






R3.12月分

性別 年齢 健康のために取り組んでいること 希望の賞品 事業の感想

女性 10代 テーマパーク入場券

女性 20代 クオカード、特産品、生活用品

歩くためのモチベーションにな

るため、これからも続けてほし

い。

景品もさくら市は他に比べて良

いと思う。

女性 20代
意識して歩くようになりまし

た。

女性 20代 食べ物

女性 30代 食事、ストレッチ いちご4パック

150ポイントを貯めるのが難しい

月があったので、100ポイントか

ら応募出来るものとか

ポイントに応じて応募出来るも

のが変わるようになるといいな

女性 30代 PayPayギフトコード

女性 30代 電子マネー、商品券

女性 30代 歩く GODIVA NICE！！

女性 30代 １日5000歩歩く クーポン、QUOカード 歩くやる気がでます！

女性 30代 野菜先に食べる
クオカードや市内で使える割引

券

女性 30代 QUOカード

女性 40代 食事 図書カード よろしくおねがいします

女性 40代 クーポン

女性 40代
ウォーキング、水泳、ストレッ

チ、食事
商品券

温泉券でウォーキングの疲れを

癒せて良いです

女性 40代 食事、運動 QUOカード

女性 40代

いつもより早く歩く、遠回りを

して歩く、歩幅に気を付けるな

ど。

直売さくらや、道の駅喜連川の

商品券など、簡単に使えるもの

だとうれしいです。

ご褒美があるので、意識して楽

しんで歩くようになった、

女性 40代 運動 クオカード、図書カード

女性 40代 エゴマ油摂取 いちご

女性 40代 運動 クーポン

女性 40代 ジョギング クオカード

選べる賞品で自治体がウォーキ

ングを応援してくれてやる気が

でます！

女性 40代 ウォーキング お花
ウォーキングをしてポイントを

集められて楽しいです。

女性 40代 サプリ 図書券
野菜の詰め合わせなど。特産品

が欲しい。

女性 40代 運動 クーポン券

女性 40代 ウォーキング クーポン券

女性 40代 食べ物

女性 40代 散歩 食べ物、テーマパーク入場券

女性 40代 特にありません クーポン

女性 40代 食べ物



女性 50代 食事、ウォーキング 買い物券、食事券 是非続けて頂きたいです。

女性 50代 食事 クーポン券

女性 50代 食事 食事券、クーポン券

女性 50代 食事 クーポン券
やればできるのがわかりまし

た。

女性 50代 ランニング 入浴券

女性 50代 ウォーキング 商品券

女性 50代 歩いて通勤している 食べ物、クーポン券、金券
目標が出来て頑張れるので続け

ていただきたいです

女性 50代 食事 クーポン券

意識して歩くようになりまし

た。

ありがとうございました。

これからも頑張ります。

女性 50代 サプリ 歩く QUOカード 商品券

女性 50代 運動 食べ物

女性 50代 運動 クーポン券 頑張っています

女性 50代 ストレスをためないようにする 温泉券うれしいです！

女性 50代 散歩 金券

女性 50代 運動 クーポン券
さくら市のプレゼントがあって

嬉しいです

女性 50代
運動、食事、睡眠

クーポン券、図書カード

歩くことを意識するようになり

ました

店舗などの駐車場では遠くに停

めたり、階段を利用したり等、

小さな事から歩数を積み重ねて

います

女性 50代 ウォーキング クーポン券

女性 50代 食事 商品券

女性 50代 ストレッチく くうぽん券  

応募のフォームを簡単にしてほ

しい。

女性 60代 運動、野菜を食べる クーポン券 継続して下さい。

女性 60代 運動 クーポン券

女性 60代 サプリメント クーポン券
嬉しい企画です?これからも、⾧

く続けてください

女性 60代 ウォーキング 水泳 クーポン券 毎月楽しみにしています。

女性 60代 運動 クーポン

女性 60代 カーブス 食べ物

女性 60代 運動 プロテイン 食べ物 素敵なイベントだと思います

女性 60代 食事，運動 クオカード

意識して歩けるようになったの

で、これからもFＵＮ+ＷＡＬＫ

を続けて頂けるとありがたいで

す。



女性 60代

食事内容(減塩、動物性品を控え

る、間食や甘味物を少なくする

等、十分な睡眠時間の確保)

クオカード、クーポン券など

目標(商品GET)があると歩くのが

楽しくなるので継続して欲しい

と思っています。

女性 60代 ウォーキング QUOカード

一時、賞品がQUOカードではな

く、温泉券でした。でも、私の

ように身体的な事情で温泉に、

はいれない人もいると思うの

で、又、QUOカードが賞品に加

わってよかったです。

女性 60代 食事 お買い物券

女性 60代 カーブスに通ってる クーポン券 ⾧くつづけて下さい。

女性 60代 散歩とバランスの取れた食事 くクーポン券

女性 60代 歩く、サプリメント 商品券
もっと使いやすい景品があれば

良い

女性 60代
運動、食事、社会参加、友達と

の会話
クオカード

これを機会に良く歩く様になり

ました。

女性 60代 運動・食事 食べ物

女性 60代 散歩

女性 60代 1日一万歩を心掛けている。 クーポン券
ウォーキングも目的がありやり

がいがあります。

女性 60代 散歩 クオカード

女性 60代 食事 クーポン券

女性 60代 運動 クーポン券 楽しみながら歩いています。

女性 60代 運動 食事 QUOカード

女性 60代 運動・バランスの取れた食事 道の駅『喜連川』の入浴券
絶対貰えるので、頑張れます。

嬉しいです。

女性 70代 食事   食べ物 老人には応募が大変

女性 70代 運動 ペイペイ

女性 70代

朝のラジオ体操と午前と午後

ウォーキングするようにしてま

す

食べ物さくら市産の果物が良い

です。

健康的にもいいし張り合いも有

ります

女性 70代 歩くこと・食事のバランス
さくら市マーク入りスマホ用ウ

エストポーチ

自分と健康づくりに良いことを

やる張り合いになるので、是非

継続して頂きたいと思います！

女性 70代 散歩 商品券

女性 70代 テニス 草刈り 散歩 さくら市名産品

女性 80代 クーポン券
もう少し簡単に申請できること

を考えてください

女性 80代 運動 クーポン 歩くのがたのしみ。

男性 20代 サプリメント 食事券

男性 30代 サッカー ムービーチケット ありがとうございます

男性 30代 子供と休みに公園で遊ぶ 食べ物
健康を意識できるいいきっかけ

になります

男性 30代 ランニング さくら市の特産物 無いです

男性 30代 ランニング QUOカード

男性 30代 ランニング



男性 30代 自転車通勤、子供との運動 さくら市の名産品

男性 30代 サプリメント

男性 30代 運動 クーポン 今後も継続してください

男性 30代 サプリメント、早寝早起き 食べ物

男性 30代 ウォーキング 商品券
好きな景品が選べるようになっ

たのがよかった

男性 40代 食事 クーポン券

男性 40代 ランニング、スイミング 食事券、温泉
特になし

男性 40代 山歩き 温泉チケット これからも続けてください。

男性 40代 週に3日以上の運動 QUOカード

男性 40代 運動 クーポン券 良い取り組みだと思います。

男性 40代 歩く たべもの とても良いですね

男性 40代 運動と食事のバランス 支払いに使えるポイント
通算ポイントが月ごとにリセッ

トされない方が利用しやすい

男性 40代 散歩 道の駅で使える補助券
これからもよろしくお願いしま

す

男性 40代 テニス クーポン

男性 40代 QUOカード、クーポン券

男性 40代 食事 クーポン これからも宜しくお願いします

男性 40代 ランニング、水泳 クーポン、食べ物

男性 40代 映画鑑賞券

男性 40代 サプリメント 食べ物、クーポン

男性 40代 ウォーキング

男性 40代 道の駅の商品

男性 50代

毎月100km以上走る

毎月34km以上泳ぐ

酒は月の半分以上飲まない

摂取カロリーを控える

金券

男性 50代 歩くこと 食べ物

男性 50代 食事 クーポン券、無料引換券

男性 50代 散歩 クーポン券

男性 50代 ランニング クーポン券 とても良い企画だと思います。

男性 50代 運動、食事
クーポン券、テーマパーク入場

券など

楽しめる企画ありがとうござい

ます

男性 50代 運動 クーポン券

男性 50代
利用可能なお店の情報が無いの

は不親切では？

男性 50代 食事 肉、寿司、プリペイドカード

ポイント引き換えの商品が選べ

るのは良いと思う。

ポイント引き換えのポイント数

が何種類かあるといい。例えば

150、200、300の3種類とか。

男性 50代 運動、食事 果物、地酒

健康維持のため継続してほし

い。お土産に使えるようなもの

を?を兼ねて商品に採用してほし

い。



男性 50代 お肉 ありがとうございます

男性 50代 運動 Quoカード
運動を続ける動機になっていま

す。

男性 50代 食事
どこでも飲み物が飲める、クオ

カード系になりますかね
せっかくなので続けて下さい

男性 50代
食事

割引券
操作が解りにくいので改善でき

ませんか。

男性 50代 歩くこと クーポン券 励みになるので続けて下さい

男性 50代 ウォーキング 商品券

男性 50代 サプリメント クオカード ⾧く続けて欲しいです。

男性 50代 食事 食べ物、名産品 賞品の数を多くしてへほしい。

男性 50代 運動 地元のグルメ

男性 60代 運動 クーポン券

男性 60代 ウォーキング、サプリメント クーポン券

体を動かすきっかけとなりまし

た。本企画は、とても良いと

思っております。今後も続けて

頂きたい。

男性 60代

有酸素運動と筋トレを意識し

て、なるべく体を動かすように

している。

クオーカードや商品券など、日

常生活の中でありがたいと思え

るもの。

無理してまでポイント獲得に躍

起に毎日を過ごす事のなく気軽

に歩きたい。

男性 60代 運動 クーポン券
歩くことを意識するようになり

ました。

男性 60代 運動 クーポン券

男性 60代 柔軟体操等のストレッチ 商品券

男性 60代 散歩 食事券 また1月もがんばります

男性 60代 運動 クオカード

賞品をデジタル化（クオカード

ＰＡＹ）されるとスマホ音痴と

しては困りますが、時代の流れ

なので致し方ないのかな。

男性 60代 ウォーキング クーポン券

男性 60代 自転車 食べ物

男性 60代 野菜を食べる 食べ物

男性 60代 ランニング 現状で満足しています
さくら市の取組に満足していま

す

男性 60代 運動食事 クーポン券  

男性 60代

景品内容が一向に向上しないの

でつまらない。

150p1回/月では面白くない、無

制限にすべき。

男性 60代 食事 クーポン券

毎月楽しみにしてます。

賞品も種類が多くなって楽しみ

です。

男性 60代 ジョギング 氏家ミュージアム入場券

男性 60代 散歩ジョギング山登り 何でも嬉しい 感謝です。

男性 60代 ラジオ体操 ゴルフボール 上限300Pの商品を作って欲しい



男性 60代
ウォーキング

サプリメント
QUOカード、クーポン券 続けて欲しい

男性 60代 ウォーキング クーポン券

男性 60代 運動、食事 クーポン、ポイント 健康増進に寄与

男性 60代 運動と食事 地元産の、旬の野菜や果物
使える賞品があるので、励みに

なりありがたいです。

男性 60代 散歩

男性 60代 運動と食事 クーポン券

もっと簡単に手続きが出来たら

いいなと思います

男性 60代 食事

男性 60代 運動。 食べ物

ポイント獲得の基準を下げてあ

げると、もっと多くの人に喜ば

れると思います

。

男性 60代 野球 ゴルフ クーポン券

男性 60代 ラジオ体操 クオカード

男性 60代 運動(ジム、ゴルフ) さくら市の野菜

男性 60代 筋トレ 商品、金券

賞品の種類が少なすぎる

もっと少ないポイントから、多

いポイントへ商品を買えて欲し

い、選べない

男性 70代 ストレッチ等をしてます 温泉入浴券 特に無いです

男性 70代 運動
道の駅のクーポン、温泉施設も

含む

男性 70代
朝のウォーキングや体操

さくら市のイチゴ

商品の選択肢があるので楽しみ

です

男性 70代 運動と食事 クオカード 商品の種類を増やしてほしい

男性 70代 運動 食べ物 毎日の散歩が楽しくなる。

男性 70代
食後散歩、食事 gi値の低い食材

の摂取、睡眠時間7時間。等。

くうぽんけん、クオカード、な

ど。

個人だけでなく、グループで出

来る運動や食事療法、料理教

室、があると嬉しい。

男性 80代 犬の散歩 クーポン券


