
 
    
  

                  
           
                     

沼津市では、市民の健康管理・健康づくりを目的に健康診査を実施しております。市内事

業所とのコラボレーションにより、健康診査の受診率向上を目指すとともに、市民の皆さま

が気軽で楽しく健康診査を受診し、健康につながるような“健康特典”を用意しました。多

くの皆様の参加をお待ちしております。 

     

■ 参加方法及び特典内容 (参加方法など詳細は別紙参照) 

 

“健康特典”１ 「歌っても良し! 食べても良し! 心身ともに元気アップ 」 

  (協賛：雄大株式会社)  

  20 歳以上の市民の方が、平成 27 年度健診結果等を雄大グループ各店舗に持参す 

ると 1,000 円の割引券を進呈 

 

“健康特典”2 「食は健康を制す! ヘルシーメニューのプチ体験」 

(協賛：マックスバリュ東海) 

①マックスバリュ沼津南店で月 1 回 計測×食育×健診ＰＲの実施 

②市内店舗のレジモニターへの健診ＰＲを掲載 

③「はじめて健診」でのヘルシーミニランチの提供  

※「はじめて健診」とは国民健康保険に加入している 40 歳になった方がはじめて受ける健診です。

対象者の方には 5 月下旬に案内ハガキを送付しました。 

 

“健康特典”3 「運動やお風呂で、家族や友人とリフレッシュ」 

(協賛：ジョイランドグループ) 

国民健康保険に加入している今年度 40 歳になる特定健康診査受診者に、ジョイラン

ドボウル各店舗で使えるボウリング 2 ゲームまで 500 円割引券と天然温泉ざぶ～ん

の入浴半額割引券を進呈 

   

■対象健康診査  特定健診・がん等の検診 

■健診期間     平成 27 年 6 月 15 日(月)～平成 27 年 10 月 31 日(土) 

■特徴      複数の市内企業が企業の特色を活かして健診受診率向上のために

特典を提供する取組みは県内でも先進的な取組み。今後、さらなる

若年層の受診率向上を目指して、コンビニエンスストア等との連携

についても検討中。 

■お問い合わせ   健康づくり課(検診・予防係) 電話：951-3480 
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市内事業所との協働による市民の健康づくり推進 

～ 健康診査を受けて“健康特典”を手に入れよう ～



雄大グループ×三島市・沼津市による健康づくりコラボレーション企画

このチャンスに
まずは健診を

受けてくださいね！

12月 31日木まで

健診を受けると
雄
大金券　　　　円プレゼント!!1,000
実施期間
平成27年

詳細は雄大ホームページを
ご覧ください。

雄大 検 索

健診を
受ける

受診券などを
提示して

金券をゲット！
お好きな

雄大グループの
店で使う！

健診受診率アップキャンペーン!!

三島市・沼津市・函南町内の雄大グループ11店舗で金券への交換を受付けます。

雄大グループお客様センター 　  0120-888-999（月～金／9：00～17：00）
三島市健康づくり課 tel.055-973-3700（月～金／8：30～17：00）
沼津市健康づくり課 tel.055-951-3480（月～金／8：30～17：00）

●この特典を受けられるのは、20歳以上の三島市民・沼津市民の方で、国民健康保険・社会保険・共済組合等の加入者で、健診
を受診されたことを証明するもの（領収証・結果表・健診受診カードなど／コピー不可）をご持参いただいた方に限ります。同
時に自動車免許証・健康保険証等、三島市民・沼津市民ご本人であることを証明できるものをご提示いただきます。代理人の
ご利用は受付けられません。
●健診の受診年月日は、平成27年4月1日以降に受診したものが有効となります。
●受診証明のご提示により金券と交換できるのはお一人1回のみとさせていただきます。
●金券の配布は雄大グループの三島市・沼津市・函南町内の11店舗ですが、
　金券は雄大グループ全店舗でお使いになれます。
●金券は発行時に、そのお店でご利用いただくこともできます。
●金券は雄大グループの他のサービスとの併用も可能です。

ご注意事項

雄大グループ 金券は下記のすべてのお店でご利用いただけます。

赤から三島店
三島市一番町9-37

tel. 055-991-2222

カラオケラジオシティー
三島駅前店

三島市一番町13-13　フジミビル3F
tel. 055-983-6666 赤から沼津店

沼津市米山町1-5
tel. 055-941-9999カラオケラジオシティー

沼津駅北店
沼津市米山町1-5

tel. 055-925-3111

創作料理 ゆうが三島
三島市一番町13-13　フジミビル4F
tel. 055-991-6800
創作料理 ゆうが沼津

沼津市大手町2-1-1　ポルト沼津4F
tel. 055-964-6700 赤から函南店

田方郡函南町肥田377-5
tel. 055-979-6666

沼津甲羅本店 八宏園
沼津市上香貫東本郷町1838
tel. 055-933-5555

焼肉 カルビ一丁
沼津市高島本町8-56
tel. 055-925-5600

自然食レストラン
わが家の台所
沼津市五月町17-22
tel. 055-929-1234

雄大フェスタ
沼津市大手町3-1-1
tel. 055-955-7111

※金券のデザインは
　変わる場合があります。

1,000
円雄大グ

ループ
金券

発行日
年　 　　

月　 　　
日

発行店

No.C

見本

沼津駅北店・三島駅前店
御殿場店 沼津店・三島店・函南店

御殿場店・富士店

沼津・富士・御殿場

沼津店・大仁店
富士店

お問い合せは

三島市民
沼津市民
三島市民
沼津市民の方へ嬉しい

お得なの方へ嬉しいお得なお知らせ !お知らせ !

※雄大フェスタにおいては、営業内容によって、ご利用いただけない場合がございます。

沼津・三島



２ マックスバリュ東海とのコラボレーション 

①健診期間にあわせて月 1 回 店舗での計測×食育×健診 PR を開催  

日時：6 月 15 日(月)・7 月 4 日(土)・8 月 22 日(土)・9 月 12 日(土)・10 月 3 日(土) 

各日 10 時～15 時程度 

場所：マックスバリュ沼津南店(沼津市西島町 10-1) 

内容：①骨密度・毛細血管観察する血管美人などの計測※計測機器は月ごとに変わります。 

②マックスバリュ東海の管理栄養士によるヘルシーメニューの試食会の実施 

③体の状態にあわせた食生活アドバイスと健診のススメを実施 

②健診期間中、市内店舗のレジモニターへの健診 PR 掲載 

沼津市内のマックスバリュ各店舗のレジモニターに、健診 PR の掲載をします。 

マックスバリュ利用客に対して、健診啓発を目的とした活動です。 

表示期間：6 月 15 日～10 月 31 日 

③6 月 20 日「はじめて健診」でのヘルシーミニランチの無料提供 

平成 27 年度新規企画 40 歳限定の集団健診「はじめて健診」を実施します。特定健診は、国

民健康保険に加入している 40 歳以上の方が受診することができます。 

特定健診を受診するだけでなく、生活習慣病予防として重要な食生活について、食材やカロリ

ーなど生活に取り入れられる工夫なども、マックスバリュ東海の管理栄養士からアドバイスが

あります。 

 

日時：平成 27 年 6 月 20 日(土) 受付 8 時 30 分～10 時 30 分 

場所：沼津市保健センター1 階 (八幡町 97) 

対象：平成 27 年 4 月 1 日現在国民健康保険に加入している今年度 40 歳の沼津市民の方に 

5 月下旬に案内はがきを送付しました。（今年度国保加入者 40 歳 591 名） 

その案内はがきを持参した当日先着 50 名様。 

内容：マックスバリュ東海の管理栄養士が考案したミニランチを無料提供。 

 ※「はじめて健診」とは国民健康保険に加入している 40 歳になった方が、はじめて受ける健診です。 

 

3 ジョイランドグループとのコラボレーション  

今年度は、40 歳の特定健康診査受診率向上を目的に、ジョイランドボウル各店舗で使えるボ

ウリング 2 ゲームまで 500 円割引券・天然温泉ざぶ～んの入浴半額割引券を提供。   

40 歳はファミリー層のため、家族や友人とともに使える割引券の提供です。 

対象者 ：国民健康保険に加入している今年度 40 歳になる特定健康診査受診者 

配布方法  ①6 月 20 日「はじめて健診」の会場で受診者に配布 

              ②6 月 15 日～10 月 31 日までに上記対象者については結果送付後、個別に健康づ

くり課から割引券を送付予定 

 



日 時：７月４日（土） １０時～１５時程度

場 所：マックスバリュ沼津南店 ２階（フリースペース）

内 容：①健康メニューの試食会

②活力年齢測定と健診相談

③沼津市健康診査のご案内

食事と健康 体験型キャンペーン
～地域の皆さまが元気でいられるように～

※このキャンペーンは、月1回同店舗で実施します。
次回予定：8月22日・9月12日・10月3日
試食メニューや測定内容は月毎に変更予定です。 055-951-2460

沼津市健康づくり課


