
NXグループ健康保険組合
2023年度 人間ドック 予約申込方法

電話1

ファックス2

URL ： https://kenshin.happylth.com/nittsu-kenpo/

※お申込み手順は「WEB（PC）申込手順」または
「WEB（スマートフォン）申込手順」をご参照ください。

WEB （PC・スマートフォン）3

「ＦＡＸ・郵送申込用紙」をご利用のうえ受診希望日の２週間前までに到着する
よう、お申込みください。

予約申込みの前に1
１．健診機関リストをご確認ください。

予約申込先2

株式会社ベネフィット・ワン 健診予約受付センター

郵送4

「ＦＡＸ・郵送申込用紙」をご利用のうえ受診希望日の２週間前までに到着する
よう、お申込みください。
※恐れ入りますが、封筒・切手代はご負担ください。

送付先：〒790－0035   愛媛県松山市藤原二丁目８番８号
株式会社ベネフィット・ワン 健診予約受付センター 宛

ＦＡＸ ： 0800-9199-030（フリーコール）

（つながらない場合は089-900-8281）

受付時間 月～土 10：00～18：00（日・祝日・年末年始休）

ＴＥＬ ： 0800-170-6002（フリーコール）

（別紙２）

24時間受付

24時間受付

https://kenshin.happylth.com/nittsu-kenpo/


NXグループ健康保険組合
2023年度 人間ドック 予約後の流れ

予約確定のご連絡1

ご希望日、ご希望条件で手配が完了した場合は、1週間程度で株式会社ベネ
フィット・ワン 健診予約受付センターより「ご予約確定通知書」をお送り致
します。

※WEBでお申込みいただいた方へはメールにて「予約確定のご連絡」をいた
します。

ご希望条件にて手配ができなかった場合も株式会社ベネフィット・ワン 健診
予約受付センターよりお電話またはメールにてご連絡いたします。

なお、日程変更や健診機関との調整状況によっては、日数がかかる場合がござ
います。予めご了承ください。

検査キット・問診等の受取り2

受診日の1週間前を目安に健診機関より検査キット等が届きます。
健診機関からの案内に従って、受診の準備をしてください。

※1週間前までに検査キットが届かない場合は、健診機関に直接ご連絡ください
※検査キットの送付先は会員登録情報に登録されている住所へ発送となります。

住所の変更がある場合は、ハビルス健診WEBサイトの「マイページ」より個人情
報の修正が可能です。詳細は別紙８「こんな時どうする？」の「住所が変わったと
き」をご参照ください。

受診3

健保補助超過分の自己負担金額については、窓口でお支払ください。

受診日当日は「検体（尿等）」と、健診機関での本人確認のため「健康保険証」
をご持参の上、健診機関にて受診ください。

※受診日にNXグループ健保の被保険者であることが条件となります。
資格喪失後の受診は全額個人負担となります。

健診結果通知4

受診した健診機関から、ご登録いただいた住所に、健診の結果通知が届きます。

※目安として受診後約1ヶ月程度

（別紙６）



※WEB画面はイメージです。

（別紙４）

ログイン方法

「ハピルス健診」を初めてご利用になる方

●初回ログイン

1

住所等の
個人情報を
登録ください。

※初回登録時に、下記のアドレスより仮登録のメールをお送りしますので、
URLから本登録をしてください。

迷惑メールの着信拒否設定をしている場合は、予め設定を解除してください。
◆ハピルス健診 メールアドレス ： k.auto-reply@bohc.co.jp

「ハピルス健診」WEBにて
初回登録がお済の方

●会員ログイン

ご登録いただいた
「ハピルスＩＤ」と「パスワード」で

ログインしてください。

「ハピルスID」・「パスワード」をお忘れの方

下記「ユーザーIDの確認・パスワードの
再設定」より、確認できます。

ユーザーIDの確認
パスワードの再設定

https://kenshin.happylth.com/nittsu-kenpo/

【認証項目】
「保険証記号・番号」、「受診者氏名」
「保険加入区分/被保険者」「生年月日」
を入力

NXグループ健康保険組合
2023年度 人間ドック WEB（PC）申込手順

24時間受付

mailto:k.auto-reply@bohc.co.jp
https://kenshin.happylth.com/account/reissue_personal.aspx
https://kenshin.happylth.com/account/reissue_personal.aspx
https://kenshin.happylth.com/nittsu-kenpo/


NXグループ健康保険組合
2023年度 人間ドック WEB（PC）申込手順

※WEB画面・料金等はイメージです。

▼健診機関エリア検索
健診の概要が

記載されています

▲ご希望のエリアから検索いただけます。
（健診機関をキーワード検索することも可能です）

トップページのご紹介2
マイページで予約内容の
確認や登録住所の変更が

可能です

施設の検索3

▼検索結果一覧画面

ご希望の健診施設、
健診コースを

選択してください

（別紙４）



NXグループ健康保険組合
2023年度 人間ドック WEB（PC）申込手順

お申込み4

▼受診コース、オプション検査の選択

ご希望のオプション
検査がある場合は
選択してください

日時選択の画面に
進みます

※補助適用後の自己負担額は、申込内容確認画面（⑤予約内容の確認～確定）に表示されます。

▼受診日時の選択

①日付を選択してください
②時間を選択してください

※WEB画面・料金等はイメージです。

（別紙４）



NXグループ健康保険組合
2023年度 人間ドック WEB（PC）申込手順

▼お申込内容・自己負担額の確認 自己負担額を
ご確認ください

予約確定前に住所を必ずご確認ください！

登録されている住所から
変更がある場合は、

必ず変更してください

▼お客様情報の確認

以上で
予約完了です

予約内容の確認～確定5

※WEB画面・料金等はイメージです。

（別紙４）



※スマホ画面はイメージです。

NXグループ健康保険組合
2023年度 人間ドック WEB（スマートフォン）申込手順

③
必要事項を
ご入力ください。

（別紙５）

受診したい都道府県が
検索可能です。

ログイン方法

「ハピルス健診」を初めてご利用になる方

●初回ログイン

1

「ハピルス健診」WEBにて
初回登録がお済の方

●会員ログイン

ご登録いただいた
｢ハピルスＩＤ｣と｢パスワード｣で

ログインしてください。

下記「ユーザーIDの確認・パスワードの
再設定」より、確認できます。

ユーザーIDの確認
パスワードの再設定

住所等の
個人情報を
登録ください。

迷惑メールの着信拒否設定をしている場合は、予め設定を解除してください。
◆ハピルス健診 メールアドレス ： k.auto-reply@bohc.co.jp

【認証項目】
「保険証記号・番号」、「受診者氏名」
「保険加入区分/被保険者」「生年月日」
を入力

※初回登録時に、下記のアドレスより
仮登録のメールをお送りしますので、
URLから本登録をしてください。

https://kenshin.happylth.com/nittsu-kenpo/

24時間受付

https://kenshin.happylth.com/account/reissue_personal.aspx
https://kenshin.happylth.com/account/reissue_personal.aspx
mailto:k.auto-reply@bohc.co.jp
https://kenshin.happylth.com/nittsu-kenpo/


※スマホ画面はイメージです。

NXグループ健康保険組合
2023年度 人間ドック WEB（スマートフォン）申込手順

受診したい都道府県が
検索可能です。

▼ログイン後トップページ

トップページのご紹介2

利用方法や申込期間、
補助金など健診受診の
制度が確認できます

エリアをしぼって検索いただけます。
（健診機関をキーワード検索することも可能です）

▼健診機関検索

「マイページ」から
予約内容の確認や
住所変更が可能です

▼「どんな検査？」をクリックすると、
体の場所ごとの検査内容が確認できます。

（別紙５）



※スマホ画面・料金はイメージです。

NXグループ健康保険組合
2023年度 人間ドック WEB（スマートフォン）申込手順

受診したい都道府県が
検索可能です。

▼検索結果一覧画面

施設の検索3
ご希望の健診施設、
健診コースを

選択してください

お申込み4

▼受診コース、オプション検査の選択

ご希望のオプション
検査がある場合は
選択してください

※補助適用後の自己負担額は、
申込内容確認画面（⑤予約内容の
確認～確定）に表示されます。

（別紙５）



NXグループ健康保険組合
2023年度 人間ドック WEB（スマートフォン）申込手順

受診したい都道府県が
検索可能です。

▼受診日時の選択

▼お申込内容・自己負担額の確認

予約内容の確認～確定5

自己負担額を
ご確認ください

予約確定前に住所を必ずご確認ください！

▼お客様情報の確認

以上で
予約完了です

※スマホ画面・料金はイメージです。

（別紙５）



（別紙３）

電話1

ファックス2

URL ： https://kenshin.happylth.com/nittsu-kenpo/

※お申込み手順は「WEB（PC）申込手順」または
「WEB（スマートフォン）申込手順」をご参照ください。

WEB （PC・スマートフォン）3

「ＦＡＸ・郵送申込用紙」をご利用のうえ受診希望日の２週間前までに到着するよう、
お申込みください。

予約申込みの前に1

１．健診機関リストをご確認ください。

予約申込先2

株式会社ベネフィット・ワン 健診予約受付センター

郵送4

「ＦＡＸ・郵送申込用紙」をご利用のうえ受診希望日の２週間前までに到着するよう、
お申込みください。
※恐れ入りますが、封筒・切手代はご負担ください。

送付先：〒790－0035   愛媛県松山市藤原二丁目８番８号
株式会社ベネフィット・ワン 健診予約受付センター 宛

ＦＡＸ： 0800-9199-030（フリーコール）

（つながらない場合は089-900-8281）

受付時間 月～土 10：00～18：00（日・祝日・年末年始休）

ＴＥＬ ： 0800-170-6002（フリーコール）

NXグループ健康保険組合
2023年度 婦人科検診の流れ

24時間受付

24時間受付

https://kenshin.happylth.com/nittsu-kenpo/


ご予約確認通知書の受取り３

健診予約受付センターにて検診機関との調整の後、
受診日等を記載した「ご予約確定通知書」をご指定場所
までご送付いたします。
（お申込み後、約１週間後程度）

受診日当日は、ご予約確認通知書および健康保険証を
ご持参の上、検診機関でご受診ください。

受診後、検診機関より結果通知が届きます。
結果にて異常が認められた場合は、
かかりつけの病院等にて
再受診をおすすめします。

※病院の紹介については、NXグループ健康保険組合
並びに健診予約受付センターでは行っておりません。

受診４

受付時間 月～土 10：00～18：00 （日・祝日・年末年始休）

（つながらない場合は089-900-8281）

結果通知５

（別紙３）

NXグループ健康保険組合
2023年度 婦人科検診の流れ

株式会社ベネフィット・ワン 健診予約受付センター
受付時間：月～土 10：00～18：00 （日・祝日・年末年始 休）

TEL： 0800-170-6002（無料）



こんな時 連絡方法など

予約を変更したいとき

手順① 予約している健診機関と直接日程変更を行ってください。
手順② 健診予約受付センターに変更後の日時をご連絡ください。
※健診機関に連絡後、受診日の7日前までは、ハビルス健診WEBサイト「マイページ」
のご利用履歴より日程変更の連絡が可能となります。
受診日の6日前から受診日当日については、健診予約受付センターまでお電話にて
変更後の日時をご連絡ください。

予約をキャンセルしたいとき

手順① 予約している健診機関へ直接キャンセル連絡を行ってください。
手順② 健診予約受付センターにキャンセル内容をご連絡ください。
※健診機関に連絡後、受診日の7日前までは、ハビルス健診WEBサイト「マイページ」
のご利用履歴よりキャンセルの連絡が可能となります。
受診日の6日前から受診日当日については、健診予約受付センターまでお電話にて
キャンセルのご連絡ください。

予約申込時の希望条件で
予約ができなかったとき

株式会社ベネフィット・ワン 健診予約受付センターよりお電話またはメールにてご連絡
させて頂きます。

受診時に健保資格を
保有していないとき

健保資格喪失後の受診はできません。

住所が変わったとき

①予約確定前に変更する場合
登録住所から変更がある場合は、必ずハビルス健診WEBサイト「マイページ」にて変更
をお願いします。お電話で予約された場合は、株式会社ベネフィット・ワン 健診予約受
付センターまでご連絡ください。

②予約確定後に変更となった場合
株式会社ベネフィット・ワン 健診予約受付センターまでお電話でご連絡ください。
※原則ご自宅住所をご登録ください。

予約状況を確認したいとき
株式会社ベネフィット・ワン 健診予約受付センターにご連絡ください（※）。

※ハビルス健診WEBサイト内のマイページからも予約状況をご確認いただけます。

パスワードが
分からなくなったとき

ID・パスワードをお忘れの方は、「こちら」からお問い合わせください。
ハビルス健診WEBサイトからお問い合わせいただけます。詳細は別紙４「WEB（PC）申
込手順」、または別紙５「WEB（スマートフォン）申込手順」をご参照ください。

WEB上から予約ができないとき 株式会社ベネフィット・ワン 健診予約受付センターにご連絡ください。

健診機関から送付物が届かない
とき

ご予約の健診機関に直接ご連絡ください。

受診後1ヶ月以上たっても結果表
が届かないとき

検査容器を紛失したとき

健康診断の結果内容について
知りたいとき

株式会社ベネフィット・ワン 健診予約受付センター
受付時間：月～土 10：00～18：00 （日・祝日・年末年始 休）

TEL： 0800-170-6002（無料）

こんな時どうする？

（別紙８）

https://kenshin.happylth.com/account/reissue_personal.aspx

