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STEP1 新規登録画面 

下記項目について、ご自身で自由に設定し
ていただきます。 
 
・メールアドレス（ログインID） 
・パスワード 
 
※メールアドレス宛にKenCoMからのメール
（info@kencom.jp）が届きます。 
 事前にメールの受信設定をご確認下さい。 
 
※パスワードについては設定条件がありますので、
その条件を満たすよう画面の指示に従い設定して
下さい。 
 
※登録頂いたメールアドレスが、今後のログイン
IDとなります。大文字小文字の間違いにお気を 
つけ下さい 

同僚の方やご家族の方から 
KenCoM登録の招待コードが届いた方は入力 
※ない場合は空欄で構いません。 

「新規登録」ボタンを押すとこのような画面が表示されます。 

パスワード条件を満たすとボタンが 
グレーからオレンジ色にかわります。 
規約を読んだらボタンを押してください。 

目次に戻る 
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STEP2 届いた仮登録メールを確認し、メール内に記載されているリンクをクリックする 

「仮登録メールを送信する」ボタンを押すとこのような画面が表示され、メールが届きます。 

＜仮登録メール送信後の画面＞ 

＜仮登録メール サンプル画像＞ 

「仮登録メールの再送信」ボタンを押す前に、画
面に表示されている3点の確認事項を必ずご確認
下さい。 
 
このボタンは連続で押さないようにご注意下さい。
万が一複数回押してしまった場合は、一番最後に
届いたメールに記載されているリンクが有効とな
ります。 

こちらのリンクを押すことで、メールアドレス
（ログインID）とパスワードの設定が完了します。 
 
リンクは、有効期限の 
24時間を越えると無効になります。 
また「仮登録メールの再送信」ボタンを押す度に
届いたメールは最新のリンク以外無効となります。 

目次に戻る 
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STEP3 保険証情報の照会をする 

お手元に保険証を用意していただき、 
全項目について入力していきます。 
 

・保険者番号 
 ・記号 
 ・番号 
 ・氏名 
 ・生年月日、を入力 
※予め健保様から受領いただいた 
 加入者情報を基に資格照会を行います 
 
 
 
番号の先頭が「0（ゼロ）」がついている場合、
そのままご入力いただいて問題ありません。 

仮登録メールのリンクを押すとこのような画面が表示されます。 

目次に戻る 
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STEP4 保険証情報照会の確認 

「利用資格を照会する」ボタンを押すとこのような画面が表示されます。 

表示されている情報が、ご自身の保険証情報と相
違が無いか確認をお願いします。 
 
入力情報に間違いが無いにも関わらず、この画面
まで進めずエラー画面が表示される場合、以下の
ような可能性が考えられます。 
 
①以前、別のメールアドレスにて保険証照会を 
完了している場合 
⇒以前登録済みの会員情報でログインし直して 
下さい。メールアドレスが不明な場合は 
お客様サポートまでご連絡ください。 
 
②保険証登録情報がKenCoM事務局まで情報が届
いていない、もしくは何らかの不具合が発生して
いる場合 
⇒調査が必要となりますので、お客様サポートま
でお問い合わせ下さい。 

表示情報に問題が無ければ、「登録を完了する」
ボタンを押し会員登録を完了して下さい。 

▼お客様サポートはこちら 
https://kencom.jp/inquiry/new 

目次に戻る 

https://kencom.jp/inquiry/new
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会員登録完了 

「登録を完了する」ボタンを押すとこのような画面が表示されます。 

＜ログイン後のTOPページ＞ 

＜会員登録完了画面＞ 

「次へ」ボタンを押すと、ログイン後のTOP
ページへ移行します。 

目次に戻る 
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スマートフォンアプリ新規登録手順について 

目次に戻る 
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スマートフォンでKenCoMアプリをダウンロードする 

iOSの場合（iPhoneをお使いの方） 

１ App Store のアイコンをタップ ２ 検索にてKenCoMを検索 
※けんこむ、ケンコムで検索できます！ 

3 入手をタップ、AppleID
のパスワードを入力し、 
同意して完了です！ 

入手 

あいうえお 

あいうえお 

あいうえお 

あいうえお 

あいうえお 

あいうえお 

あいうえお あいうえお 

あいうえお 

あいうえお 

あいうえお 

目次に戻る 
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スマートフォンでKenCoMアプリをダウンロードする 

１ ２ 検索にてKenCoMを検索 
※けんこむ、ケンコムで検索できます！ 

3 

Androidの場合 

Google  Play ストアのアイコン
をタップ 

インストールをタップ。 
同意を求められますので
同意して完了です！ 

目次に戻る 
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STEP1 新規登録画面 

初めてKenCoMを利用する方は、こちら「はじ
めての方」ボタンから進んで下さい。 

既に利用中、もしくは以前に会員登録を完了させ
た事がある方はこちらからログインして下さい。 
新規登録時にご自身で設定したメールアドレスと
パスワードを入力します。 

新規登録は、①保険証 ②メールアドレスが必要ですのでお手元にご用意下さい 

目次に戻る 
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STEP2 届いた仮登録メールを確認し、メール内に記載されているリンクをクリックする 

下記項目について、ご自身で自由に設定し
ていただきます。 
 
・メールアドレス（ログインID） 
・パスワード 
 
※メールアドレス宛にKenCoMからのメール
（info@kencom.jp）が届きます。 
 事前にメールの受信設定をご確認下さい。 
 
※パスワードについては設定条件がありますので、
その条件を満たすよう画面の指示に従い設定して
下さい。 
 
※登録頂いたメールアドレスが、今後のログイン
IDとなります。大文字小文字の間違いにお気を 
つけ下さい 

同僚の方やご家族の方から 
KenCoM登録の招待コードが届いた方は入力 
※ない場合は空欄で構いません。 

「はじめての方」ボタンを押すとこのような画面が表示されます。 

目次に戻る 
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STEP3 保険証情報の照会をする 

お手元に保険証を用意していただき、 
全項目について入力していきます。 
 

・保険者番号 
 ・記号 
 ・番号 
 ・氏名 
 ・生年月日、を入力 
※予め健保様から受領いただいた 
 加入者情報を基に資格照会を行います 
 
 
 
番号の先頭が「0（ゼロ）」がついている場合、
そのままご入力いただいて問題ありません。 

最後に「登録する」をタップ 

画面をさらに下にスクロールするとこのような画面が表示されます 

目次に戻る 
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STEP4 保険証情報照会の確認 

入力した内容に間違いが無ければ、
「登録を完了する」をタップ。 

＜ログイン後のTOPページ＞ 

「登録する」ボタンを押すととこのような画面が表示されます 

目次に戻る 
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会員登録完了 

「登録を完了する」ボタンを押すと登録したメールアドレスに認証メールが届きます。 

メール本文内のリンクを押すことで、 
ご自身の健診結果や医療費通知が閲覧できる 
設定が完了します。 
 
リンクは、有効期限の 
24時間を越えると無効になります。 
また「仮登録メールの再送信」リンクを押す度に
届いたメールは最新のリンク以外無効となります。 
 

アプリのメニュー画面が 
「認証メール確認済み」状態であれば 
 認証はきちんと出来ています 

目次に戻る 
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医療費のお知らせの確認方法 
（健診閲覧コード登録手順について） 

目次に戻る 
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メニューにある「医療費のお知らせ」をクリックする 

ログイン後のTOPページメニューを表示させます。 

初めて「医療費のお知らせ」を閲覧する場合、 
メニューをクリックすると健診閲覧コード照会 
画面へ移行します。 

初めて「医療費のお知らせ」を閲覧する場合、
健診閲覧コードがかかれた圧着ハガキ 
（健康保険組合より配布）が必要ですので 
お手元にご用意下さい。 

目次に戻る 
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STEP1 健診閲覧コードによる本人確認 

「医療費のお知らせ」をクリックするとこのような画面が表示されます。 

健康保険組合より配布された圧着ハガキタイプの 
「健診閲覧コード」を手元に用意し入力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※圧着ハガキを紛失した場合、再発行の手続きが 
必要となりますので、お客様サポートまで 
お問い合わせ下さい。    
https://kencom.jp/inquiry/new 
 
生年月日も入力し「本人確認の情報送信」 
ボタンを押します。 

＜パスコード入力画面＞ 

＜確認画面＞ 

表示されたカナ氏名に間違いが無ければ、 
「秘密の質問の設定へ」ボタンを押します。 

目次に戻る 
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STEP2 秘密の質問設定 

「秘密の質問の設定へ」ボタンをクリックするとこのような画面が表示されます。 

まず「秘密の質問」を選択します。プルダウン
で表示される質問を選択し、その質問に対して
の回答も設定します。 
他人から推測されにくい「自分で質問を設定す
る（推奨）」を選択いただく事で、よりセキュ
リティを高める事が出来ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力後「確認」ボタンをクリックします。 

＜「秘密の質問」設定例＞ 

＜秘密の質問入力画面＞ 

目次に戻る 
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STEP3 秘密の質問設定確認 

「確認」ボタンをクリックするとこのような画面が表示されます。 

＜確認画面＞ 

表示された内容に間違いが無ければ、
「設定完了」ボタンをクリックします。 

目次に戻る 
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医療費のお知らせ 

「設定完了」ボタンをクリックすると医療費のお知らせをご覧いただけます。 

他の年の医療費は、こちらのプルダウ
ンを選択し、「表示」ボタンを押すと 
ご覧いただけます。 

「＋」を押すと月毎のデータが 
表示されます。 

目次に戻る 
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健診閲覧コードの再発行 

目次に戻る 
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健診閲覧コード再発行の手続き 

ログイン後のTOPページメニューを表示させます。 

サイトの一番下までスクロールし、 
「お問い合わせ」の文字をクリック 
してください。 

※新規登録がお済みでない方は、 
 こちら から登録手続き完了後に 

再発行のご連絡をお願いいたします。 
（メールアドレスと保険証が必要です） 

目次に戻る 
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健診閲覧コード再発行の手続き 

【お問い合わせの種類】から 
 プルダウンで 
「健診閲覧コード（旧パスコード）に関して」
を選択します。 

【お問い合わせ内容】欄に、 
健診閲覧コード紛失のため、再発行希望。 
と入力のうえ、「入力内容を確認する」 
ボタンを押してください。 

目次に戻る 
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健診閲覧コード再発行の手続き 

内容を確認いただき、間違いがなければ 
「送信する」ボタンを押してください。 
 
健診閲覧コードのお届けまで3～4週間ほど 
いただいております。 
 
健康保険組合よりお渡しいたしますので 
今しばらくお待ちください。 

目次に戻る 
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歩数登録方法 

目次に戻る 
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KenCoMでは簡単に歩数の登録が出来ます 

パソコンでの登録方法 

１ メニューより「歩数・体重記録」をクリック 

※KenCoMへのログインが必要です 

2 「歩数・体重を記録する」をクリック 

３ 記録したい日の  をクリック、歩数を入力し 
登録で完了！ 

毎日の歩数状況がグラフで確認できます 

目次に戻る 
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KenCoMでは簡単に歩数の登録が出来ます 

アプリでの登録方法 

１ 2 画面の編集ボタン、もしくは「編集したい日付」をタップ 

３ 編集画面で、歩数を入力する日付、 
その日の歩数を編集 

画面の歩数バーをタップ 

iOS Android 

４ 事前に自動取得等で歩数が入っている場合は 
上書きし、終了！ 

※アプリでのログインが必要です 

目次に戻る 
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ヘルスケアアプリと連動しましょう(iOSの場合) 

１ 
iPhoneの「ヘルスケア｣を 
タップし起動 ２ 

画面下部の健康データをタップ、
一覧からフィットネスを選択→歩
数をタップ 

4 

※※iOS8以上からiPhoneに搭載されているアプリです 

3 
ダッシュボードに表示を
オンにする 

次に画面下部ソースをタップ、
KenCoMを選択 

５ KenCoMに歩数のデータ読み
出しを許可をオンにする 

６ KenCoMアプリにログイン 
歩数が表示されるようになり
ます 

目次に戻る 
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よくあるご質問（FAQ） 

目次に戻る 
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新規登録手順についてよくあるご質問① 

Q1.家族（夫婦）で登録したいのですが、一つのメールアドレスで２人分の会員登録をする事は出来ないので 
  しょうか？ 

A1.会員登録には、お一人様につき一つずつメールアドレスが必要となります。 
  例えば、お２人で登録したい場合、メールアドレスは２つ必要となります。 
  セキュリティ保護の観点からこのような仕様となっております。 

Q2.会社のメールアドレスを使わないと登録出来ないのでしょうか？ 
  普段でもスマートフォンで見たいので、プライベートで使っているアドレスを登録したいのですが。 

A2.会員登録に使用するメールアドレスに制限はございませんので、プライベートで利用している 
  メールアドレスでもご利用いただけます。 

目次に戻る 
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Q3.保険証情報を正しく入力しているはずなのですが、何度やっても照会エラーとなってしまい画面を進める 
  事が出来ません。入力は間違いっていないはずなのですが、何が問題なのでしょうか？ 

A3.入力が間違っていないにも関わらず、エラーになってしまう場合は以下のような原因が考えられます。 
 
  原因①：以前に別のメールアドレスで会員登録を行い、その際に保険証情報を照会したことがあるため。 
      ⇒保険証情報の照会は、１名あたり１回までとなっております。 
       この場合、画面下部にあるリンクから一旦登録操作を中止し、以前設定済みのメールアドレス 
       とパスワードでログインし直して下さい。 
      ⇒以前設定したパスワードを忘れた方は、ログインボタンの下にある「パスワードを忘れた方は 
       こちら」からパスワードの再設定をお願いします。 
      ⇒以前設定したメールアドレスを忘れた方は、ログインボタンの下にある「ログインIDを忘れた 
       方はこちら」から、お客様サポートへお問い合わせ下さい。ご本人様確認を実施した上でお調 
       べいたします。 
 
  原因②：データベースに登録されている情報に何らかのエラーがあるため（実際のお名前と異なって登録 
      されている、保険証番号が変更になった情報が更新されていない、など）。 
      ⇒この場合、まずはお客様サポートにお問い合わせ下さい。ご本人様確認を実施した上で、所属 
       の健康保険組合様と連絡を取り、エラー内容をお調べいたします。 

新規登録手順についてよくあるご質問② 目次に戻る 
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Q4.医療費通知を閲覧したいと思い健診閲覧コードが書かれた圧着ハガキを探しましたが見当たりません。 
どうしたらいいでしょうか？ 

A4. 圧着ハガキを探しても見当たらない、または紛失された場合についてはお客様サポートまでご連絡下さい。 
  ご本人様確認を実施した上で、再発行の手続きを行います。 
  健診閲覧コードの再発行については、印刷を依頼する関係でお手元に届くまで3～4週間程度お時間が 
  かかりますのでご了承下さい。 

健診閲覧コード登録手順についてよくあるご質問① 目次に戻る 
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Q5.スマートフォンのKenCoMアプリで歩数測定がされません。どうしたらいいでしょうか？ 

A5.  ■iPhoneをご利用のお客様 
    iPhoneをご利用の方は、P31の手順にて設定をおこなってください。 
 
   ■Androidをご利用のお客様は下記点にご注意ください 
   Androidをご利用の方は、以下の両条件に該当する場合に歩数を自動で記録することができます。 
   ①端末の電源をオンにしている 
   ②KenCoMアプリがフォアグラウンドもしくはバックグラウンドで起動されている 
   ※Androidのナビゲーションキー（ナビゲーションバー）で 
   「画面切り替えボタン（四角形が1つ、もしくは2つのアイコン）」をタップした際に、KenCoMアプリが表示されている状態 
   ※Androidの電源がオフの状態からオンにした場合は、画面切り替えボタンタップ時に 
    アプリが表示されているかどうかにかかわらず、歩数記録のために1度アプリを起動いただく必要があります。 
   上記の両条件を満たさない場合、その期間の歩数は自動記録されません。 
   歩数を自動で記録する場合は、電源を切る、またアプリを完全に終了しないようご注意ください。 
 
  ■非対応機種について 
     iPhone5cおよびiPhone5以前の機種をご利用のお客様 
     歩数機能が非対応となっております。KenCoMアプリに歩数を自動表示することは出来ませんので、あらかじめご了承ください。 
     
   Androidをご利用のお客様 
   現在、一部の富士通端末では歩数機能が非対応となっております。 
   今後のアプリアップデートで順次修正対応予定となっております。 
 
  ※iPhone, Android共に、上記ご確認いただいても歩数測定がされない場合、 
   アプリから歩数を手動入力することも出来ますのでご利用ください。 
   パソコンまたはアプリから歩数を手動入力した場合、その日の歩数を自動記録の歩数に戻すことは 
   できませんのでご注意ください。 

歩数集計についてよくあるご質問① 目次に戻る 


