
応募締切は
令和元年

12月31日だよ

健康スタンプカード
カードの作り方は裏面を見てね！

【対象事業とは】 
①運動 ・スポーツ　②食生活  
③健康づくり ・介護予防の講座やイベント等で、
横浜市が指定するものです。

【スタンプの押印について】
連続講座は講座全体で1回、 定期的な活動は月1回です。

抽選でステキな景品が
当たります！
抽選は令和2年1月下旬の予定です。
（2月上旬以降、 順次当選者へ発送します。）

応募締切 令和元年12月31日（火）

①～④まで、 全て記入されていますか？
「②健診など健康チェックを受けた年月」 は、
1年以内に健診など健康チェックをした時期を
記入してください。 何も受診していない方は、 裏面の健康チェック
リストでチェックした時期をご記入いただくことでＯＫです。
なるべく早くに健診 ・検診を受診しましょう。

【健康チェックの事例】 
● 職場や学校の健診、 特定健診、 横浜市健康診査　● 妊婦健診
● 人間ドック　● 横浜市がん検診　● 横浜市歯周病検診

健康チェック
を受けよう

対象事業は、区役所福祉保健課か
ホームページで確認してね！
よこはま健康スタンプラリー

令和元年6月発行

tvk ／ ショップジャパン ／ スカイスパYOKOHAMA ／ 上海料理 状元樓 ／ 株式会社美濃屋あられ ／ リザーブドクルーズ ／ 三菱みなとみらい技術館 ／ 
ブリキのおもちゃ博物館 ／ 株式会社 崎陽軒 ／ 台湾薬膳料理 青葉新館

スカイダック横浜 カゴメ株式会社

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 東京湾フェリー株式会社太陽油脂株式会社 ナビオス横浜
（横浜国際船員センター） 株式会社ありあけ

京浜フェリーボート サガミハム

株式会社横浜八景島極楽湯 横浜芹が谷店

日清オイリオグループ株式会社

クオール株式会社 ヨコハマ・グッズ横濱001

横浜市が指定する
対象事業に参加して
スタンプを2つ集めましょう

健康スタンプカードに
漏れなく記入し
景品を選んで応募しよう！
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健
康と景品をゲット

！！

☎045-548-4515 （平日10時～18時／令和2年2月末まで） FAX 050-3730-6524

年齢
歳

※8-13チオビタ ・ドリンクは15歳未満の方は
　応募できませんのでご注意ください。〒231-0017 横浜市中区港町１丁目１番地　https://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/stamprally/

参加方法

第8回

令和元年

よこはま健康

応募期間

12/31●7/1●月
火



希望の景品番号を応募はがきにご記入ください。 抽選で景品が当たります。 景品は令和2年2月上旬から順次発送予定です。

健康チェックを受けて、スタンプが集まったら応募しよう！（応募締め切り：令和元年12月31日消印）

ホームページも見てね♪https://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/stamprally/

20名

からだすこやか茶W
350ml×24本

提供：コカ・コーラボトラーズジャパン（株）

※セット内容はイメージです

10名

ヨコハマ・グッズ横濱001
お楽しみセット

提供：ヨコハマ・グッズ 横濱001

2名

スクワットマジック

提供：ショップジャパン

5名

米菓詰合せ あすなろ

提供：（株）美濃屋あられ 提供：（株）崎陽軒

3名

シウマイギフト券
6枚

※イメージ

10名

食物せんいのうまーい青汁
60袋入り

提供：クオール薬局

20名

横濱ハーバー アソート
ダブルマロン＆ガトーショコラ
12個入り

提供：（株）ありあけ

5名

日清健康オイル
アマニプラス
600ｇ×10本

提供：日清オイリオグループ（株）

10名

カゴメ
野菜一日これ一本
190ｇ×30本

提供：カゴメ（株）

10名

サガミハム商品詰合せ

提供：相模ハム（株）※イメージ

5名

横浜DeNAベイスターズ
ボディーバッグ ブルー

提供：横浜DeNAベイスターズ

提供：神奈川県遊技場協同組合
　　  神奈川福祉事業協会

80名

タニタ
電子塩分計

提供：ヨコハマおもしろ水族館・赤ちゃん水族館

35組

ご家族チケット
大人2名+子ども1名 （中区）
※子ども：4歳～小学生まで

提供：（株）三陽物産

15名

眞葛ミュージアム
眞葛作品集+招待券4枚
（神奈川区）

提供：コーヒーバーブルーマウンテン

5名

コーヒーバーブルーマウンテン
ドリンク券 （4名分）
（そごう横浜店）

提供：横浜F・マリノス

5組

横浜F・マリノス
2020年シーズンホームゲーム
親子ペア観戦チケット引換券

提供：横浜FC

5組

横浜FC
2020年シーズンホームゲーム
ペア観戦チケット

提供：横浜ビー・コルセアーズ

5組

横浜ビー・コルセアーズ
2019-20年シーズンホームゲーム
ペア観戦チケット

提供：東京湾フェリー（株）

2名

東京湾フェリー車両往復乗船券と
南房総観光施設ペア入場券セット
（千葉県）

提供：ナビオス横浜

2組

ナビオス横浜
ペア宿泊招待券 （中区）
※ツインルーム

提供：ナビオス横浜

5組

シーメンズクラブ
ペアドリンク券 （中区）

提供：京浜フェリーボート

15組

横浜湾内クルーズ
ペア乗船券 （中区）

提供：リザーブドクルーズ

5組

赤レンガ倉庫横浜クルーズ
ペア乗船券 （中区）

提供：三菱みなとみらい技術館

15組

三菱みなとみらい技術館
ペア招待券 （西区）

提供：ブリキのおもちゃ博物館

2名

「エレファントドラマー」&
ブリキのおもちゃ博物館ペア入場券
（中区）

提供：台湾薬膳料理 青葉新館

3組

薬膳レディースコース
ペア食事券 （中区）

提供：朝日生命保険相互会社

10組

豚パパ ペア食事券
5,000円×2枚 （中区）

提供：神奈川県遊技場協同組合
　　  神奈川福祉事業協会

70名

健康習慣ラクリラ

提供：（株）レミントン

10名

宮坂整体枕

提供：（株）レミントン

5名

遠赤指圧半ソックス
2足セット

提供：太陽油脂（株） 提供：太陽油脂（株）

10名

パックスナチュロン
ギフトセット
ボディーソープ他 10名

パックスベビー
お風呂ギフトセット
ボディークリーム他

提供：極楽湯 横浜芹が谷店

15組

極楽湯 横浜芹が谷店
ペア入浴招待券
（港南区）

提供：スカイスパYOKOHAMA

10名

スカイスパYOKOHAMA
入浴招待券 （西区）

提供：神奈川県遊技場協同組合
　　  神奈川福祉事業協会

80名

象印
ステンレスボトル

提供：神奈川県遊技場協同組合
　　  神奈川福祉事業協会

80名

オムロン
体重体組成計　カラダスキャン

提供：神奈川県遊技場協同組合
　　  神奈川福祉事業協会

70名

オムロン
低周波治療器

提供：神奈川県遊技場協同組合
　　  神奈川福祉事業協会

70名

ジュースミキサー

提供：神奈川県遊技場協同組合
　　  神奈川福祉事業協会

70名

カシオ
デジタルスポーツウォッチ

提供：神奈川県遊技場協同組合
　　  神奈川福祉事業協会

70名

エクササイズホイール

提供：神奈川県遊技場協同組合
　　  神奈川福祉事業協会

50名

全国共通お食事券
ジェフグルメカード
500円券×6枚

提供：（株）三陽物産

5名

横浜三塔物語
スティックケーキ
5セット

提供：（株）三陽物産

5名

銘菓 勝サブレ
２０枚入り

16名

ミルクキャラメル
12粒×30個

16名

ハイチュウグレープ
12粒×36個

25名

チオビタ・ドリンク
100ml×30本（指定医薬部外品）

提供：森永製菓（株） 提供：森永製菓（株） 提供：大鵬薬品※15歳未満は服用しないでください

効能効果：滋養強壮、肉体疲労などの場合の栄養補給

※2階自由席

※バックスタンド
ホーム自由席

※試合・席種をお選び
いただくことはできません

※イメージ ※イメージ

提供：スカイダック横浜

5組

スカイダック横浜
ペア招待券（中区・西区）

提供：横浜・八景島シーパラダイス

5組

アクアリゾーツパス
ペアチケット （金沢区）

提供：上海料理 状元樓

3組

特製フカヒレランチコース
ペアチケット （ランチ限定）
（中区）

提供：tvk

10名

カナガワニクリアファイルセット&
イングリッシュガーデンペア入場券

※イメージ

何が当たるかはお楽しみ！！
色々な景品の中から抽選するから

当たりやすいかも！？ ※景品については変更になる場合があります
※8-28、8-29の発送は3月を予定しています

対象事業 （運動 ・スポーツ、 食生活、 健康づくり ・介護予防の講座、 イベント
等で横浜市が指定するもの、 またはよこはま健康スタンプラリーに参加してい
る 「よこはま健康応援団」 の飲食店で健康応援メニューを食べる） に参加し
スタンプを2つ集め、 1年以内に健康チェックを受けた、 横浜市民等。
※ 対象事業については各区役所福祉保健課で配布している一覧か
　 ホームページにてご確認ください。
　 https://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/stamprally/

お預かりした個人情報は、 景品の発送およびご回答の集計、 事業検証のためのアン
ケート実施以外に使用せず、住所・氏名等の個人情報を特定できる情報は責任をもっ
て全て廃棄いたします。 
景品の発送は本事業の受託者及び景品を提供していただく協賛事業者、 または再委
託等により発送を請け負う事業者が行います。

・

・

応募できる方

左記の応募はがきに必要事項をご記入の上、 区役所福祉保健課にある
「応募はがき回収箱」 に入れるか、 62円 （10月以降は63円）分の切手
を貼ってポストに投函してください。 （複数の応募はがきを封筒に入れ、
まとめて応募することもできます。） 抽選で景品が当たります。 当選発表
は景品の発送をもって代えさせていただきます。 

応募方法

お一人さま何口でもご応募いただけます。 （ただし複数当選することはありません。）
ご応募はご本人さまのみ可能です。
応募条件を満たしていない場合 （健康目標の振り返りの記入漏れ、 切手の料金不足
等） は、 抽選の対象となりません。
当選に関するお問い合わせやご希望は受け付けておりません。
当選した景品の換金および権利の譲渡はできません。
あて先不明等の理由により景品をお届けできない場合は、 ご当選権利を取消しとさ
せていただく場合があります。
応募はがきを紛失した場合は、 新しい応募はがきでスタンプを集めてください。
スタンプの押印は対象事業に参加された当日その場での対応となります。 後日応募
はがきをお持ちいただいても押印はできませんのでご注意ください。

・
・
・

・
・
・

・
・

応募に関する
注意事項

個人情報

応募締め切り 令和元年12月31日（火） 消印有効

景品送付
予定日

令和2年2月上旬から順次当選者へ発送
（景品のお届け日は指定できません。）

よこはま健康スタンプラリー事務局 （tvkコミュニケーションズ内） 

☎045-548-4515 （平日10時～18時）  FAX 050-3730-6524

お問い合わせ ［令和2年2月末まで］

郵送の場合は

62円（10月
以降は63円）
分の切手を
お貼りください

区役所福祉保健課にある

「応募はがき回収箱」に入れるか

切手を貼ってポストに投函するんだワン！

複数のはがきを封筒に入れて

応募してもOKだワン！

肺がん、 大腸がん
胃がん （X線、 内視鏡）
前立腺がん （PSA検査）

子宮がん
乳がん

40歳以上（男女）
50歳以上（男女）
50歳以上（男性）
20歳以上（女性）
40歳以上（女性）

横浜市ではがんを早期に発見し、 適切な治療に結
びつけるため、 職場の検診など他に受診機会のない
市民の方を対象に、 がん検診を実施しています。

【横浜市がん検診の内容】 ※自己負担があります。 （種類により0円～ 3,140円）

歯を大切にするため、 定期的な検診や歯のクリーニングなどを受けま
しょう。 また歯科相談を横浜市歯科医師会診療所や地区の歯科医師会
のイベントなどで行っています。


	stamprally_pamphlet_omote_190509のコピー



