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KENPOS初回登録

◆KENPOSにアクセス

◆初回登録について

スマートフォン用QRコード

KENPOS 検索

https://www.kenpos.jp/

初回ログイン時には、
初回登録が
必要になります。
※これまでに「KENPOS」を
ご利用登録された方は、
初回登録不要です。(P7へ)

※ご自身の健康保険証をお手元にご準備ください。

※画面キャプチャが実際の画面と異なる場合があります。
予めご了承ください。

◆KENPOSアプリからもご利用いただけます

※アプリからの初回登録を実施する場合は、アプリ画面下の

「ログインヘルプ」より初回登録の方法をご確認ください。
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※健診申込は
予約開始日の午前10時より
利用可能となります。



KENPOS初回登録

ご自身の保険証を確認し、
情報をご入力ください。

「個人情報・利用規約同意
ステップに進む」を押下後、
「該当の資格情報が存在し
ません。所属団体にお問い
合わせください。」と表示
された場合

・カナ氏名に促音・拗音
（ッャュョ）を含む場合、
大きいカナ（ツヤユヨ）で
入力いただくと認証できる
場合があります。
例 ジュンコ→ジユンコ

・保険証記号番号、保険者
番号、カナ氏名、生年月日
の入力が正しいか、今一度
ご確認ください。
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「個人情報の取り扱いについ
て」をご確認頂き、チェック
を入れてください。
※「個人情報の取り扱いにつ
いて」を下までスクロールし
てお読みいただくまでチェッ
クはできません。

必ず下までスクロールして
お読みください。

KENPOS初回登録

会社ＰＣでご利用の場合

「個人情報同意」を下までス
クロールしても、チェックボ
タンが表示されない事象が発
生しております。

チェックボタンは表示されま
せんが、文字部分(＝『上記
「個人情報のお取り扱いにつ
いて」「利用規約」の内容を
ご確認の上、チェックボック
スにチェックを入れて同意を
お願いいたします。』のいず
れか)をクリックすると「基
本設定ステップに進む」ボタ
ンを押すことができるように
なります。

「会員利用規約」をクリック
して、内容をご確認ください。

「会員利用規約」をご確認
頂き、チェックを入れてく
ださい。
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ご自身のメールアドレス/
パスワード/その他情報を
ご入力ください。

※設定完了後、仮登録メー
ルが届きますので、すぐに
確認できるアドレスを登録
することをおすすめします。
※このメールアドレスはロ
グインIDとなります。

KENPOS初回登録

会社ＰＣでご利用の場合

「ニックネーム・氏名・氏名
公開設定」でチェックボタン
が表示されない事象が発生し
ています。

文字部分（「非公開」等）を
クリックすると、表示上は変
化がありませんが、選択され
たことになります。
（必須項目のため、必ず選択
する必要があります。）

どの項目をチェックしたかは、
「確認ステップに進む」押下
後の画面で確認できます。
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記入情報を最終確認し、
仮登録メールを送信します。

24時間以内に
メール文面内のURLを
クリックして初回登録完了。

登録したアドレス宛に
仮登録メールが
送信されます。
※仮登録メールの配信に
タイムラグがあることが
ございます。
予めご了承ください。

KENPOS初回登録
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初回登録時に設定した
ログインIDをご入力ください。

初回登録時に設定した
パスワードをご入力ください。

「ログイン状態を保持する」
をチェック頂くと、次回以降、
ログインID/パスワードの入力
が不要となります。

ログイン方法（2回目以降）
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ログイン方法（2回目以降）
ログインID・パスワードを誤って入力した場合

「私はロボットではありませ
ん」 にチェックを入れてく
ださい。

※この表示はセキュリティ対
策による表示です。
ログインID・パスワードを
誤って入力しない限り、
表示されません。

初回登録時に設定したログインID・パスワードを
誤って入力した場合、下記画面の「私はロボットで
はありません」が表示されます。
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表示されるお題に従い、
該当箇所をクリックして
ください。
※今回の場合、左記の太線で
囲っている箇所が該当致しま
す。

＜注意＞クリック箇所が誤っ
ている場合は、正しくクリッ
クできるまでログインできま
せん。

左記画面に遷移すると
ログインが完了となります。

ログイン方法（2回目以降）
ログインID・パスワードを誤って入力した場合

該当箇所をクリックすると
ボタンの表示が「確認」に
変わります。
「確認」をクリック後、
再度正しいパスワードを
入力して「ログインする」を
クリックすると完了です。
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申込から受検までの流れ

「健診の申込・受診券発行」
ボタンをクリックしてくだ
さい。

「まだ健診のお申込み/手続
きを行っていません」ボタン
をクリックしてください。

アプリからの場合は、
「健診申込へ」ボタンを
クリックしてください。

WEBサイトの場合 アプリの場合
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受検を希望する健診機関
を検索してください。

受検を希望する健診機関での
「窓口負担金額を確認する」
ボタンをクリックしてください。

イーウェルクリニック

申込から受検までの流れ
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名称は異なる場合があります。



イーウェル人間ドックAコース

□ マンモグラフィ

□ 子宮頚部細胞診

□ 乳房エコー

□ 胃部内視鏡への変更

３７,000円

30,000円

7,000円

受検を希望する項目を
選択してください。

受検当日の窓口負担金額が
表示されます。

内容確認して次に進みます。

「電話で予約する」
ボタンをクリックして
ください。

イーウェルクリニック

申込から受検までの流れ
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記載されているステップ
に応じて健診機関に
電話で予約してください。
電話終了後、
受検日や連絡先等を
入力してください。

入力内容を確認し、
「受診券を発行する」
ボタンをクリックして
ください。

12-3456-7890

イーウェルクリニック

イーウェルクリニック

イーウェル人間ドックAコース

子宮頚部細胞診

マンモグラフィ

申込から受検までの流れ

※電話予約後、3日以内に
受診券発行依頼を行ってく
ださい。
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入力画面に表示される
「窓口負担金額を計算する」
ボタンを必ず押してください。
入力後、「入力内容を確認」
ボタンを押してください。



1週間以内に、
受診券発行完了メールが
届きます。
受検当日は受診券発行完了
メール 又は 受診券に記載の
予約番号を窓口にて
お伝えください。

(パソコンの場合)
こちらから受診券の印刷が
可能です。

(スマートフォンの場合)
受診券の印刷は不要です。・受検当日、以下のものを必ず持参し、受検してください。

□受診券 または 受診券発行完了メールに記載の予約番号
□自己負担金（自己負担が発生する場合）
□健康保険証 □検体容器等(健診機関から届いた場合)
□各事業所から持参を指示されている問診票など

・健診結果は健診機関から届きます。

健診受検

申込から受検までの流れ
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変更・キャンセルについて

ＳＴＥＰ
１

ＳＴＥＰ
２

健診機関へ「変更」または「キャンセル」の連絡を行う

KENPOSから「変更」または「キャンセル」内容を入力する

◆受検内容の「変更」または「キャンセル」を行う場合

健診機関へ直接電話をして「変更」もしくは「キャンセル」する旨をお伝えください。

◆健診機関の変更を行う場合

新たに、ご希望の健診機関へ直接電話をして予約を行ってください。
※受検当日の追加・変更・キャンセルは全額自己負担となる場合があります。

健診機関へ直接電話をして「キャンセル」する旨をお伝えください。

KENPOSへログインし、「申込内容の確認・変更・キャンセル」ボタンから
画面の指示に従って「変更」または「キャンセル」の手続きを行ってください。

※健診機関の変更を行う場合は、KENPOS上のお申込を一旦「キャンセル」後、
再度、新たに予約した健診機関でお申込ください。



よくあるお問合せ

受検内容・予約申込について

WEB(KENPOS)について
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A：可能です。
ただし、指定外の検査項目の検査費用は
全額自己負担となります。
その場合、(株)イーウェルから発行される
「受診券」に検査名称や自己負担金は記載され
ませんので、検査費用は健診機関にご確認くだ
さい。

Q：指定外の検査項目を
受検することは可能でしょうか。

A：KENPOS上で確認可能です。
KENPOS内にある「窓口負担計算機能」を使い
、受検日当日の負担金を確認することができま
す。または、予約時に健診機関へご確認くださ
い。

Q：窓口負担金はいくらになりますか。

A：以下メール設定をご確認ください。
・ドメイン指定受信を設定している場合
⇒「kenpos.jp」と「kenkobox.jp」を
ドメイン指定してください。

・迷惑メール設定をしている場合
⇒迷惑メール設定を解除してください。

Q：初回登録確認メールが届かないので
すが、どうしたらよいでしょうか。

A：「受診券発行完了メール」が届きます。
（パソコンの場合）
メール記載のURLからKENPOSにログインし、
受診券を印刷ください。
印刷できない場合は受診券に記載の予約番号を
健診機関窓口でお伝えください。
（スマートフォンの場合）
受診券を印刷する必要はありません。

Q：WEBから受診券発行依頼しましたが
受診券が届きません。

どうしたらよいでしょうか？

お問合せ先

㈱イーウェル 健康サポートセンター

TEL:0570-057091

受付時間 ： 9:30～17:30 （休業日のご案内 ： 日曜・祝日・12/29～1/4）
※上記番号がご利用いただけない場合は（TEL：050-3850-5750）をご利用ください。

※通話料金はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
通話料金につきましてはマイラインの登録にかかわらず、ＮＴＴコミュニケーションズからの請求となります。


