
黄熱予防接種証明書の再発行について 

 

 

 

黄熱予防接種証明書を紛失あるいは氏名等の書き換えが必要で再発行を希望し、以下の条件を

満たしている方につきましては、東京検疫所でお手続き（再発行）が可能です。 

 

証明書の有無にかかわらず、10 年以内に東京検疫所（巡回診療を含む）で接種した方 

または 

接種した時期にかかわらず、東京検疫所で接種しており証明書が手元にある方 

 

お手続きの流れ 

❶東京検疫所検疫衛生課（03-3599-1515）に再発行依頼の旨をご連絡ください。 

   ・再発行希望とお伝えください。 

   ・接種時期や接種場所等をお伺いしますので、ご確認の上ご連絡ください。 

（検疫業務および予防接種業務の都合によりご希望に添えない場合がございます） 

 

❷半日から 2 日ほどで折り返しのお電話を差し上げます。 

・当課で接種履歴を確認します。 

・再発行が不可の場合にもご連絡いたします。 

 

❸再発行が可能の方は以下の通り、ご準備ください。 

＜本人が来庁する方＞ 

・ご本人様確認のために、原則、来庁して頂き証明書をお渡ししております。 

・来庁する方につきましては、2 開庁日以降の火曜日午後を除く平日で来庁日をご相談ください。 

 

当日、お持ちいただくもの 

① 収入印紙 880 円分（額面超過分は返納不可） 

② 申請書 本 PDF の 3 枚目を印刷 

③ 身分証 住所がわかるもの 

例）運転免許証、個人番号カード、住民票、

母子手帳（小児）等 

④ パスポート 顔写真のページのコピーでも可 

⑤ 現在所持している黄熱予防接種証明書 回収します。 



 

 

＜海外在住の方、未成年の方＞ 

・代理人の方の申請が可能です。まずはお電話にてご相談ください。 

・海外への郵送、お電話はいたしかねますので、日本国内にいる方の連絡先を確保してください。 

 

以下、 

・再発行申請書 

・再発行申請書（例） 

・委任状 

・委任状（例） 

・手数料超過納付書…収入印紙が 880 円を超える方はご提出ください。 
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殿

To the chief of  Tokyo Quarantine Station

880           円

 予防接種の施行を下記の通り申請します。
予防接種の施行に関する証明書の交付を申請します。
I apply for the execution of vaccination as specifield below.
I apply for the issuance of the certificate with regard to vaccination.

性別 西暦生年月日 行先地
Sex Date of birth Destination

(y．m．d)

記載上の注意 １．楷書で記入すること。
２．不要の文字は抹消すること。

Notes： １．Fill in block letters.
２．Strike out the unnecessary indications.

※ いただきました個人情報は､当検疫所にて厳重に管理し､予防接種事業以外の目的では使用いたしません
※　Your contact information will be held in the strictest confidence as per our privacy policy.

被　　　接　　　種　　　者

手　数　料　金
Amount of fee

予防接種の種類
Persons to be vaccinated

氏 名 備考

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

Remarks

（ふりがな）

（ふりがな）

（表）
様式第八の二

申　請　年　月　日
Date of application (y．m．d)

　20　 　　　．　　　　．

東 京 検 疫 所 長

申　請　者　氏　名
Name of applicant

署　　　名
Signature

予防接種に関する申請書
APPLICATION FOR VACCINATION

申　請　者　住　所
Address of applicant

(国籍　Natinonality)

Name Kind of vaccination



東京都○○区△△2-7-1
※記入日の日付を記入してください

殿

To the chief of   Tokyo Quarantine Station

880           円

 予防接種の施行を下記の通り申請します。
予防接種の施行に関する証明書の交付を申請します。
I apply for the execution of vaccination as specifield below.
I apply for the issuance of the certificate with regard to vaccination.

性別 西暦生年月日 行先地
Sex Date of birth Destination

(y．m．d)

記載上の注意 １．楷書で記入すること。
２．不要の文字は抹消すること。

Notes： １．Fill in block letters.
２．Strike out the unnecessary indications.

※ いただきました個人情報は､当検疫所にて厳重に管理し､予防接種事業以外の目的では使用いたしません
※　Your contact information will be held in the strictest confidence as per our privacy policy.

み　　ほ　　ん（表）
様式第八の二

※　消せるボールペン、鉛筆不可

予防接種に関する申請書
APPLICATION FOR VACCINATION

申　請　者　住　所
Address of applicant

20 １９．９．１ 申　請　者　氏　名
Name of applicant

検　疫　　一　郎
申　請　年　月　日

Date of application (y．m．d)
※ 署名は申請者ご自身で記載して

下さい。代筆は受け付けられません。

検疫　一郎東 京 検 疫 所 長
署　　　名
Signature （自筆）

手　数　料　金
Amount of fee

被　　　接　　　種　　　者
Persons to be vaccinated

氏 名 予防接種の種類 備考
Name Kind of vaccination Remarks

(国籍　Natinonality)

（ふりがな）けんえき いちろう

男
1977.1.1

○歳
黄熱

証明書再発行
ガーナ

紛失のため
氏名変更のため

有効期限の書き換え
のため　等

検疫　一郎

（ふりがな）
※再発行の理由を記載し
てください。

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

※ 具体的な国名を記入してください。

例） 南米⇒×、 ブラジル、ペルー⇒○
※ 複数国に滞在する場合は、

黄熱のリスクのある国をご記入ください。
※未定の場合は“未定”とご記入ください。

※ 西暦で

ご記入ください

予防接種を受けた方

文字の書けない小児､海外在住の方は代理人がご記入ください。
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委 任 状 
 

○受任者（代理人） 

 

住所                  

                     

 

氏名                  

 

 

私は、上記のものを代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

１ 黄熱予防接種証明書の再交付申請 

 ２ 再交付された黄熱予防接種証明書の受領 

以上 

 

 

年  月  日 

 

○委任者 

 

住 所                 

 

 

氏 名                

 

署名                



                                 別添 7(12.2 版) 

委 任 状 
 

○受任者（代理人） 

 

住所 東京都○○区△△２－７－１               

                     

 

氏名 検疫 花子             

 

 

私は、上記のものを代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

１ 黄熱予防接種証明書の再交付申請 

 ２ 再交付された黄熱予防接種証明書の受領 

以上 

 

 

2020年 1月 10日 

 

○委任者 

 

住 所  東京都○○区△△２－７－２               

 

 

氏 名  検疫 太郎        

 

署名   検疫 太郎        

 
郵送日をご記入 
ください。 

 予防接種した人 

 来庁する人 



 

 

黄熱予防接種手数料の超過納付書 
 
 

 

私は、検疫法第26条の規定に基づく黄熱予防接種の手数料として、

定められた手数料金額を超過した収入印紙にて納付しますが、差異

金額分の返還は求めません。 

 
 
 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 
超過金額          円 

 
署名                 
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