
からだカルテ

使い方ガイド

≪宇部市はつらつ健幸ポイント運営事務局≫

TEL：0120-771-015

営業時間：平日9：00～18：00

（土日祝・年末年始除く）

問い合わせ先
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ログインの方法
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ご自宅のパソコンや、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。
もしくは、右記のQRコードより検索してください。

からだカルテの基本設定・操作 ー からだカルテにログイン

「からだカルテ」にログインしてみましょう

https://www.karadakarute.jp/city-ube/からだカルテサイト

≪宇部市はつらつ健幸ポイント専用URL≫

下記の①～③の順番でログインをします。

①お配りしている
「初期登録情報」に記載されている「ログ
インID」をID欄に入力します。
※web申し込みの方は事務局よりお送りし
たIDを入力します

②お配りしている
「初期登録情報」に記載されている「パス
ワード」をパスワード欄に入力します。
※web申し込みの方はご自身で設定した
「パスワード」を入力します

③『ログイン』
ボタンを押します
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からだカルテの基本設定・操作 ー からだカルテログイン後の画面

「からだカルテ」ログイン後の画面を確認してみましょう

ｖ

直近で測定したデータが表示されます。

現在までに獲得したポイントが表示されます。

最初の画面に戻りたい場合は
こちらの「からだカルテ」のアイコンを
選択して下さい。

からだカルテメニュー画面から様々な画面を閲覧することが出来ます。
左上のメニューから、様々なコンテンツを閲覧してみましょう。

確認したいコンテンツを選択
してみましょう。
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からだカルテの基本設定・操作 ー 目標設定

コースを選択すると、既に登録されている体組成データから算出された目標体型と、アンケートの入力
結果よりそれを達成するための行動目標が設定されます。
（※体組成計の計測をされていない場合はアンケートは表示されません）
行動目標は自動で設定される目標と個人で選択できる目標が表示されるので、自動設定の行動目標
に加え個人で行動目標を設定してください。なお、目標設定の内容は、獲得できるポイントには影響しま
せん

「目標設定を登録する」を選択して下さい。

コースをお選びください。

目標設定をしてみましょう



からだカルテの基本設定・操作 ー 目標設定

目標設定をしてみましょう

「登録する」を選択して下さい。

ｖ

自動で行動目標が設定されます。

ｖ アンケートにお答えいただき、
「次へ」を選択して下さい。
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からだカルテの基本設定・操作 ー 目標設定

目標に対しての達成度を視覚的に見ることができるので、現在の状態を具体的に把握できます。
さらに、目標を達成するための具体的なアドバイスも掲載！日頃の健康づくりにお役立ていただけます。
前頁の「目標設定」を実施していると、ログイン後のトップページに目標の進捗状況が表示されます。

バー上部の青色の▼が、青色の範囲にある場合、
目標値の範囲内を維持している状態です。

目標達成状況を15段階で評価！

ｖ
段位又は今月の計測結果をクリックする
と当月の計測結果が確認できます。



9

からだカルテの基本設定・操作 ー ベースラインの確認

ベースラインを確認しましょう

ｖ
ポイント部分をクリックする

下記のようにベースラインが
表示されます。

93,276P
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からだカルテの基本設定・操作 ー Myグラフ

Myグラフで測定結果を確認してみましょう

Myグラフ・グラフを選択して下さい。
計測データが確認できます。

グラフに表示する項目を変更できます。
表示したい項目を選択してください☑

表示の期間を変更できます。

(例）
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からだカルテの基本設定・操作 ー Myグラフ

健康メモで目標管理をしてみましょう

健康メモを選択して下さい。

〇もしくは×で目標の
管理をしてみましょう。
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からだカルテの基本設定・操作 ー ポイント確認

獲得したポイントを確認してみましょう

「現在のポイント」をクリック
すると画面が変わります。

①もしくは②を選択して下さい。

ｖ

ｖ①

②

日付ごとの履歴を確認できます。

ｖ

さらに、詳細なポイント日付を確認
したい場合、それぞれの合計ポイ
ントを選択します。

さらにポイントの詳細を確認したい場合は、下記の手順でご確認下さい。

ポイントを種別ごとに確認できます。

現在の獲得ポイント数が確認できます。



右上の人型のアイコン から、ユーザー情報の変更をすることができます。

ユーザー情報の変更

① プロフィールの編集
プロフィール写真、ニックネーム、自己紹介文、性別、生年月日

身長、身体活動レベルの変更ができます

② ユーザー情報の編集
氏名、住所、電話番号、メールアドレスの変更ができます

③ ログインID・パスワードの変更
ID・パスワードの変更ができます
変更後、パスワードのお忘れのないようご注意ください

④ メルマガ購読
メールマガジンの配信希望がある場合に選択します。
※ご参加の健康プログラムによって選択できない場合
がございますのでご了承下さい。

①

②

③

④
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ユーザー情報の変更

abcdef@~~~

ユーザー情報の登録・変更

②ユーザー情報の
変更を選択

①アイコンを選択

④配信を希望されるメールアドレ
スを入力します。
※相違がないかお確かめください

⑤内容を確認するを選択

③登録内容の変更が必要な情
報を入力します。
※入力内容の相違がないか
必ずご確認ください。
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からだカルテの基本設定・操作 ー お知らせ・重要なお知らせ・近況

お知らせ

重要なお知らせ

「近況」には、事務局からのお知らせや、ご自身の活動の履歴などが表示されます。
「近況」もしくは「お知らせ」から内容を確認してみましょう。

システムやLoppiのメンテナンス情報など、どうしても通知が必要なお知らせです。
必ず読んでいただく必要があるため、お知らせがある場合には、画面上部に表示されます。
表示されているお知らせをクリックすると、お知らせの詳細が表示されますのでご確認下さい。

「近況」

「お知らせ」

近況を確認してみましょう

「近況」を選択してご確認下さい。

事務局からのメッセージをご確認いただけます。

近況から様々なお知らせを確認することが出来ます。
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コンテンツ一覧 ― ウオーキングラリー

『ウオーキングラリー』は、からだカルテにアップロード・入力されたあなたの毎日の歩数をもとに、Webサイ
ト上で参加者とランキングで競争しながら日本各地や世界の名所などを巡る、期間限定のイベントです。

からだカルテのマイページにログイン後、ページ中段『ウオーキングラリー』の右側にある、
【詳細を見る】をクリック

『ウオーキングラリー一覧』から閲覧したいイベントをクリックして最新情報を確認してみましょう！

ここを
クリック！！

一覧ページ

北茨城編

TOP

ウオーキングラリーの注意点

イベントは過去１０日分までのデータで集計します
最低でも週に１回は歩数をアップロードすることをオススメします

●ウオーキングラリーの参加と期間中の歩数データアップロードについて
• ウオーキングラリーの参加は、期間中に歩数計の測定データを転送された方が対象となります。
ランキングの対象となる歩数データは、通常のデータとは区別され※、計測から10日以内に送信されたも
のを集計対象とします。イベント期間中は、週に1回以上のデータ送信を推奨します。
※歩数ポイントの対象となる通常の歩数データは、イベント期間中も30日分が活動量計に保存されます。

●集計と会員ページ更新について
• ウオーキングラリーは転送された歩数計の測定データを元に集計（AM1：00） を行っています。
• その後、会員ページの チェックポイント、ランキング、距離などの情報が更新されます。

チェックポイント

たくさんのチェックポイントを回ってください！

データを送信歩いて・・ ゴールを目指そう ランキング発表

ウオーキングプログラム



各種、関連サービスの内容について、画面左上の （メニュー）よりご確認いただけます。

健康コラム

ログイン後の画面の左メニューコンテンツ一覧から「タニタ食堂レシピ」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）

タニタ社員食堂レシピ
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ログイン後の画面の左メニューコンテンツ一覧から「健康コラム」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。

コンテンツ一覧 ― タニタ社員食堂レシピ・健康コラム



ご自身の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。
もしくは、右記のQRコードより検索
してください

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。

ログインした後の画面を確認しましょう

18

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

その他、各種画面

タニタ食堂レシピ データ入力 月別・日別データ

① 別紙通知のログインIDを「ID」欄に入力します。
② 別紙通知のパスワードを「パスワード」欄に入力します。

③ 「ログイン」ボタンを押します。

「ログインしたままにする」
に☑していただくと、次
回から自動でログインす
ることが出来ます。

☑

グラフの画面に切り替わります。

見たいメニューを
押して表示を切り替える
ことができます。

① 別紙通知のログインIDを「ID」欄に入力します。
② 別紙通知のパスワードを「パスワード」欄に入力します。

https://www.karadakarute.jp/city-ube/

からだカルテサイト




