ೆওشঝৌੁਝऋষॎोथःॊधؚমఃஈभओ੧ওشঝ
ऋඍऊऩःৃ়ऋँॉऽघ؛
َkenko-link.orgُऊैওشঝ॑ਭਦदऌॊेअपਝभअ
इؚෘఃஈ॑खथऎटऔः؛

総合検診，一般検診，婦人科検診を受診希望の方は，申し込み期間内に健診予約が必要です。
َ-ঁقॖইথ॔ق_َُكথॲشংكش
ُ
َ.كॺॵॻق
ُ
َ॔قٯ
Web 予約 （『けんこうリンク ॵॺঐشॡك
健診 Web
予約サービス』） をご利用の場合は，利用者登録が必要になります。
ُਰਗभ੶ಀ॑ઞढथःॊওشঝ॔ॻঞ५ٯؚभ

集団検診の Web 予約方法

ઉपَ.ُऋোढथःॊওشঝ॔ॻঞ५ؚ
َ.ُऋڮणਰ৴

◆利用者登録のご案内（スマートフォンで登録の場合）

ਢखथःॊওشঝ॔ॻঞ५मओਹ৷ःञटऐऽच॒؛

Step 1

仮登録

ৃ়ऋओकःऽघ؛
َෘఃஈघॊُ॑खञपग़ছشওॵ७

https://kenko-link.org/
൧ Web ৺१شঅ५

ش४ऋলञमؚઍ॑ಌखथગোৡऎटऔः؛

QRコードもしくはURLからアクセス！
！
൧ Web ৺१شঅ५

ओਹ৷ఃஈपणःथ

൧ Web ৺१شঅ५

ਰৣभুದदओఃஈऎटऔः؛

൧ Web ৺१شঅ५
ෘఃஈਭહ

ওشঝ॔ॻঞ५॑োৡखؚ
َෘఃஈघॊُॱথ॑ॡজॵॡॱ

ઃभએदওشঝ॔ॻঞ५॑োৡखَෘఃஈُखऽघ؛

ओোৡःञटःञওشঝ॔ॻঞ५

ॵউखथऎटऔः؛

پओমযऋओਹ৷ःञटःथःॊওشঝ॔ॻঞ५दँॊऊभનੳ॑ःञखऽघ؛

ॖথॱॺॵॿش৺॑ओਹ৷ःञटऎञीؚ

مسسسٯسسسسسسسل፝पؚ
ෘఃஈവभउੴैच॑ওشঝदउଛॉ

ওشঝ॔ॻঞ५

ਹ৷ఃஈ॑उൢःखऽघ؛

োৡखञওشঝ॔ॻঞ५፝पওشঝऋඍऌऽघ؛ওشঝभমધরपँॊَমఃஈ॔ॻঞ५ُ॑ॡজॵ

ःञखऽखञ؛

ॡखथऎटऔः؛

ਹ৷ఃஈपਤि

মఃஈએभ URL ॑੶ൗखथउॉऽघभदؚ
মఃஈએदؚउृओકਚऩनਏহඨ॑ओোৡखथఃஈखथऎटऔः؛

जठैऊैਹ৷ఃஈभਢऌ॑ষढथऎटऔः؛

ෘఃஈघॊ

ఃஈੋाभ্मऒठै

ෘఃஈവभৢੴওشঝऋඍऊऩःৃ়ؚ

ఃஈऋവघॊधওشঝदउੴैचःञखऽघ؛ऒोदఃஈमവदघ؛ఃஈखञটॢॖথ ID धঃ५
ডॻشदটॢॖথख൧भ৺ऋदऌऽघ؛

ఃஈৎपਝखञটॢॖথ ID धঃ५ডॻش
ෘఃஈએेॉওشঝ॔ॻঞ५भఃஈऊैीऽघ؛

॑ओ৷ਔऎटऔः

ෘఃஈએपਤि

টॢॖথ

●利用者登録に進みます。

●仮登録画面に進みます。

ఝਗ਼ਵভभওشঝ॔ॻঞ५भৃ়ؚओਹ৷भഈଜदഊ

ওشঝ॔ॻঞ५॑ओનੳभअइؚગ২ؚ

ೆওشঝৌੁਝऋষॎोथःॊधؚমఃஈभओ੧ওشঝ

ෘఃஈ॑उൢःःञखऽघ؛ऩउؚഊೆ

ऋඍऊऩःৃ়ऋँॉऽघ؛

ওشঝইज़ঝॲपৢੴওشঝऋোढथःॊ

ऊैওشঝ॑ਭਦदऌॊेअपਝभअ
●َkenko-link.orgُ
まずはメールアドレスを入力
इؚෘఃஈ॑खथऎटऔः؛
して「仮登録」します。

൧ Web ৺१شঅ५

ॵॺঐشॡُكਰਗभ੶ಀ॑ઞढथःॊওشঝ॔ॻঞ५ٯؚभ
ઉपَ.ُऋোढथःॊওشঝ॔ॻঞ५َؚ.ُऋڮणਰ৴

൧ Web ৺१شঅ५
মఃஈਭહ

൧ Web ৺१شঅ५

৸थभඨ৯॑ओোৡःञटऌَનੳએपਤिُॱথ॑
खथऎटऔः؛

মఃஈਭહ

মఃஈऋവघॊधओఃஈःञटःञওشঝपનੳওشঝऋ
৸थभඨ৯॑ओোৡःञटऌَનੳએपਤिُॱথ॑
ඍऌऽघ؛
खथऎटऔः؛
उ؞েফা؞ਙશ؞ओકਚमఃஈभಌमदऌऽच
মఃஈऋവघॊधओఃஈःञटःञওشঝपનੳওشঝऋ
॒भदؚउୀःभऩःेअपओোৡऎटऔः؛
ඍऌऽघ؛
उ؞েফা؞ਙશ؞ओકਚमఃஈभಌमदऌऽच
মఃஈघॊওشঝ॔ॻঞ५
سسسٯسسسسسسس
॒भदؚउୀःभऩःेअपओোৡऎटऔः؛
মఃஈघॊওشঝ॔ॻঞ५
سسسٯسسسسسسس


ඍऌऽघ؛

৸थभඨ৯॑ओোৡःञटऌَનੳએपਤिُॱথ॑
खथऎटऔः؛

・生年月日
・性別

মఃஈऋവघॊधओఃஈःञटःञওشঝपનੳওشঝऋ
মఃஈघॊওشঝ॔ॻঞ५

ෘఃஈവभउੴैच॑ওشঝदउଛॉ

پ೮ஊ৬ृଞ৷ਗခஊमંؚदऌऩःৃ়ऋओकःऽ
घ؛भञीଞ৷ခஊप઼ऌఌइथओোৡऎटऔः؛

Step2で登録した
パスワードを入力

টॢॖথ

ٜٜটॢॖথ ID ॑ພोथखऽढञ্मऒठै
ٜٜঃ५ড॑ॻشພोथखऽढञ্मऒठै

ଞ

जठैऊैਹ৷ఃஈभਢऌ॑ষढथऎटऔः؛
ओકਚ

سسسسٕسسسٿ

سسسسسسسسسسسس

ওشঝ॔ॻঞ५॑ओનੳभअइؚગ২ؚ

उਗ਼ਵಀ

ओఃஈःञटःञওشঝ॔ॻঞ५पؚఃஈവभउੴैच॑

2021-05-01

ॖথইज़ওش३ঙথ
ਹ৷ঐॽগ॔ঝभਈৗගقংش४ঙথ
3.0ਁ॑ك৫खऽखञ؛

ওشঝपथउଛॉःञखऽखञभदؚओનੳऎटऔः؛

ঐॽগ॔ঝऊैओ༮ऎटऔः؛
2021-05-01

টॢॖথએपਤि

ਹ৷ঐॽগ॔ঝभਈৗගقংش४ঙথ 3.0ਁ॑ك৫खऽखञ؛
ঐॽগ॔ঝऊैओ༮ऎटऔः؛

൧॑৺घॊ

確認画面で
入力内容の確認

൧॑৺घॊ

本登録完了のメールが
届きます！

ఃஈੲਾ॑ಌघॊ

ఃஈੲਾ॑ಌघॊ

ওشঝইज़ঝॲपৢੴওشঝऋোढथःॊ سسسس-سس-سسسس

৺ઍ॑નੳघॊ

ੇఔ॑ভ৩ఃஈघॊ

ੇఔ॑ভ৩ఃஈघॊ

घ؛भञीଞ৷ခஊप઼ऌఌइथओোৡऎटऔः؛

ढ़ॼ
घ؛भञीଞ৷ခஊप઼ऌఌइथओোৡऎटऔः؛

ढ़ॼ

●キャンセル待ちについて
൧ Web ৺१شঅ५
●ご希望の健診日を予約！
希望した健診に空きがない場合，キャンセル待ち登録ができます。
মఃஈവ
【予約受付時間】
申し込み期間内に予約の空きがでた際は，登録したメールアドレス
各申込期間初日９:00〜
宛てに通知メールが届きます。
❅كଶ  ڀৈଶ

ढ़ॼ

●家族登録について 登録ユーザー1名につき，
2名まで家族登録が可能です。
ओકਚ
ٿ
※家族一括の健診予約はできません。
ご注意ください。
پકড়प੶ൗऔोथःॊકਚ॑োৡखथऎटऔः؛

ओਹ৷ఃஈऋവखऽखञ؛

※申し込み期間を過ぎると，キャンセル待ちは失効するので，ご注意ください。

ओકਚ
ओఃஈःञटःञওشঝ॔ॻঞ५पؚఃஈവभउੴैच॑

申込期間最終日23:59

ٿ
ওشঝपथउଛॉःञखऽखञभदؚओનੳऎटऔः؛

ओકਚ
پ੨भ৭උॵॡ५पંऔोथःऩः੨प
ٿउકःभ্मओਹ৷ःञटऐऽच॒؛

پકড়प੶ൗऔोथःॊકਚ॑োৡखथऎटऔः؛

پકড়प੶ൗऔोथःॊકਚ॑োৡखथऎटऔः؛
੨؟ଗ
پ੨भ৭උॵॡ५पંऔोथःऩः੨प

টॢॖথએपਤि
پ੨भ৭උॵॡ५पંऔोथःऩः੨प

उકःभ্मओਹ৷ःञटऐऽच॒؛
؟
੨؟ଗ

੨؟ଗ

૦ಉ؟
؟

৺ઍ॑નੳघॊ

پ೮ஊ৬ृଞ৷ਗခஊमંؚदऌऩःৃ়ऋओकःऽ

ইज़ঝॲुओનੳऎटऔः؛

※ログインIDとパスワードは大切に保管してください。
❅كଶ  ڀৈଶ

妊産婦と乳幼児の健康

൧ Web ৺१شঅ५

ॖথইज़ওش३ঙথ

ৃ়ुओकःऽघभदؚभञीഊೆওشঝ
・パスワード

❅كଶ  ڀৈଶ
پ೮ஊ৬ृଞ৷ਗခஊमંؚदऌऩःৃ়ऋओकःऽ

൧ Web ৺१شঅ५

ଞ

ओਹ৷ఃஈऋവखऽखञ؛

॒भदؚउୀःभऩःेअपओোৡऎटऔः؛


سس سس
ःञखऽखञ؛
মఃஈघॊওشঝ॔ॻঞ५
ढ़ॼ
سسسٯسسسسسسس
মఃஈએभ URL ॑੶ൗखथउॉऽघभदسسس سسسسؚ

・ログイン ෘఃஈ॑उൢःःञखऽघ؛ऩउؚഊೆ
ID

টॢॖথ

उ؞েফা؞ਙશ؞ओકਚमఃஈभಌमदऌऽच

ෘఃஈവभৢੴওشঝऋඍऊऩःৃ়ؚ
・健康保険の種類



OKなら
登録ボタンを！

ඍऌऽघ؛
سسسٯسسسسسسس

・電話番号 مسسسٯسسسسسسسل፝पؚ

ঃ५ডॻش

ओકਚ

মఃஈവ

মఃஈਭહ
॒भदؚउୀःभऩःेअपओোৡऎटऔः؛

ओোৡःञटःञওشঝ॔ॻঞ५

টॢॖথ ID

൧ Web ৺१شঅ५

उ؞েফা؞ਙશ؞ओકਚमఃஈभಌमदऌऽच

ෘఃஈਭહ

Step2で登録した
ログインIDを入力

টॢॖথ

ঃ५ডॻش

سسس سسسس

৺१شঅ५

ش४ऋলञमؚઍ॑ಌखथગোৡऎटऔः؛

・住所(〒検索可)

টॢॖথ
൧ Web
৺१شঅ५
টॢॖথ ID

ٜٜঃ५ড॑ॻشພोथखऽढञ্मऒठै

মఃஈऋവघॊधओఃஈःञटःञওشঝपનੳওشঝऋ

൧ Web
ৃ়ऋओकःऽघ؛
َෘఃஈघॊُ॑खञपग़ছشওॵ७

൧ Web ৺१شঅ५

൧ Web ৺१شঅ५

মఃஈਭહ

●ご自分の情報を登録
७य़গজॸॕभঢ়બؚোৡःञटःञઍ॑ఃஈदऌऩः

・フリガナ

仮登録完了の通知
と，メール本文内
سسسٯسسسسسسس
に「 本 登 録 」を 行
うためのURLが表

سس سس
示されます。
ढ़ॼ
মఃஈघॊওشঝ॔ॻঞ५

ٜٜটॢॖথ ID ॑ພोथखऽढञ্मऒठै

खथऎटऔः؛

・名前

仮登録完了の
ඍऌऽघ؛
メールが
उ؞েফা؞ਙશ؞ओકਚमఃஈभಌमदऌऽच
॒भदؚउୀःभऩःेअपओোৡऎटऔः؛
届きます！
মఃஈऋവघॊधओఃஈःञटःञওشঝपનੳওشঝऋ

سسسس-سس-سسسس

৸थभඨ৯॑ओোৡःञटऌَનੳએपਤिُॱথ॑
ਢखथःॊওشঝ॔ॻঞ५मओਹ৷ःञटऐऽच॒؛

【入力する情報】

「URL」をタップ

खथऎटऔः؛

●ৃ়ुओकःऽघभदؚभञीഊೆওشঝ
仮登録受付と本登録用メールسسسسٕسسسٿ
سسسسسسسسسسسس
ইज़ঝॲुओનੳऎटऔः؛
の送信案内が表示されます。उਗ਼ਵಀ

َ-ঁقॖইথ॔ق_َُكথॲشংَُكش.॔قٯَُكॺॵॻق

Step1 で 届 い た 仮
登録完了通知メール
に あ る「本 登 録 用
URL」をタップ

録完了メールにある

৸थभඨ৯॑ओোৡःञटऌَનੳએपਤिُॱথ॑

ෘఃஈਭહ

൧ Web ৺१شঅ५॑ओਹ৷पऩॊपमؚओਹ৷ఃஈऋਏदघ؛

मगीथओਹ৷भ্

本登録

Step2で届いた本登

মఃஈਭહ
൧ Web ৺१شঅ५

Step 2

利用開始

Step 3

●パソコンからは

७य़গজॸॕभঢ়બؚোৡःञटःञઍ॑ఃஈदऌऩः

12

उકःभ্मओਹ৷ःञटऐऽच॒؛

予

防

接

種

؟

૦ಉ؟

検

診

献

血・救

急

