
2017年度

ＴＯＴＯ健康保険組合 婦人科健診のご案内

健康診断事務委託先 ： 株式会社イーウェル

2017年06月01日 ～ 2017年11月15日予 約 期 間

※受診日はお申込日より2週間以上先の日程で予約してください。

※上記予約期間外での予約・受診券発行依頼は出来ません。

2017年06月15日 ～ 2017年11月30日受 診 期 間

※上記受診期間外での受診は出来ません。

受 診 資 格

・ 2017年4月1日時点で当健康保険組合に加入し、かつ受診日に当健康保険組合に加入していること

健診内容と自己負担金額

◆マンモグラフィ・乳房エコー検査はどちらか一方を選択してください。

※ 両方の受診を希望される場合、乳房エコー検査は全額自己負担となります。
※ マンモグラフィ・乳房エコー検査において、乳房視触診検査の有無は健診機関により異なります。

別途オプションとして乳房視触診検査を受診され費用が発生した場合、乳房視触診検査の検査費用は
全額自己負担となります。
乳房視触診検査の有無につきましては、ご予約の際に直接健診機関へお問合せください。

◆上記検査項目以外を受診される場合は全額自己負担となります。

※2018年3月31日時点の年齢を参照してください。

・ 20歳以上の女性一般被保険者

受診対象者 イーウェル婦人科単独健診

制度区分 年齢 性別 検査項目 自己負担金

一般被保険者 20歳以上 女性

<乳がん健診>

【単独】マンモグラフィ

または

【単独】乳房エコー検査

無し

<子宮がん健診>

【単独】子宮頸部細胞診検査
無し

今年度より20歳以上の女性被保険者に向けて婦人科健診として乳がん健診および子宮がん健診
を実施いたします。
自己負担無く受診いただけますので、是非ご受診ください。



婦人科健診対象者様へ～重要なお知らせ～

健診申込用のWEBサイトが『KENPOS』へと変わります

2017年度より、健診のお申込（受診券発行依頼）用のWEBサイトをKENKOBOXから
『KENPOS』に変更することとなりました。
KENPOSでは、これまでのKENKOBOXと同様、健診のお手続き（受診券発行依頼）機能
の他、皆様の健康増進に役立つ色々なコンテンツをご用意しています。
健診のお申込だけでなく、日々の健康維持・増進にお役立ていただけますのでぜひご活用
ください。

KENPOS初回登録のお手続き方法

【事前にご用意いただくもの】
・健康保険証
・メールアドレス

【まずはKENPOSへアクセス】

https://www.kenpos.jp/

【登録は簡単３ステップ！】
①資格照会 ・・・ 保険証を見ながら必要事項を入力ください
②プロフィール情報入力 ・・・ ID・パスワード・メールアドレスを設定
③仮登録メール受信 ・・・ 届いた仮登録メールのURLをクリック

これで登録は完了です。KENPOSにログインしましょう。

注意事項

昨年度までに、KENKOBOXに初回登録済みの方も改めてKENPOSに初回登録が必要です。

『IDをお持ちでない方（初回登録）』

のボタンをクリックし初回登録手続
きをしてください。



申込から受診までの流れ～パソコン・スマートフォンを利用する場合～

準備

初回登録する

＊次のＵＲＬにアクセスしてください。 https://www.kenpos.jp/

＊初回登録を行ってください。（お手元に健康保険証をご用意ください）

ＳＴＥＰ
1

健診機関へ直接電話して予約する
＊KENPOSにてご希望の健診機関を選択してください。

＊ご希望の健診機関へご自身で直接電話をして、

受診日時と検査名称を予約してください。

ＳＴＥＰ
２

（株）イーウェルへ受診券発行依頼する
＊KENPOSにログイン後、健診申込画面へ移動し「健診の申込・受診券発行」ボタンから

画面の指示に従って手続きを行ってください。

＊（株）イーウェルから届く「受診券発行完了メール」から指定のＵＲＬへ

アクセスし、受診券ファイルを印刷して内容をご確認ください。

ＳＴＥＰ
３

受診する
＊健診機関の指示に従って受診の準備をしてください。

＊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

□ 健康保険証 □ 自己負担金（発生する場合）

＊受診後、健診機関から健診結果を受け取ってください。（目安として約１ヶ月後）

※受診券を忘れた場合、健診費用が全額自己負担になる場合があります。

※受診日に受診資格を喪失している場合は受診出来ません。

（受診した場合は全額自己負担となります）

※受診券発行依頼を行ってから１週間以内で届きます。

《注意事項》 万が一「受診券」の記載内容に相違があった場合は、

速やかに（株）イーウェルへご連絡ください。

《予約の際の注意事項》

＊健診機関へ伝える内容

・健康保険組合名称（TOTO健康保険組合） ・代行機関が（株）イーウェルであること

・受診希望の日時、検査名称 ・ご自身の氏名・住所・連絡先

＊健診機関へ確認する内容

・注意事項があるか 等

＊昨年度までにKENKOBOXに初回登録済みの方も改めて初回登録が必要です。

※予約成立後、3日以内に受診券発行依頼を行ってください。

＊受診日は２週間以上先の日程で予約を行って下さい。

※スマートフォンの場合、受診券は発行されません。

※スマートフォンの場合、受診券の代わりに「受診券発行完了メール」に記載の予約番号を
健診機関窓口でお伝えください。

＊6月1日AM10：00よりご利用可能です。



申込から受診までの流れ～ケータイを利用する場合～

＊別紙『健診機関リスト』よりご希望の健診機関を選択してください。

ＳＴＥＰ
1

健診機関へ直接電話して予約する

＊ご希望の健診機関へご自身で直接電話をして、

受診日時と検査名称を予約してください。

ＳＴＥＰ
２

（株）イーウェルへ受診券発行依頼する

＊ケータイより右記QRコードを読み込んでください。
※QRコードが読み込めない場合、
URLを直接入力してアクセスしてください。

※予約成立後、3日以内に受診券発行依頼を行ってください。

＊（株）イーウェルより「手続き完了メール」が届きますので内容をご確認ください。

※受診券発行依頼を行ってから1週間以内で届きます。

ＳＴＥＰ
３

受診する

＊健診機関の指示に従って受診の準備をしてください。

＊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。

□ 健康保険証

□ 自己負担金（発生する場合）

＊受診後、健診機関から健診結果を受け取ってください。（目安として約１ヶ月後）

※健診機関窓口で「手続き完了メール」に記載されている予約番号をお伝えください。

※受診日に受診資格を喪失している場合は受診出来ません。

（受診した場合は全額自己負担となります）

《注意事項》 万が一「手続き完了メール」の記載内容に相違があった場合は、

速やかに（株）イーウェルへご連絡ください。

《予約の際の注意事項》

＊健診機関へ伝える内容

・健康保険組合名称（ＴＯＴＯ健康保険組合） ・代行機関が（株）イーウェルであること

・受診希望の日時、検査名称 ・ご自身の氏名・住所・連絡先

＊健診機関へ確認する内容

・注意事項があるか 等

※ケータイで受診券発行依頼を行った場合、受診券は発行されません。

＊空メールを送信すると、㈱イーウェルより「利用登録メール」が届きますので、記載されている
URLよりアクセスし、画面の指示に従って手続きを行ってください。

※「手続き完了メール」は変更・キャンセルを行う際にも必要となります。

https://kbmb.jp

＊受診日は２週間以上先の日程で予約を行って下さい。



申込から受診までの流れ～ＦＡＸ／郵送を利用する場合～

＊別紙『健診機関リスト』よりご希望の健診機関を選択してください。

ＳＴＥＰ
1

健診機関へ直接電話して予約する

＊ご希望の健診機関へご自身で直接電話をして、

受診日時と検査名称を予約してください。

ＳＴＥＰ
２

（株）イーウェルへ受診券発行依頼する

＊別紙『受診券発行依頼書』に必要事項を記入し、ＦＡＸまたは郵送にて送付してください。

※予約成立後、3日以内に送付してください。

＊（株）イーウェルから届く『受診券』を受け取って内容をご確認ください。

※受診券発行依頼を行ってから2週間以内にFAXまたは郵送で届きます。

ＳＴＥＰ
３

受診する

＊健診機関の指示に従って受診の準備をしてください。

＊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

□ 健康保険証 □ 自己負担金（発生する場合）

＊受診後、健診機関から健診結果を受け取ってください。（目安として約１ヶ月後）

※受診券を忘れた場合、健診費用が全額自己負担になる場合があります。

※受診日に受診資格を喪失している場合は受診出来ません。

（受診した場合は全額自己負担となります）

《注意事項》 万が一「受診券」の記載内容に相違があった場合は、

速やかに（株）イーウェルへご連絡ください。

《予約の際の注意事項》

＊健診機関へ伝える内容

・健康保険組合名称（ＴＯＴＯ健康保険組合） ・代行機関が（株）イーウェルであること

・受診希望の日時、検査名称 ・ご自身の氏名・住所・連絡先

＊健診機関へ確認する内容

・注意事項があるか 等

※受診券発行依頼書にＦＡＸ番号を記入いただいた場合、ＦＡＸにてお送り致します。

＊受診日は２週間以上先の日程で予約を行って下さい。

【FAX：0570-057021】

※上記FAX番号が送信できない場合は[03-5460-5501]までお送りください。

〒140-0011 日本郵便株式会社 品川郵便局郵便私書箱38号郵送先

㈱イーウェル健康サポートセンター「健診予約申込」係



変更・キャンセルについて

健診機関へ「変更」または「キャンセル」の連絡を行う

◆受診内容の「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

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。

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。

（株）イーウェルへ「変更」または「キャンセル」の内容を伝える

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。

手続き後『受診券発行完了
メール』が届きますので、受診券
【再発行】を印刷してください。

ＳＴＥＰ
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ＳＴＥＰ
２

健診機関との調整後、以下の受診券発行依頼時と同じ方法で（株）イーウェルへご連絡ください。

パソコン・スマートフォンで
受診券発行依頼を行った場合

ＦＡＸ/郵送で受診券
発行依頼を行った場合

㈱イーウェルへ電話連絡し、
手続きを行ってください。

TEL : 0570-057091

（株）イーウェルより受診券
【再発行】が届きます。
※受診キャンセルの場合は

受診券は届きません。

ケータイで受診券
発行依頼を行った場合

『手続き完了メール』の「変更」

もしくは「キャンセル」のURLより
アクセスし、画面の指示に従っ
て「変更」もしくは「キャンセル」
の手続きを行ってください。

（株）イーウェルより『手続
き完了メール』が届きます。

※受診日当日の変更・キャンセルは全額自己負担となる場合がございます。

※受診キャンセルの場合は「受診券発行完了メール」は届きません。
※健診機関を変更する場合は、一旦キャンセル手続きを行い、

再度受診券発行を依頼してください。

※上記番号がご利用いただけない

場合は[050-3850-5750]をご

利用ください。



よくあるお問合せ

指定外の検査を受診することは可能でしょうか？Ｑ

可能です。但し、指定外の検査の検査費用は
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」には指定外検査名称や自己負担金が
記載されませんのでご注意ください。

Ａ

初回登録がうまくいかず、先に進む事が出来ません。
何か間違っているでしょうか？Ｑ

よくある入力間違い箇所として、所属団体名が
挙げられます。
所属団体名は「TOTO健康保険組合」あるいは
「TOTO」としていただく必要がございます。
正しく入力されているかご確認ください。

Ａ

健診機関への電話予約から３日以上経って
しまいましたが、受診券発行依頼は可能でしょうか？Ｑ

可能です。但し、受診日までの期間が短いと
「受診券」の発行や健診機関からの検体容器等が
間に合わない場合がありますので、速やかに
受診券発行依頼を行ってください。

Ａ

予約の際、健診機関へ伝えることは何ですか？Ｑ

下記の内容を健診機関へ伝えてください。
●所属の健康保険組合名称（TOTO健康保険組合）
●代行機関が（株）イーウェルであること
●受診希望の日時・検査名称
●ご自身の氏名・住所・連絡先

Ａ

検査項目ごとに受診健診機関や受診日を変えても
良いですか？Ｑ

受診されたい検査項目は全て同一の健診機関で
受診をしてください。
また、受診日についても全検査項目を同日に受診
いただくよう予約をお取りください。

Ａ

昨年度KENKOBOXで初回登録済みですが、
KENPOSに入る際は改めて初回登録必要ですか？Ｑ

WEBサイトの切り替えに伴い、昨年度初回登録済み
の方も改めて初回登録が必要です。Ａ



※本誌記載のナビダイヤルは一般回線に着信し、着信地までの通話料はお客様のご負担となります。
また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。

（株）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）

個人情報のお取り扱いについて

利用する個人情報の内容および利用する者の範囲
当健康保険組合：健診項目に関する健診結果など
株式会社イーウェル：下記「株式会社イーウェルにおける個人情報の取得について」に記載のとおり
健診機関：下記「健診機関における個人情報の取得について」に記載のとおり

利用範囲
①健康の保持・増進・保健指導
②健診データの分析・解析
③集計結果の報告、健康相談

個人データの管理において責任を有する者
当健康保険組合

株式会社イーウェルにおける個人情報の取得について
手続きに際しご記入いただきました個人情報は、お申込の健康支援サービス提供の目的（健康の保持・増進活動、健診受診

勧奨、保健指導等を含む）に利用し、その利用目的の範囲内で提携の健診機関等の第三者へ提供させていただきます。
ここで取得した個人情報は、株式会社イーウェルホームページの「個人情報保護に関する基本方針」、「個人情報のお取り扱い
について」(https://www.ewel.co.jp/privacy-policy/）のほか、下記のとおり取り扱いますのでご同意のうえ、ご送付ください。

<お申込みの健康支援サービスご利用における個人情報の取扱い>
①株式会社イーウェルは、健診の予約内容確認のため、お申込者の氏名、住所、電話番号、生年月日、所属団体等を
含む個人情報を医療機関に提供致します。
②株式会社イーウェルは、前記①の個人情報及び健診結果データを含むお申込者の全ての個人情報（以下総称して
「当該個人情報」とします）を医療機関から取得致します。
③株式会社イーウェルは、当該個人情報を保持管理致します。
④株式会社イーウェルは、当該個人情報を所属団体に提供致します。
⑤株式会社イーウェルは、所属団体による健診データの分析・解析・管理のため当該個人情報を業務委託先に提供する場合

があります。
⑥株式会社イーウェル又は所属団体は、特定保健指導のため当該個人情報を保健指導会社に提供する場合があります。

なお、手続きに際しご記入いただく項目はお客様の任意ですが、ご記入がない場合、ご記入事項に誤りがあった場合は、
お申込みの健康支援サービスをご利用になれない場合がありますので、予めご了承ください。また、株式会社イーウェルは、
当該個人情報を統計的なデータなど本人が識別できない状態で各所属団体等に提供する場合があります。
個人情報に関する開示等及び苦情・ご相談は、株式会社イーウェル個人情報お問合せ窓口(E-mail：privacy@ewel.co.jp)
までお願い致します。

健診機関における個人情報の取得について
①健診機関は、健診お申込者から住所、電話番号、生年月日、所属団体等を含む個人情報を取得致します。
②健診機関は、前記①の予約内容確認のための情報を株式会社イーウェルから取得致します。
③健診機関は、個人情報および健診結果データを含むお申込者の全ての個人情報を株式会社イーウェルに提供致します。

お問合せ先

※上記番号がご利用いただけない場合は[050-3850-5750]をご利用ください。


