
ウォーキン
グ

キャンペー
ン

参加しょ
う！
に

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
2023年5月に
応募できる賞品はこちら

2022 年5月1日（日）～７月15日（金）エントリー期間

2022年5月16日（月）～７月15日（金）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）

医療費情報や、

ジェネリック差額情報等が

マイヘルスウェブで

確認できるように

なりました！



ウォーキングキャンペーン
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今年は
ハワイ
ウォーキング

申込方法

マイヘルスウェブにアクセス
https://itcrengo.mhweb.jp

MY HEALTH WEB の初回登録が
まだの方は、健康ポイント算定期間
が 5/1 ～ 4/30 のため、5/1 以降
に初回登録をお願いします。

1

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

50万歩でGOAL
ハワイ島へ
達成賞

歩数が進む
と

ハワイの風
景が

浮かび上が
ります！
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参加方法

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 7 月 21 日（木）まで

スマートフォンのヘルスケアアプリや
ウェアラブル端末と連携すると、歩数の入力が不要になり便利です。

ランキングを
意識しながら、
やる気アップ！

100万歩でGOAL

手軽に楽しめる
ウォーキングで健康習慣を！

スマートフォンで
簡単歩数入力

➡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！

➡達成賞 は 40 歳以上は 1000 ポイント！　39 歳以下は 1500 ポイント！となります。
　キャンペーン開始日（5/16）と終了日（7/15）の体重を記録した方にはさらに 100 ポイント！

➡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、5 名以上の参加者がいる事業所）

➡チームランキングが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！
　任意チームは、５名以上（上限 10 名まで）メンバーが集まるとチーム結成となります。
　（結成前はランキングが表示されません）
　任意チームを作成するには、代表者が「チーム名」と「合言葉」を登録し、
　チームに入る方は「チーム名」を選択して「合言葉」を入れるとチームメンバーになれます。

写真や日記が投稿できます。

50万歩を達成したら健康ポイントをプレゼントします。

事業所平均歩数でランキングを出し、競い合います。

任意でチームを作成できるようになりました！
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5月1日～翌年4月末日まで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！！

抽選で下記アイテムのいずれかをプレゼント!!

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　

2023年5月1日～
末日

応募期間
MY HEALTH WEB内の
MYポイントより応募

応募方法
2022年５月１日～
2023年4月末日

ポイント積立期間

抽選で

500名様に

特別賞

特別賞に
当選しなかった方

達成賞

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ので、5 月 1 日以降にご登録ください。

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情報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！

（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 または10）／設定
した行動目標の結果を記録（3）／ MY HEALTH 
CLUB 記事閲覧（3）／健診結果閲覧 ※ 40 歳以上

（500）／ウォーキングキャンペーン（40 歳以上
1000、39 歳以下 1500）／特定保健指導終了 
※ 40 歳以上（1000）／メタボ流入阻止プログラム
終了 （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）／医療費明細の
閲覧（10）／ジェネリック差額情報の閲覧（100）

こんなことでポイントが貯まる！

初回登録のログインで
1000ポイントゲット！
初回登録を完了された方に
1000ポイントが付与されます。

「ママ、 ほんじつの食材は？」

「やったね♬」
「…　　　　　　  のギフト♪」

こちらへ
アクセス！

公式キャラクター「ヘロンくん」

初回登録は

お済みです
か？

スマホでも

ご利用できます

※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。

伊藤忠連合健保組合のホームページにアクセス

初回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

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
「初回登録の方はこちら」をクリック

1
2

4
3

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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