
ご利用ガイド
ヒルズIDの登録と 
WORKERS BOARDとの紐付け手順



● この操作はスマートフォンでも可能ですが、「ご利用ガイド」ではPCのブラウザを用いた手順をご紹介しております。

● 当ウェブサイトのご利用にあたっては、Google Chrome, Safariの最新版での閲覧を推奨しております。

 推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもお客さまのブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない

場合がございます。また、一部のソフトウェアをインストールしている場合、正しく動作しない場合がございます。

ヒルズIDの登録とWORKERS BOARDとの紐付け手順

ご注意
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ヒルズIDの登録とWORKERS BOARDとの紐付け手順

ご自身が　　　　　　　　のどれに該当するかをご確認ください。　ページをクリックすると該当の手順が表示されます。

まず最初に

A・B・C・Dそれぞれのステップへ続く

▲

A

A B C D

P03へ

B P09へ

C P16へ

D P22へ

YES

NO

ヒルズIDは
お持ちですか？

ヒルズIDは
お持ちですか？

YES

NO

YES

NO

WORKERS BOARDへ
登録されていますか？

わからない方は こちら から
お問い合わせください。 

わからない方は こちら から
お問い合わせください。 

わからない方は こちら から
お問い合わせください。 
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1Step

2Step

3Step

4Step

A 「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに登録済みの方

完了まで以下の  5ステップ  になります。

ヒルズカードをお持ちの方は、お手元にご用意の上、登録手続きにお進みください。

ヒルズIDでログイン

WORKERS BOARDにログインしヒルズIDを紐付ける

WORKERS BOARDの会員情報を確認し、更新する

ヒルズアプリをスマートフォンにダウンロード

ヒルズアプリにお手持ちのヒルズカードを登録　※ヒルズカードをお持ちの方のみ5Step
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［WORKERS BOARDにログインし、ヒルズIDを紐付ける］へ続く

▲

1Step ヒルズIDでログインする

「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに登録済みの方A

入力

クリック

① ヒルズID（メールアドレス）とパスワードを入力し、[ログイン]をクリック

WORKERS BOARDの
「会員ログイン/新規会員登録」
より登録開始
こちら をクリック

※本画面が出ていない方は Step2の① に進む
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入力

WORKERS BOARDにログインし、
ヒルズIDを紐付ける

［WORKERS BOARDの会員情報を確認し、更新する］へ続く

▲

2Step

「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに登録済みの方A

クリック

クリック
クリック

② [ヒルズIDに紐付ける ]をクリック ③ [サービスへ戻る ]をクリックし、WORKERS 
BOARDの「会員情報更新お手続き」内容
確認へ進む

① WORKERS BOARDのログインIDとパス
ワードを入力し、[ 次へ ]をクリック

※ WORKERS BOARDへ移動しない方は
 こちら をクリック
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※本メッセージが出ていない方は②に進む

WORKERS BOARDの会員情報を確認し、
更新する

3Step

［ヒルズアプリをスマートフォンにダウンロード］へ続く

▲
「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに登録済みの方A

① 以下メッセージが出た方は、該
当する状況を3つの中からお選
びいただき、再度メールアドレス
を入力

④ WORKERS BOARD会員情報
更新とヒルズIDの紐付けが完了

③ 入力内容を確認し、[更新申請]
をクリック

② 登録内容を確認
 変更がある場合は該当する箇所
を修正し、[入力内容を確認]を
クリック

クリック

クリック
クリック

選択

入力

確認

確認
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ヒルズアプリを
スマートフォンにダウンロード

4Step

「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに登録済みの方A

［ヒルズアプリにお手持ちのヒルズカードを登録］へ続く

▲

ヒルズアプリの詳細を知りたい方は こちら を参照してください

ダウンロードは
こちらから

アプリのダウンロードが
完了しましたら
次へお進みください

スマートフォンに
ヒルズアプリを
ダウンロードする
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ヒルズアプリに
お手持ちのヒルズカードを登録

「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに登録済みの方A

ヒルズカード情報の登録が
完了しました。
ヒルズアプリで
快適なヒルズライフを
お楽しみください。

5Step

メニュー
タップ タップ

入力

① ヒルズアプリにヒルズIDで
ログインし、右下のメニュー
から［お手持ちのヒルズ
カードを登録］をタップ

③ お手持ちのヒルズカード番
号（カード券面下部の10桁）
を入力し、［ヒルズカードを
登録する］をタップ

② ［ヒルズカードを登録する］
をタップ

現在のヒルズポイントや、年間お買上げ金額が

ヒルズアプリに反映されます。また、ヒルズポイ

ントの対象施設・店舗でのお買上げ合計金額に

応じたプレミアムステージを設定。各ステージに

達した会員様には、ボーナスポイントをはじめ、

嬉しいサービスをご用意しており、ヒルズアプリ

からご利用いただくことが可能です。

※一部サービスは未対応 

こちらの手続きは、ヒルズカードをお持ちでない方は不要です

08



1Step

2Step

3Step

4Step

5Step

B 「WORKERS BOARD」登録済・「ヒルズID」未登録の方

完了まで以下の  5ステップ  になります。

ヒルズカードをお持ちの方は、お手元にご用意の上、登録手続きにお進みください。

ヒルズIDを登録

WORKERS BOARDにログインしヒルズIDを紐付ける

WORKERS BOARDの会員情報を確認し、更新する

ヒルズアプリをスマートフォンにダウンロード

ヒルズアプリにお手持ちのヒルズカードを登録　※ヒルズカードをお持ちの方のみ
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［ヒルズIDを登録する（2）］へ続く

▲

1Step ヒルズIDを登録する（1）

「WORKERS BOARD」登録済・「ヒルズID」未登録の方B

① [ 新規会員登録 ]をクリック ④ 「【ヒルズID】新規登録のための
ワンタイムパスワードのお知ら
せ」という件名のメールが届く

⑤ メールに記載してあるワンタイ
ムパスワードを入力し、[ 次へ ]
をクリック

③ ご希望のヒルズID（メールアド
レス）を入力し[メールを送信す
る]をクリック

② 利用規約を確認し[同意する]を
クリック

入力
入力

WORKERS BOARDの［会員ログイン/新規会員登録］より登録開始 こちら をクリック

クリック クリック

クリック
クリック
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［WORKERS BOARDにログインし、ヒルズIDを紐付ける］へ続く

▲

⑥ ご希望のヒルズIDのパスワード
を設定し[ 次へ ]をクリック

⑨ 入力内容を確認したら、
 ［登録する]をクリック

⑩ ヒルズIDの作成が完了
 [次へ]をクリックし、
 WORKERS BOARDログインへ
進む

⑧ ヒルズカードの会員情報を入力
し[次へ]をクリック

⑦ PINコードを設定し[次へ]を
 クリック

1Step ヒルズIDを登録する（2）

「WORKERS BOARD」登録済・「ヒルズID」未登録の方B

入力

入力

入力

クリック

クリック

クリック

クリック
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WORKERS BOARDにログインし、
ヒルズIDを紐付ける

② [ヒルズIDに紐付ける ]をクリック ③ [サービスへ戻る ]をクリックし、WORKERS 
BOARDの「会員情報更新お手続き」内容
確認へ進む

「WORKERS BOARD」登録済・「ヒルズID」未登録の方B

入力

［WORKERS BOARDの会員情報を確認し、更新する］へ続く

▲

2Step

① WORKERS BOARDのログインIDとパス
ワードを入力し、[ 次へ ]をクリック

※ WORKERS BOARDへ移動しない方は
 こちら をクリック

クリック

クリック
クリック
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※本メッセージが出ていない方は②に進む

「WORKERS BOARD」登録済・「ヒルズID」未登録の方B

WORKERS BOARDの会員情報を確認し、
更新する

3Step

［ヒルズアプリをスマートフォンにダウンロード］へ続く

▲

① 以下メッセージが出た方は、該
当する状況を3つの中からお選
びいただき、再度メールアドレス
を入力

④ WORKERS BOARD会員情報
更新とヒルズIDの紐付けが完了

③ 入力内容を確認し、[更新申請]
をクリック

② 登録内容を確認
 変更がある場合は該当する箇所
を修正し、[入力内容を確認]を
クリック

選択

入力

確認

確認クリック

クリック

クリック
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「WORKERS BOARD」登録済・「ヒルズID」未登録の方B

ヒルズアプリを
スマートフォンにダウンロード

4Step

［ヒルズアプリにお手持ちのヒルズカードを登録］へ続く

▲

ヒルズアプリの詳細を知りたい方は こちら を参照してください

ダウンロードは
こちらから

アプリのダウンロードが
完了しましたら
次へお進みください

スマートフォンに
ヒルズアプリを
ダウンロードする
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「WORKERS BOARD」登録済・「ヒルズID」未登録の方B

ヒルズカード情報の登録が
完了しました。
ヒルズアプリで
快適なヒルズライフを
お楽しみください。

メニュー
タップ タップ

入力

① ヒルズアプリにヒルズIDで
ログインし、右下のメニュー
から［お手持ちのヒルズ
カードを登録］をタップ

③ お手持ちのヒルズカード番
号（カード券面下部の10桁）
を入力し、［ヒルズカードを
登録する］をタップ

② ［ヒルズカードを登録する］
をタップ

現在のヒルズポイントや、年間お買上げ金額が

ヒルズアプリに反映されます。また、ヒルズポイ

ントの対象施設・店舗でのお買上げ合計金額に

応じたプレミアムステージを設定。各ステージに

達した会員様には、ボーナスポイントをはじめ、

嬉しいサービスをご用意しており、ヒルズアプリ

からご利用いただくことが可能です。

※一部サービスは未対応 

こちらの手続きは、ヒルズカードをお持ちでない方は不要です

ヒルズアプリに
お手持ちのヒルズカードを登録

5Step
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1Step

2Step

3Step

4Step

5Step

C 「WORKERS BOARD」未登録・「ヒルズID」登録済の方

完了まで以下の  5ステップ  になります。

ヒルズカードをお持ちの方は、お手元にご用意の上、登録手続きにお進みください。

ヒルズIDでログイン

WORKERS BOARDに登録

WORKERS BOARD会員情報とヒルズIDを紐付け

ヒルズアプリをスマートフォンにダウンロード

ヒルズアプリにお手持ちのヒルズカードを登録　※ヒルズカードをお持ちの方のみ
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［WORKERS BOARDに登録する］へ続く

▲

1Step

「WORKERS BOARD」未登録・「ヒルズID」登録済の方C

ヒルズIDでログインする

入力

クリック

① ヒルズID（メールアドレス）とパスワードを入力し、[ログイン]をクリック

WORKERS BOARDの
「会員ログイン/新規会員登録」
より登録開始
こちら をクリック

※本画面が出ていない方は Step2の① に進む
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2Step

「WORKERS BOARD」未登録・「ヒルズID」登録済の方C

［WORKERS BOARD会員情報とヒルズIDを紐付ける］へ続く

▲

WORKERS BOARDに登録する

① [WORKERS BOARD
 新規会員登録]をクリック

※ WORKERS BOARDへ移動
しない方は こちら をクリック

④ 必要事項を入力し、
 ［入力内容を確認］を
 クリック

③ 以下メッセージが出た方
は、該当する状況を3つの
中からお選びいただき、
再度メールアドレスを入力

※本メッセージが出ていない方は④に進む

② 会社のメールアドレスを
入力

※ 対象のオフィスにお勤めであ
ることを確認するため

⑤ 入力内容を確認し、　　
[ 会員登録 ]をクリック
すれば、

 WORKERS BOARDの
登録は完了

入力 選択

入力

入力

確認
クリック

クリック

クリック

クリック

クリック
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［ヒルズアプリをスマートフォンにダウンロードする］へ続く

▲

3Step WORKERS BOARD会員情報と
ヒルズIDを紐付ける

「WORKERS BOARD」未登録・「ヒルズID」登録済の方C

クリック
クリック

① [ヒルズIDに紐付ける ]をクリック
 WORKERS BOARD会員情報とヒルズIDが
紐付けされます

② [ サービスへ戻る ]をクリック ③ WORKERS BOARD会員登録とヒルズIDの
紐付けが完了
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「WORKERS BOARD」未登録・「ヒルズID」登録済の方C

ヒルズアプリを
スマートフォンにダウンロード

4Step

［ヒルズアプリにお手持ちのヒルズカードを登録］へ続く

▲

ヒルズアプリの詳細を知りたい方は こちら を参照してください

ダウンロードは
こちらから

アプリのダウンロードが
完了しましたら
次へお進みください

スマートフォンに
ヒルズアプリを
ダウンロードする
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5Step

「WORKERS BOARD」未登録・「ヒルズID」登録済の方C

ヒルズカード情報の登録が
完了しました。
ヒルズアプリで
快適なヒルズライフを
お楽しみください。

メニュー
タップ タップ

入力

① ヒルズアプリにヒルズIDで
ログインし、右下のメニュー
から［お手持ちのヒルズ
カードを登録］をタップ

③ お手持ちのヒルズカード番
号（カード券面下部の10桁）
を入力し、［ヒルズカードを
登録する］をタップ

② ［ヒルズカードを登録する］
をタップ

現在のヒルズポイントや、年間お買上げ金額が

ヒルズアプリに反映されます。また、ヒルズポイ

ントの対象施設・店舗でのお買上げ合計金額に

応じたプレミアムステージを設定。各ステージに

達した会員様には、ボーナスポイントをはじめ、

嬉しいサービスをご用意しており、ヒルズアプリ

からご利用いただくことが可能です。

※一部サービスは未対応 

こちらの手続きは、ヒルズカードをお持ちでない方は不要です

ヒルズアプリに
お手持ちのヒルズカードを登録

5Step
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1Step

2Step

3Step

4Step

5Step

D 「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに未登録の方

完了まで以下の  5ステップ  になります。

ヒルズカードをお持ちの方は、お手元にご用意の上、登録手続きにお進みください。

ヒルズIDを登録

WORKERS BOARDに登録

WORKERS BOARD会員情報とヒルズIDを紐付け

ヒルズアプリをスマートフォンにダウンロード

ヒルズアプリにお手持ちのヒルズカードを登録　※ヒルズカードをお持ちの方のみ
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［ヒルズIDを登録する（2）］へ続く

▲

1Step ヒルズIDを登録する（1）

「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに未登録の方D

① [ 新規会員登録 ]をクリック ④ 「【ヒルズID】新規登録のための
ワンタイムパスワードのお知ら
せ」という件名のメールが届く

⑤ メールに記載してあるワンタイ
ムパスワードを入力し、[ 次へ ]
をクリック

③ ご希望のヒルズID（メールアド
レス）を入力し[メールを送信す
る]をクリック

② 利用規約を確認し[同意する]を
クリック

入力
入力

WORKERS BOARDの［会員ログイン/新規会員登録］より登録開始 こちら をクリック

クリック クリック

クリック
クリック
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［WORKERS BOARDに登録する］へ続く

▲

1Step ヒルズIDを登録する（2）

「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに未登録の方D

⑥ ご希望のヒルズIDのパスワード
を設定し[ 次へ ]をクリック

⑨ 入力内容を確認したら、
 ［登録する]をクリック

⑩ ヒルズIDの作成が完了
 [次へ]をクリックし、
 WORKERS BOARD登録へ進む

⑧ ヒルズカードの会員情報を入力
し[次へ]をクリック

⑦ PINコードを設定し[次へ]を
 クリック

入力

入力

入力

クリック

クリック

クリック

クリック
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［WORKERS BOARD会員情報とヒルズIDを紐付ける］へ続く

▲

2Step WORKERS BOARDに登録する

「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに未登録の方D

① [WORKERS BOARD
 新規会員登録]をクリック

※ WORKERS BOARDへ移動
しない方は こちら をクリック

④ 必要事項を入力し、
 ［入力内容を確認］を
 クリック

③ 以下メッセージが出た方
は、該当する状況を3つの
中からお選びいただき、
再度メールアドレスを入力

※本メッセージが出ていない方は④に進む

② 会社のメールアドレスを
入力

※ 対象のオフィスにお勤めであ
ることを確認するため

⑤ 入力内容を確認し、　　
[ 会員登録 ]をクリック
すれば、

 WORKERS BOARDの
登録は完了

入力 選択

入力

入力

確認
クリック

クリック

クリック

クリック

クリック
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［ヒルズアプリをスマートフォンにダウンロード］へ続く

▲

① [ ヒルズIDに紐付ける ]をクリック
 WORKERS BOARD会員情報とヒルズIDが
紐付けされます

② [ サービスへ戻る ]をクリック

3Step WORKERS BOARD会員情報と
ヒルズIDを紐付ける

③ WORKERS BOARD会員登録とヒルズIDの
紐付けが完了

「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに未登録の方D

クリック
クリック
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「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに未登録の方D

ヒルズアプリを
スマートフォンにダウンロード

4Step

［ヒルズアプリにお手持ちのヒルズカードを登録］へ続く

▲

ヒルズアプリの詳細を知りたい方は こちら を参照してください

ダウンロードは
こちらから

アプリのダウンロードが
完了しましたら
次へお進みください

スマートフォンに
ヒルズアプリを
ダウンロードする
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https://www.hillscard.com/about_app


00000 00000
森　さくら

00000 00000
森　さくら

「WORKERS BOARD」・「ヒルズID」ともに未登録の方D

ヒルズカード情報の登録が
完了しました。
ヒルズアプリで
快適なヒルズライフを
お楽しみください。

メニュー
タップ タップ

入力

① ヒルズアプリにヒルズIDで
ログインし、右下のメニュー
から［お手持ちのヒルズ
カードを登録］をタップ

③ お手持ちのヒルズカード番
号（カード券面下部の10桁）
を入力し、［ヒルズカードを
登録する］をタップ

② ［ヒルズカードを登録する］
をタップ

現在のヒルズポイントや、年間お買上げ金額が

ヒルズアプリに反映されます。また、ヒルズポイ

ントの対象施設・店舗でのお買上げ合計金額に

応じたプレミアムステージを設定。各ステージに

達した会員様には、ボーナスポイントをはじめ、

嬉しいサービスをご用意しており、ヒルズアプリ

からご利用いただくことが可能です。

※一部サービスは未対応 

こちらの手続きは、ヒルズカードをお持ちでない方は不要です

5Step ヒルズアプリに
お手持ちのヒルズカードを登録

5Step
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