2021.7

改定

取 扱 説 明 書

このたびは、
「 あるく保険」
にご加入いただき誠にありがとうございます。
本書をお読みいただき、アプリや計測機器を正しく設定・ご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるよう保険証券、
「あるく保険」の「ご契約のしおり・約款」
と共にお手元に大切に保管してください。
※本冊子の記載内容は2021年07月現在のものです。
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はじめに

事前準備

▶ 本書の見かた

※あるく保険の商品概要や保障内容については
「ご契約のしおり・約款」
をご確認ください。また、
「あるく保険」
アプリや計測機器の利用
方法については、
アプリ内に掲載のアプリケーション利用規約、
計測機器利用規約をご確認ください。
※本書で使用している
「あるく保険」
アプリ・
「ヘルスケア」
アプリ・
「OMRON connect」
アプリの画面イメージやメッセージの内容等
は、実際と異なる場合があります。また、
「あるく保険」
アプリや計測機器は性能・機能改善のため、
予告なく変更することがあります。
※スマートフォンのバージョンや機種によって操作方法が異なる場合があります。
●

表 記 の 説明
表記

重要

必ずご確認いただきたい注意事項を記載しています。

参考

参考にしていただきたい補足説明を記載しています。

P○

●

参照していただきたい箇所を説明しています。

】

操作に使用するアプリ上のボタンを表します。

用語集

用語

タップ
スワイプ
インストール
アンインストール
フリック
同期

意味
スマートフォンの画面を指でポンと叩く操作のことをいいます。
スマートフォンの画面を指でサッとなでるような操作のことをいいます。
画面のスクロールや切り替え、ページの前後移動等ができます。
スマートフォンにアプリを導入することをいいます。
スマートフォンからアプリを削除することをいいます。
スマートフォンの画面を指で押してからサッと弾くように動かす操作のことをいいます。
2つ以上の異なる機器に入っているデータを同時に更新することをいいます。
デジタル機器の近距離間データ通信に使う無線通信技術のことをいいます。
Bluetooth ®では対応した機器同士がワイヤレスでデータをやりとりできます。

ペアリング

スマートフォンと計測機器を、Bluetooth ®を通じてつなぐ作業のことをいいます。

Android

iPhone等Apple社製品専用のオペレーティングシステム（ OS）のことをいいます。
Google社が提供するオペレーティングシステム（OS）のことをいいます。

スマートフォン内蔵の
モーションセンサー

スマートフォンの加速度・傾き・方向等を検出する装置のことをいいます。

dアカウント

NTTドコモ社が提供する無料のIDのことをいいます。
NTTドコモ社の契約者の方だけでなく、契約がない方でも利用可能です。

Apple ID

Appleのさまざまなサービスにサインインする時に使うアカウントのことをいいます。

カロリスキャン

オムロン ヘルスケア社製の活動量計（OMRON connect対応機器）
のことをいいます。
歩数計測用に当社から貸与することが可能です。

Apple Watch

Apple社製の腕時計型ウェアラブルコンピュータのことをいいます。ご利用の場合は、
お客様ご自身でご用意ください。

計測機器

当社から貸与する「カロリスキャン」等、被保険者様の歩数を計測することを目的として、被保険者様が
装着または携帯する当社の定める機器をいいます。

計測単位期間

「あるく保険」
の契約日または健康増進特約の再度付加する場合は付加日からその日を含めて半年ごとの期間をいいます。
ただし、契約日から計測開始基準日の前日までの期間を除きます。

計測開始基準日

その他

Bluetooth®

iOS

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

【

意味

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

本取扱説明書は主に下記について記載しています。
・
「あるく保険」
アプリの使用方法
・計測機器「カロリスキャン（貸与）
」
の設定方法
・計測機器と「あるく保険」
アプリの同期方法

被保険者様の歩数の計測を開始する基準となる日をいいます。
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▶
「あるく保険」
ご利用の全体の流れ

本書では「 あるく保険」アプリおよび計測機器の設定方法や
歩数の同期方法をご説明します。

保険契約時に代理店/取扱者と一緒に操作します。

「あるく保険」
アプリインストール等の
事前準備
⇒くわしくは P04 〜 P09 をご覧ください。

『「計測開始設定」実施のお願い』というプッシュ通知・大切なお知らせが届きましたら、
P10 をご覧のうえ、
お客様で操作してください。
……※当社から貸与する計測機器を選択された場合は、
計測機器が届いてから操作してください。

計測機器の初期設定等、
計測開始準備
⇒くわしくは P10 〜 P12 をご覧ください。

計測開始設定と
「あるく保険」
アプリへの同期
⇒くわしくは P13 〜 P14 をご覧ください。

▶ ご利用にあたって
●

●

当社は本会員情報※を東京海上グループ各社・提携先企業に提供することがあります。なお、当該企業等の一覧は「あるく保険」
アプリ
内の指定のページに掲載します。
本サービスにおいては、
被保険者様1名につき、
登録できるdアカウントまたはApple… IDは1つとなり、
同時に利用可能な計測機器
も1つとなります。

「あるく保険」
アプリは無料提供ですが、インターネット利用に係る費用はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。

●
●

計測機器の電源および電池が切れている場合は、歩数を正確に計測できませんのでご注意ください。

「あるく保険」
アプリの利用地域は日本国内に限ります。ただし、
日本国外における携帯電話端末の使用について当該国の承認を受けて
おり、
かつ、携帯電話端末に内蔵される計測機能によって計測された本会員情報※が専用サーバに送信される場合を除きます。
この場合、
本会
員情報※の取得時間等は日本標準時に従うものとします。

●

●

計測機器によって、一部取得できないデータもあります。

※被保険者様が
「あるく保険」
アプリ上に登録する情報および計測機器または携帯電話端末に内蔵される計測機能によって計測する歩
数、
活動量、
睡眠等に関するデータ
（個人情報を含みます）
をいいます。
なお、
「あるく保険」
アプリが別途連携する他のアプリにより取
得された被保険者様に関するデータを含みます。
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はじめに

事前準備

事前準備

1「あるく保険」
アプリのインストール

■ iPhoneの場合
「App Store」
から…
インストールできます。

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

１「あるく保険」
アプリをインストールしてください。

■ Android端末の場合
「Google Play」
から…
インストールできます。

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

重要
「あるく保険」
アプリの推奨環境
（2021年7月現在）
■iPhoneの場合 iOS13.X以上
■Android端末の場合 Android8.X以上
※スマートフォンのOSのバージョンアップ可否やその方法につきましては、ご利用のスマートフォンの通信会社やメーカー
にお問い合わせください。
※タブレット端末ではご利用いただけません。
※一部のスマートフォンでは、スマートフォンに内蔵される計測機能により計測した歩数が、
「 あるく保険」
アプリに表示さ
れない場合があります。この場合、スマートフォン内蔵機能による歩数計測はできません。
※今後のアップデートに際し、対応環境や対応端末が変更になる場合があります。
バージョンの確認方法
■iPhoneの場合
「 設定」
＞「 一般」
＞「 情報」
＞「バージョン」
※機種により、操作方法が異なる場合があります。

■Android端末の場合
「 設定」
＞「 端末情報」
＞「 Androidバージョン」

その他

1 「あるく保険」
アプリのインストール

2

3

4

5
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2「あるく保険」
アプリへのログイン

「あるく保険」
アプリ起動後、ご自身のdアカウントにてログインしてください。

※iPhoneの場合はdアカウントとApple…IDのいずれかを選択できます。
Apple…IDを希望される場合は、以下の3項目すべてについてご確認、
ご了承ください。
1．Apple…IDでサインインできるのは、iOS13.X以上のご利用で、
バージョン4.0.8以降の
「あるく保険」
アプリをインストールされて
いるお客様です。
2．Apple…IDでサインインした後は、IDを他のApple…IDやdアカウントに変更することはできません。
3．ご利用のスマートフォン機種をiPhoneからAndroid端末に変更される場合は、必ず事前に P34 に記載の当社カスタマーセン
ターまでご連絡ください。

重要
「あるく保険」
1契約で登録できるのは、
すべてのdアカウントやApple…IDの中から1つのIDのみです。
⇒登録したID/パスワードをお忘れにならないようご注意ください。

１「
… あるく保険」
アプリを起動してください。

２「アプリケーション利用規約」
…
を下にスクロールしてご確認のうえ、同意いただける場合は、

【 同意して利用】をタップしてください。

３ ………dアカウントをお持ちの方は【ログイン】
をタップしてください。

dアカウントをお持ちでない方は、P06 に記載の手順でdアカウントを発行し、
【ログイン】をタップしてください。
※iPhoneでApple…IDでの利用をご希望の場合は
【Appleでサインイン】
をタップしてください。

４ …ご自身のdアカウント情報を入力し、
【ログイン】をタップしてください。

※Apple…IDをご登録の場合、画面内の指示に従って先に進み、
「あるく保険」
アプリへのサインインを完了させてください。

参考
■ iPhoneの場合

「”あるく保険”は通知を送信します。よろしいですか？」
とメッセージが表示されます。
【許可】
をタップしてください。

■ Android端末の場合

「あるく保険に通話の発信と管理を許可しますか？」
というメッセージが表示されます。
【許可】
をタップしてください。
Android端末の仕様上、
【許可】
をタップいただく必要がありますが、
「あるく保険」
アプリが実際に電話をかけたり、
通話を管理することはございません。

１

05

２

３

1

４

2 「 あるく保険」
アプリへのログイン

3

4

5

はじめに
事前準備

ｄアカウントの発行方法

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

dアカウントをお持ちでない場合はdアカウントを取得後、ログインしてください。
１ ■ iPhoneの場合
Weｂブラウザを開き「dアカウント」
を検索してください。
■ Android端末の場合

「あるく保険」
アプリの【ｄアカウントを新規発行】をタップしてください。２ の画面が開きます。
２ …ｄアカウントの画面指示に従い、
アカウントの新規発行を受けてください。
２

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

画面の指示に従い、
ｄアカウントを取得します。

発行完了の画面です。

重要
dアカウントを設定いただくことによって、第三者による不正アクセス等に対して、
より安全に
「あるく保険」
アプリをご利用いただ
くことができます。
なお、当社はdアカウントを認証のみに利用し、
関連する情報は一切取得しません。
ドメイン指定受信されている方は、
「@wdy.docomo.ne.jp」
からのメールを受信できるようにしてください。
dアカウントをお忘れになりますと、歩数の記録ができなくなります。
⇒dアカウントのID/パスワードをお忘れにならないようご注意ください。

その他

1

2 「 あるく保険」
アプリへのログイン

3

4

5
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3「あるく保険」
お客様専用画面へ

ここからは、
「あるく保険」
にご加入されるお客様の専用画面です。
ご契約手続きをされているお客様のみ進むことができます。
１【
… あるく保険ご加入者専用…初期設定】をタップしてください。

２ 代理店／取扱者の案内にしたがい「QRコード読み取り」
または「直接入力」
にて、

お客様専用画面へ進んでください。
参考

「 QRコード読み取り」の場合
■ iPhoneの場合
「”あるく保険”がカメラへのアクセスを求めています」
とメッセージが表示されます。
【OK】
をタップしてください。
■ Android端末の場合
「あるく保険に写真と動画の撮影を許可しますか？…」
とメッセージが表示されます。
【 許可】
をタップしてください。

３【
… 次へ】をタップしてください。
１

２

QRコード読み取り

直接入力

３

お手続き画面に表示
されたQRコードを読
み取ってください。
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「 あるく保険」の保険
契約申込書控の下段
に記載されています。

1

2

3 「 あるく保険」
お客様専用画面へ

4

5

はじめに
事前準備

4

計測機器選択

１ …歩数計測に利用する計測機器のラインアップをご確認のうえ選択してください。

■ ス マ ートフォン 以 外 を 計 測 機 器 に 選 択 す る 場 合
「あるく保険」
関連情報サイトで、利用したい計測機器がお手持ちのスマートフォンに対応していることをご確認ください。
「あるく保険」
アプリで利用する計測機器をタップし、
【端末利用規約へ】
をタップしてください。

重要
「あるく保険」
関連情報サイトで確認した結果、
お手持ちのスマートフォンに対応していない計測機器はご利用いただけません。
その場合は、スマートフォンを計測機器に選択してください。
■ ス マ ートフォン を 計 測 機 器 に 選 択 す る 場 合

【スマートフォン】
をタップし、
【端末利用規約へ】
をタップしてください。

重要

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

スマートフォン内蔵のモーションセンサーにより歩数を計測します。
モーションセンサーが内蔵されていない場合や、内蔵のセンサーが
「あるく保険」
アプリ対象外の場合はスマートフォンを選択できません。
スマートフォンを選択できない場合は、お手持ちのスマートフォンをご利用いただけません。
また、一部のスマートフォンでは、スマートフォンに内蔵される計測機能により計測した歩数が
「あるく保険」
アプリに表示され
ない場合があります。この場合、お手持ちのスマートフォンによる歩数計測はできません。

２ …注意事項をご確認のうえ、
【確認・了承】
をタップしてください。

３ …計測機器利用規約を下にスクロールしてご確認のうえ、
同意いただける場合は【同意して利用】
を

タップしてください。

「あるく保険」
関連情報サイト
（当社ホームページ内）

１

２

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

ご利用いただく計測機器を選択してください。

３

その他

重要
当社から貸与する計測機器は、
ご希望に応じてあるく保険の新規ご契約時に貸与します。
貸与機器と所有機器を誤って選択してしまった場合は、P34 に記載の当社カスタマーセンターへご連絡ください。
なお、中途から計測機器の貸与をご希望される場合は、P25 の Q7 をご覧ください。

1

2

3

4 計測機器選択

5
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5

保険契約内容の登録

保険契約内容の登録、確認をしてください。
１「身長」
…
「 体重」
「 携帯電話番号」等の項目を入力のうえ、
【 次へ】をタップしてください。

２ …登録いただいた内容に誤りがないか十分にご確認のうえ、
【 登録完了】をタップしてください。
３「ご登録情報を確認中」
…
の画面が表示されたら登録は完了です。
3 「あるく保険」
お客様専用画面にて

１

２

QRコード読み取りを
選択された方

ご契約手続き上の情報が自動的に
反映されます。
「 身長」
「 体重」
「 携帯電話番号」を
入力してください。

3 「あるく保険」
お客様専用画面にて

３

１

直接入力を選択された方
すべて入力してください。
（証券番号は代理店／取扱者に
ご確認ください。）

■ iPhoneの場合
「ヘルスケア」
アプリから「あるく保険」
アプリへデータ連携の
許可を求めるメッセージが表示されます。
【すべてのカテゴリをオン】
をタップし、
【 許可】
をタップすること
で、
歩数の他に歩いた距離やカロリーのデータを連携できます。
歩数のみ連携を希望する場合は「歩数」
のみをオンにして【許
可】
をタップしてください。
なお、
「ヘルスケア」アプリにおいて、設定の変更はいつでも可能です。

重要
「カナ氏名」
「証券番号」
「生年月日」
「性別」
の入力内容と、
「あるく保険」
のご契約上の同内容に相違がある場合、
健康増進還付金の支払判
定に必要な歩数計測の開始ができなくなり、
後日修正をお願いすることになります。
入力内容が相違しないよう十分ご注意ください。
※保険契約が成立し、照合が完了すると
「ご登録情報を確認中」
という画面から自動的に画面が切り替わり、
【計測開始設定】ボタンが表示さ
れます。保険証券が到着した後も【計測開始設定】
ボタンが表示されない場合は、P34 に記載の当社カスタマーセンターへご連絡ください。

ここまでが代理店／取扱者と一緒に行う事前準備です。
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1

2

3

4

5 保険契約内容の登録

はじめに

お客様ご自身で行っていただく計測機器の初期設定等

事前準備

▶ 選択した計測機器の初期設定
大切なお知らせに『「計測機器（貸与）
」
配送のご案内』または、
『「計測開始設定」
実施のお願い』が届きます。

２【
… 計測開始設定】ボタンの表示をご確認ください。

参考
保険証券が届いた後もこの画
面 が 表 示 されて いる場 合 は 、
P34 記載の当社カスタマーセ
ンターへご連絡ください。

３ …選択した計測機器の初期設定をしてください。

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

１ …プッシュ通知が届いたら「 あるく保険」
アプリを起動して、大切なお知らせをご確認ください。

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

「カロリスキャン」
を選択された方
・
「計測機器選択」画面で「カロリスキャン（ 貸与）」
を選択した場合、お客様の
「あるく保険」
のご契約上の住所に「カロリスキャン（貸与）
」
が配送されます。
『「 計測機器（ 貸与）」配送のご案内』というプッシュ通知が届いてから5〜10
日後、ポスト投函にて「カロリスキャン（貸与）
」
をお届けします。
・
「カロリスキャン（貸与）
」
が届きましたら、初期設定を行ってください。
くわしくは、P11 から P13 をご覧ください。
※お客様が所有するオムロンヘルスケア社の計測機器（2021年7月現在「カロリス
キャン」
のみ）
を利用する場合は、
お使いの計測機器で計測した歩数が「OMRON…
connect」
アプリに反映されていることをご確認のうえ、P12 の「あるく保険」
ア
プリと「OMRON… connect」
アプリのデータ連携設定をしてください。データ連
携設定後、P13 をご覧ください。

その他

「スマートフォン」
を選択された方
初期設定はありません。
P13 の計測開始設定に進んでください。

「Apple Watch」
を選択された方
「ヘルスケア」
アプリにお使いの「Apple…Watch」
で計測した歩数が反映され
ていることをご確認ください。
P13 の計測開始設定に進んでください。
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▶
「カロリスキャン（貸与）
」
について
※「カロリスキャン
（貸与）
」
を選択されたお客様には、
当社より
「健康増進特約」
の支払対象期間を限度に貸与させていただきます。
…※貸与期間中に故障や紛失等があった場合は、P21 をご覧ください。

お手元に「カロリスキャン（貸与）
」
が届き次第、１ と ２ 、P12 の順に準備してください。

１ 同梱品をご確認ください。
1

本体

2

オムロン活動量計取扱説明書

3

クイックガイド

〈 本体〉

計測機器と「あるく保険」
アプリの設定
をスムースに行うためのガイドです。
4

保証確認書
あるく保険のお客様専用の保証確認書
です。紛失しないようにご自宅に保管を
お願いします。紛失した場合は、P34
記載の当社カスタマーセンターにご連
絡いただければ再発行を承ります。

※当社から貸与する
「カロリスキャン」
の色は通常
「ホワイト」
となり、
色は選択できません。
なお、
欠品等により予告なく他の色に変更となる場合があります。

２ クイックガイドを参考に「OMRON connect」アプリのインストールおよび
「OMRON connect」アプリの初期設定をしてください。
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はじめに

connect」
アプリのデータ連携設定

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

■iPhoneの場合
「OMRON connect」
アプリから「ヘルスケア」
アプリへのデータ連携設定を行います。
※
「あるく保険」
アプリに、
「OMRON…connect」
アプリから
「ヘルスケア」
アプリに自動連携されている歩数データを反映させます。

１「
… OMRON…connect」
アプリを起動し、
メニューから【 連携アプリ・サービス】をタップします。
２「 ヘルスケア」
アプリの右側に表示された【＋】をタップします。

（「あるく保険」
アプリの右側に表示された【＋】をタップしてもデータ連携できます。）

３ …画面に表示された内容をご確認のうえ、同意いただける場合は【 同意する】
をタップします。
４【
… すべてのカテゴリをオン】をタップし、
【 許可】をタップします。

「 ヘルスケア」
アプリから「あるく保険」
アプリへデータ連携の許可を求めるメッセージが表示されます。
【すべてのカテゴリをオン】
をタップし、
【許可】
をタップすることで、歩数の他に歩いた距離やカロリーのデー
タを連携できます。歩数のみ連携を希望する場合は「歩数」
のみオンにして【許可】
をタップしてください。
なお「ヘルスケア」
アプリにおいて、設定の変更はいつでも可能です。

５ …ホーム画面に戻り画面を下にスワイプし、
「カロリスキャン」
の●ボタンを長押しして、
２

３

４

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

同期させると設定完了です。

１

５

■Android端末の場合

その他

「OMRON connect」
アプリから「あるく保険」
アプリへのデータ連携設定を行います。
※
「あるく保険」
アプリに、
「OMRON…connect」
アプリに連携されている歩数データを反映させます。

１「
… OMRON…connect」
アプリを起動し、
メニューから【 連携アプリ・サービス】をタップします。
２…「
… あるく保険」
アプリの右側に表示された【 + 】をタップします。

３ 画面に表示された内容をご確認のうえ、
同意いただける場合は【同意する】
をタップして設定完了です。
１

２

事前準備

▶
「あるく保険」
アプリと「OMRON

３
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▶ 計測開始設定

計測機器等の初期設定が完了したら、歩数の計測を開始します。
１【
… 計測開始設定】をタップします。

２「カロリスキャン」
…
を選択された方は、
表示されたシリアル番号を選択し、
【次へ】
をタップしてください。
３ ………この画面が表示されたら完了です。歩数の計測が開始されます。
計測機器を「カロリスキャン」
に設定
された方のみ表示される画面です。

１

２

3

■iPhoneの場合
「 ”あるく保険”がモーションとフィットネスのアクティビティ
へのアクセスを求めています」
とメッセージが表示されます。
歩数計測に必要となるため、
【OK】をタップしてください。

▶ 歩数計測開始のタイミング

計測開始設定を実施した日により、計測開始基準日が異なります。契約日※ からその日を含めて
29日以内に計測開始設定を行わなかった場合は、30日目が計測開始基準日に設定されます。
（下記③のケース）
この場合、
計測機器は自動的にスマートフォンに設定されます。
※…契約日は保険契約成立後に郵送される保険証券でご確認いただけます。

重要

「あるく保険」
アプリを起動し、歩数が計測されていることをご確認ください。
エラーが表示されていた場合は、スマートフォンでの歩数計測が開始されていません。

⇒ くわしくは、よくあるご質問 P27 の Q11 をご覧ください。
また、保険契約が成立していない場合や、保険契約は成立していても、保険契約内容と「あるく保険」
アプリ内のプロフィール
情報に相違がある場合は、歩数の計測が開始されません。

【計測開始設定を実施した日と計測開始基準日について】

①

計測開始設定

計測開始基準日

契約日より前の日に実施

契約日

例
12 / 20計測開始設定

契約日1/1

1/1計測開始基準日

②

③
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契約日からその日を含めて
29日以内に実施

計測開始設定を
行った日の翌日

契約日からその日を含めて
29日以内に実施していない

契約日からその日を
含めて30日目

契約日1/1

1 / 15計測開始設定
1/16計測開始基準日

契約日1/1
1/30計測開始基準日

はじめに

※
「カロリスキャン」
は最大14日間、
スマートフォンは最大30日間です。
計測機器本体のデータ保持期限が30日超の場合でも
「あるく保険」
アプリの仕様として同期できる期間は最大30日間になります。
また、保持しているデータ量によっては最大期間に達する前に歩数データが消失する可能性があります。

「カロリスキャン」の同期方法
１「カロリスキャン」
…
と「 OMRON…connect」
アプリを同期します。

「OMRON… connect」
アプリのホーム画面を下にスワイプし、
「カロリスキャン」
の ●ボタンを長押し
して同期してください。

２「あるく保険」
アプリに歩数を連携します。

「あるく保険」
アプリを起動し、歩数が反映したことをご確認ください(自動的に同期します)。

※
「カロリスキャン」
から
「OMRON…connect」
アプリへの同期ができなかった場合は、
「あるく保険」
アプリに歩数を記録できません。

カロリスキャン

２

「OMRON…connect」
アプリ

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

１

「あるく保険」
アプリ

重要

■iPhoneの場合
「OMRON…connect」
アプリと「あるく保険」
アプリの間に「ヘルスケア」
アプリを経由します。

スマートフォンの同期方法
「 あるく保険」
アプリを起動し、歩数が反映したことをご確認ください。

重要

その他

■iPhoneの場合
「ヘルスケア」
アプリに連携された歩数データを、
「あるく保険」
アプリを起動することで自動的に同期します。
「あるく保険」
アプリに歩数
が反映されない場合は、
「 ヘルスケア」
アプリを起動し歩数が反映したことをご確認のうえ、再度「あるく保険」
アプリを起動してください。

「Apple Watch」の同期方法
「 あるく保険」
アプリを起動し、歩数が反映したことをご確認ください。
データ連携イメージ

自動同期

「Apple…Watch」

「Watch」
アプリ

データ自動連携

「ヘルスケア」
アプリ

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

※
計測機器から歩数データを同期できる期間は限られています。
毎日、
計測機器と対応するアプリの
同期や、
「 あるく保険」
アプリへの同期をおすすめします。
「 あるく保険」
アプリへ同期しない状態で一定
期間経過すると、
定期的な同期を促すメッセージがプッシュ通知・大切なお知らせにて送信されます。

事前準備

▶ 計測機器と
「あるく保険」
アプリの同期方法

データ連携

「あるく保険」
アプリ

重要
「ヘルスケア」
アプリに連携された歩数データを、
「あるく保険」
アプリを起動することで自動的に同期します。
「あるく保険」
アプリに歩数
が反映されない場合は、
「 ヘルスケア」
アプリを起動し歩数が反映したことをご確認のうえ、再度「あるく保険」
アプリを起動してください。
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「あるく保険」アプリの 機能について
▶ ホーム画面
（主な機能）
● メニュー

⇒くわしくは

P18

をご覧ください。

●

更新

「あるく保険」
アプリでは、
アプリ起動時に自動で計測機器に接続す
るアプリ等と同期を行います。アプリを開いた状態で【更新】
をタッ
プすると再度同期を行い、歩数が最新の状態に更新されます。
※歩数反映に数分かかる場合があります。
●

● カレンダ ー 表 示

週・月・年 単 位での 実 績 表 示
にワンタッチで切り替えます。
歩数、体重の推移をグラフで
表示します。

●

●

歩数（中央の円グラフ）

今日

計測機器

●

活動量

「歩数」
タブの状態で円をタップすると、
移動距離、
消費カロリーなどが確認で
きます。
※選択した計測機器によっては、表示
されない項目があります。

歩数計 測 単 位 期 間

これまでの実績（平均歩数）
や、残り
の期間中に1日平均何歩あるけば
目標を達成できるかを表示します。
タップすると表示される「キャッシュ
バック履歴」画面にて、計測単位期
間ごとの歩数実績と達成状況が確
認できます。
⇒くわしくは
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大切なお知らせ）

をご覧ください。

現在使用中の計測機器が表示されます。
（過去日付の画面では表示されません。）

表示されている日付の歩数を
表示し、円グラフは8,000歩
に対する達成状況をあらわし
ています。
左右にスワイプすると表示さ
れている日付が1日ずつずれ
ていきます。

●

P18

タップすると、過去日付の歩数等を確
認していても、当日の画面に戻ること
ができます。

⇒くわしくは P16 をご覧ください。

●

お知らせ（

⇒くわしくは

P17

をご覧ください。

●

体重

タップすると体重入力
の画面が表示されます。
日々の体重を入力す
ると体重の推移がグ
ラフで確認できます。

はじめに
事前準備

▶ カレンダー表示画面
（週・月・年）

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

歩数、体重の推移を確認いただける画面です。
（選択したいずれか一つを表示します）

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

ホーム画面は「日」単位の表示に
なっています。
週 、月、年をタップするとそれぞ
れの表示画面に遷移します。

週表示

月表示

年表示

その他

左右にスワイプ：前週/翌週

目のアイコンをタップすると
体重を非表示にできます。

月をタップすると
「月表示」に移動

左右にスワイプ：前月/翌月
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▶ キャッシュバック履歴画面
１ …ホーム画面の下に表示される歩数をタップするとキャッシュバック履歴画面へ移行します。
２ …キャッシュバック履歴画面では①〜⑤のご確認等が可能です。
１

①
③

②

④

2

⑤

① 歩数計 測 単 位 期 間

現在の歩数計測単位期間の開始から終了までの日付が表示されます。

② 実績（ 1日平 均 ）

歩数計測単位期間開始日から最終同期日時までの1日あたりの平均歩数が表示されます。

③ 目標達 成には（ 1日平 均 ）

キャッシュバック目標（1日平均8,000歩）
を達成するために必要な1日あたりの平均歩数が表示されます。
（最終同期日時から歩数計測単位期間末日まで）

④ キャッシュバック履 歴（ 歩 数 計測単位期間ごと）

歩数計測単位期間ごとの達成/未達成が右上に表示されます。また、
その期間の歩数のグラフが表示されます。

⑤ キャッシュバック詳 細

？…をタップすると、
◯
キャッシュバックについての説明が表示されます。

17

はじめに
事前準備

▶ メニュー画面

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

ホーム
タップするとメニューバーが画面から消え、ホーム画
面が表示されます。

大切なお知らせ
当社からの重要なお知らせをお送りすると、プッシュ
通知のお知らせと共に、アイコンに「 NEW」の文字
がつきます。タップするとメッセージを確認すること
ができアイコン上の「NEW」
は消えます。

重要

あるく保険
「 あるく保険」の登録時のみ使用し、その後は使えな
くなります。

おすすめアプリ・サイト
健康で長生きできる身体づくりをサポートする「おす
すめアプリやサイト」
をご紹介するメニューです。
（ 将来、掲載するアプリやサイトが追加・変更される可
能性があります。）

ご登録いただいている氏名、証券番号等をご確認い
ただけます。
プロフィール情報の修正や、携帯電話番号の変更は
こちらから実施いただけます。

計測機器
設定されている計測機器の情報を表示します。計測
機器の切り替えはこちらから実施いただけます。
⇒くわしくは P19 をご覧ください。

スマートフォン機種変更
スマートフォンを変更されるときの設定ができます。
⇒くわしくは P20 をご覧ください。

その他

「 あるく保険」のキャッシュバックに関連する重要なお知
らせ、規約の変更、アプリの更新情報等をメッセージと
してお届けします。プッシュ通知機能をオンの状態にし
ておいてください。

プロフィール

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

※…『アプリ内プロフィール情報ご確
認のお願い』
（プッシュ通知・大切
なお知らせ）が送信されたら、こ
の画面で修正してください。

よくあるご質問
疑問点や困ったことがありましたら、まずはこちらを
ご覧ください。

その他
アプリと計測機器の利用規約、アプリ情報、プライバ
シーポリシーの確認、アプリ自動ログインのオンオフ
切り替えができます。
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計測機器の切り替え・スマートフォンの機種変更について
▶ 計測機器の切り替えをしたいとき

歩数計測開始後に計測機器を切り替えることができます。
ただし、計測機器を切り替えた場合、切替前の計測機器で測定した歩数の一部※は記録されません。
※切替時直前の00分から切替時までの歩数
（例えば、
10時12分に変更した場合には、
10時00分から10時12分の歩数）
切替前に計測機器と
「あるく保険」
アプリを同期していない期間の歩数、iPhoneの場合は、切替前に
「ヘルスケア」
アプリに反映しなかった歩数
●

計測機器をスマートフォンに切り替える場合

（下記は「カロリスキャン」
からスマートフォンに切り替える場合の画面を示しています。）

１ …現在利用している計測機器と、同期をしてください。

２ …計測機器の切り替え操作をする前に、切り替える計測機器の初期設定をしてください。
⇒くわしくは P10 をご覧ください。

３「
… あるく保険」
アプリ内のメニュー＞「計測機器」
をタップしてください。
４【
… 計測機器切替】をタップしてください。

５ …切替後の機器を選択し、
【 次へ】をタップしてください。

６ …計測機器切替に関するご注意をご確認のうえ、
【 実行】をタップしてください。
７ …計測機器切替完了です。
３

４

５

６

７

重要
スマートフォンへ切り替える場合のご注意
スマートフォン内蔵のモーションセンサーにより歩数を計測します。モーションセンサーが内蔵されていない場合や、内蔵のセン
サーが
「あるく保険」
アプリ対象外の場合はスマートフォンを選択できません。スマートフォンを選択できない場合は、お手持ちの
スマートフォンをご利用いただけません。また、一部のスマートフォンでは、スマートフォンに内蔵される計測機能により計測した
歩数が
「あるく保険」
アプリに表示されない場合があります。この場合、お手持ちのスマートフォンによる歩数計測はできません。

●

スマートフォンから他の計測機器に切り替える場合

■「カロリスキャン」に切り替える場合
スマートフォンと同期を行ってください。(過去に「カロリスキャン」
を利用していて、別の「カロリスキャン」
に切り替える場
合等は、よくあるご質問 P26 の Q10…をご覧ください。)
P10 を参考に、
「カロリスキャン」
で計測した歩数データが、
「 あるく保険」
アプリへ反映されるよう設定をしてください。
「 あるく保険」
アプリ内のメニュー＞「 計測機器」
から「 計測機器切替」
をタップしてください。
表示されたシリアル番号を選択し、タップしてください。
■「 Apple Watch」に切り替える場合
スマートフォンと同期を行ってください。
「 ヘルスケア」
アプリにお使いの「 Apple… Watch」
で計測した歩数が反映されて
いることをご確認ください。
「 ヘルスケア」
アプリから「 あるく保険」
アプリへデータ連携の許可をしてください。
⇒データ連携の許可方法については… P27 の Q11…の対応方法を参考にしてください。
「 あるく保険」
アプリ内のメニュー＞「 計測機器」
から「 計測機器切替」
をタップしてください。
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はじめに

「あるく保険」
アプリ上のデータはdアカウント・Apple…IDごとに専用サーバに保持されていますので、
データは引き継がれます。
ただし変更前の計測機器で測定した歩数の一部（※1）は記録されません。
また、
機種変更前のスマートフォンでどの計測機器を選択していたとしても、
機種変更後は自動的にスマートフォンが計測機器として設定
（※2）
されます。
必要に応じて計測機器の切り替えをしてください。
（※1）
変更時直前の00分から変更時までの歩数
（例えば、
10時12分に変更した場合には、
10時00分から10時12分の歩数）
変更前に計測機器と
「あるく保険」
アプリを同期していない期間の歩数、iPhoneの場合は、変更前に
「ヘルスケア」
アプリに反映しなかった歩数
（※2）
切替後、
「D028」
というエラーコードが表示されていた場合は、
お手持ちのスマートフォンによる歩数計測はできません。

重要

Apple IDでサインインしている端末をAndroid端末に機種変更する場合、必ず事前に P34 記載の当社カスタマーセン
ターまでご連絡ください。
※当ページの手続きだけでは変更前のデータは引き継がれません。また、変更時の歩数の一部については記録されませんので、ご了承ください。

機種変更する

前

の スマ ートフォンで 行う作 業

2

3

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

1 「カロリスキャン」
や「Apple…Watch」等の計測機器と計測機器に対応するアプリとの同期をしてください。
2「
… あるく保険」
アプリ内のメニュー＞「スマートフォン機種変更」
をタップしてください。
3 …表示されたポップアップの内容をご確認のうえ、
【 実行】をタップしてください。
4 この画面の状態で「あるく保険」
アプリを閉じ、機種変更後のスマートフォンでの作業を行ってください。
4

重要

後

その他

・必ず変更前のスマートフォンで上記の作業を行ってください。
・本作業を行わず新しいスマートフォンにアプリをインストールしてもデータは引き継がれません。
・お客様の登録情報や歩数等のデータを漏れなく正確に引き継ぐために、機種変更後のスマートフォンをお使い
になる直前に本作業を実施してください。
・本作業を行う前にスマートフォンを処分・紛失してしまった場合は、P34 記載の当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

機種変更した

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

スマートフォンの機種変更をする場合、新旧両方のスマートフォンにて作業が必要となります。

事前準備

▶ スマートフォンの機種変更をしたいとき

の スマ ートフォンで 行う作 業

1 App…Store、Google…Playにて「あるく保険」
と検索し、
「 あるく保険」
アプリをインストールしてください。
⇒インストール方法をお忘れの場合は P04 をご覧ください。

2「あるく保険」
アプリを開き、機種変更する前と同じIDおよびパスワードでログイン・サインインを

行ってください。

⇒くわしくは P05 をご覧ください。
⇒dアカウントのID/パスワードをお忘れの場合は P24 の Q3 、Apple…IDの場合は P25 の Q5 をご覧ください。

3 ……計測機器の設定や対応するアプリのインストール等の初期設定を P10 に記載の手順で行ってください。

重要

携帯電話番号が変わった場合に行う作業
「 あるく保険」
アプリ内のメニュー>「プロフィール」
にて、携帯電話番号を必ず修正してください。
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こんなときどうする?
▶
「カロリスキャン（貸与）
」
が故障した場合

1

歩数カウントの漏れがないように、計測機
器をスマートフォンに変更してください。
⇒くわしくは P19 をご覧ください。

2

「カロリスキャン
（貸与）
」
に同梱された「保
証確認書」
をご用意のうえ、
オムロン コネ
クト サポートデスクへご連絡ください。
⇒くわしくは P34 をご覧ください。

故障のお申し出をいただいた日が、
「カロリスキャン（貸与）
」
に同梱された「保証確認書」
に記載の保証期間終了日までの場合で、
同じく「カロリスキャン（貸与）
」
に同梱された「オムロン活動量計取扱説明書」
記載の保証規定に該当するときは、
メーカー保証の
対象となり、無償で修理・交換します。
メーカー保証の対象外となる場合は、有償で交換することも可能です（故障した「カロリスキャン（貸与）
」
はメーカーに送付する必
要があります）
。なお、新たな「カロリスキャン」
は、
お客様の所有となるため当社への返却は不要です。

▶
「カロリスキャン（貸与）
」
を紛失、または盗難にあった場合

1

歩数カウントの漏れがないように、計測機
器をスマートフォンに変更してください。
⇒くわしくは P19 をご覧ください。

2

P34 記載の当社カスタマーセンター
へご連絡ください。

▶
「あるく保険」
を解約、もしくは失効・解除となった場合

上記の場合、
「カロリスキャン（貸与）
」
はご返却いただきます。
⇒くわしくは「あるく保険」
アプリ記載の「 計測機器利用規約 第8条」
をご覧ください。

1

当社より返却用封筒を発送します。
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2

「カロリスキャン（貸与）
」
をご返却くださ
い。
（30日以内）

はじめに
事前準備

▶ メッセージ
（プッシュ通知・大切なお知らせ）
が届いた場合

● メッセージ 題 名

『「 プロフィール情報」修正 のお願い 』

メッセージが送信される理由
ご対応いただきたいこと

● メッセージ 題 名


保険契約内容と
「 あるく保険」
アプリ内のプロフィール情報と内容
が一致していないため。
「 あるく保険」
アプリ内のメニュー＞「プロフィール」
の入力情報をご
確認のうえ、誤りを修正いただきますようお願いします。
⇒くわしくは P18 をご覧ください。

『「 計 測 開 始設定」実施 のお願い 』
計測開始設定ができる状態のため。

ご対応いただきたいこと

計測機器の初期設定および、

「あるく保険」
アプリで計測開始設定を
行ってください。
⇒くわしくは P10 〜 P13 をご覧ください。

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

メッセージが送信される理由

● メッセージ 題 名

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

メッセージが届いた場合には、その内容にしたがってご対応をお願いします。
主なメッセージは以下のとおりです。

『 スマートフォン計測開始 のご連絡 』


が未実施の状態で、契約日からその日を含めて29日
メッセージが送信される理由 「計測開始設定」
が経過したため。
（スマートフォンでの歩数計測を開始します。）
ご対応いただきたいこと

その他


スマートフォン以外での計測をご希望の場合は、
「あるく保険」
アプリ
内のメニュー＞「計測機器」
から計測機器の切り替えが可能です。
「D022」
というエラーコードが表示されていた場合は、
「ヘルスケア」
アプリから「あるく保険」
アプリへのデータ連携を許可してください。
⇒くわしくは P27 の Q11 ををご覧ください。
「D028」
というエラーコードが表示されていた場合は、
スマートフォ
ンでの歩数計測はできませんので他の計測機器へ切り替えをしてく
ださい。
⇒くわしくは P19 をご覧ください。

● メッセージ 題 名

『 定 期 的なアプリ起動と同期 のお願い 』

メッセージが送信される理由

5日間以上、
「 あるく保険」
アプリの同期がされていない可能性があるため。

ご対応いただきたいこと

速やかに同期を実施してください。
⇒くわしくは P14 をご覧ください。
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▶ 健康増進特約の再付加をした場合
●

計測機器の切り替え

ご利用いただいていた計測機器から新しい計測機器への変更が可能です。
切り替え手順については、 P19 をご覧ください。
重要
貸与計測機器ご利用のお客様が他の計測機器に変更する場合、変更手続きを終えられましたら、それまでご利用の貸与
計測機器は、当社からお送りする返却用封筒にて必ず当社までご返却ください。
ご返却いただけない場合、電話またはお手紙にてご連絡させていただくことがあります。
※他の計測機器に変更する場合とは、当社から新たな計測機器を貸与する場合も含みます。

重要
計測機器は、
ご希望に応じて健康増進特約を今回再付加する際に貸与します。
貸与機器と所有機器を誤って選択してしまった場合は、P34 に記載の当社カスタマーセンターへご連絡ください。
なお、
中途から計測機器の貸与をご希望される場合は、P25 の Q7 をご覧ください。

●
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歩数計測開始のタイミング
再付加日（再付加を行っていただいた前特約の支払対象期間満了日の翌日）が
計測開始基準日となります。

はじめに

よくあるご質問

事前準備

「あるく保険」アプリ

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

Q1 「あるく保険」アプリの不具合（動作が遅い、反応しない、突然終了する）を解
消するにはどうすれば良いですか?

「あるく保険」アプリのアンインストールはされ
A. 動作が遅い等の不具合の場合も、
ませんようご注意ください。アンインストールした場合、
「あるく保険」アプリへ
の未同期期間の歩数を反映できなくなります。
以下操作をお試しください。以下操作をお試しいただいた後も解消されない場合
は、お手数ですが P34 に記載の当社カスタマーセンターまでご連絡ください。
※操作はスマートフォンの機種によって異なる場合があります。
● iPhoneをご利用の場合

1.マルチタスクを終了する

① iPhoneの「ホームボタン」を2回連続で押すと、最近使用したアプリケーション
が表示される。
② 表示された画面を上へフリックし、アプリケーションを終了させる。

2.スマートフォンを再起動する

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

① スリープボタンを長押しし、
「スライドで電源オフ」を左から右へ動かす。
② 再度、スリープボタンを長押しし、iPhone の電源を入れる。

● Android端末をご利用の場合

1.マルチタスクを終了する

① A n d r o i d端 末 の「メニュー

・マルチタスクボタン」を押すと、最近使用した
アプリケーションが表示される。
② 表示された画面を左か右へフリックし、アプリケーションを終了させる。

2.スマートフォンを再起動する

① 電源ボタンを長押しし、スマートフォンの電源を切る。
② 再度、電源ボタンを長押しし、スマートフォンの電源を入れる。

Q2 「あるく保険」アプリのお客様専用画面 P07 に入力するパスワードが分かりません。

A. お手数ですが P34 に記載の当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

その他

dアカウント

Q3 dアカウントのID/パスワードを忘れた場合、どうすれば良いですか?

A. dアカウントについてのお問合せは当社カスタマーセンターではお取扱いして

おりません。NTTドコモ社のdアカウントサイト内にある「dアカウントお困り
のときに（よくあるご質問）
」
にてご確認ください。
なお、dアカウントのID/パスワードをお忘れになりますと、ログインができな
くなり、歩数の記録ができなくなります。

Q4 ロックがかかってしまいましたが、どうすれば良いですか?

A. 5回パスワード入力を誤るとロックがかかります。

ロック解除の方法は、
NTTドコモ社のdアカウントサイト内にある
「dアカウントお困りのときに（よくあるご質問）
」
にてご確認ください。
dアカウントURL:https://id.smt.docomo.ne.jp/
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Apple ID

Q5 Apple ID/パスワードを忘れた場合、どうすれば良いですか？

A. Apple IDについては、Apple社のWebサイトでご確認ください。

計測機器

計測機器を選択する際に、所有機器のラインアップの中で誤って機器を選択

Q6 してしまった場合はどうしたらいいですか？

A.「あるく保険」アプリ内メニュー＞「計測機器」から変更できます。
⇒くわしくは P19 をご覧ください。

Q7 「 あるく保険」アプリの登録手続き、または再付加手続き時に利用する計測機
「 カロリスキャン」の貸与を受けることは
器に所有機器を選択しましたが、
できますか?

A. 新規に付加した健康増進特約または今回再付加した健康増進特約の支払対象
期間中に、1回に限り、中途からでも貸与を受けられます。
貸与をご希望の場合は、 P34 に記載の当社カスタマーセンターまでお申出
ください。
なお、次回以降の健康増進特約の再付加時等において、その後の計測機器を貸
与すること（貸与にあたって別途計測機器代金をいただくかどうかを問いま
せん。）を保証するものではありません。

Q8 「カロリスキャン（貸与）」が届かない場合、どうすれば良いですか?

A. 保険契約が成立し、保険契約内容と「あるく保険」アプリ内のプロフィール情報

との照合後に『計測機器（貸与）配送のご案内』
（プッシュ通知・大切なお知らせ）
が送信されます。その5〜10日後を目途にポスト投函にてお届けします。

「 保険証券がお手元に届いているが、上記プッシュ通知・大切なお知らせが届
かない場合」や「 上記プッシュ通知が届いてから10日以上経過後も「 カロリ
スキャン（貸与）」が届かない場合」は、お手数ですが P34 に記載の当社カス
タマーセンターまでご連絡ください。
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はじめに
事前準備

歩数計測

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

Q9 計測機器の装着を忘れて外出した場合は、どうすれば良いですか?

A.「 あるく保険」アプリ内のメニュー＞計測機器からスマートフォンに切替可能で
切替操作に伴って、
切替前の計測機器の未同期期間の歩数が同期できな
すが、
くなります。
そのため、
「 外出中の歩数（ お手元に計測機器が無い時間の歩数）
」
と、
「 切替前
の計測機器の未同期期間の歩数」
のどちらを優先したいかに応じて、切替操作
をするか否かをご判断ください。

〈 例〉
「カロリスキャン」
を計測機器に設定しているが、忘れて外出してしまった場合で、
「カロリスキャン」の歩数を3日間同期していないとき。
【スマートフォンに切り替えた場合】
切替後はスマートフォンで計測した歩数を同期できますが、過去3日間分の未同期期
間を含む切替操作直前までの歩数は反映できなくなります。

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

【スマートフォンに切り替えなかった場合】
外出中の歩数は計測できませんが、お手元に「カロリスキャン」
を用意できたときに同
期をすると、過去3日分の未同期期間の歩数を反映できます。

故障交換等で別の「カロリスキャン」に切り替えて利用する場合はどうすれ

Q10 ば良いですか?

A. 以下の手順で切替操作をしてください。
1「OMRON connect」
アプリ内のメニュー＞「機器」で以下の操作をしてください。

（1）
以前の「カロリスキャン」が登録されている場合は、
【
】をタップして
機器登録を解除してください。
（2）新しい「カロリスキャン」
を機器登録してください。
（3）■iPhoneの場合のみ
「OMRON connect」アプリと新しい「カロリスキャン」を同期してください。

その他

2「あるく保険」
アプリ内のメニュー＞計測機器＞（右下ボタン）計測機器切替で

「カロリスキャン」を選択し、表示されたシリアル番号をタップしてください。
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エラー

Q11 エラーがでました。どうしたらいいですか。

A. 表示されたエラーコードに応じて以下のとおり対応してください。

●

エラーコード

D 022

アプリのデータ読み出し許可がありません。
「設定」
アプリまたは「ヘ
メッセ ージ 「ヘルスケア」
ルスケア」
アプリからデータ読み出し許可をONにしてください。
「ヘルスケア」
アプリから「あるく保険」
アプリへのデータ連携が許可されていないた
め、歩数データを連携できません。以下の手順でデータ連携を許可してください。

対応方法

1「ヘルスケア」
アプリを起動し、画面下

部の「ソース」
をタップし、
「あるく保
険」
をタップしてください。
2【 すべてのカテゴリをオン】
をタップ
し、
【 許可】をタップしてください 。
「すべてのカテゴリをオン」
すること
で、歩 数 の 他に歩 いた距 離やカロ
リーのデータを連携できます。
歩数のみ連携を希望する場合は「歩数」
のみオンにして【 許可】をタップしてく
ださい。なお「ヘルスケア」アプリにお
いて、設定の変更はいつでも可能です。
●

エラーコード
メッセ ージ

1

2

D 024
■iPhoneの場合

「OMRON…connect」
アプリについて、以下初期設定が完了しているかをご確認ください。
…・
「OMRON…connect」
アプリをインストールし、計測機器を登録する。
…・
「OMRON…connect」
アプリから「ヘルスケア」
アプリへのデータ連携を許可する。
…・
「OMRON…connect」
アプリと計測機器の同期を行う。
■Android端末の場合

「OMRON…connect」
アプリに本アプリで使用できる計測機器が登録されていません。
「OMRON…connect」
アプリで機器の登録をしてから再度お試しください。
対応方法

「OMRON… connect」
アプリに計測機器が登録されていないか、iPhoneの場合は
「ヘルスケア」
アプリに計測機器データが連携されていないため、歩数データが反映
できません。以下の手順で設定を行ってください。
■iPhoneの場合

1「OMRON…connect」
アプリをインストールしてない場合はインストールし、
同アプ

リの画面に表示された手順にしたがって「カロリスキャン」
を登録してください。

2「OMRON… connect」
アプリから「ヘルスケア」
アプリへのデータ連携を許可して

ください。

3「OMRON… connect」
アプリのホーム画面を下にスワイプし、
「カロリスキャン」
と

同期してください。

■Android端末の場合

1「OMRON… connect」
アプリを起動し、同アプリのメニュー＞「機器」
から【 +機器

の追加】
で"活動量計"の機器登録を行ってください。

2「OMRON… connect」
アプリのメニュー＞
「連携アプリ・サービス」
で、
「あるく保険」

アプリへのデータ連携を許可してください。
⇒くわしくは P11 の 2 〜 P13 をご覧ください。
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事前準備

エラーコード

D 026

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

●

アプリとの連携に失敗しました。以下を実施してから、再度
メッセ ージ 「OMRON connect」
お試しください。
・
「OMRON connect」
アプリをインストールし、初期設定・計測機器の登録を行う。
・
「OMRON connect」
アプリのメニュー＞「連携アプリ・サービス」
から「あるく保
険」
アプリへのデータ書き込みをONにする。
対応方法

「OMRON connect」
アプリがインストールされていない可能性があります。
以下の手順で「OMRON connect」
アプリのインストールと「カロリスキャン」
の
登録、
「あるく保険」
アプリへのデータ連携許可を行ってください。
1「OMRON

connect」
アプリをインストールしてください。
connect」
アプリを起動し、同アプリの画面に表示された手順にした
がって「カロリスキャン」
を登録してください。
3「OMRON connect」
アプリのメニュー＞【連携アプリ・サービス】で、
「あるく保
険」
アプリへのデータ連携を許可してください。
⇒くわしくは P11 の 2 〜 P13 をご覧ください。
2「OMRON

エラーコード

●

D 028
選択された計測機器はこのスマートフォンでは利用できません。
別の計測機器を選択してください。

メッセ ージ

対応方法

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

●

お手持ちのスマートフォンによる歩数計測はできません。
「 あるく保 険 」アプリ内 のメニュー＞「 計 測 機 器 」から他 の 計 測 機 器 へ 切り替え
をしてください。

エラーコード

D 029

対応方法

その他

アプリとの連携に失敗しました。
「OMRON connect」
アプリ
メッセ ージ 「OMRON connect」
のメニュー＞「連携アプリ・サービス」
から「あるく保険」
アプリへのデータ書き込みを
ONにしてから、再度お試しください。
「OMRON connect」
アプリから「あるく保険」
アプリへのデータ連携が許可され
ていないため、歩数データが反映できません。
以下の手順でデータ連携の許可をしてください。
1「OMRON connect」
アプリを起動し、
メニュー内の【 連携アプリ・サービス】を
タップしてください。
2「あるく保険」
の右側に表示された【＋】をタップしてください。
3 画面に表示された内容をご確認のうえ、
同意いただける場合は【 同意する】を
タップしてください。
⇒くわしくは P12 〜 P13 をご覧ください。

その他のよくある質問については、当社ホームページ（https://faq.tmn-anshin.co.jp/）をご覧ください。
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その他
▶ 商標について

● Bluetooth ®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標です。
● Apple、Appleのロゴ、Apple Watch、iPhone、App Store はApple Inc. の商標です。
● iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
● Android、Google Play はGoogle LLC の商標です。
● iOSの商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
● QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
● その他の会社名・商品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。

▶「アプリケーション利用規約」
および「計測機器利用規約」
について

「あるく保険」
アプリ内で、本規約の全文をご確認することができますが、大切な部分に
ついて一部抜粋し掲載しています。
※なお、本規約は、予告なく変更することがあります。

▶ アプリケーション利用規約
本アプリの利用環境について

第3条（利用環境の整備）
（1）本会員は、歩数の計測機能を内蔵し本アプリとのデータ連携が可能である携帯電話端末に本アプリをインストールする必要が
あります。
（2）本会員は、本アプリの利用にあたって、
インターネットによる通信環境を整備し、当社が本アプリのバージョンアップを行った場
合は、携帯電話端末にインストールされた本アプリのアップデートを適時に行うものとします。
（3）当社は本サービスを無料で提供します。ただし本会員は、本サービスの利用にあたり、通信手段および携帯電話端末、
オペレー
ションシステム、
ソフトウェア、電力、電池等これらに付随する機器や、一部サービスにおいてはサービスに対応した機器類を本
会員の責任と費用において設定および用意するものとします。
（4）本会員が本サービスの提供を受けるにあたり用意する携帯電話端末は、本アプリのインストールおよび本アプリとの歩数等の
データ連携が可能であることを必要とします。
（5）本サービスの利用申込、本サービスの利用および本アプリのダウンロード・アップデート等の利用環境の整備に際し発生する
通信料は、本会員がこれを負担するものとします。
（6）本会員は、携帯電話端末を変更する場合、変更後の携帯電話端末に本アプリをインストールし、本会員情報を登録してくださ
い。この場合、本会員は、
サービス利用契約の内容が変更後の携帯電話端末で本会員情報を登録した時点の本規約により改め
られることについて承諾する必要があります。

▶ 計測機器利用規約
計測機器について

第3条（計測機器）
（1）本会員は、携帯電話端末に本アプリをインストールし、当社が指定する方法で本アプリに歩数等のデータを連携できるように
設定することにより、本計測機器を使用します。
（2）健康増進特約を新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
に新規に付加する場合、本条（1）
の設定はその健康増進特約の
付加日からその日を含めて30日目に当たる日までに行ってください。
（3）新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
に付加する健康増進特約条項第1条（用語の意義）
における計測機器は、本計測
機器とします。
（4）新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
に付加する健康増進特約条項第1条（用語の意義）
における計測開始基準日は、
健康増進特約の付加日とします。ただし、健康増進特約を新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
に新規に付加する場合
で、その健康増進特約の付加日より前の日に本条（1）
の設定を行わなかったときは、その健康増進特約については、次の日を
計測開始基準日とします。
①その健康増進特約の付加日からその日を含めて29日目以前に本条（1）
の設定を行った場合：本条（1）
の設定を行った日の翌日
②前①以外の場合：その健康増進特約の付加日からその日を含めて30日目に当たる日
（5）本会員は、本サービスの利用にあたり、通信手段および携帯電話端末、
オペレーションシステム、
ソフトウェア、電力、電池等これ
らに付随する機器や、一部サービスにおいてはサービスに対応した機器類を本会員の責任と費用において設定および用意す
るものとします。
（6）本会員が本サービスの提供を受けるにあたり用意する携帯電話端末は、本アプリのインストールおよび本アプリとの歩数等の
データ連携が可能であることを必要とします。また、携帯電話端末以外の本計測機器を利用して歩数等を計測する場合は、そ
の本計測機器からのデータ連携が可能であることを必要とします。
（7）本会員が本サービスの提供を受けるためにインターネットを利用した場合、
インターネット利用に係る費用は、本会員がこれを
負担するものとします。
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本会員情報の取扱いについて

計測機器の貸与について

第8条（本貸与計測機器の貸与）
（1）当社は、本会員が本貸与計測機器の貸与を当社に申し出た場合、新規に付加した健康増進特約の特約条項に定める健康増進
還付金の支払対象期間満了までの間に1回を限度として、その対価を別途いただくことなく本貸与計測機器を本会員に貸与し
ます。なお、当社は、健康増進特約条項に定める健康増進還付金の支払対象期間満了時に、再度、健康増進特約を付加する場
合等において、その後も本貸与計測機器を貸与すること（貸与にあたって、その対価を別途いただくかどうかを問いません。）
を保証いたしません。
（2）本条（1）
の規定により当社が本貸与計測機器を貸与する場合（本条（4）
の規定により代替となる本貸与計測機器を貸与する
場合を含みます。）
、本会員は別途当社が指定する方法および場所にて本貸与計測機器を受け取り、第3条（計測機器）
（ 1）
また
は第13条（計測機器を変更する場合の取扱い）
②の規定にしたがって歩数等を計測するための設定を行うものとします。
（3）本貸与計測機器の貸与期間は、本条（1）
の規定により本貸与計測機器の貸与を受けた日から健康増進特約条項に定める健康
増進還付金の支払対象期間の満了日までとします。ただし、健康増進還付金の支払対象期間満了時に、再度、健康増進特約を
付加する場合においては、当社が貸与期間の満了日を別に定めることにより、
貸与期間を延長することがあります。
（4）当社は、本会員から第9条（本会員の遵守すべき事項等）
（ 2）
⑧に定める通知を受け、
かつ本貸与計測機器のメーカー保証等が
適用される場合には、本条（1）
の規定に関わらず、本会員による申出に応じて、その対価を別途いただくことなく代替となる本
貸与計測機器を貸与します。この場合、本会員は通知した日の翌日から起算して30日以内に、当社が指定する方法により、破
損、故障等が発生した本貸与計測機器を当社に返却するものとします。
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第5条（本会員情報の取扱い）
（1）当社は、本会員情報を当社が別に定める「プライバシーポリシー（個人情報の取扱いについて）
」
および本規約に従って取り扱
います。ただし、当社は、本会員情報のうち歩数以外の生体情報（バイタルデータ）
を、各種保険契約の引受、継続・維持管理お
よび保険金・給付金等のお支払いには利用しません。
（2）本条
（1）
に規定するほか、
当社は、
次の利用目的のため、
本会員情報を東京海上グループ各社・提携先企業に提供することがあります。
①東京海上グループ各社・提携先企業の新商品開発のための統計情報の収集および分析
②東京海上グループ各社・提携先企業のアンケート依頼
③東京海上グループ各社・提携先企業のキャンペーン案内･抽選･賞品発送
④東京海上グループ各社・提携先企業の各種商品・サービスのご案内
なお、当該企業等の一覧は本アプリにより携帯電話端末の画面上に表示する当社指定のページに掲載します。
（3）サービス利用契約が終了した場合でも、その終了時までに当社が取得した本会員情報は、本会員より当社に対して利用停止の
申出のない限り、当社は、本規約にしたがって利用することができるものとします。

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

第4条（計測機器をご利用できない場合等）
（1）本計測機器により計測されたデータは、携帯電話端末を経由して自動的にセンターシステムに送信されます。ただし、次の①～
⑦に定める場合等において、
データの一部または全部が正しく計測できない、
または正しく送信されない場合があります（正し
く送信されない間に計測されたデータが、通信手段が正常に作動する環境が回復した後で事後的に送信され、
センターシステ
ムにおいて正常に処理された場合を除きます）
。
①損傷、故障または電池切れ等により本計測機器が正常に動作しなかった場合
②本計測機器の起動中に携帯電話端末が通信圏外であったことまたは通信が中断されたことなどにより、本会員情報を正常
に計測できなかった場合
③当社が定める一定期間内に、携帯電話端末とセンターシステムが連携されなかった場合
④通信機器、通信回線またはインターネット等の障害
⑤本会員が登録した情報に誤りがある場合または登録した情報の変更の届け出を行っていない場合
⑥センターシステムが正常に動作しない場合
⑦天災地変、輸送中の事故または遅延等当社の責めに帰さない事由により本貸与計測機器を速やかに受け渡すことができな
い場合
（2）当社は、健康増進特約条項の規定により健康増進還付金の支払義務を負うほか、本サービスを通じて本会員が閲覧または取
得する情報、
コンテンツ等についてその安全性、正確性、確実性、有用性、本会員の経済的利益の実現性、第三者の権利非侵害
性等についていかなる保証も行わないものとし、
本会員に損害が発生した場合であっても、
一切責任を負いません。
（3）当社は、本アプリに瑕疵または不具合（プログラムのバグを含みます。以下同じ。）
がないことを明示的にも黙示的にも保証し
ておりません。当社は本アプリに瑕疵または不具合が発見された場合、その瑕疵または不具合の修補に努めるものとします
が、その瑕疵または不具合の修補の実現を保証するものではありません。
（4）本条（3）
により歩数等を計測できなかった場合の健康増進還付金の取扱いは、
健康増進特約条項の規定によるものとします。

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

計測機器をご利用できない場合等について

事前準備

（8）携帯電話端末にインストールされた本アプリ以外の歩数計測アプリに記録された歩数と本アプリに記録された歩数との間に
差異があるときは、本アプリに記録された歩数に基づいて1日あたりの平均歩数を計算します。
（9）本会員は、あらかじめ当社の承諾を得て、
次の変更を行うことができます。
①携帯電話端末を変更すること
②本計測機器を変更すること

（5）本会員は、次のいずれかの事由が生じた場合は、その事由が生じた日（本貸与計測機器の貸与期間が終了した後に、紛失また
は盗難にあった本貸与計測機器が発見された場合は、発見された日）
の翌日から起算して30日以内に、当社が指定する方法に
より、本貸与計測機器を当社に返却するものとします。ただし、④に該当した場合で、破損、故障等の状態により当社が返却を不
要と認めたときを除きます。
①本条（3）
の規定により本貸与計測機器の貸与期間が終了した場合
②「健康増進特約」
または「新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
契約」
が解除、
解約等により消滅した場合
③本会員が本規約に違反したことにより、
当社がサービス利用契約を解除した場合
④本貸与計測機器の破損、故障等により本貸与計測機器が使用不能となった場合で、本条（4）
の規定によるメーカー保証等が
適用されないとき
（6）当社は本貸与計測機器に瑕疵または不具合が発見された場合、当社の定める方法により、本会員に対しその旨を通知します。
この場合、瑕疵または不具合のない本貸与計測機器を提供するかその瑕疵または不具合を修補するまでは、第13条（計測機
器を変更する場合の取扱い）
の規定にしたがって本計測機器を変更し、歩数等を計測してください。ただし、当社は、瑕疵もしく
は不具合のない本貸与計測機器の提供またはその瑕疵もしくは不具合の修補を保証するものではありません。
（7）本条（6）
により歩数等を計測できなかった場合の健康増進還付金の取扱いは、健康増進特約条項の規定によるものとします。
その他、当社は、本貸与計測機器の瑕疵または不具合に起因して本会員が被った直接的または間接的損害（通信機器、
ソフト
ウェア等の破損を含む）
および第三者が被った損害についてはその責任を負いません。

お客様にお守りいただく事項・禁止事項について

第9条（本会員の遵守すべき事項等）
（1）本会員は、本規約に基づき本会員情報を計測する場合は、
本計測機器を装着または携帯することを必要とします。
（2）本会員は、本計測機器および携帯電話端末の取扱いに関して、
次の①～⑨に定める事項を遵守するものとします。
①本会員が本会員情報を計測するために本計測機器を装着または携帯したときは、取扱説明書の注意事項等の当社の定める
方法および関連法令等にしたがって、
本会員情報を正常に計測できる状態を保持すること。
②本計測機器（本貸与計測機器を除きます。
）
を他人に譲渡または貸与する等、
他人の使用に供する場合は、
当社に通知すること。
③本計測機器を紛失した場合は、
ただちに当社に通知すること。
④本計測機器が盗難にあった場合は、
ただちに警察へ届出を行い、
当社に通知すること。
⑤本計測機器により計測された本会員の歩数を当社の定める通信手段を用いて当社に通知するものとし、正当な理由のない
限り、その通信手段が正常に作動する環境を保持すること。
⑥本貸与計測機器について善良な管理者の注意義務をもって保管、
管理および使用すること。
⑦本貸与計測機器について、その条件にしたがって使用するものとし、本貸与計測機器を他人に譲渡または貸与する等、他人
の使用に供してはならないこと。
⑧本貸与計測機器の破損、故障等が発生した場合は、
ただちに当社に通知すること。
⑨前③または④の通知の後に、紛失または盗難にあった本計測機器が発見された場合は、
ただちに当社に通知すること。
（3）本会員は次の①～⑥に定める行為（以下「禁止行為」
といいます。）
を行ってはなりません。
①本計測機器に本会員の実際の歩数と異なる虚偽のデータを記録させる行為または本計測機器に搭載された感知器もしくは
歩数を計測するプログラムの改変等により歩数の正常な計測を妨げる行為
②知的財産権等の侵害、営業秘密の不正目的利用、電信詐欺、プライバシーの侵害等の不正な目的で本計測機器または携帯
電話端末を利用する行為
③他の利用者、
ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する行為
④法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
⑤公序良俗に反する行為。なお、公序良俗に反する行為とは、不正に他の利用者になりすますこと、不正または違法な目的で
ネットワーク上での身元を偽ること、
コンピュータ・ワームまたはウィルスを伝播すること、
およびネットワークを通じてアクセ
スできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、
これらに限定されるものではありません。
⑥本貸与計測機器の分解、改造行為
（4）本会員が禁止行為を行ったことに起因して、当社、提携先企業等または第三者に損害が生じたときは、本会員はこれを賠償する
ものとします。

本アプリでのプッシュ通知について

第10条（本会員に対する通知）
（1）本規約に基づく本会員に対する意思表示は、
本アプリによるメッセージの送信等の電磁的方法により行うことができます。
（2）本会員に対して本アプリによるメッセージを送信する場合は、本会員情報を利用することができます。
（3）本アプリによるメッセージを送信することにより本会員に対して意思表示を行う場合、本会員に送信した情報を記録した電磁的
記録に本会員がアクセス可能となった時点で本会員に到達したものとします。

本規約の有効性について

第15条（本規約の有効性）
（1）本規約の条項のいずれかが無効とされる場合であっても、
本規約の残りの規定は効力を有するものとします。
（2）サービス利用契約の解約等により、サービス利用契約が終了した場合であっても、本規約の第5条（本会員情報の取扱い）
、第
7条（本サービスの知的財産権等）
、第8条（本貸与計測機器の貸与）
（ 4）
および（5）
、第9条（本会員の遵守すべき事項等）
、第
20条（新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
の契約日が2019年7月1日以前である場合の取扱い）
②によって読み替
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はじめに

第18条（健康増進特約を再度付加する場合の取扱い）
健康増進特約条項に定める健康増進還付金の支払対象期間が満了することにより、健康増進特約を新医療総合保険（基本保障・無
解約返戻金型）
に再度付加することを当社が承諾した場合は、
次の①～③のとおり取り扱います。
①第3条
（計測機器）
（ 4）
の規定は、
再度付加する前の健康増進特約と再度付加した後の健康増進特約とで、
それぞれ別個に適用します。
②第12条（本サービスの解約、解除、終了）
（ 2）
②の規定にかかわらず、再度付加する前の健康増進特約における健康増進還付金の
支払対象期間が満了しても、
サービス利用契約は終了しないものとします。
③第13条（計測機器を変更する場合の取扱い）
の規定にかかわらず、健康増進特約を再度付加するに際して、当社より本貸与計測
機器の貸与を新たに受けた場合、その本貸与計測機器への変更について、当社が別に定める指示のあるときは、その指示にした
がって本計測機器の変更を行うものとします。

新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
の契約日が2021年7月1日以前である場合の取扱いについて

規定

読替前

読替後
健康増進特約を再度付加する場合で、その再度付加された健
康増進特約の特約条項に定める健康増進還付金の支払対象
期間満了までの間

（1）

新規に付加した健康増進特約の特約条項に定める健康
増進還付金の支払対象期間満了までの間

（3）

健康増進特約条項に定める健康増進還付金の支払対象
期間の満了日まで

再度付加する健康増進特約の特約条項に定める健康増進還付
金の支払対象期間の満了日まで

（3）

ただし、健康増進還付金の支払対象期間満了時に、再
度、健康増進特約を付加する場合においては、当社が貸
与期間の満了日を別に定めることにより、貸与期間を延
長することがあります。

ただし、健康増進還付金の支払対象期間満了時に、再度、健康
増進特約を付加する場合においては、貸与期間の満了日を再
度付加する健康増進特約の特約条項に定める健康増進還付金
の支払対象期間の満了日までとします。

新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
の契約日が2019年7月1日以前である場合の取扱いについて

第20条（新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
の契約日が2019年7月1日以前である場合の取扱い）
本会員が加入する新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
の契約日が2019年7月1日以前である場合は、本貸与計測機器の
貸与について、次の①および②のとおり取り扱います。
①2019年7月2日から2021年7月1日までを付加日として健康増進特約を新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
に再度付
加することを当社が承諾した場合、次のア.およびイ.のとおりとします。
ア．
その再度付加した健康増進特約における健康増進還付金の支払対象期間中の歩数等を計測するための本貸与計測機器の貸与
については、
第8条（本貸与計測機器の貸与）
に規定によるものとします。
この場合、
第8条（本貸与計測機器の貸与）
における下表
「規定」
中、
「読替前」
欄に記載の字句をそれぞれ「読替後」
欄に記載の字句に読み替えます。
規定

読替前

（1）

新規に付加した健康増進特約の特約条項に定める健康
増進還付金の支払対象期間満了までの間

（3）

健康増進特約条項に定める健康増進還付金の支払対象
期間の満了日まで

読替後
健康増進特約を初めて再度付加する場合で、その再度付加さ
れた健康増進特約の特約条項に定める健康増進還付金の支
払対象期間満了までの間
初めて再度付加する健康増進特約の特約条項に定める健康増
進還付金の支払対象期間の満了日まで
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その他

イ．
前ア.の規定により新たに本貸与計測機器の貸与を受けた場合、その本貸与計測機器を第13条（計測機器を変更する場合の取
扱い）
および第18条（健康増進特約を再度付加する場合の取扱い）
③の規定にしたがって本計測機器に変更し、その変更日が前
ア.の再度付加した健康増進特約の付加日より前の日であるときは、その本貸与計測機器を2021年7月1日以前を付加日とする
健康増進特約における健康増進還付金の支払対象期間中の歩数等の計測に使用することができます。なお、本貸与計測機器の
貸与を既に受けている本会員が、本条による読み替え後の第8条（本貸与計測機器の貸与）
（ 1）
の規定に基づき、新たに本貸与
計測機器の貸与を受けたときは、新たに本貸与計測機器の貸与を受けた日の翌日から起算して30日以内に、当社が指定する方
法により、既に貸与を受けている本貸与計測機器を当社に返却するものとします。

計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について

第19条（新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
の契約日が2021年7月1日以前である場合の取扱い）
本会員が加入する新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
の契約日が2021年7月1日以前である場合において、2021年7月
2日から2023年7月1日までを付加日として健康増進特約を新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
に再度付加することを当
社が承諾した場合、本貸与計測機器の貸与について、
次のア.およびイ.のとおりとします。
ア．
その再度付加した健康増進特約における健康増進還付金の支払対象期間中の歩数等を計測するための本貸与計測機器の貸与
については、
第8条（本貸与計測機器の貸与）
に規定によるものとします。
この場合、
第8条（本貸与計測機器の貸与）
における下表
「規定」
中、
「読替前」
欄に記載の字句をそれぞれ「読替後」
欄に記載の字句に読み替えます。

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について

健康増進特約を再度付加する場合の取扱いについて

事前準備

えられた第8条（本貸与計測機器の貸与）
（ 4）
、
（5）
および（7）
ならびに本条の規定は有効に存続するものとします。ただし、第8
条（本貸与計測機器の貸与）
（ 4）
および（5）
ならびに第20条（新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
の契約日が2019
年7月1日以前である場合の取扱い）
②によって読み替えられた第8条（本貸与計測機器の貸与）
（ 4）
、
（5）
および（7）
の規定
は、いずれも本貸与計測機器の返却に係る部分に限ります。

イ．
前ア.の規定により新たに本貸与計測機器の貸与を受けた場合、その本貸与計測機器を第13条（計測機器を変更する場合の取
扱い）
および第18条（健康増進特約を再度付加する場合の取扱い）
③の規定にしたがって本計測機器に変更し、その変更日が前
ア.の再度付加した健康増進特約の付加日より前の日であるときは、その本貸与計測機器を2019年7月1日以前を付加日とする
健康増進特約における健康増進還付金の支払対象期間中の歩数等の計測に使用することができます。
②2019年7月1日以前を付加日とする健康増進特約における健康増進還付金の支払対象期間中の歩数等を計測するための本貸
与計測機器の貸与については、第8条（本貸与計測機器の貸与）
の規定を次のとおり読み替えて適用するものとします。
「第8条（本貸与計測機器の貸与）
（1）当社は、本会員が本貸与計測機器の貸与を当社に申し出た場合、健康増進特約を付加した新医療総合保険（基本保障・無解
約返戻金型）
契約の成立時に、その対価を別途いただくことなく本貸与計測機器を本会員に貸与します。
（2）本条（1）
の規定により当社が本貸与計測機器を貸与する場合、本会員は別途当社が指定する方法および場所にて本貸与計
測機器を受け取り、第3条（1）
の規定にしたがって歩数等を計測するための設定を行うものとします。
（3）本貸与計測機器の貸与期間は、健康増進特約条項に定める健康増進還付金の支払対象期間の満了までとします。ただし、第
19条（新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
の契約日が2019年7月1日以前である場合の取扱い）
①イ.の規定によ
り新たに貸与を受けた計測機器に本計測機器を変更し、その変更日が同条①ア.の再度付加した健康増進特約の付加日より
前の日であるときは、その変更した時に本貸与計測機器の貸与期間は終了します。
（4）次のいずれかの事由が生じた場合、本会員が当社に対して代替となる本貸与計測機器の貸与を請求し、再発行手数料として
4,000円を支払ったときは、当社は、
本会員に代替となる本貸与計測機器を貸与します。
①本貸与計測機器に破損、故障等が発生した場合。ただし、その事由が生じた日の翌日から起算して30日以内に、当社が指
定する方法により、破損、故障等が発生した本貸与計測機器を当社に返却した場合に限ります。
②本貸与計測機器を紛失した場合または盗難にあった場合
（5）本条（4）
の規定にかかわらず、当社は、本会員から第9条（本会員の遵守すべき事項等）
（ 2）
⑧に定める通知を受け、
かつ本
貸与計測機器のメーカー保証等が適用される場合には、再発行手数料なしに本会員に代替となる本貸与計測機器を貸与し
ます。この場合、本会員は通知した日の翌日から起算して30日以内に、当社が指定する方法により、破損、故障等が発生した
本貸与計測機器を当社に返却するものとします。
（6）本条（4）
および（5）
の規定にかかわらず、本会員が本計測機器を自ら用意した計測機器に切り替える場合は、当社は代替と
なる計測機器を貸与しません。
（7）本会員は、次のいずれかの事由が生じた場合は、その事由が生じた日の翌日から起算して30日以内に、当社が指定する方法
により、本貸与計測機器を当社に返却するものとします。
①本条（3）
の規定により本貸与計測機器の貸与期間が終了した場合
②「健康増進特約」
または「新医療総合保険（基本保障・無解約返戻金型）
契約」
が解除、
解約等により消滅した場合
③本会員が本規約に違反したことにより、
当社がサービス利用契約を解除した場合
④本条（4）
②の規定により代替となる本貸与計測機器の貸与を受けた後で、紛失または盗難にあった本貸与計測機器が発
見された場合
（8）当社は本貸与計測機器に瑕疵または不具合が発見された場合、当社の定める方法により、本会員に対しその旨を通知しま
す。この場合、瑕疵または不具合のない本貸与計測機器を提供するかその瑕疵または不具合を修補するまでは、本計測機器
を携帯電話端末に切り替えて、歩数等を計測してください。ただし、当社は、瑕疵もしくは不具合のない本貸与計測機器の提
供またはその瑕疵もしくは不具合の修補を保証するものではありません。
（9）本条（8）
により歩数等を計測できなかった場合の健康増進還付金の取扱いは、健康増進特約条項の規定によるものとしま
す。その他、当社は、本貸与計測機器の瑕疵または不具合に起因して本会員が被った直接的または間接的損害（通信機器、
ソ
フトウェア等の破損を含む）
および第三者が被った損害についてはその責任を負いません。」
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はじめに
事前準備

▶ MEM O

計測機器の初期設定等 「あるく保険」
アプリの機能について
計測機器の切り替え
こんなときどうする？
スマートフォンの機種変更について
その他

▶ お問合せ先
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 カスタマーセンター

0120-729-233

受付時間 : 平日 9:00～18:00
（土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。）

「カロリスキャン
（貸与）
」
や
「OMRON connect」
アプリに関するお問合せ先 （操作、修理等に関するお問合せも含みます）

0120-309-033

オムロン ヘルスケア株式会社
オムロンコネクト サポートデスク

受付時間 : 平日 9:00〜12:00 13：00〜17：00
    （土曜・日曜・祝日・年末年始・お盆期間等を除きます。）
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＜取扱者／代理店＞
＜事 務 代 行 会 社＞

https://www.tmn-anshin.co.jp/
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