
All rights reserved | curon.jpAll rights reserved | curon.jp

クロンアプリ版マニュアル

2021/03/

ver1.0



All rights reserved | curon.jp

⽬次

１ 新規登録〜医療機関検索 P3

２ 「初診」診察申込 P5

３ 「再診」診察申込 P7

４ ビデオ診察〜決済 P9

５ 配送〜次回診察申込 P10

＜クロンアプリ版利⽤環境＞
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クロンへ登録するメール
アドレスとパスワードを
⼊⼒し、「同意して登録
する」をタップ

⼊⼒したメールアドレスに届
く登録⽤URLをタップ

再びクロンを開き、登録
したパスワードを⼊⼒し、
「ログイン」をタップ

「受診者情報を⼊⼒する」
をタップ

「クレジットカード情報を
⼊⼒する」をタップ

個⼈情報を⼊⼒し、
「送信」をタップ

クレジットカード情報を⼊⼒
し、「登録する」をタップ

いずれかの検索⽅法をタップし、
医療機関を検索

アプリストアで「クロン」
と検索し、インストール

iPhoneの場合

Androidの場合

Play ストア

App store

「新規登録はこちら」をタップ

support@curon.co

新規登録〜医療機関検索（1/2）1

1-21-1 1-41-3 1-5

1-71-6 1-91-8 1-10

3
※電話番号・郵便番号はハイフンなしで⼊⼒



受診を希望する医療機関の
同意書を確認し「同意す
る」をタップ

受診者の情報を選択または
⼊⼒し「送信」をタップ

QRコードを読み取る、また
は4桁のクロン施設コードを
⼊⼒し「検索」をタップ

※「QRコードまたは番号から探す」
を選択した場合

新規登録〜医療機関検索（2/2）1

「再診」で受診

2

3

「初診」で受診

1-11 1-13

4

1-14

※診察券をお持ちの場合は番号を⼊⼒

1-12



「初診」診察申込（1/2）2

5

今回の受診理由に合った
診察メニューを選択し
「決定」をタップ

受診理由を⼊⼒し、
「決定」をタップ

⽀払い⽅法の「選択する」
をタップ

予約⽇時の「選択する」を
タップ

予約⽇時を選択し、
「決定」をタップ

「診療に進む」をタップ

診察に利⽤する
クレジットカードの
「選択」をタップ

保険証の確認の
「画像をアップロード」を

タップ

「新しく撮影する」より
証書等を撮影または「ラ
イブラリから選択」より
写真を選択

「診療に進む」をタップ

※医療機関によっては
選択肢が１つのみと
なっている場合もあります。

2-2 2-42-3 2-52-1

※診察途中に
クレジットカードの
変更は不可

2-6 2-8 2-9 2-102-7



「初診」診察申込（2/2）2

4ビデオ診察

6

・希望の薬局がある場合
「選択する」をタップ

クロンの連携薬局より
希望の薬局を選択

「この薬局を選択」をタップ 予約⽇時、⽀払い⽅法、
証書等の画像を登録したら
「予約を確定する」をタップ

11
ポップアップの内容を

確認の上「確定」をタップ

テスト薬局A
東京都千代⽥区⼤⼿町2-6-2
⽇本ビル…

テスト薬局B
東京都千代⽥区⼤⼿町2-6-2
⽇本ビル…

テスト薬局C
東京都千代⽥区⼤⼿町2-6-2
⽇本ビル…

テスト薬局D
東京都千代⽥区⼤⼿町2-6-2
⽇本ビル…

・希望の薬局がない場合
「選択しない」に☑

2-12

2-14

問診票がある場合は、
「回答する」をクリックし、

診察日時までに提出

クロンクリニック

クロンクリニック

2-122-11 2-13 2-14 2-15

2-16



「再診」診察申込（1/2）3

7

予約⽇時の「選択する」をタップ 予約⽇時を選択し、
「決定」をタップ

※医療機関の設定により割愛される場合があります

医療機関の本⼈確認終了後に
表⽰される「診療に進む」を
タップ

診察に利⽤する
クレジットカードの
「選択」をタップ

保険証の確認の
「画像をアップロード」を

タップ

「新しく撮影する」より
証書等を撮影または「ラ
イブラリから選択」より
写真を選択

⽀払い⽅法の「選択する」
をタップ

・希望の薬局がある場合
「選択する」をタップ

クロンの連携薬局より
希望の薬局を選択

「この薬局を選択」をタップ

・希望の薬局がない場合
「選択しない」に☑

3-9

3-11

※診察途中に
クレジットカードの
変更は不可

3-2 3-33-1 3-4 3-5

テスト薬局A
東京都千代⽥区⼤⼿町2-6-2
⽇本ビル…

テスト薬局B
東京都千代⽥区⼤⼿町2-6-2
⽇本ビル…

テスト薬局C
東京都千代⽥区⼤⼿町2-6-2
⽇本ビル…

テスト薬局D
東京都千代⽥区⼤⼿町2-6-2
⽇本ビル…

クロンクリニック

3-6 3-7 3-8 3-9 3-10



「再診」診察申込（2/2）3

8

予約⽇時、⽀払い⽅法、
証書等の画像を登録したら
「予約を確定する」をタップ

11

ポップアップの内容を
確認の上「確定」をタップ

4ビデオ診察

問診票がある場合は、
「回答する」をクリックし、
診察⽇時までに提出

11

クロンクリニック

3-11 3-133-12



ビデオ診察〜決済4

「ビデオ診察へ」をタップ
先⽣が⼊室したら、診察開始

診察終了
左上の「←」で戻る

9

「テスト通話を⾏う」より
⼊室前に必ずテストを実施、

各種設定を確認

14

ここにカメラの映像が
表⽰されない場合は下部

の

より設定を確認

「ビデオ診察ルームに⼊室」より⼊室 先⽣から伝達事項等が
ある場合、表⽰されます

決済内容の「詳細」をタップ 決済内容を確認

配送〜次回診察申込 5

4-6 4-7

※診察後は事前に選択された⽀払い⽅法で、
医療機関により⾃動決済が⾏われます

※予約時間帯の中で、
順次診察が開始されます

※クロンの「アプリ利⽤料」
は税込330円で決済

4-1 4-3 4-4 4-54-2



配送〜次回診察申込5

ヤマト運輸の追跡番号が表⽰、
配送物が到着後、「受け取りま

した」をタップ

配送物が到着後、
「受け取りました」をタップ

今回の診療が完了 10

*****

クロンの配送サービス
が利用された場合

クロンの配送サービス
以外が利⽤された場合

薬局からの電話を待ちます

指定薬局へ処⽅せんが
FAX送信された場合

もしくは

以後、「再診」診察申込 3 同様

「服薬指導を予約」をタップし
服薬指導の⽇時を予約

※医療機関で配送物がない場合でも
「受け取りました」が表⽰されます
タップして⼿続きを進めてください


