
KENPOS初回登録手順

◆KENPOSにアクセス
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◆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。

※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。
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ご自身の保険証を確認し、
情報をご⼊⼒ください。

必ず下までスクロールして
お読みください。

「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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「個人情報同意」をご確認頂き、
チェックを⼊れてください。
※「個人情報同意」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。
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「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
されない場合があります。
チェックボタンは表示されませんが、
文字部分をクリックすると「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。
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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
⼊⼒ください。
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「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
場合があります。
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。
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ログイン方法（2回目以降）
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初回登録時に設定した
ログインIDを⼊⼒

初回登録時に設定した
パスワードを⼊⼒

「ログイン状態を保持する」
をチェック頂くと、
次回以降、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）
ログインID・パスワードを誤って⼊⼒した場合
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パスワードを⼊⼒し、「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



申込から受診までの流れ
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初回登録時に設定した
ログインIDを⼊⼒。
ログインIDは登録のメール
アドレスとなります。

初回登録時に設定した
パスワードを⼊⼒

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

ｸﾘｯｸ・ﾀｯﾁ

ｸﾘｯｸ・ﾀｯﾁ
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「健診の申込・受診券発⾏」
ボタンを押してください。

「まだ健診の申込み/手続
きを⾏っておりません」
ボタンを押してください。

ｸﾘｯｸ・ﾀｯﾁ

申込から受診までの流れ
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受診する健診機関
を検索してください。
都道府県・市区町
村での検索ができ
ます。
「詳しく検索する」を
押すと、詳細条件を
設定して健診機関
の検索ができます。

ｸﾘｯｸ・ﾀｯﾁ

□ 日本生命定健代用人間ドックコース

□ 【単】子宮頚部細胞診検査

□ 【単】マンモグラフィ

□ 【単】乳房エコー検査

□ 子宮頚部細胞診

□ マンモグラフィ

□ 乳房エコー

□ 胃部内視鏡への変更

＜健診コース＞
「⽇本⽣命定健代
用人間ドックコース」
を選択してください。
【単】はオプションのみ
単独で受検できるコー
スを紹介しています。

＜オプション＞
人間ドックと同時に
受検する場合に選
択してください。
また、胃部内視鏡を
希望する場合も選
択可能です。

＜その他＞
駐⾞場有や⼟曜⽇
対応なども検索条件
にできます。

ｸﾘｯｸ・ﾀｯﾁ

申込から受診までの流れ
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□ 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

受診を希望する項
目を再度選択して
ください。

受診当⽇の窓口
負担⾦額が
表示されます。

内容確認して
次に進みます。

〇 単独コース

〇 日本生命定健代用人間ドックコース

窓口負担額を確認
することができます。
※５⽉15⽇までは旧
年度の属性（年齢・
ABﾄﾞｯｸ等）で判定さ
れるので注意ください

イーウェルクリニック

子宮頚部
細胞診

マンモ
グラフィ

乳房エコー
胃部内視鏡
への変更

日本生命
定健代用ドック

条件に合致する健
診機関が表示され
ます。

健診機関を選ぶボ
タンを押すと電話番
号や地図など詳細
が表示され表示さ
れます。（P9へ）

ｸﾘｯｸ・ﾀｯﾁ

ｸﾘｯｸ・ﾀｯﾁ

ｸﾘｯｸ・ﾀｯﾁ

窓口負担⾦額の確認画面

申込から受診までの流れ
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予約した受診⽇・時間
を⼊⼒してください。

12-3456-7890
イーウェルクリニック

「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

子宮頚部
細胞診

マンモグラ
フィ

乳房エコ
ー

胃部内視
鏡への変

更

日本生命
定健代用ドック

健診機関へ電話で予
約が必要です。
スマートフォンの場合
「電話で予約する」ボ
タンをクリックすると発
信します。

ステップに従って健診
機関への予約、予約
内容や連絡先等の⼊
⼒をしてください。

以降 ステップ７まで項目内容に従って⼊⼒をお願いします。
連絡先やメールアドレス、簡単な問診などの⼊⼒を進めて下さい。

申込から受診までの流れ
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1週間以内に、
受診券発⾏完了メールが
届きます。
受診当⽇は受診券発⾏
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。

・受診当日、以下のものを必ず持参した上で受診してください。

□受診券発行完了メール 又は メールに記載の予約番号
□日本生命C/S票
□自己負担金（自己負担が発生する場合）
□健康保険証

・健診結果は健診機関から届きます。

健診受診

イーウェルクリニック

日本生命定健代用人間ドックコース

子宮頚部細胞診

マンモグラフィ 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。

申込から受診までの流れ


