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１．健康ポータルサイト「Pep Up」（ペップアップ）とは

PepUp（ペップアップ）とは？？

誰が利用できるの？

どうやって利用するの？

Windows Mac

バージョン Windows 7 以上 Mac OS X 最新版

ブラウザ Internet Explorer 11以降、
Google Chrome 最新版、
Microsoft Edge 最新版

Google Chrome 最新版

Android iOS

バージョン Android 5.0 以上 iOS 10 .0 以上

ブラウザ Google Chrome 最新版 標準搭載の Safari、
Google Chrome 最新版

Android iOS

バージョン Android 4.4 以上 iOS 10 .0 以上 かつ
iPhone 5s 以上

注意事項 ※Google Fitを利用できない機種や
加速度センサーがない機種の場合、歩
数の自動計測不可
※Google Playからダウンロードされた
アプリのみサポート対象
※フィーチャーフォンはサポート対象外

※歩数、体重の自動計測を有効にす
るには、ヘルスケアアプリのアクセスへの
同意が必要

WEB

WEB

アプリ
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Android iphone



h t tps : / /pepup . l i fe /

①～③をご準備ください。

←①登録案内状（本人確認用コードが記載されています）

②「Pep Up」に登録するためのメールアドレス

③インターネットが利用できるパソコンやスマートフォン

事前準備

登録ページに

アクセス

メールアドレス

パスワード登録

Googleなどから検索してもOK リンク先クリックでもOK QRコードでもOK

新規登録はこちらをクリック

「Pep Up」からの通知を送付するためのメールアドレスを登録します。
ドメイン指定受診の設定をされている場合は「@pepup.life」からの

メールが受信できるようにしておいてください。

パスワードを登録します。

「info@pepup.life」から確認用のメールが届きますので、
リンク先をクリックします。

本人確認

登録案内状に記載され
ている本人確認用コード

を入力してください。

生年月日を入力してください。

利用規約確認後、「Pep Upの利用規約・プライバシーポリシーに同意する」にチェック⇒
「登録完了してPepUpの利用を始める」をクリック。ニックネームや身⾧・体重を登録する

画面に遷移しますが、後で登録することも可能です!

◆「Pep Up」の登録方法
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２．「Pep Up」でできること

メニュー一覧

メニュー 内容 WEB画面 スマホアプリ 案内ページ

各メニューへのリンク先や健康保険組合からのお知らせ、おすすめの
健康記事が掲載されます。

ホーム画面 ホーム画面 6p

健康診断結果を確認することができます。また、健診結果に応じた
「健康年齢」が表示されます。

メニュー＞（わたしの）
健康状態

マイデータ＞
健康年齢

6-7p

健康診断結果に応じたおすすめの健康記事が掲載されます。 メニュー＞
健康記事

ホーム画面 11p

体重や体脂肪、血圧、体温などが記録できます。スマートホンのア
プリ「Googlefit」「iOSヘルスケア」、スマートウォッチの「Fitbit」
「Garmin」とも連携が可能です。

メニュー＞
日々の記録

マイデータ＞
日々の記録

8-9p

新型コロナウィルスのワクチン接種記録が登録できます。 メニュー＞
ワクチン接種

マイデータ＞
ワクチン

11p

アプリのみ対応ですが、電子お薬手帳の機能です。健保組合から
の自動データ連携は行っておりませんので、QRコードでご自身で登
録いただきます。

メニュー＞ マイデータ＞
お薬手帳

11p

PepUp主催のウォーキングラリー「PepWalk」や、健保組合主催の
健康イベントなどにアクセスできます。

メニュー＞
キャンペーン一覧

キャンペーン 12-13p

各種健康イベントに参加することで、電子マネーや素敵な商品と交
換できるポイントがもらえます。ポイント数の確認やポイント交換もこ
のメニューから可能です。

メニュー＞
Pepポイント

Pepポイント 12-13p

ランニングイベントやゴルフ場、ヨガスタジオなどがお得に利用できるご
案内です。

メニュー＞
アクティビティ

- -

プロフィール画像やニックネームなどを登録できます。ニックネームは
PepUp内で行う健保主催のウォーキングラリーにおいて、チーム戦に
参加した際に公開されるものです。

メニュー＞
設定

その他のメニュー -

PepUpの使い方で分からないことがあればこちらをご確認ください。 メニュー＞
よくある質問

その他のメニュー＞お
問い合わせ

15p

お薬手帳
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主な画面と各機能について

PC WEB画面 スマホWEB画面 スマホアプリ

各メニューへのリンク先 健保からのお知らせ

健保からのお知らせ

各メニューへのリンク先

PC WEB画面 スマホWEB画面 スマホアプリ

健康状態を選択

マイデータを押して「健
康年齢」のタブを選択ここからもアクセス可

わたしの健康状態を選択
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各メニューへのリンク先



判定基準 A異常なし B軽度異常 C要経過観察 D要医療

BMI kg/㎡ 18.5-24.9 18.4以下、25.0以上

腹囲
㎝

男性 84.9以下 85.0以上

女性 89.9以下 90.0以上

血圧
mmHg

収縮期 129以下 130-139 140-159 160以上

拡張期 84以下 85-89 90-99 100以上

血糖 空腹時 mg/dl 空腹時:99以下
且つ
HbA1c:5.5以下

1）空腹時:100-109
且つHbA1c:5.9以下
2）空腹時:99以下且つ
HbA1c:5.6-5.9
1）・2）いずれかのもの

1）空腹時:110-125
2）HbA1c:6.0-6.4
3）空腹時:126以上か
つHbA1c:6.4以下
4）空腹時:125以下か
つHbA1c:6.5以上
1）～4）いずれかのもの

空腹時:126以上
かつ
HbA1c:6.5以上HbA1c %

尿糖 - ±以上

脂質 中性脂肪 mg/dl 30-149 150-299 300-499 29以下、500以上

HDL mg/dl 40以上 35-39 34以下

LDL mg/dl 60-119 120-139 140-179 59以下、180以上

肝機能 AST(GOT) U/L 30以下 31-35 36-50 51以上

ALT(GPT) U/L 30以下 31-40 41-50 51以上

γGTP U/L 50以下 51-80 81-100 101以上

腎機能 eGFR (ml/分
/1.73㎡による）

60以上 45.0-59.9 44.9以下

尿蛋白 - ± ＋ ２＋以上

尿酸 mg/dL 2.1-7.0 7.1-7.9 2.0以下、8.0-8.9 9.0以上

健康年齢と実年齢にどれくらい
の差にあるかを示しています。

同性代の健康年齢分布にて、
自分がどの位置にいるかを示し

ています。
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PC WEB画面 スマホWEB画面 スマホアプリ

日々の記録
メニューより日々の記録を選択

マイデータより日々の記録のタ
ブを選択

◆スマホアプリから連携するには？

iOSヘルスケアの場合（iphone） Googlefitの場合（Android）

１．下記いずれかの方法で連携したい項目の画面を出しま
す。
・ヘルスケアアプリから、最下部「ソース」-「PepUp」とタップ
・ヘルスケアアプリから、右上のアイコンをタップ、「プライバシー」
項目内の「App」-「PepUp」とタップ
・歯車の「設定」をタップ、「ヘルスケア」-「データアクセスとデバイ
ス」-「PepUp」とタップ
２．連携したい項目をONにして完了です。
Pep Upアプリの「マイデータ」メニューに遷移すると、自動で連
携データを更新します。

１．GoogleFitアプリをインストールしていない場合は、インストールをします。
GooglePlay⇒GoogleFitを検索

２．GoogleFitアプリを起動し、Googleアカウントでログインします。
※メールアドレスとパスワードをお手元にお控えください。
※Pep Upに登録したアカウントと異なっていても問題ありません。

３．必要であればGoogleFitの初期設定を行い、歩数データが入っているこ
とを必ず確認します。
※初回は身⾧などの入力を求められることがあります。

４．GoogleFitを完全に終了せずにPepUpアプリを起動しログインします。
５．Pep Upアプリの右上のアイコンをタップし、「GoogleFit連携
設定」を選択します。

アプリ連携

Garmin連携

fitbit連携
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◆スマートウォッチから連携するには？

iOSヘルスケアの場合（iphone） Googlefitの場合（Android）

ftbitアプリをインストールしてfitbitのアカウントを作成
※fitbitとfitbitアプリの連携でご不明な点は、fitbitサポートに
お問い合わせください。
https://myhelp.fitbit.com/s/support?language=ja

GariminConnectアプリをインストールしてアカウントを作成
※GarminとGarminアプリの連携でご不明な点は、Garmin
サポートにお問い合わせください。
https://support.garmin.com/ja-JP/

Pep Upログイン「日々の記録」＞右上の設定マークを押す
ページ下部のデバイス連携より「fitbit」を選択
fitbitにログインし、同期する項目を選択、許可を押す
※歩数を同期する場合は「アクティビティおよびエクササイズ」
「プロフィール」は選択必須です。

Pep Upログイン「日々の記録」＞右上の設定マークを押す
ページ下部のデバイス連携より「Garmin」を選択
Garminアカウントを入力、Pep Upとのデータ連携を許可する

Pep Upアプリログイン後、右上のアイコンをタップ
その他メニューが表示されたら「fitbit連携設定」をタップ
fitbitにログインし、同期する項目を選択、許可を押す
※歩数を同期する場合は「アクティビティおよびエクササイズ」
「プロフィール」は選択必須です。

Pep Upアプリログイン後、右上のアイコンをタップ
その他メニューが表示されたら「Garmin連携設定」をタップ
Garminアカウントを入力、Pep Upとのデータ連携を許可する

fitbitアプリを起動すると、fitbitに記録されたデータが
fitbitアプリに取り込まれます。Fitbitアプリにデータが
取り込まれると約1時間程度でPep Upにもデータ同期されます。

Garminアプリでデバイス同期を行うと、Pep Upに反映されます。

◆手入力するには？

入力したい日を選択

鉛筆マークを押すと入
力画面が開きます

PC WEB画面 スマホWEB画面 スマホアプリ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

Ｗ
Ｅ
Ｂ
の
場
合

ア
プ
リ
の
場
合

デ
ー
タ
同
期
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◆やることリストを使うには？

日々の記録画面の「やることを追加す
る」ボタンを押して自分がやることに

チェックします

日々の記録画面に自分の決めた「や
ること」が表示されるので、「やること」が

できたらクリックします

キャンペーンバナーから
「PepWalk」のバナーを選択し、
「昨日の歩数を入力」より昨日の
歩数を入力します。この画面から
は当日分は入力できませんが、昨
日の歩数が8000歩を超えていれ

ばそのままクジが引けます。
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方法1 方法2

ホーム画面の中央の から「✓やることリスト」>「やることを追加する」>
左上の「◀日々の記録」>「歩数」の マークをタップして歩数を記録>送信



接種したワクチンの情報を表示
します。接種前に予定日を登録

することが出来ます

接種したワクチンの説明を表示
します

接種予定日をGoogleカレン
ダーに登録、、iCalendar形式

で出力することが出来ます

「接種情報を登録する」より、予防接種
済証をみながら登録します

お薬手帳

お薬手帳

QRコード読
み取り

この画面を薬剤師さん
に見せてください

11

ポイントを
ゲットできます

Pep Upの使い方や、各メニュー解説をしてい
る記事がありますので、ぜひご確認ください

ポイント数が書いている記事を
読んで評価すると・・・

マイデータより



健康イベントについて

３．健康イベントとポイントチャレンジについて

3pt／日

500pt

参加方法

ポイント付与条件

ポイント付与日

参加方法

ポイント付与条件

ポイント付与日

参加方法

ポイント付与条件

ポイント付与日

ポイント付与日

max500pt
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max500pt

参加方法 ポイント付与条件

ポイント付与日

1000pt

参加方法

ポイント付与条件

ポイント付与日

ポイントの利用方法について

PC WEB画面 スマホアプリ
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交換可能な商品を検索できます



４．個人情報の取り扱いについて

（参考）個人情報の保護に関する法律

（第三者提供の制限）第２３条
５ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用につい
ては、第三者に該当しないものとする。
−中略−
三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、
その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の
利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじ
め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

14



５．FAQ

https://pepup.life/inquiry）

よくある質問

https://support.pepup.life/hc/ja

問合せフォーム

https://pepup.life/inquiry support@pepup.life

メール
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16

ととけんの

のある生活

朝

ふぁ～、おはよう。

支度しよう。

お昼

休憩時間に・・・

ポイント交換
しようかな。

健康のために、野菜
から食べよう。

帰宅後

空いた時間で
筋トレ！

今日も頑張った！
歩数はどのくらいかな？

9,800歩‼
明日PepWalkのクジが引ける！
やった～！

就寝

夜更かしはせずに、
おやすみなさい。

通勤
今日は一つ先のバス停

まで歩くぞ！

健康クイズ
お！正解！！

バスでの移動時間に・・・

✔

✔

✔

✔

✔


