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～個人用 MHW画面操作マニュアル～

問い合わせ先：MY HEALTH WEBヘルプデスク
電話番号： 03-5213-4467
平日 9:00～17:00（※土・日・祝日、年末年始を除きます）

被保険者・被扶養者様向け利用マニュアル

Ver1.0



機能概要
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1. 「申込機能」でできること （3/22～順次開始）

必要情報を入力し、東振協インフルエンザ予防接種
利用券発行などの申し込みができます。

2. 「補助金申請機能」でできること（4/1～開始）

必要情報を入力して添付書類をアップロードするだけで、
簡単に補助金の申請が可能です。

4. 「ドック等健診申込機能」でできること（3/22～開始）

予約した健診種別・オプションを
選択して、申し込み完了後「健診予約申込内容確認
書」の発行ができます。

3. 「施設予約申込機能」でできること（3/22～開始）

MHWでは、即時に直営保養所の予約や、契約保養所
（直接・代理店）の予約申し込み、利用通知書の発行が
できます。

ドック等申込医療費情報 補助金・申込健診結果情報 施設予約 健康相談
健康情報MY
HEALTH CLUB



初回利用登録（初めて利用される場合）
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▶ ▶

▶▶

①ログインURL：https://denkikenpo.mhweb.jp/
ログイン画面へアクセス後、「初回登録はこちら」をクリックします。

②「ログインID(保険証の記号-番号）」「仮パス
ワード(生年月日)」「氏名（カナ）」「メール
アドレス(必須)」を入力し、「送信する」を
クリックします。

④登録したメールアドレス宛に届く、本登録用URLを
クリックします。

⑤新しいパスワードを入力し「次へ」をクリックします。

⑥本登録の手続が完了します。

③個人認証完了です。
②で入力したメールアドレス宛に本登録用URLが記載さ
れたメールが届きます。

※「@mhweb.jp」「@mhweb-entry.jp」「@mhweb-info.jp」
からのメールが受信できるよう、
あらかじめ受信設定の変更を行ってください

・・・④へ進む

初回登録が済んでいる方は、P3へ進んでください。

※スマートフォンでMHWの
アプリをダウンロードすると、
アプリからも初回利用登録
ができます。

今後のログインにこちらのパスワードが必要となります

パスワード： ：

※ログイン画面QRコード



1.申込機能の手順について
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▶

① MYページの上部メニュー「補助金・申込」をクリックすると
補助金・申込TOP画面が表示されます。（P1参照）

補助金申込TOP画面の「申込内容一覧へ」を クリックします。

②各種申込一覧から利用目的に応じて 「申込」を
クリックします。
※申込は、申し込み受付期間があります

③Step1：利用者情報入力欄で利用者を選択し
Step2：利用責任者緊急連絡先欄に
必要情報を入力の上、 「次へ」をクリックします。

・・・④へ進む

④入力頂いた内容を確認し、「申込内容確定」
をクリックします。以上で申込完了となります。

※一部の申込みについては、申込み後に
届くMYメールに利用券等が添付されて
おりますので、 印刷の上、ご利用ください。

⑴申込内容選択～利用券発行（こちらの説明画像が東振協インフルエンザ予防接種補助金利用券です）

▶



2-1.補助金機能の手順について
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① MYページの上部メニュー「補助金・申込」をクリックすると
補助金・申込TOP画面が表示されます。（P1参照）
補助金・申込TOP画面の 「補助金申請一覧へ」をクリックします。

▶

②各種補助金申請一覧から希望する補助金の
「申込」をクリックします。
（例として人間ドックを選択しています）

▶

③申請概要を確認の上、「申請画面へ」をクリックします。
・・・④へ進む

④Step1：申請者情報入力欄の必須項目を入力します。
（Step2：必要提出方法選択は選択不要です）

▶

⑤Step3：補助対象情報入力欄で
申請したい補助対象者を確認し「申請する」を選択します。
補助対象者の各必須項目を入力し、「ファイル選択」ボタンを
クリックし、添付するファイルを選択し、「確認画面へ」をクリックします。
※アップロード可能なファイル形式「jpg,jpeg,png,gif,pdf」のみとなります。
※アップロード時のファイル名称は半角英数字のみを使用してください。
※1枚あたり3MBまでアップロードできます。

⑴申請内容選択～申請者情報入力



2-2.補助金機能を利用時の手順について
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▶

⑥申請者・補助対象者情報と各種入力項目の内容に誤りがないか
確認し、 「申請する」をクリックします。
※修正がある場合には「修正する」ボタンをクリックします。

⑵入力内容確認～申請完了

▼

⑦申請完了です。

申請画面のトップページから、申請済みの情報の修正やキャンセルも可能です。
「申請内容」をクリックし、修正およびキャンセルを行ってください。
※申請が承認された場合や、書類不備などで却下された場合などの
申請状況はこの画面から確認してください。
（支払日や補助金額の確認も可能です。）



3-1.施設予約機能の手順について
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①直営保養所の施設予約を行う場合（P7へ）

施設：強羅グリーンハイツ・オレンジドームゆがわら

②運動場の申込みを行う場合（P9へ）

施設：大宮運動場（野球場/テニスコート）

③直営保養所・運動場の申込内容の確認、キャンセルを行う場合

④直接契約保養所補助申込みを行う場合（P10へ）

⑤代理店契約保養所補助申込みを行う場合（P12へ）

⑥共同契約保養所申込みを行う場合（P14へ）

⑤④

③

②

①

⑥

MYページの上部メニュー「施設予約」をクリックする施設予約画面が表示されます。（P1参照）



3-2.施設予約機能の手順について（直営保養所）
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■直営保養所予約

①利用したい施設を確認の上、「施設詳細・申込み」を
クリックします。

③カレンダーで空き室状況を確認し、希望日をクリックします。

②「抽選申込み」「随時申込み」のいずれかの申し込み方法を選択します。
・・・③へ進む

▶

▶

④宿泊開始日を確認の上、宿泊日数、人数を入力し、
「次へ」をクリックします。

・・・次頁へ進む



3-2.施設予約機能の手順について（直営保養所）
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⑩予約申込完了です。

⑨予約内容を確認します。誤りがあれば、
「部屋割り確認へ戻る」をクリックし、
誤りがなければ、「申込む」をクリックします。

⑤Step1：利用者情報入力欄で利用者を選択し
組合加入者以外の利用がある場合、
利用者（組合加入者以外）欄に必要事項を入力してください。
組合加入者以外の方が複数人の場合、 「利用者をさらに追加」をクリック
し必要事項を入力してください。

⑦Step3:予約情報入力欄でチェックイン時間・宿泊プランを
選択し、「次へ」をクリックします。

・・・⑧へ進む

⑥Step2：利用責任者緊急連絡先欄に
必要事項を入力し、「次へ」をクリックします。

⑧Step4:部屋割入力欄で宿泊する部屋を選択し
「次へ」をクリックします。

▶▶

▶

▶



3-3.施設予約機能の手順について（大宮運動場）
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■大宮運動場予約

▶

①利用したい施設を確認し、「抽選申込み」もしくは
「随時申込み」をクリックします。

②カレンダーで空き状況を確認の上、希望日時を
クリックします。

③利用日を確認の上、利用時間・面数を入力し、
「次へ」をクリックします。

・・・④へ進む

▶

⑤ Step2：利用情報入力欄に利用人数、
種目に野球・ソフトボールなどのスポーツ種目を入力し
「次へ」をクリックしてください。

▶

④Step1：被保険者情報入力欄に連絡先、
メールアドレスを入力します。

⑥入力した内容・利用料金に誤りがないか確認し
誤りがあれば、「修正する」をクリックし、
誤りがなければ、「申込み」をクリックします。

⑦申し込み完了です。



3-4.施設予約機能の手順について（直接契約保養所）
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■直接契約保養所補助申込み

①「申込み」ボタンをクリックします。
②Step1:施設選択欄に、ご利用の施設・宿泊日・泊数を選択し、
申請する利用者にチェックをします。
利用料金欄に大人・小学生・幼児の人数・金額を入力します。
次に利用責任者連絡先入力欄に連絡先電話番号・メールアドレスを入力し、
「次へ」をクリックします。

・・・次頁へ進む



3-4.施設予約機能の手順について（直接契約保養所）
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▶

③Step2：申し込み内容確認画面にて、入力内容確認の上、「申込み」をクリックします。

④予約申し込み完了です。



3-5.施設予約機能の手順について（代理店契約保養所）
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■代理店契約保養所補助申込み

①「申込み」ボタンをクリックします。 ②Step1:施設選択欄で代理店・ご利用の施設・宿泊日・泊数を選択し、
申請する利用者にチェックをします。
利用料金欄に大人・小学生・幼児の人数・金額を入力します。
次に利用責任者連絡先入力欄に連絡先電話番号・メールアドレスを入力し、
「次へ」をクリックします。

・・・次頁へ進む



3-5.施設予約機能の手順について（代理店契約保養所）
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▶

③Step2：申し込み内容確認画面にて、入力内容確認の上、「申込む」をクリックします。

④予約申し込み完了です。



3-6.施設予約機能の手順について（共同契約保養所）
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■共同契約保養所申込み

①希望施設の「申込み」ボタンをクリックします。

②Step1:施設選択欄に宿泊希望日を（第３希望まで）入力します。
Step2:利用者情報入力欄で申請する利用者にチェックをし
組合加入者以外の利用がある場合、
利用者（組合加入者以外）欄に必要事項を入力してください。
組合加入者以外の方が複数人の場合、 「利用者をさらに追加」をクリックし
必要事項を入力してください。

・・・次頁へ進む



3-6.施設予約機能の手順について（共同契約保養所）

©Houken,Inc. 15

■契約保養所補助申込み

▶

⑤予約申し込み完了です。

④申込み内容を確認の上、 「申込む」をクリックします。

③Step3：利用責任者の緊急連絡先を入力し、 「次へ」をクリックします。



4-1.ドック等申込機能を利用時の手順について
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健診利用年度選択～健診機関選択

③健診受診年度を選択してください。
・・・④へ進む

④人間ドック等を受診される方を選択してください。

①各種健診実施要項が表示されます
・予約をまだされていない方は
「補助内容確認・健診機関検索」をクリックします。

・・・②へ進む
・すでに健診機関へ予約されている方は「予約登録」をクリックします。

・・・③へ進む

⑤健診機関検索方法を選択してください。
検索方法は、健診機関名称での検索と
所在地での検索と2通りとなります。

⑥健診コースにチェックし（必須）、「検索する」をクリック後、
該当する健診機関を「選択」ボタンより選択してください。

・・・次頁へ進む

▶

▶ ▶

②補助内容を確認の上、「健診機関検索・予約」をクリックします。

▶



4-2.ドック等申込機能を利用時の手順について
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予約登録～「健診予約申込内容確認書」発行

⑫発行できた「健診予約申込内容確認書」を
印刷の上、実施予定健診機関へ
持参する事で利用できるようになります。

⑧健診機関へ電話予約後、 「予約情報登録」クリックします
電話番号を確認の上、健診機関へ電話予約してください。

⑨利用者の氏名・保険証記号番号・選択した健診種別
および健診機関の情報が表示されますので、
利用日時・電話番号をご入力の上、「登録」をクリックします。

・・・⑩へ進む

⑩入力内容を確認し「確定」をクリックします。 ⑪申し込み完了後、「健診予約申込内容確認書」をダウンロード
してください。
「健診予約申込内容確認書」をダウンロードのうえ、画像保存また
は印刷し、受診当日健診機関へ提示または提出してください。

⑦希望のオプション検査があれば選択してください。
※被保険者および40歳以上の方がオプション予約の対象となります。
※婦人科健診には乳がん検査と子宮がん検査が含まれるため、
オプション選択の必要はございません。

・・・①で「予約登録」をクリックした方は⑧へ


