
ご自由にお持ち下さい

お問合せ先

ご利用ガイドブック

サービス提供

携帯電話の設定方法

FLETに登録・予約する際には、携帯電話の製造番号を通知する
必要があります。「製造番号の通知設定をONにしてください」とい
うメッセージが表示された場合、以下を参考に携帯電話の設定を変
更して下さい。

携帯電話の設定はありません。
登録・予約時に製造番号通知確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択し
て下さい。

「Yahoo!ケータイ」→「ブラウザ共通設定」→「セキュリティ設定」→「製造番号通
知」→「ＯＮにする」
なお機種ごとのボタン位置など、操作方法の詳細につきましては、ソフトバンク各
店までお問合せ下さい。

(1)EZ番号通知の設定
「EZトップメニュー」→「auお客様サポート」→「調べる」→「技術情報」→「EZ番号
通知設定」→「設定する」 →「暗証番号入力」→「送信」
(2)通知する設定にしても、うまくログインできない場合は以下の設定を確認して
下さい。
「EZ設定」→「ブラウザ履歴クリア設定」→「自動設定する」

docomoの携帯電話をお使いの方

docomoの携帯電話をお使いの方

SoftBank・Disney Mobileの携帯電話をお使いの方

SoftBank・Disney Mobileの携帯電話をお使いの方

auの携帯電話をお使いの方

auの携帯電話をお使いの方

■製造番号（EZ番号）通知の設定

※尚、機種によって設定の方法が異なる場合がございます。ご不明な点は各機種の
取扱説明書をご覧頂くか、販売店・サポートセンターにお問い合わせ下さい。

※パケット通信料はお客様ご負担となります。 ※他のアプリケーションが起動した状
態でかざすと起動できない機種があります 。  ※携帯の電源が入っていない状態では、
起動しません。  ※ICロックなどセキュリティがかかった状態では、起動しません。   ※
設定により、起動を禁止、OFFにしている場合は、起動しません。  
※『おサイフケータイ』は株式会社NTTドコモの登録商標です。　※　 は、フェリカネッ
トワークス株式会社の登録商標です。　※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触
ICカードの技術方式です。　※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。 

ドメイン指定受信や、指定拒否をしている場合、当サイトからの
メールを受信できない場合がございます。
ご登録の前にご確認ください。ドメイン指定受信の設定につきま
しては、以下を参考に設定してください。

予約システムをご利用いただくにあたり、携帯電話の設定
変更が必要な場合がございます。会員登録、予約登録がう
まくいかない場合は、以下の設定をご確認の上、ご不明な
点はスタッフまでお問合せ下さい。
尚、機種によって設定方法やボタンの位置・名称が異なる
場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

１．iモードボタンを押し、iMenuを選択します。
２．お客様サポートを選択します。
３．各種設定（確認・変更・利用）を選択します。
４．詳細な設定（メール設定）を選択します。
５．迷惑メール対策を選択します。
６．受信/拒否設定より設定を選択します。
７．▼ステップ３から受信設定を選択します
８．▼個別に受信したいドメインまたはアドレス」欄に「flet.jp」を追加
　 して登録ボタンを押してください。
　 iモードパスワードの入力画面が表示されますので、パスワードを入力して
　 決定ボタンを押して完了です。

1.メールキーを押してEメールメニューを開き、Eメール設定を選択します。
2.その他の設定を選択します。
3.メールフィルターを選択します。
　暗証番号を入力する画面になりますので、電話ご加入時に登録した暗証番号  
　を入力します。※暗証番号未設定の場合は暗証番号は「0000」となります。
4.指定受信リスト設定を選択します。
5.入力欄に「flet.jp」を追加して登録ボタンを押してください。
設定確認画面が表示されますので、再度登録ボタンを押して完了です。

1.メニューリストより、My SoftBankを選択します。
2.各種変更手続きを選択します。
3.メール設定（ｱﾄ ﾚ゙ｽ・迷惑ﾒｰﾙ等）を選択します。
　暗証番号を入力する画面になりますので、電話ご加入時に登録した暗証番号
　を入力します。※暗証番号未設定の場合は暗証番号は「0000」となります。
4.迷惑メールブロック設定を選択し、個別設定を選択して次へボタンを押します。
5.受信許可・拒否設定を選択し、許可リストとして設定を選択してアドレス
　リストの編集ボタンを押します。
6.個別アドレスの追加を選択します。
7.アドレス入力欄に「flet.jp」と入力し、ドメイン(E-mail)と、このアドレスを
　有効にするにチェックを入れ、OKボタンを押してください。
　設定確認画面が表示されたら設定完了です。

■ドメイン指定受信の設定手順
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携帯をかざすだけの

簡単予約システム。

もちろん全て

無料でご利用頂けます。



かんたん登録

予約画面に「待ち状況」が表示され
ていない場合は「時間予約」となり
ます。
ご希望の診療科目受信人数、受信日
時などを選択していくだけで予約
が完了します。

左記のQRコードを携帯で読み取り、
読み込んだアドレスからもアクセスで
きます。
下記のアドレスを直接入力してアクセ
スすることも可能です。

※端末からのアドレスの送信にはFelica機能が必要です。お
客様の携帯電話が「おサイフケータイ」である（左記のFelica
マークがついている）事をご確認下さい。

http:/ /m.f let . jp/
medical/whitebell /

かんたんアクセス

時間予約の場合

[●●病院]会員登録手
続きのお知らせ

以下のURLにｱｸｾｽし、必要な
情報を入力して下さい。
ーーーーーーーーーーーーー
http://m.flet.jp/medical/
●●●●●/****************
****************************
************************
ーーーーーーーーーーーーー
[●●病院]
予約ｼｽﾃﾑ
http://ｍ.flet.jp/medical/
●●●●●/

[●●病院]

00：005/18（月）

ﾒﾆｭｰ 返信

各医療機関に設置された端末に携帯をかざすだけで、
携帯電話にアドレスが送信されます。

アクセスした画面に表示され
ている「会員登録」を押し、空
メールを送信します。
自動返信メールが届きますの
で、記載のアドレスからサイ
トへアクセスし、必要な情報
を入力します。

予約には「時間予約」と「順番予約」があり、医療機関や担当医・診療科目などによって予約
方法が異なる場合があります。それぞれ、以下の方法をご参考に、予約を行って下さい。
どちらも、希望の項目を選択していくだけの簡単予約です。

かざして簡単登録 選んで簡単予約選んで簡単予約

アクセス

診療科目・
ドクターの選択

日時の選択

人数の選択

診察内容の選択

確認

予約
完了

お知らせ

●●病院
簡単予約システム

[5月の休日]
7日（月）、11日（月）、
17日（月）、18日（月）、
25日（月）

予約の確認・変更

>>予約をする<<

ドクターの選択ドクターの選択

診察内容の選択診察内容の選択

7日（月）、11日（月）、
17日（月）、18日（月）、
25日（月）

内科

診療科目・ドクターを押
して下さい。
■診療科目・ドクター

予約

呼吸器科
消化器科
循環器科
気管食道科
小児科
小児外科

Point!
どちらの予約方法も、予約完了後に受付メールが届くので安心です！
更に、設定した時間に予約時間のお知らせメールが届きますので、予約時間を忘れる心配もありません。

■診療科目・ドクター

予約日を押してください。
予 約

2009年5月

2009年6月

日

3
10
17
24

月

4
11
18
25

火

5
12
19
26

水

6
13
20
27

木

7
14
21
28

金
1
8
15
22
29

土
2
9
16
23
30

最初に戻る

移動する

日時の選択日時の選択
2009年6月

24 25

最初に戻る
　ご予約ありがとうござ
いました。

現在の予約状況の確認

予 約

　ご予約内容のﾒｰﾙをお
送り致しましたので、ﾒｰﾙ
の内容をご確認下さい。

最初に戻る｜   予約
予約状況｜   登録情報
お問合せ
お気に入りに登録

送り致しましたので、ﾒｰﾙ
の内容をご確認下さい。

予約状況｜   登録情報

予約の変更・
取消も同様の
簡単操作!!

Point!

表示された画面を「ブック
マーク」や「お気に入り」に登
録して頂くと、次回からも簡
単に予約ができます。

Point!

※会員登録時の入力項目は各医療機関の設定により異なります。

※医療機関によって選択項目が異なるため、診療科目や診察内容、時間の選択画面が省かれる場合がございます。

●● ●●さん 予約画面に「待ち状況」が表示さ
れている場合は「順番予約」とな
ります。
ご希望の診療科目受信人数、時間
帯などを選択していくだけで予
約が完了します。

順番予約の場合

アクセス

診療科目・
ドクターの選択

予約日・時間帯
の選択

人数の選択

診察内容の選択

確認

予約
完了

12人（約240分）待ち
不在者数：2人

●●病院
簡単予約システム

予約の確認・変更

>>予約をする<<

12人（約240分）
不在者数：

内科

診療科目・ドクターを押
して下さい。
■診療科目・ドクター

予約

呼吸器科
消化器科
循環器科
気管食道科
小児科
小児外科

■診療科目・ドクター

予約日・時間帯予約日・時間帯

　ご予約ありがとうござ
いました。

現在の予約状況の確認

予 約

　ご予約内容のﾒｰﾙをお
送り致しましたので、ﾒｰﾙ
の内容をご確認下さい。

最初に戻る｜   予約
予約状況｜   登録情報
お問合せ
お気に入りに登録

送り致しましたので、ﾒｰﾙ
の内容をご確認下さい。

予約状況｜   登録情報

予約の変更・
取消も同様の
簡単操作!!

Point!

●● ●●さん

待ち状況
12：30現在

6番を呼出中
12：30

最初に戻る｜   予約
予約状況｜   登録情報
お問合せ
お気に入りに登録
友人に教える

最初に戻る｜   予約

〈〈予約日の選択へ戻る

時間を押して下さい。
時間の選択

午前
午後
夜間




