する医療機関

■ 集団接種会場「べっぷアリーナ」

■ かかりつけ患者のみ接種する医療機関

③ 医療機関へ直接予約

予約受付方法が電話や窓口のみ等、医療機関によって異なります。
予約方法は、公式ホームページに掲載している指定医療機関一覧をご確認ください。

1

別府市でのコロナワクチン接種の予約方法について

予約ポータルサイトについて（概要、操作の流れ）

概要

・予約ポータルサイトＵＲＬ
https://beppu.rsv4citizens.jp/

・ご利用可能時間
午前５時から翌日午前２時まで

・推奨ブラウザ環境
Google Chrome、Safari
上記推奨以外のブラウザを使用すると、サイト内で正常に作動しないことがあります。

① 利用者登録（Ｐ３～）
サイトを利用（操作）する方の情報を登録します。
サイト利用初回時に登録が必要で、どなたでも代理で利用者登録することができます。

② 予約対象者登録（Ｐ７～）
実際に接種を受ける方の情報を登録します。
１利用者アカウントにつき、最大５名まで登録できます。

③ 予約を取る（Ｐ１０～）
希望する医療機関や日時、予約対象者等を決定して、予約を取ります。

操作の流れ
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① システムから送信するメールを受け取ることのできるメールアドレス。

② 予約には以下の情報が必要になりますので、お手元に接種券もご準備ください。

・お名前 ・生年月日 ・性別 ・請求先コード（下の図の青枠部分）

・券番号（下の図の緑枠部分）・日中に連絡のつく電話番号

シール型接種券 予診票一体型接種券

請求先コードはこちら

券番号はこちら

予約前にご準備いただく物について

※接種券の様式は、接種回数などによって異なります。

また自治体によっても、様式が多少異なることがございます。



利用者登録（初回利用者登録、個人情報利用への同意）

初めに利用者登録を行います
[初回利用者登録はこちら]を押します

個人情報利用目的に同意頂ける場合は、
[同意する]を押します

利用者登録が完了しないと
ログインできません
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個人情報利用目的に対する
同意画面に移動します

医療機関への氏名等の情報提供に
同意いただきます



メールの指定受信設定をされている場合は、
受信可能に設定する必要があります。

・NTTドコモ→迷惑メール対策の設定一覧
・ａｕ→迷惑Ｅメール防止方法
・ソフトバンク→迷惑メールブロック方法

Gmailをご利用の方は、
送信メールが「迷惑メールフォルダ」などに振り分けられる場合があります。

メールが届かない場合は、「迷惑メールフォルダ」などを確認してください。

メールアドレスを入力します

[送信]を押します
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メールを受信したら、メール内の
URLから手続きをすすめてください

利用者登録（メールアドレスの登録）



●●●●●●●●●●●●●●

パスワードは、このシステムを利
用するためのもので、任意のもの
でかまいません。

スマートフォンに使用されている
パスワードでなくても利用できま
す。

メールアドレスが表示されます

パスワードを入力します

もう一度
パスワードを入力します

電話番号を入力します

[登録]を押します
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カナ氏名を入力します

漢字氏名を入力します

利用者登録（利用者情報の登録）



[予約対象者登録へ]を押すとＰ．８の画面へ移動します

[予約対象者登録へ]を押します
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利用者登録（利用者登録の完了）



7

メールアドレス
パスワードを入力し、

[ログイン]をクリックします

利用者登録が完了した後に
画面を閉じてしまったり、
初めから操作を行うときは
この画面から始めます。

予約対象者の登録や
追加登録などを行う場合は、
[予約対象者]を押します

予約対象者を複数登録すると、

１つの利用者アカウントから、
ご家族等の代理予約を５人までできます

予約対象者登録（ログイン画面から行う場合）
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予約対象者登録（予約対象者情報の入力）

券番号はこちら

請求コードはこちら

利用者登録と同じ方の場合はチェックをします
異なる場合は、漢字氏名を入力します

利用者登録と同じ方の場合はチェックをします
異なる場合は、漢字氏名を入力します

生年月日を入力します

電話番号（ハイフンなし）を入力します

６４歳以下の方で
令和５年春開始接種の予約をご希望の方は、

該当する項目を選択します。
（詳細は、Ｐ１４ をご参照ください）
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予約対象者登録（予約対象者情報の入力）

遠方にいる家族など、代理の方が予約対象者登録を行う場合は、
「請求コード」、「券番号」の情報を事前に入手しておく必要があります

番地や建物名、部屋番号などを補足入力します

性別を入力します
※別府市に住民票がある方は入力しないでください

2回目以降を接種済の方のみ入力します
※別府市に住民票がある方は入力しないでください

接種回数：最新の接種済の回数をご選択ください
接種日 ：上記回数を接種した日をご選択ください
接種ﾜｸﾁﾝ：上記回数で接種したワクチンをご選択

ください

郵便番号（ハイフンなし）を入力し、
住所補完をクリックすると

町名までの住所が表示されます

[この内容で登録]を押すと
予約対象者登録は完了です
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予約（接種日、医療機関、対象者の選択）

ご希望の医療機関名がある項目にチェック
を入れます。（複数選択も可能です）

上記項目を選択後、会場名（医療機関名）
で検索することも可能です

集団接種会場はこちらを選択

接種希望日を入力します

接種対象者に
チェックを入れます

希望のワクチンに
チェックを入れます

予約する接種回数に
チェックを入れます

下記ワクチンをご選択いただけます。

● 生後6ヵ月以上4歳以下の方（1回目～3回目）
→ ファイザー（6ヵ月～4歳用）

● 5歳以上11歳以下の方（1・2回目）
→ ファイザー（5～11歳用）

● 5歳以上11歳以下の方（3回目）
→ ファイザー（5～11歳用オミクロン株BA4/5）

● 12歳以上の方（3回目以降）
→ ファイザー・モデルナ（オミクロン株BA4/5）

（令和５年４月２８日時点）
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予約（医療機関の選択）

ご希望の医療機関名の[空き状況]を押します

空きがない場合は、選択ができません

別の接種希望日を選択してください

オミクロン株２回目接種となる令和５年春開始接種対象の方は、
５月１０日以降をご選択ください

（令和５年４月２８日時点）
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数字は、現在の予約可能な数を表しています
希望する時間帯を選択してください

※数字がある時間のみ予約ができます

予約（接種日、接種時間の選択）

〇〇病院
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予約内容をご確認ください

予約（予約確認画面、予約の確定）

引き続き2回目を予約する場合は、
一度トップページへ戻り、
[予約はこちらから]から1回目と同じ手順で
2回目の予約を完了させてください

〇〇病院

[この内容で予約]を押すと
予約が完了します



令和５年春開始接種を予約される方へ

オミクロン株対応ワクチン２回目となる令和５年春開始接種に該当する予約の場合、

これまでの予約操作に一つ手順が追加される方がいらっしゃいますので、ご注意ください。

● 接種予約日時点で65歳以上の方

→ 従来どおりの操作で予約が可能です。

● 接種予約日時点で64歳以下の方

→ 予約対象者情報に基礎疾患等の情報登録が無いと、予約が出来ません。

※別府市へ申請して接種券を発行している場合でも、再度、予約システムでの情報登録が必要です。

トップページの [予約対象者] を押します

手順 １
基礎疾患等の情報を登録をしたい方の右上にある
[登録情報の変更] を押します

手順 ３

～ 省略 ～

～ 省略 ～

予約対象者が該当する項目を選択します

手順 ３

[変更] を押します

手順 ４

登録が完了しているか確認します

予約に必要な操作が完了したため、
トップページに戻り、予約操作にお進みください
（予約操作方法については、Ｐ10をご参照ください）

手順 ５

登録が無い状態

登録がある状態

手順 ２

この項目が設定されているか確認します
（過去の申告を元に既に設定されている方が存在します）

既に設定がある場合 → そのまま予約操作にお進みください

設定が無い場合 → 手順 ３ にお進みください

【 予約対象者情報に基礎疾患等の情報登録方法 】
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Ｑ＆Ａ（１）
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Q. 下記メッセージが表示されて、予約対象者の登録が出来ない。

A.

以前、コールセンターや医療機関等の”ご自身の操作以外で予約を取ったことがある方”は、

既に予約対象者登録がシステム上に存在するため、２重登録が出来ないように上記エラーが発生しま

す。引き続きコールセンター等で予約を取ることは可能ですが、ご自身で予約ポータルサイトでのご予約

をご希望の場合は、一度、予約対象者登録情報を削除する必要があるため、別府市コールセンターまで

ご連絡ください。

その際には、「Webポータルサイトで自分で予約を取りたいので、自分で予約対象者登録が出来るよ

うに、今の登録情報を削除してください。」とお伝えいただくとスムーズに対応が出来ます。

再度、ご自身で予約対象者登録情報の登録を行った場合、過去の予約情報は削除されますが、接種履

歴は再度表示されます。

Q. 予約画面で対象者の選択が出来ない

A.

● 別府市に住民票がある方

接種券が発行されていない可能性があります。令和５年春開始接種の対象の方で、接種券が届いて

いない場合、別府市へ接種券の発行申請をしていない可能性があります。発行申請はコールセンターで

も受け付けておりますので、申請やその他の原因が分からない場合は、コールセンターまでお問い合わ

せをお願いいたします。

● 別府市外に住民票がある方

別府市のＷｅｂポータルサイトを始めて利用して予約をした際に、過去の接種実績を予約対象者情報

に登録して、その後別府市での接種を行った場合に、対象者の選択が出来ないことがあります。予約対

象者情報に最新ではない過去の接種実績が残っている場合は、その登録情報を削除すると、対象者の

選択が出来るようになります。その他の原因が分からない場合は、コールセンターまでお問い合わせを

お願いいたします。



Ｑ＆Ａ（２）

Q. 予約日時を選択すると、下記メッセージが表示された。

A. 

令和５年春開始接種対象者の予約を、5月7日以前に取ろうとすると表示されます。

令和５年春開始接種が可能となるのは、5月8日以降のため、 8日以降の予約日をご選択ください。

Q. 令和5年春開始接種の対象者であることを確認して、手順通り操作したが、

最後の予約確定画面で下記のメッセージが表示された。

A. 

令和５年春開始接種と判断された予約については、 基礎疾患の保有有無などの間違いが無いか最終

確認のメッセージが表示されます。 問題が無い場合は、予約を完了してください。

Q. 予約日時を選択すると、下記メッセージが表示された。

A. 

64歳以下の基礎疾患等の情報登録がない方が、

令和５年春開始接種の予約を取ろうとすると表示されます。

64歳以下の方で春接種対象の方の場合は、P１４ の手順をご参考に基礎疾患等の情報登録を行って

ください。
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