
はっとり耳鼻咽喉科・アレルギー科

※パソコンでアクセスした場合は 「パソコンの方はコチラ」 を選択して同様にメールアドレスの登録 ・ 変更が可能です。

携帯電話 or パソコンを使って下記①～③いずれかの方法でアクセスできます。

http://www.isyadoko.net/qr/0663313387

③空メールを送信  （注 1）

①直接 URL を入力

0663313387@isyadoko.net

②QR コード読取

※QRコード読取対応機種のみ（注１）迷惑メール対策設定している方は、「isyadoko.net」からのメールを受信可能に設定して下さい。

当院では、 院内での待ち時間対策として順番予約システムを導入いたしました。

但し、 表示している順番はあくまで目安であり、 状況により多少前後する場合がございますのでご了承下さい。

* 電話でのご予約はお断りしております。 予約無しの受診受付はこれまで通り窓口で行っております。

1 予約画面へのアクセス方法

2 メールアドレスの登録方法

オ ン ラ イ ン 順 番 予 約 に つ い て

メールアドレスの登録を行うと「予約受付メール」「お知らせメール」 の受信が可能となります。（注２）

①～③でアクセスしたページの 「携帯電話の方はコチラ」 をクリックして下さい。

（注２）  メールはその時の電波環境等で正確なタイミングで受信できない場合がございますのでご注意下さい。

1. 「マイページ」 をクリック

はっとり耳鼻咽喉科・アレルギー科

[1] マイページ

[#] ご利用ガイド

一般診察

初診予約不可

オンライン予約には診察券番号

と生年月日の入力が必要です。

現在 17 番

5 人待ち

[5] 更新

何人待ち

順番予約

2. 診察券番号、誕生日を入力

して 「ログイン」 をクリック

ログイン

診察券番号と生年月日 （4 桁 ）を

入力して下さい。

◆診察券番号

ﾛｸﾞｲﾝ ｸﾘｱ

◆誕生日

例） 3月28日の場合は 0328

はっとり耳鼻咽喉科 ・ アレルギー科

3. 「会員情報変更」 を

クリック

イシャ ドコタロウ様のページ

【現在の予約】

現在は予約されていません。

お知らせメールは電波の受信状況

等により正確に受信出来ない場合

があります。

[5] 予約

[2] 予約履歴一覧

[3] 会員情報変更

はっとり耳鼻咽喉科 ・ アレルギー科

4. メールアドレスを登録して

「送信」 をクリック

送信

会員情報変更

変更内容を入力後、 送信ﾎﾞﾀﾝを

ｸﾘｯｸして下さい。 (* 印は必須 )

会員情報を削除される場合は削除

ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして下さい。

◆PC 用メールアドレス

ﾘｾｯﾄ

◆携帯メールアドレス

半角ｶﾀｶﾅ・ 全角英数字 ・ 機種依

存文字は使用しないで下さい。

◆診療予約のお知らせを受信

するメールアドレス

○ PC 用　　 携帯用

●●●●@docomo.ne.jp

中　略中　略

オンライン順番予約の方法は裏面をご覧下さい。



※パソコンでアクセスした場合も 「パソコンの方はコチラ」 を選択して同様の順番約や何人待ち検索が可能です。

注 意！！

はっとり耳鼻咽喉科・アレルギー科
［診療時間］ 9:00 ～ 12:30　　16:00 ～ 19:00

［ネット受付］ 9:30 ～ 12:00　　16:00 ～ 18:30

※土曜のみ ［診療時間］ 9:00 ～ 13:00　［ネット受付］ 9:30 ～ 12:30

［休診日］ 木曜 ・ 土曜午後 ・ 日曜 ・ 祝日

３ オンライン順番予約の方法

◆医療施設

はっとり耳鼻咽喉科・ アレルギー科

◆診療科目

一般診察

◆住所

大阪府

豊中市北条町 3-2-24

◆電話番号

TEL.06-6331-3387

◆予約日

2009 年 8 月 24 日

◆予約時間

午後

◆受付番号

15 番

◆お名前 （カナ）

イシャドコタロウ様

診療予約の受付を完了しました。

新規予約申込完了

ログイン

診察券番号と生年月日 （4 桁 ）を

入力して下さい。

◆診察券番号

ﾛｸﾞｲﾝ ｸﾘｱ

◆誕生日

例） 3月28日の場合は 0328

はっとり耳鼻咽喉科・ アレルギー科
はっとり耳鼻咽喉科・アレルギー科

[1] マイページ

[#] ご利用ガイド

一般診察

初診予約不可

オンライン予約には診察券番号

と生年月日の入力が必要です。

現在 17 番

5 人待ち

[5] 更新

何人待ち

順番予約

はっとり耳鼻咽喉科・アレルギー科

一般診察

イシャドコタロウ 様

◆診察券番号

123456

◆症状

送信 ｸﾘｱ

□現在状況へ

◆お知らせメール

　 必要 　　　不要

◆お知らせメール送信先

　　********@docomo.ne.jp

◆メール送信タイミング

  ３   ▼　人前にメール

◆家族の受診を追加する

　 無し 　　　有り

4. 受付完了画面が出て終了
3. 必要事項を入力して送信

をクリック

2. 「診察券番号」 「生年月日」
を入力してログインをクリック

1. 「順番予約」 をクリック

3 あなたの前の待ち人数を表示

【何人待ち検索】

9 月 6 日午前診

受付番号 12 番

[5] 更新

はっとり耳鼻咽喉科・アレルギー科

一般診察

現在あなたの前に

3 人

お待ちです。

[8] 何人待ち検索入力
[9] 現在状況ページ

[1] マイページ

[#] ご利用ガイド

最新の待ち人数を確認する場合
は更新ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして下さい。 

1. 「何人待ち」 をクリック

はっとり耳鼻咽喉科・アレルギー科

[1] マイページ

[#] ご利用ガイド

一般診察

初診予約不可

オンライン予約には診察券番号

と生年月日の入力が必要です。

現在 17 番

5 人待ち

[5] 更新

何人待ち

順番予約

2. 時間帯を選択して受付番号

を 「検索」 をクリック

【何人待ち検索】

9月6日

検索

午前診

午後診

12

はっとり耳鼻咽喉科・アレルギー科

一般診察

受付時間帯を選択し、受付番号を

入力して下さい。

受付番号は半角数字で入力して下

さい。

□ 現在状況ページ

□マイページ

□ご利用ガイド

① お知らせメールは電波状況や場所等により正確なタイミングで届かない場合がございます。

② 診療の順番は診察状況により前後する事がございますので、 あらかじめご理解願います

４ 待ち人数の確認方法

※ ご家族を続けて受付する場合は
「◆家族の受診を追加する」を [ 有り ] にして下さい。
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