
主催：一般財団法人あんしん財団

開 催 概 要

会員事業所の方会員事業所の方
※スマートフォン (iPhone または Android) と送受信可能な

　 メールアドレスをお持ちで、 インターネットに接続可能な方

※スマートフォン (iPhone または Android) と送受信可能な

　 メールアドレスをお持ちで、 インターネットに接続可能な方

※通信料はお客様負担※通信料はお客様負担無　 料無　 料

エントリーが定員に達し次第締切りエントリーが定員に達し次第締切り

スマートフォンを携行してウォーキング、

健康クイズ等に回答

スマートフォンを携行してウォーキング、

健康クイズ等に回答

参加対象者参加対象者

参加 費参加 費

チャレンジチャレンジ

スマートフォンアプリ 健康チャレンジログ　ダウンロード方法

アプリストアを検索してダウンロード

二次元コードからアプリストアへジャンプしてダウンロード

アプリストア （iPhone は App Store、

Android は Google Play） で

「健康チャレンジログ」 を検索

iPhone、 Android 共通二次元コード

ポイントを貯める
チャレンジして

開催期間中に歩いた歩数の合計でポイント付与

身長と体重 ・ 健康診断の受診意向の入力でポイント付与

健康クイズへの回答でポイント付与

愛果が育つ
貯めたポイントで 獲得したポイントに応じて健康チャレンジログの

「マイページ」 に 愛果が育つ

150ポイント以上かつ累積歩数36万歩以上で

愛果が実り、 目標達成！

特典をもらおう
目標条件の達成で

 「目標達成賞」 の申請で、

  高級柑橘 愛媛県産 「愛果」 をお届け！

健康チャレンジログ

愛媛県産 愛果（あいか）

2021 年10月14日 （木） ～12月12日 （日）2021 年10月14日 （木） ～12月12日 （日）
開 催
60日間

おいしい特典‼

獲得ポイントが 150 ポイント以上 かつ 
開催期間中の累積歩数 36 万歩以上

獲得ポイントが 150 ポイント以上 かつ 
開催期間中の累積歩数 36 万歩以上

1 日６,000 歩以上目安1 日６,000 歩以上目安歩く目標歩く目標

高級柑橘 愛媛県産 「愛果」高級柑橘 愛媛県産 「愛果」目標達成賞目標達成賞

目標達成条件目標達成条件

締切り締切り

先着５００名 「健康チャレンジログ」 アプリのダウンロード （無料） が必要です。

どちらかを

選択して

ダウンロード

【重要】 歩数のカウントについて

「ヘルスケア」 アプリの歩数が反映されます。

「Google　Fit」 アプリの歩数が反映されます。

ご自身の Android に Google　Fit がない場合、アプリストアで

「Google　Fit」 を検索してダウンロード （無料） してください。

iPhone

Android

先着

500 名

目指せ！！

1 日 6,000 歩
ウォーキング大会

1
Step

ダウンロード 2
Step

3
Step

チャレンジエントリー

エントリー期間 2021年9月14日（火）～10月13 日 （水）

エントリーキーワード

ansh6000
目標

１日6,000 歩

アプリを

エントリーキーワード   ansh6000

かんたん

３ステップ

エントリー方法、 チャレンジ方法、 特典について等裏面につづく

iPhone、Android 対応 

二次元コード 



* Push 通知 （健康チャレンジログ事務局からのメッセージを表示する機能） 送信のため、 通知の送信許可を求める画面が表示された場合は、
  許可をタップしてください。

1　 「健康チャレンジログ」 アプリから ■ID（メールアドレス） ■パスワード（ご自身がエントリー時に決めたパスワード）を入力して

　　 ログイン

　　 ★初回のログイン時にヘルスケアや Google Fit にアクセス許可を求める画面が表示された場合、 「許可」 を選択してください。

　　　 （ヘルスケアや Google Fit の歩数を取得するのに健康チャレンジログとのデータ連携 （同期） が必要なため）

2　 スマートフォンを携行してウォーキング！歩数に応じたポイントが付与される

　　 ★iPhone はヘルスケア、 Android は Google Fit から歩数が反映されます。

　　　　（「健康チャレンジログ」 アプリの稼働は開催期間中のみ）

お問合せ先　　 WEB ウォーキング大会健康チャレンジログ事務局

エントリー方法、 アプリの内容についてのお問合せ

クリエイトオンライン株式会社

anshin-zaidan@challenge-log.net

あんしん財団会員番号についてのお問合せ

一般財団法人あんしん財団 お客様サービス事業部

Tel:03-5362-2325

（受付時間 9：00 ～17：30/ 土・日・祝日を除く）

1　 獲得ポイント 150 ポイント以上かつ開催期間中の累積歩数36万歩以上をクリアするとマイページの 「愛果」 が実ります。

　　 「目標達成賞」 の申請で、 高級柑橘 愛媛県産 「愛果」 をお届け！

個人情報について

１. 個人情報の取扱いについて

　  個人情報取扱事業者 ： 一般財団法人あんしん財団　クリエイトオンライン株式会社

2. 個人情報の利用目的 ： 本イベントへの申込み、 サービス提供及び運営に必要な範囲内で利用いたします。

3. その他

　　①お預かりした個人情報は、 本事業を行うクリエイトオンライン株式会社と一般財団法人あんしん財団と共同利用することがございます。

　  　 個人情報の授受は、 記録が残るような安全な形式で行います。 また、 双方は秘密保持契約書を締結、 情報管理について取り交わしを行っております。

　　②個人情報の開示、 訂正、 削除等についてご質問 ・ ご相談のある方は、 クリエイトオンライン株式会社 、 または、 一般財団法人あんしん財団に

　　　 お問合せください。

貯まったポイント数や詳細は 「マイページ」 で確認できます！　　ポイントの増やし方

　　　  歩数に応じてポイント付与

　　　　健康クイズに回答してポイント付与

　　　　健康診断の受診意向の入力、 身長 ・ 体重の入力でポイント付与

 ★獲得したポイントに応じて、 マイページで 「愛果」 が育ちます。

エントリーには、 あんしん財団会員番号が必要です

■ＩＤ（メールアドレス）　 ■パスワード （ご自身が決めたパスワード）　 ■ニックネーム

■あんしん財団会員番号　 ■事業所名　 ■氏名 　■性別 　■生年月日
必要事項

おいしい特典

チャレンジ方法

アプリのダウンロードがまだの方はこちらからiPhone、Android 対応 二次元コード

タップ

エントリー方法

1　 「健康チャレンジログ」 アプリを立ち上げ、 「キーワード入力、 今回のエントリーはこちら」 をタップ

2　 「キーワード」 の欄に  エントリーキーワード 「ansh6000」 を入力し、 「エントリーを開始する」 をタップ

3　 健康チャレンジログの説明を確認の上、 「エントリーする」 をタップ

4　 エントリーに関する注意事項・プライバシーポリシーを確認・ 同意の上、 チェックボックスにチェックを入れ、 必要事項を入力

5 　「入力内容を確認」 をタップ

6　 入力内容に誤りがなければ 「送信」 をタップ

7　 送信完了後、 健康チャレンジログ事務局から 「エントリー完了メール」 と 「Push 通知」* が届いたらエントリー完了


