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ウォーキング
ダイエット
キャンペーン

１日１万歩をめざした

「スタンダードコース」

キャンペーン概要　

３カ月で91万歩（１日１万歩）達成者には2000ポイント付与
※72.8万歩(1日8千歩)達成者には1000ポイント付与

３カ月で100.１万歩以上（１日1.1万歩）、かつ、体重減
（男性2.5kg　女性2.0kg）達成者には3000ポイント付与
※チャレンジ目標未達成でも、スタンダードコースの基準に応じてポイントを付与

チャレンジコース希望者は必ず8月中にKENPOSにエントリー登録を！
エントリー期間：平成２８年８月１日（月）～８月３１日（水）

歩いて
ダイエット

はかって
ダイエット

歩数、体重、体脂肪率を毎日入力するだけでポイントがたまります。

歩数（8千歩以上）　１日５ポイント
体重　　　　　　　１日５ポイント
体脂肪率　　　　　１日５ポイント

キャンペーン期間：平成２８年９月１日（木）～１１月３０日（水）

今年のキャンペーンコースは2種類！

BMI25以上の方が対象

「チャレンジコース」

スタンダードコース

チャレンジコース

被保険者（本人)・平成28年9月1日現在20歳以上の被扶養者（武田健保の保険証をお持ちの方）
さらに、必ずＫＥＮＰＯＳに登録を！
※KENPOSにまだ登録されていない方は（http://www.kenpos.jp/）で行ってください。
　武田健保のホームページからもKENPOSにアクセスできます。

各自で歩数計のご準備を。キャンペーン中はＫＥＮＰＯＳで日々の歩数や体重などを入力。
スマートフォンの方はＫＥＮＰＯＳにログインし、ウォーキングアプリをダウンロードすると手入力は
不要！（詳しくは15ページ参照）。

KENPOS内にある「ポイントを使う」画面よりお好みの賞品と交換。
（交換期限：平成29年2月末まで）

〈キャンペーン主催〉武田薬品健康保険組合
〈お問い合わせ〉ウォーキングダイエットキャンペーン　KENPOS事務局　0570-057072

肥満が
気になる方に
おすすめ！

BMI指数が
25以上の方が
対象なの

さらにポイントを
増やすチャンス！

獲得ポイントの引き換え

参加方法

応募資格

ＫＥＮＰＯＳ登録者は
スタンダードコース
に自動エントリー
してるよ
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リバウンド防止の食べ方

Takeda Kenpo
ウォーキングダイエット
キャンペーン2016
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平成28年度特定保健指導
3回目以上対象者限定特別プラン始めます！

時間栄養学

健康管理応援サイト
「ＫＥＮＰＯＳ」の登録から始めましょう！！

教えます！ タイプ別肥満解消法



　体重が増えたら一気に体重を減らしたくなりますが、減量に取り組むときは、一時的に体重を減ら
すことではなく、減った体重を維持しながら減量前よりよい体調になるダイエットをめざしましょう。

　ダイエットに成功したはずなのに、気づいたらまた元に戻ってしまった…、それは「リバウンド」です。ダイ
エット経験者の約7割がリバウンドを経験しているともいわれています。
　リバウンドしてもまたダイエットすればいい。そんな安易な考えは危険です。ダイエットとリバウンドを繰り
返していると、太りやすくやせにくい体質になってしまいます。

　体重は消費エネルギーと摂取エネルギーのバランスで決
まるため、食べる量を減らせば一時的に体重は減ります。
　しかし、摂取エネルギーが急激に減ると、からだは代謝を
グッと落として対応しようとします。そのため消費エネルギー
も減り、体重は思うように減らなくなります。
　さらに、食べる量が減ると栄養素も不足します。栄養素が
不足すると疲労や便秘、肌荒れなど、体調にも影響が出ま
す。筋肉量も減ってしまい、これがさらに代謝を落とす要因
になるので、一度減った体重もリバウンドしやすくなります。

　グラフの縦軸が消費エネルギー、横軸が摂取エネルギーです。中央のラインは消費と摂取のバランスがとれ
ているので、体重が変動しないラインです。
　ただし、中央のラインのどの位置でバランスをとるかで、食事からとれる栄養素の量は大きく違ってきます。上
の位置でバランスをとると栄養素がしっかりとれて体調もよくなります。
　ダイエットをするときは、単に食べる量を減らすのではなく、高い位置でバランスがとれる食生活をめざしましょう。

食事を減らして体重が減っても…

ベスト体重＆ベスト体調をめざしましょう！
せっかくダイエットしたのに、
また太ってしまった…
リバウンドの繰り返しは危険です

　平成28年度の武田健保ニュース「Better 
Health」にて、3回にわたる連載をしています。
　テーマは「食コンディショニング」。今の自分
の「からだ」やライフスタイルに合わせて食生
活をコントロールし、ベストコンディションをめ
ざそうというもので、このメソッドを作り上げた
小島美和子先生にご執筆いただいています。

小島　美和子（おしま　みわこ）　有限会社クオリティライフサービス　
代表取締役
管理栄養士　産業栄養指導者　健康運動指導士　ヘルスケアトレーナー
食コンディショニングプロデューサー。
女子栄養大学卒業後、食品会社や大学病院などでの勤務を経て、有限会社
クオリティライフサービスを設立。管理栄養士の専門性を活かし「健康・食
生活」領域で企画・開発・食教育事業を展開。テレビや雑誌などでもご活躍
されています。自身もマスターズ陸上100mからフルマラソンまで楽しむ
ランナーであることから、走る人の食生活もプロデユースされています。

リバウンド防止の食べ方

半年後 3ヵ月後

消費
1500
kcal

消費
1500
kcal

摂取
1500
kcal

摂取
2000
kcal

摂取
2000
kcal

摂取
2200
kcal

摂取エネルギーを少し減らし、
消費エネルギーを増やす

→必要な栄養素を食事から十分にとれる
→やせて、体調もよくなる。代謝が上がって
　リバウンドしにくい

摂取エネルギーを大きく減らす
→食事からとれる栄養素が減る
→やせるが体調は優れない。
　代謝も落ちてリバウンドしやすい

体調UP!
コンディション

どっちを
めざす？

摂取エネルギー

消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー

時間栄養学

2 3



リバウンド防止の食べ方

　肩甲骨周りには、脂肪の燃焼を促す褐色脂肪細胞が集まっています。
　朝の光を浴びて、体内時計をリセットしたタイミングで肩甲骨を大きく動かすと、一気に体温が上がりエネル
ギー消費量の多い１日になります。

●朝起きたらカーテンを開けて大きく肩まわし

●朝食を食べる

●ペースアップウォーキングエネルギー収支レベルが高い１日にしよう

　朝食を食べることで体温が上がり、１日の消費エネルギーを増や
すことができます。食べていない人は食べることから始めましょう。
　おすすめはごはん＋たんぱく質食品（卵や豆腐、納豆、魚など）です。
　菓子パンなど油脂の多い食事では体温が上がりにくくなります。

　短時間で脂肪燃焼効果を上げるには、できる限りハイペース
で歩くのが効果的です。苦しくなったらペースダウンして、息が
落ち着いてきたらまたペースアップするという感じで、ペース
アップ、ペースダウンを繰り返しましょう。
※休日などを利用して週２回運動するより、２日に１回のペースアップ
ウォーキングの方が、代謝の高い状態を保ちやすく、ダイエットに効
果的です。

●品数多く、栄養素を意識した昼食を
　昼は、一番代謝のいい時間帯なので、とった栄養素がからだ
で有効活用されます。食べたカロリーは消費されやすいので、
カロリーより栄養素がしっかりとれることを重視します。麺類や
菓子パンなど、穀類の単品料理ではなく、定食やランチセットな
ど、食品数の多い料理を選びましょう。

●体温を上げて就寝
　就寝前のちょっとした活動で、就寝中の消費エネルギーが違っ
てきます。入浴前の筋トレや入浴後のストレッチで筋肉に刺激を
入れて、湯ぶねにゆったり浸かりしっかり体温を上げてから布団に
入りましょう。

●早い時間に、低脂肪・高たんぱくなおかずの夕食を
　夕食はできるだけ早い時間に食べましょう。遅くなるほど体脂
肪に変わりやすくなります。
　炭水化物抜きの食事は筋肉を減らして代謝を落とす元になりま
す。抜くのではなく野菜をたっぷりつけて食べることが大事です。
　低脂肪で高たんぱく質のおかず（豚もも・ひれ肉、鶏ささみ・
むね肉、魚、豆腐）も必ず1品付けましょう。魚が選べるなら魚が
おすすめです。
　夕食が遅くなるときは、ごはんに押し麦や雑穀を加えて食物
繊維を増やし、食事の最初にめかぶやもずくなどの海藻を食べ
ましょう。

肩甲骨を
意識！

4 5

肩甲骨のストレッチ 肩甲骨の動的ストレッチ

立った状態で、
両手を後ろに組む

背筋を伸ばして、
手を上に上げ、
胸の筋肉を伸ばす。
手のひらは背中側に向ける。

肩幅に足を開き、
両手を頭の上で合わせる。
背筋を伸ばし、
両手をしっかりと伸ばす。

手のひらを外に向けて開き、
肘を少し背中側に寄せるイメ
ージで、肩の位置までゆっく
りおろす。
20回くり返す。

1 2 1

2
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平成２８年度 特定保健指導

限
定

　おかげさまで武田健保の特定保健指導は、今年で
6周年を迎えました。当初は改善効果がみられた指
導も、最近はやや低迷気味。そこには、リバウンドで
複数回対象になる人が増えてきたことや、保健指導
内容へのモチベーションの低下がありそうです。

　そこで平成２８年度は、3回目以上、特定保健指導対象
者の方の中から限定で特別プランをご提供！ 実践して
いることの効果を血液検査で確認、さらにやってみたい
運動メニューをプラスして、今年こそ脱却にリベンジ。

　６カ月の支援期間の２カ月目あたりに、生活習慣病健診の血液検査キットが届きます。

３回目以上 対象者

始めます！
特別プラン

３回目以上 対象者

始めます！
特別プラン

自己採血による血液検査（郵送健診）特　典

　マンツーマントレーニングでからだづくりをしてみたり、いつでも手軽に賢いアプリで自己管理にチャレンジ！

選べるお好きな運動メニューオプション

検査キットを
返送する

検査キットが
自宅に届く

検査結果が
自宅に届く

検査機関で検査

1週間～
10日

ご自宅でご都合に合わせて検体を採取

運動はしてみたいけどやり方
がわからない方や不安な方に、
専属トレーナーがあなたの目
的に合わせトレーニングをマ
ンツーマンで指導してくれる。

小さなデバイスTSUC（ツック）を身につけるだ
けで、活動量や内臓脂肪まで測定でき、アドバ
イスが届く。

マンツーマンで現時点の最適
なトレーニングをレクチャー。

選任トレーナーがリバウンドし
にくいカラダづくりをサポート 。

最小限の努力で
ちゃっかり鍛える

忙しいビジネスパーソンだからこそ、

LEDライト・振動で運動強度を
リアルタイムにお知らせ

（脈拍計測機能付き活動量計）
パルセンスで始める！

内臓脂肪を可視化

改善結果を
検査結果で
実感！！

全額健保負担

健保補助付き

　武田健保ではこのほど平成27年度の健診受診者（男性5,760人、女性2,450人）について、体重増加と高
血圧・高血糖の関係について分析しました。服薬の影響を排除するため、非服薬者のみで分析しています。
　その結果、加齢とともに血糖・血圧が上昇することは一般的に知られていますが、肥満基準（下表参照）を
超えていなくても、「20歳時点よりも10㎏以上太った人」は高血糖・高血圧に該当する割合が高く、肥満とな
るとさらに高血糖・高血圧に該当する割合が高いことがわかりました。
　また、若いときから肥満基準に該当する人は、男性は高血圧、女性は高血糖の
人が３割を超え、非肥満者に比べ非常に高くなっています。
　年齢別では、男性は体重の増加とともに30代後半で血糖値の上昇が大きくな
り、女性は男性に比べ悪化の年齢が遅いですが、40代後半から悪化が進みます。

「20歳時点と比べて10Kg以上太っている」は要注意

肥満になると、①高血圧・高血糖・高脂質に該当する割合が高くなるし、②該当する個数が増えるし、
③中度以上のリスクの割合が高くなるんだ。
自分の健康のために体重コントロールを心がけよう！
若いときより太っている人や肥満に該当している人は２～４ページの時間栄養学を実践しよう！

健診で肥満とは？
次のうち、いずれかに該当する人

高血圧・高血糖・高脂質に該当する個数

健康データ分析

男性 女性

腹囲 男性：85cm以上、
 女性：90cm以上

BMI 25以上

２．２倍！ ４倍！
約３倍！ 約６倍！

バイオメトリクス

スマホで
お腹を半周パーソナルトレーニング

はじめてパック

特定保健指導による腹囲の推移

特定保健指導による体重の推移

1回目健診時
1回でメタボ脱却

1回でメタボ脱却

2回でメタボ脱却

2回でメタボ脱却

2回受けても対象者

2回受けても対象者

2回目健診時 3回目健診時1回目保健
指導終了時

2回目保健
指導終了時

1回目健診時 2回目健診時 3回目健診時1回目保健
指導終了時

2回目保健
指導終了時

25歳 30歳 40歳 50歳 60歳 25歳 30歳 40歳 50歳 60歳

25歳 30歳 40歳 50歳 60歳 25歳 30歳 40歳 50歳 60歳0
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男性（本人）高血圧リスク

女性（本人）高血圧リスク

男性（本人）高血糖リスク

女性（本人）高血糖リスク

肥満＋高血糖
非肥満＋高血糖+体重10kg増
非肥満＋高血糖

肥満＋高血圧
非肥満＋高血圧+体重10kg増
非肥満＋高血圧

肥満＋高血圧
非肥満＋高血圧+体重10kg増
非肥満＋高血圧

肥満＋高血糖
非肥満＋高血糖+体重10kg増
非肥満＋高血糖

 非肥満 肥満 非肥満 肥満
リスクなし 60.9% 31.1% 78.4% 41.6%
低リスク（要注意） 31.2% 46.3% 19.3% 43.9%
中リスク（要受診）以上 7.9% 22.6% 2.3% 14.5%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 　　　　　  男性  　　　　　　　  女性 

 肥満ではない 肥満 肥満ではない 肥満

 0.5個 1.1個 0.2個 0.8個

①高血圧・高血糖・高脂質に該当する
　個数が２～４倍（服薬なし）

②中度以上のリスクが３～６倍（服薬なし）
肥満に該当すると、さらに・・・

リスク割合
（%）

リスク割合
（%）

リスク割合
（%）

リスク割合
（%）



栄養バランスのよい食事をとるコツ

隠れ肥満の人（ＢＭＩ：２５未満／体脂肪率：男性２５％以上・女性３０％以上）

　私たちの体はおもに水分、筋肉・骨、体脂肪で構成されており、
肥満は体脂肪が過剰にたまった状態です。
　肥満の判定方法として、日本肥満学会はＢＭＩ（体格指数）を推奨
しています。ＢＭＩは身長に対する体重の割合で、体重から肥満か
どうかを判断します。
　ただし、体重ではわからない肥満があります。体脂肪が過剰に
たまっているのに体重がふつう以下の「隠れ肥満」で、女性に多
くみられます。隠れ肥満はおなかに体脂肪がつきやすいため、
放っていると通常の肥満同様、生活習慣病の発症や悪化をまね
きます。
　そのため、体重とあわせて体脂肪率をチェックし、肥満度を正し
く把握することが大切です。そして、過剰にたまった体脂肪を減ら
し、体重と体脂肪率を正常範囲（ふつう）に保ちましょう。

　今年の健診の申し込みはもうすまされましたでしょうか？
　夏の間、健診はすいています。ご希望の日程がとりやすいですよ。
　秋から年末にかけては、だんだん混み合ってきます。とくに胃カメラは
予約がたてこみますので、今のうちに予約だけでも入れておきましょう。
　胃カメラ、経鼻カメラの定価は15,000円くらいですが、今なら、ファ
ミリー健診でバリウムからカメラに変更しても自己負担は無料です。
　とりあえずの日程でかまいません。健診機関に電話をして予約をとっ
てしまいましょう。KENPOSから受診券発行依頼も忘れずに！

　肥満の要因として食べすぎや飲みすぎ、運動不足が考えられます。食べすぎは、とくに体脂肪の材料にな
る糖質や脂質の多いものに注意しましょう。ビールがおいしい季節ですが、お酒の飲みすぎも食べすぎをま
ねきます。
　体脂肪を減らすためには歩くことも有効です。本誌を参考に、今よりも１０分多く歩くことを心がけましょう。

　隠れ肥満の要因として、極端な食事制限によるダイエットや、お菓子を食事代わりにすることなどによる栄
養不足で筋肉が減り、体脂肪のたまりやすい体になっていることが考えられます。そのため、筋肉量を増やし
て代謝を上げることが有効です。栄養バランスのよい食事と筋トレを心がけましょう。

●よく噛んで、ゆっくり食べる。
●噛みごたえのある野菜から食べる。
●大盛りにしない。量が多ければ食べる前に減らす。
●規則正しく食べてドカ食いを防ぐ。

「体重」と「体脂肪率」でＷチェックしよう

肥満のタイプ別・体脂肪を減らすコツ

減らすのは、
体重ではなく「体脂肪」

ＢＭＩによる肥満の判定

食べすぎを防ぐコツ

お酒を飲みすぎないコツ

●食事のとき「主食」「主菜」「副菜」をそろえる。

●１日３回、規則正しく食べる。
●お菓子を食べるなら、１日１回時間を決める。

ごはんやパン、めん類

肉や魚、卵、大豆
製品のおかず

野菜や海藻類の
おかず

●階段を使う。階段の上り下りは筋トレ効果あり。
●家事や仕事の合間を利用してスクワットをする。

①足を肩幅に開いて立ち、ひざを軽く曲げる。
②椅子に腰をかけるように、ゆっくりとひざを曲
げ、ゆっくりと①の姿勢に戻す。これを５～１０回
行う。

ごはん、パン、めん類、
お菓子、清涼飲料水、
くだもの など

とりすぎに注意したいもの

こまめに筋トレをする

KENPOS
㈱イーウェル健康サポートセンター
０５７０-０５７-０９１（または０３-５６４５-１２６２）
 受付時間  9：30～17：30　 休業日  日曜・祝日・12月29日～1月4日

https://www.kenpos.jp

●事前に飲む量と時間を決めておく。
●会話を楽しみながらゆっくり飲む。
●途中でノンアルコール飲料や水を飲む。

〔体重kg÷（身長m×身長m）

　見た目で肥満かどうかを判断していませんか。一見太っていても筋肉質であれば肥満ではなく、
一見やせていても体脂肪の量が多ければ肥満です。そのため、体重と体脂肪率で肥満をチェックす
ることが大切です。

＊日本肥満学会「肥満症診断基準2011」

糖質が多い

揚げ物などの脂っこい料理、
脂の多い肉類、マーガリン、
乳製品、お菓子　など

脂質の多い

通常の肥満の人（ＢＭＩ：２５以上／体脂肪率：男性２５％以上・女性３０％以上）

体脂肪率による肥満の判定

＊厚生労働省「e-ヘルスネット」より

肥満の目安 ふつう 肥満

男性 １５～20％ 25％以上

女性 20～25％ 30％以上

主食

主菜 副菜

監修●管理栄養士　徳田 泰子

やせ ふつう 肥満

18.5未満 18.5以上
２５未満 ２５以上

●教えます！ タイプ別肥満解消法

健診申し込みはすみましたか？
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運動不足の方、肥満体型の方、かくれ肥満の方
少しでも体を動かしたい！ 今度こそやせたい！と思っていませんか？

Takeda Kenpo
ウォーキングダイエット
キャンペーン2016

Takeda Kenpo
ウォーキングダイエット
キャンペーン2016

歩数や体重、体脂肪をは
かってＫＥＮＰＯＳに入力
すれば、Better Health 
ポイントがもらえるんだ。
お得なキャンペーンだか
らぜひとも参加してね！

チャレンジコースの人は必
ず８月中にＫＥＮＰＯＳにある
エントリーバナーでエント
リーしてね。一番歩いて欲
　　しい人たちだよ

毎日はかってＫＥＮＰＯＳ
に入力するだけでどんど
んポイントがたまるよ！

キャンペーンが終わっても
歩数と体重入力のポイント
はずっともらえるのよ！

歩数、体重、体脂肪率を毎日入力すれ
ば３カ月で1365ポイントになるんだ。
これにチャレンジの達成ポイントも加
わるよ

男性2.5kg、女性
2.0kgはBMI1に
相当するよ

「目標を意識したウォーキング」に注目しましょう。
毎日のウォーキングは「健康な体をつくるサプリメント」のようなものです。
運動不足を解消し、ダイエットやシェイプアップにつなげて、恐ろしい生活
習慣病のリスクを回避しましょう。

エントリー不要！ 登録者全員がキャンペーン対象者
　今年のウォーキングキャンペーンは、KENPOS登録者全員の方をウォーキングキャ
ンペーン対象者とします。だから、キャンペーンのエントリー手続きは不要！ ＫＥＮＰＯＳ
に歩数を入力するだけでキャンペーンに参加していることになります。
　まだKENPOSに登録してない方も、このキャンペーンを機にぜひとも登録してご参
加ください！

　スリムな方もぽっちゃりさんも自分の体のために歩きましょう。
　91万歩達成者には、2000ポイント付与します。
　※72.8万歩(1日8千歩)達成者には1000ポイント付与します。

肥満気味、ＢＭＩ指数が高い…そんな方にとくにおすすめ！
　肥満気味の方、ＢＭＩ指数の高い方には、とくにウォーキングをおすすめします。
　今年のキャンペーンでは体脂肪率にも注目します。体脂肪率はＢＭＩとともに、肥満の指標となる重要な数値で
す。歩数や体重とともに体脂肪率をＫＥＮＰＯＳへ入力すれば、さらにBetter Health ポイントがもらえます。

　被保険者（本人)と平成28年9月1日現在20歳以上の被扶養者（武田健保の保険証をお持
ちの方）でＫＥＮＰＯＳに登録されている方

　各自で歩数計を準備してください。キャンペーン中はＫＥＮＰＯＳへ日々の歩数や体重などを
入力してください。
　スマートフォンの方はＫＥＮＰＯＳにログインし、ウォーキングアプリをダウンロードすると手
入力は不要！　とっても便利な機能をご利用ください（15ページ参照）。

応募資格≫

参加方法≫

キャンペーン期間
平成２８年９月１日（木）～１１月３０日（水）

ウォーキングキャンペーンのコースは2種類！
１日１万歩をめざした「スタンダードコース」
BMI25以上の方を対象とした「チャレンジコース」

歩いてダイエット

はかってダイエット

スタンダードコース…３カ月で91万歩（１日１万歩）を目標に

歩数目標に加え体重目標も加わります。まず歩く習慣をつけて徐々に歩数を
増やし体重を落とせば･･･必ず体によい変化があります。
100.1万歩かつ体重減達成者には、3000ポイント付与します。
※ チャレンジ目標未達成でも、スタンダードコースの基準に応じてポイントを付与します。

チャレンジコース…BMI＊指数が25以上の方対象
３カ月で100.１万歩以上（１日1.1万歩）、かつ、
体重減（男性2.5kg　女性2.0kg）を目標に

チャレンジコースのエントリー期間：平成２８年８月１日（月）～８月３１日（水）
チャレンジコース希望者のみKENPOSのエントリーバナーへ登録してください。

●歩数（8千歩以上）　 １日５ポイント
●体重　　　　　　　１日５ポイント
●体脂肪率　　　　　１日５ポイント

（http://www.kenpos.jp/）で行ってください。武田健保のホームページからもKENPOSにアクセスできます。

平成28年3月現在
KENPOS登録者数
3,822名

＊BMI=体重（ｋｇ）÷（身長（ｍ）×身長（ｍ））

毎日、体重や体脂肪率をはかって記録することでダイエットにつなげてみましょう。
ＫＥＮＰＯＳを活用することでポイントを増やすチャンス！
歩数入力の際、体重、体脂肪率も入力しよう。

KENPOS登録
済みの人は、ス
タンダードコー
スに自動でエン
トリーしているよ
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上手にウォーキング！
歩くことを習慣にする方法

2015年度 キャンペーン結果

　6分間を1セットと考えて、1日5セット、30分間を目標にしてく
ださい。これを週4回行います。通勤途中や買い物の行き帰りな
どに分けて行っても、まとめて行ってもかまいません。週120分
以上のインターバル速歩を続けると、効果が出てきます。

　体力をつけるには、ややきつい運動を行う必要がありますが、単に早歩きだけを続けると息が切れたり、膝を痛
めたりしがちです。
　３分間の早歩きのあとに3分間のゆっくり歩きをはさむと、無理なく続けることができます。しかも一定の速度で
歩くより、効率よく体力がつきます。

「早歩き」ってどのくらいのペース？1日30分、週４回を目標にします
体力や年齢によって異なりますが、「ややき
つい」と感じる程度で。少し息がはずみ、会
話はできるくらいのペースが目安です。

●自宅から最寄駅まで
自転車、バスを使わ
ずに歩く

●会社最寄り駅の一駅
手前で降りて歩く

●エレベーターなどを
使わず階段で上り下
りする

●ランチはちょっと遠
くの店まで早歩き

「歩く」をもっと効果的にする方法
「インターバル速歩」

下半身の大きい筋肉が使えます。
すねの筋肉も鍛えられ転倒防止に。

体重移動がしやすくなります。

できるだけ大股で、
かかとから着地

視線は25ｍ前方に向け、
背筋を伸ばして歩く

腰の負担をやわらげます。

腕を直角に曲げ、
前後に大きく振る

1

2

3

▼早歩きのポイント
ゆっくり歩き

3
分間

早歩き

3
分間

ゆっくり歩き

3
分間

早歩き

3
分間

6分間1セット

　体重もＢＭＩ指数も標準値だから安心…そんなあなた、体脂肪は大丈
夫ですか？
　体重の変化がなくても体脂肪が増えると、それだけ筋肉の量が少なく
なっています。
　体脂肪が増えると血液や骨に異常をきたし、さまざまなトラブルの原
因にもなります。
　ただ減量するのではなく、脂肪を燃焼させ筋力をつけることでバラン
スのよい健康が保てます。
　日常生活で筋力をつけるには、スクワットや12ページにあるインター
バル速歩などがおすすめですよ。

おまけトーク

標準体重でも安心できない恐～い話

歩数入力者数
（期間中の平均）

達成者数

130名 28名（21.5％） 40名（30.8％）

未達成者数
1日1.1万歩（100.1万歩／3カ月）は達成

体重減が未達成
1日1.1万歩（100.1万歩／3カ月）
男性2.5㎏・女性2.0㎏体重減達成

歩数入力者数
（期間中の平均）

達成者数

522名 314名（60.2％） 64名（12.3％）

1日8千歩（72.8万歩／3カ月）以上
  1万歩（91万歩／3カ月）未満達成

1日1万歩
（91万歩／3カ月）以上達成

歩数入力者数
（期間中の平均） 達成者数

662名 406名（61.3％）

スタンダード
コース

コース総計

チャレンジ
コース
チャレンジ
コース
（BMI25以上）（BMI25以上）

スタンダード
コース

コース総計

達成者の1日平均歩数はなんと14,840
歩！ウォーキングを続けてみてダイエット
につながった人がたくさんいるよね

チャレンジコース
入力者（130名）
のうち、2割以上
の人がダイエット
に成功しました！ 
がんばったね

今年のキャンペーンは
KENPOS登録者全員が
対象だから達成者が増え
ること間違いなしね。
キャンペーンスタートの
案内や応援メールを送る
から、みんながんばって
歩いてKENPOSへ入力
してね！

①通勤時間の有効活用 ②休憩時間の有効活用

体脂肪を意識
して脂肪を燃
焼させよう

武田薬品大阪本社
勤務の場合
梅田駅⇔御堂筋ビル
約1.3km
（約20分、約2000歩）

昨年このキャンペーンに参加いただいたみなさまの結果です。
KENPOSへ歩数入力した方の6割以上が目標歩数を達成さ
れました。歩くことでムリなくダイエット効果も…。やればでき
ます！　あなたも歩いてKENPOSへ歩数入力してね。

もうひとがんばり！
今年こそ達成
してね



　現在、「KENPOS」に登録されている方は加入者全体の2割です。
　ウォーキング・ダイエットキャンペーンに参加する人は、「KENPOS」登録が必須です。
　ウォーキングもダイエットも、まずは自分の日常を知ることから始めてはいかがでしょうか？ 登録方法はこちら。
5分もあれば登録完了です。保険証と、メールアドレスを用意して、さあ、一緒に始めましょう。

　ログインしたら、すぐに「昨日の歩数
記録」「今日の体重記録」を入力しま
しょう。
　今年はなんと、チャレンジコース以
外の人は歩数を入力するだけでキャ
ンペーンに参加できちゃう！！
　とりあえず3日、続けて3週間、もっ
とがんばって3カ月。3カ月続けば、達
成賞をゲットできるかも？

　健診結果が信号表示（赤・青・黄）に
なっていてとてもわかりやすい!
　メタボかどうか今すぐ確認!!
　初めて登録された人には、Better
Health ポイント300ポイントを差し
上げます。

　　
ファミリー健診・人間ドックを受診する場合、健診機関を検索することができます。受診希望の機関に電話予約をしていただいた後、
「KENPOS」で「健診申込/手続き」ボタンをクリックして、受診券の発行手続きを行います（22ページに健診受診関連ページがあります）。

ココ！！

ココ！！

ココ！！

ファミリー健診や人間ドック受診手続きに活用

毎日記録で健康に! 歩数や体重の
記録はここから！！でーす

「KENPOSセルフケア」で
自分の健診結果を確認しましょう!

こんな使い方も便利

ウォーキング・ダイエットキャンペーン

KENPOS活用法のご紹介

もっと簡単に歩数入力できない？

KENPOS初回登録の方法

〈Better Health ポイント〉ウォーキング・ダイエットキャンペーン歩数入力の第一歩
健康管理
応援サイト「KENPOS」の登録から始めましょう!!

①「初回登録(無料)」をクリック　※初回登録の際は、お手元に保険証をご準備ください。
②資格照会をする(記号・番号・保険証番号・カナ氏名・生年月日)

③メールアドレスと、ログインID・パスワードを設定する
　※ご登録いただくメールアドレスをログインIDとして設定することが可能です。
　※パスワードは8文字以上の半角英数字混在で設定してください。
④仮会員登録完了メールを受信する
　メールアドレスに本登録に必要なURLを記載したメールが送信されます。そのURLをクリックするだけ。
⑤初回登録完了
　続いてセルフケア登録も行いましょう。登録が終わったら、歩数と体重を登録してみましょう。キャンペーンにわざ
わざ登録しなくても、毎日歩数を登録するだけでOK。歩数登録があればキャンペーン参加申込をしたことになりま
す。どんどん歩数を登録しましょう。ただし、チャレンジコースの方は、別に申し込みが必要です。詳しくは11ページを
ご覧ください。

　今年は、スマホ版アプリをダウンロードしてウォーキング・ダイエットキャンペーンに参加しませんか？ 登録も利
用も無料です。なんと、アプリをダウンロードするだけで、歩数をカウントできます。ダイエットサポート機能もつい
て、目標達成に必要な歩数・消費カロリーも表示されます。
　まずは、登録しましょう。KENPOSにログインしたら、「ウォーキングアプリ登場」をクリックしてダウンロードしてね。

　40歳以上の被扶養者の方で昨年度（平成27年4月～平成28年3月）健診（特定健診受診券利用・
ファミリー健診・人間ドック・パート先受診結果の提供）を受診、今年度（平成28年4月～平成29年3
月）も健診受診された人には1000ポイント差し上げます。

　昨今増加している低出生体重児や
異常分娩の要因のひとつに、妊娠中の
栄養管理や生活習慣が関わっている
と言われています。
　武田薬品健康保険組合では、8月か
ら、妊婦さん（ご本人・配偶者）を対象
に、赤ちゃんが元気に成長して、ママ自
身が健康なお産ができますよう、妊娠
中に役立つ書籍をプレゼントします。
　ご希望の方は健保のＨＰからお申し
込みください。

KENPOS（URL：https://www.kenpos.jp）に次の要領で登録してください。

記号
番号

入力後クリック

保険者番号（06270680）
武田　太郎

保 険 者 所 在 地　大阪市淀川区十三本町２丁目17番85号
保険者番号
名　　　称

武田薬品健康保険組合
☎　06（6300）　6 8 6 0
http://www.takeda-kenpo.or.jp260 70 806

保険者番号

記号 番号

「面倒くさがり」「スマホ利用」のあなたに朗報! スマホで簡単歩数記録

40歳以上の被扶養者（家族の方）必見！

８月から開
始！

妊娠中に役立つ健康書籍
『初めての妊娠・出産』、『プレママの食事』
をプレゼント！！

さらにお得にゲット  継続受診ありがとうポイント

KENPOSに連携設定すれば、歩数を自動で送信。毎日の記録がぐっと便利に！

さらに
お得！

A5判
16ページ

B5判
223ページ(ＵＲＬ：http://www.takeda-kenpo.or.jp)

健診受けっぱなしは
もったいないよ～

GooglePlayまたはAppleStoreから
KENPOSウォーキングアプリで検索

KENPOS事務局
受付時間：9：30～17：30(土・日・祝日・年末年始 休業)
TEL：0570-057-072
https://www.kenpos.jp/inquiry
（お問い合わせフォームでも受け付けます）

ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド

お
問
い

合
わ
せ
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