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平成30年度 人間ドック・健康診断 申込のご案内

2018年6月1日（金） ～2019年2月14日（木）まで申込期間

〇今年から委託業者に委託することになりました。（委託先：株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア）

〇今年から予約方法が一部変わりました。
予約希望内容（健診機関、希望日時、内容等）をWEBに入力するだけで、ベネフィット
ワン・ヘルスケアが健診機関と調整を行い、予約いたします。

〇受診日時点に農林水産省共済組合に加入していないと、補助は適用されません。
※予約後、受診前に資格喪失された方は必ずキャンセルをしてください。

〇上記受診期限を超えて「受診」をした場合、補助が適用されません。

〇人間ドック・健康診断は年度内に1回受診できます。

〇補助額を超えた料金は、自己負担となります。

〇オプション検査を受診する場合は、オプション検査の費用は全額自己負担になります。

〇詳しい申込方法等については次ページ以降の案内を参照してください。

注意事項

2018年6月15日（金）～2019年2月28日（木）まで受診期間

健診機関や健診コース、オプション項目によっては、希望の日程で
は予約が取りづらい場合もあります。
早めに予約をして、受診期間内に受診をしてください。
受診期限内に受診をしないと、補助は受けられません。
第一希望の健診機関で予約が取れない場合は、違う健診機関を探し
て必ず受診期限内に受診をしてください。

健診コース 対象者 補助内容

人間ドック
（日帰り・2日）

2019年3月31日現在、35歳以上の
組合員（任意継続組合員を除く）

補助上限20,000円（税込）
補助超過分：自己負担

健康診断
2019年3月31日現在、29歳以下の
組合員（任意継続組合員を除く）

全額補助（自己負担なし）

早めに
予約してください

Web申込ページはこちら
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①
ロ
グ
イ
ン
の
仕
方

健診予約受付センター（農林水産省共済組合専用）

https://kenshin.happylth.com/nousuikyousai/ 
にアクセスしてログインしてください。
※スマートフォンからもアクセスできます。
※初めてログインする場合は、必ずハピルス会員登録を行ってください。

【初期登録画面イメージ】

登録したID
やパスワー
ドが不明な
場合や、お
問い合わせ
がある場合
はこちらか
らお問い合
わせくださ
い。

※画面はイメージです

初めてログインする場合
●組合員証 記号・番号（半角数字）
●カナ氏名
●生年月日
（1989年1月9日の場合「19890109」
を入力してください。

※初期ログイン後、IDとパスワードは
ご自身で変更設定していただきます。

「必須」事項は全てご入力ください。
メールアドレスは個人のPCでも構い
ません。

「既にハピルス会員登録済
の方」は登録しているハピ
ルスＩＤ・パスワードを
使ってログインしてくださ
い。
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②
申
込
の
流
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施設型を選択して、受診可能な健診機関を検索してください。
※選択後も予約申込をしなければ、予約方法の変更は可能です。

※画面はイメージです

こちらをクリックして受診可能な健診
機関を検索してください。

巡回型は被扶養者及び任意継続組合員のみ受診でき
る健診コースです。

マイページで予約内容の
確認が可能です
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③
申
込
の
流
れ

※画面はイメージです

エリア検索ができます

女性医師がいるや駐車場
有無等のこだわり検索

ができます

検索をクリックすると、
受診可能な健診機関と健診
コースが表示されます。

キーワード検索
ができます
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④
申
込
の
流
れ

健診機関の
詳細がご覧いただけます

申し込み後、予約が取れましたら、予約確定通知が登録されたメールアドレスに届
きます。
※受診希望日付は第５希望まで入力できます。
なるべく多く希望日を入れていただいた方がスムーズに予約が確定します。

※画面はイメージです

受診コース
を選択

予約したい健診内容、オプ
ション、日時を入力する。
※日付は第5希望まで入力
できます。

申込をする

必須の設問をチェック
してください。

健診機関をクリッ
クし、健診機関の
詳細を確認可能
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⑤
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
申
込
方
法

【ＦＡＸで申込する場合】
専用の申請用紙に必要事項を記入の上
0800-9199-030 に送信してください。(24時間受付）

農林水産省共済組合のホームページよ
りダウンロードした申請書に必要事項
を記入のうえ、送信ください。

ＦＡＸ送信後、1週間程度で予約確定
通知書を送付します。（ご希望の条件
で手配が出来なかった場合は、ご連絡
いたします。）
１週間以上経過しても連絡がない場合
は、ＦＡＸ送信エラーの可能性がござ
いますので、お手数ですが健診予約受
付センターまでご連絡ください。

⑥
Ｔ
Ｅ
Ｌ
で
の
問
合
せ
方
法

健診予約受付センター
ＴＥＬ：0800-1001-031 (フリーコール）

または 03-6870-2804 (有料）

※受付時間：平日10～21時、土日祝10～18時（12/29～1/3を除く）

電話をする前に下記内容をご準備下さい（オペレーターが確認させていただきます。）

健康保険組合名 農林水産省共済組合

組合員番号 組合員証に記載されている番号

予約健診機関 予約をされた健診機関名

受診予定日時 予約をされた受診日と時間

予約をした受診内容 健診コース・オプション内容など
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⑦
受
診
の
流
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検査キット・問診等の受取り２

受診日の1週間前を目安に健診機関より検査キット等がご自宅へ届きます。
健診機関からの案内に従って、受診の準備をしてください。
（健診コースや健診機関により、事前の検査キット配布がない場合がございます。）

受診３
受診日当日は組合員証と健診機関から送られてきた「問診票や検体（尿等）
等」をご持参のうえ、ご受診ください。オプション追加等により自己負担金が
発生する場合には、窓口でお支払いください。

※受診日に共済組合に加入していることが条件となります。資格喪失後は受診
できません。万一、誤って受診された場合は、全額自己負担となります。

健診結果通知４

受診した健診機関から、健診の結果通知が届きます。
（目安として受診後1ヶ月程度）

予約確定メールが届きます。1
受診日が確定しましたら、登録したメールアドレスに、予約確定メールが届きます。
（FAXでの申し込みの場合ははがきで届きます。）
ご希望の条件で手配が出来なかった場合は、電話にて連絡いたします。
※受診資格確認及び健診機関への確認は、2週間以上かかる場合がありますのでご了承願います。
※連絡の取りやすいメールアドレスを登録してください【受診拒否設定等にご注意ください。】

個人情報の取り扱いについて

以下内容にご同意の上で、お申込みください。

ご本人の同意なく無断で個人情報を取得、利用または提供いたしません。利用についてご本人の同意を得た場合でも、特定された利用目的の達成に必要
な範囲でのみ使用し、また、提供を同意されない限り、第三者に提供することはありません。申込書等は、以下の事項に同意のうえ、ご記入ください。

①お預かりした個人情報は、健診予約の際に提携の健診機関等に提出します。
②健診機関から取得した申込者の健診結果データを含む個人情報を（株）ベネフィットワン・ヘルスケアにて保持・管理をする場合があります。

-----------------------------------------------------------------------------

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 個人情報保護管理者 担当窓口：個人情報取扱事務局
電話： 03-6870-2700 Email： privacy@bohc.co.jp

健診予約受付センター
ＴＥＬ：0800-1001-031 (フリーコール）または 03-6870-2804 (有料）※受付時間：平日10～21時、土日祝10～18時

（12/29～1/3を除く）

※人間ドックの健診結果を、事業主の行う健康診断結果の代替として使用
する場合は、コピー等を行い事業主へ提出いただきますよう、よろしく
お願いいたします。
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質問 回答

初回ログインができない

支部間で人事異動をしている場合
対象者情報の更新は月1回です。変更後のデータでの更新がさ
れていない場合があります。人事異動等で組合員証が変更に
なった方は、以前の所属支部の情報でお試しください。
省庁間異動および新規採用の場合
対象者情報の更新は月1回です。変更後データでの更新がされ
ていない場合があります。恐れ入りますが、翌月1日以降に再
度お試しください。月途中の異動者のデータの反映は翌々月
初になります。

予約を変更したいとき
予約している健診機関と直接日程変更を行っていただき、そ
の後、健診予約受付センターに変更内容を連絡してください。

予約日に都合がつかなくなったとき

予約している健診機関と直接日程変更を行っていただき、そ
の後、健診予約受付センターに連絡してください。
受診日の7日前までであればWebサイトからのキャンセルの
申請が可能です。

住所が変わったとき
ハピルス健診サイトのマイページより個人情報の修正が行え
ます。但し、予約手配中は修正が行えません。健診予約受付
センターまでお問い合わせください。

在籍中に予約をしたが、受診日には組合員の資
格を喪失のとき

受診日に組合に在籍していない方は受診の資格がありません。
必ず健診機関と健診予約センターに連絡してキャンセルして
ください。受診した場合は補助は適用されず全額自己負担し
てただくことになります。

同行者と一緒に受診されたいとき

FAXでお申し込みください。その際に申込用紙の同伴者情報
欄に記載の上、申込してください。
※健診機関に直接予約をされる場合は、webで受診者ごとに
申請をしていただければ、FAXは必要ありません。

予約状況を確認したいとき

ハピルス健診のサイトのマイページより予約状況をご確認く
ださい。
【ログインURL】
https://kenshin.happylth.com/nousuikyousai

受診券が届かない

受診券はお送りしません。代わりに予約確定通知書をメール
でお送りしています。（FAX、TELで申込の方はハガキ）受
診当日、ご持参いただかなくても受診できます。予約確定通
知書を印刷したい場合は、マイページのご利用履歴の中から、
「予約確定通知書印刷」ボタンで印刷していただけます。

予約用URL・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが分からなくなったとき
ログイン画面の「ID・パスワードが不明な方はこちら」から
お問合せください。

WEB上から申請ができないとき 健診予約受付センターにお問い合わせください。
【メール】happylth.info@bohc.co.jp
【電 話】0800-1001-031予約確定通知が届かないとき

健診機関から送付物が届かないとき

健診結果は受診した健診機関から直接送られますので、
健診機関にご連絡してください。

受診後1ヶ月以上たっても結果表が届かないとき

検査容器を紛失したとき
健康診断の結果内容について教えて欲しいとき

⑧よくある質問と回答


