

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した、安心と
安全性、経済性、使いやすさを実現したネットワークです。



今お使いのインターネットサービスをそのまま利用できるので、インターネットサービ
スを変更する必要がありません。



ほとんどの場合、インターネットをお使いのパソコンを利用できますので、オンライン
請求パソコンを追加で購入する必要がありません。



レセコン会社または弊社協力会社の「訪問設定サービス」をご利用になれます。



基金・国保とのオンライン請求、リモート保守などとの接続も可能な拡張性を備えてい
ます。



最初に設定すれば、あとは面倒な作業をしなくても簡単にご利用できます。

オンライン請求用セキュアネットワークサービスの料金 （税抜）
（１）加入費用
（２）ネットワーク利用料金

初期費 １１,４００円
年額
２１,６００円

(月額換算 １,８0０円）

オプション･･･訪問設定サービス（有料）もご利用になれます。

医療機関様

支払基金様

本サービスで
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インターネット

VPNソフト

セキュアなネットワーク
レセプトの
オンライン
請求システム

■

IPSec + IKE
標準VPN
センタ

①インターネット環境
②オンライン請求に
使うパソコン
③ウイルス対策ソフト

USBトークン

医療機関様にご準備いただく範囲

ご利用いただくための環境

【ネットワーク】IPsec+IKEを通すネットワーク設定が必要です。
特殊な場合を除いて、ほとんどのインターネット、パソコンでお使いになれます。
【動作環境】ＯＳ条件はセキュアネットワークサービス仕様、ブラウザ条件は基金オンライン請求での
サポートブラウザとなります。
※マイクロソフトのサポート対象製品の使用を推奨します。
OS

ブラウザ

OS

ブラウザ

Windows 2000 SP4 （32bit）

Internet Explorer 5.5 SP2

Windows Vista SP2 （32bit）

Internet Explorer 8.0、9.0

Windows XP SP2 （32bit）

Internet Explorer 6.0 SP2

Windows 7 ※1 （32bit, 64bit）

Internet Explorer 8.0、9.0

Internet Explorer 7.0、8.0

Windows 7 SP1 ※1 （32bit, 64bit）

Internet Explorer 9.0、10.0、11.0

Windows XP SP3 （32bit）

Internet Explorer 7.0、8.0

Windows 8 ※2 （32bit, 64bit）

Internet Explorer 10.0

Windows Vista （32bit）

Internet Explorer 7.0、8.0

Windows 8.1 ※2 （32bit, 64bit)

Internet Explorer 11.0

Windows Vista SP1 （32bit）

Internet Explorer 7.0、8.0

Windows 10 (64bit,32bit)

Internet Explorer 11.0

※1 「Starter」エディションは除きます。 ※2 「Windows RT」は除きます。
※3 XP （64bit） Vista （64bit）、サーバOSは対応しておりません。

セキュアネットワークサービス＜レセプト＞
オンライン請求の申込とセキュアネットワークサービス申込
医療機関様から基金／国保への
レセプトオンライン請求届出
（毎月２０日締切）

オンライン請求申込
（１）届出（基金／国保）
（２）電子証明（基金）

医療機関様

受付センター

セキュア
ネットワー
クサービス

郵送

医療機関様から
セキュアネットワーク
サービス申込 随時

申込書受付

申込書

ｾｯﾄｱｯﾌﾟCD USBﾄｰｸﾝ
セットアップCD、USB
トークンを送付

郵送
USBトークン
パスワード

郵送

パスワード情報を送付
サービスセットと
パスワｰドは別々に郵送

・USBﾄｰｸﾝﾄﾞﾗｲﾊﾞ をｲﾝｽﾄｰﾙ
・VPNｿﾌﾄをｲﾝｽﾄｰﾙし設定

セキュアネットワーク
サービス設定
訪問設定サービスはオプションです。 訪問設定サービス会社
またはレセコン会社にお申込みください。

セキュアネットワークサービスご利用開始
・基金オンライン請求設定

（スケジュール）
セキュアネットワークサービス利用申込
から概ね2～３週間で
CDとUSBセットが到着

利用開始可能日ご連絡

基
基金
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ッ翌様
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ッ０ジ
プ日ュ
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が１）
到５
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に

オンライン請求
設定

レセプトオンライン利用開始

お客様のインターネット環境、パソコン環境、ネットワークの設定、レセプトオンライン設定条件などにより時間
を要することもありますので、余裕をもってお申込いただくことをお勧めします。

主なサービス条件


本サービスの最低利用期間は１年です。 最低利用期間内の解約は出来ません。 １年後に解約のお
申し出がない場合、２年目以降の契約は自動継続されます。 ２年目以降、解約を希望される場合は、
契約解除希望月の前月１日～末日の間にお申し出ください。



お申込書受領後、概ね３週間後を目処にセキュアネットワークサービスセットが届き、ご利用開始可
能日となります。 利用開始可能日の翌月１日からサービス課金が開始されます。 お客様のご都合
で、利用開始されていない場合でもサービス課金は始まります。



サービス課金開始月の翌月初旬に（初年分は年額サービス+初期費用）料金の請求書を発送します。
２年目以降の年額サービス料金は、各年の課金開始後に請求書を発送します。 お客様は、請求書発
行日の翌月末 までに指定口座にお振り込みください。



セキュアネットワークサービスで利用する証明書（ＵＳＢトークンに格納）の利用有効期間は５年間
です。継続してご利用いただき６年目も利用される場合、有効期限前に新しい証明書をご提供します。



本サービスは、医療情報を扱うネットワークサービスです。 監督官庁、支払基金の安全に関するガ
イドライン、支払基金の利用条件、各種セキュリティ規程を遵守してご利用いただく必要があります。



その他のサービス条件は、ジャパンネット・セキュアネットワークサービス契約約款によります。

サービス内容全般・料金などについて
【お問合せ窓口】
ジャパンネット株式会社 受付センター（S）
ホームページ：http://www.japannet.jp/
電話 03-3462-5596
受付時間 平日 10:00～19:00
毎月５日から１０日の間の土曜日 11:00～20:00
【申込書送付先】〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-36
ジャパンネット株式会社
セキュアネットワークサービス申込窓口 宛

●

本パンフレット記載事項は2016年4月課金開始分より適用されます。

●

内容は予告なく変更することがあります。

●

記載されている社名、商品名はすべて各社の登録商標または商標です。

●

本サービスは三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社の販売代理店として提供いたします。

JNMKT201608SN

レセプトのオンライン請求
セキュアネットワークサービス＜レセプト＞
３つのお勧めプラン 料金ご案内
セキュアネットワークサービス

最初の1年間料金（税抜）

2年目以降の利用料（税抜）

¥33,000

年額

■初期費用 11,400円+年間費用 21,600円

¥21,600
（月額換算 1,800円）

ベーシックプラン

パソコン設定に自信のある方、ご自分ですべて設
定をされる方にお勧めします。

セキュアネットワークサービス

+

セキュアネットワークサービス設定

最初の1年間料金 （税抜）

¥51,000～
■初期費用 11,400円+年間費用 21,600円
サービス設定(18,000円～)利用の場合

2年目以降の利用料

（税抜）

¥21,600

年額

（月額換算 1,800円）

安心プラン

セキュアネットワークサービスの設定を専門家が実施します。
設定に不安のある方、設定が面倒という方にお勧めします。

セキュアネットネットワークサービス +
セキュアネットワークサービス設定 + オンライン請求設定
最初の1年間料金 （税抜）

¥61,000～
■安心プランに加えて、基金オンライン請求設定
(10,000円～)までおまかせの場合

2年目以降の利用料

（税抜）

¥21,600

年額

（月額換算 1,800円）

おまかせプラン

セキュアネットワークサービス～オンライン請求の設定
までを専門家が実施します。設定に自信のない方、手間をかけたくない方にお
勧めします。
※
※
※

セキュアネットワークサービス設定及びオンライン請求設定は訪問設定サービスになります。
訪問設定サービスは設定サービス会社が実施します。
セキュアネットワークサービスの費用は、ジャパンネット株式会社からの請求となります。
訪問設定サービスの費用は、設定サービス会社からの請求となります。

【お問合せ窓口】 ジャパンネット株式会社 受付センター(S) 電話:03-3462-5596
● 内容は予告なく変更することがあります。

受付時間 平日 10:00～19:00

