
この手引きは、事業終了まで大切に保存してください。

参加の手引き

しんじゅく健康ポイント

●お問い合わせ窓口

事業全般・活動量計等に関することは次の窓口にお問い合わせください。

※本事業はフェリカポケットマーケティング（株）が新宿区からの委託を受けて運営しています。
お電話の際には「新宿区」とお伝えください。

受付時間 平日午前9:00～午後6:00
（土曜・日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）は除く）
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75歳以上の方にはポイント対象期間毎にベースポイントとして
100ポイントが付与されます。

１. SHINJUKU♥しんぽの概要

SHINJUKU♥しんぽは日常生活の中で歩いた歩数に応じてポイントを獲得でき、
各ポイント対象期間内に300ポイント貯めると抽選で景品がもらえる仕組みです。
1日の歩数をチェックしながら、楽しく健康づくりを始めましょう。

(１)歩数の計測

活動量計を身につけて歩くことで、歩数の計測が行われます。
活動量計で90日間歩数を記録することができますが、電池を取り外すことで、過

去の記録が消去されることがあります。
定期的にデータ送信端末で歩数データを送信しましょう。
活動量計の機能や使い方の詳細は、5Pを参照してください。

正確に歩数データを
記録するために、
2週間に一度程度は
歩数データを送信
しましょう！

(２)ポイント対象期間

各ポイント対象期間内に貯めたポイントは、対象期間が過ぎた後は
持ち越すことができません。ご注意ください。

第１期 6月1日～8月31日
歩数送信

締め切り
9月14日まで

第２期 9月1日～11月30日
歩数送信

締め切り
12月14日まで

第３期 12月1日～2月28日
歩数送信

締め切り
3月14日まで

第1期のポイントは
9月14日までに
歩数送信しないと
獲得できないよ！
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(３)歩数データの送信

活動量計を区内設置のデータ送信用端末（15-16P参照）にかざすことで、歩
数データを送信することができます。また、歩数データを送信することでポイントが貯ま
ります。
データ送信用端末の機能や使い方については、11Pを参照してください。

(４)自分のデータの確認

区内設置のデータ送信用端末およびお持ちのパソコンやスマートフォンから歩数
データや獲得したポイント、歩数ランキング等が確認できます。

WEBサイトデータ送信用端末

11-13P 参照

14P 参照

かざす
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(５)景品

ポイント対象期間毎に300ポイント以上貯めると、抽選に自動で参加となります。
当選すると、ご自宅に景品が届きます。
なお、当選の発表は、景品の発送を以て代えさせていただきます。

令和4年度の景品一覧

●景品

●協賛賞

(６)各種手続き

①参加者情報の変更
申込時の参加者情報を変更したい場合や、退会したい場合は、健康づくり課

までご連絡ください。

②活動量計の紛失、故障
活動量計を紛失又は故障した場合、再交付や修理はできません。

SHINJUKU♥しんぽに継続して参加を希望される場合は、専用の活動量計を
ご自身でご購入していただく必要があります。
専用の活動量計のご購入については健康づくり課までお問い合わせください。

特賞 選べるカタログギフト 7名様

一般賞A QUOカード 1,000円券 300名様

一般賞B 新宿区立文化施設ペアチケットセット 5名様

テルマ一湯賞 「テルマー湯」一般利用ペアチケット 10名様

レガス賞 新宿コズミックスポーツセンタースポーツ
プログラム「レガスポ！」回数券（3回分）

5名様
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２. 活動量計の操作について

■本体

▲ボタン ▼ボタン

ホーム/クリアボタン
表示/設定ボタン

■ 電池交換について

「 」が点滅／点灯したらすみやかに
新しい電池と交換してください。

・必ず新しい電池と交換してください。

・深夜0:00をはさんで電池を交換しないでください。
電池は必ず活動前（歩数計測前）に交換してください。
（電池を外した日、電池を入れた日は同じ日として扱われます）

重要
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■ 電池交換の手順について

４．

使用電池はリチウム電池『CR2032』になります

電池を取り外すと、時刻は「0:00」に戻ります。

P9の「⑧西暦→月→日→時→分 の設定」より時刻を設定してください
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①初期設定開始

②体重設定

③身長設定

④性別設定

「表示/設定」ボタンを長押しして、体重部分が
点滅していることを確認してください

▲または▼ボタンを押して、体重をあわせて、
そのあとに「表示/設定」ボタンを押してください。
正確に登録する必要はありませんので、
直近計測した数値を登録してください。

表示/設定ボタン

表示/設定ボタン

▲または▼ボタンを押して、身長をあわせて、
そのあとに「表示/設定」ボタンを押してください。
正確に登録する必要はありませんので、
直近計測した数値を登録してください。

▲または▼ボタンを押して、性別をあわせて、
そのあとに「表示/設定」ボタンを押してください。

■ 初期設定について
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⑤年齢設定

⑥メッツ

▲または▼ボタンを押して、年齢をあわせて、
そのあとに「表示/設定」ボタンを押してください。

▲または▼ボタンを押して、数字をあわせて、
そのあとに「表示/設定」ボタンを押してください。

※初期値4メッツ

■ 初期設定について

メッツとは？

メッツ / METs（めっつ）
運動強度の単位で、安静時（静かに座っている状態）を1とした時と比較して
何倍のエネルギーを消費するかで活動の強度を示したもの。

3メッツ…歩く・軽い筋トレをするなど
4メッツ…やや速歩・階段をゆっくり上るなど

⑦速歩目標時間

▲または▼ボタンを押して、数字をあわせて、
そのあとに「表示/設定」ボタンを押してください。

※初期値は15分

速歩きで歩く目標時間（分）を設定できます。
ここで登録した目標時間（分）は活動量計の右下に表示されます
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■ その他

おつかれさまです！設定を最初からやり直す場合は「表示/設定」ボタンを長押ししてください。

・ご家族やご友人と参加される方

ご自分の物だとわかるように、
活動量計の裏にシールを貼る等
印を付けてください。

・付属のストラップ取り付け

⑧西暦→月→日→時→分 の設定

▲または▼ボタンを押して、数字をあわせて、
そのあとに「表示/設定」ボタンを押してください。

最後に「ホーム/クリア」ボタンを押して設定完了
です。

新宿太郎
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■ 過去のデータの表示

過去14日分のデータを表示できます。

当日→1日前→2日前…14日前

● ▲ボタンと▼ボタンで表示日の変更が
可能です。

● 表示/設定ボタンを短く押すと、表示されている
データの種類を切り替えできます。

● 表示/設定ボタンを短く押すことで、通常の
画面に戻ります。また、表示/設定ボタンを
長押しすると設定変更モードに切り替わって
しまうので、その時はもう一度表示/設定ボタン
を短く押してください。

■ その他の活動量計の機能

歩数の表示以外に消費カロリーや身体活動量、脚筋力年代の表示等があります。
詳細は活動量計の箱の中にある、取扱説明書をご確認ください。

※SHINJUKU♥しんぽでは歩数の数値以外は、ポイント獲得に関係ありません。
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データ送信用端末

データ送信用端末でできること

歩数のデータ送信

歩数カレンダーの表示

歩数グラフの表示

ポイント履歴の閲覧

バーチャルウォーキングの実施

活動量計をデータ送信用端末にかざすことで以下の機能が
ご利用いただけます。

歩数ランキングの閲覧

スタンプラリーの実施

活動量計をかざすと
データ送信完了トップ画面

メニュー画面に遷移します
利用したいメニューをタッチしてください

３. データ送信用端末の利用方法
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日毎の歩数をカレンダーで表示します。

日毎の歩数をグラフで表示します。

ポイントの履歴を表示します。



13

バーチャルウォーキングコースを表示します。

月毎の歩数を集計したランキングを表示します。

スタンプの獲得状況を表示します。

2021年6月

62

1位 おさてつ 154165歩 11位 ひよこ 52100歩 21位 名前なしさん 7054歩

2位 とはとん 145364歩 12位名前なしさん 44198歩 22位 チルット 3895歩

3位 はらはら 121127歩 13位 ほかべん 31687歩 23位 ROSE 3654歩

4位 マツイ 968651歩 14位 とむい 28579歩 24位 ぴよりん 1779歩

5位 みかん 838356歩 15位 もちづき 23512歩 25位 クッキー 1202歩

6位 みんたん 789674歩 16位 quo 23416歩 26位 名前なしさん 980歩

7位 ヤマダ 78030歩 17位 かしわもち 13540歩 27位 安室ちゃん 859歩

8位 ておとん 72112歩 18位 かたやたはら 13120歩 28位 コナン 732歩

9位 名前なしさん 66850歩 19位 シオバラ 10780歩 29位 名前なしさん 510歩

10位 アユミ 57406歩 20位 ハーパー 8282歩 30位 フェリポケ 321歩



ログイン方法

歩数データや、体重などの日々の健康記録、ポイントなどを
パソコンおよびスマートフォンから確認することが可能です。

② Karada.Liveのトップ画面へうつったら、
「Karada.Liveにログイン」を押します。

① 下記URLから、
ユーザー画面へアクセスします。

https://karada.live/

③ ログイン画面にうつるので、活動量計に同梱している
IDとパスワードを入力し、「ログイン」を押します。

４. パソコンおよびスマートフォン等による確認方法

14
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ホームページからもご確認いただけます。https://shinjuku.karada.live/

５. データ送信用端末のMAP、設置場所



No 施設名 住所 利用日・時間※¹

区の施設

新宿区役所本庁舎 歌舞伎町1-4-1 午前8時30分～午後5時(平日)

健康づくり課 新宿5-18-14 新宿北西ビル4階 午前8時30分～午後5時(平日)

牛込保健センター 矢来町6(旧都立市ヶ谷商業高校) 午前8時30分～午後5時(平日)

四谷保健センター 四谷三栄町10-16 午前8時30分～午後5時(平日)

東新宿保健センター 新宿7-26-4 午前8時30分～午後5時(平日)

四谷特別出張所 内藤町87 午前9時～午後9時45分(全日)

箪笥特別出張所 箪笥町15 午前9時～午後9時45分(全日)

榎町特別出張所 早稲田町85 午前9時～午後9時45分(全日)

若松町特別出張所 若松町12-6 午前9時～午後9時45分(全日)

大久保特別出張所 大久保2-12-7 午前9時～午後9時45分(全日)

戸塚特別出張所 高田馬場2-18-1 午前9時～午後9時45分(全日)

落合第一地域センター 下落合4-6-7 午前9時～午後9時45分(全日)

落合第二特別出張所 中落合4-17-13 午前9時～午後9時45分(全日)

柏木特別出張所 北新宿2-3-7 午前9時～午後9時45分(全日)

角筈特別出張所 西新宿4-33-7 午前9時～午後9時45分(全日)

中央図書館 大久保3-1-1
午前9時～午後9時45分
日曜日・祝休日は午後6時まで
(火～日)

北新宿図書館(1階) 北新宿3-20-2
午前9時～午後7時
土曜日・日曜日・祝休日は午後6時まで
(月・水～日)

下落合図書館 下落合1-9-8
午前9時～午後9時45分
日曜日・祝休日は午後6時まで
(月・水～日)

高田馬場シニア活動館 高田馬場3-39-29 午前9時から午後6時(全日)

信濃町シニア活動館 信濃町20 午前9時から午後6時(全日)

西新宿シニア活動館 西新宿4-8-35 午前9時から午後6時(全日)

赤城生涯学習館 赤城元町1-3 午前9時から午後9時45分(全日)

戸山生涯学習館 戸山2-11-101 午前9時から午後9時45分(全日)

西戸山生涯学習館 百人町4-7-1 午前9時から午後9時45分(全日)

榎町高齢者総合
相談センター

市谷仲之町2-42
防災センター1階

午前9時から午後5時30分(月～土)

落合第二高齢者総合
相談センター

上落合2-22-19
キャンパスエール上落合2階

午前9時から午後5時30分(月～土)

まいばすけっと

新大久保駅南店 百人町1-10-7 午前8時～午前0時

データ送信用端末 設置一覧

※¹ 各施設休館日はご利用できません。
また、新型コロナ感染症により閉館時間が変更になっていることがあります。詳細はホームページ等でご確認ください。
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６. 記録証

各ポイント対象期間で獲得した歩数やポイントを記録した「記録証」を、
景品当選者に景品と同封してお送りしています。
当選しなかった方で、記録証の交付を希望する場合は、次の受付日以

後に健康づくり課の窓口までお越しください。
※特別出張所や保健センターでは受付していません。

【記録証受付日】
第１期：令和４年１０月 ３日（月）～
第２期：令和５年 １月 ９日（月）～
第３期：令和５年 ３月２７日（月）～

17
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新宿区 健康部 健康づくり課 健康づくり推進係

新宿区新宿五丁目18番14号 新宿北西ビル4階

TEL：03-5273-3047 / FAX：03-5273-3930


