
資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

下記のリンクにアクセスすると本システムの【ログイン画面】が表示されます。

[メールアドレス]および[パスワード]に、初期登録時に入力した[メールアドレス]と[パスワード]を入力してください

[ログイン]ボタンをクリックすると、本システムにログインすることができます。

ログインID

ログインすると、申請内容の確認や疑義照会時の申請書の修正ができます。

なお、一度申請を出した申請書の修正は疑義照会時にしか出来ません。

入力に誤りがある場合、[ログイン]ボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます。

対処方法については、以下を参照してください。

メッセージ 対処方法

E-mail アドレスまたはパスワードが違います。 メールアドレスまたはパスワードに誤りがあります。

メールアドレス及びパスワードを確認後、再度入力し[ログイン]

ボタンをクリックしてください。

特定接種管理システムの一般ユーザログイン方法

E-mailアドレ

スを入力

パスワードを

入力

クリック
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

（１）　初期登録する

①【ログイン画面】にて[初めての方へ]をクリックします。

②【はじめて方へ】の画面が表示されます。

特定接種管理システムの一般ユーザ初期登録

クリック
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

特定接種管理システムの一般ユーザ初期登録

③［E-mailアドレス]、[E-mailアドレス（確認）]を入力してください。

[登録]ボタンをクリックすると入力したE-mailアドレスに登録申請画面を表示するためのURL付きのメールを送信します。

④送信されたメールには、登録申請画面にアクセスできるURLと、複数の事業所情報を一括でアップロードするためのExcelシートを

　　ダウンロードするためのURLが送付されます。

　　アップロード方法については、「特定接種登録申請書の入力に関する手引き」の４事業所情報をご参照ください。

⑤送信されたURLにアクセスすると初期登録「はじめての方へ」の画面が表示されますので、

　　事業者の設立主体を選択し、各申請者（事業者）情報の必要事項を記入してください。

→本マニュアルの「Web申請登録（民間）をする。」または、

　 「Web申請登録（国、都道府県、市区町村（公務員））をする。」へ。

クリック

本文：

登録申請は以下のURLをアクセスして行ってください。

http://○○○○○○○

※アップロードするためのExcelシートは以下のURLからダウンロードが

出来ます。必要に応じてダウンロードしてください。

http://○○○○○○○

件名： 特定接種管理システムから次の案件が届いています。
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

（１）　パスワードを変更する

①【ログイン画面】にて[パスワード変更]をクリックします。

②【パスワード変更画面】が表示されます。

一般ユーザのパスワードを変更する。

クリック

4



資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

一般ユーザのパスワードを変更する。

③[メールアドレス]、[パスワード]、[新しいパスワード]、[新しいパスワード（確認）]を入力します。

入力項目 必須入力 入力内容

E-mailメールアドレス 登録済みのE-mailメールアドレスを入力してください。

パスワード 登録済みのパスワードを入力してください。

新しいパスワード ８文字以上の半角英字と半角数字を組み合わせて入力してください。

大文字と小文字は区別されません。

新しいパスワード（確認） 新パスワードと同じ内容を入力してください

④すべての入力が完了したら、[更新]ボタンをクリックします。

[更新]ボタンをクリックすると、入力した新しいパスワードに変更され、「パスワードの変更」メールが送信されます。

入力に誤りがある場合、エラーメッセージが表示されるので、修正後に再度[更新]ボタンをクリックしてください。

○

○

○

○

E-mailメール

アドレスを入力

パスワードを

入力

新しいパスワー

ドを入力

新しいパスワー

ド（確認）を入

クリック
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

（１）　パスワードを再発行する

ログインIDやパスワードを忘れた場合は、パスワードの再発行を行ってください。

①【ログイン画面】にて[パスワードを忘れた]ボタンをクリックします。

②【パスワードを忘れた画面】が表示されます。

一般ユーザのパスワードを再発行する。

クリック
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

一般ユーザのパスワードを再発行する。

③[E-mailアドレス]及び[電話番号]を入力します。

入力項目 必須入力 入力内容

E-mailメールアドレス 申請時に「申請者情報」で入力したE-mailアドレスを入力してください。

電話番号 申請時に「申請者情報」で入力した電話番号を入力してください。

④E-mailアドレスと電話番号を入力したら[送信]ボタンをクリックします。

　 [送信]ボタンをクリックすると、当該E-mailアドレスにログインID及び新しいパスワードを送信します。入力に誤りがある場合、

エラーメッセージが表示されるので、修正後に再度[送信]ボタンをクリックしてください。

○

○

メールアドレス

クリック

電話番号
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

一般ユーザのパスワードを再発行する。

⑤申請者情報で入力したE-mailアドレスに新しいパスワードが送信されます。

本文： 特定接種管理システムから次の案件が届いています。

パスワードを再発行しました。

ログインID及び新しいパスワードは以下になります。

ログインID ：○○○○○

パスワード：○○○○○

件名： 特定接種管理システムから次の案件が届いています。
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

（１）　一般ユーザのWeb申請登録をします。

①初期登録完了後に届いた通知メールの登録申請のURLにアクセスします。

②初期登録「はじめての方へ」の画面が表示されますので、設立主体を選択します。

Web申請登録（民間）をする。

アクセス

クリック

本文：

登録申請は以下のURLをアクセスして行ってください。

http://○○○○○○○

※アップロードするためのExcelシートは以下のURLからダウン

ロードが

件名： 特定接種管理システムから次の案件が届いています。
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録（民間）をする。

③【Web申請登録(民間)画面】が表示されます。
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録（民間）をする。

④申請者(事業者）情報を入力します。

必要な項目を全て入力したら[次へ]ボタンをクリックしてください。

入力に誤りがある場合、エラーメッセージが表示されるので、修正後に再度[次へ]ボタンをクリックしてください。

クリック

11



資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録（民間）をする。

入力項目 必須入力 入力内容

事業者名 事業者名を入力してください。

事業者名（ふりがな） 事業者名（ふりがな）を入力してください。

代表者氏名 代表者氏名を入力してください。

代表者氏名（ふりがな） 代表者氏名（ふりがな）を入力してください。

郵便番号 事業者の郵便番号を入力してください。

所在地(都道府県) 事業者の所在地(都道府県）を選択してください。

所在地(市区町村) 事業者の所在地(市区町村）を入力してください。

所在地(町名以下) 事業者の所在地(町名以下）を入力してください。

電話番号 事業者の電話番号を入力してください。

FAX番号 事業者のFAX番号を入力してください。

E-mailアドレス 事業者のE-mailアドレスを入力してください。

産業医の選任の有無 産業医の選任の有無を選択してください。

事業継続計画の有無 継続計画の有無を選択してください。

備考１ 備考があれば入力してください。

備考２ 備考があれば入力してください。

備考３ 備考があれば入力してください。

備考４ 備考があれば入力してください。

備考5 備考があれば入力してください。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

（１）　一般ユーザのWeb申請登録をします。

①初期登録完了後に届いた通知メールの登録申請のURLにアクセスします。

②初期登録「はじめての方へ」の画面が表示されますので、設立主体を選択します。

Web申請登録（国、都道府県、市区町村（公務員））をする。

クリック

クリック

アクセス

本文：

登録申請は以下のURLをアクセスして行ってください。

http://○○○○○○○

※アップロードするためのExcelシートは以下のURLからダウン

ロードが

出来ます。必要に応じてダウンロードしてください。

件名： 特定接種管理システムから次の案件が届いています。
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録（国、都道府県、市区町村（公務員））をする。

③【Web申請登録(国、都道府県、市区町村（公務員）)画面】が表示されます。
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録（国、都道府県、市区町村（公務員））をする。

④申請者(事業者）情報を入力します。

必要な項目を全て入力したら[次へ]ボタンをクリックしてください。

入力に誤りがある場合、エラーメッセージが表示されるので、修正後に再度[次へ]ボタンをクリックしてください。

クリック
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録（国、都道府県、市区町村（公務員））をする。

入力項目 必須入力 入力内容

設立区分 設立区分を選択してください

事業者名 事業者名を入力してください。

事業者名(ふりがな) 事業者名(ふりがな）を入力してください。

代表者氏名 代表者氏名を入力してください。

代表者氏名（ふりがな） 代表者氏名（ふりがな）を入力してください。

郵便番号 事業者の郵便番号を入力してください。

所在地(都道府県) 事業者の所在地(都道府県）を選択してください。

所在地(市区町村) 事業者の所在地(市区町村）を入力してください。

所在地(町名以下) 事業者の所在地(町名以下）を入力してください。

電話番号 事業者の電話番号を入力してください。

FAX番号 事業者のFAX番号を入力してください。

E-mailアドレス 事業者のE-mailアドレスを入力してください。

備考１ 備考があれば入力してください。

備考２ 備考があれば入力してください。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

（１）　一般ユーザのWeb申請登録をします。

①【Web申請登録(民間)画面】にて[次へ]ボタンをクリックします。

　または【Web申請登録（国、都道府県、市区町村（公務員））画面】にて[次へ]ボタンをクリックします。

Web申請登録(事業所と接種場所）をする。

クリック

クリック
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録(事業所と接種場所）をする。

②【Web申請登録(事業所と接種場所)画面】が表示されます。

③画面上部のリストのアップロードから[ファイルを選択]ボタンをクリックするとExcelファイルをアップロードすることができます。

クリック
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録(事業所と接種場所）をする。

④事業所情報、接所場所情報と登録対象業種従業者情報を入力します。

必要な項目を全て入力したら[確認画面へ]ボタンをクリックしてください。

入力に誤りがある場合、エラーメッセージが表示されるので、修正後に再度[確認画面へ]ボタンをクリックしてください。

クリック
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録(事業所と接種場所）をする。

入力項目 必須入力 入力内容

事業所名 事業所名を入力してください。

事業所名（ふりがな） 事業所（ふりがな）を入力してください。

郵便番号 事業所の郵便番号を入力してください。

所在地（都道府県） 事業所の所在地（都道府県）を選択してください。

所在地（市区町村） 事業所の所在地（市区町村以下）を入力してください。

所在地(町名以下) 事業所の所在地(町名以下)を入力してください。

電話番号 事業所の電話番号を入力してください。

FAX番号 事業所のFAX番号を入力してください。

E-mailアドレス 事業所のメールアドレスを入力してください。

備考 備考があれば入力してください。

事業の種類 事業の種類をプルダウンメニューから選んでください。

事業の種類の細目1 事業の種類をプルダウンメニューから選んでください。

事業の種類の細目２ 事業の種類をプルダウンメニューから選んでください。

うち申請事業者の登録 申請事業者の登録対象業務の従業員数を入力してください。

対象業務の従業員数

うち外部事業者の登録 外部事業者の登録対象業務の従業員数を入力してください。

対象業務の従業員数

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録(事業所と接種場所）をする。

入力項目 必須入力 入力内容

医療機関名 医療機関名を入力してください。

医療機関名（ふりがな） 医療機関名（ふりがな）を入力してください。

郵便番号 接種場所の郵便番号を入力してください。

所在地（都道府県） 接種場所の所在地（都道府県）を選択してください。

所在地（市区町村） 接種場所の所在地（市区町村）を入力してください。

所在地（町名以下） 接種場所の所在地（町名以下）を入力してください。

電話番号 接種場所の電話番号を入力してください。

FAX番号 接種場所のFAX番号を入力してください。

E-mailアドレス 接種場所のメールアドレスを入力してください。

備考 備考があれば入力してください。

○

○

○

○

○

○

○
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録(事業所と接種場所）をする。

⑤確認画面です。

　表示された内容に誤りがなければ[登録]ボタンをクリックして下さい。

　なお、「登録」ボタンをクリックすると申請書を修正することが出来なくなりますのでご注意ください。

クリック
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資料5-2　特定接種管理システム申請者用操作マニュアル 特定接種管理システム

Web申請登録(事業所と接種場所）をする。

⑥登録をクリックすると、登録申請の申請者情報で入力したE-mailアドレスに、登録申請完了のお知らせと、

　ログインID及びパスワードが送付されます。なお、ログインIDは一般ユーザ初期登録で入力したE-mailアドレス、

　パスワードはシステムから自動で付与されたものです。

件名： 特定接種管理システムから次の案件が届いています。

本文：

登録申請が完了しました。

ログインIDとパスワードは以下になります。

ログインID：○○○○＠○○○○

パスワード：○○○○○○○○○
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