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１.①こころとからだの健康関連サイト https://www.elavel-club.com/axa/にアクセスします。

アクセス後「社員の定期健康診断」をクリックします。
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1.②「>申込みはこちら」をクリックします。

疑問点があればこちらをク
リックしてください。

①定期健康診断を申込む
際は、こちらをクリック
してください。
※事前に「QUPiO登録」、「ストレス
チェック」を完了しておいてください。

定期健康診断の代わりに「人間ドック」を申
込む際は、こちらをクリックしてください。
（重複受診はできません）

②こちらをクリックしてく
ださい。

https://www.elavel-club.com/axa/
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2.社員番号（8桁）と生年月日を入力してログインします。

社員番号は前につく「0」は不要です。
例）00600000⇒600000 ※該当は内勤社員のみです。

西暦8桁で入力してください。
例）1970年1月1日の場合⇒19700101

「社員番号」「生年月日」を入
力後クリックしてください。
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3.「受診先確認」をクリックし、受診先を確認します。

こちらをクリックして
ください。
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疑問点があればこちらを
クリックしてください。
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4.◆複数の施設が表示される場合⇒
希望する施設（または受診コースにより指定されている施設）を選択して「決定」
をクリックしてください。

◆１つの施設のみ表示される場合⇒次ページ5.へ

施設選択後、こちらをクリックして
ください。

ご希望の施設（または指定の施設）を選択ください。
※複数表示される場合
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5.受診施設名が表示されます。施設へ直接電話をし、下記項目を伝えてお申込ください。

（1）「アクサ生命 定期健康診断（会社の健康診断）」の申込であること
（2）氏名・生年月日・性別・受診コース名

電話にて受診日が確定した後、「受診券申請」をクリックします。
※ 一度webページを閉じた後に、予約の電話を行う場合は、再度1.～4.の作業が必要となります。

こちらをクリックしてください。
※ 受診券の申請には受診日の確
定が必要となりますので、必ず
予約確定後にクリックをお願い
いたします。

ご利用の手引きはこちら

異動等により、受診できる健診施設が表示さ
れない場合は
健診サポートセンター（03-6756-0102）
までお電話下さい。
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受診コース名はこちら
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6.確定した受診日を入力して「確定」をクリックします。

確定した受診日を入力してください。
※カレンダー印をクリックしても受診日の

入力が出来ます。
※受診期間外の日付は入力できません。

受診日入力後、
クリックしてください。
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7.受診券発行申請はこちらの画面が表示されましたら完了になります。
受診券の準備が出来次第、会社の個人メールアドレス宛にメールが届きます。
※webを閉じる前に今一度申請内容をご確認ください。

内容を確認していただき、修正・変更がある場合は以下
の通りお願いいたします。

《入力ミスの場合》
受診日、健診施設名の入力ミスの場合、
こちらをクリックしてください。こちらから申請内容の
修正をお願い致します。

《受診先と再度調整が必要な場合》
および《予約日を変更する場合》
ご自身で施設へ連絡を行い、調整後にこちらをクリック
してください。

この時点で受診券発行の手
配がかかります。
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8.健診サポートセンターより会社の個人メールアドレス宛に以下のメールが届きます。

メールを確認後、再度ログインを行ってください。※件名は以下の通りです。
《件名：【重要】受診券発行のご連絡（日本予防医学協会 健診サポートセンター）》

※メールが届かない場合は、お手数ですが30分程度おいて再度ログインしてください。

こちらから再度ログイ
ンをお願いいたします
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9.受信メールから再度ログインしてください。
ログイン後、以下の受診券ダウンロード画面が表示されます（メールが届かない場合でも申請後30分経過
していればログイン後、ダウンロード画面が表示されます） 。
※前日になっても受診券のダウンロードが出来ない場合はお手数ですが日本予防医学協会健診サポート

センターまでお電話ください。（TEL：03-6756-0102）

こちらをクリックしてください。
受診券が表示されます。
※印刷して受診当日健診施設へ提出してください。

受診日、受診施設を変更する場合はご自身で施設へ連
絡を行い、調整後「日程変更」または「施設変更」を
クリックして受診券の申請をし直して下さい。
※変更の場合は、健診サポートセンターへの電話連絡
は不要です。

定期健康診断 専用ホームページ 操作マニュアル



11 |  

10.申請された受診日の7日前及び3日前には、健診サポートセンターより会社の個人メール
アドレス宛に以下のメールが届きます。
受診券の印刷がお済みでない場合、再度ログインを行って受診券の印刷を行ってください。
※件名は以下の通りです。
《件名：【重要】健康診断受診日のご連絡（日本予防医学協会 健診サポートセンター）》

こちらから再度ログイン
をお願いいたします
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施設により混み合っていて予約が取りにくい場合がご
ざいます。お早めにご予約をお願いいたします。

営業所単位でまとめて予約を行った場合でも、受診券
の申請は個人単位で行ってください。受診当日、受診
券がないと受診できない場合がございます。

ご不明な点は以下にお問合せください。

【お問合せ先】

健診サポートセンター アクサ生命定期健康診断係

TEL： 03-6756-0102

【注意事項】
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1.② Click “>申込みはこちら (Application is here)”.

Click here for any 
questions

①Click here to apply for medical 
checkup

※ Please complete "QUPiO registration" and 
"stress check" beforehand.

Click here to apply for comprehensive 
medical examination instead of medical 
check-up

1.Access “https://www.elavel-club.com/axa/” that is the special Web site for matters 

related to mental and physical health.  Click “社員の定期健康診断 (the comprehensive 

medical checkup for employees)” from the menu.

Operation Manual for the Special Web Site for Comprehensive Medical Checkup

②Click here to apply for 
medical checkup

https://www.elavel-club.com/axa/
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2. Enter your employee ID and date of birth to log on.

Unnecessary to enter “0(s)” before (on the left of) your employee ID.

Example) 600000 instead of 00600000. * Only internal regular 

employees apply.

Enter 8 places for the date of birth in the order of year, 

month and date.

Example) If the date of birth is 1st Jan 1970, enter 19700101

Click here to log on after 

entering your employee ID and 

date of birth.

Operation Manual for the Special Web Site for Comprehensive Medical Checkup
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3. Click “受診先確認” to check appointed medical organizations.

Operation Manual for the Special Web Site for Comprehensive Medical Checkup

Click here

Click here for any 

questions
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4.◆ If several organisations are shown ⇒ Choose any one of medical 

organisations you desire to visit (or one designated because of the course of 

Checkup), and click “決定” to determine an organisation.  

◆ If just one organisation is shown ⇒ See next page (5.)

Click here after choosing an 

organisation.

Choose a medical organisation.
* If several organisations are 

shown

Operation Manual for the Special Web Site for Comprehensive Medical Checkup
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5. The name of the medical organisation you chose will be displayed. Please phone the organisation 

directly to reserve the Checkup. Inform the medical staff of 2 matters as follows: (1) You are phoning for 

reservation of the “AXA Life’s comprehensive medical checkup”, and (2) your name, date of birth, 

gender and course of Checkup.  After arranging the reservation, click “受診券申請” for application of 

issue of a voucher for the Checkup. * If you phone for reservation after once closing the Web page, you 

need to redo the process from ① to ④ forementioned.

Operation Manual for the Special Web Site for Comprehensive Medical Checkup

Click here for voucher.

* Please finalise/confirm your 

reservation without fail before 

you click here because date of 

visit must be finalised to receive 

the voucher for the Checkup.

Click here for operation manual

Please inquire Kenshin Support Center 

(phone: 03-6756-0102) if an appropriate 

medical organisation is not displayed due 

to personnel transfer, etc.

Click here to choose the course of Checkup
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6.Enter the date of visit that was finalised, and click “確定”to finalise.

Enter the date of visit finalised 

(YYYY, MM, DD)
* If you click the calendar icon, you will be able 

to directly enter the date from the calendar

Click here to finalise 

after entering the 

date of visit.

Operation Manual for the Special Web Site for Comprehensive Medical Checkup
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7.Application for issuing of the voucher for the Checkup is completed when 

the screen shown below is displayed.  You will receive e-mail at your address 

in the Company soon after the voucher is prepared for issuing. 

* Please check the details of application before closing the page.

Please check the details, and follow the following 

instructions in case of any changes/corrections:

《Erroneous entry》
Click “日程変更” for change of date or “施設変更” 

for change of organisation, and correct the matter.

《When rearrangement is needed with the medical 

organisation》 or 《when you want to change the 

date》
Please phone the organisation, and make 

rearrangement before clicking here.

Application for issuing of the 

voucher is accepted.

Operation Manual for the Special Web Site for Comprehensive Medical Checkup
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8. You will receive e-mail from Kenshin Support Center as shown below at the 

address in the Company.  Please check the details, and then re-log on. 

* The subject is: 《件名： 【重要】受診券発行のご連絡（日本予防医学協会健診サポートセンター） 》

(Subject: [Important] Information on the reservation (Kenshin Support Center)) 

* If you do not receive e-mail, please re-log on after 30 minutes.

Please re-log on by clicking here

Operation Manual for the Special Web Site for Comprehensive Medical Checkup
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9. Re-log on from the e-mail screen shown in the previous page.  After logging on, a screen to download 

the voucher for the Checkup, as shown below, will be displayed. (If you have not yet received e-mail and 30 minutes 

have passed after application, the screen to download the voucher will be displayed after logging on.)

* If you are not able to download the voucher on the day previous to visit, please phone Kenshin Support 

Center of the Association for Preventive Medicine of Japan (Phone: 03-6756-0102)

Click here.

The voucher for the Checkup will 

be downloaded. 
* Print out the voucher to submit to the 

organisation at the date of visit

If you change the date of visit and/or medical 

organisation, please phone the medical 

organisation to make arrangement before 

clicking “日程変更” (change of the date) or “施
設変更” (change of organisation) to reapply for 

the voucher for the Checkup.

* It is unnecessary to phone Kenshin Support 

Center for such changes.

Operation Manual for the Special Web Site for Comprehensive Medical Checkup
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Please re-log on by clicking here

10. Both 7 and 3days before the date of visit, you will receive e-mail from Kenshin Support 

Center as shown below at the address in the Company.  If you did not print out the voucher, 

please download the voucher at the web site.

* The subject is: 《件名： 【重要】受診券発行のご連絡（日本予防医学協会健診サポートセンター） 》
(Subject: [Important] Information on the date of medical checkup (Kenshin Support 

Center))

Operation Manual for the Special Web Site for Comprehensive Medical Checkup
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It may be difficult to make reservation for some of medical 
organisations due to busy line. It is recommended to make 
reservation as early as possible.

If reservation is made by a sales office in a lump, please apply for 
the voucher for the Checkup individually. There is a possibility that 
you will not be able to have the Checkup if you visit the medical 
organisation without the voucher for the Checkup.

Please inquire to the following organization for unclear matters.

【Inquiry to】

Persons in charge of the comprehensive medical checkup for AXA 
Life,

Kenshin Support Center

TEL：03-6756-0102

【Notes】

Operation Manual for the Special Web Site for Comprehensive Medical Checkup
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