
個人向け健康ポータルサイト

マイヘルスウェブ

にログインして

伊藤忠連合健康保険組合
■お問い合わせ先（平日 9：00 〜 17：00）：「MY HEALTH WEB」ヘルプデスク　☎ 03-5213-4467

健康ポイントを
貯めて応募しよう
2022年5月に
応募できる賞品はこちら

ウォーキング
キャンペーンに参加しよう！

2021年4月19日（月）～７月31日（土）エントリー
期間

2021年6月1日（火）～７月31日（土）実施期間

伊藤忠食品デジタルギフト
（選べるおいしい肉、Life Style Selection for health&beauty）

伊藤忠食品デジタルギフト
（選べる贅沢ぐるめ）
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毎日、マイヘルスウェブの
「MYバイタル」に歩数を入力
※MYバイタルの歩数が5万歩／日以上の場合は、
　5万歩として反映
※入力できるのは８月７日（土）まで

ウォーキングキャンペーン

キャンペーンサイトで「参加登録はこちら！」
のバナーをクリックし、必要事項を入力して
申し込み完了3

こちらのバナーを
クリック2 ウォーキング

　キャンペーン click

マイヘルスウェブにアクセス
https://itcrengo.mhweb.jp1申込方法

参加方法

キャンペーンの詳細とエントリー方法は、マイヘルスウェブでCheck！

手軽に楽しめる
ウォーキングで健康習慣を！マイヘルスウェブで簡単歩数入力
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10万歩ごとに
東海道五十三次の風景が
浮かび上がります！

WEB上のマップで東海道五十三次
便利な機能でやる気アップ！

➡よい写真は、将来の健保ニュースの表紙に！　参加者で励まし合いながら継続！

写真や日記が投稿できます。

➡達成賞 は 1000 ポイント！

50万歩を達成したら健康ポイントをプレゼントします。

➡事業所ランキングが１～３位になった達成者には、ボーナスポイントをプレゼント！
　（事務所ランキングは、3 名以上の参加者がいる事業所）

事業所平均歩数でランキングを出し、競い合います。
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2022年5月時点の獲得ポイントにより、一口3,000ポイントで応募できます！！

TM

抽選で下記アイテムのいずれかをプレゼント!!
Ⓡ 特別賞に当選しなかった方抽選で500名様に

伊藤忠食品デジタルギフト
（選べるおいしい肉、Life Style Selection for health&beauty）

10,000円相当

伊藤忠食品デジタルギフト
（選べる贅沢ぐるめ）

2,000円相当　

達成賞特別賞

2022年5月1日～5月末日

応募期間

MHW内のMYポイントより応募

応募方法

ご利用には、初回登録が必要です！
　MY HEALTH WEB をご利用いただくための初回登録はお済みでしょうか。
みなさまにご活用いただけるよう、登録方法を紹介します。初回登録を完了
された方には、1000 ポイントが付与されます。

ご登録されるメールアドレスへ健保組合から健康情報やイベントをお知らせいたします。携帯電話・スマートフォンのメールアドレスでご登
録される場合は、下記のドメインが受信できるよう設定してください。
@mhweb.jp　　　@mhweb-entry.jp　　　@mhweb-info.jp
※  iPhone や Android などのスマートフォンからはご利用いただけますが、携帯電話でのアクセスには対応しておりませんので、携帯メールアドレスでのご登

録はおすすめできません。

「MY HEALTH WEB」は、
健保組合とみなさま個人をつなぐ健康ポータルサイトです。
このサイトを活用して獲得したポイントは、
各種豪華賞品の抽選の応募に使用することができます。
応募できるのは一口 3000 ポイント。ぜひご登録ください！

で手にする幸福。

スマホでも
ご利用できます

公式キャラクター「ヘロンくん」

今年は何をもらおうか…

初回登録のログインで

1000ポイントゲット！（カッコ内は獲得できるポイント）
初回ログイン（1000）／毎日ログイン（1～ 10）／体重・血圧・歩数の記録（3）
／設定した行動目標の結果を記録（3）／健診結果閲覧 ※ 40 歳以上（500）／ウォー
キングキャンペーン（1000）／健康優良者（1000）／インフルエンザ予防接種 
※1世帯（1000）／特定保健指導終了 ※40歳以上（1000）／はらすまダイエット
終了 ※ 40歳未満および 65 歳以上（1000）／メタボ流入阻止プログラム終了 ※ 40歳
以上（1000）／オンライン禁煙プログラム（1000）／かんたん歯科チェック（1000）

こんなことでポイントが貯まる！

初回登録を完了された方に
1000ポイントが付与されます。

利用登録は
お済みですか？

※ログイン ID とパスワードは、被保険者に発行されます。
※健保組合に新規加入された方は、加入日の約 1カ月後より初回登録が可能となります。

1 2 3 4伊藤忠連合
健保組合の
ホームページに
アクセス

MY HEALTH WEB
のバナーを
クリック

MY HEALTH WEB の
ログイン画面を
表示させたら

「初回登録はこちら」を
クリック

初回利用登録画面の
案内に従って
必要事項を入力し、

「送信する」をクリック

発行所　伊藤忠連合健康保険組合　東京都中央区日本橋小伝馬町 15 － 14 日本橋 F ビジネスキューブ 3 階
TEL 03 － 3662 － 9953（保健事業課）
ホームページ　http://www.itcrengo.or.jp/
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