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ユーザー版
（本人登録画面）
リリース

平成28年3月16日（水）～

弊社内部管理者版
リリース

平成28年3月4日（金）～

カスタマー
電話受付開始

1.団体予約と開始時期について

※Ｈ27年度申請用紙内容についてカスタマーサービスにて予約システムへ
登録を開始し、承認書を会社様へ郵送します。

※予約サイト（ネット予約・電話予約）リリース

※専用コールスタッフ配置・問合せ対応開始

※申請用紙送付先（郵送またはＦＡＸ）は、下記連絡先へ送付をお願いします。

問い合せ先（予約・手続き方法／変更・キャンセル連絡）
名称 株式会社バリューHR カスタマーサービス
電話番号 0570-075-711
電話受付時間 平日9:30～18:00（土日祝休み）

申
請
書
送
付
先

メール kensin-doken@apap.jp
ＦＡＸ 0172-31-3088

住所 〒036-8003 青森県弘前市駅前町10-5 日専連ビル5階
株式会社バリューＨＲ 弘前カスタマーサポートセンター宛
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平成28年3月4日（金）～



2.健診予約システムへの予約・申請（登録）方法
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個人で受診の場合：
① 電話予約
② インターネット予約

健診予約システム（ユーザー版を利用）
※詳細は、8～15ページ参照

予約方法および申請（登録）方法は下記のとおりです。

※健診予約日の2週間前までに、予約システムへ
申請（登録）をお願いします。

団体で受付の場合：
会社で予約後、予約情報をシステムに取り込みます。
会社担当者が医療機関へ予約した情報をまとめて、カスタマーサービスへ取
り込みフォーマットを送信（メールまたはＦＡＸ）
※詳細は、4～5ページ参照

※画面はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

※インターネット環境がない方につきましては、
電話予約の後、カスタマーサービスへFAX申請
が可能です。
ＦＡＸ：0172-31-3088



■【現版】土建国保様書式申込用紙
■【新版】Ｈ28年からの申込用紙

（ 1名用・複数用）

3.人間ドック・生活習慣病健診・胃検診・海外勤務者健診の申請について

【新版】複数用エクセルデータフォーマット
（メール又は電子媒体で送付願います。）

【新版】1名用 ＦＡＸ申請用紙

◆送付いただいた現版・新版申請用紙・申請データを予約システムへ反映いたします。

カスタマー
サービス

■予約システム登録
■承認書発行
【現版】事業所様へ郵送
【新版】事業所様へメールまたはＦＡＸ

組合員様

事業所様

【現版】
人間ドック利用申込書

4※画面はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

【現版】
生活習慣病利用申込書

【現版】
海外勤務者健診利用申込書

【現版】
胃検診利用申込書

当面は、
現版・新版
どちらも登録
対応します！



5

◆会社様から予約者情報（データまたは申請用紙）をまとめて送付いただき、システム登録いたします。

基本的にエクセルデータより登録いたしますが、データ作成
が難しい事業所様は、当面の間、予約者情報を記入した現版
申請用紙ご送付いただければ、代行登録をいたします。

カスタマー
サービス

健診予約
システム
に取り込む

申込者情報、未申込者
情報が「健診予約システム」

に反映されます。

申請用紙

データ送付
（メール添付・電子媒体郵送）

エクセルデータ

送付
（ＦＡＸ・郵送）

ファイル名：
【土建健診申請】社名＋営業所名
+yyyymmdd（←送信日）

を設定して送信をお願いします。

※画面はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

【新版】複数名用エクセルデータフォーマット
＜直営医療機関等について＞
■日本健康増進財団（巡回健診）
■組合直営医療機関
・厚生中央病院
・中部健康管理センター
・関西健康管理センター

予約情報は、上記医療機関より直接弊社へ
まとめて送付いただき、登録しますので、
記載医療機関への予約は今迄通りの方法で
お願いします。

3.人間ドック・生活習慣病健診・胃検診・海外勤務者健診の申請について
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■健診予約システム管理者画面イメージ

事業所担当者様に、管理者用ID/パスワードを発行いたします。
※事業所様⇒国保様へ申請してください。
※ID/パスワードの通知方法は、メール（または郵送）となります。

①利用状況表示/出力機能
事業所単位での組合員の予約申込情報をcsvデータ
形式でダウンロードすることができます。

◆健診予約システム（管理者版）には、以下の機能があります。

4.【事業所様】予約状況（申込者）について

■申込者ダウンロードデータイメージ

※画面はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

■管理者機能ログイン画面イメージ

※予約システムへの申込・登録・キャンセル情報に基づき出力します。



■健診予約システム管理者画面イメージ

◆健診予約システム（管理者版）には、以下の機能があります。

②未申込者リストダウンロード機能
未申込者情報をダウンロードすることができます。
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4.【事業所様】予約状況（未申込者）について

※画面はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

■未申込者ダウンロードデータイメージ

※「組合員登録マスタデータ」―「予約システムへの申込・登録済データ」＝未申込者となります。



5.サイトへのログイン方法
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＜国保組合＞
ホームページイメージ

＜健診予約システム＞
①ログイン画面イメージ

＜健診予約システム＞
③ＴＯＰ画面イメージ

①初回ログイン：ＩＤ・・・保険証記号（前の0含め必ず4桁を入力）、番号（前の0不要。最大6桁）
パスワード・・・組合員の生年月日（西暦8桁）

②ログイン後、パスワードを変更（変更画面は、2回目以降のログイン時は表示されません）
③予約システムＴＯＰへ

＜健診予約システム＞
②パスワード変更画面イメージ

※画面はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

予約登録はこちら

パスワードを忘れた場合

＜ＩＤの入力規則＞
保険証記号 123
保険証番号 45678 の場合
↓
■記号欄に『0123』入力
※記号は、0を入れて必ず4桁で入力します。
（71-、72-は、必ず除いてください）
■番号欄に『45678』入力
※番号は、0を入れずそのまま入力します。



6.健診申込みの流れ
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■人間ドック・生活習慣病健診・・・年度内に、一人１回のみ登録できます。

■胃検診・海外勤務者健診・・・人間ドック・生活習慣病健診とは別に登録できます。
予約・申請方法は、「電話予約」と同じ登録方法となります。

ﾛｸﾞｲﾝ+ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更+
個人情報の登録

医療機関および
希望コースを選択

予約確定
情報を登録

予約完了
受診承認書を発行

医療機関に電話し
予約日時を確定

①電話予約－事前に電話で予約をした後に組合（バリューHR）に申請する

年度内に２回受診（申請）しようとする場合、重複受診者とみなし、エラーメッセージが表示されます。

②インターネット予約－直接ネットで予約する（一部の医療機関に限ります）

医療機関および
希望コースを選択

カレンダーより
受診日時を選択

ﾛｸﾞｲﾝ+ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更+
個人情報の登録

予約完了
受診承認書を発行



7.健診予約システム（TOP画面）
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個人で受診の方は、Web上で健診案内・予約・申請を行います。予約方法は2種類よりお選びいただけます。

健診予約システム画面イメージ

①電話予約
ユーザーがあらかじめ電話で医療機関と受診予約を確
定させ、インターネット上で予約した内容を登録しま
す。

②インターネット予約
インターネット上で、24時間いつでも空き状況を確認
し、予約を行なうことができます。
※事前に健診予約枠を設定している医療機関で利用可能です。

胃検診
胃検診対象者が予約した内容を登録します。

※画面はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

① 電話予約
② インターネット予約

海外勤務者健診
海外勤務者健診対象者が予約した内容を登録します。



■「電話予約」をクリックします
（受診者が事前に電話で医療機関に日程、受診コースを予約
してから、情報を登録する方法）

1 赤枠内容（住所・電話番号・承認書送付方法・結果提出同
意）を入力し「次へ」ボタンをクリックします。
※家族の登録は、続柄と氏名で選択してください。

2

住所は、郵便番号を入れて、「住所検索」ボタンをクリックす
ると該当する住所が挿入されます。
※番地等は、検索できませんので必ず入力をお願いします。
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7-①.「電話予約」登録方法

※画面はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

まず、ご自身で、医療機関へ「電話」で健診の予約の申込を行います。申込時、以下の情報を伝えてください。
１．「全国土木建築国民健康保険組合」の健診であること。
２．所属会社名
３．健診コース名（例：人間ドック（1日・2日、胃Ｘ線・胃内視鏡）、生活習慣病健診（胃検査あり・胃検査なし）など）
４．受診希望日
５．本人情報（保険証記号、番号、氏名、生年月日 など）
６．その他（医療機関からの確認事項に回答をお願いします）



都道府県から、地域を選択します。
医療機関名でも、検索できます。

4

3

電話予約した医療機関の右側ボタン「次へ」をクリック
します。
※「次へ」をクリックする前に医療機関へ電話予約を完
了してください。

12※画面はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

7-①.「電話予約」登録方法

5 電話で予約した、受診コース、受診日を選択し「次
へ」をクリックします。

6 入力した内容が表示されます。
内容を確認して「次へ」をクリックします。



入力した内容が表示されます。
「申込」ボタンをクリックします。

7 8

受診当日、受診承認書、保険証他を持参して受診します。

13

9

※画面・画像はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

本人用承認書イメージ

完了後、画面上に承認番号が表示されます。
同時に「受診承認書」が送信されます。

※ログインＩＤ
（例）保険証記号 123／保険証番号 45678 の場合
↓
『0123』＋『45678』＝ログインＩＤ…『012345678』
・記号は、0を入れて必ず4桁にします。
（71-、72-は、必ず除いてください）
・番号は、0を入れずそのまま記号と合わせたものが、
承認書ＰＷとなります。

受診承認書にはPWが掛
かっています。
※ PWは「ログインID」
となります。

7-①.「電話予約」登録方法



7-②.「インターネット予約」登録方法

■「インターネット予約」ボタンをクリックします。
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1 2

※画面はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

住所は、郵便番号を入れて、「住所検索」ボタンをクリック
すると該当する住所が挿入されます。
※番地等は、検索できませんので必ず入力をお願いします。

赤枠内容（住所・電話番号・承認書送付方法・結果提出同
意）を入力し「次へ」ボタンをクリックします。
※家族の登録は、続柄・氏名で選択してください。



医療機関を選択し、「インターネット予約」ボタンを
クリックします。3

4 受診コースと、予約希望の「年・月」を選択し、
「カレンダー表示」をクリックします。

15※画面はイメージです。本サイトと一部異なる場合がございます。

7-②.「インターネット予約」登録方法

カレンダーの空きあり「○印」の中から受診希望日を
クリックします。

5

6

入力した内容を確認して「申込」をクリックします。
P13と同様、画面上に承認番号が表示され、同時に
「受診承認書」が送信されます。

7

ネット枠時間を選択し、「次へ」をクリックします。
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8.予約変更・取り消し方法
健診予約システム上では、予約変更・取り消しはできません。
お手数ですが、以下の方法でご連絡ください。
■受診日（日程）を変更したい。
健診機関に直接連絡して受診日変更を依頼したうえで、「バリューHR カスタマーサービス」へ受診日
変更の内容をご連絡ください（メールまたは電話）。健診予約システムの登録内容を変更します。
■予約を取り消したい。
健診機関に直接連絡して予約キャンセルを連絡したうえで、「バリューHR カスタマーサービス」へ
予約取り消しの内容をご連絡ください（メールまたは電話）。
健診予約システムの登録内容をキャンセルします。

■受診機関（病院）を変更したい。
上記の予約取り消しの手続きを行ったうえで、改めて健診予約システムから予約登録・申請を行って
ください。

問い合せ先（予約・手続き方法／変更・キャンセル連絡）
名称 株式会社バリューHR カスタマーサービス
電話番号 0570-075-711

電話受付時間 平日9:30～18:00（土日祝休み）

申
請
書
送
付
先

メール kensin-doken@apap.jp
ＦＡＸ 0172-31-3088

住所 〒036-8003 青森県弘前市駅前町10-5 日専連ビル5階
株式会社バリューＨＲ 弘前カスタマーサポートセンター宛

9.健診に関するお問い合せ先


