
Check Health And Temperature application
組織内健康観察・管理チャットサービス

目に見えないウイルスという敵と戦う日々。

見えない分、自分の状態をしっかりと把握することが重要です。

健康観察CHATは日々の健康状態を記録・管理し、様々なシーンでの“安心”を提供します。

自治体・介護事業所・民間企業・学校・スポーツイベント運営など
長崎県クルーズ船でのコロナ対応で活用
全国保健所（90施設）で濃厚接触者の健康管理
検疫所軽症者の健康 管理
国立感染症研究所でも採用

500団体 3200グループ
約20万人が使用中

健康観察CHATの使い方

各自のスマホを使って、チャット形式で簡単に入力
新型コロナウイルス対策に実際にご尽力されている感染症専門医監修の
もと、厳選した観察項目のみ入力。慣れたら約1分で入力完了！

可視化されたグラフを元に組織全体を把握・管理
入力された健康観察情報は、すべてデータで一元管理⇒グラフ化。組織全
体を把握して異変に気付くことが、クラスター早期検知につながる。

監修：福島県立医科大学総合内科・臨床感染症学講座 山藤栄一郎教授

健康観察CHAT動画一覧
QRコードを読み取っていただくことで、健康観察CHATの操作説明動画と
感染症専門医である山藤栄一郎先生による、健康観察CHATの解説動画をご覧いただけます。 © FUJITSU LIMITED

利用シーン

接客や訪問作業など、
従業員が安心して働くために

生徒/学生が交流する中でも
素早く状況を把握するために

アスリートが安心して
パフォーマンスするために

院内感染・高齢者の重症化
ハイリスクを事前に防ぐために

お客様訪問がある接客クルーやどうしても出
社せざるを得ない職場でも、安心して働ける
ことを目指します。

クラス単位で子どもの健康を把握することで
教室はもちろん放課後・部活動での感染経路
を素早く捉え、早期対応を叶えます。

参加者全員の試合までの状況を把握し、感染
の可能性が低いことを確認。余計な心配なく
思いきり試合に臨める環境を整えます。

ウイルス感染でのリスクが大きい病院・介護施
設において、医療・介護従事者の院内感染や高
齢者施設における重症化予防を目指します。

企業 教育現場・研究機関 スポーツ 病院・介護施設

管理者



POINT 01 健康状態を入力⇒従業員の情報を集約
出社時にはチャットによる健康情報の入力を行うことで、お客様への安心感に繋げることができます。

※発熱・咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢などの症状がでた場合、①発症後少なくとも８日間経過、②薬剤の服用なしで症状がない状態が３日間
経過、の２つの条件を満たすまで、出社をしないよう促す等

お客様
心配することなく

安心して接客を受けられる

従業員
出社してよいか

状況を見て判断ができる

人事本部
従業員の健康調査の

管理が可能に

POINT 02 管理画面で従業員の健康情報をリアルタイムで確認
統計管理機能、一覧確認機能、履歴推移機能、コメント一覧、CSVダウンロード等、有症状者の状態を確認しやすくする機能をご提供

▲統計画面：管理単位ごとの統計情報を一目で把握。クラスター早期検知につながる ▲履歴推移：有症状推移モニタリングを行うことで、コロナに限らず集団感染検知に有効

POINT 03
個人情報を保持せず、利用者IDで管理

例）事業所番号(10桁)+ユニット番号

POINT 04
クラウドベースで提供、即時利用が可能

団体番号（11桁） 利用者ID
例）従業員番号など各団体毎に

一意となる番号

2次元バーコードで読み取りも可能 2回目以降のアクセス時には、
端末番号を記憶できていれば初期表示される

テンプレートを準備済みのため、お申し込みから1週間で利用可能

体温をはじめとした
20項目を用意 ■観察日

■時間帯

■体温

■咳嗽

■呼吸困難

■鼻汁・鼻閉

■咽頭痛

■嘔気・嘔吐

■結膜充血

■頭痛

■全身倦怠感

■関節筋肉痛

■下痢

■意識障害

■けいれん

■味覚

■嗅覚

■抑うつ

■興味の低下

■その他気になること

お問い合わせ先

富士通株式会社 デジタルタッチポイント事業部
新型コロナウイルス感染症対策支援チーム
fj-HC_expandSupport@dl.jp.fujitsu.com 利益相反について：山藤栄一郎先生や全国の感染症専門医の先生のご意見で機能を成長させていますが、専門家の先生と富士通の間で、金銭の授受はございません。

入力画面参考動画 入力デモ画面

▼団体番号：
d0000000011

管理画面デモ動画



• 職場感染防止策

■利用先
自治体（事業継続のために）
病院（ハイリスク職場での対策として）
スポーツ（密を避けにくいため）
研究所（テレワーク困難な機関）
学校（密を避けにくいため）

集団感染を発見する仕組み

• 自宅療養

• 宿泊療養

体調の急変や経過の観察を専門家ができる
ような軽症者健康観察データのデジタル化

軽症者（陽性）の健康観察をする
仕組み

地域の受入れ可能病床数の
把握をする仕組み

• コロナ病棟

• 受入れ可能数把握

自治体側が地域医療単位で受入れ可能病床
数の把握をすることで判断



健康観察チャットの特長

point 01 チャットで健康状態を入力し、従業員の健康状態を把握

point 02 管理画面で従業員の健康情報をリアルタイム確認

point 03 個人情報を保持せず、利用者IDで管理

point 04 クラウドベースで提供、テンプレートで即時利用可能



point 01 | チャットで健康状態を入力し、従業員・職員・生徒の健康状態を把握

登校・出社時にはチャットによる健康情報の入力を行うことで、安心感に繋げることができます。

【お客様】
健康管理の取組みが安心につながる

【従業員様】
出社して良いかの判断に繋がる

【人事本部様】
従業員の健康調査の管理が可能

※発熱・咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢などの症状がでた場合、①発症後少なくとも８日間経過、②薬剤の服用なしで症状がない状態が３日間経過、
の２つの条件を満たすまで、出社をしないよう促す等

初回はIDを入力
※2回目以降省略

体温入力

その他症状入力



point 02 | 管理画面で従業員の健康情報をリアルタイム確認

管理機能として、統計管理機能、一覧確認機能、履歴推移機能、コメント一覧、CSVダウンロード等、
有症状者の状態を確認しやすくする機能を提供いたします。

統計画面

一覧画面

履歴推移



point 03 | 個人情報を保持せず、利用者IDで管理
■健康観察対象者の管理は、個人情報を取得せずに実施するため、ID で管理することになります。
■そのため、 団体番号 (11 桁）と利用者 IDで該当者を特定いたします。
■予め各団体から利用者へ 団体番号 (11 桁）と 利用者 IDを通知しておいてください。

★団体番号（11 桁）
例）事業所番号(10 桁)＋ユニット番号
※2次元バーコードでも番号読取が可能となっています。

予めご準備いただくと入力が容易になります。
※2回目以降のアクセス時には、端末番号を

記憶できていれば、前回入力番号が初期表示されます。

★利用者ID
例）従業員番号など各団体毎に一意となる番号
※2次元バーコードでも番号読取が可能となっています。

予めご準備いただくと入力が容易になります。
※2回目以降のアクセス時には、端末番号を

記憶できていれば、前回入力番号が初期表示されます。



point 04 | クラウドベースで提供、テンプレートで即時利用可能
■テンプレートを準備済みのため、申し込みから1週間で利用可能

項目種別 項目名 説明 初期入力元
観察項目 観察開始日 療養開始し、健康観察を開始した日付 チャット入力
観察項目 観察日数 観察開始してからの日数（療養開始日 - 観察日付） チャット入力
観察項目 観察日付 健康観察の対象日 自動計算
観察項目 時間帯 健康観察の観察タイミング（●時 … 24時間から選択 ） チャット入力
観察項目 体温 健康観察時の体温 チャット入力
観察項目 咳嗽 咳が出る　　 チャット入力
観察項目 呼吸困難 呼吸がしにくい チャット入力
観察項目 鼻汁・鼻閉 鼻水が出る チャット入力
観察項目 咽頭痛 のどが痛い チャット入力
観察項目 嘔気・嘔吐 吐き気がする チャット入力
観察項目 結膜充血 目が充血している チャット入力
観察項目 頭痛 頭が痛い チャット入力
観察項目 全身倦怠感 全身がだるい チャット入力
観察項目 関節筋肉痛 関節が痛い チャット入力
観察項目 下痢 下痢が出る チャット入力
観察項目 意識障害 意識がもうろうとする チャット入力
観察項目 けいれん けいれんが起きる チャット入力
観察項目 味覚 味覚に異常がある チャット入力
観察項目 嗅覚 嗅覚（におい）に異常がある チャット入力
観察項目 抑うつ 気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりする チャット入力
観察項目 興味の低下 どうも物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがする チャット入力
観察項目 その他気になること フリー入力　「自由記入欄」 チャット入力


Sheet1

		項目名 コウモク メイ		説明 セツメイ		初期入力元 ショキ ニュウリョク モト				項目種別 コウモク シュベツ		項目名 コウモク メイ		説明 セツメイ		初期入力元 ショキ ニュウリョク モト

		詳細表示 ショウサイ ヒョウジ		「編集」ボタン or 「履歴」ボタン or 「推移」ボタン ヘンシュウ リレキ スイイ		ー				観察項目 カンサツ コウモク		観察開始日 カンサツ カイシビ		療養開始し、健康観察を開始した日付 リョウヨウ カイシ ケンコウカンサツ カイシ ヒヅケ		チャット入力 ニュウリョク

		要観察 ヨウ カンサツ		健康状況を特に監視したい方に✔を入れて、管理しやすくするための項目。 ケンコウ ジョウキョウ トク カンシ カタ イ カンリ コウモク		管理画面 カンリ ガメン				観察項目 カンサツ コウモク		観察日数 カンサツ ニッスウ		観察開始してからの日数（療養開始日 - 観察日付） カンサツ カイシ ニッスウ リョウヨウ カイシビ カンサツ ヒヅケ		チャット入力 ニュウリョク

		状況 ジョウキョウ		軽症者の待機状況をリストから選択して管理する項目。入院中/自宅待機中/ホテル待機中/重症化 ケイショウ シャ タイキ ジョウキョウ センタク カンリ コウモク ニュウインチュウ ジタク タイキ チュウ タイキチュウ ジュウショウカ		管理画面 カンリ ガメン				観察項目 カンサツ コウモク		観察日付 カンサツ ヒヅケ		健康観察の対象日 ケンコウ カンサツ タイショウ ビ		自動計算 ジドウ ケイサン

		対応内容のメモ タイオウ ナイヨウ		観察フラグ付与の理由や、引継ぎ事項などを記載する項目 カンサツ フヨ リユウ ヒキツ ジコウ キサイ コウモク		管理画面 カンリ ガメン				観察項目 カンサツ コウモク		時間帯 ジカンタイ		健康観察の観察タイミング（●時 … 24時間から選択 ） ケンコウ カンサツ カンサツ ジ ジカン センタク		チャット入力 ニュウリョク

		PCR		PCR検査結果を記入する。 ケンサ ケッカ キニュウ		管理画面 カンリ ガメン				観察項目 カンサツ コウモク		体温 タイオン		健康観察時の体温 ケンコウ カンサツ ジ タイオン		チャット入力 ニュウリョク

		対象患者ID タイショウ カンジャ		新型コロナウイルスPCR検査で陽性になった患者に採番されたID。キー。 シンガタ ケンサ ヨウセイ カンジャ サイバン		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		咳嗽 ガイソウ		咳が出る　　 セキ デ		チャット入力 ニュウリョク

		待機場所 タイキ バショ		軽症者が待機している場所（自宅、ホテル名、病院名） ケイショウ シャ タイキ バショ ジタク メイ ビョウイン メイ		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		呼吸困難 コキュウ コンナン		呼吸がしにくい コキュウ		チャット入力 ニュウリョク

		部屋番号 ヘヤ バンゴウ		ホテル待機者については、部屋番号を入力してもらう。 タイキ シャ ヘヤ バンゴウ ニュウリョク		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		鼻汁・鼻閉 ビジュウ ビヘイ		鼻水が出る ハナミズ デ		チャット入力 ニュウリョク

		市区町村 シク チョウソン		軽症者自宅の市区町村 ケイショウ シャ ジタク シク チョウソン		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		咽頭痛 イン ズツウ		のどが痛い イタ		チャット入力 ニュウリョク

		年齢 ネンレイ		軽症者の年齢 ケイショウ シャ ネンレイ		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		嘔気・嘔吐		吐き気がする ハ ケ		チャット入力 ニュウリョク

		性別 セイベツ		軽症者の性別 ケイショウ シャ セイベツ		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		結膜充血 ケツマク ジュウケツ		目が充血している メ ジュウケツ		チャット入力 ニュウリョク

		基礎疾患 キソ シッカン		軽症者の基礎疾患情報。有無。有れば、詳細内容を記載。 ケイショウ シャ キソ シッカン ジョウホウ ウム ア ショウサイ ナイヨウ キサイ		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		頭痛 ズツウ		頭が痛い アタマ イタ		チャット入力 ニュウリョク

		身長 シンチョウ		軽症者の身長 ケイショウ シャ シンチョウ		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		全身倦怠感 ゼンシン ケンタイカン		全身がだるい ゼンシン		チャット入力 ニュウリョク

		体重 タイジュウ		軽症者の体重 ケイショウ シャ タイジュウ		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		関節筋肉痛 カンセツ キンニクツウ		関節が痛い カンセツ イタ		チャット入力 ニュウリョク

		アレルギー		軽症者のアレルギー有無。有れば詳細内容を記載。 ケイショウ シャ ウム ア ショウサイ ナイヨウ キサイ		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		下痢 ゲリ		下痢が出る ゲリ デ		チャット入力 ニュウリョク

		喫煙歴 キツエン レキ		軽症者の喫煙歴有無。 ケイショウ シャ キツエン レキ ウム		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		意識障害 イシキ ショウガイ		意識がもうろうとする イシキ		チャット入力 ニュウリョク

		内服薬名 ナイフクヤク メイ		軽症者の内服薬名。有れば記載 ケイショウ シャ ナイフクヤク メイ ア キサイ		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		けいれん		けいれんが起きる オ		チャット入力 ニュウリョク

										観察項目 カンサツ コウモク		味覚 ミカク		味覚に異常がある ミカク イジョウ		チャット入力 ニュウリョク

										観察項目 カンサツ コウモク		嗅覚 キュウカク		嗅覚（におい）に異常がある		チャット入力 ニュウリョク

										観察項目 カンサツ コウモク		抑うつ ヨク		気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりする キブン シズ ユウ キモ		チャット入力 ニュウリョク

		項目名 コウモク メイ		説明 セツメイ		初期入力元 ショキ ニュウリョク モト				観察項目 カンサツ コウモク		興味の低下 キョウミ テイカ		どうも物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがする モノゴト タイ キョウミ ココロ タノ カン		チャット入力 ニュウリョク

		都道府県 トドウフケン		軽症者の住んでいる都道府県。 ケイショウ シャ ス トドウフケン		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		その他気になること タ キ		フリー入力　「自由記入欄」 ニュウリョク		チャット入力 ニュウリョク

		メールアドレス		軽症者の登録メールアドレス。 ケイショウ シャ トウロク		チャット入力 ニュウリョク				観察項目 カンサツ コウモク		その他気になること タ キ		フリー入力　「自由記入欄」 ニュウリョク		チャット入力 ニュウリョク

		個別項目１ コベツ コウモク		予備用の項目 ヨビ ヨウ コウモク		ー

		個別項目２ コベツ コウモク		予備用の項目 ヨビ ヨウ コウモク		ー

		個別項目３ コベツ コウモク		予備用の項目 ヨビ ヨウ コウモク		ー

		個別項目４ コベツ コウモク		予備用の項目 ヨビ ヨウ コウモク		ー

		個別項目５ コベツ コウモク		予備用の項目 ヨビ ヨウ コウモク		ー

		個別項目６ コベツ コウモク		予備用の項目 ヨビ ヨウ コウモク		ー

		入力者 ニュウリョク シャ		本人　or 家族または同居の方　or 職員 ホンニン カゾク ドウキョ カタ ショクイン		チャット入力 ニュウリョク

		管理ID カンリ		他システムで管理しているIDと紐づける際に使用する。標準は患者IDが登録される タ カンリ ヒモ サイ シヨウ ヒョウジュン カンジャ トウロク		チャット入力 ニュウリョク

		登録日時 トウロク ニチジ		データが登録された日時 トウロク ニチジ		自動設定 ジドウセッテイ







各種IDの考え方について
■ 健康管理チャットで使用する各種IDの考え方は以下の通りです。

管理ID（ログインID） 団体番号 利用者ID

用途

詳細

入力画面

管理画面 ログイン画面
チャット入力画面 チャット入力画面

・ 管理画面にログインする際に使用する
ログインID。

・ 管理ID（ログインID）は
富士通にて管理単位に発行する。

Ex. 組織Aの全体管理用 ⇒ admin001
組織Aの○○ﾁｰﾑ用 ⇒ facility001
組織Aの▲▲ﾁｰﾑ用 ⇒ facility002

・ 団体を特定するための一意の番号。

・ 入力画面で入力する

・ 11桁の番号(半角英数字)

・ 組織署単位でデータ管理する場合は
11桁に収まるよう、団体番号を
採番する必要有。

Ex. 組織A ○○ ： 0001111111a
組織A ▲▲ ： 0001111111b

・ 利用者（健康観察対象者）を
特定するためのID

・ 管理範囲内で一意となる番号で
あることが前提。

・ 入力画面で入力する

・ 個人情報の管理はしないため、
利用者IDと個人情報の紐づけは

別途台帳等での管理が必要

職員番号・学生番号・
従業員番号等を想定



健康観察チャットの管理単位について

【学校のケース】母集団での集団感染予防（健康観察）

１年生 ２年生 職員

A学校
自治体

教育委員会

定期報告

・学校全体の情報が確認できる
（５０団体番号迄可能）

・体調やメンタル

校医や
オンラインドクター等

各地の保健所等

感染制御部門

擬陽性者の相談 クラスター発生時相談

１年生全体が
管理できる

A組 Ｂ組 Ｃ組 A組 Ｂ組 Ｃ組

２年生全体が
管理できる

職員全体の
管理

自クラスのみ
管理できる

※他所のクラスの情報は見えない自クラスのみ
管理できる

自クラスのみ
管理できる

・・・・

スマホ・パソコン
などで健康観察

生徒番号で入力

職員番号で入力

担任の先生にアラートを送信
することができる

抗原検査

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=P-q3R_ZhTxww0M&tbnid=kGjlf5tNV2m4MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kmane.com/caremane/how.html&ei=2BQGUcGqO4aEkwXuoIGwCA&psig=AFQjCNF_56F8y9ZoyzQC_QyCSwdxoD7DEA&ust=1359439449330885


健康観察チャットの管理単位について

【幼稚園・保育園のケース】母集団での集団感染予防（健康観察）

あか組 みどり組 職員

幼稚園・保育園

定期報告

・園全体の情報が確認できる
（５０団体番号迄可能）

・体調やメンタル

園長先生

園児と保護者の
健康観察

職員全体の
管理

・・・・

スマホ・パソコン
などで健康観察

園児番号で入力 職員番号で入力担任の先生にアラートを送信
することができる

抗原検査あお組
となりの組の情報
は担任は見えない

・園児は保護者が代行入力
・同居の保護者の分も保護者が入力

・園児の基礎体温を管理者側で設定すると日々の体温と基礎体温を比較することができます。
（基礎体温＋1.0度は注意等）

校医や
オンラインドクター等

各地の保健所等

クラスター発生時相談

自治体

http://4.bp.blogspot.com/-lP8MAr948Es/U5l6KmrngbI/AAAAAAAAhZ8/9hGcvsFvZtk/s800/youchien_girl.png
http://4.bp.blogspot.com/-lP8MAr948Es/U5l6KmrngbI/AAAAAAAAhZ8/9hGcvsFvZtk/s800/youchien_girl.png
http://4.bp.blogspot.com/-lP8MAr948Es/U5l6KmrngbI/AAAAAAAAhZ8/9hGcvsFvZtk/s800/youchien_girl.png


健康観察チャットの管理単位について

【病院のケース】母集団での集団感染予防（健康観察）

西病棟 コロナ病棟 関連職員

A病院
自治体

保健福祉部門
・病院全体の情報が確認できる

（５０団体番号迄可能）
・体調やメンタル

感染制御部門

管理単位毎に
情報が確認できる

救急 内科 外科 入院 診療 検査

職員全体の
管理

自部門のみ
管理できる ※他所の部門の情報は見えない

・・・・

スマホ・パソ
コンなどで健
康観察

職員番号で入力

職員番号で入力

部門単位にアラートを送信
することができる

抗原検査

各地の保健所等

クラスター発生時相談

２階層・３階層など管理する単位で設定ができます
出入りする業者（清掃、食堂、守衛）も対象にできます



健康観察チャットの管理単位について

【商業施設】母集団での集団感染予防（健康観察）

各テナントスタッフ
大300店×n人

Aグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｚグループ

対策本部

各テナントスタッフ
小10店×n人

各テナントスタッフ 各テナントスタッフ

親会社（経営）

定期報告

・従業員、テナントスタッフの健康管理
・事業継続リスク
・集団感染予防

・・・・・

感染制御部門

擬陽性者の相談 クラスター発生時相談

・自母集団での
健康観察 抗原検査

感染予防・健康観察の習慣化 集団感染の早期発見/早期対処

オンラインドクター等 各地の保健所等



導入を前提に実際に本番環境で運用を試してみたいという
お客様にトライアル環境をご提供いたします。

試用終了後の自動延長課金はありません。

操作感を確かめたいというお客さまに、
オンラインデモ環境を提供しております（無料）。

利用希望のメールをいただけますと、
環境情報を送付いたします。

運用確認版（有料）

30日間トライアル

導入前に運用面を確認したい

機能検証版（無料）

１週間お試しデモ

とりあえず触ってみたい

お申し込みをご希望の方は以下のメールアドレスへご連絡ください。 富士通株式会社 DTP事業部）第２ソリューション部

fj-HC_expandSupport@dl.jp.fujitsu.com



機能検証版 １週間お試しデモ

とりあえず触ってみたい

操作感を確かめたいというお客さまに、お試しデモ環境を無料で提供しております。
お試しデモ環境では2つの団体番号と3つの管理IDをご利用いただけます。

※利用希望のメールをいただけますと、管理ID・パスワード・団体番号の情報を送付いたします。
※期間は1週間です。期間終了後、 1週間を目途にアカウントを消去します。

有料版では以下機能が利用できます。
①団体番号、管理IDの追加（最大50個ずつまで）②団体名のカスタマイズ ③集団感染警告アラート機能
※その他個別カスタマイズは対応しかねます。

団体ユーザー側：入力画面 管理者側：管理画面

団体番号➊
[企業名]_ユニットA

団体番号➋
[企業名]_ユニットB

管理ID➊ 全体管理者向け
(団体➊と団体➋が見られるID)

管理ID➋ ユニットA 管理者向け
(団体➊のみが見られるID)

管理ID❸ ユニットB 管理者向け
(団体➋のみが見られるID)



運用確認版 30日間トライアル（有料）

より本格的に試してみたい

実際に本番環境で運用を試したいというお客さまには、有料版の環境を30日間ご提供いたします。
指定のExcel（申請書）を記入の上、メールにてお申し込みください。1週間以内にメールにて環境情報をお渡しします。

団体番号や管理IDの追加をご希望される場合は、再度申請書を記入の上、メールにてお申し込みください。

※トライアル期間終了後、1週間を目途にアカウントを消去します。
有料利用継続を希望される場合は、トライアル環境を本番環境として引き続きご利用いただけます。

STEP 01 STEP 02 STEP 03

添付しております指定のExcel（申請
書）にご記入の上、メールでお送り
ください。

富士通側からお試し環境のご提供の
ご連絡をいたします。メールをご確
認ください。

fj-HC_expandSupport@dl.jp.fujitsu.com ※約5営業日かかりますのでご了承ください。

届き次第、早速お使いいただけます !
職場の皆さまの安全・健康のために
ぜひご活用ください！
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