
新型コロナウイルスワクチン
接種予約システムについて

藤沢市健康医療部保健所地域保健課
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１ 新型コロナウイルスワクチン接種予約システム
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予約システム

システムの提供元は「MRSO（マーソ）株式会社」

WEB予約に対応するシステム

※電話予約は「コールセンター受付→代理入力」で対応
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住民の予約手順① （住民から見た画面展開）

初回ログイン時は住民に
情報の登録を求める

・氏名、カナ氏名【必須】

・郵便番号

・住所

・電話番号【必須】

・メールアドレス
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藤沢市ホームページ「新型コロナウイルス感染症のワクチンについて」や藤沢市の公式ＬＩＮＥアカウント
「ワクチン接種予約」から予約システムにアクセスできます。

予約システム利用に
ついての注意事項

３点で本人認証

・市区町村コード

・接種券番号

・生年月日



住民の予約手順② （住民から見た画面展開）
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予約する会場（医療機関等）を選択

※希望接種日等の条件を指定して検索することも可能

クリック

画面上部

画面下部

医療機関の紹介画面の
一部が表示される



住民の予約手順③ （住民から見た画面展開）
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画面上部 画面下部

医療機関の紹介画面

予約の空き状況

●：空きあり（11枠以上）

▲：空きあり（10枠以下）

×：空きなし（満員）



住民の予約手順④ （住民から見た画面展開）
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希望の時間を選択
内容を確認し、画面下部の
「予約する」ボタンをクリック 予約が完了する



住民の予約手順⑤ （住民から見た画面展開）
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予約完了後は、マイページで予約内容を確認すること
ができるようになる。

接種日前日までは、予約のキャンセルや変更を住民が
マイページで操作できる。



２ 医療機関におけるシステムの運用について
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予約システム運用の流れ

予約システムへの照会は
いつでも可能

・日次（AM3:00）に自動配信
・前日までの予約情報がすべて記載されたCSVファイルが送付されてくる。
（情報は限定的なので氏名・連絡先等は予約検索等で確認してください。）

医療機関用
アカウント
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機能について
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機能 機能概要

① 予約詳細検索 予約情報の検索・閲覧・変更・キャンセル等

② 予約枠設定 日時ごとの予約受付上限人数を設定

③ 予約カレンダー カレンダー表示で予約状況の確認

④ 予約情報CSV出力 予約者の情報を一括で出力（受付名簿作成等に利用）



①予約詳細検索-１
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検索条件（接種日等）を入力し、「設定した条件で予約データを検索」をクリック。

検索条件
を入力

クリック

予約者情報が
表示される

「詳細」ボタンを
クリックすると更
に詳細な情報表示
される。
（次ページ）

【例】
1/13に接種する予約者
を検索したい場合

接種日From：1/13

接種日To：1/13

藤沢市外の方を検索する場合は「142051」
（藤沢市の番号）を削除して検索



①予約詳細検索-２
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「予約変更履歴」をクリックすると、この予約に関する変更履歴が確認できる。



②予約枠の設定

システム上の画面（住民予約画面）
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CSVファイルを作成

詳細は別添資料＜（2）【マーソ】会場管理_会場運営先用(covid-19）＞

システムにインポート

※CSVファイルの作成やファイルのインポートが
難しい場合は市担当者までご相談ください



③予約枠カレンダー
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カレンダー表示で
日単位の予約状況を
確認できる

クリックすれば、時間
ごとの予約状況を確認
することができる

「②予約枠の設定」（前スライド）で設定
した予約枠がカレンダーに反映される。



④予約情報CSV出力

画面下部に出力ボタンあり
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予約者の情報をCSVデータで出力する機能
（市集団接種では、受付名簿の作成に利用しています）

事前に抽出する項目を設定する必要あり
設定方法は別添資料を確認してください

詳細は別添資料＜（3）【マーソ】予約情報CSV出力_会場運営先用(covid-19) ＞



３ 予約受付開始までの準備について
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予約受付までの流れ

【医療機関】別添の＜（5）エントリーシート＞を藤沢市に提出

【藤沢市】エントリーシートの内容を予約システムに反映

① 医療機関用アカウントの発行

② 医療機関の予約募集ページの作成

③ 予約開始日の登録
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【医療機関】予約枠を設定

Eメールに添付して送信
（宛先：fj-cv5@city.fujisawa.lg.jp）

予約システムに反映後、市から医療機関へEメールで通知
（エントリーシートを提出時に使用されているアドレスに返信）

mailto:fj-cv5@city.fujisawa.lg.jp


医療機関用のアカウントのログインページ

①市区町村コード（142051）を入力 ②IDとパスワードを入力

※ＩＤは別途ご連絡します。
※パスワードは初回ログイン時に設定していただくことになります。
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詳細は別添資料＜（4）【マーソ】管理画面へのログイン方法_会場運営先用(covid-19)＞

初回ログイン時は
パスワードを設定



ログインできない場合①

21

ご利用中のOSまたはブラウザが原因の可能性があります。
下記の対処方法をお試しください。

《OSの確認》

・ご利用中のOS(Windows 10, Mac OS X 10.12など)をご確認ください。

・ご利用中のOSが“Windows 7”の場合、Microsoft社のサポート期間が終了しているため、ご利用

いただけません。アップグレードをご検討ください。

《ブラウザの確認》

・Internet Explorerのバージョンが古い場合、ログインができない事例が報告されております。

・別ブラウザ(Google ChromeやMicrosoft Edgeなど)をお試しください。

・別ブラウザのご使用が難しい場合はInternet Explorerのバージョンアップをお試しください。

更新バージョン「KB4577010」「KB5000800」はログインできることを確認しております。

(21年6月24日現在)

※MRSO社からの案内



ログインできない場合②
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初めてログインする際は、予約システムを使用するＰＣで行い、ＩＰアドレスを登録してください。
最初にログインしたIPアドレス（接続元IPアドレス）にて、次回以降のログイン時に制限がかかるように自動的に
登録されます。（登録されていないＩＰアドレスではログインできません。）

※MRSO社からの案内



ログインできない場合③
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ログインID・パスワードが正しいのにログインできない状況として IPアドレスによるアクセス制限がかかって
いる可能性があります。

IPアドレスの相違によってログインできない場合は、初期化を行ってください。
※手順は別添資料＜【マーソ】管理画面へのログイン方法_会場運営先用(covid-19)＞参照

※予約状況等は初期化の影響を受けません。再ログイン後は継続してご利用いただけます。

登録したIPアドレスと異なる場合
ログインができない

初期化の手続きを行う

＜ログイン（ID・パスワード入力）画面＞



医療機関用アカウントのトップページ

ログイン後、予約詳細検索の画面が表示されます。
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医療機関の予約募集ページ

・コールセンターの連絡先について

・接種日の変更/キャンセルについて

・お薬手帳があれば持参すること

・他ワクチン（インフルエンザワクチンを
除く）を接種した場合、コロナワクチン接
種まで13日以上あけること

・あらかじめ予診票に記入してくること

・接種部位を出しやすい服装で来院する
こと

・医療機関から連絡する場合があること

＜予約募集ページ＞ ※エントリーシートを基に市側で作成します。
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医療機関の情報を掲載

・医療機関名/住所/電話番号

・駐車場の有無

・ホームページのリンクなど

・特記事項があれば記載

共通事項は本人認証ページに掲載しています

予約募集ページに次の内容が重複
しないようお気を付けください。

予約募集ページは医療機関側で操作することができません。
変更等の際は「エントリーシート（変更届）」をご提出ください。



予約開始日について （予約開始日と接種日の考え方）
2022 年 1 月 2022/1/1

日 月 火 水 木 金 土

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

予約開始 接種日

予約開始

接種日

接種日の前日に予約を締め切る
・【電話予約】21：00まで
・【WEB予約】24：00まで

予約は9：00から

期間が短いと予約が埋まりづらい
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市の集団接種は接種日まで最短でも1週間ほど期間を設けています。



②予約枠の設定（再掲）

＜システム上の画面（住民予約画面）＞
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CSVファイルを作成

詳細は別添資料＜（2）【マーソ】会場管理_会場運営先用(covid-19）＞

予約システムにインポート

※CSVファイルの作成やファイルのインポートが
難しい場合は市担当者までご相談ください



初回接種における予約枠の設定について
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2022 年 1 月 2022/1/1

日 月 火 水 木 金 土

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

1回目

2回目

適切な間隔を空けて、2回目を接種

1回目の接種は予約枠を設定する

2回目の接種は予約枠を設定しない
※医療機関側で管理

【予約枠設定】
1回目の予約枠のみ設定。
2回目以降の接種は医療機関側で被接種者の管理
を行う。（予約システムは利用しない。）

※2回目以降の接種日に注意して、1回目の予約枠を
設定してください。

初回接種は、1回目と2回目（乳幼児は3回目まで）が
セットになっているため、MRSO予約システムは初回
接種の予約を一括で受付する運用とします。

【予約募集ページ】
1回目の接種予約で初回接種の予約が完了すること
を明記。



予約受付設定期間の考え方について

変更受付期限
第１期 ●1/13 ★2/10 -

第２期 ●1/28 ★2/28 1月21日

第３期 ●2/10 ★3/11 2月3日

第４期 ●2/28 ★3/31 2月21日
●予約開始日　　　★予約可能期間

1月 2月 3月

予約受付設定期間について
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先の予約まで受け付けてしまうと、国からワクチンの供給が突然停止した場合などに対応できないため
期間を区切りながら予約枠を設定してください。

「●予約開始日」と「★予約可能期間」について

市側に予約枠設定を希望する場合はエントリーシート（変更届）を変更受付期限までに
市へメールで提出してください。

別添＜（6）予約受付設定期間＞をご確認いただき、「●予約開始日」を目途に、「★予約可能期間」まで
の予約枠を追加してください。

以降の期は、別添の
＜予約受付設定期間＞
をご確認ください



４ 予約開始後のシステム操作について
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予約情報メールについて

予約情報メールは「 」からAM3：00頃に送られてくる。
エントリーシートを送っていただいたアドレスに送付するように設定を行う。（市側で設定）

予約情報メールを送る前日までに、予約システム上に予約情報があれば自動送信される。

covid19-vaccine@mrso.jp
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情報が限定的であるため、予約システムの機能で予約者の確認を行う。
氏名・連絡先等の検索 → 「予約詳細検索（スライド13～14）」参照。

接種当日の受付名簿 → 「予約情報CSV出力（スライド17）」参照。



①予約詳細検索-１（再掲）
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検索条件（接種日等）を入力し、「設定した条件で予約データを検索」をクリック。

検索条件
を入力

クリック

予約者情報が
表示される

「詳細」ボタンを
クリックすると更
に詳細な情報表示
される。

【例】
1/13に接種する予約者
を検索したい場合

接種日From：1/13

接種日To：1/13

藤沢市外の方を検索する場合は「142051」
（藤沢市の番号）を削除して検索



④予約情報CSV出力（再掲）

画面下部に出力ボタンあり
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予約者の情報をCSVデータで出力する機能
市集団接種では、受付名簿の作成に利用しています

事前に抽出する項目を設定する必要あり
設定方法は別添資料を確認してください

詳細は別添資料＜（3）【マーソ】予約情報CSV出力_会場運営先用(covid-19) ＞



キャンセル対応
• 接種日前日まで

• 当日

住民
医療機関市コール

センター

予約システム
電話連絡

マイページ操作

ＷＥＢ代行
操作

予約情報メールには
掲載されない

照会

住民
医療機関市コール

センター
電話連絡電話連絡
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医療機関都合で接種ができなかった場合について

医療機関

該当日時の予約枠を取り下げる。（予約の受付を止める）
●別添資料＜【マーソ】会場管理_会場運営先用(covid-19）＞を確認。

→ 操作ができない場合はコールセンターに連絡。

医療機関から予約した方に連絡し、接種日を再調整する。
調整できない場合、予約の取り直しを案内。
●予約検索で連絡先を確認。（「予約検索①、②（スライド13～14）」参照。）

すでに予約をした住民が、予約を取り直す場合は、予約情報を取消する。
●市コールセンター：0120-800-071

突然の休診等により、接種ができなくなった場合は、次のとおりご対応ください。
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予約システムの操作

すでに予約をした住民に連絡

市コールセンターに連絡



5 市・コールセンターの連絡先
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連絡先
・藤沢市コロナワクチンコールセンター（平日・休日ともに９：００～２１：００受付）

TEL：0120-800-071（フリーダイヤル）

・藤沢市地域保健課ワクチン接種担当

TEL：0466-20-5335

FAX：0466-28-2280

E-mail：fj-cv5@city.fujisawa.lg.jp
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