
みんなの健康応援サイト
KENPOSとは･･･⾝近な話題から⾃⾝の健康問題に気付く「きっかけ」をつくり、
健康活動の記録や健康状態を⾒える化することで「主体性」を⽣み、職場の仲間と楽しみなが
ら「継続できる」仕組みです。

ケ ン ポ ス

KENPOS

https://www.kenpos.jp/
【KENPOS サイトURL】

保険証記号、番号、保険者番号、⽒名、
⽣年⽉⽇を⼊⼒し、資格照会を⾏う。

STEP1 お⼿元に健康保険証をご⽤意し、
「初回登録ページに移動する」をクリック

STEP2

STEP3 個⼈情報の取り扱い・会員利⽤規約に同意する。

メールアドレス、パスワードなど基本情報を⼊⼒する。
※メールアドレスは、次回以降ログインするための
ログインIDとなります。

⼊⼒した基本情報を確認し、「メールを送信する」を
クリック。

STEP4

STEP5

KENPOS初回登録の流れ

STEP6 STEP４で登録したメールアドレス宛にメールが配信されます。
メールに記載されているURLへ24時間以内にアクセスする。
STEP４で登録したパスワードを⼊⼒し、完了︕早速⽬標を⽴てましょう︕

【スマートフォンサイト】

(STEP１ イメージ)

(STEP2 イメージ)

(STEP4 イメージ)

(STEP5 イメージ)

初回登録、ログイン⽅法などKENPOSについての問い合わせは、
「チャットボット」「よくある質問」または、右記のお問合せフォームから https://www.kenpos.jp/inquiry



KENPOSポイントの商品交換方法

KENPOS
チケット

②住友商事健保 独⾃の
KENPOSポイント

商品交換

チケットが10枚貯まったら
KENPOSポイントが当たる抽選にチャレンジ︕

①KENPOS
ポイント

2021年
10月

2022年
３月

2023年
３月

2024
年３月

KENPOSチケット
①KENPOSポイント

②KENPOSポイント

KENPOSポイントには2種類あります。
各ポイントの有効期限は、KENPOSサイト内の「ポイント通帳」から
ご確認いただけます。ご⾃⾝の保有ポイントと有効期限を確認しましょう。

・①KENPOSチケットから交換したKENPOSポイント
有効期限は付与該当年度の3⽉末⽇です。

・②住友商事健康保険組合独⾃ルールで貯めたKENPOSポイント
有効期限は付与該当年度の翌年度3⽉末⽇です。

KENPOSで貯まったポイントは、素敵な商品に交換することができます。
⽇々の健康活動のご褒美に、リフレッシュに︕ ぜひご活⽤ください。

有効期限について

次ページからは、例として『yahoo!トラベル』で使える特別割引クーポンへの交換をご紹介します︕

豪華賞品やコンビニで使える
⾝近な商品まで勢ぞろい︕

※KENPOSチケットは、KENPOSへのログインや、
歩数、体重記録などで貯まります。
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KENPOSポイントの商品交換方法

KENPOSTOP画⾯「ランキング・ポイント」タブの
「ポイントを商品に交換しよう」をクリック

商品カテゴリや、ポイント別指定からも
様々な商品を探すことが可能です。

商品選択

※「旅⾏」カテゴリ内の商品は本資料のyahoo!トラベル特別割引クーポンはご利⽤できません。 (イメージ)
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【重要】商品交換のための注意事項が記載されています。
必ずご確認ください。

保有ポイント内で数量を⼊⼒し、
「カートに⼊れる」をクリック

５０００円

6000

(イメージ)

KENPOSポイントの商品交換方法
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カゴの中確認 お客様情報入力

お支払方法選択画面

最後に⼊⼒内容を確認し、
申込確定で⼿続きは完了です。

KENPOSに登録されているメールアドレスに
クーポンコードとパスワードが送信されますので、
ご確認ください。

KENPOSポイントの商品交換方法

5000円

5000円
6000

1,2000

1,2000

「12,000 P」

(イメージ) (イメージ)

(イメージ)
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商品交換後（『yahoo!トラベル』特別割引クーポン）

クーポンの利⽤⽅法や対象宿泊施設については、提携先URLで確認することができます。
（https://www.tavigator.co.jp/alliance/ kenpos.html）

・検索条件に項⽬を⼊⼒し、
検索ボタンをクリック

・検索結果から、宿泊施設・プランを選択します。

・宿泊ご予約の申込時に電⼦クーポンの⼊⼒を
⾏うことで割引が適⽤されます。

(イメージ)(イメージ)

5000円

交換する商品によって利⽤⽅法は異なります。
ポイント交換時にKENPOSサイトにてご確認ください。
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 ご予約には、「Yahoo! JAPAN 」の ＩＤ 登録が必要となります。

 対象の宿泊プランは、「るるぶトラベル」、「JTBプラン」の全プランです。
尚、⼀部、クーポンが適⽤されないプランがございますので、ご確認の上、ご予約ください。

 1つのご予約に、５枚の電⼦クーポンまでご利⽤頂けます。

 各電⼦クーポンには有効期間が設定されていますので、当該期間内にご利⽤ください。
予約受付期間外、宿泊対象期間外でのご利⽤はいただけません。

 クーポン申込の返品・交換・キャンセルはお受付できません。
クーポンによるご予約のキャンセルは、キャンセル料がかかります。

（キャンセル料にクーポンの利⽤はできません。）
ご予約完了後のクーポン分の割引きや、宿泊施設での精算時のクーポン利⽤はできません。

 クーポンの利⽤前に、同サイト内に記載の
「割引クーポン利⽤規約」、「クーポンについて（ご利⽤上の注意）」を⼀読ください。
ご利⽤した場合、これらの内容について同意いただいたものとみなします。

なお、『Yahoo!トラベル』の商品内容については、以下のリンク先で、ご確認ください。

＜商品内容＞ https://www.tavigator.co.jp/ （株式会社たびゲーター HP）
＜利⽤⽅法＞ https://www.tavigator.co.jp/alliance/kenpos.html

『Yahoo!トラベル』 電子クーポンのご利用に関する留意事項

その他商品のご利⽤時留意事項は、KENPOSポイント商品交換時に
KENPOSサイトよりご確認ください。
ポイント交換対象商品は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



みんなの健康応援サイト 　　　　　　 https://www.kenpos.jp/

手軽に楽しく、健康記録！
KENPOSアプリ

アプリをダウンロード。
▶APP Store またはGoogle Playで検索

▶QRコードを読み込んでアクセス

KENPOSアプリのプライバシー
ポリシーを確認し、「同意する」に
チェックして、「進む」をタップ。

KENPOSのログインIDと
パスワードを入力し、ログイン。

歩数や体重を取得するデバイスを
選択できます。選択終了後、「設定する」
をタップしてください。
● iPhone：iOSヘルスケア／Fitbit
● Android：Google Fit／Fitbit

設定完了です！アプリの初回設定をします。
目標の数値を入力してください。

KENPOSアプリ

※Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone、iPod touch は米国および他の国々で登録
　されたApple Inc. の商標です。AppStore は Apple Inc. のサービスマークです。
※Android、Google Play、Google Play ロゴは、Google Inc. の商標です。
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 メリッ
ト2

NEW！
アプリ起動
ボーナス

手順はとっても簡単！

 メリッ
ト１

毎日の
健康記録が
簡単に！

 メリッ
ト4

KENPOS
サイトに楽々
アクセス

 メリッ
ト3

新着
お知らせを
すぐに確認



アプリ起動で「アプリ起動ボーナス」（KENPOSチケット）が
もらえます！貯まったチケットをつかってポイントが当たる
抽選会に参加可能。ポイントが貯まったら商品と交換でき
ます！

アプリで一度ログインすれば、KENPOSサイトへのアクセス
はログインID、パスワードの入力不要。KENPOSサイトへ
楽々アクセス！

アプリで「お知らせ」を確認できます。新着のお知らせが
届いたら、アプリ内でバッジ表示されます。

各健康記録がアプリから入力できます。歩数、体重の数値は
iOSヘルスケア／Google Fit／Fitbitから連携可能です。
その他の健康記録はKENPOSサイト同様、ミッションカード
から入力できます。

1 2

3 4

「睡眠」を
タップ！

「入力する」を
タップ！

KENPOSサイトの
お知らせ詳細へ

「記録」を
タップ！

睡眠記録が
入力できます！

チケット通帳へ

歩数記録（週）へ

週間歩数
ランキングへ

ポイント通帳へ

KENPOS
セルフケアへ

KENPOSサイト
TOPページへ

KENPOSアプリで何ができる？

▼例えば睡眠記録を入力する場合

お問い合わせ先 KENPOS事務局　https://www.kenpos.jp/inquiry

歩数や体重のデータを他のデバイスから連携したい

歩数がこまめに増えない

KENPOSアプリにログインできません

消費電力を少なくするために、リアルタイムに更新がかからないようになっています。
歩数は以下のタイミングで更新されます。
・アプリを立ち上げたタイミング
・ホーム画面を表示したタイミング
・ホーム画面を下に引っ張って更新したタイミング

初回設定の場合は「初回目標設定」、
それ以降は「設定」〉「目標・データ取得設定」から設定できます。
・iPhone：iOSヘルスケア／ Fitbit、 Android：Google Fit ／ Fitbit　から選択可能です。
・データ取得設定を希望しない場合は「今は選択しない」を選択してください。後から変更可能です。

Q

A

Q

A

Q

A

KENPOSアプリは、KENPOSサイトと共通のアカウントでログインいただけます。
ログイン IDがわからない、パスワードがわからない、初回登録状況が不明などの質問は、
KENPOSサイトの画面下部にある「よくある質問」でご確認ください。

FAQ（KENPOSの「よくある質問」もご確認ください）

※食事記録は「あすけん」、運動記録は「WEBGYM」との連携が必要です。 ※ご所属の法人・団体により商品ラインナップは異なります。

※推奨環境：iOS 10 以上、Android 6 以上　※タブレットやMac などは動作保証対象外となります。　※ご所属の法人・団体によっては、ご利用いただけない機能もございます。予めご了承ください。


