
◆ 受診の流れ

ご注意 健診の予約申込みが完了したら…
 弊社より医療機関に予約可否の確認・調整を行います。予約の結果は、インターネット予約の方にはメール、電

話予約の方には電話とハガキにて連絡いたします。（滋賀・京都・大阪等の近畿地区・長野県の巡回健診は、京都
工場保健会より申込確認のハガキを送付します）。 
予約変更等があった際はウェルネス・コミュニケーションズから届く案内と異なる場合があります。 
京都工場保健会からの案内を最新としてください。

※コールセンターよりお電話差し上げる際の発信番号 ： 0120-783-707
 医療機関の混雑等により希望日の予約が取れない場合には、別の日程あるいは

別の医療機関を再度お選びいただくことがありますので、ご了承ください。

※迷惑メール対策などでドメイン指定を行っている場合、
メール受信できない場合があります。「@i-wellness-p.com」
を受信できるように設定をお願いします。

■申込方法
インターネット（パソコン・スマートフォン）、または電話
京セラ健康保険組合ホームページへアクセス！
https://kyocera-kenpo.or.jp/

■予約から受診までのフロー

健診予約センター
8：30～19：30（土日祝日・年末年始除く）
TEL: 0120-257-221

健診予約 予約確定 受診案内・
問診回答

受診日の約2週間前

インター
ネット
予約

電話予約

受診日の約2～4週間後

検査キット 健診受診 健診結果

受診した
医療機関より
結果表が
届きます。

ご予約の
受診日に
健診機関に
て受診して
ください。

医療機関から
検査キットが
届きます。

※医療機関によ
り時期は前後
します。

医療機関からも
問診票が届くこ
とがありますの
で、必ず両方と
も回答いただき
受診当日医療機
関にご提出くだ
さい。

受診案内と
問診票が

郵送で届きます。

問診票は
返信用封筒で
ポストへ

投函ください。

電話と
ハガキが
届きます。

専用ダイヤルに
ご連絡ください。

0120-257-221
8:30～19：30

（土日祝祭日は除く）

受診した
医療機関より
結果表が
届きます。

さらに、2～4週間後

受診案内とWeb
問診のお知らせ
が届きます。

※巡回健診の場合、 
実施機関から届いた
通知を最新情報とし
てください。

ご登録の
アドレスに
メールが
届きます。

24時間
いつでも
受付して
います！

�前回の医療機関
�自宅から
1km以内

�土日OK　など

さらに詳しく
⇒P.10へ

こだわり検索
が可能！

健診結果をWeb
でいつでも確認
できます！ 経年の結果も

チェックできる
！

スマートフォンからは
2次元コードよりアクセス

予約の回答、調整等で
発信させていただきます

ちゃんと
出てね！

おすすめ

ウェルネス・コミュニケーションズ
からの問診、医療機関の問診、
・・・・　　　　　　　　 
どちらも回答してください！！

＜予約前の準備＞
○�お手元に「健康保険証」をご用意ください。
○�電話予約の場合、ご本人様確認のため「お名前」「生年月日」「保険証記号・番号」「健保組合名」をお伺いします。
○�施設健診は本冊子P.22～P.29のウェルネス・コミュニケーションズ提携施設リストより希望の施設をお選びください。
○�巡回健診は本冊子P.15の鹿児島地区の会場＆日程、またはP.17～P.21の近畿・長野地区の日程一覧から希望の
日程、会場をお選びください。
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スマートフォンからは
２次元コードより
アクセス

◆i-Wellness 操作手順　『利用者登録』

1） 京セラ健康保険組合 ホームページへアクセスします。
 (URL) https://kyocera-kenpo.or.jp/

2） トップページ「家族検診申込」バナーをクリックし、
ページ内の健診専用サイト「i-Wellness」のバナーを
クリックします。

3） i-Wellnessトップページへ切り替わります。

★過去にWEBサイトより申込みをされた方
「ID（メールアドレス）」「パスワード」を入力して
ログインしてください。
（利用者登録は完了しています）

◆はじめて本サイトより申込みをされる方
◆ ID・パスワードを忘れた方
「初めてご利用の方／ID・パスワードを忘れた方」をクリック
し、必要事項を入力します。
※受診する方（受診対象者）の情報を入力してください。
※システムに登録されている情報と、
入力いただいた「保険証記号・番号」「氏名（漢字）」
「性別」「生年月日」が一致しませんと登録できません。
家族で同じメールアドレスは使用できません。
必ず1人ずつ。別々のメールアドレスの登録をお願いします。
※利用登録完了後、メールが届きます。
ID（メールアドレス）とメール記載の「仮パスワード」
にてログインしてください。

4） マイページにログイン後、受診の流れを確認する場合は
「健診案内」をクリックします。
 操作がご不明な場合、チャットボットから質問ができます。

5） 確認後「予約」をクリックして予約を開始します。

4月1日に新しく加入された方、任意継続、再雇用で保険証記号/番号が変更になった方は、
加入者情報の更新完了後に新しい保険証記号/番号にてログインが可能です。
4月17日以降、新しく届いた保険証記号/番号でログインしてください。

お手元に「健康保険証」をご用意ください。

チャットボット　
⬇
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◆i-Wellness 操作手順　『健診予約』

画面に沿って選択、入力します。
1） 希望の受診コースを選択します。
※「巡回健診コース」は女性の方のみ表示されます（任意継続者
除く）。

2） オプション検査（胃部検査、婦人科検査）を選択します。
※胃カメラは実施医療機関が限られているため、選択可能施設
が少なくなっております。胃部X線をお選びいただくと選択可
能施設が増えます。

3） 医療機関を選択します。
医療機関は、名称・エリア・こだわり条件での
検索が可能で、第２希望まで選択できます。
選択したオプション検査が実施可能な施設のみ
表示されます。

★★【巡回健診（鹿児島、近畿、長野県）】
を希望する場合は、「優先予約枠のある医療機関」にチェック
を入れてください。
ここにチェックを入れないと、巡回健診の会場日程が
表示されません！
⇒　P.13参照

4） 受診日を選択します。
カレンダーの日付をクリックし、受診希望日を
選択します。
医療機関毎に第３希望までの入力は必須です。
※カレンダー上で選択できる日付は、医療機関での
受診希望可能日となります（予約確定日ではありません）。
混雑情報欄も参照ください。

混雑状況をカレンダーで色分けをしております。
受診日を選択する際の参考にしてください。

また、※混雑状況・予約の注意事項が記載されているので
こちらも都度確認をしてください。

5） 希望受付時間を選択します。
※受付時間は医療機関が設定をおこなうため、希望に沿えない
場合がございます。
希望に沿えなくても、予約が取れた場合は予約確定とさせて
いただきます。　

巡回健診は
ここにチェックをいれる

京都
滋賀

大阪

長野

鹿児島
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❶

❷

◆i-Wellness 操作手順　『健診予約』

コメント欄は
（特になければ）空欄に
した方が受付が早いよ！！

6） コメント欄は必要な場合のみお使いください。
※コメント欄に記入があった場合、その確認に
2～3日お時間をいただきます。
特に申し伝える内容がない場合は「空欄」に
しておいてください。

★ 骨密度検査の追加を希望される場合はコメント欄に入力
ください（有料）。
医療機関へ希望をお伝えしますが、実施していない施設
もございます。

7） 日中連絡先・送付先などの情報を入力します。
受診案内の送付先住所となっているか、
必ずご確認ください。

※注意※
この欄には、初期設定で京セラ健康保険組合の住所が記載
されている場合がありますので必ず記載内容を確認してく
ださい。
自宅住所等、受診案内の送付先情報に変更する際は、［変更
する］をクリックしてから正確に情報を入力してください。
この操作をしないと、この欄に記載された住所に受診案内が
送付されますので、受け取りが遅延することがございます。
記載内容を確認後、最終行の［書類送付先確認］にチェックを
いれます。

8） 「予約登録」をクリックして予約を確定させます。

※近畿・長野県の巡回健診をお申込みの方は京都工場保健会へも変更・キャンセルの連絡をお願いします。（TEL : 0120-89-1290）

■予約キャンセルするときは？

予約を「変更」する場合は、いったんキャンセルしてから
申込みをやり直してください。

画面上でキャンセル操作ができない場合は
健診予約センターまで連絡してください。
TEL: 0120-257-221

■健診結果を見るときは？
今年度受診した健診結果も閲覧できる、健康情報サイト
をご提供。健康づくりにお役立てください！

医療機関から結果データが届いてからの処理となるため
表示されるまで日数がかかります。
なお、紙の健診結果票は、医療機関から直送されます！

注意

重要
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※巡回健診は日程変更が生じる場合もございます。ご了承の程よろしくお願いします。

❷

❶

❸
鹿児島県　　サン・あもり

○○○ホテル

「優先予約枠がある医療機関」選択時　《P.11にて「巡回健診」を選択した場合》

コース（巡回健診）、オプション検査を選択した後、
医療機関選択画面にて

①「優先予約枠」にチェックを入れます。
②受診希望地区の都道府県名をチェック。
③[検索する]をクリック。

巡回健診に関しては、その他こだわり条件や、
会場名称での検索には対応しておりません。
上記操作をしないと会場・日程が表示されません。

・巡回健診【鹿児島県】

・巡回健診【近畿】

・巡回健診【長野県】
対象

画面が切り替わり、検索条件に当てはまる会場・
日程が表示されます。

・「巡回健診【鹿児島県】」
⇒実施会場名が表示されますので、受診を希望
される会場を選択します。   
次にカレンダーが表示されますので、受診を希
望される日付をクリックします。  
日程を選択できれば、そのまま受診日が確定と
なります。

・「巡回健診【近畿】」
・「巡回健診【長野県】」

⇒実施会場名が表示されますので、受診を希望
される会場を選択します。   
次にカレンダーが表示されますので、受診を希
望される日付をクリックします。 

この時点では会場および受診日・オプション
項目は確定されておりません。

※システム上、受診日確定の案内が届きますが、
他組織との合同検診となっており、この希望を
もとに、実施機関である京都工場保健会にて
調整を行います。

鹿児島は、
選択できれば

『確定』

近畿・長野は、
選択した日で
『調整』

※要確認

✓

京都
滋賀

大阪

長野

鹿児島
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