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2022年3月から被扶養者（ご家族）の方がご自身でログインする運用に変わりました。

健診予約システムについて

スマートフォン版
PC版
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■健診予約システムURL：
http://www.apap.jp/g266/yoyaku/

※スマートフォンにも対応しています。

http://www.apap.jp/g266/yoyaku/


健診予約手続きの流れ

健診機関・受診日程・健診コース確認

予約申込
「受診承認書」の発行

健診受診

予約する

健診予約システムにログイン

②インターネット予約

健診機関に
直接電話で予約

①電話予約

予約内容の登録

■予約する

①電話予約

健診機関に直接電話をかけて健診の予約をし、その後、当サイトで予約内容

を入力（登録）し、費用の申請と予約申込みをする方法です。

※必ずご自身で健診機関に予約をした上で、当サイトに予約内容を登録してく

ださい。

②インターネット予約

当サイトからの手続きだけで、予約申込が完了します。

（健診機関へ電話で予約する必要がなく、24時間手続き可能です。）

※インターネット予約対応の健診機関は限られます。

インターネット予約に対応していない健診機関および健診コースをご希望

の方は①「電話予約」の手順に沿って申込み手続きをお願いします。

○希望する健診機関・受診日程・健診コースを選択の上、予約申込を行います。

予約登録が完了すると、「受診承認書」が発行されます。

また、後日健診機関から検査キット等が指定住所に送付されます。

受診日当日は、「検査キット」・「健康保険証」を持参してください。
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■システムにログイン

初めてログインする方は、ユーザーID、パスワードを取得してください。

ユーザーID、パスワードを忘れた方も同様にユーザーID、パスワードを

取得してください。（P.4参照）



ログイン方法

※ご自身の情報を入力してください。
被保険者（ご本人）、被扶養者（ご家族本人）ごとにユーザーID・パスワードが発行されます。

■健診予約システムURL

ユーザーID、パスワードは、下記の手順に沿って入力すると、画面上に表記されます。

①初めてご利用される方は、健診予約システムにアクセスし、「初めてログインする方」をクリックしてください。
※ユーザーID、パスワードを忘れた方は「ユーザーID・パスワードを忘れた方」をクリックして下さい。

②保険証記号番号、姓名（カナ）、生年月日、性別を入力してください。

※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。
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ケンポ

タロウ

http://www.apap.jp/g266/yoyaku/

http://www.apap.jp/g266/yoyaku/


ID/パスワードの取得

入力した内容が正しいにも係わらず、IDが取得できない場合は、下記まで、お問い合わせください。

(株)バリューHR カスタマーサービス
TEL：0570-001-825 ※平日9:30-18:00（土日祝休み）

ID/パスワード取得・検索結果画面は下記のとおりです。

表示されたID／パスワードを、先のログイン画面のユーザーID、パスワード欄に入力して、ログインしてください。
なお、ログイン後は『パスワードを変更すること』をお勧めします。
（パスワードの変更は、アカウントサービス＞パスワード変更から行ってください。P.6参照）
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サイト案内

当サイトのメニューをご説明します。

当サイトのご利用方法の説明ページです。

パスワードが変更できます。定期的に変更することをお勧め

します。

人間ドックに含まれる健保指定項目を確認することできます。

よくある質問がまとめられています。

当サイト閲覧の際の推奨環境をご確認いただけます。

過去の健康診断申込みの履歴が閲覧できます。
申し込み後の本人負担額を確認いただけます。

問い合わせフォームより、健診内容のお問い合わせをすることが
できます。
※お電話でのお問い合わせ先も確認いただけます。

※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。

これから健康診断の予約をする方はこちらをご利用ください。
※ネット予約可 のアイコンのない医療機関、健診コース・オ
プションは事前に電話予約が必要となります。

事前に電話で健診機関へ予約済の方はこちらから申請し
てください。

健康診断の概要・申込み方法等の説明ページです。
※概要の詳細は、健保Webサイトにてご確認ください。

受診できる健診機関の一覧をご確認いただけます。

利用マニュアル（当サイトの操作方法や健康診断の予約か
ら受診までの詳細な手順について）をご確認いただけます。
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健診の予約方法＜予約する＞

①＜予約する＞ボタンをクリックします。 ②表示された個人情報を確認し、「健診結果及び受診者

情報の取扱いについて」の内容をご確認・同意の上、【次へ】

をクリックします。

個人情報に間違いがある場合は、下記までご連絡ください。
㈱バリューHR カスタマーサービス
TEL：0570-001-825

E-MAIL：kensin-otsuka＠apap.jp

※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。
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健診の予約方法＜予約する＞

③健診機関を検索します。ご希望のエリアを選択し、

検索ボタンをクリックしてください。

健診機関名でも検索できます。

健診機関名は、 より一覧をご参照ください。

④希望の健診機関を選び、【予約する】ボタンをクリックしてください。

※健診機関名の上に アイコンのある健診機関は

インターネット予約可能な健診コースがある健診機関です。

→インターネット予約については13ページへお進みください。

※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。 8



健診の予約方法＜予約する＞－電話予約

※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。

その他オプションについて：
表示されていないオプション検査をご予約した場合は、
バリューHRカスタマーサービスへご連絡ください。

TEL: 0570-001-825 （平日9:30ー18:00）

または、お問い合わせフォームよりご照会ください。

✉お問い合わせ＞健診予約システムの[お問い合わせ]フォーム

本人負担額について：
受診希望の検査費用合計が6万円以内の方は、合計額の3割が
本人負担分です。

（6万円を超過した分は、本人負担額に上乗せされます。）

本人負担額については、11、14ページを参照ください。
またページを進んでいくと、表示されます。

⑤希望の健診コースを選択し、【次へ】をクリックします。

→ アイコンのあるコースを選択した場合は13ページへお進みください。【インターネット予約】

→ アイコンのないコースを選択した場合はこのまま⑥へお進みください。【電話予約】
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表示されている検査費用は、健保補助適用前の金額です。

※女性がん検診オプションのみ健保補助が適用されています。



健診の予約方法＜予約する＞ー電話予約

⑥【電話予約】へご案内するウィンドウが表示されますので、

希望の健診機関に直接電話で健診予約をします。

⑦電話予約済みかどうかの確認アラートが表示されますので、
電話予約が完了していれば【OK】をクリックします。

電話予約後、【申請する】をクリックします。
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※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。

※電話予約の際は、健診機関へ下記情報をお伝えください。

1.大塚製薬健康保険組合人間ドックの受診および会社名

2.本人情報（氏名・生年月日・健康保険証記号/番号等）

3.健診コースおよびオプション検査

4.受診希望日

5.その他（健診機関からの確認事項にご回答ください）



健診の予約方法＜予約する＞ー電話予約

⑧再度健診コース選択画面が表示されますので、電話予約したコースに
チェックされているか確認をします。

「健診機関へ直接連絡し、予約が確定しています。」にチェックをいれ、
電話予約にて確定した受診予定日をカレンダーより選択、【次へ】を
クリックしてください。

⑨連絡等を入力（確認）し、【次へ】をクリックします。

入力内容に間違いがないか確認画面が表示されます。問題なければ
【次へ】をクリックします。
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※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。

※

※健保補助を差し引いた本人負担額合計が表示されます。



健診の予約方法＜予約する＞ー電話予約

⑩生活習慣に関する質問22項目に回答し、【次へ】をクリックします。

質問回答に間違いがないか確認が出ますので、問題なければ【申込】
をクリックします。

※必ず22項目ご回答ください。

⑪申込み完了です。
ご指定の方法で「受診承認書」が送付されます。

健康診断受診承認書サンプル
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※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。

「健診予約システム」より、予約・申請が完了すると、ご指定された方法
で「受診承認書」が送られます。
※指定方法・・・メール、FAX、郵送のいずれかです。
※受診承認書は、健診予約の内容を確認するのに重要な書類です。
受診日まで大切に保管してください。
なお、受診日当日は、本人確認のため「健康保険証」をご持参ください。

※メールの場合下記の配信元、タイトルで送られます。
送信元：tcf-kensin@apap.jp
【大塚製薬健保より健診に関するご案内】PE2020XXXXXXXX

受診承認書（PDF）には、パスワードがかかっています。
パスワードはご自身のの生年月日（西暦8桁）です。
例）昭和44年5月22日の場合 → 〔パスワード〕19690522



健診の予約方法＜予約する＞ーインターネット予約

⑥‘カレンダーが表示されます。「●」が選択中の健診コースで
受診可能な日にちとなります。希望日をクリックしてください。

※ご希望日が「×」および希望時間がない場合でも、電話予約で受診可能な場合があります。健診機関にお問い合わせください。
その場合、電話予約での登録となります。緑枠で囲った【申請する】をクリックし、9ページの画面に遷移します。

⑦‘ご希望の受診時刻を選択し、【次へ】をクリックします。

カレンダーの切り替えはこちらから

【申請する】
電話予約の切り替えはこちらから

【申請する】
電話予約の切り替えはこちらから
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※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。

＜インターネット予約＞
当サイトからの手続きだけで、健診機関への「予約申込」が完了します。
（健診機関へ直接電話で予約する必要がなく、24時間手続き可能です。）
※すべての健診機関、健診コースがインターネット予約に対応しているわけではございませんので、予めご了承ください。
※受診される基本コース並びにオプションのすべてが『ネット予約可』の場合のみ、インターネット予約が可能となります。



健診の予約方法＜予約する＞ーインターネット予約

⑧‘連絡等を入力（確認）し、【次へ】をクリックします。

入力内容に間違いがないか確認画面が表示されます。問題なければ
【次へ】をクリックします。

⑨‘生活習慣に関する質問22項目に回答し、【次へ】をクリックします。

質問回答に間違いがないか確認が出ますので、問題なければ【申込】
をクリックします。

※必ず22項目ご回答ください。
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※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。

※

※健保補助を差し引いた本人負担額合計が表示されます。



健診の予約方法＜予約する＞ーインターネット予約

⑩‘申込み完了です。
ご指定の方法で「受診承認書」が送付されます。

「健診予約システム」より、予約・申請が完了すると、ご指定された方法
で「受診承認書」が送られます。

※指定方法・・・メール、FAX、郵送のいずれかです。
※受診承認書は、健診予約の内容を確認するのに重要な書類です。
受診日まで大切に保管してください。
なお、受診日当日は、本人確認のため「健康保険証」をご持参ください。

※メールの場合下記の配信元、タイトルで送られます。
送信元：tcf-kensin@apap.jp
【大塚製薬健保より健診に関するご案内】PE2020XXXXXXXX

受診承認書（PDF）には、パスワードがかかっています。
パスワードはご自身のの生年月日（西暦8桁）です。
例）昭和44年5月22日の場合 → 〔パスワード〕19690522

健康診断受診承認書サンプル

メールサンプル
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※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。



健診の予約方法＜申請する＞

◆健診予約システムの登録の流れは、
7ページ②～12ページ⑪（10ページ⑥除く）と同様です。

＜申請する＞
事前に健診機関に予約済みの方は＜申請する＞より予約内容の登録をお願いいたします。
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※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
1.健診機関に直接連絡して受診日変更
2.「㈱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）。
オペレーターが登録内容を変更します。

■予約を取り消したい
1.健診機関に直接キャンセルの連絡
2.「㈱バリューＨＲカスタマーサービス」へキャンセルの旨、ご連絡ください（メールまたは電話）。
オペレーターが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を行ってください。

㈱バリューＨＲカスタマーサービス

健診予約システムの[お問い合わせ]フォームよりお問い合わせください。

TELの場合は以下の時間帯へご連絡ください。

0570-001-825
※ 平日9:30～18:00（土・日・祝休み）
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お問い合わせ先

健診予約システムの[お問い合わせ]フォームよりお問い合わせください。

TELの場合は以下の時間帯へご連絡ください。

0570-001-825
※ 平日9:30～18:00（土・日・祝休み）

当システムを利用しての健診に関する質問等ありましたら、下記までお問合せください。
※システムの入力方法、予約変更・キャンセルなど

■㈱バリューＨＲカスタマーサービス
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