
さいたま市健康マイレージ
利用者マニュアル

ご覧になりたいページをタップしてください

ログインIDとパスワードを
設定しましょう

基本的な操作方法

こんなときはどうしたらいいの？

会員登録を行いましょう

会員情報変更・退会手続き



会員登録を行います

設定方法

スマートフォンで測定した歩数を「さいたま市健康マイレージ
システム」へ送信するために、会員登録を行い、取得したロ
グインIDとパスワードをアプリへ設定する必要があります。
アプリをお使いになる前に必ず設定しましょう。

あああ
アプリをお使いになる前に
必ず行ってください！

実施手順

会員登録を行います

取得したログインIDとパスワードを
アプリに設定します

会員登録を行います。
トップ画面の《会員登録する》をタップします。

会員登録を行い、取得したログインIDとパスワードをアプリに設定します。
すでに会員登録済みの方は、「取得したログインIDとパスワードをアプリ
に設定します」から実施します。



《会員登録説明》画面が表示されます。
画面をスクロールし、利用規約内容を必ずご一読ください。

枠内をスワイプすると上下にスクロールします。

《利用規約に同意する》にチェックを入れます。
お使いのメールアドレスを入力し、《次へ》をタップします。

XXXX.XXX@jp.XXX.XXX



＞＞ 補足

すでにマイレージシステムに登録済のメールアドレスは利用できません。

新規登録の場合、入力するメールアドレスは新規である必要がありま

す。以下のポップアップの《OK》をタップし、別のメールアドレスで登録

を行ってください。



郵便番号を入力して《住所検索》をタップすると、《以下住所》まで
自動入力されます。
続けて番地やマンション・ビル名等を全角で入力してください。

登録サイトの《基本情報入力》画面が表示されます。
《お名前》《フリガナ》《生年月日》《性別》を入力します。

○-○-○



《アンケート》画面が表示されます。
各質問に対する回答を選択します。

【必須】事項を入力し、《次へ》をタップします。

○-○-○

XXXXXXXXXX



《登録内容確認》画面が表示されます。
画面を上下にスクロールし、登録内容を確認してください。

入力が終わりましたら、《次へ》をタップします。

○○ ○○○

○○○○ ○○○

XXXX年XX月XX日

○○

XXXX.XXX@JP.XXX.XXX

XXX-XXXX

○○○○市○○○町

○○○○

XXXXXXXXXX



登録内容に問題がなければ、《登録》をタップします。

《登録完了》画面が表示されます。
ログインIDとパスワードが記載されていますので、忘れずに控えてく
ださい。



ログインIDとパスワードをメモしたあと、画面左上にある《◀戻る》を
タップします。

会員登録は以上で完了です。



スマホアプリに画面を切り替えます。
※切り替え方法は「基本的な操作方法」の《画面の切り替え方
法》をご確認ください。

トップ画面メニューの《設定を行う》をタップします。

《ログインID》《パスワード》《歩数自動送信》を設定します。
入力後《設定》をタップします。

会員登録完了時にメモなどに
控えたログインID

会員登録完了時にメモなどに
控えたパスワード

アプリで測定した歩数を、
健康マイレージシステムへ自動送信
する場合は「する」を選択します。

取得したログインIDとパスワードをアプリに設定します



《保存完了》画面が表示されます。
《OK》をタップします。

取得したログインIDとパスワードを設定する作業は完了です。
あとは元気に歩いて、ポイントを獲得しましょう！

＞＞ 補足

認証に失敗した場合、下図のようなメッセージが表示されます。

《OK》をタップして、再度ログインID、パスワードを確認してください。

《認証情報送信》画面が表示されます。
《はい》をタップします。

TOP



当アプリをお使いいただく上での基本的な操作方法を説明
します。

あああ基本的な操作方法

メニューの選択方法

トップ画面から選択したいメニューをタップします。

画面の切り替え方法

画面を戻りたい場合は《戻る》をタップします。

メニューボタン領域
※左右にスワイプ

または
矢印をタップ

で、表示メニューが
切り替わります。

退会する



アプリの切り替えと終了方法

画面下部のナビゲーションバーの一番右にある

《マルチタスクメニュー》アイコンをタップします。

タイトル：
さいたま市健康マイレージ

《Androidスマートフォンの場合》

トップ画面の下記 (赤枠)の3機能については、

タップすると画面がスマートフォンのブラウザに切り替わります。

《お知らせを確認する》 《会員サイトへ移動する》 《ウォーキング情報》

マルチタスクメニューアイコン
※OSのバージョンにより
形状が異なります。

起動している全アプリが整列して表示されますので、スマホ

アプリのタイトルバーをタップします。

アプリを終了する場合は、《×》をタップします。

元のスマホアプリに切り替える場合は、スマートフォンのアプリ

切り替え操作が必要になります。Androidスマートフォンと

iPhoneとで切り替え操作が異なりますので、下記手順を

参考にしてください。

さいたま市健康マイレージ

退会する



画面下部から上にスワイプして止めると、起動中のアプリ一覧が

表示されます。

《iPhone（ホームボタンなし）の場合》

左右にスワイプ
※画面に触れた状態で
指を滑らせます。

上部にスワイプ
※画面に触れた状態で
指を滑らせます。

画面を左右にスワイプし、スマホアプリをタップするとアプリに

切り替わります。

アプリを終了する場合は、アプリ画面を上部にスワイプします。

上部にスワイプ
※画面に触れた状態で
指を滑らせます。

さいたま市健康

さいたま市健康

さいたま市健康



《ホームボタン》を、素早く2回押します。

ホームボタン

《iPhone（ホームボタンあり）の場合》

左右にスワイプ
※画面に触れた状態で
指を滑らせます。

上部にスワイプ
※画面に触れた状態で
指を滑らせます。

《マルチタスク画面》が表示され、起動中のアプリ一覧が表

示されます。画面を左右にスワイプし、スマホアプリをタップ

するとアプリに切り替わります。

アプリを終了する場合は、《マルチタスク画面》を表示し、

アプリ画面を上部にスワイプします。
さいたま市健康

さいたま市健康

TOP



よくあるご質問をＱ＆Ａ形式でまとめました。
「こんな時はどうしたらいいの？」というときにご覧ください。

あああ
こんなときは

どうしたらいいの？

1 歩数が正しく送信されているか心配･･･Ｑ
Answer!
《歩数を確認する》から、送信状態を確認できます。

送信できていない場合は手動送信を行います。

トップ画面メニューの《歩数を確認する》をタップします。

計測歩数の一覧が表示されます。
歩数が8,000歩以上(5ポイント付与対象)の日には が表示さ
れます。
正しく送信できていない日には《送信状態》に が表示されます。
確定した歩数が送信できていない日には《送信状態》に が表
示されます。

や が表示されている場合は、画面下部の《未送信の歩数
を会員サイトへ送信》をタップすると、まとめて送信できます。



トップ画面メニューに戻り《会員サイトへ移動する》をタップします。

正しく送信されると《●日分の歩数情報を送信しました。》
のメッセージが表示されますので《OK》をタップします。

画面が元に戻ります。
《送信状態》の や が、非表示になったことを確認します。

さいたま市健康マイレージシステムの会員専用ログイン画面に
切り替わります。ログインID・パスワードを入力し、ログインします。

《歩数ランキング表示エリア》で、測定結果が正しく反映されている
かを確認します。



＞＞ 補足1

アプリ上では歩数情報が正常に送信されているのに、さいたま市健

康マイレージシステムの《歩数ランキング表示エリア》に歩数が反映

されていない場合は、下記手順で歩数情報を再送信してください。

TOP

トップ画面メニューの《歩数を確認する》をタップします。
反映されていない日付をタップします。

メッセージを確認し、《はい》をタップします。

《OK》をタップします。



＞＞ 補足2

長期間アプリを起動していなかった場合でも iPhoneに標準搭載

されているヘルスケアから過去の歩数を取得することができます。

ヘルスケアから過去の歩数を取得するには、以下のアクセス許可設

定を行う必要があります。

※設定作業は、アプリインストール時またはアップデート時の1回の

み発生します。

TOP

トップ画面メニューの《歩数を確認する》をタップします。

ヘルスケアに対して、さいたま市健康マイレージアプリのアクセスを
許可していない場合に、 《データのアクセス》画面が表示されます。
《歩数》をオン（緑）にし、《許可》をタップします。

（１）オン（緑）にする

（２）《許可》 をタップ

《iPhoneの場合》



＞＞ 補足3

歩数が8,000歩を達成している場合、当日に歩数を送信すること

ができます。 ※アプリのバージョン2.3.0以降の場合

当日で8,000歩を達成している場合、該当の日付をタップします。

メッセージを確認し、 《はい》をタップ後、 《OK》をタップします。

歩数の《送信状態》に が表示されます。この状態は、確定され
た歩数が送信できていない状態を表しています。
( が表示されるのは、アプリの設定が「手動送信」のみの場合)



TOP

をタップすると、下記のメッセージが表示されます。

翌日に確定歩数を送信すると、 がなくなります。

※8,000歩を達成していない状態で当日歩数を送信しようとした

場合、下記のメッセージが表示されます。



Answer!
会員登録後またはアプリアップデート後に、取得したログインIDとパス

ワードがアプリに設定されていない可能性があります。

スマホアプリの設定内容は、トップ画面メニューの《設定を行う》から確認

できます。

2 アプリの《歩数を確認する》で確認すると、
正しく歩数が測定・送信されているのに、
システムに反映しないのはなぜ？

＞＞ 参照

Ｑ

スマホアプリの設定内容を確認するには？

アプリをお使いになる前に必ず行ってください！

Answer!
トップ画面メニューの《設定を行う》で再設定してください。

また、歩数情報をさいたま市健康マイレージシステムに送信せずに、

スマートフォンに残したまま機種変更すると、その歩数情報はクリアされま

す。機種変更をする前に、必ず歩数情報の送信を行ってください。

＞＞ 参照

3 スマートフォンを機種変更するときは？Ｑ

旧機種に歩数情報が残っていないか確認するには？

Q1 歩数が正しく送信されているか心配･･･

TOP

TOP



Answer!
スマートフォンに残ったままの歩数情報は、アプリとともに消去されてしま

います。アプリをアンインストールする前に、さいたま市健康マイレージシス

テムへ歩数情報を送信してください。

＞＞ 参照

4 アプリをアンインストールすると歩数情報は
どうなるの？

Ｑ

旧機種に歩数情報が残っていないか確認するには？

Q1 歩数が正しく送信されているか心配･･･

Answer!
Androidスマートフォンの場合、歩数情報を取得するためには、アプリの

身体活動データへのアクセス許可設定を行う必要があります。

※設定作業はバージョン2.3.11のアプリインストール時またはアップデー

ト時の1回のみ発生します。

5 歩数がカウントされない･･･Ｑ

TOP

《許可》 をタップ

TOP



登録済の住所・電話番号・メールアドレスなどの会員情報を
変更したいとき、退会したいときにご覧ください。

あああ会員情報変更・退会手続き

TOP

トップ画面メニューの《会員サイトへ移動する》をタップします。

さいたま市健康マイレージシステムの会員専用ログイン画面に
切り替わります。ログインID・パスワードを入力し、ログインします。

ホーム画面左下の《会員情報変更》を選択し、会員情報を変更
します。

会員情報変更

住所・電話番号・
メールアドレスを変更



１．注意事項

・この手続きを行うと健康マイレージシステムで今まで蓄積し

たポイント・データがすべて消えます。

・この画面の同意にチェックし「退会する」ボタンをクリック

するとデータを削除します。

１の注意事項に同意する場合は同意にチェックして退会す

るを押下してください。

退会手続き

TOP

トップ画面メニューの《退会する》をタップします。

さいたま市健康マイレージシステムの会員専用ログイン画面に
切り替わります。ログインID・パスワードを入力し、ログインします。

退会手続きの注意事項を読み、同意したら《退会する》をタップし
ます。

退会すると、これまで蓄積し
た歩数情報・ポイント、住所・
氏名などの会員情報が消去
されます。

退会する


