
さいたま市健康マイレージ運営事務局

受け取り後、活動量計は必ず
Loppi端末にかざしてください！！

　本冊子は、活動量計会員の皆様がさいたま市健康マイレージを
すぐにスタートできるよう、基本的な準備や方法について最小限
の必要情報をまとめたものです。
　また、マイレージシステムをより使いこなすための、詳しい情報
もご案内しています。
　活動量計やさいたま市健康マイレージシステムを上手に活用し
て、日々の健康管理・維持に役立ててください。

日々の状況を
確認し

健康づくりに
役立てよう！！

活動量計早わかり活動量計早わかり
スタートアップマニュアルスタートアップマニュアル

さぁ始めよう！さぁ始めよう！
健康マイレージ健康マイレージ

楽しく歩いて
健康に！
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1 さいたま市健康マイレージ参加のために必要な準備
①まずは配送物を確認しよう
お手元に届きました配送物の中に、
「さいたま市健康マイレージのご案内」と
活動量計が同梱されていることをご確認ください。

配送物に不足がある場合は
運営事務局にご連絡ください。

2 ポイントの貯め方
健康マイレージポイントは、1日あたりの歩数または、健（検）診結果を「さいたま市健康マイレージシステム」へ
登録することで付与されます。

①歩いて貯める
1 日あたりの歩数によって付与されるポイントは以下のとおりです。1日に付与されるポイントの上限は 5ポイントです。
※歩数の登録は、活動量計を Loppi やリーダーライターにかざすことによってWeb サイトに送信されます。
「3. 歩数データの登録方法」をご覧ください。

②各種健（検）診で貯める
さいたま市が指定する特定健診、各種がん検診、歯科検診等を受診し、その結果を、「さいたま市健康マイレージシステム」
へ登録してポイントを獲得します。各種健（検）診結果の登録によって付与されるポイントは、１回につき 15ポイントです。
ただし、ポイントが付与されるのは年 3回までの登録になります。また、早期（4月～ 8月）に各種健（検）診を受診した場合、
通常の受診ポイント（15ポイント）に加え、さらに後日、15ポイント付与いたします。
※早期受診追加ポイントの獲得は、10月までに登録が必要です。

マイレージシステムへの登録の仕方は、「6. 会員ホーム画面の基礎的な使い方」をご覧ください。

②Loppiに活動量計をかざそう
下記のいずれかのリーダー部に
活動量計をかざしてください。
●	ローソン店頭端末	Loppi
●		ミニストップ店頭端末
	 MINISTOP	Loppi
●		さいたま市内に設置されている
	 専用端末	リーダーライター

これを忘れると
歩数ポイントが
貯まらないよ！
気をつけて！！

「さいたま市健康マイレージのご案内」
の下部の「初期ID《ログインID》」と
「初期パスワード《パスワード》」を
ご確認ください。

※健康マイレージシステムにログインするために必要な情報なので捨てないでください。

さいたま市健康マイレージのご案内

活動量計

0123ABCD

abc012

重要！

注意！
活動量計のデータは、
最低31日に一度は
登録してください。

歩数ポイント

0歩～ 3,999 歩 0ポイント
4,000 歩～ 4,999 歩 1ポイント
5,000 歩～ 5,999 歩 2ポイント
6,000 歩～ 6,999 歩 3ポイント
7,000 歩～ 7,999 歩 4ポイント

8,000 歩～ 5ポイント
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3 歩数データの登録方法
データを登録すると自動的にポイントが貯まります。登録の仕方は２通りあります。
データの登録はこまめに行ってください。未登録のまま３１日を超えるとデータは古い順に上書きされます。

方法①	ローソン店頭端末	Loppi・ミニストップ店頭端末MINISTOP	Loppi での登録方法

方法②　リーダーライターでの登録方法

さいたま市内の各所に設置されたリーダーライターに活動量計をかざしてデータを送信します。

●リーダーライターは、活動量計をかざすと音声ガイダンスが流れ、ランプが点灯し送信状況をわかりやすく表示します。

方法②　リーダーライターでの登録方法

（活動量計AM-150）

① �Loppi�の FeliCa�リーダー�部に
活動量計をかざす。

※�活動量計は表面を上にして、横向
きに置いてください。正しく置か
なかった場合、失敗する可能性が
あります。

②データが読み込まれる。

送信完了画面が表示
③�活動量計データの送信が完了し、
送信完了画面が表示される。

●�活動量計が正しく置かれないと、　
リーダーライターは赤色に点滅
し、音声ガイダンスが流れます。
この場合は、再度やり直してくだ
さい。

正しい位置に活動量計が置
かれないと、赤色に点滅して

という音声が流れます。

①ブルーにランプが点灯します。
②グリーンにランプが点灯します。

リーダーライターの設置場所は、さい
たま市ホームページで確認してくだ
さい。

さいたま市　健康マイレージ

リーダーライター設置場所

①歩数計データを
　送信します。

②データの送信が
　完了しました。

データの送信に
失敗しました。
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4 活動量計の見方・使い方
配付の活動量計は、タニタAM-150になります。

●各部名称	 ●各データを見る	
表示切替ボタンを押すと、総消費エネルギー量→歩数→
歩行時間→活動エネルギー量→時計→総消費エネルギー量
と表示を変えて見ることができます。

①総消費エネルギー量
　	今日の午前0時から現
時点までの消費エネル
ギー量の累計です。

※�安静時代謝量と生活活
動によって生じた活動
エネルギー量の総数で
す。活動をしていなく
ても安静時代謝量の分
は数値が自動的に加算
されていきます。

①�電池フタの溝へ百円玉
を合わせる。

②�矢印の方向に回して電
池フタを外す。

③�電池（CR2032）の＋
側を上にして矢印の方
向から先に入れる

④�マーク位置に注意しな
がらフタをはめ、矢印
の方向にしっかり閉め
る。

⑤�電池を入れ終わると、
「FFFFF」が表示される。

④活動エネルギー量
　	測定中に消費した活動　
エネルギー量です。

�（�安静時代謝量は含ま
れません）

②歩数
　歩いた歩数です。

③歩行時間
　歩いた時間です。

⑤時計
　現在の時刻です。
�（24時間表示）

●電池を交換する

●過去メモリを見る		
各項目の表示中に、「<」又は「>」ボタンを押すと、その項
目の過去７日分の過去メモリを見ることができます。

・�毎日0：00になると自動的に今日の測定値が過去メモリに
保存されます。

・�過去メモリを表示したままにしておくと約30秒で現在の表
示に戻ります。

・�過去メモリ表示中に表示切替ボタン（○）を押すと当日の
表示に戻ります。

出典：活動量計�(AM-150)�スタートアップガイド、AM-150マニュアル

＜注意＞
※�深夜 23：55 ～翌 0：05までは電池交換を行わないで
ください。記録データに不具合が生じる恐れがあります。
※	電池交換の後は一度リーダーライターか、Loppi にか
ざしてください。
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5 会員専用ログイン画面へのアクセス方法
さいたま市健康マイレージシステムは、インターネット上で使用できるシステムです。
お持ちのパソコン、もしくはスマートフォンを使用してアクセスできます。

方法①	URLを直接入力する

[	PC版	]	https://phrcloud.blp.co.jp/KenkoMileage_City-Saitama/Personal/00/P0000S01.aspx
[	スマートフォン版	]	https://phrcloud.blp.co.jp/KenkoMileage_City-Saitama_SP/Personal/00/P0000S01.aspx

方法②	「さいたま市	健康なび」
	 からリンクをたどる
	 http://kenkonavi.jp/
� トップ画面が表示されたら、
� 左メニューのバナーをクリックする。

　配送された「さいたま市健康マイレージのご案内」に記載の	《ログイン ID》	と	《パスワード》	でログイン

健康マイレージシステムでは、任意でID・パスワードを変更することができます。

さいたま市健康マイレージのご案内

0123ABCD

abc012

「さいたま市健康マイレージのご案内」
の下部の「初期ID《ログインID》」と
「初期パスワード《パスワード》」を
ご確認ください。

会員専用ログイン画面にアクセスして、
《ログインID》《パスワード》に、会員登録
時に発行されたログインIDとパスワードを
入力し、《ログイン》をクリックします。

会員専用ログイン画面にアクセスし
て、《ログイン ID》《パスワード》に、
会員登録時に発行されたログイン ID と
パスワードを入力し、《ログイン》をク
リックします。

さいたま市健康マイレージシステムの
ホーム画面が表示されます。ホーム画面
下部にスクロールし、左下の《会員情報
変更》をクリックします。

《会員情報変更》画面が表示されます。
●ログインIDを変更する場合：
《ログインID変更》をクリックすると、画面が変わ
り、現在設定されているログインIDが表示されてい
ます。新しいログインIDを入力し、《登録》をク
リックします。※IDは、半角英数字4文字以上12文
字以内で設定してください。
●パスワードを変更する場合：
《パスワード変更》をクリックすると、画面が変わり
ます。《現パスワード》を入力し、次に《新パスワー
ド》を2回入力し、《登録》をクリックします。※パ
スワードは、半角英数字6文字以上24文字以内で設定
してください。
《会員情報変更》画面に戻ります。《登録》をク
リックします。

トピックス

1 2 3

変更したID・パスワードは
忘れないようにね！
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6 会員ホーム画面の基礎的な使い方

①ポイントの確認

さいたま市健康マイレージシステムホーム画面左側に《健
康マイレージ》が表示されています。

歩数計（活動量計）やスマートフォンから送信された歩数デー
タは、自動的にポイント換算し、さらに健 ( 検 ) 診結果登録
によるポイントが加算され、現在のポイント合計が表示され
ます。

さいたま市健康マイレージシステムのホーム画面下部の《健
康診断履歴》の《新規登録》をクリックします。

《健康情報入力》画面が表示されます。測定日や検査種別、医
療機関名、各項目を入力し、《登録》をクリックします。
※�検診項目が足りない場合は ･･･《検査項目追加》をクリック
すると、現在非表示の検査項目を選択・追加できます。

※�ポップアップブロック設定がされていると表示されない
可能性があります。表示されない場合、登録が有効に行
われませんので注意してください。

入力内容を確認するメッ
セージが表示されますの
で、《OK》をクリックし
ます。

《入力方法選択》画面が表示されます。
《さいたま市のメニュー》から該当する検診をクリックします。

詳細を確認するには、《健康マイレージの詳細》をクリック
します。

《健康おさいふ》が表示されます。
取得中の健康マイレージが、月単位で確認できます。
表示月の切り替えは、《年（西暦）》《月》を入力し、《表示》
をクリックして切り替えます。

②健（検）診結果の登録



※	ポップアップブロック設定がさ
れていると表示されない可能
　性があります。表示されない
　場合、申込が有効に行われま
　せんので注意してください。
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さいたま市健康マイレージシステムにログインすると、会員一人ひとりの「ホーム画面」が表示されます。
このホーム画面から、ポイントの確認や抽選会の申込などができます。

③ポイント交換方法
※推奨環境以外で操作すると正しく申し込めないことがあります。
　「８.スタート時によくあるご質問」をご覧ください。

さいたま市健康マイレージシステムホーム画面左側にある《健康マイ
レージ》の《景品に応募》をクリックします。
期間中、初めて景品応募される際には、アンケート画面が表示されま
す。アンケート回答後に景品応募画面が表示されますので、アンケー
トにご協力ください。

《景品の応募》画面が表示されます。
《応募期間》《発送予定日》をご確認ください。
景品一覧から応募したい商品を選び、《応募》をクリッ
クします。
※�画面は説明用のサンプルです。実際の応募期間、　
商品、ポイント数とは異なります。

※応募期間を過ぎるとポイントは失効します。

応募が完了すると、
《景品の応募》画面に戻ります。
応募完了の確認方法

①�《応募履歴》に応募した履歴が表示
されている。
②�《現在の健康マイレージ》から応募
ポイント分が引かれている。
③�《健康おさいふ》から応募ポイント
分が引かれている。
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7 さいたま市健康マイレージシステムの活用
さいたま市健康マイレージシステムは、活動量計の登録データをわかりやすくグラフ化して閲覧
できたり、毎日の食事を記録できたり、目標の設定や進捗の確認など、健康管理や健康維持に役
立つ様々な便利機能を備えています。
いずれも、ログイン後のホーム画面からいつでもご利用できます。
「利用者マニュアル」には、詳しい利用方法がわかりやすく記載されています。ぜひマニュアルを
ご覧になり、マイレージシステムを使いこなして、楽しみながら健康づくりに取り組んでください。
※�利用者マニュアルは、ログイン後のホーム画面の左サイドメニューの「操作マニュアル」をクリッ
クすると閲覧・ダウンロードできます。

8 スタート時によくあるご質問
●活動量計の電池を入れたのに何も表示されません。
⇒�電池の向きが合っていない可能性があります。プラスマイナスの向きを確かめてください。
� もしくは電池が消耗している可能性があります。速やかに電池（CR2032）を交換してください。

●活動量計の表示が「FFFFF」状態のままで、歩数が表示されません。
⇒��ローソン店頭端末　Loppi、ミニストップ店頭端末　MINISTOP�Loppi、またはさいたま市内に設置されている専用端末　
リーダーライターいずれかのリーダー部に活動量計をかざしてください。

●活動量計の電池を交換するとデータは消えないのでしょうか。
⇒�測定データは毎時 00分にその前 1時間のものが保存されます。なるべく 01分に電池交換してください。
� 仮に電池交換を 15:35 に行うと 15:00 ～ 15:35 までの記録は消去されます。

●活動量計の歩数が少し少なく感じます。
⇒�7 秒以上の一定した動きがないと測定されません。

●たくさん歩いているのにポイントを確認すると貯まっていません。
⇒�活動量計のデータ登録はきちんとされていますか。
� 配付の活動量計は、31日分のデータを記録できますが、31日以上経過すると古い日付順に上書きされます。
� できるだけこまめに、Loppi やリーダーライターから登録してください。

●活動量計が故障かなと思ったら…
⇒��さいたま市ホームページより「不具合対応受け付けチェックシート」をダウンロードしてください。（ご自身でダウンロー
ドできない場合は、さいたま市役所健康増進課でお受け取りください。）チェックシートの内容をご確認の上、ご記入いた
だき、下記宛先へ送付をお願いいたします。
� ※お客様の過失の場合は、上記対象外です。※活動量計の往復分の送料は、ご使用者様のご負担となります。
� ＜送付先＞� 〒 330-9588� さいたま市浦和区常盤 6-4-4　
� � � さいたま市保健福祉局　保健部　健康増進課　健康マイレージ担当宛

●健康マイレージシステムのページはどのブラウザからも閲覧可能ですか？
⇒��申込サイトにおけるインターネット推奨環境は、以下のとおりです。
� ■ PC推奨環境� Windows10�：�Microsoft�Edge
� ■スマートフォン推奨環境� iPhone�：�safari
　� Android�：�Chrome�
� ※最新の情報はさいたま市ホームページでご確認ください。

●健康マイレージシステムにログインできません。
⇒��入力している ID・パスワードの英数字・大文字・小文字に間違いはないでしょうか。念のため、再度ご確認ください。

●会員登録情報を変更したい。
⇒��健康マイレージシステムのホーム画面の「会員情報変更」から変更できます。

その他、ご利用になられていて不明な点や質問がある場合は、下記の問合せ先までご連絡ください。

9 問合せ先
さいたま市健康マイレージ運営事務局
電話：0570-001-404（平日�午前 10時から午後 5時／土日・祝日・年末年始休み）
E-Mail：navi-skm@saitamacity-mileage.jp（24時間受付）

202205


