
６．歩数計アプリケーション

ヘルスアップWebの歩数記録の機能を利用するには、３つの方法がありま
す。それぞれの特徴を踏まえて、ご利用ください。
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① データ登録方法とその特徴

データ登録
方法

概 要 費 用
健康

ポイント

手入力
ヘルスアップWebの画面にて、
日単位で手入力

無 料 非対象

YAMASA用
歩数計アプリ

・ヘルスアップWebからダウンロードして、
認証コード等の接続設定を行う

・PC接続して、過去14日間の歩数データ
を自動送信

YAMASA歩数計：
初回配布は無料
2回目以降は1000円／個

歩数計アプリ：無料

対 象

スマホ用
歩数計アプリ

・ストアページからインストールして、
認証コード等の接続設定を行う

・未送信の歩数データを随時送信が可能
無 料 対 象

② 複数の方法を併用する場合

データ登録方法は上記３種類がありますが、複数の方法を併用する場合は、
「ヘルスアップWeb上の登録済み歩数より大きい場合にのみ、上書き登録」します。

データ登録方法 歩数データ登録 健康ポイント

YAMASA歩数計 HUW上の登録済み歩数より
大きい場合にのみ登録

対象
スマホ用歩数計アプリ

手入力 HUW上の歩数の大小にかかわらず登録可能 非対象

登録順 入力方法 登録する歩数 HUW上の歩数 健康ポイント

1 YAMASA歩数計 4000歩 4000歩 1pt

2 スマホ用歩数計アプリ 7000歩 7000歩 2pt

登録順 入力方法 登録する歩数 HUW上の歩数 健康ポイント

1 YAMASA歩数計 7000歩 7000歩 2pt

2 HUW手入力 1000歩 1000歩 2pt

3 スマホ用歩数計アプリ 4000歩 4000歩 2pt

登録順 入力方法 登録する歩数 HUW上の歩数 健康ポイント

1 YAMASA歩数計 7000歩 7000歩 2pt

2 スマホ用歩数計アプリ 3000歩 7000歩 2pt

一度取得した歩数ボーナスポイントが減ることはありません。

【ケース③ 手入力による登録を行った後に、登録する場合（手入力の歩数を誤入力）】

【ケース① 後から登録する歩数の方が大きい場合】

【ケース② 後から登録する歩数の方が小さい場合】



①HUWのTOP画面から
左上の ボタンをクリックし
歩数計アプリをダウンロード

③HUWで認証コードを発行

④歩数計アプリを起動 ⑤歩数計をPCへ接続 ⑥自動的に表示される認証画面で
認証コード・生年月日を入力

⑦自動的に歩数データがHUWへ転送される

歩数計
アプリ HUW

■歩数計アプリをインストール済みPC１台を、複数の歩数計の接続先とする場合
新たな歩数計ごとに「認証コード」が必要なため、「③」からの操作となります。

④歩数計アプリを起動
（PCログイン時に自動起動されています。）

⑤歩数計をPCへ接続 ⑦自動的に歩数データがHUWへ転送される

歩数計
アプリ HUW

初回登録

２回目以降の登録

６－１．YAMASA用歩数計アプリ

②歩数計アプリをPCに
インストール

歩数計アプリ
インストーラー

初回のみ、歩数計アプリを入手・設定する作業が必要です。

歩数計と連携するアプリケーションをダウンロードして、歩数計データを
ヘルスアップWebに「自動転送・自動登録」することができます。

歩数計アプリを起動し、歩数計をPC接続する作業です。
注)インストール時にスタートアップへ登録されますので、

PCへログインと同時に自動的に起動されます。
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■利用環境
・Windows8、10動作確認済
・インターネット接続環境必須

■送信データ
歩数計に記録されている「過去14日間」の「歩数」データをHUWに送信します。

■歩数実績日
歩数計に設定されている日付を実績日として登録します。

■実績日のチェックについて
歩数計に設定されている日付とHUWサーバの日付が「±24時間以上」であればエラーとし、
歩数計データは送信されません。

データ登録の仕様 歩数計から転送されるデータは下記条件に従います。

①ダウンロード方法

YAMASA用アプリダウンロードを
クリックします。

画面下部表示されるダウンロード画面で
「ファイルを開く」をクリックします。

開かれたフォルダの「HUW.msi」を
ダブルクリックします。

②インストール方法

「次へ」をクリックします。

「次へ」をクリックします。 「次へ」をクリックします。 「閉じる」をクリックします。

コンピュータへの変更の許可画面で
「はい」をクリックします。

（この画面はご使用のPCによって
出ない場合があります）
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blp.co.jpから HUW.zip を開くか、または保存しますか？

セキュリティの警告画面で
「実行」をクリックします。

（この画面はご使用のPCによって
出ない場合があります）

※会社の共用パソコンを複数のユーザで
利用される場合は「すべてのユーザ」を選択してください。



■インストール時にスタートアップへ自動登録されますので、PCへログインと同時に自動的に起動されます。

→ デスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックして起動する必要はありません。

■歩数計連携アプリを起動後、未登録の歩数計をPCに接続すると
自動的に「歩数計紐付画面」が表示されます。

④起動方法

⑥初回登録方法

⑦歩数データ送信方法

■歩数計連携アプリを起動後、歩数計をPCに接続すると
自動的に歩数データがHUWに送信されます。

HUWで発行した６桁の認証コードを入力します。

生年月日を入力します。

登録ボタンをクリック後、
「紐付登録完了」メッセージが
表示されたら登録成功です。

歩数計接続後、
「歩数送信」のお知らせメッセージが

表示されたら送信成功です。

対象の歩数計とHUWを紐づける作業です。③認証コード発行方法

「認証コード発行」をクリックしま
す。

「YAMASA用歩数計アプリ」を
クリックします。

６桁の認証コードが表示されます。
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「多重起動はできません。」と表示される場合

既に歩数計アプリが起動していますので、
そのままPCに歩数計を接続してください。

入力間違いを避けるため、
表示された認証コードをコピー&貼り付けを
お薦めします。

注）Internet Explorer 8 以上の利用が必須です。その他のブラウザでは正常に動作しません。

⑤歩数計をPCに接続

■YAMASA歩数計をPCに接続します。
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６－２．スマホ用歩数計アプリ

スマホ用歩数計アプリをインストールすることで、ご自身のスマートフォンで
歩数を蓄積し、ヘルスアップWebへ「転送・登録」することができます。

動作保証端末

■Android
・OS、端末要件

Android5.1.1以上、ステップカウンター搭載機種に限ります。
※OS要件を満たしている機種であっても、

メーカー独自の省電力等の機能により歩行センサーの動作が制限される場合には、
歩数の計測ができないことがあります。

■iOS
・OS、端末条件

iOS 9.3.2以上
iPhone 5s以降に販売された機種に限ります。

（iPhone 5c以前に販売された機種およびipadやipod touch等は不可）

■送信データ
スマホ用歩数計アプリに記録されている未送信の「歩数」データをHUWに送信します。

■歩数実績日
スマホ用歩数計アプリに設定されている日付を実績日として登録します。

■実績日のチェックについて
スマホ用歩数計アプリに設定されている日付とHUWサーバの日付が「±24時間以上」
であればエラーとし、歩数計データは送信されません。

データ登録の仕様

全体の流れ

①ストアページでアプリをインストール ②HUW（PCサイト）で
認証コード（スマホ連携ID）を発行

③スマホアプリを起動し、
認証コード（スマホ連携ID）と生年月日を入力

④アプリを起動して歩数を自動送信、
もしくは送信ボタンをタップして手動送信

スマホ連携ID
スマホ連携ID



■スマホ用歩数計アプリが非対応の場合
インストール後にアプリを起動して
右記のメッセージが表示された場合、
スマホ用歩数計アプリ非対応の機種となります。
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①インストール方法

■GooglePlay（Android）、AppStore（iOS）にて、自身のスマートフォンにインストールします。

【Androidをご利用の方】 【iPhoneをご利用の方】

ストアページで「スマートヘルスアップ」と検索、
もしくは下記のQRコードを読み取ってインストール画面に進み、インストールボタンをタップします。

「インストールボタン」をタップし
インストールを行います。

②認証コード（スマホ連携ID）発行

■ヘルスアップWebのPCサイトでスマホアプリのための「認証コード（スマホ連携ID）」を発行します。

認証コード発行をクリックします。

「スマホ用歩数計アプリ」をクリックします。

注）Internet Explorer 8 以上の利用が必須です。その他のブラウザでは正常に動作しません。

【認証コード（スマホ連携ID）発行】 ※PCサイトで行います。

６桁の認証コード（スマホ連携ID）
が表示されます。

メモ等に記録してください。

下記のQRコードをスマートフォンで読み取ることで、
直接アプリページを起動することができます。
※QRコード読取アプリが別途必要です。

「スマートヘルスアップ」と検索し、
表示されるアイコンをタップしま

す。

ストアアプリを起動します。

※Androidの場合、Google社が提供するフィットネス管理アプリ（＝「GoogleFit」）を
経由して歩数データを取得する必要がございます。詳細は以下のURLをクリック↓↓

http://www.konicaminolta-
kenpo.or.jp/UploadedFiles/20190508_Android.pdf

http://www.konicaminolta-kenpo.or.jp/UploadedFiles/20190508_Android.pdf
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④アプリの操作

③認証コード（スマホ連携ID）登録

■ヘルスアップWebのPCサイトで発行した「認証コード（スマホ連携ID）」を、
スマホ用歩数計アプリの設定画面「スマホ連携ID」に入力して、登録処理を行います。

【認証コード（スマホ連携ID）登録】

アプリを起動します。

「認証コード・生年月日」を入力し、
完了ボタンをタップします。

※認証コードはスマホ連携ID欄に入力ください。

設定完了メッセージが
表示されれば、登録成功です。

任意の日付の歩数を表示することができます。

歩数データを送信する際にタップします。

データの表示間隔を
切り替えることができます。

設定画面を開きます。
（目標歩数の変更時に使用）

注）データ自動送信
・データサイト連携を「自動送信」にしている場合、
アプリ起動時にヘルスアップWebへデータが自動送信されます。
【Androidの場合】
アプリがバックグランドで動いていない状態からの起動時にデータが送信されます。
右記のスプラッシュ画面が表示されている際に送信されるとご認識ください。

データサイト連携は
自動送信が初期状態です。

「設定」ボタンをタップします。

スマホ連携ID


