


お手元にご準備いただくもの

・保険証券番号は、「生命保険証券」または「明治安田生命からのお知らせ」等に
記載されています

・MYほけんページIDは、「MYほけんページID発行のお知らせ」または「明治
安田生命からのお知らせ」等に記載されています（明治安田生命カードをお
持ちのお客さまはカード番号）

Android端末
主な端末	 AQUOS	（SHARP）
	 Galaxy	（SAMSUNG）
	 Xperia	 （SONY）
	 arrows	（富士通）

「MYほけんアプリ」をご利用いただくにあたっては、
事前にお客さま専用サイト「MYほけんページ」にご登録ください
※未登録の場合は、当社担当者へご連絡いただくか、当社HPより登録を行なってください

保険証券番号（8〜9桁）またはMYほけんページID（16桁）1

ダウンロード後の初期設定にあたって、以下の２つが必要になりますので、
あらかじめご準備ください

・MYほけんページに登録する際に設定いただいた英数字混在のパスワード

ログインパスワード（8〜20桁）2

ページへ

2

iPhone端末
主な端末	 iPhone	12
	 iPhone	SE
	 iPhone	11
	 iPhone	XS

ページへ

7

ご利用のスマートフォン端末のページにお進みください

Android端末

01
STEP

02
STEP

03
STEP

カメラ機能等で左記の二次元バーコードより、
アプリをダウンロードしてください

「インストール」を押してください

「開く」を押してください

【ログインパスワードをお忘れの場合】
ログインパスワードの再設定が必要になりますので、4ページの「STEP 08」より、
再度設定を行なってください

Android端末のインストール手順
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Android端末

04
STEP

05
STEP

06
STEP

アプリが起動します

MYほけんアプリの利用規約をご確認のうえ、
「同意する」を押してください

アプリの登録方法・利用方法をご確認のうえ、
「次へ」を押してください

07
STEP

08
STEP

09
STEP

歩数設定の方法まで確認したら、
「はじめる」を押してください

初期設定を行ないますので、
「アプリの利用登録」を押してください

登録方法を「MYほけんページID」または「ご契約の
保険証券番号」のどちらかを選択し、「IDまたは番
号」および「ログインパスワード」を入力し、「登
録」を押してください

※ログインパスワードをお忘れの場合は、「ログインパスワードをお
忘れの方はこちら」へ進み、再設定を行なってください（再設定には
暗証番号(4桁)が必要です）

※暗証番号をお忘れの場合は、MYほけんページIDの再発行が必要で
すので、「IDの新規発行はこちら」へ進み、MYほけんページIDの再
発行手続きを行なってください

Android端末
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Android端末

10
STEP

11
STEP

12
STEP

「生体認証登録はこちら」を押してください

スマートフォンに登録している生体認証を
登録してください

生体認証登録が完了したら
「次へ」を押してください

13
STEP

14
STEP

歩数の目標コースの設定を行ない、
「ホームへ」を押してください

設定が完了すると、「ホーム」画面へ遷移しますの
で、歩数情報を連携するGoogleアカウントを選
択してください

【スマートフォンに生体認証未設定の場合】
この画面は表示されず「STEP 12」の画面に遷移します

【複数回失敗した場合】
3回連続して失敗した場合、右の
画面が表示されますので、「再度生
体～」を選択し、STEP10より再度
登録ください
さらに2回失敗した場合は、スマー
トフォンの生体認証機能がロック
されます。一定時間（30秒程度）お
待ちいただくか、一度画面をロッ
クしてからスマートフォンに登録しているパスワードを入力し、
解除してください

【歩数と健康の関係について】
皆さまは普段どれくらい歩いているでしょうか？
健康長寿に関する研究では、１日の歩数と健康の関係について結
果が発表されています。健康長寿の実現に向け、ご自身の体力に
あった目標を設定しましょう！

歩数 コース 予防(改善)できる可能性のある病気・病態

5,000歩 ライト!くん 要支援・要介護、認知症（アルツハイマー病等）、
心疾患(心筋梗塞等)、脳卒中(脳梗塞等)

7,500歩 かめろん サルコペア(筋減少症)、体力の低下

10,000歩 うさりん メタボリックシンドローム(75歳未満の場合)

ポイント

Playストアよりインストールしてください

Android端末

以上で終了です

「Google	Fit」をインス
トールしていない場合

ポイント

アプリ内で以下の手順で設定してください
「ホーム画面」
　⇒ ハンバーガーメニュー(右上)
　⇒ 設定
　⇒ 歩数のデータ連携 

Googleアカウントを
選択しない場合
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Android端末
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STEP
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STEP
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STEP
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iPhone端末

01
STEP

02
STEP

03
STEP

カメラ機能等で左記の二次元バーコードより、
アプリをダウンロードしてください

「入手」を押してください

「インストール」を押してください

04
STEP

11
STEP

アプリが起動します

「開く」を押してください

【パスワードをお忘れの場合】
以下の手順でパスワードを初期化してください。

「設定」アプリ 
　⇒ ご自身のお名前 
　⇒ パスワードとセキュリティ 
　⇒ パスワードの変更

Apple IDの認証を求められますので、お使いの端末に応じて、
生体認証またはパスワードを入力してください

「STEP 06」～「STEP 10」は、
3～4ページの「STEP 05」～「STEP 09」を参照ください

iPhone端末

05
STEP

通知設定が表示されますので、
「許可」を押してください

iPhone端末のインストール手順
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iPhone端末
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STEP
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STEP
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iPhone端末

12
STEP

13
STEP

14
STEP

Touch IDを使用し、
生体認証を登録してください

「開く」を押してください

生体認証登録が完了したら
「次へ」を押してください

15
STEP

17
STEP

すべての初期設定が完了すると、
「ホーム」画面へ遷移します

16
STEP

歩数を計測するため、「ヘルスケア」との連動を
「許可」にしてください

歩数の目標コースの設定を行ない、
「ホームへ」を押してください

【歩数と健康の関係について】
皆さまは普段どれくらい歩いているでしょうか？
健康長寿に関する研究では、１日の歩数と健康の関係について結
果が発表されています。健康長寿の実現に向け、ご自身の体力に
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歩数 コース 予防(改善)できる可能性のある病気・病態

5,000歩 ライト!くん 要支援・要介護、認知症（アルツハイマー病等）、
心疾患(心筋梗塞等)、脳卒中(脳梗塞等)

7,500歩 かめろん サルコペア(筋減少症)、体力の低下

10,000歩 うさりん メタボリックシンドローム(75歳未満の場合)

iPhone端末

以上で終了です

【複数回失敗した場合】
3回連続して失敗した場合、右の
画面が表示されますので、「再度生
体～」を選択し、STEP10より再度
登録ください
さらに2回失敗した場合は、スマー
トフォンの生体認証機能がロック
されます。一度画面をロックして
からスマートフォンに登録してい
るパスワード(6桁)を入力し、解除してください
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