
知立団地中央診療所 
★電話＆WEBから当日の順番受付ができます。 

電話＆インターネット（携帯やパソコン）からの受付時間 
 ●午前受付：8:30～11:15  ●午後受付：14:30～ 16:30 
                 （火曜のみ：14:30～17:30） 
                   ●休診日：木曜午後・土曜午後・日祝日 

                  ※診察時間とは異なります。ご注意下さい。          

http://3405.mdja.jp 

▼WEBページURL▼ 

▼ 注 意 事 項 ▼ 

●ご家族で診察される場合は、それぞれご登録ください。診察券を持っていない初診の患者 
 さんがいらっしゃる場合は診察券のある方だけを登録し、ご来院時にお申し出下さい。 
●午前診、及び午後診の終業時を超えお名前をお呼びしても来院されていない場合は、診察を 
 致しかねます。予めご了承下さい。 
●お呼び出し時に不在の場合しばらくお待ち頂く事になります。 
●待ち時間が長時間にわたる場合、TOP画面の「受付を確認する」からご自身の順番を途中で 
 再確認されることをお勧めいたします。 
 
 
 
 
 

 
●本サービスは待ち時間軽減の為のシステムです。皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。 
 

★順番が近くなったときの「お知らせサービス」もご利用できます。 

●順番受付のご案内● 
★今現在の待ち人数が確認できます。 

【受付する】＊完了＊ 

■○○○○様 

受付番号：○番 

で受付致しました。 

現在あなたは○人目です。 

 

★メールでのお知らせ 
を希望しますか？★ 
○人前になったらメール 
でお知らせすることができます。 
ご希望の方は下記をご選択 
ください。 
→希望する 
 

▼ＴＯＰへ戻る 

 

   知立団地中央診療所 

    Web受付ページ 
 
 

待ち人数：○人 
［情報を更新する］ 
［現在の状況を見る］ 
 
 
 

・受付する 
・受付を確認する 
・受付を変更する 
・受付をキャンセルする 
・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを登録する 
・お知らせを設定する 
･医院情報ﾒｰﾙを設定する 
 

【診療待ち情報】 

【メニュー】 

▼メールでお知らせサービスをご利用される場合▼ 
このサービスは、メールアドレスの登録が必要です。待ち人数が、一定人数以上になりますとお知らせ設
定ができます。ただし、ご案内間近の場合は設定できません。TOP画面より事前の登録をお勧め致します。
着信制限等の設定をしている方は「mdja.jp」からのメールを許可する設定にして下さい。 

▼自動受付専用電話▼ 

０５０-５５３３-７６６０ 

●待ち人数がご確認できます。 
●「受付をご希望の方」・（１） 
 「確認・取消しの方」・（２） 
●受付人数を入力します。 
●診察券番号をプッシュし、 
   最後に＃を押して下さい。 
●受付番号をご案内致します。 
 
※ボタン操作を誤った場合には、 
改めてアナウンスが流れます。 
  
 

音声ガイダンスの内容に 

従ってお進みください。 

画
面
に
従
っ
て
操
作
し
ま
す
。 



WEB（携帯・パソコン） 順番受付手順

①
② ③ ④

⑤
⑥

⑧⑦

http://3405.mdja.jp
▼WEBページURL▼



（例）12番の方が次にお呼び 

   する方です。現在18番ま  

            で順番受付をされており  

            ます。8・9・10番の方は 

   お呼びしましたが、クリ 

   ニックに不在の方です。 

Web画面より 
予約の進行状況が確認できます 

[現在の状況を見る] 
  

来院前のご確認をお勧め致します。 

http://3405.mdja.jp 

▼WEBページURL▼ 

   知立団地中央診療所 

     Web受付ページ 
 
 
待ち人数：○人 
［情報を更新する］ 
［現在の状況を見る］ 
 
 
 

・受付する 
・受付を確認する 
・受付を変更する 
・受付をキャンセルする 
・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを登録する 
・お知らせを設定する 
･医院情報ﾒｰﾙを設定する 
 

【診療待ち情報】 

【メニュー】 

現在の診察待ち状況です。 

12番 
13番 
14番 
15番 
16番 
17番 
18番 
■不在の方 
8番 
9番 
10番 

★ 



▼自動受付専用電話▼ 

０５０-５５３３-７６６０ 

こちらは、知立団地中央診療所 受付専用電話です。 
 
待ち人数は、○人です。 
受付をご希望の方は「１」を受付内容の確認をご希望の方は「２」を押してください。 
 
→（「１」を入力の場合） 
○人まで同時に受付することができます。希望する受付人数を押してください。 
 
→（「１」を入力の場合） 
診察券番号を押して、最後に「＃」を押して下さい。 
誕生日を何月何日の４桁で押して、最後に「＃」を押して下さい。 
  家族同時に希望される場合は、人数分の数字を入力してください。 
  「1人目の認証を行います」の後に、診察券番号と誕生日を入力します。 
  更に、「2人目の認証を行います」の後に、同様な操作をします。 
 
受付番号○でお取りしました。待ち人数は、○人です。 
 
よろしければ「１」を 
もう一度この受付内容の確認をご希望の方は「２」を押してください。 
 
→（「１」を入力の場合） 
ご案内まで○人以内になった場合電話に呼出することができます。 
 
今おかけの電話に呼出電話をご希望の方は「１」を 
呼出先の電話番号を指定したい方は「２」を 
呼出電話を希望せずに受付を終了するには「３」を押してください。 
 
→（「１」を入力の場合） 
呼出電話の設定ができました。受付は以上です。ご利用ありがとうございました。 
 
  
 
 
  
 

音声ガイダンスの内容に従ってお進みください。 
※ボタン操作を誤った場合には、改めてアナウンスが流れます。 

※ダイヤル回線の方は最初に一度トーンボタン（＊）を押してください。 
※番号が非通知の場合は順番が近くなってもお知らせできません。 

知立団地中央診療所 

電話での受付方法 



知立団地中央診療所 CLÍNICA DO CHIRYUDANCHI 

●順番受付のご案内 Guia de aceitação do atendimento em ordem numérica 

★電話＆WEB から当日の順番受付ができます。É possível aceitar no dia do atendimento através de telefone‘‘WEB 

★今現在の待ち人数が確認できます。É possível confirmar o atual número de pessoas em espera. 

★順番が近くになったとき「お知らせサービス」もご利用できます。 Poderá utilizar o [serviço de aviso]quando 

aproximar a sua vez 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  WEB   http://3405.mdja.jp 

▼自動受付専用電話▼TELEFONE EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO AUTOMÁTICO 

   ０５０－５５３３－７６６０ 
  音声ガイダンスの内容に従ってお進み下さい。Avance acompanhando a voz do guia 
   ※ご注意！Cuidado 
 ダイヤル回線のご家庭は、最初に一度「トーンボタン✱」を押して下さい。 
   Aqueles que possuirem o circuito de discagem,~aperte uma vez no inicio da operação o botão de asterisco 

●待ち人数がご確認できます Poderá confirmar o número de pessoas em espera 
●「受付をご希望の方」・（１） [Confirmação do atendimento] (1) 

   「確認・取り消し方」・（２）[Forma de confirmação cancelamento 
●受付人数を入力します。Input do número de pessoas para atendimento 

  ●診察券番号プッシュし最後に＃を押して下さい。 
Aperte o número do cartão de consulta e aperte o # no final da operação 

●受付番号 をご案内致します Vamos mostrar a ordem de atendimento 
   ※ボタン操作を誤った場合には改めてアナウンスが流れます。 
           Ao cometer êrro no aperto de botão,o anúncio repetirá novamente 

 

電話＆インターネット（携帯やパソコン）からの受付時間 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TELEFONE E INTERNET 

[Celular ou Comptador] 

●午前受付 ７：３０～１１：１５   

Atendimento no período da manhã    Das７：３０～１１：１５horas   

●午後受付 １４：００～１６：３０ 

Atendimento no período da tarde  Das １４：００～１６：３０horas 

（火曜日のみ １４：００～１７：３０） 

 (Somente às terças feiras das 14 00 ～17 30 horas) 

●休診日 木曜日午後・土曜日午後・日祝日 

Dias de folga：  Quintas á tarde  ・Sábados á tarde・Domingos e Feriados 

 ※診察時間とは異なります。ご注意下さい。 

※O horário difere com o horário da clínica. TOME CUIDADO 



 

▼ 注 意 事 項 ▼  

▼AVISO SOBRE OS CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS▼ 

 

●ご家族で診察される場合は、それぞれご登録して下さい。診察券を持っていない初診の患者さんが 

いらっしゃる場合は診察券のる方だけを登録し、ご来院時にお申し出下さい。 

Quando for receber consulta em família cada pessoa deve ser registrada 

individualmente . O paciente principiante que não possuir o cartão de consulta, 

será registrado somente os que possuem o cartão e nesses casos avise quando comparecer 

 à clínica 

●午前診、及び午後診の終業時を超えお名前をお呼びしても来院されていない場合は、診察を致しかねます。 

 予めご了承ください。 

  Os pacientes que tiverem chamada na consulta da manhã e na consulta da tarde mas 

   não estiverem presentes, não poderão receber  consulta 

●お呼び出し時に不在の場合しばらくお待ち頂く事になります。 

   Caso estiver ausente no momento da chamada, terá necessidade de esperar até 

 a próxima chamada. 

●お待ち時間が長時間にわたる場合、TOP 画面の「受付を確認する」からご自身の順番を途中で再確認されることを 

お勧めいたします。 

  Caso tenha que esperar por várias horas, confirme na primeira tela [Confirmar o atendimento] 

  Recomendamos a confirmação da ordem de atendimento  

 

▼メールでお知らせサービスをご利用される場合▼ 

  PARA  AQUELES QUE IRÃO UTILZAR O SERVIÇO DE ENDEREÇO ELERÔNICO ( E-mail 

この待ち人数が、一定人数以上になりますとお知らせ設定ができます。サービスは、メールアドレスの登録が必要です。 

Este serviço necessita do registro antecipado do endereço eletrônico. 

Quando o número de pessoas na espera atingir um certo número ,é possível enviar oaviso 

Porém,não poderá ser registrado na véspera da chamada  

  Recomendamos o registro do e-mail com antecedência. 

 

ただし、ご案内間近の場合は設定出来ません。ＴＯＰ画面より事前の登録をお勧め致します。 

着信制限等の設定をしている方は「ｍｄｊａ．ｊｐ」からのメールを許可するに設定して下さい。 

Aqueles que estiverem bloqueando os e-mails por motivos incômodos, 

Favor áutorizar para poder receber o mail através de [mdja.jp] 

 

●本サービスは 待ち時間軽減の為のシステムです。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

Este sistema tem a finalidade de reduzir o tempo de espera. 
Contamos com a compreensão e a colaboração de todos os senhores. 
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