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楽しくメタボ度チェックで受診促進!

株式会社電算 営業本部営業部

導入のご案内
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ーメタボチェックシステムー

楽しくメタボ度チェックで受診促進!

メタボチェックシステムとは…
手軽にメタボ度チェックができ、判定結果の後にご希望の健診機関に誘導するリンクを貼ることで、

特定健診の受診行動へと導くことができます。また特定健診の受診促進の取り組みを行っている社会

的PRにもなるため、大変効果的です。

このシステムは、ASPでご提供するサービスです。月々1万円からのご利用が可能で、「メタボリッ

クシンドローム危険度診断テスト」へリンクするバナーを、貴団体のサイトに貼るだけで簡単に導入が

できます。

遊び心のある視覚的インパクトとキャッチフレーズで、
子供から大人まで手軽に楽しくメタボ度がチェックできます！

判定結果によりメタボリックシンドロームの危険性を認知させ、
特定健診の受診行動へと導きます！

貴団体のサイトにバナーをはるだけの簡単導入で、
特定健診の受診促進の取組みを行っているという社会的PRになります！

診断データの集計も可能です！

個人情報の入力は不要。性別・年齢・地域
情報をデータでとることができます。

特定健診の問診に準拠した内容で、
20 の設問にチェックするだけで、
メタボ度が判定できます。

判定結果によりメタボの危険性を呼びかけ、生活習慣
の改善案を提案します。
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メタボチェックシステム・導入のメリット

メタボリックシンドローム危険度診断テストの内容

※このテストは当社が作成しているデモンストレーションであり、判定結果については一切責任を負いません。
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CSV作成

回答結果取得URLをお知らせいたします。貴団体専用の IDと PASSを入力して、アクセスして
いただくと回答結果データ（CSVデータ）をダウンロードできます。

貴団体のサイトにバナーを貼っていただくだけです。リンク先のメタボチェックシステムでメタボ判定
を行い、判定結果画面からお客様ご指定の健診機関へご案内するまでが一連の流れになります。

ご利用イメージ

回答結果データの取得について
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1 貴団体のサイト 2 メタボチェックシステム 3 メタボチェックシステム

CSV
ファイル

ID
PASS

メタボチェックシステムバナー※1

 http://××××.×××

回答結果データ取得 URL
http://metabo.dsnx.net/×××

 http://××××.×××

バナーを
クリック

テキストリンクを
クリック

お近くの健診機関で
受診をしてください。
（健診先リスト）

IDと PASS
を入力 ダウンロード

テキストリンク
（http://×××.×××）

移動先サイトのURLを指定 ※2

※1 ※2 についてはP3を参照

 http://metabo.dsnx.net/××

4 貴団体ご指定のサイト

 http://metabo.dsnx.net/××

○○級のあなたはこちら
判定結果へ

特定健診のお知らせ

メタボ度をチェック
してみよう！

危険度診断テストメタボリックシンドローム
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メタボチェックシステムの判定結果画面から、リンク先URLとテキスト（文言）をお知らせください。

※バナーのデザインやテキストリンクの代わりにバナーの変更等、ご相談に応じます。（※P4参照）

貴団体のサイトからメタボチェックシステムにアクセスするバナーについて、下記の中からおひとつお選び
ください。
※イメージは実寸とは異なります。サイズ表記をご確認下さい。

バナーについて

テキストリンクについて
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バナーサイズ 1（728×90px）

1A

1C

1D

1B

バナーサイズ 2（468×60px） バナーサイズ 3（234×60px）

2A

2C

2D

2B

3A

3C

3D

3B

バナーサイズ 4（180×150px）
4A 4C 4D4B

※1

※2



 Copyrightⓒ2009 DENSAN INC. All Rights Reserved.

ーメタボチェックシステムー

申込書送付 URL発行 サイトにリンクをはる

申込書が届きましたら、貴団
体のサイトに貼るURLをお知
らせいたします。

5 ページの申込書に必要事
項をご記入の上、FAX また
はご郵送下さい。

お知らせした URLを貴団体にて
リンクを貼っていただいて完了
です。

※このテストは当社が作成しているデモンストレーションであり、判定結果については一切責任を負いません

導入までの流れ

URL ： http://www.dsnx.net/html/dsn_questionnaire.html

なお、特定健診の事前問診にもご利用可能です。別途お問い合わせ下さい。

お問い合わせ先 　03-3572-6661

ASPご利用料金について

初期費用 

月額使用料

契約期間 1年間

10万円（税込）

1万円（税込）

初期一括払い　22万円（税込）

初期費用：10万円 月額使用料（12ヶ月×1万円）：12万円＋ ＝

バナーデザイン変更

テキストリンクをバナーに変更

チェック項目内容・判定内容の差し替え 5万円 ※差し替える内容（文言）は貴団体でご準備下さい。

3 万円

5万円

オプション

ベーシックプラン
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メタボチェックシステム 申込書
お申し込みにつきましては、本申込書にご記入・ご捺印の上、下記までご返送ください。
また、ご質問等ございましたら下記までご連絡ください。

FAX          03-3575-9198

郵送

TEL            03-3572-6661

E- MAIL          info@dsnx.net 

返送先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　お問い合わせ先

フリガナ

フリガナ

ご担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　部署名

－

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス

貴
社
名
　    

　
　
　　
ご
住
所
　
　
　　 
ご
連
絡
先

印

バナー
（※下記より１つをお選び下さい　
　　詳しくは5ページを参照）　

テキストリンク
（※メタボ判定結果画面から移動
させたいサイトのURL）　

リンク先URL　

テキスト文言

オプション
（注:ご希望の方のみお選び下さい）　

バナーデザイン変更

チェック項目内容
判定内容の差し替え

テキストリンクを
バナーに変更　　　　　

必ずご捺印下さい。

〒104－0061
東京都中央区銀座8-10-5電算ビル

株式会社電算 営業本部営業部

太枠内は、必ずご記入下さい。
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ーメタボチェックシステムー

サイズ1（728×90）
1A 1B 1C 1D

サイズ2（468×60）
2A 2B 2C 2D

サイズ3（234×60）

3A 3B 3C 3D

サイズ4（180×150）

4A 4B 4C 4D
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選択したバナーをチェック

ご記入日　　　　　　　   年　　   月　　   日



個人情報保護のための行動指針（プライバシーポリシー）
株式会社電算（以下｢当社｣という）では、お客様のプライバシーを尊重し、個人情報の管理に適切な安全対策を講じ、
取り扱い・管理・維持に努めてまいります。

1. 個人情報の収集・利用・提供
当社は、個人情報の収集・利用・提供を行う場合、最新の注意を払い、厳重に管理するものと致します。
また、お客様からお預かりした個人情報は、契約の範囲内のみで厳重に取り扱い、お客様からの許可の範囲を越えて
再委託することは致しません。
利用目的としては以下の事項となります。

当社のお客様に関する個人情報
・　業務上の連絡
・　契約の履行
・　製品・サービスに関する情報宣伝物等のご提供
・　製品・サービスに関する企画・ご提案
・　セミナー・展示会等のイベントのご案内
・　当社営業に関するご案内
・　お問い合わせまたはご依頼に対するご回答
・　ご請求関係

当社へ入社を希望される方の個人情報
・　採用に関する情報発信、資料の発送
・　選考に関する通知、書類の発送
・　入社内定者に関するご連絡
・　お問い合わせまたはご依頼に対するご回答

社員、協力会社員、委託先の個人情報
・　給与、報酬
・　業務上の連絡
・　会社の業務の円滑な遂行

2. 個人情報の安全対策
当社は、取り扱う個人データへの漏洩・滅失または棄損の防止、その他の個人データの安全管理の為に必要かつ適切
な措置を講じます。なお、問題が生じた場合は是正を行います。

3. 法令 ・ 規範の遵守
当社は、個人情報の取り扱いにおいて、適用される法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。

4. 個人情報保護マネジメントシステムの定義と継続的改善
当社は、個人情報保護マネジメントシステム(個人情報保護に関する方針・体制・規定・計画書・手順書・マニュアル・
記録など、当社で保有する個人情報を保護する為の社内の仕組み）を定め、役員並びに従業員に周知徹底すると共に、
監視・監査・見直し等の継続的改善に努めます。 

個人情報に関するお問い合わせ先
株式会社電算 個人情報相談窓口
Tel:03-3572-5977
E-mail. privacy@dsnx.net
土・日・祝祭日を除く　9:00～12:00　13:00～17:00
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