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ワクチン接種が始まりました
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初回接種（１・２回目）を完了し、
５か月以上経過した前回接種から 12歳以上の方

【使用するワクチンの種類】
● ファイザー社2価ワクチン＝12歳以上
● モデルナ社2価ワクチン＝18歳以上

接種券について

接種券の発行・再発行を希望する方

オミクロン株対応２価ワクチンの接種対象など

©大田区

オミクロン株対応
ワクチン接種の
最新情報はコチラ

掲載記事は10月4日時点の情報です。

※現時点では、オミクロン株対応ワクチン接種は１人１回までです。
　また、国は現在、接種間隔の短縮などを検討しています

※１　接種券到着予定の最終日から、１週間程度経過しても届かない方は、「大田区新型コロナワクチン接種コールセンター」へお問い合わせください
※２　初回接種（１・２回目）が完了していない方は、先に従来型のワクチンから接種してください

　新型コロナウイルスの従来株とオミクロン株の両方に
対応したオミクロン株対応２価ワクチンの接種を開始しま
した。オミクロン株に対しては、従来型ワクチンを上回る
効果が期待されます。
　ぜひ、接種をご検討ください。

接種券を紛失した方は、再発行の申請をお願いします。申請いただいてから、２週間程度で接種券を発行し送付します。
▶申請方法
①電子申請 ②電話 ③郵送 ④窓口申請（区役所本庁舎１階）

▶9月1日以降に転入した方へ

▶必要書類
①新型コロナワクチン接種券発行申請書
②本人確認書類   

　９月１日以降に大田区へ転入した方は、左記の申請方法により、接
種券を送付します。
　なお、８月31日までに大田区へ転入した、従来型ワクチン接種
（３・４回目）・オミクロン株対応ワクチン接種の接種対象に該当す
る方は、大田区から接種券を送付するため申請は不要です。

接種券の発送スケジュール

お持ちの接種券をご利用ください

　従来型ワクチン接種の追加接種（３・４回目）用の接種
券・予診票が届いている方は、オミクロン株対応ワクチン
接種用として使用できます。すでに接種券があり未接種
の方へは、新たな発送は行いません。
　紛失した方や、9月1日以降に大田区に転入した方など
は、接種券の発行申請をお願いします。

前回接種日

2月28日まで

3月1～31日

4月1日～5月31日

6月1日～7月31日

接種券の到着予定日

発送済み
（9月30日～10月4日）

10月7～11日

10月14～18日

10月19～21日

オミクロン株対応
ワクチン接種可能日

到着次第、接種可

10月14日から

11月1日から

▲
電子申請は
コチラ

新型コロナワクチン接種のご案内
Information on New  Corona Vaccination
新冠肺炎疫苗接种的通知

大切なお知らせです。必ず開封してください。
This is an important notice.Please be sure to open it.
重要通知。请一定要开封仔细阅读。

料金後納
郵便

〒144-8621   大田区蒲田五丁目13番14号

大田区役所　感染症対策課

親 展

接種券、予診票　在中

重 要

せっしゅけん よしんひょう ざいちゅう

 d liminary Examination Slip are enclosed
“接种券”、“预诊票”在中

料金後納
郵便

〒144-8621   大田区蒲田五丁目13番14号

大田区役所　感染症対策課

従来株

オミクロン株

見本

・６月１日以降に２回目を接種した方

・４回目接種済みの方

2価ワクチン

2つの株に対応した

接種できる日に近づいた方へ送付します（灰色の封筒）

料金後納
　郵便

〒144 8621   大田区蒲田五丁目13番14号

大田区役所　感染症対策課

親 展
重 要

大切なお知らせです。必ず開封してください。
This is an important notice.Please be sure to open it.
重要通知。请一定要开封仔细阅读。

新型コロナワクチン
追加接種（4回目接種）のご案内

接種券、予診票　在中
せっしゅけん よしんひょう ざいちゅう

 d liminary Examination Slip are enclosed
“接种券”、“预诊票”在中

Information on New Corona Vaccination (Fourth dose) 
新冠肺炎疫苗追补接种（第四次接种）的通知 

料金後納
　郵便

〒144 8621   大田区蒲田五丁目13番14号

大田区役所　感染症対策課

親 展
重 要

大切なお知らせです。必ず開封してください。
This is an important notice.Please be sure to open it.
重要通知。请一定要开封仔细阅读。

新型コロナワクチン
追加接種（3回目接種）のご案内

接種券、予診票　在中
せっしゅけん よしんひょう ざいちゅう

 d liminary Examination Slip are enclosed
“接种券”、“预诊票”在中

Information on New Corona Vaccination (Third dose) 
新冠肺炎疫苗追补接种（第三次接种）的通知 

３回目接種用
（黄色の封筒）

４回目接種用
（さくら色の封筒）

見本

見本

・５月３１日以前に２回目を接種し、
　３回目の対象であったが未接種の方

・５月３１日以前に３回目を接種し、
　４回目の対象であったが未接種の方

従来型用として送付済み

・６月１日以降に３回目を接種した方

・５月３１日以前に３回目を接種し、４回目
の対象でなかった方（４回目の対象の方へ
は、さくら色の封筒を送付済み）



　医療機関での「個別接種」と、区施設などでの「集団接種」を実施します。
　接種会場によって、実施状況やワクチンの種類が異なりますので、事前にご確認ください。最新の情報は、区HPをご覧ください。

　東京都や国が実施する大規模接種
会場での接種もご検討ください。

今号はポスティングで区内全戸へ配布しています。駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブン-イレブンでも配布しています。 HP＝ホームページ

「新型コロナワクチン接種のご案内」の音声版・点訳版を
地域庁舎、障害福祉課、さぽーとぴあに用意します

新型コロナワクチン接種のお知らせ
大田区ホームページを見てください

外国人の
方へ

しんがた こ   ろ   な   わ   く   ち   ん せっ しゅ        　　し

おお  た  く   ほ  ー   む   ぺ   ー   じ        み

そのほかの新型コロナワクチン接種の取り組み

がいこくじん

かた

　各医療機関によって、予約方法が異なります。詳細は区HPをご覧いただくか、
大田区新型コロナワクチン接種コールセンターへお問い合わせください。

接種会場

予約方法

予約をお手伝いします
● インターネット予約

● 電話予約

● 直接申し込みが必要な個別接種会場

個別接種会場

医療機関 約300か所
集団接種会場

集団接種会場

10か所
大規模接種会場

インターネット予約受付システム

☎03－6629－6342
大田区新型コロナワクチン接種コールセンター

（ 月～土曜、午前8時30分～午後5時15分　※休日、年末年始を除く ）
※間違い電話が多くなっています。今一度、番号をお確かめの上お電話ください

今後、感染拡大防止の観点から、国などの方針を踏まえ、接種スケジュールなどが変更になる場合があります。

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの接種間隔については、特に制限はなく、同時接種は可能です。

　ご自身での予約が難しい方は、以下の場所で予約
や相談ができます。必ず接種券を持参の上、会場へ
お越しください。
※予約支援会場での電話予約は受け付けておりません

●特別出張所（18か所）
▶期間　10月7日（金）～12月28日（水）
▶時間　午前８時30分～午後５時（平日のみ）

●地域包括支援センタ－（18か所） ・
　地域庁舎（大森、調布、糀谷・羽田）
▶期間　10月24日（月）～11月30日（水）
▶時間　午前９時～午後５時（平日のみ）

大田区　ワクチン　予約

日本工学院専門学校12号館（ギャラリー鴻）
TKP Luz大森カンファレンスセンター
日本工学院専門学校2号館（カフェテリア）
キヤノン株式会社下丸子体育館
嶺町集会室
六郷地域力推進センター
大森スポーツセンター
萩中集会所
池上会館西館
馬込第三小学校

接種会場 所在地
オミクロン株
対応

ワクチン接種
初回接種
(1・２回目)小児接種 従来型

(3・4回目)

西蒲田5－24－1
大森北1－10－14 Luz大森5階
西蒲田5－23－22
下丸子3－29－1
田園調布本町7－1
仲六郷2－44－11
大森本町2－2－5
萩中3－25－8
池上1－32－8
北馬込1－28－1

12月から

個別の医療機関や集団接種会場で
小児接種を実施しています

▶１・２回目対象
5～11歳の方

▶３回目対象
２回目の接種から５か月間隔が経過した5～11歳の方

▶予約受付日時
接種当日(日曜、休日を除く）、午前8時30分～正午

▶予約方法
当日予約申込専用コールセンター（☎03－5744－1761）へ電話

午後８時30分まで接種が可能です
※各会場の開設時間については、開設日によって異なる場合があります

小児用ファイザー社ワクチン（0.2ml接種）
▶使用するワクチン

集団接種会場は当日予約も受付しています
『今日・すぐ☆ワクチン』

夜間にも接種できます『大田区☆ナイト接種』

※12歳以上用のファイザー社従来型ワクチンに比べ、有効成分が
３分の１になっています

▲
都実施の
詳細はコチラ

▲
自衛隊実施の
詳細はコチラ

▲
予約受付

システムはコチラ

●マスクを外しての会話はやめよう　●体調が悪いときは外出をやめよう　●換気のために空気を入れ替えようみんなで取り組もう
感染対策


