新型コロナウイルス感染症

予防接種証明書

交付申請書

Application Form for Vaccination Certificate of COVID-19
大阪市長 宛
To : Mayor of Osaka City

希望する証明書に〇をつけてください。海外用をご希望の場合は、旅券（パスポート）※が必要であり、国内
用の証明書も併せて発行することとなります。（※旅券以外で渡航の場合、その書類）
申請する
接種証明書の種類

Please select a type of certificate. Person applying for a certificate for "international travel & domestic use " is kindly
requested to present travel document such as passport.

Type of certificate

海外用及び日本国内用

日本国内用

International travel
& domestic use in Japan

Domestic use in Japan

フリガナ

生年月日/Birthday

only for Japanese

(西暦）

氏

名

Name

請求者
（証明を
必要とする人）

〒

Applicant
(who wish to get the
certificate)

Year

Month

Date

年

月

日

-

住民票住所
Address

連絡先

電話番号

Contacts

Phone number

－

－

▼今回提出する書類に必ずチェック☑してください。/ Check list for submitting documents

★申請者全員に必要な添付書類 / Necessary documents for all applicants
□「接種券・接種済証（臨時）」、「予防接種済証（臨時接種）」、「接種記録書」いずれかの写し
(「母子健康手帳の写し」を添付される場合はお子さまの氏名・生年月日のわかるページと接種履歴のわかるページの両方をコピーしてください)

/ Copy of certificate of vaccination or the record of vaccination
→紛失等により提出できない場合 / If unable to submit the certificate or the record

申請書送付先
/Application mailing address

〒５４１－００５1
大阪市中央区備後町2丁目4番9号
日本精化ビル１階
大阪市新型コロナワクチンパスポート
証明発行センター

□予診票の写し / Copy of the pre-vaccination screening document
□返送先の住所と氏名を記入した返信用封筒（切手を貼付して下さい）
/ Return envelope with a postal stamp (Write down your name and address on the front)
→返送先の住所が住民票住所と異なる場合は該当を○で囲ってください
/ If the delivery address is not the address, please circle the correspondinng item
・勤務先/Work place

・現住所/Current address

・代理人住所/Address of a person on your behalf

・その他/Other（

）

★日本国内用申請に必要な添付書類 / Necessary documents for Domestic use in Japan
□本人確認書類（免許証、健康保険証など）の写し / Copy of a personal ID
★海外用(海外用及び日本国内用)申請に必要な添付書類 / Necessary documents for International travel
□旅券(パスポート)の写し / Copy of Passport
※旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合に必要な書類
/ If your passport shows your original name, maiden name or different name
□旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類の写し
/ Copy of a Personal ID with your original name, maiden name, or different name
※代理人による請求の場合に必要な書類 / If someone else is applying on your behalf
□委任状 / Letter of proxy signed by applicant
□委任を受けた方の本人確認書類の写し / Copy of a personal ID of a person on your behalf
□その他書類 / Others（
※

）

本市記入欄
1
2
3
4
5
6
7
8

