
配偶者・家族健診の
ご案内

ロジスティード健康保険組合  健保名が変更になりました

ロジスティード健保のがん検診オプション

※オプション検査は30歳以上の方が対象。30
歳未満の方がオプション検査を受ける場合
は全額自己負担となります。
※自己負担金は、受診当日に健診機関や健診
会場の窓口でお支払いください。

▲巡回レディース健診予約画面

施設健診（KENPOS）

▲

 予約画面

多くの自治体でもがん検診を実施しています。対象年齢等によっては無料または
より安価に受けられることもありますので、健保のオプション検査とあわせて、お住
まいの自治体のがん検診もご検討ください。

早期がん
1～2年

進行がん
3cm

2cm

1cm

がん細胞 数年～数十年

急激に大きくなる

例えば乳がんの場合、1cmのがんが2cmになる
までには1～2年しかかかりません。
つまり早期がんのうちに発見できるのは、実はたっ
た1～2年ということ。また今度と先延ばしする
のは危険です。

ここまでに発見
するのが重要

乳がんの場合…

●マンモグラフィ
● 乳房エコー検査

● 前立腺がん（PSA）検査
● 腹部エコー検査
● 骨密度検査

● 子宮頸部細胞診
● HPV検査（自己採取）

●胃部X線検査
●胃部内視鏡検査

自治体のがん検診も
ご活用を

乳がん

他にも！

子宮頸がん 胃がん

スマホ
や

パソコ
ンで

 簡単
予約♪

予約締切

2023年9月30日（土）

※巡回健診の予約・受診期間の〆切は会場によって異なります。
※巡回・施設の重複受診はできません。人間ドックとの重複受診も
できません

予約期間 受診期間
2023年

5月17日（水）
2023年

6月  1日（木）
2023年

9月30日（土）
2024年

3月31日（日）

施設健診・巡回健診で
申込
方法
が異
なりま

す

自己負担額は、
オプション検査の

選択画面で確認できます

がん検診も大切です

がんは
1～2年でも
成長します

例年より早まりました

近所のホテルや公共の会館で受診する

巡回健診の詳細はこちら➡

対象会場が
パワーアップ

開催日数も
増加

巡回健診のメリット

今年は巡回健診が
さらに受けやすくなりました  

ホテル・イオンモールなど、様々な会場
が追加されました。近所の会場をぜひ
ご確認ください。人気の会場はすぐに
枠が埋まってしまうのでお早めに！

これまでの会場も、開催日が増えてい
ます。あなたの都合のいい日が、きっと
見つかるはずです！
※会場によって異なります。

● 完全予約制で健診だけを行っているので、
待ち時間が短く受診がスムーズ

● 専門の健診機関が対応するので、医療機関と
同じ健診が受けられる

● 電話連絡が不要。ウェブで日程・会場を検索
したらすぐに予約できる

● どこの会場でも“乳がん検診”“子宮がん検診”
が受けられる

まだある

合計約3,000回開催！

いつもの病院で受診する

⬅施設健診の詳細はこちら

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査

検査項目 施設健診 巡回レディース健診

マンモグラフィ

3割自己負担
※金額は医療機関によって

異なります。

1,980円
乳房エコー検査 1,650円

子宮頸部細胞診検査 1,650円 
※HPV検査とセットで3,300円

ペプシノゲン＋ピロリ菌検査（ABC検査） 1,320円
胃部X線検査

全額自己負担
※金額は医療機関によって

異なります。

4,950円
胃部内視鏡検査 ー
腹部エコー検査 5,500円

前立腺がん検査（PSA） ー
骨密度検査 ー

眼底検査（両眼） 当日医師の指示により実施 2,200円

基
本
検
査

検査項目 施設健診／巡回レディース健診

身体測定等
胸部検査

問診・理学所見、身長/体重、BMI、腹囲、血圧、視力、
胸部Ｘ線検査、聴力

無　料

尿検査 尿糖、尿蛋白、尿潜血、ウロビリノーゲン

血液一般 赤血球、血色素、ヘマトクリット、血小板数（PLT/PL）、
赤血球色素量、赤血球色素濃度、赤血球容積、白血球（WBC）

脂　質 総コレステロール、中性脂肪、HDL（cho）、LDL（cho）

肝機能 GOT、GPT、γ-GTP

腎機能 尿酸、尿素窒素、血清クレアチニン

血　糖 空腹時血糖、グリコヘモグロビンA1c

その他 心電図検査、便潜血検査

被扶養配偶者・40歳以上の被扶養者・40歳以上の任意継続被保険者対象

期間

健診内容・費用負担

予約期間

受診期間

2023年5月17日（水）～2023年9月30日（土）
2023年6月   1日（木）～202４年３月31日（日）

●上記期間以外での「予約」「受診」は出来ません。
●受診日に当健保組合の資格を喪失している場合は受診出来ません。
　万一受診された場合、健保負担分を含めた健診に関わる全ての費用を負担していただきます。

注意
事項

健診概要

 お早めに！

※年齢は2024年3月31日時点にて算出。　※今年度75歳になる方は、75歳の誕生日前日までに受診してください。

※30歳未満の方はオプション検査は選択できません。選択された場合は全額自己負担となります。

※施設健診と巡回レディース健診の検査内容は一部異なることがあります。
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巡回レディース健康診断のお申し込み方法 施設健診のお申し込み方法

1 健診予約システムにアクセス 1 受診する健診機関を選ぶ3 希望の会場・日程を選択 2 健診機関に電話して予約する5 申込内容確認画面で内容を
確認し、「申込」ボタンをクリック

4 受診項目を選択

3 パソコン・スマホで受診券発行
の手続き

6 必要書類が届く2 健診を受診される方の情報を登録

以下のユーザー IDと
パスワードを入力してロ
グインしてください。

KENPOS（https://www.kenpos.jp/）にログインし、トップ画面の
「まだ健診のお申込み／手続きを行っていません」をクリック。

選択した会場と日程で予約が確定します。 希望する健診機関が見つかったらご自身で直接、健診
機関へ電話※して予約してください。

電話予約だけでは申し込みは完了しません。
電話予約後3日以内にKENPOSから「受診券」発行の
手続きが必要です。
1 同様に健診機関を検索して「受診券を発行する」を
選択。必要事項を入力のうえ受診券発行手続きを行っ
てください。手続き後、１週間以内にイーウェルから
「受診券発行完了メール」が届きます。

予約の際、以下の内容を必ずお伝えください。

ご登録のメールアドレスに予約確定確認メールが届きま
す。これでお申し込み手続きは完了です。
変更・キャンセルは、予約確定確認メールに記載され
ている実施健診機関にご連絡ください。
予約確認確定のメールは、
「no-reply@zenkenkyo-yoyaku.net」
のアドレスより自動配信されます。あらかじめ受信拒否
設定の解除をお願いします。

こちらの冊子です！ こちらの冊子です！

オプション検査はここでお申し込みいただけます。「健康診断のお申込み」
をクリックし、情報を入力
します。

パソコン・スマホからのお申し込み  ＜女性限定＞ 健診開催日の40日前までにお申し込みください パソコン・スマホからのお申し込み 健診受診希望日の2週間前までにお申し込みください

郵送でのお申し込み（男性はこちら）

お住まいの近くにあるホテ
ルの会議室や公共会館の
ホールなどを利用して実施
される完全予約制の健康
診断です。
インターネットでお申し込
みいただくと、即時に日程
が確定となるのでオススメ
です。

健診日1週間前までに、実施健診機関より健診に必要
な書類（問診票・注意事項・受付時間・会場案内図など）
がご自宅へ届きます。

運営：一般社団法人全国健康増進協議会
お問い合わせ　
メール zenkenkyo-yoyaku@zenkenkyo.net
H    P https://www.zenkekenkyo.net

運営：（株）イーウェル 健康サポートセンター
お問い合わせ　
電  話 0570-057091
　　　上記がつながらない場合 050-3850-5750

https://www.zenkenkyo-yoyaku.net/mn
ID  06135024　　　パスワード  lsd23zeyoyaku

※会場が定員になり次第、申し込みを締め
切ります。希望会場は必ず第3希望まで
ご記入ください

1 申込用紙を返送 2 日程決定
通知が届く

3 必要書類が
届く「巡回レディース健康診断申込用紙」

に必要事項を記入し、同封の返信用
封筒にてご返送ください。 申込書受付から4週間以

内に、実施健診機関よ
り申込受理及び日程決
定通知ハガキがご自宅
へ届きます。

健診受診希望月の前々月20日（必着）までに
お申し込みください

健診日1週間前までに、
実施健診機関より健診に
必要な書類（問診票・注
意事項・受付時間・会場
案内図など）がご自宅へ
届きます。

全国の健診機関で実施さ
れる健診です。健診機関リ
ストにいつも使っている病
院やご近所の病院が載って
いるなら、自分の都合のよ
い日程を予約して受診でき
るのでオススメです。初め
ての方はKENPOSに登録
いただく必要があります。

※KENPOSで検索した場合は
「この健診機関を選ぶ」→「電話で予約する」を選択すると
　健診機関の予約電話番号が表示されます。

電話予約完了後に冊子内の受診券発行依頼書を記入のうえFAX
または郵送で（株）イーウェルへ送付してください。

＊電話予約だけでは申し込みは完了しません。

「健診の申込／受診券発行」を選択し、
都道府県等の条件を指定して健診機関
を検索してください。

＊送付した「健診機関リスト」でも探せますが、リストに掲載の情報は作成時点で
の情報のため、変更になる可能性があります。KENPOSのウェブ上では最新
情報を確認できます。

□ ロジスティード健康保険組合に加入していること
□ 代行機関が「イーウェル」であること　
□ 受診希望の日程・健診コース（イーウェル一般健診
    A1）・オプション検査　
□ ご自身の氏名・住所・連絡先

FAX
郵送
申込先

KENPOS初回登録のご案内

3 登録したメールアドレスに仮登録メールが
届きます。メールに記載されているURLを
クリックいただくと初回登録が完了します。

パソコン・
スマホが
利用できない
場合

KENPOS 検 索

https://www.kenpos.jp/

1 KENPOSサイトにアクセスし、
　「初回登録ページに移動する」をクリック。

2 お手元に健康保険証を準備いただき必要
事項を入力します。

です。

健診の予約日当
日は

必要書類や検体
をお持ちの上、

指定の受付

時間に健診会場
へお越しくださ

い。

健診結果通知は
、受診の約1か

月

後にご自宅に郵
送します。

※当日の受付時
間は、実施健診

機関にて指定さ
せていただきま

す。

※予約の変更・キャンセルは、健
診機関に連絡後、KENPOS
からお手続き（郵送・FAXで
依頼された場合はイーウェル
に電話連絡）してください。

＜パソコンで受診券発
行手続きをした＞

KENPOSから受診券
を印刷するか予約番

号

を控えて、当日健診機
関窓口で提示ください

。

＜スマホで受診券発行
手続きをした＞

受診券は発行されず、「
受診券発行完了メー

ル」

がそのまま必要となり
ます。

健診結果通知
は、受診の約1

か月後にご自宅
に郵送します。

健診の予約日当日は

健康保険証・検体等を
持参し、受診ください

。

※郵送・FAXで手続
きした場合、郵送で

届いた受診券を

持ちください。

0570-057021または03-6659-7900
〒137-8691 日本郵便株式会社新東京郵便局郵便私書箱203号
（株）イーウェル健康サポートセンター「健診予約申込」係

※個人情報保護の観点から健康診断を受診されるご本人
様以外からのお問い合わせは受付しておりません。
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巡回レディース健康診断のお申し込み方法 施設健診のお申し込み方法

1 健診予約システムにアクセス 1 受診する健診機関を選ぶ3 希望の会場・日程を選択 2 健診機関に電話して予約する5 申込内容確認画面で内容を
確認し、「申込」ボタンをクリック

4 受診項目を選択

3 パソコン・スマホで受診券発行
の手続き

6 必要書類が届く2 健診を受診される方の情報を登録

以下のユーザー IDと
パスワードを入力してロ
グインしてください。

KENPOS（https://www.kenpos.jp/）にログインし、トップ画面の
「まだ健診のお申込み／手続きを行っていません」をクリック。

選択した会場と日程で予約が確定します。 希望する健診機関が見つかったらご自身で直接、健診
機関へ電話※して予約してください。

電話予約だけでは申し込みは完了しません。
電話予約後3日以内にKENPOSから「受診券」発行の
手続きが必要です。
1 同様に健診機関を検索して「受診券を発行する」を
選択。必要事項を入力のうえ受診券発行手続きを行っ
てください。手続き後、１週間以内にイーウェルから
「受診券発行完了メール」が届きます。

予約の際、以下の内容を必ずお伝えください。

ご登録のメールアドレスに予約確定確認メールが届きま
す。これでお申し込み手続きは完了です。
変更・キャンセルは、予約確定確認メールに記載され
ている実施健診機関にご連絡ください。
予約確認確定のメールは、
「no-reply@zenkenkyo-yoyaku.net」
のアドレスより自動配信されます。あらかじめ受信拒否
設定の解除をお願いします。

こちらの冊子です！ こちらの冊子です！

オプション検査はここでお申し込みいただけます。「健康診断のお申込み」
をクリックし、情報を入力
します。

パソコン・スマホからのお申し込み  ＜女性限定＞ 健診開催日の40日前までにお申し込みください パソコン・スマホからのお申し込み 健診受診希望日の2週間前までにお申し込みください

郵送でのお申し込み（男性はこちら）

お住まいの近くにあるホテ
ルの会議室や公共会館の
ホールなどを利用して実施
される完全予約制の健康
診断です。
インターネットでお申し込
みいただくと、即時に日程
が確定となるのでオススメ
です。

健診日1週間前までに、実施健診機関より健診に必要
な書類（問診票・注意事項・受付時間・会場案内図など）
がご自宅へ届きます。

運営：一般社団法人全国健康増進協議会
お問い合わせ　
メール zenkenkyo-yoyaku@zenkenkyo.net
H    P https://www.zenkekenkyo.net

運営：（株）イーウェル 健康サポートセンター
お問い合わせ　
電  話 0570-057091
　　　上記がつながらない場合 050-3850-5750

https://www.zenkenkyo-yoyaku.net/mn
ID  06135024　　　パスワード  lsd23zeyoyaku

※会場が定員になり次第、申し込みを締め
切ります。希望会場は必ず第3希望まで
ご記入ください

1 申込用紙を返送 2 日程決定
通知が届く

3 必要書類が
届く「巡回レディース健康診断申込用紙」

に必要事項を記入し、同封の返信用
封筒にてご返送ください。 申込書受付から4週間以

内に、実施健診機関よ
り申込受理及び日程決
定通知ハガキがご自宅
へ届きます。

健診受診希望月の前々月20日（必着）までに
お申し込みください

健診日1週間前までに、
実施健診機関より健診に
必要な書類（問診票・注
意事項・受付時間・会場
案内図など）がご自宅へ
届きます。

全国の健診機関で実施さ
れる健診です。健診機関リ
ストにいつも使っている病
院やご近所の病院が載って
いるなら、自分の都合のよ
い日程を予約して受診でき
るのでオススメです。初め
ての方はKENPOSに登録
いただく必要があります。

※KENPOSで検索した場合は
「この健診機関を選ぶ」→「電話で予約する」を選択すると
　健診機関の予約電話番号が表示されます。

電話予約完了後に冊子内の受診券発行依頼書を記入のうえFAX
または郵送で（株）イーウェルへ送付してください。

＊電話予約だけでは申し込みは完了しません。

「健診の申込／受診券発行」を選択し、
都道府県等の条件を指定して健診機関
を検索してください。

＊送付した「健診機関リスト」でも探せますが、リストに掲載の情報は作成時点で
の情報のため、変更になる可能性があります。KENPOSのウェブ上では最新
情報を確認できます。

□ ロジスティード健康保険組合に加入していること
□ 代行機関が「イーウェル」であること　
□ 受診希望の日程・健診コース（イーウェル一般健診
    A1）・オプション検査　
□ ご自身の氏名・住所・連絡先

FAX
郵送
申込先

KENPOS初回登録のご案内

3 登録したメールアドレスに仮登録メールが
届きます。メールに記載されているURLを
クリックいただくと初回登録が完了します。

パソコン・
スマホが
利用できない
場合

KENPOS 検 索

https://www.kenpos.jp/

1 KENPOSサイトにアクセスし、
　「初回登録ページに移動する」をクリック。

2 お手元に健康保険証を準備いただき必要
事項を入力します。

です。

健診の予約日当
日は

必要書類や検体
をお持ちの上、

指定の受付

時間に健診会場
へお越しくださ

い。

健診結果通知は
、受診の約1か

月

後にご自宅に郵
送します。

※当日の受付時
間は、実施健診

機関にて指定さ
せていただきま

す。

※予約の変更・キャンセルは、健
診機関に連絡後、KENPOS
からお手続き（郵送・FAXで
依頼された場合はイーウェル
に電話連絡）してください。

＜パソコンで受診券発
行手続きをした＞

KENPOSから受診券
を印刷するか予約番

号

を控えて、当日健診機
関窓口で提示ください

。

＜スマホで受診券発行
手続きをした＞

受診券は発行されず、「
受診券発行完了メー

ル」

がそのまま必要となり
ます。

健診結果通知
は、受診の約1

か月後にご自宅
に郵送します。

健診の予約日当日は

健康保険証・検体等を
持参し、受診ください

。

※郵送・FAXで手続
きした場合、郵送で

届いた受診券を

持ちください。

0570-057021または03-6659-7900
〒137-8691 日本郵便株式会社新東京郵便局郵便私書箱203号
（株）イーウェル健康サポートセンター「健診予約申込」係

※個人情報保護の観点から健康診断を受診されるご本人
様以外からのお問い合わせは受付しておりません。
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