












R4.3月分
性別 年齢 健康のために取り組んでいるこ 希望の賞品 事業の感想

女性 60代 くーポン券
女性 50代 商品券 これからも楽しみにしていま

女性 60代
運動をする;毎年健康診断を受け

る
図書券、

手続が簡単に、賞品がもらえ

ると良いですね!
女性 60代 運動をする;毎年健康診断を受け 食べ物

女性 20代
QUOカード、商品券、クーポ

ン券

これからも続けてほしい。さ

くら市は景品も良いので、嬉

しいです！！

女性 60代 クオカードペイ
県内でも、一早い取り組み、

さくら市素晴らしいです。
女性 50代 食べ物

女性 60代 クーポン券
歩く事が、楽しくなりまし

た。ありがとうございます!
女性 60代 クーポン券

女性 40代 いきいき商品券
楽しく参加させてもらってま

す。
女性 50代 クーポン券
女性 60代 クーポン

女性 60代 クーポン券

もう少し簡単な方法はないか

なと思います。６０代では大

変です。
女性 40代 商品券

女性 70代
運動をする;毎年健康診断を受け

る
商品券

意識して歩くようになりまし

た。
女性 40代 クオカード
女性 60代 食べ物 クオカード
女性 50代 商品券 楽しみにやってます。

女性 60代 クーポン券

大変良い企画だと思いますの

で、永く続けて欲しいと思い

ます。
女性 60代 運動をする

女性 50代
食事のバランスを良くする;運動

をする
ゴルフ場の優待券

女性 60代 クーポン券 楽しく運動できます
女性 50代 食べ物 商品を毎月変えて欲しい。

女性 70代
スマホ入れウエストポーチ・

さくら市マーク入り

クーポンコードに判断のつき

にくい文字は使用しないでい

ただきたいです。今回の六文

字目．数字のゼロか英字の

オーか分かりにくかった
女性 40代 食べ物
女性 60代 食べ物
女性 40代 商品券
女性 40代 なんでも嬉しい
女性 50代 商品券
女性 70代 特産品
女性 30代 QUOカード



女性 30代 クーポン券

とても素晴らしい取り組みで

すね。自然と歩く意識ができ

るようになりました。

女性 40代 温泉券

QUOカードペイよりも今まで

のQUOカードの方が使い勝手

がいいです

女性 40代 温泉クーポン券
女性 50代 食べ物、クーポン券、金券 毎月楽しみにしてます

女性 40代
運動をする;毎年健康診断を受け

る
果物

意識して運動するきっかけと

なりました。

女性 70代 食べ物果物やクーポン券

健康的でかつご褒美が出るの

で楽しみです

女性 70代 野菜

女性 60代
運動をする;毎年健康診断を受け

る

さくら市内で使える商品券な

ど

ポイントのために頑張って歩

きました。励みになりまし
女性 70代 クーポン券
女性 30代
女性 30代 クオカードペイ

女性 70代
運動をする;食事のバランスを良

くする
クーポン券 楽しく出来ました。

女性 40代 クーポン券 割引券など
女性 60代 食事のバランスを良くする クーポン券
女性 40代 クーポン
女性 50代 クオカード
女性 40代 クーポン券
女性 60代 クーポン 来月も頑張ります

女性 20代

毎日寝る前にFUN +WALKで

歩数を確認し、もう少しで1

ポイント獲得できそうな時は

少し頑張って歩くようにして

います。

さくら健康マイルのおかげで

体を動かすことが楽しくなり

ました。
女性 80代 ＱＵＯカード

女性 30代
道の駅商品券、さくら市ご当

地品

もっと魅力的な景品がいいで

す！

プレー券や半額券は元値がわ

からないのに応募できない

女性 40代 商品券

女性 50代
食べ物(栃木銘産品)、デジタ

ルギフト
女性 60代 図書カード

女性 50代
食事のバランスを良くする;運動

をする

ジャンボ宝くじ、amazonギ

フト



女性 50代 クーポン券

毎月ポイントをためるため

に、運動をする習慣が出来

て、健康的に過ごせていま

す。

女性 60代 クオカード

女性 40代 金券
毎月プレゼントが届くのを楽

しみにしています。
女性 60代 食べ物

女性 50代 商品券

高齢者や健康に不安がある方

向けに、ポイントが少なくで

も参加出来る資格があればと

思います。

女性 40代 食べ物、クーポン
ポイントの有効期限を延ばし

て欲しい
女性 30代
女性 60代 クーポン 楽しかったです

女性 40代 クーポン
歩くのにポイントが貯まるの

が楽しみになりました。

女性 60代 入浴券・食べ物 ずっと続けて欲しいです。
女性 30代 クーポン券、商品引換券
女性 70代 クオカード 毎日楽しんで、歩いていま
女性 40代 食べ物

女性 40代
食事のバランスを良くする;運動

をする;毎年健康診断を受ける
温泉無料券

女性 60代 ＱＵＯカードペイ

女性 40代
道の駅喜連川や、直売さくら

等で使える商品券

キャラクターの成⾧が楽しみ

です、歩く習慣がついた。

女性 60代 食べ物 素敵な企画だと思います

女性 80代 クーポン券
歩く目標が出来て楽しい。

女性 50代 クーポン券

目標値を達成するとご褒美が

いただけるのではげみになり

ます。

女性 40代 食べ物

女性 50代 クーポン券、

歩くことを意識するようにら

なりました。

励みにさせていただいていま

す。

ありがとうございます！

女性 30代 QUOカード
女性 70代 毎年健康診断を受ける;運動をす

女性 50代
食事のバランスを良くする;運動

をする;毎年健康診断を受ける
商品券

とても素晴らしい事業だと思

います。
女性 60代 商品引換券
女性 40代 クオカード、図書カード



女性 60代 クーポン券

継続して下さい。

毎日、ウォーキングを継続し

ます。

女性 60代 さくら市の特産品

高齢者には、アプリを入力す

るのは難儀します。何かもっ

と簡単にすると、参加者が増

えると、思います

女性 60代 クーポン券

女性 50代 クオカード
楽しく健康維持できる魅力あ

る企画だと思います

女性 50代 商品券、クーポン券

又、がんばります。毎月、楽

しいです

ありがとうございます。。
女性 60代 消耗品、テーマパークの入場
女性 70代 食べもの

女性 40代
食事のバランスを良くする;毎年

健康診断を受ける
どこでも使えるクオカード

女性 60代 クーポン券
女性 40代 QUOカード
女性 60代 飲食店割引クーポン
女性 20代 QUOカード 来月も頑張ります。
女性 50代 クーポン

女性 60代 クーポン券
励みになるので⾧く続けてく

ださい
女性 60代 クーポン券
女性 50代 商品券、クオカード

女性 40代
クオカード  、Amazonポイン

ト

クオカードのために毎月がん

ばって歩くことを意識してい

ます。

ありがとうございます。

たまに歩数が上手く反映され

ず歩数がかなり少なくカウン

トされるので、システムの改

善があるといいなと思いま

す。

女性 50代

お風呂食事付クーポン券、

テーマパーク入場券食事券 

温泉入浴券

もう少し頑張りたくなる物を

時々でも入れて欲しい。

頑張る目標があると楽しいで
女性 60代 運動をする;毎年健康診断を受け

女性 60代 クーポン券
今後も励みに頑張りたいと思

います。

女性 70代 運動をする いきいき商品券
歩く目的となり、張り合いが

出てよろしいと思います。



女性 50代 クーポン券

応募フォームがもっと簡単に

なればいい 何度も応募して

いる人は 例えばメールアド

レスをその都度入れなくても

いいようにしてほしい。

女性 40代 カワチ商品券
女性 50代 入浴券

女性 60代 クーポン券
暖かくなりウォーキングが楽

しくなります。
女性 70代 商品券
女性 60代 クーポン券
女性 60代 クーポン券

男性 50代
食事のバランスを良くする;運動

をする
男性 50代 クーポン券
男性 50代 食べ物 特になし
男性 50代 食べ物
男性 60代 買い物券

男性 60代 旬の農産物

いつも翌月末頃に賞品を受け

取っています。たいへんあり

がたいのですが、翌月末では

あまりにも遅過ぎだと思って

います。何の賞品だかわから

ず、ありがたみも半減してし

まいます。翌月１０日頃まで

に送付くださるよう希望しま

す。
男性 50代 クーポン券
男性 60代 入浴券
男性 40代 映画鑑賞券
男性 50代 商品券
男性 60代 温泉入浴券

男性 60代 クオカードで頂きたい。
利用できる施設・加盟店を

もっと拡大してほしい。

男性 40代 PayPay いつもありがとうございます

男性 60代 クーポン券

素晴らしい企画だと思いま

す。これからも続けて下さ

い。
男性 60代 アマゾンギフト券
男性 60代 運動をする クーポン券
男性 50代 クーポン券 とても良い企画だと思いま
男性 60代 クーポン券

男性 60代 食事券
もう少し簡単なシステムにし

てください。

男性 60代 食事券 来月もがんばります



男性 30代 食べ物
健康を意識できるいいきっか

けになりました

男性 70代 喜連川温泉元湯 特に無し
男性 30代 肉
男性 50代 温泉チケット

男性 70代
クーポン券やさくら市産の果

物

ポイントがたまると賞品が出

るので楽しみです

男性 60代 食べ物

男性 60代
クオカード、商品券、クーポ

ン券等

商品数の増加と申し込みエリ

ア限定をしないで欲しい。

男性 40代 地元食材
男性 60代 商品券 簡易入力のみで対応する
男性 40代 食べ物、クーポン、電子マ

男性 60代 クーポン券

毎月賞品も楽しみだし歩いて

健康になれてるから最高です

賞品はずっと続けてほしいで

す
男性 30代 市の特産物
男性 30代 QUOカード、PayPay
男性 60代 クーポン券 特になし。
男性 50代 クオカード
男性 20代 食べ物
男性 60代 氏家ミュージアム入場券

男性 50代 クーポン券や食事券

歩く励みにしたいです。

これからもよろしくお願いし

ます！

男性 50代 クーポン券
男性 30代 クーポン いつも楽しく歩いています！

男性 40代 クーポン券
毎月、この入力が大変なの

で、入力の手間を減らしてほ
男性 40代 Quoカード
男性 60代 もとゆ入場券
男性 30代 運動をする クーポン等
男性 40代 クーポン これからも応援します

男性 60代

食事のバランスを良くする;間食

を摂らない;毎年健康診断を受け

る;運動をする

クーポン券

男性 60代
季節の野菜や果物とクーポン

券

協賛店をもっと沢山増やして

欲しい
男性 40代 ラーメン

男性 50代 Quoカード
運動するきっかけとして、や

る気の維持ができています。
男性 70代 Quoカード
男性 30代 温泉無料券
男性 60代 食べ物
男性 60代 クーポン券 良い企画だと思います。
男性 60代 食べ物



男性 60代 運動をする QUOカード
この申請手続きをもっと簡潔

にして欲しい
男性 30代 QUOカード
男性 40代 クーポン券
男性 40代 食べ物
男性 60代 食べ物 入浴券が欲しいです

男性 40代
毎年健康診断を受ける;間食を摂

らない

男性 60代 何でも嬉しい
良い事業なので続けてほしい

です。

男性 30代
食事のバランスを良くする;運動

をする;毎年健康診断を受ける
クーポン券

健康を意識する良いきっかけ

となりますので、是非とも継

続して欲しいと思っておりま

す。とても有り難い事業で

す。
男性 50代 クオカード ⾧く続けて欲しいです。
男性 60代 ク一ポン券
男性 60代 クーポン券 事業継続
男性 50代 金券

男性 70代
運動をする;毎年健康診断を受け

る;食事のバランスを良くする
クーポン券

もう少しクーポンが大きな方

がいいかな。それに、専門用

語が難しい。

男性 40代 運動をする
男性 40代 道の駅喜連川の温泉チケット

男性 60代 現状で満足
さくら市の取組に満足してい

ます。
男性 30代 運動をする
男性 50代 牛肉
男性 60代 クーポン券 継続してほしい
男性 70代 クーポン券
男性 40代 肉
男性 60代 クオカード

男性 60代

食事のバランスを良くする;運動

をする;間食を摂らない;毎年健

康診断を受ける

男性 50代
無料入浴券、直売所などで使

えるクーポン券
男性 50代 地元の食材や食事券 健康のため継続してほしい

男性 40代 クーポン券
もう少し高い目標にして欲し

い

男性 60代 クーポン、ポイント
広く市民にPRして健康増進

の一助になればと思います。
男性 30代 さくら市 ゴミ袋

男性 60代 食事券
ずっと続けてほしい

男性 60代 クーポン券 継続して実施して下さい。
男性 40代 食べ物、クーポン
男性 60代 運動をする 食事券
男性 50代 お茶など飲み物



男性 60代 クーポン券
これからも健康のために続け

たいと思っています。

男性 50代
市内個人店で使えるクーポン

券、道の駅温泉入浴券など。
男性 60代 食べ物 事業の末永い継続を願う。

男性 40代 食べ物

ポイントに対して商品がショ

ボ過ぎます・・・とけポ125p

応募した方がマシ

今回はたまたま、とけポ200p

交換した後にPが残ってたの

で応募しましたがこのまま商

品が変わらないならもう2度

と交換しません

男性 70代 クーポン券
男性 30代 食べ物
男性 40代 食べ物
男性 60代 クーポン

男性 80代
食事のバランスを良くする;運動

をする;毎年健康診断を受ける

男性 70代 特にない
それにしても細やかすぎる経

鼻


