
当院携帯サイト http://wclc.jp/koujin/ にアクセス

受付予約・診療予定時刻お知らせシステム
(別館ANNEXの診療のみ)

※受付予約システムではありますが、絶対的な時間指定予約ではありません。あくまでも目安としての
ご予約となります。予めご了承ください。

※ご来院当日タッチパネルにて受付をしていただいて受付完了となります。

p jp j

利用登録をする（診察券をお持ちで初めてネット予約される方）

●診察券番号

12345

●生年月日

５．診察券番号と生年月日を入力し、
「次へ」ボタンをクリックします。

必ず atlink.jpからのメールを受信できるようにドメイン指定を行ってから登録をしてください。

携帯サイトのトップ左上および
メニュー内にある「ご予約」を
選択してください。

１．予約サイトにアクセスします。

●生年月日

19890101

次へ

●どこで当院をお知りに
なられましたか？
□ホームページ
□駅看板

６．簡単なアンケートにご回答いただき
「次へ」を選択してください。

ログイン

２．【利用規約】に同意された方は
「利用規約に同意し登録手続きへ」
を選択します。こちらより空メール
を送信ください。

３．送信後、当院からのメールが
届きますので、記載されたURLに
アクセスしてください。

【利用規約】をお読み
いただき・・・

利用規約に同意し
登録手続きへ

次へ

●どこで当院をお知りに
なられましたか？
・ホームページ

・
登録

７．入力内容を確認のうえ
「登録」を選択してください。

登録済みの方
はじめての方

過去に当院を受診され
たことはありますか？

・はい(診察券が必要)
[SSL非対応機種]

・いいえ
[SSL非対応機種] ４．「はい」を選択してください。

ご登録ありがとう
ございました。

８．利用登録が完了いたしました。
登録完了のご案内とパスワードが

メールにて送信されますので
ご確認ください。

ログインする

２つのログイン方法があります。

【診察券番号とパスワード】

１．患者さまの診察券番号と登録時に
メールにてお知らせしました

▼かんたんﾛｸﾞｲﾝ

かんたんﾛｸﾞｲﾝ

ログイン
登録済みの方

○○ ○○様
こんにちは！

MENU

１.予約の登録
２ 予約の確認変更

２．ログインに成功しますと、左記
の初期メニューが表示されます。

【予約の登録】
予約を登録することができます。

※1月4日よりご利用いただけます！

パスワードを入力し、「ログイン」
ボタンを押します。

▼診察券とﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
診察券番号

12345

パスワード

0101 「かんたんログイン」を利用するためには
下記設定が事前に必要となります。

【かんたんログイン】
1．「かんたんログイン」ボタンを選択

するだけでログインが可能です。

２.予約の確認変更
３.各種設定

ログアウト

【予約の確認・変更】
予約内容の確認や変更、キャンセル
をすることができます。

【各種設定】
かんたんログイン設定やメールアド
レス、パスワードの変更が可能です
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ﾛｸﾞｲﾝ ① 診察券番号とパスワードでログイン
② トップメニューの「各種設定」を選択
③ 各種設定メニューの「かんたんログイン

設定」を選択
④「設定する」を選択

はじめての方

※本日の予約がある場合、トップ画面に
予約情報が表示されます。

※当院からのお知らせがある場合、
トップ画面にお知らせが表示されます。

※表示されるメニューは実際とは異なる場合が
あります。あらかじめご了承ください。

※3ヶ月以上ご来院のない方・初診の方はご利用できません。



予約の登録

７．「お知らせメール」を選択します。

※お知らせメールとは診療予定時刻の
３０分または６０分前に登録されている
メールアドレス宛に「診察順番の○分前
になりました」という内容のメールが
送信される機能です

1．予約状況を検索する項目､日付
表示期間を選択し、[実行]を

クリックします。

項目選択 [診察]
[診察]

年[2010]
月[1]
日[11]

診察
1月12日
AM８：30 3番目
診察
お知らせメール

不要 ▼

※1月4日よりご利用いただけます！

※3ヶ月以上ご来院のない方・
初診の方はご利用できません 送信される機能です。

表示期間 [1日]
[実行]

２．指定された日付以降（指定間）
の診察予約スケジュールが表示
されます。

---------------
1月11日(火)
午前８:３0-12:00

診察 ×

[予約登録]

８．[予約登録]をクリックすると予約が
完了します。

予約を承りました.
----------------

不要 ▼
30分前
60分前

お知らせメールはネットワークの
都合上、遅延する場合があります
ことをご了承ください。

初診の方はご利用できません。
ご了承願います。

９．予約登録完了のメッセージが表示
されます。

★順番は、予約時間帯枠での順番が
表示されます。

３．｢△」は予約枠があと一つです。
「×」は既に予約がいっぱいです。
「－」は予約を承っていません

４．希望する日時を選択します。

1月12日(水）
午前８３0-12:00 
診察 ○

1月13日(木)
午前８:３0-12:00
診察 －

1月12日(水)午前

1月12日(水)
診察
AM８:30 順番:3番目
予定時刻 ８：4５頃

診察内容により順番
が前後する場合があ
ります

お知らせメールは
約30分前に送信され

★予定時刻はあくまで予約時における
予定時刻ですので、診察当日には
変動します。「予約確認」画面にて

1月12日(水)午前
診察
AM８:３0    ×
AM10:00 ○
AM11:00 ○

５.選択された日時、時間帯別の
予約スケジュールが表示されます。

６.希望する時間帯を選択します。

約30分前に送信され
ます

変動します。 予約確認」画面にて
複数回確認してください。

*希望された日時または病院より指示された日に予約が取れない場合は☎0877-85-5353まで

お問い合わせください (月 火 水 金 土10:00 19:00 木10:00 12:00)
予約専用回線

予約の確認／変更／キャンセル

1. ログイン後「予約の確認・変更」を
選択します。診察順番および予定時刻
は、当日の診療状況に応じて、変動し
ます

予約内容および診察
状況をご確認くださ
い

▼変更前の予約
診察
1月12日（水）

【予約の変更】
画面に沿って変更後の予約の
入力操作を行ってください。
最後に 変更前と変更後の予約

※1月4日よりご利用いただけます！

お問い合わせください。(月・火・水・金・土10:00～19:00  木10:00～12:00)

ます。い。

-- No 1 --
1月12日(水) 午前
診察
ＡＭ ８：３０
順番 ３番目
予定時刻８時３０頃

[予約の変更][ｷｬﾝｾﾙ]

※ここで表示される順番は、予約された
時間枠内での順番です。

※表示される予定時刻はあくまでも目安
です。お早めに来院ください。

ＡＭ８：３０

▼変更後の予約
診察
1月2１日（金）
ＡＭ１１：００

予約変更

最後に、変更前と変更後の予約
内容の確認画面が表示されます
ので、よろしければ「予約変更」
を選択して下さい。

２．予約を変更される場合は、
「予約の変更」を選択してください。

３．予約をキャンセルされる場合は、
「キャンセル」を選択してください。 下記のご予約をキャン

セルいたします。
----------------
産科診察
1月12日(水) 

午前
----------------
よろしいですか？

いいえ

【予約のキャンセル】
キャンセルする予約内容を
確認のうえ「はい」を選択
してください。

※3ヶ月以上ご来院のない方・
初診の方はご利用できません。

いいえ

はい

※ログインに複数回数失敗しますと当システムをご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
※携帯電話によっては、当システムをご利用いただけない機種があります。
※診察の順番になっても来院されていない場合は、「順番をとばしています。」旨のメールが送信されます。
※ご登録いただいたメールアドレスに一定回数を超えて配信できない場合は、メール配信を停止させて

いただく場合があります。


