
スマートフォンアプリ
「Health Planet WALK」の使い方
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 設定をはじめる前に

歩数計アプリを活用するための全体の流れをご確認ください。

2



Step1

Step2

Step3

 スマートフォンの初期登録フロー

②からだカルテに飛び、左上
「参加する」タブからアクセス

①上記からアクセス

③スマートフォンのアプリイン
ストール画面を開く。
iPhoneであればAPP STORE
アンドロイドはPlayストア

④アプリ検索画面で
「ヘルスプラネット ウォーク」
と検索を行い、アプリをダウン
ロードする。

⑤ダウンロードされたアプリが
画面に存在しているか確認を行
う。
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⑥画面にできたアプリを起動さ
せる。「次へ」を押して進める。

STEP1～5の作業を行ってください。
STEP5まで完了しないと歩数がカウントされませんのでお気をつ
けください。



Step4

Step5

注意点

⑦ 「参加確定通知書」のIDと
PASSをログインIDとパスワード
に入力してログインを押す

⑧プロフィール情報を入力
する。

⑨設定画面にて「加速度センサー」
をONにし、「始める」を押す。 ⑩ホーム画面を確認する。

※今回使用するアプリは「ヘルスプラネットウォーク」です。
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⑤加速度センサー
をONにして開始

 ヘルスプラネットを間違って
ダウンロードしないようにする

注意点



スマートフォンで参加

する際の留意事項
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スマートフォンで参加する際の留意事項

 スマートフォンで参加の方は、下記留意事項をご理
解の上、ご利用下さい。

1 使用可能なスマートフォン

（対応機種）※お持ちの機種が対応しているかを必ずご確認ください。
〈Android〉Android5.0以上 〈iPhone〉iPhone6以降に販売された
機種 iOS9.0以上（iPadやiPod touch等は不可）

※一部のSIMフリー、らくらくスマートフォン、京セラDIGNO、
HUAWEIには対応しておりません。

2 アプリを利用する場合、バッテリー消費量が通常より
増加します

歩数計のような常時起動しておく必要のあるアプリはバッテリーを
多く消費します。
バッテリーの残量には十分ご注意ください。バッテリーが切れると
歩数がカウントされません。

3
スマートフォン専用の歩数計アプリなので、タブレットではご利用頂け
ません。

4 ログアウトする際の注意事項

一度ログアウトして、別のアカウントでログインすると
元のアカウントで利用していた情報が消去されてしまいます。

タブレットではご利用できません
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スマートフォンで参加する際の留意事項
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5 ポイント付与につながる歩数管理にご注意いただく必要
があります。

（Ａ）iPhoneは、アプリは常時起動しておく必要があります。
アプリを停止してしまうと歩数がカウントされません。
※android版は加速度センサーがONであればカウントします。

（Ｂ）アプリにスマートフォン内蔵の加速度センサー利用を許可する必要が
あります。
利用を許可しないと歩数がカウントされません。
※設定は簡単に行えます。

（Ｃ）アプリ内で保持できる歩数情報は前日から過去30日間です。
30日に最低1回は歩数データを送信（からだカルテに同期）する必要
があります。

（Ｄ）機種変更前には必ず歩数データを送信する必要があります。
送信せずに機種変更すると未送信の歩数が失われます。

（Ｅ）アプリをアンインストールしてしまうと、アプリ内で保持していた歩
数データがすべて失われます。

（Ｆ）バッテリーが切れたら歩数はカウントされません。

（Ｇ）スマートフォンの時計を変更すると、アプリ内で保持している歩数
データを一部失うことがあります。



歩数計アプリの使い方
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 メータ表示で達成率がひと目で確認いただけます。

歩数計アプリの使い方

↓ [歩数計データ画面]

←  [歩数計アプリホーム画面]

歩数データの送信

アプリ内で保持
している歩数情
報を登録（から
だカルテに同
期）します。
30日に最低1回
は実行する必要
があります。

総歩数と平均歩数

過去7日間・30日間（当
日は含まない）の総歩数
と平均歩数を確認できる。
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・歩数データ

歩数,1日の目標歩数に対する達成度

歩数消費カロリー,歩行時間,歩行距離

歩数平均・総歩数(1週間,1カ月)

1日の歩数目標達成度(1週間)

1週間の歩数目標の達成度(1カ月間)

歩数グラフ(1日,1週間)

・目標

1日歩数目標,1週間歩数目標

・お知らせ



歩数計アプリの使い方

 一般機能について：加速度センサーの設定をオンにして
下さい

加速度センサー
の利用許可

スマートフォン内蔵
の加速度センサーの
利用を許可しないと
歩数がカウントされ
ないので、ご注意下
さい。

ホーム画面の右下「その他」を選択すると各一般機能メニューが表示され

ます。歩数計アプリ使用時には設定から加速度センサーをオンにして下さ

い。
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歩数計アプリの使い方

 一般機能について：android版限定バッテリー節約対応につ
いて

ホーム画面の右下「その他」を選択すると各一般機能メニューが表示され

ます。設定から省電力モードを選択する事でバッテリーの消費量を調整可

能となります。
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・実機ベースでのバッテリーライフの比較
モード「OFF」と比較して「弱」は、バッテリーライフが1.3倍。
モード「弱」と比較して「強」は、バッテリーライフが2.5倍。
※モード「弱」は、現行のスタミナモードと同等
※モード「強」は30秒毎に歩数カウントが更新されます。



歩数計アプリの使い方

 プロフィール設定
必要に応じてプロフィール内容の編集を実施して下さい。
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歩数計アプリの使い方

 その他事項について
その他の各項目に関しましては、下記ＵＲＬ等から使い方ガイドをご参照

ください。
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http://www.tanita-thl.co.jp/apps/walk/help_houjin.html

使い方ガイドURL

使い方ガイド

http://www.tanita-thl.co.jp/apps/walk/help_houjin.html


健康管理サイト「からだカルテ」では、

活動量計や体組成計などで測定したデータを自動で

グラフ表示して確認することができます。

からだカルテの

活用方法
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健康管理サイト「からだカルテ」の活用方法

 からだカルテでは健康管理に役立つ様々な機能や、
情報をご利用頂けます。

★はかったデータがグラフになって表示！

数字だけでは気付かなかった変化も、

グラフ化されることで変化がひと目でわかります。

さらに様々な機能を組み合わせて設定することで、

目的にあった自分オリジナルのグラフ閲覧画面に

カスタマイズすることができます。

★普段の生活に役立つ情報が満載！

タニタ食堂レシピやタニタの健康コラムを

日々の生活にお役立てください。

意外と知らない病気のことや話題の

健康トピックなどを専門家がコラムでお伝えします。

★機能を活用して健康管理をより充実に！

・メールアドレスを登録された方の中で

ご希望の方にはメールマガジンをお届けします。

・アラート設定を追加登録することで、

はかり忘れを予防できます。

・スマートフォンでもログインできます。

健康管理をより楽しく進めることができるコンテンツが
「からだカルテ」には盛りだくさん！
様々なコンテンツを活用して日々の健康づくりにお役立てください。
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①「ID」「PASS（パスワード）」を

それぞれ入力します

②「ログイン」ボタンを

押します。

健康管理サイト「からだカルテ」の活用方法

「からだカルテ」にログインしてみましょう

からだカルテ
https://www.karadakarute.jp/kamakura

ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンから「からだカルテ」が
ご利用できます。下記ＵＲＬからログインができます。

「ログイン」ボタン
を押してください。 ログイン画面が表示されます。

 「ログインする」ボタンを押すと
ログイン画面が開きます。

 下記の順番でログインをします。
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グラフの確認や機能の設定をしてみましょう

ログイン後の画面の「健康グラフ日記」メニュー を押すと健康グラフ日記が
表示されます。グラフは、見たい項目だけを表示するように変更することができます。

最近のデータを表示過去のデータを表示

表示項目を変更できます。 表示する

期間を変更

できます。

（標準は7日）

参加者のニックネームが表示されます。

※登録変更よりご変更頂けます。

健康管理サイト「からだカルテ」の活用方法

 ログインした後の画面を確認しましょう。

同時に、4項目表示することが可能です。
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見たいメニューを押して画面

を切り替えます。

データアップした測定値の

ミニグラフが表示されます。



 月別データ表示・入力で、活動量計で測定した各種データ
を見ることができます。

（活動量計）

「健康グラフ日記」メニュー

画面を開き、「月別データ表

示・入力」ボタンを押します。

「月別データ表示・入力」画面を開き、

「総消費カロリー」メニューを押すと、

歩行等の消費カロリーが確認できます。

ログイン後の画面の「健康グラフ日記」メニューから健康グラフ日記を表示し、
「月別データ表示・入力」ボタンを押すと測定データの詳細が確認できます。

健康管理サイト「からだカルテ」の活用方法
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 日別データ表示・入力で、体組成情報等を直接手入力する
ことができます。

ログイン後の画面の「健康グラフ日記」メニューから健康グラフ日記を表示し、
「日別データ表示・入力」ボタンを押すと各種データの追加ボタンがでてきます。

健康管理サイト「からだカルテ」の活用方法

「日別データ表示・入力」ボ

タンを押して、測定項目の

「追加」を押します。

体重であればここに数値を手

入力し、「内容を確認する」

ボタンを押して確定させます。
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いつもの通勤やイベント参加などが、ポイントになって還元されます。
あと少しでポイントがもらえる歩数に達するのに…
そんな時は少しだけ遠回りして、着実にポイントを獲得していきましょう！
ポイントが貯まると抽選で景品と交換いただけます。

 「ポイント」とは…
毎日のがんばった分がポイントで還元される！

 スマートフォンのデータは、必ず歩数データ送信ボタンから送信してください。
手入力でからだカルテに登録した歩数はポイント付与の対象になりません。

 スマートフォンのデータは、本体の保存期間30日を過ぎると自動的に消去されます。
データを送信することで、からだカルテの歩数イベントにも反映されます。

スマートフォンで
歩数や活動量を測ります。

歩数データ送信ボタンから
データの送信を行います。

ポイントが貯められる健康づくり！

健康管理サイト「からだカルテ」の活用方法

ポイントが貯まる
と、抽選で景品に
交換いただけます。
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ログイン後の画面右側に表示される「現在のポイント」を押すと今月データ送信した
歩数ポイントの詳細画面が表示されます。

 ポイント獲得数は、からだカルテから確認できます！

「現在のポイント」をクリックす
ると画面が変わります。

ポイントが貯まると、抽選で

景品に交換いただけます。

 全期間を通してのポイント累計を見るには、
「ポイント獲得履歴」ボタンから確認することができます。

これまで獲得した全ての

ポイントの合計が表示されます。

※画像はイメージです。

今月データ送信した歩数ポイントの

内訳が表示されます。

※獲得ポイント欄の「今週」とは
「日曜日 0:00～土曜日 23:59」までに獲得したポイントを表します。

健康管理サイト「からだカルテ」の活用方法
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スマートフォンでも「からだカルテ」を確認してみましょう

健康管理サイト「からだカルテ」の活用方法

スマートフォンで「からだカルテ」の画面を開き、下記の手順で
ログインできます。

 ログインした後の画面を確認しましょう。
スマートフォンでも同様にデータの確認やタニタ食堂のレシピや健康
コラムを見ることができます。

★その他、各機能の画面

タニタ食堂レシピ 月別データ データ入力

②ご自身の「パスワード」

を入力します。

①ご自身の「ID」

を入力します。

③「ログイン」ボタン

を押します。

グラフの画面に

切り替わります。

見たいメニューを

押して切り替えます。

※マークを押すとデータ入力画面となり
各種測定情報が手入力していただけます。

日別データ
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ログイン後の画面の「タニタのダイエット・健康コラム」メニューを押す
と食事や運動をはじめとする健康コラムを閲覧することができます。

タニタの社員食堂レシピ・健康コラムを活用しましょう

ログイン後の画面の「タニタの社員食堂レシピ」メニューを押すとタニタ
食堂のレシピを閲覧することができます。（毎週月曜日に更新）

健康管理サイト「からだカルテ」の活用方法

クリック

クリック
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登録情報の変更方法

ログイン後の「登録変更」をクリック

申込み時に登録した情報などを変更する事ができます。
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ニックネームの変更、メールアドレ

スの登録が行えます。



FAQについて

健康管理サイト「からだカルテ」の活用方法

よくある質問

問い合わせ 回答

ID・PWを入力しても、ログイン
ができません

大文字、小文字の入力モードに間違いがないかご確認下さい。
また、IDが半角で入力されているかを確認下さい。
上記の二点を確認し、それでもログインできない場合は、お問
い合わせ先へご連絡をお願い致します。

データ送信後、同じ日に新たな歩
数が加算された場合次回送信時に
プラスして反映されますか。

データ送信時に未送信の新しい歩数がある場合は自動的に加算
され、数値が最新のものに更新されます。

アプリのデータ送信はいつまでに
行えばよいか。

アプリには30日分の歩数データを保存できます。
30日を過ぎてしまいますと、古いデータから消失しますので、
最低でも30日に一回はデータ送信をお願いします。

データ送信後、からだカルテに反
映されるのはどのくらい時間がか
かるのか。

からだカルテには、すぐに歩数データ等は反映されます。

健康グラフ日記のグラフに、体重
などの測定データが点で表示され
ない

データがないと点が表示されません。

・測定データはヘルスプラネットウォークアプリのデータ
送信からお送りいただいておりますでしょうか。

・測定データを手入力される場合は、メニューの［データ入
力］より該当項目データを入力してください。

・また、測定した日付、測定項目のグラフをご覧になっていま
すか？
〔項目変更〕ボタンをクリックし表示させたい項目にチェック
を入れ、〔OK〕ボタンをクリックします。4項目まで同じグラ
フに表示させることができます。さらに単独のグラフを見たい
場合は、グラフ上部の各項目をクリックします。

測定データはずっと保存される？

会員登録されてから、退会されるまでは、測定したデータを
「健康グラフ日記」などで見ることが可能です。
測定データは、「からだカルテ」がしっかりとお預かりします
ので、安心してご活用いただけます。

海外でも「からだカルテ」を使え
る？

インターネットをつなぐ環境があれば、ご利用可能です。
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お問い合わせ先

ご不明な点につきましては下記へお問い合わせください。

 からだカルテ・アプリに関する内容

株式会社タニタヘルスリンク内
「かまくらヘルシーポイント事務局」
TEL : 0120-771-015
営業時間：平日 9:00～18:00
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