2020年度参加者で、対象の活動量計をお持ちの方は自動継続となりますので、提出不要です。

より本年度も開催
に
！
好評

WEBの応募フォームからも参加申込いただけます。

しながわ健康ポイント活動量計参加申込書

しながわ 健康 ポイント

しながわ健康ポイント運営事務局（フェリカポケットマーケティング 株式会社）宛
（申込日）

年

月

日

※スマホアプリでの参加をご希望の方はWEBの応募フォームからのみ申込みを受け付けています。
参加者情報についてご記入ください。項目はすべてご記入をお願いします。

健康づくりをつうじてしながわ再発見

裏面の参加条件に同意のうえ、
しながわ健康ポイントに参加申込いたします。
フリガナ

大正

住所

昭和

生年月日

名前
（自署）

年

月

日 （

歳）

平成
〒

-

電話番号

品川区

-

観光

-

ニックネーム
（任意）

メールアドレス
（任意）

区内にある「しながわ
健 康 ポイントデ ー タ

落選した場合、スマートフォンアプリ版の申込みを 希望する ・ 希望しない

送信拠点」を訪問する

※どちらかに〇をつけてください。また、希望される場合はメールアドレスのご記入を必須でお願いいたします。

※ご提供いただいた個人情報はすべて品川区に帰属し品川区の指導のもと品川区が委託した事業者が管理いたします。
※記載のご連絡先宛等に品川区および運営事務局から本事業に関するお知らせをお送りする場合がございます。

とポイント獲得！
切り取り線

＜ 事前アンケート ＞
①過去のしながわ健康ポイントへの参加状況をご回答ください。
1. 参加したことはない 2. 2018年度に申込み参加した 3. 2019年度に申込み参加した（2020年度に継続参加した方含む)
4. 2020年度に申込み参加した
（再申込理由： 活動量計を紛失したため ・ 活動量計を破損したため ・ その他）

健康

商業

活動量計とスマホアプリであなたのウォー

貯まったポイントに応

キングを後押し！様々な健康活動でポイント

じて商店街商品券など

獲得ができます！

の景品をプレゼント！

お好きな方法でご参加応募いただけます！
①活動量計

②スマホアプリ

・参加費……500円
・募集人数…500人（抽選）

②あなたの性別をお聞きします。
（○は1つ）
1. 男性

スマホアプリ
はじめました！

2. 女性

・参加費……無料
・募集人数…人数上限なし

③あなたの年齢をお聞きします。
（○は1つ）
1. 20代

2.30代

3. 40代

4. 50代

5. 60代

6. 70代

7. 80代以上

④あなたの身長と体重を、□の中に数字を記入してください。
（小数点以下は、四捨五入）
身長

cm

体重

kg

）

2. 会社役員、団体役員
5. パート、アルバイト

3. 商工、自営業
6. 無職（専業主婦を含む）

⑥「しながわ健康ポイント」を何で知りましたか。
（○は複数可）
1. 区の広報誌
4. 口コミ
7. その他
（

）

2. チラシ
5. 周知イベント

3. ポスター
6. SNS

⑦景品がもらえることは、今回の申込をするうえで、どの程度影響しましたか。
（○は1つ）
1.強く影響した

2.少し影響した

3.あまり影響しなかった

4.全く影響しなかった

※このアンケートの内容は品川区の施策を推進するための基礎資料として活用させていただきます。集計の結果を公表させていただく場合がございますが、
ご回答いただきました内容はすべて統計的に処理し目的以外には使用いたしません。
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参加申込書の郵送or右記QRコードを読み取りWEBの応募フォームから申込み
（スマホアプリ参加希望の場合は、WEBの応募フォームからの申込みのみ受付。）
2020年度の新規参加者で、対象の活動量計をお持ちの方は自動継続となりますので、申込不要です。
2020年度に新規参加された方で活動量計を紛失・破損された方および2019年度からの継続参加者は新規参加申込みが必要です。

⑤あなたのお仕事などは、次のうちどれですか。
（○は1つ）
1. 会社員、団体職員
4. 公務員
7. その他
（

参加申込方法

スケジュール
①募集期間

③景品応募期間

2021年6月11日
（金）
〜2021年7月16日
（金）
必着

2022年2月1日（火）〜2022年2月15日（火）

②実施期間

④景品発送

2021年9月1日（水）〜2022年1月31日（月）

2022年3月下旬予定

お問合せ先

●しながわ健康ポイント運営事務局（Karada.Liveコールセンター）0570-077-122（平日9：00〜18：00）
●HP https://shinagawa.karada.live/ ●Email:shinagawa̲kenkopoint@felicapocketmk.co.jp
【事業運営】
フェリカポケットマーケティング 株式会社
【事業主体】品川区健康推進部健康課
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! 参加条件

!

●参加方法（どちらか一つを選択）
①活動量計：参加費500円で専用の活動量計をプレゼント
②スマホアプリ：参加費無料でオリジナルアプリをご案内
●2022年3月31日時点で20歳以上になる品川区在住の方
※活動量計および景品の送付先は品川区内のご自宅に限らせていただきます。
●事前および事後アンケートの提出にご協力いただける方
●活動量計参加者は、応募多数の場合抽選により、決定いたします。
●2020年度新規参加者で、対象の活動量計をお持ちの方は自動継続となりますの
で、お申込および参加費のお支払は不要です。
※2020年度に新規参加された方で活動量計を紛失・破損された方および2019年
度からの継続参加者は新規参加申込みが必要です。活動量計またはスマホアプリ
いずれかで参加申込をしてください。

② 届く

●活動量計の場合

●活動量計の場合

次 ペ ージの 参 加 申 込 書を郵 送するか、

抽選で500名に活動量計および案内冊子を送付し

WEBの応募フォームからお申込ください。

ます。
（2021年8月下旬頃送付予定）

※郵送の場合の送料はご自身でご負担ください。

※代引きで参加費500円（税込）
をお支払いいただきます。
※継続参加者の方には案内冊子のみ送付いたします。

●スマホアプリの場合

●スマホアプリの場合

右記ＱＲコードを読み取り、WEBの応募

お申込みいただいた方のメールアドレス宛にアプリ

フォームからお申込みください。

のインストール情報をお知らせしますのでご自身でアプリのイン
ストール等を行ってください。
（2021年８月下旬頃送付予定）

③ 貯める

事業実施後、アンケートに回答いただいた
方に品川区内共通商品券（商店街商品券）

ポイント獲得。1日4,000歩のウォー

【活動量計参加の注意事項】
●活動量計での参加を希望の方は、裏面の「しながわ健康ポイント参加申込書」および「事前アンケート」をご記入の
上、切り取り線をはさみ等で切り離し、郵送でご提出いただくか、WEBの応募フォームからお申込ください。
●活動量計参加者は、応募多数の場合には、抽選により決定いたします。
●お申込後、抽選で当選された方には、活動量計および案内冊子を送付いたします。
（2021年8月下旬頃発送予定）
※活動量計は運営事務局のフェリカポケットマーケティング株式会社より発送します。
●活動量計参加費500円（税込）
は活動量計送付時に代金引換にてお支払いいただきます。
【スマホアプリ参加の注意事項】
●スマホアプリでの参加を希望の方は、左記のＱＲコードを読み取り、WEBの応募フォームからお申込みください。
●スマホアプリで参加される方には、
ご指定のメールアドレス宛にインストールに必要な情報をお送りいたします。

④ 景品がもらえる

以下のポイントプログラムに参加して

必ずご一読ください

【共通注意事項】
●本事業は2022年3月31日時点で20歳以上の品川区在住の方のみお申込みいただけます。
●お申込はお一人様1回のみ有効といたします。
●お申込内容に不備がある場合、本事業に参加いただけない場合があります。
●お申込受付後のキャンセルはできません。
●景品交換申込には、別途ご案内する事後アンケートをご提出いただく必要があります。
●不正等が判明した場合は、ポイント付与および景品交換の対象外とさせていただきます。
●本事業参加中の事故、傷病などの不測の事態について、一切の責任を負いかねますことを予めご了承ください。
●2020年度参加者で、対象の活動量計をお持ちの方は自動継続となりますので、お申込および参加費のお支払は
不要です。
8月末頃に送付いたします案内冊子のみお受け取りいただき、景品交換申込の際は事後アンケートのご提出をお
願いいたします。
●外出する際には、マスクを着用するなど、新型コロナウイルス感染症等の予防に気をつけてください。
●外出自粛要請等により、当事業が制限を受ける可能性がありますので、予めご了承ください。

! 概要
① 申込む

お申込における注意事項（参加条件）

shinagawa̲kenkopoint@felicapocketmk.co.jpからのメールを受信できるように受信設定をしてください。
●スマホアプリはらくらくスマホなど一部対象外の機種があります。予めご了承ください。

などの景品をプレゼントします。

キングからお手軽にポイントを貯めら

もらえる景品は獲得したポイントによって

れます！

算出されるランキングによって変動します。
※参加者多数の場合はランキング上位2,000位ま
での方に景品をプレゼントいたします。

! ポイントプログラム
ポイント種別

獲得方法

ポイント数（獲得回数）

歩数ポイント

活 動 量 計：活動量計を「しながわ健康ポイントデータ
送信端末」にかざすとポイント獲得
スマホアプリ：アプリを起動すると、自動でポイント獲得

１日 10ポイント〜50ポイント

スタンプポイント

活 動 量 計：「しながわ健康ポイントデータ送信端末」
に活動量計をかざすとポイント獲得
スマホアプリ：「しながわ健康ポイントデータ送信端末」
が設置されている施設に近づき、アプリか
らスマホのGPS機能を起動させてチェッ
クインをするとポイント獲得

※4,000歩〜10,000の歩数に応じて獲得

申込書送付先
１ヶ所 ５０ポイント
（１か所１回のみ）

郵送
HP
電話

※その他、健（検）診を受診するとポイントが貯められます。
※ポイントプログラムとは別に、付属のイベントとして、区内の銭湯に一定数の入浴すると、抽選で銭湯入浴券が当たるスタンプラリーを実施します。
※「しながわ健康ポイントデータ送信端末」の設置場所は後日活動量計参加当選者にお送りする案内冊子、
または公式WEBサイト等よりご確認ください。
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〒105-8799 芝郵便局留 しながわ健康ポイント運営事務局宛
https//shinagawa.karada.live
0570-077-122（平日9時〜18時）

※郵送の場合：封筒および切手等はご自身でご準備ください。
※お電話でお問い合わせの際は「しながわ健康ポイントの件」
とお伝えください。
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