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初期設定

～設定～

初期設定①

手順1.i-wellnessへアクセスします。
（URL）
https://i-wellness-p.com

手順2. 会員ログイン画面の [初めてご利用
の方]をクリックします。

“利用規約”の画面へ切り替わります。

手順3.内容をご確認いただき、 [同意しま
す]をクリックします。
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初期設定

～設定～

初期設定②

Webサイト利用登録画面へ切り替わります。

手順4. 基本情報を入力します。
受診対象者の、
・お客様番号
・氏名（漢字）
・性別
・生年月日
・メールアドレス
・秘密の質問
・（秘密の質問の）答え

手順5.入力後、 [登録]をクリックします。

手順6. webサイト利用登録完了画面が表
示されたら、初期設定完了です。

※利用登録完了メールが送信されます。
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※注意※
1）システムに登録されている情報と、ご
入力いただいた、「お客様番号」「氏名
（漢字）」「性別」「生年月日」が一致し
ませんと、登録できません。

2）健診を受診する「受診対象者本人」
の情報を入力してください。

3）家族で同じメールアドレスは
使用できません。必ず1人ずつ、別々の
メールアドレスの登録をお願いします。

いわゆるフィーチャーフォン《ガラケー》使用の
アドレスは一部機種を除き利用できません。パ
ソコンまたはスマートフォンでお使いのメールアド
レスの登録を推奨します。



ログイン～パスワード設定

～設定～

ログイン

手順1. 会員ログイン画面の
●ID（メールアドレス）●パスワード
を入力します。
※初回ログイン時は「【i-Wellness健診ポータ
ル】利用登録完了のご連絡」のメールに記載の
仮パスワードを入力します。

手順2. [ログイン]をクリックします。
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＜メール例＞

1

※確認※
手順4のwebサイト利用登録画面で登録し
たメールアドレス宛に
件名:「【i-Wellness健診ポータル】利用登
録完了のご連絡」のメールが届いているか確
認ください。



ログイン～パスワード設定

～設定～
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初回パスワード設定

ログイン後、初回パスワード変更画面へ切り替
わります。

手順3. 新パスワードを入力します。

※パスワードは8桁以上で、半角の「数字/大文
字/小文字/記号」のうち、少なくとも3種類を混
在させてください。

手順4. 確認のため、再入力します。

手順5. [登録]をクリックします。

※ パスワード変更完了メールが送信されます。

以上で新パスワード登録完了です。
次回以降のログイン時は新パスワードを入力し
ます。

なお、ログインID、パスワードは来年度以降も
本システムから健診予約/結果閲覧をする際に
使用します。
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＜メール例＞

※確認※
手順4のwebサイト利用登録画面で登録し
たメールアドレス宛に
件名:「【i-Wellness健診ポータル】パスワー
ドの変更を承りました」のメールが届いているか
確認ください。



ID・パスワードを忘れた場合

～設定～

ID（メールアドレス）を忘れた場合

手順1. 会員ログイン画面の[ID・パスワード
を忘れた方]をクリックします。

手順2. [ID(メールアドレス)や秘密の質問を
忘れた方はこちらへ]をクリックします。

手順3. [メールアドレスや秘密の質問を忘れ
た場合は、利用規約を再度ご確認いただきメー
ルアドレス、秘密の質問と答えを再設定していた
だきます。よろしいですか?]というポップアップが
表示されます。[はい]をクリックします。

利用規約の画面へ切り替わります。

手順4.再度初期設定を登録します。
(→3頁 初期設定参照）
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!「お客様番号」がわからない場合
ウェルネス・コミュニケーションズ（株）健診予約
センターへお問い合わせください。
TEL: 0570-783-186
〈月～金〉8:30～19:30
（土日祝・年末年始を除く）



ID・パスワードを忘れた場合

～設定～

パスワードを忘れた場合

手順1. 会員ログイン画面の[ID・パスワード
を忘れた方]をクリックします。

手順2. 基本情報を入力します。

手順3. [再発行]をクリックします。

“パスワード再発行完了”の画面へ切り替わりま
す。基本情報で入力したメールアドレス宛てに
仮パスワード再発行のご連絡が届きます。

手順4. [ログイン画面へ]をクリックします。
仮パスワードでログインし、改めて新パスワードを
設定します。(→5頁 ログイン参照）
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パスワードがロックされた場合

～設定～

パスワードがロックされた場合

ログイン画面で連続してパスワードの誤入力が
あった場合、不正ログイン防止のためにアカウン
トを一時的にロックします。(ご登録のメールアド
レス宛てにアカウントをロックした旨のメールが届
きます。)

ロックの解除を希望される場合、下記までご連
絡ください。

【連絡先】
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社
健診予約センター

TEL:0570-783-186
営業時間:月～金 8:30～19:30（祝
日を除く）
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健診案内

～基本操作～

健診案内

手順1. [健診案内]をクリックします。

画面が切り替わり、健康診断の受診項目、ご
予約方法、受診までの流れが表示されます。
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受診項目選択

手順1. [予約]をクリックします。

コース・オプションの選択画面に切り替わります。

手順2. 必須選択項目、希望選択項目を
選択します。受診したい検査項目のチェック
ボックスをクリックします。
※項目により自己負担金が異なります。
※コースにより選択項目の有無が異なります。

手順3. 女性の方のみ、妊娠についてご回
答いただきます。いずれかの項目をチェックしま
す。
※胃カメラの実施方法（経口/経鼻）はこの後の医療機
関、受診日選択画面で選択します。

手順4. [医療機関・受診日を選択]をク
リックします。

～基本操作～

健診予約
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医療機関選択

医療機関・受診日選択の画面へ切り替わりま
す。

手順1. 受診したい医療機関を検索します。
名称、エリア、こだわり条件での検索が可能で
す。ご希望のエリア、条件のチェックボックスをク
リックします。

手順2. [検索する]をクリックします。

画面が切り替わり、検索条件に当てはまる医
療機関が表示されます。

手順3. 受診したい医療機関の[この医療
機関を選択]をクリックします。（医療機関は
第2希望まで選択可能です。）

～基本操作～

健診予約
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健診予約（医療機関選択～受診希望日選択）

～基本操作～

健診予約

選択した医療機関が表示されます。

手順4. “受診希望日を選ぶ”をクリックしま
す。

受診希望日選択の画面へ切り替わります。

手順5. カレンダーの日付をクリックし、受診
希望日を選択します。医療機関毎に第3希
望までの入力は必須です（最大第5希望ま
で選択可能）。

混雑状況をカレンダーで色分けをしております。
受診日を選択する際の参考にしてください。

また、※混雑状況・予約の注意事項が記載
されているのでこちらも都度確認をしてください。

補足（1）
オプション検査で胃カメラを選択した際、
実施方法（経口/経鼻）が選択できる場合は
この画面で選択します。

補足（2）
《胃カメラ麻酔情報》
鎮静剤を希望する場合に選択します。
（対応施設のみ）

《女医情報》
婦人科検査における女医対応情報です。

手順6. [次へ]をクリックします。

４
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※

補足（1）

補足（2）

<クリックして展開>



連絡先・送付先の入力

～基本操作～

健診予約
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連絡先・送付先の入力画面へ切り替わります。

手順7. [希望受付時間]を選択します。

※受付時間は医療機関が設定をおこなうため、
希望に沿えない場合がございます。
希望に沿えなくても、予約が取れた場合は
予約確定とさせていただきます。

手順8. 必要な場合のみ [コメント]を入力し
ます。
※コメント欄に記入があった場合、その確認に
2～3日お時間をいただきます。
特に申し伝える内容がない場合は「空欄」に
しておいてください。

手順９. [日中連絡先][書類送付先]を
入力します。

この欄に記載された情報は、
受診案内等の送付先情報として使用します。

手順１０. [次へ]をクリックします。
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⑩※注意※
この欄には、初期設定で会社・事業所等の
住所が記載されている場合がありますので
必ず記載内容を確認してください。

自宅住所等、受診案内の送付先情報に
変更する際は、[変更する]をクリックしてから
正確に情報を入力してください。

この操作をしないと、会社・事業所等、この
欄に記載された住所に受診案内が送付さ
れますので、受け取りが遅延することがござ
います。

記載内容を確認後、最終行の[書類送付
先確認]にチェックをいれます。



確認

～基本操作～

健診予約
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予約の最終確認画面へ切り替わります。

手順１１.予約内容を確認し、誤りが無け
れば [予約登録]をクリックします。

⑪



完了

～基本操作～

健診予約
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予約登録完了画面へ切り替わります。

“予約が登録されました”と表示されます。
以上で健診予約完了です。



予約キャンセル

～基本操作～

予約キャンセル
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TOPページを開きます。

手順1. [予約]をクリックします。

予約画面に切り替わります。

手順2. [予約キャンセル]をクリックします。
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予約キャンセル

～基本操作～

予約キャンセル
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予約キャンセル確認画面へ切り替わります。

手順3. [予約キャンセル]をクリックします。
“キャンセルしてよろしいですか?”というポップ
アップが表示されますので [はい]をクリックし
ます。
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予約キャンセル

～基本操作～

予約キャンセル
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予約キャンセル完了画面へ切り替わります。
“予約を取消しました”と表示されます。

手順4.セル [予約登録へ]をクリックし、再
度予約登録を実施します。
(→10頁 健診予約参照）
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