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こちらの資料はPCR検査をご実施いただく上で、
窓口となるご担当者様に向けた重要事項を記載しております。
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1. 全体概要 - 令和3年度事業について

項目 令和３年度

仕様関係

• 申込開始日：3/29

• 申込方法：Web問合せフォーム（楽天管理）

• 申込～キットお届け日：原則10日程度

• 結果通知までの日数：検体がラボに到着してから３営業日程度

• 結果通知方法：専用システム

• 検査回数：月に「１回」迄

• 結果通知：施設、神戸市

• 陽性者への連絡：医師⇒団体⇒個人
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1. 全体概要 - 施設様のお申込みにおける主なご確認事項に関しまして

お申し込み
• お申し込み後、3日以内に申込完了のメールをお送りさせていただきます。

もしお申し込み後にメールが届かない場合や、お申し込み後の変更やご相談などございましたら、必ず弊社
コールセンター宛にご連絡お願い致します。
 弊社コールセンター連絡先：050-5491-5013
 平日 9:00-17:30/土日祝 10:00-16:00

ご発注キット
• 1つのご発注につき、配送先は1箇所のみとなります。

検体のラボへの返送の期限:
• 検体採取後、翌日までに発送をお願い致します。

万一「検査不能」と判定された場合:
• 「検査不能」の数だけ、再度キットを配送します (ただし、検査者1人につき1回のみ)
• 「検査不能」は、お客様の唾液量間違いや閉栓不十分で発生します。ご注意下さい。
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1. 全体概要 - お申し込み～検査結果通知まで

WEB
申込

検査キット
お受け取り

だ液採取
検体・
同意書
発送

検査結果
通知
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申込

窓口担当者は、WEB
お申込フォームより
お申込いただきます。

1. 全体概要 - お申し込み～検査結果通知まで(詳細)

※検査キットお受け取り日をN日
検体発送日をM日とした場合

申込後 検査キット
お受け取り

だ液採取

説明書の手順に従い
だ液採取

※
同意書と共に返送用封筒に
封入し、封を閉じて下さい

※
ご不明点があれば取り纏め
て頂き、弊社コールセン
ターまでお問合せください。

検査を受ける方から
の、検査を受ける前
の質問にも対応

※
ご不明点があれば取り纏め
て頂き、弊社コールセン
ターまでお問合せください。

検査キットの個数・
外装の確認・検査を
受ける方へのキット
配布

※
検査キットに記載されて
いる検査IDを確認し、予
め割り振った検査IDに従
い受検者に配布ください
なお、キットの配布を個
人別に行うことは管理を
難しくすることからお断
りしております。

N-10日 N日
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提出物確認 一時保管

窓口担当者は、団
体が用意する受付
窓口で、同意書を
同封したか確認

検体/同意書
提出

団体が用意する
回収Boxに検体
を提出

※

在宅等の場合は、団
体指定の宛先に送付
し、団体の窓口担当
者が回収Boxに提出
下さいますようお願
い致します。

同意書の準備が
整った検体は、
送付予定分が集
まるまでは冷暗
所で保管

検体数確認 ラボへ発送

集めた検体数を
確認し、送付状
に記載する

段ボールもしくは
返送用封筒に検体
を収納し、収集し
た当日もしくは翌
日までに送付

その際にラボへの
送付状も必ずご同
封ください

※
発送される際、当社
からお渡しする送付
状/着払い伝票をご
使用ください。

M日

1. 全体概要 - お申し込み～検査結果通知まで(詳細)

※検査キットお受け取り日をN日
検体発送日をM日とした場合
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検体数
差異連絡

検査結果通知

※差異があった場合

１．ラボ→楽天
ラボから楽天に「申請数」「受領数」
+団体からの送付状を共有

２．楽天→窓口担当者
楽天から当該団体に件数差異をメール
連絡し、原因を確認

ラボ受け取り

ラボで受取った
荷物を開封し、
検体数および内
容物を確認

検査を申し込みいただいた企業
窓口に医療機関を通じて検査結
果を通知

陽性の場合、ご選択頂いた医療
機関から団体担当者様へ連絡

※担当者様から検査を受けた方へ結
果をご通知ください。

※陰性証明書の発行/陽性者の対応
については、ご選択された医療機関
にお問合せください。

M+３日

1. 全体概要 - お申し込み～検査結果通知まで(詳細)

※検査キットお受け取り日をN日
検体発送日をM日とした場合
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1. 全体概要 - 第三者研究機関により不活化溶液の無毒化を実証

実際の検体でCOVID-19ウイルスの感染性が消失していることを確認
不活化溶液により輸送時の感染リスクを除去

一般的な不活性化（アデノウイルスなどを使った検証）では不十分であるため、COVID19ウイ
ルスの毒性を実際の検査の条件で検証
→10分～1時間でCOVID-19ウイルスの毒性が消失していることを確認
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2-1. WEBお申し込み

• ＷＥＢお申し込みフォームより、以下必要情報をご入力の上お申し込みをお願い致します。
 施設名
 配送先 郵便番号
 都道府県名
 市区町村名
 配送先住所（町名・番地以降）
 電話番号
 結果通知担当者名
 結果通知担当者メールアドレス
 検査希望日
 注文キット数

https://faq.health.incubation.rakuten.net/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=900000110926

• 団体名などご入力の際は自治体に申請のある正式名称でご入力をお願い致します。
• メールアドレス等その他情報も正しくご入力お願い致します。
• 誤入力の場合、キット発送が遅れる可能性がございます。
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2-2. 検査キットに含まれるもの

こちらの箱の中に、検査に必要なも
のがすべて入っておりますので、検
査を受ける方にお渡しください。

※まとめてご配送いただくための段
ボール資材は同封されておりません
ので、各自ご用意ください。
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3-1. 採取キット受領
検査キットが大箱で届きます。

ご担当者に検査ID管理リストを作成いただくまでは

絶対にキットの配布をしないでください。
検査結果と検査受検者の紐づけができなくなります。

■配送段ボール箱
サイズは注文数によって異なります。

■段ボール箱中身
緩衝材入りで配送されます。
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3-2. ID管理

検査ID 社員番号 氏名 受け渡し 回収

RA0000001

RA0000002

RA0000003

RA0000004

RA0000005

RA0000006

RA0000007

RA0000008

RA0000009

RA0000010

RA0000011

RA0000012

RA0000013

検査ID管理リストの例

弊社からキットをお送りしたタイミン
グで、検査IDをメールにてご担当者様
にお送りいたします。

お荷物が届かれるまでに、検査ID管理
リストを作成し、受検者と紐づけ、保
管・管理をお願いいたします。

検査完了時には、検査IDと検査結果の
一覧をリストでお返しいたします。
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４．採取
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採取済みの検体を
お受け取りになったら

検体と同意書が封筒に同封されているか

同意書に記入漏れがないか

下記2点を今一度確認いただき段ボールへ

段ボールに入れたら

検体送付時に同封されている送付伝票とUN
マークの紙を貼り、検体回収の当日(遅くと
も翌日）までにはご郵送をお願いいたします。

※詳細は次項にてご確認をお願いいたします。

送付伝票は申し込みキットの個数に応じてご同封いたします。
※ご返送が複数回にわたる予定がある、などご事情がござい
ましたら、適宜ご相談下さいませ。

5-1. 検体の収集と返送 - 段ボール返送

UNマーク

※データを印刷し、
マークを切り取りの上
添付ください
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5-2.配送方針の変更とお願い

①検体送付時：UNマークの送付段ボール箱への貼付

②検体採取時：各受検者へのティッシュ同梱のお願い

• 2021年2月より日本郵便の新型コロナPCR検査検体の配送方針が変更になりました。日本郵便が求める
「3重包装基準」への対応のため、大変お手数をおかけいたしますが、下記対応をお願い致します。

検査ID送付時に印刷データをお送りしますので、
A４サイズで印刷・マーク切り取りの上、
段ボール箱にしっかりと貼付ください。

※送付伝票の商品名は「コロナ検体（不活化済）」となります。
※コンビニエンスストア、ゆうパック取扱所での取り扱い不可のため、お近くの郵便局や集荷での配送をお願い致します。
※段ボール箱以外（封筒やレターパックなど）では配送できません。

UNマーク

吸水用のティッシュペーパー1枚を折りたたんで
検体梱包時、採取容器と共に1次袋の中に入れて
ください。

※空輸でのゆうパックの配送は受付いただけませんのでご注意ください。
※日本郵便のリリース文：https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2021/00_honsha/0118_01.html （1/18発表）

頑丈な段ボール箱を
用意し、UNマークを
はっきりと見える場所
へ貼付してください。

ティッシュペーパー
1枚を8つ折りにして
1次袋の中採取容器
と一緒に入れてくだ
さい。

※採取容器には巻き付
けないでください※吸水材が入ったキットを受け取られた場合は、

吸水材を説明書に従って入れてください。
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5-3. 検体の収集と返送 - 封入時の注意点

封入甘い場合で
も内容物（容器、
同意書）がこぼ
れないよう、封
入口を上向きで
段ボールに収納
（乱雑に入れな
いこと）

容器が破損しな
いよう、一定の
余裕をもって収
納（無理矢理押
し込まない）

段ボールの中で
収納した容器が
動かないよう、
空いているス
ペースはクッ
ションとなるも
ので埋める
（新聞紙等）

適正サイズの段
ボールを使用す
ること

汚れていないき
れいな段ボール
を使用すること

※食品が入って
いた段ボールな
ど、汚れのある
ものを使用しな
い

封入口
上向き

一定の
余裕

クッショ
ン材の活

用

適正サイ
ズの段
ボール

汚れのな
い段ボー

ル

なお、検査に直接関係ないものをご返送頂いた場合、廃棄させて頂きますのでご注意ください。
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確認項目 確認の観点 確認方法

署名

記入有無  署名欄に記入があるか

明らかな間違い有
無

 「姓」「名」ともに記載があるか
※誤記入による二重線取消はOK

(二重線での取消内容とは別に正しい記載があればOK)住所

記入有無

 住所欄に記入があるか

明らかな間違い有
無

 「都道府県」「市区町村」「番地以降」の記載がいずれもあるか
※「市区町村」「番地以降」の記載があれば「都道府県」の記載なくてもOK
※誤記入による二重線取消はOK(二重線での取消内容とは別に正しい記載があればOK)

同意書本体 同意書有無
 同意書が存在しているか
 検体の検査IDと、同意書の検査IDが一致しているか

※同じ返送用封筒の中のみ確認（他の封筒への混在は確認しない）

同意書
内容

明らかな間違い有
無

 「姓」「名」ともに記載があるか
※誤記入による二重線取消はOK

(二重線での取り消し内容とは別に正しい記載があればOK)

法定
代理人

5-4. 検体の収集と返送 - 同意書確認方法
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検査結果を閲覧するために、検査結果通知システムへの
新規アカウント登録が必要となります。
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①初期登録のメール受信 → 「アカウント登録」を押下
※メール受信のタイミングは企業御担当者様へアカウント付与するタイミングとなり、御申込時のアドレスにお送り致します。

「アカウント登録」
をクリック

画面が遷移しない場合は
ブラウザのバージョンを

ご確認ください。

6-1. 検査結果通知システム - 新規登録
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②楽天会員への新規会員登録で楽天IDを作成 ③企業・団体のお申し込み登録時のメールアドレス、
パスワードと姓名を登録

既に楽天IDを
お持ちの場合でも、
新規で楽天IDの
作成をお願い
いたします。

※個人IDとの混同を防ぐた
め、みなさまに新規ID発行
をお願いしております。

6-1. 検査結果通知システム - 新規登録
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⑤チェックボックスに✔を入れる④個人情報保護方針をよくお読みいただき、
ご同意いただける場合には、⑤へ

6-1. 検査結果通知システム - 新規登録
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⑥画面左下の言語選択で、日本語を選択 ⑦利用規約、個人情報保護方針、Cookieポリシーに同意

6-1. 検査結果通知システム - 新規登録
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⑧再び、画面左下の言語選択で日本語を選択 ⑨「ログイン」を押下

6-1. 検査結果通知システム - 新規登録
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⑩楽天IDでログイン ⑪画面上にある、「PCR Testing（検査結果）」を押下

6-1. 検査結果通知システム - 新規登録
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⑫PCR Testing（検査結果）画面が表示されます。

• 検査ID
• 検査日
• 検査方式
• 通知ct値
• 結果通知内容
• 個人名
・・・等

6-1. 検査結果通知システム - 新規登録

１：陰性
２：陽性
３：陽性の疑いあり
４：検査不能
５：書類不備
６：通知不可
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2回目以降ログインは、検査結果通知メール内の
URLをクリックしてログインが可能です。
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②パスワードを入力し、
楽天会員でログイン

①下記のような検査結果通知メールが届きますので、
2回目以降はメール内のURL

（https://r10.to/pcr-g-mail-mypage）
をクリックして、ログインしてください。

6-2. 検査結果通知システム - ２回目以降ログイン
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③ご登録いただいたメールアドレスに
セキュリティコードが送信されますので、
セキュリティコードを登録し、認証を押下

④下記のようなメールが届きます。
赤枠のセキュリティコードを入力します。

※2回目以降のログインでは、検査結果のシステムに
ログインするため、セキュリティコード入力が必須となります。

6-2. 検査結果通知システム - ２回目以降ログイン
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■MacVersion: 10.11 and above

Browser: Safari 11 and above, 
Firefox, current version (as of November 2020, ver. 82)
Chrome, current version (as of November 2020, ver. 86)

※現在、セキュリティレベルを向上する為にシステム化を進めております。
そのため、3月末よりExcelの運用に代わり、Webでの検査結果参照へ移行となります。
ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

端末利用の条件は、下記の通りです。

■WindowsVersion: 8.1, 10

Browser: Microsoft Edge, current version (as of November 2020, ver. 86),
Internet Explorer 11, 
Firefox, current version (as of November 2020, ver. 82), 
Chrome, current version (as of November 2020, ver. 86)

6-3. 検査結果通知システム - 利用端末の条件
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Q. メールが届きません。どうしたらよいでしょうか？

A. 楽天の担当者へ連絡し、アカウント登録メールの再送を依頼してください。
※それでも届かない場合は、迷惑メールに入っていないか、ブロックされていないかご確認をお願いいたします。

Q. アカウント登録を押しても反応しません。

A. お使いになっているブラウザの条件をご確認ください。

Q. 2回目から、ログイン時にセキュリティコードを聞いてこないのですが、どうしてでしょう
か？

A. 内部でタイマーを持っており、10分間は再入力が不要となります。
ログアウト後10分経って再度ログインする際は再度セキュリティコードの入力が必要となります。

6-4. 検査結果通知システム - よくあるご質問
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6-5. 検査結果通知システム - 通知内容の詳細
No 検査結果 内容
1 陰性 検査結果は陰性でした。
2 陽性 検査結果は陽性でした。ご選択頂いた医療機関から団体担当者様へ、ご連絡いたします。
3 陽性の疑いあり検査結果において、陽性の疑いがありました。検査医療機関まで連絡してください。

4 検査不能
唾液（だ液）の容器破損などにより、検査が行えませんでした。1回のみ再検査の対応をさせていただきますので、
検査キットをお送りいたします。キットが不要の場合は、楽天の営業担当へご連絡ください。

5 書類不備

同意書の記入内容不備もしくは同意書の提出が確認できませんでしたので、検査結果を通知できません。検査結果
を確認されたい場合は、WEB同意もしくは、データ・紙での同意をお願いいたします。確認後、結果を連絡いた
します。
【WEB同意方法】
受検者様に下記URLより検査情報を登録頂いてください。また、ご登録完了後、下記メールアドレスまで登録の旨、
ご連絡お願いいたします。なお、登録には検査ID送付時に連絡した案件IDが必要となります。
●ご連絡先： incb-PCR-B2B-operation@mail.rakuten.com
https://r10.to/hzMFVk
【データ・紙での同意方法】
下記URLよりダウンロード・印刷の上、受検者様の直筆の署名取得をお願い致します。なお、同意書の右上に該当
する検査IDを必ずご記入ください。
同意書ダウンロードはこちら
ご記入後、同意書のデータ（PDF）を下記メールアドレスへ、原本は以下住所までご送付ください。
●データ送付先： incb-PCR-B2B-operation@mail.rakuten.com
●原本送付先： 〒158-0094 東京都世田谷区玉川 1-14-1 楽天クリムゾンハウス
楽天株式会社 インキュベーション事業テスト担当

6 開示不可 検査結果を開示できません。詳細は別途楽天担当者より連絡いたします。
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6-6. 陽性判定者への対応

■陽性の場合、ご選択頂いた医療機関から団体担当者
様へ、ご連絡いたします。

問診の上、必要な処置をご案内いたします。




