平成２９年度あゆみクリニックインフルエンザ予防接種料金
割引の種類

一般のワクチン
税込接種料金

チメロサール抜き税込
接種料金
３歳未満接種不可

電話や対面による当院の職員の直接対応予約や通常診察時間のインフルエンザご予約の場合、定価になります。
糖尿病など慢性的な病気で定期的に当院に通院 している患者さんが診察時に接種される場合や公費予防接種との同時接種
場合は、一般のワクチン２ 8００円、チメロサール抜き３3００円＋LINE割引の割引制度があります。

４５００円
（回数・年齢共通）

５０００円
（回数・年齢共通）

埼玉県内の高齢者
予防接種助成をご
利用の方

春日部市在住で65歳以上の方（65歳のお誕生日翌日より適用）は春日部市の助成によりシーズン1回目の接種は1500円で接種することができま
す。（H29年10/1日～H30年1/31日まで）春日部市在住65歳以上の方の問診票は春日部市指定の複写式用紙を受付でご用意しております。接種
日より前に受付にお越しいただければお渡しいたします。埼玉県内の春日部市以外の方はH29年10/25日～お住まいの市町村が配布した高齢者

（シーズン初回のみ）

ご利用できません

慢性疾患通院割引と
公費予防接種との同
時接種割引及び１歳
未満割引

※糖尿病・脂質異常症・高血圧・喘息・アトピー・舌下療法など慢性的な病気で定期的に当院に通院している６５歳未満の患者さんが慢性疾患の
診察時に同時接種される場合または、公費の予防接種と同時に接種される方並びに１歳未満の方がご利用できます。（①公費予防接種割引の方
と０歳未満の方はインターネットでのご予約が必要です。）東振協・土建組合の補助券が利用可能（各価格－補助金額）です。
※LINE割引ご利用時は必ずLINE画面のクーポンを受付係員までご提示ください。

２８００円
（回数・年齢共通）
LINE割引2500円

３３００円
（回数・年齢共通）
LINE割引3000円

予約システム割

当院予約システム（電話システム予約・ネット予約）をご利用して事前に土曜日14：30～18:30及び日祝８：３０～17:30のインフルエンザ予防接種専
用時間にご予約していただいた場合割引になります。（変更時も含む）。東振協・土建組合利用券は使えません

３２００円
（回数・年齢共通）

３７００円
（回数・年齢共通）

３０００円
（回数・年齢共通）

３５００円
（回数・年齢共通）

定価

※予約システム割引や全部書割引制度、時間割と東振協・土建組合の接種補助券は、慢性疾患通院割引と公費予
防接種との同時接種割引及び１歳未満割引並びに10月幼児１回目割引を除きご利用はできません 。

１５００円

インフルエンザ予防接種予診票を必ずお持ちください、接種料金は各市町村の定める金額となります。（予約をなるべくお願いします）

※補助券のおつりは出ません。

※当院職員の直接対応（電話）による予約や予約変更は予約システム割引対象になりません。
※予約システムのやり方は別紙をご参照ください。（下記QRコードが便利です）

通常診療時間のみ

日・祝・土曜日午後のみ

予約システム割＋
全部書割

当院の予約システムでご予約＋ご自宅で平成29年度当院指定の問診票を全てご自宅でご記入いただいた方で日曜日と祝日の８：３０～17:30および土曜日14：30～18:30
の間に予約して接種頂いた方が対象になります。東振協・土建組合利用券は使えません（本年度の予診票以外割引できません）

予約システム割＋全
部書割＋時間割引

当院の予約システムでご予約＋ご自宅で平成29年度度当院指定の問診票を全てご自宅でご記入いただいた方で日曜日と祝日の9：30～16:45および土曜日15：30～18:30
の間に予約して予約時間に来院受付頂いた方が対象になります。 東振協・土建組合利用券は使えません
日・祝・土曜日午後のみ
※30分以上前にご来院した場合や遅れた場合は割引の対象外とさせていただきます。

２８００円
（回数・年齢共通）

３３００円
（回数・年齢共通）

接種日予約システム
割＋全部書割＋時
間割引＋LINE割引

予約システム割引＋全部書割＋時間割引対象の方でさらに当院LINEにお友達登録した方で受付予約時にLINE割引画像を受付係り員までご提
示いただくと、対象の方は同伴者も含め右の価格に割引されます。別紙QRコードをご利用ださい。
当院の予約システムでご予約＋ご自宅で今年度当院指定の問診票を全て間違わずにご記入いただいた方で日曜日と祝日の9：３０～16:45および土曜日15：30～18:30の
間に予約して接種頂いた方でさらに事前に当院LINEのお友達登録をいただいた方が対象になります。
※LINE割引ご利用時は必ずLINE画面のクーポンを受付係員までご提示ください。 東振協・土建組合利用券は使えません
日・祝・土曜日午後のみ

２５００円
（回数・年齢共通）

３０００円
（回数・年齢共通）

10月幼児１回目割引
（１歳以上３歳未満）

１歳以上３歳未満の方でH29年10/21～10/29日まで土曜日14：30～18:30及び日祝８：３０～17:30のインフルエンザ予防接種専用時間に当院予約
システムでご予約していただいた場合、終日割引になります。 ※補助券のおつりは出ません
（東振協・土建の利用券が利用できます。（2000円－補助額＝窓口支払い）
H29年10月末までの日・祝・土曜日午後のみ

2000円
（１歳～３歳未満）

本年度も年齢に適合するワ
クチンが製造されず３歳未
満の方は接種できません。

東振協接種

20１７年10月21日～12月3日までに土曜日14：30～18:30及び日祝８：３０～17:30のインフルエンザ予防接種専用時間ご予約及び接種をした場合ご利用できます。接種費
用は、一般のワクチン2900円（窓口負担金額：2900円-補助券金額）チメロサールフリー3400円（窓口負担金額：3400円-補助券金額）です。
通常の診察時間は、公費予防接種と同時接種の方及び慢性疾患の診察時との同時接種、1歳未満または
日・祝・土曜日午後のみ
65歳以上の方を除きご利用は、固くお断りしておりますので、ご注意ください。 ※補助券のおつりは出ません

２９００円－補助金額

３４００円－補助金額

（回数・年齢共通）

（回数・年齢共通）

20１７年10月21日～12月3日までに土曜日14：30～18:30及び日祝８：３０～17:30のインフルエンザ予防接種専用時間ご予約及び接種をした場合ご利用できます。接種費
用は、一般のワクチン3000円（窓口負担金額：3000円-補助券金額）チメロサールフリー3500円（窓口負担金額：3500円-補助券金額）です。
通常の診察時間は、公費予防接種と同時接種の方及び慢性疾患の診察時との同時接種歳1歳未満または

３０００円－補助金額

３５００円－補助金額
（65歳未満：回数共通）
65歳以上は
1500円-補助金額

補助券をご利用の方
埼玉土建組合接種
補助券をご利用の方

※F5のキーを必ず一度押して、当院HP画面を更新してから予診票は印刷をしてご記入ください。

65歳以上の方を除きを除きご利用は、固くお断りしておりますので、ご注意ください。
※６５歳以上の方は1500円－補助金額となります。 ※補助券のおつりは出ません

日・祝・土曜日午後のみ

日・祝・土曜日午後のみ

（65歳未満：回数共通）
65歳以上は
1500円-補助金額

おさえ券

接種時に大暴れまたは危険行動をするお子様を保護者の方がお子様の身体を抑えられず、別途専用スタッフによる抑制を希望
する場合はご購入ください。 （危険度が接種しない事よりも上回る場合は延期する場合があります。）

500円

領収書書き換え券

土曜日の午後・日・祝の券売機の領収書を一般の領収書やその他申請書類に書き換える場合はご購入ください。

200円

職員との直接対話による電話や対面受付による予約または予約変更は、どの時間帯もすべて定価となります。
◆このシステム予約割の利用期間は１０月21日より１２月３日の午後５時までです。１２月４日以後は、診療時間のいつでも接種可能ですが、定価となります。
◆慢性疾患とは糖尿病・脂質異常症・高血圧症・喘息・COPD・アトピー・舌下療法などで1-6か月の間隔で当院に定期的に通院している方を示します。
★土曜日14：30～18:30及び日祝８：３０～17:30のインフルエンザ予防接種専用時間は、他の予防接種の同時接種並びに１歳未満のインフルエンザ予防接種並びに内科・小児科の診療は行っておりません

LINE＠

当院予約
システム

何がお得？H28～H29年度あゆみクリニックインフルエンザ予防接種割引制度

スタート

埼玉県内の市町村助成の高齢者インフルエンザ予防接
種（自己負担；1500円）を利用する ①YES ②NO

①東振協 ②埼玉土建組合いずれか
のインフルエンザ接種補助券を持って
いる。 ①YES ②NO

①
65歳以上か3歳未満の方
または公費予防接種と同
時接種を希望をする

①YES ②NO

②

①

②
土曜日15時以後・日曜日の当
院インフルエンザ予防接種専
用時間をご利用ください。
①東振協をご利用の場合、一般の
ワクチンは2900円-補助金額、ヌキ
のワクチンは3400－補助金額②埼
玉土建の補助券をご利用の場合
一般のワクチン3000円-補助金額、
ヌキのワクチン3500円－補助金額
となります。通常の診察時間内に
原則東振協・土建組合の接種券は
ご利用できませんが、1歳未満か
65歳以上の方で埼玉県高齢者予
防接種助成またはその他の年齢
で他の公費予防接種と同時接種ご
希望の方のみ通常の診療時間内
にご予約の上、接種券がご利用で
きます。

②

①

65歳以上で
今年度初め
てインフル
エンザ予防
接種をする
①YES
②NO

１歳以上３歳未満
である。

②

当院予約システム（電話システ
ム予約・ネット予約）をご利用し
て事前に土曜日14：30～18:30
及び日祝８：３０～17:30のイン
フルエンザ予防接種専用時間
にご予約していただいた場合
割引になります。料金は全年
齢共通一般のワクチン3200円、
ヌキのワクチン3700円です
※予約システムのやり方は別
紙をご参照ください。
☆東振協・土建組合の接種補助券
と併用はできません

②

①

通常の診察受付時間内にご予約なしでいつでも接種できます。各市町村
の指定の予診票に必要事項をご記入後ご来院ください。費用は春日部市
内の方は初回に限り1500円です（他市は各市の規定による） ※待ち時間
の少ない日・祝のインフルエンザ予防接種の接種枠で接種ご希望の場合
は、ご予約下さい。

②

10月幼児１回目割引をご利用ください

詳細は裏面をご参照ください

①
②

①YES ②NO
接種日前にご自宅のプリン
ターで当院HPより平成29年
度のあゆみクリニック指定
の予診票をプリントアウト又
は、当院に取りに来て接種
日当日にご自宅で記入の
上、来院してもいい。
②NO

※プリントアウト前にF5
キーを押してHPを更新し
てダウンロードしてから
印刷してご記入ください。

②
接種日予約システム割
をご利用ください

②

埼玉県高齢者予防接種助成をご利用ください

10月中の土曜日午後か日曜日に携帯
電話やパソコンを利用し、当院のHPよ
りインフルエンザ予防接種のシステム
予約をして接種することができる
①YES ②NO

①YES ②NO

1未満である。

①YES

①

①

①

携帯電話やパソコンを
利用し、当院のHPより
インフルエンザ予防接
種のシステム予約をす
ることができる ①YES

②

②NO

②
①

日・祝か土曜日の14：
30以後のインフルエン
ザ予防接種枠に来院
できる。

①YES ②NO

糖尿病・高血圧・脂質異常症・喘息・舌
下療法・アトピー性皮膚炎で1か月～3
か月間に当院へ定期的に通院してい
るか１歳未満の方または、インフルエ
ンザ以外の他の公費予防接種を希望
している。 ①YES ②NO

定価4500円
をご利用ください。

②

①
慢性疾患割引・公費予防接種同時接種・１歳未満割引をご利用ください
通常の診察受付時間内に定期的な診察時又は、公費予防接種の同時接種
のご予約頂いた方、費用は、全年齢共通一般のワクチン2800円、ヌキのワ
クチン3300円です。LINE割引（一般のワクチン2500円、ヌキのワクチン3000
円）が使えます。裏面のQRコードをご利用ください。（通常の診察時間帯は
待ち時間が発生しますご了承ください）
★ご予約を頂かない場合はこの割引制度は使えません。ご注意ください。
★糖尿病・高血圧・脂質異常症・喘息・アトピー・舌下療法の診察か公費予防接種と同
時接種以外の診察は適用になりませんのでご注意ください。
☆東振協・土建組合の接種補助券が使えます。

通常の診察受付
時間内にご予約な
しでいつでも接種
できます。（全年
齢共通4500円一
般のワクチン、ヌ
キ5000円） ※あ
まの総研の接種
券が使えます。
東振協・土建組合
の接種補助券は１
歳未満の方また
は公費補助の接
種を除き通常の診
療時間はご利用
できません。

接種日予約システム割＋全部書割＋時間割引をご利用ください

①

①予約システムでご予約＋②自
宅で平成29年度度当院指定の問
診票を間違えずに全てご自宅で
記入して③日曜日と祝日の9：30
～16:45および土曜日15：30～
18:30の間に予約して時間に来院
できる。 ①YES ②NO

①

前項の定期的な診
察または公費予防
接種時にインフルエ
ンザ予防接種の同
時接種を希望してい
るかまたは１歳未満
の方である。
①YES ②NO

①

当院LINE＠でお友達登録を
してもよい。
お友達登録すると感染症の流行
状況や当院の提供する医療情報
を得られます。

①YES ②NO

①

②
接種日予約システム割＋全部書割をご利用ください
当院の予約システムでご予約＋ご自宅で平成29年度当院指定の問診票を
全てご自宅でご記入いただいた方で日曜日と祝日の８：３0～17:30および土
曜日14：30～18:30の間に予約して接種頂いた方が対象になります。料金
は全年齢共通一般のワクチン3000円、ヌキのワクチン3500円です 。☆東振
協・土建組合の接種補助券と併用はできません

②

当院の予約システムでご予約＋ご自宅で平成29年度度当院指定の問診票
を全てご自宅でご記入いただいた方で日曜日と祝日の9：30～16：45および
土曜日15：30～18:30の間に予約して予約時間に来院受付頂いた方が対象
になります。費用は、全年齢共通一般のワクチン2800円、ヌキのワクチン
3300円です。
※30分以上前にご来院した場合や遅れた場合は割引の対象外とさせていた
だきます。 ☆東振協・土建組合の接種補助券と併用はできません

接種日予約システム割＋全部書割＋時間割引＋LINE割引をご利用ください
LINE割引画像を受付係り員までご提示いただくと、対象の方は同伴者も含
め 10％割引されます。別紙QRコードをご利用ださい。
当院の予約システムでご予約＋ご自宅で今年度当院指定の問診票を全て間違わず
にご記入いただいた方で日曜日と祝日の9：30～16:45および土曜日15：30～18:30の
間に予約して接種頂いた方が対象になります。料金は全年齢共通一般のワクチン
2500円、ヌキのワクチン3000円です
☆東振協・土建組合の接種補助券と併用はできません

