Somente em japonês

Forma de fazer a RESERVA pelo Smartphone（LINE)

ポルトガル語版

スマートフォン (LINE) による予約方法

※ Ao fazer a RESERVA, deverá ACEITAR os regulamentos de uso do Sistema de Reserva.
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。
imagem das ilustrações e mensagem,
※ Apoderá
ser diferente 画像やメッセージは実際のイメージと異なります

PASSO１

ステップ１

Registrar como amigo
友だち登録

Preparare o Cupom de vacinação
接種券を⽤意ください。

PASSO２

ステップ２

Selecione
RESERVA da Vacina
ワクチン接種予約を選択

Código QR

↑Faça a leitura do Código QR e
registre-se no cadastro de
amigos
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

PASSO３

Faça a RESERVA
da 2ª dose, deixando
um intervado de
4 semanas a contar
da data da 1ª dose.
４週間をあけ２回分を
予約してください。

ワクチン接種予約

RESERVA DA VACINA

ステップ３

Registrar as informações
da RESERVA
予約情報の登録

イベント情報
イベ
ベ ン ト 情報

PASSO４ ステップ４
Veriﬁque o conteúdo da
RESERVA/CANCELAR
予約内容の確認・取消

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。

防災情
防
災情 報

予約内容の確認
接種回 数
市町村
接種券 番号
⽣年⽉ ⽇
接種会 場
予約⽇ 時

1回⽬
〇〇市
1234567890
1950年1⽉1⽇
ぐんま病 院（フ ）
2021 年4⽉1⽇
10 ︓00 〜10 ︓30

confirmar ou
cancelar a reserva.

予約する

予約確認・
取消

ワク

＜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。
修正

中⽌
FAZER
RESERVA
イベント情報

予約する

防災情 報
予約確認・
取消

ワク

A partir do botão para reserva, registre a dose,
cidade, número do cupom de vacinação,data de
nascimento, local e data da vacinação.
「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

Conﬁra o conteúdo sem falta,para não haver
erros.Após a conﬁrmação, toque no botão
Yoyaku「予約」para concluir a reserva.
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。

Toque neste botão para confirmar ou cancelar
a reserva.
Porém, caso deseje alterar a reserva, deverá
primeiro deletar o registro e realizar um novo
registro.
「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。

○

Para cancelamento/alteração pelo smartphone (LINE), manuseie a parte inferior da caixa de textos.
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。

○

Para as reservas pelo smartphone (LINE), utilize versão atualizada do sistema operativo(OS) e do
aplicativo LINE para smartphone.
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きます。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。

