
QRコードから

↑このQRコードを読んで、
「群馬県デジタル窓口」
を友だち登録してください

ステップ１
友だち登録

ステップ２
ワクチン

接種予約を選択

イベント情報 防災情報

スマートフォン（LINE）による予約方法

ステップ３

予約情報の登録

「予約する」から、接種回数、市町村、接種券番号、
生年月日、接種会場、接種日時をご登録ください。

イベント情報 防災情報

※予約する場合、予約システムの利用規約や注意事項にあらかじめ同意をいただくことをご了承ください。

イベント情報 防災情報

予約する 予約確認・
取消

ワク

こちらは、新型コロナウイルスワク
チン接種予約のメニューとなります。

＜予約する＞
ワクチン接種予約を行います。必
要な情報をご登録ください。

＜予約確認・取消＞
予約した情報の確認と予約の取
消ができます。

＜ワクチン情報まとめリンク＞

まとめページへのリンクです。

予約内容に誤りがないか必ずご確認ください。
確認後、「予約」ボタンをタップいただくと予約が
完了となります。

予約する 予約確認・
取消

ワク

ステップ４

予約内容の確認
・取消

「予約確認・取消」から、予約した情報を確認
したり、予約を取り消したりできます。
なお、予約内容を変更したい場合は、いったん
登録されている予約を取り消していただき、再度
予約をご登録ください。

ワクチン接種予約

予約内容の確認

接種回数　　 　  　　　　　　 1回目
市町村　　　　　　　　　　　　〇〇市
接種券番号　　　　1234567890
生年月日　　　   1950年1月1日
接種会場　　　　 ぐんま病院（フ）
予約日時 　　　　2021年4月1日
                 10：00～10：30

中止 修正

予約

接種券をご用意ください

○スマートフォン（LINE）での予約の取消や変更は、トークルーム下部から 操作して
　ください。
○スマートフォン（LINE）予約は、スマートフォン版LINEアプリのみご利用いただけ
   ます。ご利用にあたっては、最新のバージョンのOS及びアプリでご利用ください。

※画像やメッセージは実際のイメージと異なります

３週間をあけ

２回分を予約
してください



from QR code

↑Scan the QR code 

above and register 

yourself on the Gunma 

Digital Contact.

 (群馬県デジタル窓口)

Step 1
LINE registration

Step 2
Click

”ワクチン接種予約”
(Reservation for vaccination)

イベント情報 防災情報

Reservation by Smartphone (LINE)
< Only Japanese will be displayed on the screen. >

Step 3
Register your 

reservation information

Please register the number of inoculation, your 

address, date of birth, the number of your coupon 

ticket, the vaccination venue, and the date of 

vaccination from this "予約する" icon.

イベント情報 防災情報

※When making a reservation, please note that you must agree to the terms of use and precautions of the reservation system in advance.

イベント情報 防災情報

予約する 予約確認・
取消

ワク

こちらは、新型コロナウイルスワク
チン接種予約のメニューとなります。

＜予約する＞
ワクチン接種予約を行います。必
要な情報をご登録ください。

＜予約確認・取消＞
予約した情報の確認と予約の取
消ができます。

＜ワクチン情報まとめリンク＞

まとめページへのリンクです。

Be sure to check that there is no mistakes.

After checking, please tap  「予約」 button 

for completion of your reservation.

予約する 予約確認・
取消

ワク

Step 4
Confirmation or 

cancellation of your 

reservation

You can confirm or cancel your reservation by 

tapping this button "予約確認・取消".
If you want to chage your reservation, 

please cancel your reservation first, and then 

register your updated reservation again.

ワクチン接種予約

予約内容の確認

接種回数　　 　  　　　　　　 1回目
市町村　　　　　　　　　　　　〇〇市
接種券番号　　　　1234567890
生年月日　　　   1950年1月1日
接種会場　　　　 ぐんま病院（フ）
予約日時 　　　　2021年4月1日
                 10：00～10：30

中止 修正

予約

Please ready your coupon ticket.

○When you cancel or change your reservation with your smartphone, 

    please use the buttons at the bottom of the talk-room.

○Reservation by smartphone (LINE) can be only made using the smartphone LINE app. 

    Please use the latest version of the OS and application for use.

※The image and message are fifferent from the actual image.

Please make two 

appointments with 

a 3 week gap between 

them.
Reservation 

for 

Vaccination

Make 

a Reservation

Confirmation

of 

your Reservation

Tap this button for Completion

Confirmation･
Cancellation

英語


