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制度概要

日々のウォーキング・生活習慣改善の取り組みなどでポイ

ントが獲得でき、獲得したポイントはサイト上で商品・サー

ビスと交換できる仕組みです。※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

健康ポイント
とは？

ポイント有効期限（2018年7月2日以降 )

ポイント付与日から3年後の同月末日まで有効
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パソコンやスマートフォンからアクセスしてください。

https://point.happylth.com/web/yamazakipan/loginURL

ログイン方法 ※PC・スマホ WEBサイト

下記ルールに添ってログインID・パスワードを入力し、ログインをクリックしてください。

【ログインID】YAMAZAKI＋被保険者記号＋番号
【パスワード】 生年月日8桁（西暦）
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●●●●●１６０１

【ログインID】YAMAZAKI＋被保険者記号＋番号

【パスワード】 生年月日8桁（西暦）

半角大文字
社員番号の頭についている
「0」は不要です

※「山崎製パン健康保険組合」のホームページの
左バナー「健康ポイントプログラム」より利用できます。



ログイン完了・初回ログインボーナス

※PC・スマホ WEBサイト
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ログイン完了し、初
回ログインボーナス
（100ポイント）が
付与されました。

「ハピルス健康アプリ」を
検索し、専用アプリ（無料）を
ダウンロード

Ａｎｄｒｏｉｄを
お使いの方
「GooglePlay」から

iPhoneをお使いの方
「App Store」から

生年月日8桁（西暦）

パスワード

スマホアプリから
もログインが可能

です

YAMAZAKI＋被保険者記号+番号

ログインＩＤ

ログインID・パスワードを入力し、「アプ
リの利用規約に同意する」に☑を入れ、ロ
グインをタップしてください。

※「次回から自動ログインする」に☑を入れてい
ただくと、次回より自動的にログインされ大変便
利です。

ログイン後「ハピル
ス健康ポイントWEB
サイト」をタップす
ると、WEBサイトに
遷移し初回ログイン
ポイントが付与され
ます。

※初回ログイン後、設定の変更をお願いします ※詳しくは9ページをご確認ください。

＜パスワードの変更＞
TOP画面→マイページ→利用者設定→パスワード設定

＜ニックネームの変更＞
TOP画面→マイページ→プロフィール編集

＜メールアドレスの登録＞
TOP画面→マイページ→利用者設定→メールアドレス設定

TOPページの下記バナーから
「マイページ」に遷移できます。



トップ画面説明

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。

日々の体重を記録し
ます。

日々の血圧を記録し
ます。
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マイページより「パス
ワード」「ニックネー
ム」「メールアドレ
ス」の変更をお願いし
ます。



歩数・体重の目標設定方法

以下手順にて、目標を設定し、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。（スマホアプリのインストール P11～）

マイページ内の「目標設
定」をクリックして進
み ます。

こちらでウォーキン
グチャレンジのコース
および個人の目標歩数
を設定します。

コースとはご自身の設
定した目標に対する達
成度を、選択したマッ
プに表示させるもので
す。

（注意）

個人の目標設定の達成
ではポイントは付与さ
れません。ポイントの
付与は健保設定の付与
基準に基づき付与され
ます。

こちらで体重・血圧の
目標を設定します。

※入力内容は公開され
ません。
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歩数・体重・血圧の記録方法

「記録入力」からこち
らのページに移動でき
ます。

日々の歩数を入力し
ます。

※2週間前までさかの
ぼって記入する事がで
きます。

[スマホ専用アプリ使用
の場合]

スマホアプリ起動時に
歩数が自動連携される
ので手入力の必要はあ
りません。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。

体重記録、血圧記録を
記録します。

歩数（ウォーキングチャレンジ）・体重・血圧の記録を行います。

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。
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歩数の記録確認・歩数ランキングの閲覧など

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

直近1週間の歩数の記録内容
が表示されます。

過去の履歴が掲載されます
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歩数ランキングが表示されます。

週次更新となります。

ランキングはニックネームで表
示されます。

※ニックネームは、マイページ
のプロフィールより変更可能

【ランキング詳細】

・健保全体の中のご自身の順位

・ご自身の事業所内での順位

・事業所ごとの順位

※ランキングの順位基準は、全
体ランキング・事業所内ランキ
ングは累計歩数となり、事業所
対抗は平均歩数となります。



初回ログイン後の設定変更

◆ニックネーム変更◆

ニックネームの変更をお願
いします。ニックネーム
は歩数ランキングで使用
されます。
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初回ログイン後、ニックネーム・メールアドレス・パスワードの変更をお願いします。

◆パスワード変更◆

パスワードの変更をお願いします。

◆メールアドレス変更◆

ご自身のメールアドレスへ
変更をお願いします。

TOPページの下記バナーよ
り、マイページに遷移でき
ます。



ポイント確認

商品交換

貯まったポイントを商
品・サービスと交換で
きます。

※商品交換は500ポイ
ント以上となります。

15000ポイントまでの
商品と交換可能です。

これまでのポイント獲
得履歴および商品・サー
ビス交換履歴が閲覧で
きます。

※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・サービス交換可能

商品・サービス検索

商品・サービス申込

トップ画面の「ポイン
ト交換」をクリック

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・サービスお届け

・カテゴリから検索
・キーワード検索
・ポイント絞り込み検索

お好みの商品・サー
ビ スを選択

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

※発送日の指定はできません。

※商品・サービスの届け先は国内に限りま

す。

※海外に居住されている方は、国内（留

守宅など）に発送いただくか、帰国後に

商品・サービスに交換ください。

※上記の記載内容はイメージです。

ポイント付与日から3年後の同月末日まで有効
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無料の専用アプリをご利用いただくと、歩数の入力は不要となり

アプリ起動と同時に歩数が自動的に反映され便利です。

検索キーワードで「ハピルス健康アプリ」で検索してダウンロー

ド してください。

iPhoneをお使いの方

「App Store」から

「入手」ボタンをタップ 「インストール」ボタンをタップ

Androidをお使いの方

「Google Play」から

◀ハピルス健康アプリ

ログインID・パスワード
を入力してください。

使用しません

専用アプリ利用方法
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「次回から自動ログインする」に
☑を入れていただくと、次回より
自動的にログインされ便利です。



専用アプリ利用方法

＜iPhone– 推奨環境＞

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

・ iOS9.0以降
・ iPhone 6
・ iPhone 6s Plus
・ iPhone 7
・ iPod touch（第 6世代）

※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

・ iPhone 5s
・ iPhone 6s
・ iPhone SE
・ iPhone 7 Plus

「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。

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。

【重要】
アプリのダウンロードだけでは
、歩数の情報は連動されません。
定期的にアプリを起動させて（
立ち上げて）同期をすることで歩数
情報が連動され ポイントが付与さ
れます。 2週間を超えると付与がさ
れませんので、1週間~10日を目
安にアプリを起動させて歩数情報
を読み込んでいただくようにお願いし
ます。
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専用アプリ利用方法

＜Android–推奨環境＞ Android OS 4.4以上

Android – Google Fit がインストールされていない場合
①

Android – Google Fit がインストールされていない場合
②

「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。

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。
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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。

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。
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専用アプリ利用方法

＜Android–推奨環境＞ Android OS 4.4以上



【重要】
アプリのダウンロード
だけでは、歩数の情報は
連動されません。定期
的にアプリを起動させ
て（立ち上げて）同期を
することで歩数情報が連
動されポイントが付与
されます。
2 週間を超えると付与が
されませんので、1週間
~10日を目安にアプリを
起動させて歩数情報を
読み込んでいただくよう
にお願いします。

Android – Google Fitの設定③

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。

アプリによるリクエストを

「許 可」してください。

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。

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

※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。
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専用アプリ利用方法

＜Android–推奨環境＞ Android OS 4.4以上



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。

前日以前・翌日の記録を表示できます。

個人で設定した歩数目標に対して、達

成まであと何歩か表示されます。

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。

当日の歩数を同期している方の中での

全社順位が表示されます。

歩数の確定は 2 週間後となりますが、

参考としてご確認ください。

※誰が何位か名前は表示されません。

「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。

タップすると体重を入力することがで

きます。

カレンダーで過去記録や、グラフで目

標達成状況を確認できます

タップすると、健康ポイントサイトのメインサイトへ遷
移します。
※サイトでは、残ポイント数や付与履歴の確認、生活習
慣チャレンジの「できた・てきなかった」の申請、自己
申告のポイント申請、商品交換の申込みなど、様々な
機能がございますのでぜひご利用ください。

TOP画面

※スマートフォンサイトで閲覧した「健康ポイントサイト」のトップページ ※イメージ
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専用アプリ利用方法

＜Android–推奨環境＞ Android OS 4.4以上



問合せ先

健康ポイントについて

健康ポイントの利用方法

商品・サービス交換、パスワード忘れ、システムトラブル等は

下記までお問い合せください。

（株）ベネフィット・ワン

point.happylth-info@bohc.co.jp  

TEL:0800-919-7015（フリーコール）

※受付時間：平日10:00～18:00

※土・日・祝日・年末年始を除く

山崎製パン健康保険組合

TEL: 03-3258-1801 
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