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●初回登録方法

はじめてご利用になる際は、
「初回登録」より、初回登録
手続きを行ってください。

【WEBサイトURL】パソコンやスマートフォンからアクセスしてください。

http://www.omron-kenpo.org/index.html

※アクセス後、「健康ポータルログインページ」をクリック

2回目以降は、初回登録時にご自身で
設定したIDとパスワードでログイン
してください

オムロン健康保険組合 健康ポータル 検索

健康ポータルに登録すると「健康ポイント」にアクセスできるようになります。
まずは初期登録を完了させてください。

健康ポータルに登録しよう
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●初回登録（初回認証）

下記の入力ルールを確認して「初回認証」をしてください。

入力ルール

※入力内容に不備があった場合は、エラー
メッセージが表示されます。エラーメッ
セージが表示された場合は、再度正しい内
容をご入力ください

■被保険者記号・番号
健康保険証の記号と番号

■保険者番号

■氏名（カナ）
利用される方の氏名(カナ)を入力
（例：山田 京子の場合、「ヤマダ キョウコ」）
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●初回登録（メールアドレス入力）

ご自身の「メールアドレス」を入力し「登録する」を押してください

注意 スマートフォンの設定で、受信拒否設定やドメイン指定をされている方は

「 @bohc.co.jp 」からのメールを受け取れるよう設定をお願いします

必須

必須

必須
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●初回登録（メールアドレス入力）確認

メールアドレス登録完了
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●初回登録（メールアドレス入力）確認メール

URLをクリック
※Ｐ6へ

メールアドレス登録完了後、下記「確認メール」が届きますので
メール文面にあるURLをアクセスいただき、初回情報をご登録ください。

確認メールが届かない場合は入力された情報に誤りがございますので
初回登録を最初からやり直してください。

特に、スマートフォンのアドレスを登録いただいた方は、
受信拒否設定やドメイン指定により、メールが届いていないケースがあります。
「 @bohc.co.jp 」からのメールを受け取れるよう設定をお願いします。

注意

株式会社ベネフィット・ワン
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●初回登録（情報登録）

メールアドレス登録と秘密の質問を
事前にご登録いただくことで、
ユーザーID・パスワードをお忘れ
の際にリマインダー機能により
サイト上で再設定が可能となります

失念時に大変便利なため、
ぜひご登録をお願いします。

ユーザーID： メールアドレスで登録、もしくはご自身で設定

パスワード： ご自身で設定 ※半角・英数字・記号を全て1文字以上含めてください

このサイトのログイン時に使用するユーザーＩＤ・パスワードを設定します
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●初回登録（アンケート入力）

アンケートに回答いただくと回答結果に応じ、あなたにオススメの健康記事
を「レコメンド」欄に表示します。ぜひ回答をお願いします。
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●初回登録（登録情報確認）
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●初回登録（登録完了）

初回登録の完了メッセージを確認後「トップへ戻る」を押してサイトトップへ戻ってください。

以上で初回登録は完了です。さっそく「健康ポータル」「健康ポイント」の各サービス機能を活
用してみましょう。



●健康記事の閲覧

レコメンド欄は、「健康診断の結果」
やプロフィール編集で登録いただいた
アンケートなどから、おすすめの
健康記事を表示いたします。

※ご登録いただたメールアドレスに、レ
コメンド記事が更新された際に、ご連絡
いたします。

注目!

ビジネス健康術

レコメンド記事

健康レシピ

専用サイトでは、健康レシピ・健康コラム等の健康に関する情報を閲覧できます
※情報は随時更新されます

健康ポータルを活用しよう

健康コラム

健康エクササイズ
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●制度概要

健康増進につながる行動
を取るとポイントが獲得
できます。

1. 獲得する 2. 貯める 3. 使う

付与ポイントは積算され
ていきます。
※付与日の2年後同月末日
まで有効です

専用サイトを通して
商品を選び、ポイント
交換をします。

健康ポイントとは？

「健康ポイント」は、日常生活の中で取り組める行動をご自身で選択し、実践した活動の行動評価として
ポイントが獲得できるしくみです。獲得したポイントは商品と交換することができます。
（1ポイント＝1円 例：1000ポイント＝1000円分の商品と交換が可能）
※ギフト券、他社ポイント等交換比率が異なる商品もあります）

ポイントの適用は、サイト上の「生活習慣チャレンジ」内の行動に対してのみとなります。
その他については、任意でご活用ください。

● ポイントに関して

★ポイントの獲得方法
「健康ポイント」サイト内の「生活習慣チャレンジ」で選択した行動を日々取り組み、
”できた” ”できなかった”を記録して下さい。”できた” 行動に対しポイントが付与されます。

その他、随時会社が企画する健康イベントでもポイントが付与できるよう検討しています。
詳細が決定次第、お知らせいたします。

※記録入力した内容は入力日の2週間後に確定し、ポイントとして反映されます。
記録入力は、2週間まで遡って入力することが可能です。

★ポイント付与の上限
「生活習慣チャレンジ」の行動に対して年間4000ポイントを上限とします
ただし、会社が企画する健康イベント等で付与されるポイントはこの上限には含みません。

★ポイントの有効期限
ポイント付与日から2年後の同月末日まで有効
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健康ポイントを活用しよう

初めてログインされた方には、もれなく初回ログインボーナス

200ポイントが付与されます。
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●「健康ポータル」サイトから「健康ポイント」サイトへのログイン

①健康ポータルサイトの初回登録時にご自身で設定したIDとパスワードでログインし
てください
②ログイン後「健康ポイント」のボタンをクリックしてください。

①健康ポータルサイトの初回登録時にご自身で設定した
IDとパスワードでログインしてください。

②ログイン後「健康ポイント」のボタンをクリックして
ください。

①

②



●トップ画面説明
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貯まったポイントを商
品に交換できます。
また、これまでのポイ
ント獲得履歴が確認で
きます。

ウォーキングチャレン
ジのコース登録・日々
の記録付けを行います。

生活習慣チャレンジの
取り組み状況を入力し
ます。

日々の体重を記録しま
す。



●各種目標設定方法（生活習慣チャレンジ）
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「生活習慣チャレンジ」の
目標設定ページに進みます。

「マイページ」をクリック
してマイページに進みます。

日々の生活習慣改善に向けた「生活習慣チャレンジ」の目標設定を行います。
※生活習慣チャレンジの内容はマイページから変更可能です。ただし、新しく選択した項目については
過去にさかのぼっての入力が出来ません



●各種目標設定方法（生活習慣チャレンジ）
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ご自身で取り組みたい目標
を選び、チェックを入れて
「目標設定する」をクリッ
クすると、目標設定が完了
します。

コースがプルダウンで選択
できます。

・お腹すっきりコース
・自分磨きコース、
・禁煙がんばるコース

など

最大8つ
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●各種目標設定方法（ウォーキングチャレンジ・体重・血圧）

以下手順にてコースを選択し、日々の記録付けを行ってください。
※スマホアプリの利用により歩数の自動連携が可能です。

こちらでウォーキングチャ
レンジのコースおよび目標
歩数を設定します。

こちらで体重・血圧の目標
を設定します。

スマホアプリのインストー
ル p20

マイページ内の「目標設
定」をクリックして進み
ます。
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●各種記録方法

ウォーキングチャレンジ・生活習慣チャレンジ・体重・血圧の記録を行います。

・生活習慣チャレンジの取り組みを記録した場合に限りポイントが付与されます。
記録入力した内容は、入力日の「2週間後」に確定しポイントとして反映されます。
（過去2週間までさかのぼって入力することが可能です）

・過去の取り組み履歴は、それぞれの「記録を見る」から確認が可能です。

ウォーキングチャレンジの
日々の歩数を入力します。

生活習慣チャレンジの取り
組みを記録します。
「できた」の数だけポイン
ト付与の対象となります。

体重・血圧を記録します。

トップページなどの「記録
入力」からこちらのページ
に移動できます。
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●ウォーキングチャレンジ 利用方法

コース設定後、日々の歩数
記録を行います。

※２週間前までさかのぼって
記入することができます。

専用アプリご利用の方は、
歩数は自動記録となり手入力
は不要です。個人の歩数計ご
利用の方は、２週間以内に定
期的に入力をお願いします

過去の履歴が掲載されます

「ウォーキングチャレンジ」
とは、バーチャル上で
パワースポット巡りなど
歩数の記録にチャレンジする
機能となります。

コースは、マイページの
目標ページで設定できます。

日々の歩数記録に応じ達成度
が更新され、コースの進行度
が変更します。

右上の｢グラフ｣では歩数記録
をグラフで確認いただけます

※ウォーキングチャレンジ はポイント付与の対象外です。
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貯まったポイントを商
品と交換できます。

これまでのポイント獲
得履歴および商品交換
履歴が閲覧できます。

※上記の記載内容はイメージです。
※ポイント有効期限は【付与日の2年後同月末日】です。期限までに交換ください。
※記録入力した内容は、入力日の「2週間後」に確定しポイントとして反映されます。
（記録入力は過去2 週間まで遡って入力する事が可能です）

商品検索
・キーワード検索

・ポイント絞り込み検索

・カテゴリから検索
お好みの商品を選択

商品申込

※右下の「カートに入れる」をクリック

数量指定

お届け先情報
入力

申し込み完了

商品お届け

実際の画面案内に
沿って申し込み手続
きを行ってください。

●商品交換

トップ画面の
ここから移動

※発送日の指定はできません。

※商品の届け先は国内に限ります。

※1ポイント＝1円に相当 例）1,000ポイント保有⇒1,000円分の商品交換可能
（ギフト券、他社ポイント等交換比率が異なる商品もあります）

●ポイント確認（画面右上の健康ポイント枠内の「ポイントの確認・履歴を見る」

からポイント確認できます。）
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（健康ポータル トップ画面）

●健康ポイント 専用アプリ利用方法

健康ポータルログイン後、
健康ポイントアイコンを
クリックします。

健康ポイントの専用アプリをご利用いただくと、歩数が自動で連動されてポイントが付与され便利です。
まずは、アプリでログインする専用コードを、健康ポイントサイトから取得します。

***********

健康ポイントサイト上部にある
「マイページ」をクリックし、
「利用者設定」ページを開いて
ください。

「アプリ利用コードを更新
する」をクリックすると、
個人毎に異なる専用コード
が表示されます。

スマホの方は、「アプリ利
用コード」をドラック＆コ
ピーしてください。
PC閲覧の方は、メモをして
ください。
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↓このマークを確認

先ほど、健康ポイントアプリ
画面にて取得した、
「アプリ利用コード」を入力
（スマホの方は貼り付け）を
してください。

ログインID/パスワードの欄
は入力しない

***********

●健康ポイント 専用アプリ利用方法

＜アプリダウンロード方法＞

キーワードで「ハピルス健康アプリ」を検索しダウンロードしてください。

iPhoneをお使いの方
「App Store」から

Androidをお使いの方
「Google Play」から

「入手」ボタンをタップ 「インストール」ボタンをタップ

健康ポイントサイトで「アプリ利用コード」を取得した後は、早速、専用アプリをダウンロードします。

アプリダウロード後に、早速、アプリを開いてください。

※スマホをご利用の方は、
アプリ利用コードを｢コピー｣して
アプリトップ画面のログイン欄で、
「ペースト」で貼り付けていただ
くと簡単にログインができます



iPhone – 利用設定

「ハピルス健康ポイントアプ
リ」にログインすると、アク
セス確認のメッセージが表示
されます。「OK」ボタンを
タップしてください

「データのアクセス」画面に
遷移します。「歩数」を
「オン」にして、右上の
「許可」をタップしてください

以上で、設定は完了です。
アプリの画面に戻りますの
でご利用ください。

※端末やOS・アプリのバージョンによって、画面が異なる場合があります。

●健康ポイント 専用アプリ利用方法
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アプリログイン後に、スマホで記録した「歩数」を、健康ポイントサイトへ反映させる設定を行
います。

・ iOS9.0以降
（iPhon,iPad,iPod touch）

＜iPhone– 推奨環境＞
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Android – Google Fitがインストールされていない場合①

「ハピルス健康ポイントアプリ」を
起動すると、Google Fitの
インストールを促すメッセージが
表示されます。「OK」ボタンを
タップしてください。

Android Marketの
Google Fitのダウンロ―ド
ページへ遷移します。

「インストール」ボタン、
「同意する」ボタンを押して
インストールを行ってください。

Android – Google Fitがインストールされていない場合②

インストールが終わったら、
「開く」をタップしてください。

「Google Play開発者
サービスの更新」を促す
メッセージが表示されたら、
「更新」ボタンをタップ。

更新ページに遷移しますので、
「更新」ボタンをタップして
更新を行ってください。

※端末やOS・アプリのバージョンによって、画面が異なる場合があります。

●健康ポイント 専用アプリ利用方法

＜Android– 推奨環境＞

・Android OS 4.4以上
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Android – Google Fitの設定①

Android – Google Fitの設定②

「Google Fit」アプリを
起動します。

「OK」「次へ」ボタンを
タップして進み、「ロケーション
履歴を有効にしますか？」画面で
「OK」をタップしてください。

「位置情報の精度を
改善しますか？」画面で
「はい」をタップ。

※更新の必要が無い場合、このメッセージは
表示されません。次のページへ進んでください。

以上で、設定は完了です。 改めて「ハピルス健康ポイント
アプリ」を起動してください。

アプリで利用するアカウントを
選択してください。

※端末やOS・アプリのバージョンによって、画面が異なる場合があります。

●健康ポイント 専用アプリ利用方法

＜Android– 推奨環境＞

・Android OS 4.4以上
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Android – Google Fitの設定③

アプリによるリクエストを
「許可」してください。

以上で、設定は完了です。
アプリの画面に戻りますので
ご利用ください。

Android – Google Fitの設定にあたってのご注意

Google Fitと「健康ポイントアプリ」で登録したGoogleアカウントが一致しないと、
「健康ポイントアプリ」で歩数がカウントされません。間違って設定してしまった場合は
アプリを削除・再インストールして、再度設定を行ってください。

Android端末に登録されている
Googleアカウントが1つしかない場合

Android端末に登録されている
Googleアカウントが複数ある場合

Google Fitではアカウント選択がありません。
「ハピルス健康ポイントアプリ」利用開始時には
表示されたGoogleアカウントを選択してください。
「アカウントを追加」は選択しないでください。

Google FitでGoogleアカウントの選択を
促されます。 「ハピルス健康ポイントアプリ」
利用開始時にはGoogle Fitで選択したGoogle
アカウントを選択してください。
「アカウントを追加」は選択しないでください。

※端末やOS・アプリのバージョンによって、画面が異なる場合があります。

●健康ポイント 専用アプリ利用方法

＜Android– 推奨環境＞

・Android OS 4.4以上
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当日の日付と、歩数が更新された
時間、目標達成までの歩数が表示
されます。

このボタンをタップすると、最新
の歩数に同期されます。同期が完
了すると、チェックマークに変わ
ります。

当日の歩数が表示されます。

「設定」＞「目標設定」から身長
を設定し、体重を入力することで
歩数を元にした消費カロリーが
表示されます。

TOP画面

タップすると体重を入力すること
ができます。

タップするとお知らせ一覧画面が
表示されます。

タップするとハピルス健康ポイン
トＷＥＢサイトへ遷移します。

前日・翌日の記録を表示できます。

●健康ポイント 専用アプリ利用方法
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過去に体重を入力したことがある
場合は、入力されている最新の体
重があらかじめ表示されます。

表示枠をタップすることで、体重
を変更することができます。

「記録する」ボタンをタップする
ことで、表示されている体重が、
当日の体重として記録されます。

体重記録

カレンダー

目標歩数を達成した日にバッジが
表示されます。

日にちをタップすることでその日
の記録が表示されます。
体重の「メモ帳」アイコンから、
体重を記録することができます。

当日の日付はこのように表示
されます。

●健康ポイント 専用アプリ利用方法
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グラフ

タップすることでグラフの表示形
式を週・月・年表示に変更するこ
とができます。

グラフの表示期間が表示されます。
矢印アイコンをタップすることで
表示期間を変更できます。

平均値が表示されます。

歩数・消費カロリー・体重記録が
グラフで表示できます。

タップすることで、グラフに表示
する記録を変更することができま
す。

●健康ポイント 専用アプリ利用方法
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設定

ログインしているアカウントの情
報を表示します。
個人情報保護の観点から、現時点
ではニックネームのみを表示して
います。

1日に歩く歩数の目標を設定しま
す。

アプリ関連情報を表示します。

目標設定

1日に歩く目標を入力します。

身長を入力します。
TOPでのカロリー表示に必要な情
報です。
一度も体重を入力していない場合
は「体重入力しましょう」ボタン
が表示され、タップすると体重を
入力することができます。

【ご注意】

目標設定をアプリから行われた場合、
ウォーキングチャレンジの地図は標準の
ものが自動的に設定されます。
地図を変更すると、地図上の進捗度が
リセットされてしまうため、地図を選び
たい場合は、「ハピルス健康ポイント」
サイトのウォーキングチャレンジから
設定を行ってください。

●健康ポイント 専用アプリ利用方法



30

アプリに関するFAQ

Q1. アプリ内の歩数はいつ更新されますか？

A1. アプリ内のTOPが表示されたタイミングで
更新されます。TOPをそのまま表示し続けた
場合、5分ごとに更新されます。

Q2. 「ハピルス健康ポイントアプリ」で計測した
歩数が、「ハピルス健康ポイント」サイトと
同期されるのはいつですか？

A2. 下記のタイミングで同期されます。
・当日の歩数を含む過去2週間分のデータ
①アプリにログインした時
②1日（0：00～23：59）の中で、一番最初に
TOPを表示した時
・当日の歩数
アプリのTOPにある「同期」ボタンを押したとき

Q3. 「ハピルス健康ポイントアプリ」で歩数を同期
した後に、「ハピルス健康ポイント」サイトから
手入力で歩数を修正したら、どちらが優先
されますか？

A3. サイトから歩数を手入力した場合、次にアプリ
の歩数を同期したタイミングで、アプリで計測
した歩数が上書きされます。

Q4. Android版「ハピルス健康ポイントアプリ」で
歩数がゼロのまま計測されません。

A4. 本ガイド27ページをご参照のうえ、アカウント
を正しく設定して再度お試しください。

同期ボタン

●健康ポイント 専用アプリ利用方法
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●健康ポータル、健康ポイントお問合せ先

【サイトの利用方法・商品交換・パスワード不明・
システムトラブル等】

（株）ベネフィット・ワン

TEL 0800-919-7015(平日:10時～1８時)

point.happylth-info@bohc.co.jp

mailto:point.happylth-info@bohc.co.jp

