
 2021 年 7 月 15 日 

ＪＴ職域接種をご希望の皆さま 

日 本 た ば こ 産 業 株 式 会 社 

ＪＴ本社会場 職域接種事務局 

 

ＪＴ職域接種のご案内（ＪＴ本社会場） 

  

 

JT 主催の職域接種について、下記のとおりご案内します。なお、ワクチン接種日時の予約は、ご自身でパソコンまたはスマホ

からお願いします。以下の内容をよくお読みいただき、ご参加にあたっては円滑な運営へのご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

１．対象者 

ＪＴにご関係の企業・団体・お取引先の従業員の皆さま 

＊JT 本社会場の職域接種に２回とも参加できる方（武田モデルナ製ワクチン使用） 

＊年齢が、18 歳（接種日時点）以上、65 歳未満（1957 年 4 月 2 日生以降）の方 

＊日本に居住し住民票がある方（接種券を提出できる方） 

＊自治体から届いた「接種券」を 1・２回目ともにお持ちいただける方 

＊職域接種に必要な個人情報の提供に同意いただける方（別紙１・２参照） 

＊当会場で実施する職域接種においては安全面に配慮し、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は接種対象としな 

いこととします。ただし、医療機関に赴いて接種を受ける場合は、医療機関によっては接種を受けることができる場合

があります。 

 

２．実施日程 ※朱字：変更箇所 

1 回目：7 月 19 日（月）～８月 13 日（金）まで全ての平日（ただし、7 月 22 日、23 日の祝日は実施）  

2 回目：8 月 10 日（火）～９月 10 日（金）まで全ての平日（ただし、祝日 8/9 の４週間後 9/6 は除く） 

＊１回目接種の４週間後の同曜日が２回目の接種日となります。２回目の予約については会場でご案内します。 

（ただし、どうしてもその日に接種できない場合は、１回目接種日の３週間後から６週間後の間に２回目の接種を受けて下さい。） 

＊追加日程（１回目：８月２日(月)以降、２回目：8 月 30 日(月)以降のそれぞれ上記最終日までの期間）

については、7 月 28 日（水）より予約受付開始となります。 

 

３．実施場所 

JT 本社（神谷町トラストタワー）３０F 

東京都港区虎ノ門 4-1-1 神谷町トラストタワー（最寄駅：東京メトロ日比谷線神谷町駅）※詳細は別紙３参照 

＊1 階で入館用 QR コードを持ったスタッフがお待ちしておりますのでお名前をお伝えください。 

＊予約時間より早く来場頂いても受付できないため、予約時間の 5 分前を目途にお越しください。 

更新：2021 年 7 月 27 日 

7/27 更新：実施日を追加しました。詳細は下記をご参照ください。 

   ※実施日以外の内容については変更ありません。 



＊エレベーターを 30 階で降りて受付側に進み、接種会場案内の立て看板に従いお越しください。 

 

４．留意事項 

   本ご案内は、ワクチン接種を確約するものではございません。予約枠が全て満席となった場合には、以降の接種はお受け

できなくなりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。また、記載に誤りがある場合は、接種をお断りさせていただ

く場合がございます。 

 

５．接種当日の持参物 

持参物等 1 回目 2 回目 

接種券 

（自治体から送付） 

必要（注１） 必要（注１） 

予診票    ＊会場専用 

（別添または予約完了メール記載の URL よりダウンロード後印刷の上記入） 

必要（注２） 必要（注２） 

身分証明書 

（運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・パスポート・在留カード等） 

必要 必要 

お薬手帳（持っている方のみ） 任意 任意 

新型コロナワクチン職域接種における個人情報の取り扱いに係る親権者等の同意書 

（接種希望者が未成年の場合のみ） 

未成年の場合

必要（注３） 
― 

（注１）職域接種を行った場合、接種券に記載の番号を会社から行政へ報告する義務があることから、最終的には、接種

者本人の「接種券」を必ずＪＴに提出していただきます。 

      ※1 回目の接種時に、自治体から届いた接種券をお持ちいただける方のみを対象としますので、ご了承願います。 

（注２）本社会場詳細ページより専用書式をダウンロードし、別紙４記載例を参考に遺漏なく記載してください。 

（注３）未成年者の場合は、別紙２の同意書に親権者等の署名・押印の上、1 回目接種会場に当日お持ちください。 

（注４）接種部位をだせるよう、T シャツ等の肩を出しやすい服装でのご来場をお願いいたします。 

 

６．接種日当日の流れ 

 ・入口での検温と手指消毒。 

 ・会場スタッフが接種券・予診票・身分証明書を確認。 

 ・医師が問診のうえ接種可能と判断すれば、ワクチン接種を行います。 

 ・接種後、スタッフが予診票等に接種ワクチンのシールを貼付します。 

・接種券・予診票をスタッフが最終確認後、予診票は回収。接種券は返却します。 

 ・接種後 15 分~30 分程度待機します。気分が悪くなった場合は直ちに会場スタッフに伝えてください。 

 

７．当日の注意点 

・無断キャンセル、予約日時への遅参等がないようお願いいたします。 

・職域接種の申込後に、自治体での接種を希望することを妨げることはありませんが、その際は所定の手続きに則り、速やか

に JT での職域接種はキャンセルしてください。 

・小さなお子様の同伴は、危険防止上、可能な限りお控え願います。都合がつかない場合は、ベビーカーのみを可とさせてい



ただきます。 

・健康上の観点で接種に不安がある方は、事前に十分に主治医とご相談の上、接種会場へお越しください。また、過去に採

血等で気分が悪くなる又は失神等を起こしたことがある方は、当日接種前にお申し出ください。 

 

８．予約方法（詳細は次ページ参照） 

・会場予約ページ（URL/QR コード）へアクセスし、必ずご自身で予約を行ってください。 

・自身の希望する日時をカレンダーから選択し、必要情報を入力のうえ、予約実施 

・予約完了後、ご自身の接種会場情報（入館方法・緊急連絡先・事前記入書類等）を会場詳細ページにて確認 

 ※予約時にメールアドレスを登録した場合は、予約完了メールにて確認可能です 

 

９．キャンセル・日程変更等の方法 

予約完了後のキャンセルおよび変更はご自身ではできませんので、事務局キャンセル時連絡先（メール）へ連絡してください。 

・予約のキャンセルをする場合は、【氏名、カナ、キャンセルしたい予約日時】を添えて事務局までメールにてご連絡ください。 

・日程変更の場合は、事務局へキャンセル連絡（メール）をしてください。キャンセル処理完了メールが届きますので、ご本人

様より改めてシステムにて変更後の予約をしてください。 

・メールが届かない場合は、迷惑メール設定またはメールアドレス登録間違いが考えられます。メールが届かず予約を確認した

い場合は、事務局へメールで問合せ願います。なお予約完了メールの再送はできません。 

・やむを得ず当日キャンセルとなる場合は、必ず当日の緊急連絡先（電話）へ連絡してください。 

・メールアドレスや登録内容の間違いが多発しております。予約確定前に必ず確認をお願いします。 

ＪＴ本社会場 職域接種事務局 本社会場 

キャンセル時連絡先 honsha-shokuiki@jt.com 

当日の緊急連絡先 080-4455-3403 

 

＜問い合せ先＞ＪＴ本社会場 職域接種事務局 

         honsha-shokuiki@jt.com 

 

 

 

 

 

 

 

本社会場予約（１回目） 

https://ux.nu/l6zA4 

 

本社会場詳細ページ 

https://ux.nu/k6Lio 

 
２回目用の予約 URL/QR コードは

接種会場で配付します 

mailto:honsha-shokuiki@jt.com
mailto:honsha-shokuiki@jt.com
https://ux.nu/l6zA4
https://ux.nu/k6Lio


●予約方法詳細 

 

１ 所定の URL/QR コードから予約ページへアクセスし、「予約希望日時」を選択 

 

予約したい週を表示 

予約したい日時を選択 

自身が予約した日時・会場が正しいこと

を確認し「予約する」をクリック 

２ 予約フォーム上で必要な情報を入力 

  

*は必須入力項目です  

画面上の指示に従い入力してください 

・勤務先会社名：「01_JT」を選択してください。 

・勤務先所属組織名：「渉外企画室」と入力してください。 

 

 ※お間違えやすい箇所のため、ご注意ください。 

・メールアドレスを登録すると、予約完了やリマインドメールが届きます。 

・登録間違いが多発しているため、正確に登録してください。 

・「その他」 を選択してください。 

・接種する方のお名前です 



 

●本社会場詳細ページ 

 

 

 

 

詳細情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予約結果を画面上で確認します（メールアドレスを入力した方には、予約完了メールが送信されます） 

・「従業員番号」欄：接種を希望される方の加盟組合名を入力してください。 

※記載例）東京都飲食組合 

※1 回目・2 回目の予約とも同じ加盟組合名で入力してください。 

・「従業員氏名」：接種を希望される方のご氏名を入力してください。 

 

※お間違えやすい箇所のため、ご注意ください。 

クリック → 予約確定画面へ 

※確定前に必ず予約内容を確認してください 

予約完了後にキャンセル・日程変更等をしたい場合

の連絡先はこちらです 

会場詳細情報を本紙 URL・QR コードまたは予約完了メールのリンクより確認 

会場専用の「予診票」をダウンロードし（または別紙）、事前記入のうえご持参ください。 

 

自治体から届いた「接種券」を必ずお持ちください。無い場合は接種できません。 



別紙１ 

2021 年 6 月 16 日 

改訂：2021 年 6 月 22 日 

改訂：2021 年 7 月 5 日 

日本たばこ産業株式会社 

新型コロナワクチン職域接種における個人情報の取り扱いについて 

 

当社は、当社が主催し又は第三者が主催し当社が参加する職域接種（以下、総称して「本職域接種」）を

希望される方（以下、「希望者」）について、下記のとおり、個人情報を取得し、利用いたします。希望者

は、下記の内容に同意したものとみなします。 

 

記 

 

1. 希望者より取得する個人情報の項目 

（1） 基本情報 

氏名、生年月日、住所、郵便番号、所属、メールアドレス、電話番号、接種希望等 

（2） 本職域接種を実施する上で必要な情報 

接種日、接種会場、既往歴、接種当日の健康状態等 

 

2. 利用目的 

（1） 本職域接種の実施に係る諸手続き 

希望者の把握、必要なワクチン量の算定、スケジュール設定（接種計画の策定）、会場運営に係る

企画及び全体調整、医療機関及び行政機関との連携等 

（2） 本職域接種に係る労務管理 

本職域接種当日及び副反応が出た場合における労務管理（火災天災休暇/欠務申請）等 

 

3. 第三者提供 

当社は、上記 2.（1）の利用目的を達成するために、上記 1.の「希望者より取得する個人情報の項

目」に記載の個人情報を、本職域接種に関連する医療機関、行政機関、本職域接種主催会社等の第

三者に提供する場合があります。 

以上 

 

 

 

 

 



別紙２ 

日本たばこ産業株式会社 宛 

 

新型コロナワクチン職域接種における個人情報の取り扱いに係る 

親権者等の同意書 

 

2021 年 6 月 16 日付「新型コロナワクチン職域接種における個人情報の取り扱いについて」（その後の

改訂も含む）の内容に同意します。 

 

 

  年    月    日 

・希望者（未成年者） 

氏名： 

 

住所： 

 

・親権者等 

氏名：               印 

 

住所： 

 

続柄： 

 

 

 

 



別紙３ 

【会場のご案内】 

 

会場：JT 本社３０F（東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー） 

              東京都港区虎ノ門 4-1-1 

＜接種当日の緊急連絡先＞ＪＴ本社会場 職域接種事務局 

専用メール：honsha-shokuiki@jt.com 

専用ダイヤル：080-4455-3403 

 

【神谷町駅からのアクセス方法】 

東京メトロ日比谷線神谷町駅は、地下連絡通路から神谷町トラストタワーに直結しています。 

１．４a/４b 方面の改札を出て左に曲がり、「メトロシティ神谷町」に入ってください。 

２．入った後、右に曲がり、Delifrance（パン屋）・トモズ（薬局）の間を進み、左に曲がります。 

３．自動ドアを通過し階段を数段降りると、すぐに T 字路がありますので右に曲がります。 

４．道なりに進んだ先のエスカレーターを上ると神谷町トラストタワー１F に到着します。 

  １F オフィスロビーの突き当りに JT 専用フラッパーゲートが設置されています。 

２              ３              ４              トラストタワー入口 

 



別紙４ 

【予診票記載例】 

 


