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１．リンククロス とは 

リンククロス ブランドサイト 
https://linkx.life/ 

「自分と誰かをつなぐライフスタイル 
マガジン」として、独自のドメインで 
オウンドメディアを新設。 
 
リンククロスの 
認知向上・興味醸成を図ります。 

リンククロス サービスラインナップ 

先進医療と臓器移植に特化した保険 
Linkx coins(リンククロス コインズ) 

先進医療と臓器移植に特化した 
業界初の保険。月々500円の保
険料を実現し、多くの人とつながる
ことを目指しています。 

リンククロス ブランドメッセージ 

健康サービス（アプリ） 
 

保険のオフの時間もお客さまとつながり、 
お客さまの健康活動をサポートしていきます。 
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健康支援商品の収入保障保険 
Linkx じぶんと家族のお守り 

わたしらしい「健康を」。 

リンククロスは、あなたに心地よく、楽しく、健康を維持していただくことをコンセプトとした、 

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命の健康サービスブランドです。 

 

“いざという時に保険金をお支払いする”という今までの役割だけなく、 

“病気にならないよう支援する” 

“健康なまま長生きできるようお手伝いをする” 

 

人々の願いである「健康を実現し、身近でサポートする存在を目指します。 

 

リンククロスで、たくさんの人に気持ちいい毎日を。心地よい幸せを。 

お客さまの健康を「禁煙」「BMI」
「血圧」の改善から支援する生命保
険。「健康☆チャレンジ！」制度で
経済的なベネフィットを提供します。 



２. 作品のコンセプト 

 2014年の「国民健康・栄養調査」によると、男性の1日あたりの平均歩数は7,043歩、女性は6,015歩で
1997年と比較して約1,000歩も減少しています。 

 歩数の減少は「身体活動量」の低下を表しており、「身体活動量」が減ると消費エネルギーが減少し肥満が
起こりやすくなり、生活習慣病への影響が懸念されます。また、健康寿命を驚かす要因にもなりかねません。 

 「東京都健康推進プラン21」では「日常生活における身体活動量（歩数）を増やす」分野別目標を掲げ
ています。 

 東京都民のみなさまが、気軽に、楽しく歩くことを実践し、健康になっていただくために「リンククロス アルク」 を
活用した都民健康増進が展開されることをねらいとしています。        

都民のみなさま 

東京都 

ひまわり生命 

歩く機会を増やし、身体活動量
を増やす 

都民のみなさまが 
健康になる 

健康寿命の延伸 

より多くの都民がWALKING 
MAPやリンククロス アルクを活
用して健康になる 

東京都健康推進プラン
21目標達成 

より多くの都民がアプリを活用し、
健康に関心を持っていただく 

お客さまが健康になる 
リンククロス会員の増加 

主体 リンククロスアルクの効果 目指す姿 
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全国の散歩コースをご用意 

みんなが共有した写真・メモで 
新しい発見 

一日の歩いた内容を自動記録 

・コース周辺のお気に入りのお店やスポットを「あるメモ」で掲載 
・共有された写真・メモ（「あるメモ」）は地図上で見ることができます。 
・あるメモがあることで、歩いてみたくなるきっかけを作ります。 

・豊富なコースの中から気に入ったコースを選んで歩ける。 
・周辺のトイレ情報など、散歩に便利なスポットも検索できます。 
・東京都内の散歩コースは516コース登録されています。（平成31年3月24
日現在） 

・過去の歩いた記録（歩数、消費カロリー、歩いた距離、歩行軌跡、行った場所、
撮った写真）が  残るので、どこにいて何をしていたのかを振り返ることができます。 
・Fitbitと連携すれば、コース利用中の心拍数や睡眠時間、アクティブな時間もわ
かります。 

会員向けサービス ・リンククロス会員に登録（登録無料）いただくと、会員特典としてパートナー
企業が提供する各種サービスメニューを利用できます。 

３．リンククロス アルク機能概要 4 

「地図：(C)ゼンリン」 



３．リンククロス アルク 機能概要 

リンククロス アルク・・・ 新しい発見があり、いつでも散歩が楽しくなるアプリ 
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歩数、歩いた距離、消費カロリー 
睡眠時間（Fitbit連携時のみ） 

表示されます。   

写真から「あるメモ」を作成できます。 
  

当日撮影した写真が最大６枚まで   
  

ホーム画面に表示されます。 

【過去記録】   
位置情報をもとに自動記録を   

された過去の 歩行軌跡を 

確認できます。 

  

【あるメモ】 
  

他のユーザーが投稿した「あるメモ」を見る 

ことができます。 

【地図】 

現在地周辺の地図から、周辺の「あるメモ」や 

スポット（カフェ、トイレ等）の検索ができます。 

マイページを表示し、プロフィールや設 

定を変更できます。   

【今日の移動】 

  

今日１日の移動記録が時系列 

  

で確認できます。 

  

【コース】 
  全国のお散歩コースを見ることが 

  
できます。   



現在のリンククロスのパートナー企業様は29企業あり、一部を紹介します。（2019年3月24日現在） 

健康応援に資するサービスを提供しているパートナー企業様との提携に向けた協議を継続しており、順次拡大していく予定です。 

提携企業 提供価値 提携企業 提供価値 

全米No1 Fitbitウェアラブル端末の紹介 
 
 

眠りへのあくなき探求からお客さまに最適な
眠りをご提供します。 

スポーツクラブ ルネサンスの紹介 女性のための健康体操教室 

ストレッチ×ボディケアの紹介 

簡易認知機能検査の紹介 
健康な方のためにあたまの健康チェックをご
自宅から専用コールセンターを通じて10分
間 

医師・看護師にチャットで健康相談！ ソラーチ（フットマッサージ器）の体験 

■コラーゲンやポリフェノールや青汁など健
康的なドリンクをおいしく製品化していま
す。 
■まずは簡単なことから健康にチャレンジ
したい、という方にお勧めです。 

■−「禁煙日を、記念日に」− 
ascure（アスキュア）卒煙プログラムは
「親しい人のために、今度こそタバコを卒業
したい」、そんなあなたのための新しい"卒"
煙プログラムです。 

オムロン上腕式血圧計の紹介 
高めのBMIの改善に役立つ「ラクトフェリン」
のご紹介 

家事代行に栄養検査をプラスした、家事
業界初のコラボサービスです。 

レンズオプションサービス 

患者・家族同士がweb上悩みなどを共
有するサービスの紹介 

1 時間 1,000 円から即日手配も可能な 
オンラインベビーシッターサービスです。  

オンライン健康サービス 
よりすぐりのオーラルケアセットを目的別に３
つご紹介 

※本サービスは、パートナー各企業が提供するものであり、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命が提供しているものではありません。  

４．リンククロス アルクの特徴～パートナー企業によるサービス提供 
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５．オープンデータの活用 

TOKYO WALKING MAP コースをリンククロス アルクに掲載 

 TOKYO WALKING MAP とリンククロス アルクの機能 

TOKYO WALKING MAP リンククロス アルク 

コース掲載 東京都内区市町村作成のコースを掲載 
・コース解説 
・Google Map 
・PDFでダウンロード可能 

全国のコースを掲載（都内は464コース） 
・コース解説 
・スポット解説（写真付） 
・マップ（ゼンリン） 

コース検索 ・「区市町村」「路線」「歩く時間」「シーン」から検
索可能 

・「現在地周辺」「駅周辺」から検索可能 

歩く機能 ・Google Mapと連携し、スマートフォン上にMap
表示が可能 
・コース途中のスポット、健康づくり店などの表示・
解説 
・PDFを印刷して持ち歩くことも可能 

・「歩いた記録」・・歩数、消費カロリー、撮った写真などを
自動記録 
・「コースを歩く機能」・・掲載コースのスタート・ゴールを記
録 
・周辺施設（トイレやコンビニ）などの検索・表示 

コース以外の機
能・リンク等 

・「あるメモ」・・お店やスポットなどの紹介 
 誰でも投稿が可能 

各区市町村が作成したTOKYO WALKING MAPに掲載されているコースをリンククロス アルクに掲載し、 
都民のみなさまがスマホ上でコースを検索し、気軽に歩くことができ、健康増進に貢献します。 
＜オープンデータ活用のメリット＞ 
１．コースの相互掲載による周知力拡大により、歩くことの啓蒙につながる。 
２．「あるメモ」機能や「歩いた記録（歩数、距離、消費カロリーなど）」機能など、TOKYO WALKING    
     MAP のサイトには搭載されていない機能を活用できる。 
３．リンククロス会員になることで、様々な会員特典が利用可能。 
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６．画面遷移 

コースの探し方 Tokyo 健康ウォーク2018コースを探すケース 

＜スポット紹介例＞ ＜コース表示例＞ ＜あるメモ例＞ 
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「地図：(C)ゼンリン」 



７．今後のリンククロス アルク普及について 

• リンククロス アルクに掲載しているTOKYO WALKING MAP コースは平成31年2
月8日現在、15区市町村153コースとなっております。今後、各自治体から掲載さ
れたものを順次掲載していきます。 

• 東京都内のコースであっても、閲覧は全国のユーザーが可能です。観光で訪れた方
など多くのみなさまが気軽にお散歩できる、そして健康になることを目指し、アプリの機
能改善をはかっていきます。 
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【今後の機能改善予定】 
・あるメモ改修を予定 
→ 投稿方法改善 
→人気の並び順等での表示 
→あるメモ投稿時にスポット名や地名が検索できるようにする 


