
＜ほのぼのminiユーザ様向け＞

ご利用開始のご案内
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※ 本資料はほのぼのminiにて初めて伝送サービスをお申込いただくお客様向けの資料です。



ほのぼのminiで伝送サービスを利用するには？

伝送サービスご利用開始スケジュール例

1月 2月 3月 4月

1/25以前に本登録および

伝送サービスの申込した場合

1/26以降に本登録および

伝送サービスの申込した場合

インターネット請求を開始するにあたり、弊社を「請求代理人」として国保連合会へ
届け出る為の『委任状』をご提出いただく必要があり(※)、手続きに時間を要する為、
伝送サービスご利用お申込完了より最短で二ヶ月後が伝送サービスの利用開始月となります。
予めご了承ください。

(※)下図は、『委任状』を弊社指定の返送期日までにご提出いただけた場合のスケジュールとなります。
『委任状』の記載内容に不備があった場合や、期日までにご返送いただけなかった場合には
ご希望の開始月に伝送サービスを利用開始いただけませんのでご注意ください。
『委任状』の詳細や記載方法・返送期日につきましては、P.7～をご確認ください。

1/20
伝送利用申込

1/28
伝送利用申込

3/1
伝送利用開始

4/1
伝送利用開始

伝送利用開始に際する諸手続き

伝送利用開始に際する諸手続き

(※)上記スケジュール図はあくまでも一例です。お客様にてお申込いただく月に読み替えてご確認ください。

(※)ほのぼのmini本体サービスの課金開始に関するスケジュールとは異なります。

注
意

ほのぼのminiにて「インターネット請求対応版ケアネットメッセンジャー」をご利用
（以下、「伝送サービス」）いただく為には、ほのぼのminiへの『本登録』の
お申込ならびに伝送サービス利用欄への☑が必要となります。
ほのぼのminiではご契約に関する各種お申込の締日を毎月25日とさせていただいており、
お申込いただいたタイミングによって伝送サービスのご利用開始月が決定いたします。

伝送サービスご利用お申込前に、国保連発行の【ユーザID】が必要です！

ほのぼのminiオプションの伝送サービスでは、弊社へのお申込前にお客様にて国保連へ

インターネット請求を行う旨申請を行い、国保連発行の【ユーザID】(KJから始まる計14桁のID)を
取得されている必要があります。
ユーザID未取得で伝送サービスのお申込はできませんため、ご注意ください。

【ユーザID】の取得方法について、詳細はP.4をご覧ください。
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伝送サービス利用開始までの流れ

STEP1
国保連へ、インターネット請求を行うための
申請を行ってください。

STEP1で取得された【ユーザID】をご準備の上
本登録フォームより伝送サービスをお申込ください。

STEP2

STEP4

ご利用開始月の1日～

伝送サービス利用開始
※ 申込みより最短で2ヶ月後に利用開始

※※ 国保連への申請時に注意が必要な都道府県 ※※

国保連へ申請する際、事前に管轄の国保連へ電話連絡を行ってください。

インターネット請求を開始するにあたり、弊社を「請求代理人」として届け出るための委任状を
弊社へご提出頂く必要があり、手続に時間がかかることが想定されます。
各都道府県の国保連毎に手続きのスケジュールが異なりますので、お客様ご自身により
管轄の国保連にご連絡いただき、国保連の指示に従ってお手続きを進めてください。

該当の都道府県

北海道・青森・岩手・秋田・福島・群馬・富山・石川・岐阜・静岡・滋賀・京都・鳥取・島根
広島・愛媛・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島

※ 本資料発行時点での情報の為、上記以外にも事前連絡が必要な都道府県が増える可能性がございます。

当マニュアル
該当ページ

P.7

P.5

P.4

サービスログイン用の法人番号/ID/パスワードを
委任状・ID／PW確認フォームよりご確認下さい。

弊社よりお送りする【委任状】に、ご捺印いただき

同封の『返信用封筒』に封入し、ご返送ください。
STEP3

P.8
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上記に該当するお客様は、P.3より国保連の連絡先をご確認ください。



全国国保連の連絡先一覧

下記の情報は弊社独自の調査によるものです。情報が予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承ください。
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FAX: 024-528-0989

077-522-0065



請求開始月は移行手続き時の伝送利用開始月にしてください( 部分)
※ ほのぼのminiでは、毎月25日までのお手続きで翌々月の1日より伝送サービスをご利用いただけます。

(例)6月26日～7月25日までのお申込→9月請求(8月実績)分より伝送利用開始。
この場合、請求開始月は『9月』となります。（P.1のスケジュール図参考）

記入例①介護給付費等の請求及び受領に関する届 記入例②電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブル
ディスク.若しくは光ディスクによる請求に関する届

変更の場合は「変更」
に○をつけてください。

変更の場合は「３」に
○をつけてください。

【参考】届出書の入手方法

・国保連から電話で取り寄せられます。
・新規開設の事業所の場合、郵送される場合や説明会等で配布される

場合もあります。
・ホームページからダウンロードできる国保連もあります。

★ すでに他社のインターネット伝送サービス(代理人請求)を
ご利用している事業所様は、代理人契約を解除してから
弊社へお申し込みください。

★ 現在インターネット伝送を行っており、すでに「KJ」から
始まる国保連発行の【ユーザID】をお持ちの場合は、
改めて国保連へお手続きいただく必要はございません。

★ 独自様式の届出書を採用している都道府県もございます。

伝送サービスのお申込前に、国保連へインターネット請求を行うための申請を行ってください。
申請時、国保連より下記の届出書を入手し必要事項をご記入の上管轄の国保連へご提出ください。
提出方法は郵送・FAX等、各都道府県の国保連によってルールが異なります。
締切日と合わせて、ルールの確認をお願いいたします。

P O I N T !
【ユーザID】は、「KJ」から始まる計14桁のものが必要です。お客様ご自身が代理人となる
「HD」から始まるユーザIDではほのぼのminiオプションの伝送サービスをご利用できませんので、
国保連へ「KJ」から始まるIDを取得されたい旨をお伝えください。

STEP1
国保連へ、インターネット請求を行うための
申請を行ってください。
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書式は各都道府県によって異なる場合がございますので、詳細は管轄の国保連へ
直接お問い合わせください。お問い合わせ先はP.3をご参照ください。

2020 
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STEP1で取得された【ユーザID】をご準備の上
本登録フォームより伝送サービスをお申込ください。

STEP2

インターネット請求開始の申請後、国保連から【ユーザID】が記載された
「電子請求登録結果に関するお知らせ」が発行されます。お手元に届きましたら、
下記手順にてお手続きください。

2 必要な情報を入力します。

伝送サービスのご利用にあたり重要な情報が多くございます。
（法人代表者名・役職など)国保連合会へお届出の情報にてご入力ください。

ご注意ください！！

本画面で登録いただいた情報は、
国保連お届出の情報と異なる場合、
国保連にて受理されず、インターネ
ット請求を開始できません。

法人名・法人住所も必ず見直し、
ほのぼのminiご登録の情報が
誤っている場合には必ず本画面より修
正の上手続きを完了してください。

《法人情報》

P O I N T !
既に本登録済で伝送サービスのみお申込される場合、ほのぼのminiホームページ内「よくあるご質問」の
Q.25から『登録情報変更フォーム』へログインいただけます。
（フォームURL：https://ap.honobono-mini.com/minimng/mini_enter/proxy）
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1 本登録/登録情報変更フォームへログインします。

ほのぼのminiログイン後、画面右上の ボタンを押下し、『本登録/登録情報変更
フォーム』へログインします。
（ ボタンは、ほのぼのminiログイン後のどの画面上でも表示されています。）



《 事業所情報》

「サービス利用」欄の【インターネット請求対応版『ケアネットメッセンジャー』を利用する】に
☑をいれると、伝送利用申込に必要な情報の入力欄が表示されます。
事業所番号毎に、STEP1で取得された国保連合会発行の【ユーザID】を入力してください。

ご注意ください！！

お申込後、【法人情報】にご登録いただいたアドレス宛にメールが自動配信されます。
伝送サービスご利用開始までの流れについてご案内しておりますので、
必ずご確認いただけますようお願いいたします。
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＜様式サンプル＞

「事業所名」が国保連へお届出の名称
と異なる場合にも、国保連にて受理さ
れません。

必ず国保連お届出の事業所名称にて

お手続きください。

ユ―ザＩＤ KJXXXXXXXXXXXX

3 ご入力いただいた内容をご確認ください。

全ての情報の入力が完了したら、 ボタンを押下し、確認画面に進みます。
切り替わった画面にて、ご入力いただいた内容をご確認の上、 ボタンを押下すると
お申込が完了いたします。

4 お申込後の確認事項



弊社よりお送りする【委任状】に、ご捺印いただき
同封の『返信用封筒』に封入し、ご返送ください。

STEP3

①ご案内
②委任状 （要返送）
③返信用封筒

伝送サービスお申込後、弊社より委任状と返送用の封筒をお送り致します。
弊社指定の期日までにご返送ください。

弊社指定の返送期日を必ずご確認ください！

ご案内 (①)に記載の返送期日までにご返送いただけない場合や
内容に不備がありました際は、予定通りに伝送サービスをご利用開始できません。
なお、同一法人様にて同利用開始月として複数事業所のお申込をいただいた場合、
その内のいずれかの事業所様のみで書類の不備があった場合でも
法人様単位でご利用開始月を先送りとさせていただきます。予めご了承ください。

注
意

捺印いただいた委任状（②）
※同利用開始月にて伝送サービスをお申込いただ
いた 事業所番号数分の枚数をご返送ください

ご返送いただく書類

返信用封筒(③)に封入し
弊社指定の期日までにご返送ください。

印

弊社からの送付物

７

ＰＯＩＮＴ！

印刷後に、国保連への申請時と同一の
印鑑で捺印ください。※電子印不可。

ここは入力しないでください。

記入・押印してください



伝送サービスご利用開始月の前月末より、『ID/PW確認フォーム』にて
事業所番号毎に表示されている枠より伝送サービスログイン用のID・パスワードをご確認
いただけます。
利用開始月１日から該当のID/パスワードを利用して、伝送サービスへログインできます。

伝送サービスログイン用のID・パスワードを確認します。

ほのぼのminiシステム内から伝送サービスにログインできます。

ほのぼのminiログイン＞メニュー＞請求管理＞集計・請求結果＞月別介護請求一覧より
「ケアネットメッセンジャー」ボタンを押下します。

下記の画面が開きますので、ID/PW確認フォームより確認した
法人番号・ID・パスワードを入力し伝送サービスへログインしてください。（開始月１日から）

P O I N T !

伝送サービスログイン用の画面を
「お気に入り」に登録しておくと、
次回開くときに便利です。

ログインできない場合、
入力する際に「Ｏ(オー)」と
「０(ゼロ)」や、大文字／小文字の
入力間違いがないか再度ご確認ください。

本画面でご確認いただけるのは【初期パスワード】です！

ID/PW確認フォームよりご確認いただけるのは、伝送サービスご利用開始時に弊社より
通知する【初期パスワード】となります。運用開始後にお客様にて
パスワードを変更された場合は本画面には反映いたしませんのでご注意ください。
※法人番号・各IDは変更いただくことができません。

注
意

STEP4

８

サービスログイン用の法人番号/ID/パスワードを
ID／PW確認フォームよりご確認下さい。

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●



ケアネットメッセンジャーログイン画面より、

「パスワードをお忘れの方」をクリック

パスワード再設定画面が開きます。

①法 人 番 号 ：ご利用開始時に通知した
法人番号を入力ください。

②ログインID：パスワードを変更したい
権限のIDを入力ください。

法人用ログインパスワードを
お忘れの場合は法人IDを入力、
職員様毎に設定したIDの場合は
該当の職員IDを入力してください。

③「送信」ボタンを押下すると、
それぞれのIDに紐付くメールアドレス(※)へ
パスワード再設定用のメールが配信されます。

①

②

③

(※) 法人IDの場合：ほのぼのminiご登録の「法人情報」にご入力いただいたメールアドレス
事業所IDの場合：ほのぼのminiご登録の「事業所情報」にご入力いただいたメールアドレス
職員IDの場合：伝送サービス利用開始後にメニュー＞職員管理より設定したメールアドレス

変更後のパスワードをお忘れの場合、伝送サービス側で変更が可能です。

メールに記載の内容に従い、パスワードを変更ください。

お問い合わせ

契約・手続きに関するお問い合わせ

ほのぼのmini サポート受付窓口

☎ 0120-51-5522
＜受付時間＞

9:00ー12:00／13:00ー17:00
（土日祝、弊社規定の休日を除く）

９


