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新型コロナワクチン
３回目接種券を発送します

【対 象 者】 18 歳以上で新型コロナワクチンを２回接種した方
【発送時期】 裏面の「接種券の発送スケジュール」をご参照ください。
【送付内容】３回目接種券が印字された予診票、予防接種済証および接種記録、
実施医療機関一覧、予約案内など
【予約時期】接種券が届き次第、予約できます。
【接種会場】原則、２回目のコロナワクチン接種を受けた医療機関または接種会場
【予約方法】希望する接種場所の予約方法をご確認ください。
【接種費用】無料（全額公費負担）
【注意事項】追加接種（3 回目）は 1・2 回目の接種同様に強制ではありません。有効性
や副反応等を理解したうえで接種してください。
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新型コロナウイルスワクチンを受けられます。
費用負担はありません。
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新型コロナワクチン１、２回目接種記録
１回目

２回目

接種年月日
メーカー
Lot No.
接種場所
※ ＊が印字された部分の記録については、別途、当該接種の実施者から発行された接種済証、接種記録書、
接種証明書等によって証明されます。

3 回目接種券が届いてから予約してください
接種を希望される方は、送付された「３回目接種券」をご用意の上、
下記のいずれかの方法でお申し込みください。

予約方法

WEB 予約

電話予約

はがき予約

WEB 予約専用サイト
から申し込みください

真岡市ワクチン接種
予約相談センター

必要事項を記入して
返送してください

集団接種
℡ 0285-83-8080
毎日 8:30～17:00

個別接種

※市の集団接種会場において２回目の
接種を受けた方で、50 歳以上または
聴覚障害のある方へ同封しています。
※専用の申込ハガキは市役所１階・健康
増進課の窓口でも配布します。

実施医療機関は裏面の「実施医療機関リスト」のとおりです。電話番号や受
付時間など予約方法の詳細は、３回目接種券に同封します。

【問い合わせ】真岡市ワクチン接種予約相談センター

℡ 0285-83-8080

毎日 8:30 ～17:00

2021/09/22 福島

新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証（臨時接種）

大森

接種を受けるときは、この用紙と予診票を忘れずにお持ちください。
この書面は、あなたが３回目のワクチン接種をした事実を証明する大事な書面
ですので、大切に保管してください。

宇都宮

予防接種済証用紙
の下部に１・２回目
の接種場所が記載
されています。

F00750

３回目接種券に同封の「予防接種済証」用紙に、
1・2 回目のコロナワクチン接種場所が記載されてい
ますので、ご確認ください。ただし、医療従事者等は、
お勤めの医療機関等で接種を受けられる場合もあり
ますので、詳しくは勤務先にご確認ください。
２回目と異なる医療機関での接種を希望する場合
は、希望の医療機関または真岡市ワクチン接種予約
相談センター（℡ 0285-83-8080）へご相談ください。

＜予防接種済証用紙の見本＞

9in×297mm＋3/10in

照会番号

3P

原則２回目と同じ場所で接種をお願いします

新型コロナワクチン接種券
（3回目接種）
中面

2021/10/22

※ 12 月下旬時点の情報です。国の方針に基づき変更になる場合があります。

接種券発送スケジュール
︕ 3 回目接種券が届いてから予約が可能となります
▲
いずれかの書類をお持ちの方は、原則
申請不要 です。
２回目の接種を受けた時期

２回目の接種時期は、
予防接種済証
お持ちの１・２回目の

令和3年 3 月 ～ 4月

真岡市が送付した

「予防接種済証」など
新型コロナウイルスワクチン接種券の右下です。
でご確認ください。

３回目接種券の発送時期

接種記録書

令和 3 年 11月 22 日

医療従事者の方及び職域接種の方
5 月 1 ～ 15 日
12 月 20 日

５月 16 ～ 31 日

令和 4 年
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4日

6 月 前半

1 月中旬

６月 後半

1 月下旬

この部分が

７月 前半

２月上旬

予防接種済証です。

７月 後半

2 月 中旬

８月

３月 頃

９月

４月 頃

10 月

５月 頃

11 月

６月 頃

12 月

７月 頃

＜１・２回目接種券の見本＞
【見本】接種券

ここに
１・２回目の
接種日が
記載されて
います

※ 郵便事情などにより、発送日から配達までに一週
間程度かかる場合があります。
※３回目接種券は、上記発送時期内で１・２週間に
一度の頻度で段階的に発送する予定です。
※ 12 月下旬時点での情報です。今後、接種券の発送
スケジュールが変更になる場合があります。

実施医療機関リスト

︕ 3 回目接種券が届いてから予約をお取りください
▲

追加接種（３回目）は、原則、２回目の接種を受けた医療機関でお願いします。２回目と異なる医療機関での
接種を希望する場合は、希望の医療機関または真岡市ワクチン接種予約相談センターへご相談ください。
医療機関名

医療機関名

医療機関名

1 岡田・小松崎クリニック

15 すずの木ファミリークリニック

29 真岡メディカルクリニック

2 金子医院

16 田井の里クリニック

30 真岡西部クリニック

3 川上内科クリニック

17 高野医院

31 真岡中央クリニック

4 許こどもクリニック

18 高橋内科クリニック

32 真岡脳神経クリニック

5 くしま内科医院

19 なかむらこどもクリニック

33 真岡病院

6 小菅胃腸外科クリニック

20 西真岡こどもクリニック

34 柳田産婦人科小児科医院

7 小菅クリニック

21 西真岡アクセプト・インターナショナルクリニック 35 飯野医院

8 小林診療所

22 芳賀赤十字病院

36 いとう医院

9 桜井内科医院

23 福田記念病院

37 本多医院

10 ささき耳鼻咽喉科クリニック

24 ふじた外科内科クリニック

38 二宮中央クリニック

11 さとう循環器科内科クリニック

25 ふらてクリニック

39 二宮中央腎・健診クリニック

12 柴小児科

26 満川医院

40 ひがのクリニック

13 渋谷整形外科

27 みと内科クリニック

41 深谷医院

14 杉山内科医院

28 モオカ内科・糖尿病クリニック

※順不同

令和 3 年 12 月下旬時点

【問い合わせ】真岡市ワクチン接種予約相談センター（市役所本庁舎４階）
℡ 0285-83-8080 土曜・日曜・祝日を含む全日 8:30 ～17:00

