鯖江市民の
鯖江市民の皆様へ

楽しく♪

お得に♪ 健康づくり♪♪

健康診査受診・がん検診受診、保健事業に参加、日々の健康づくりで
５０ポイントためて『健康ポイント交換券』をゲットしよう！
・会社の健診を受けると
２0Ｐたまります

加盟店からサービスが受けられます。

＊ポイント登録用紙は、市健康づくり課（アイアイ鯖江内）、地区公民館、市内の健康診査・がん検診
指定医療機関で配布しています。ポイント登録用紙に５０ポイントを自分で記録しよう。

『健康ポイント交換券』
● どこでもらえるの？
５０ポイントをためたら、ポイント登録用紙を、地区の
公民館、健康づくり課（アイアイ鯖江）に持っていこう！

H29年度

★ダブルチャンス！
５０ポイントためて「健康ポイント交換券」を取得した人の
中から、平成 30 年 3 月、抽選で 5 名に「特賞」をプレゼ
ントします。お楽しみに！
● いつもらえるの？
平成２９年９月１日（金)～平成３０年３月４日（日）
＊公民館、アイアイ鯖江の休館日をのぞきます。
● どう使うの？
『健康ポイント交換券』を健康づくり加盟店に提出すると、
加盟店が提示するサービスを受けることができます。

午前８時３０分～午後５時

【健康ポイント交換券の使用期間】
平成２９年９月～平成３０年３月３１日

● 健康づくり加盟店は？ どんなサービスが受けられるの？
「健康ポイント交換券」をお渡しするときに、健康づくり加盟店と、サービスの内容がわかる一覧表をさし
あげます。鯖江市ホームページにも掲載していますのでご覧ください。
＊健康づくり加盟店には、

まずは、
健診を受けないとね★

このポスターが掲示されています！
毎週、3 回は
ウォーキングするぞ！

市内 24 か所の
お店が加盟して
います。

みんな元気！
やったー

問合せ先

鯖江市健康づくり課（アイアイ鯖江内）℡

５２－１１３８

鯖江市健康づくり加盟店一覧
No
1

事業者名
味見屋

2

かえりやま整骨院

3

加藤紙文具店

4

亀屋萬年堂菓舗

住

所

本町 2－2－19
(℡) 51-0449
本町 2－3－3
(℡) 52-2165
本町 2－1－12
(℡) 51-0552
本町 1－2－13
(℡)

51-0230

5

北川テレビ鯖江支店

本町 2－3－11
(℡) 51-4773

6

コスメティックス 美香

桜町 2－8－31(南ビル)
(℡)

51-4414

7

サンドームフラワー
造花８７

8

自然食品の店
キャロットハウス鯖江店

9

時計宝石補聴器 寺岡

10

へたな髪結館
美容室まりー

11

ベラミ美容室

12

ヨコヤマ写真館

旭町 1－7－7
(℡) 51-0312

13

鯖江第一ホテル

14

美容室

ラ・ピエール

15

菓子処

安価堂

16

オリジナルギフト
CARINA（カリーナ）

新横江 1－116
(℡) 54-0111
新横江 2－1－12
(℡) 52-8930
神中町 1－2－15
(℡) 51-1235
水落町 4－11－21
(℡) 52-4714

17

三六温泉 神明苑

神明町 2－8－4

18

福井トータルケア株式会社

(℡) 52-5165
水落町 1－5－35

19

リラクゼーション整体
癒しのたまご

20

美容館

21

おそうじ本舗
越前新町店

22

御菓子処 うさぎや

23

かわだ温泉
ラポーゼかわだ

24

（有）やまちよ

ジュネス

宮前 2－18－9
(℡) 54-3333
旭町 2－3－6
(℡) 51-5925
本町 1－3－19
(℡) 51-0031
本町 1－3－2
(℡) 51-2042
本町 2－1－17
(℡) 51-1000

(℡) 51-7811
水落町 3ー8－28
(℡) 52-6545
上河端町 37－11
(℡) 51-5667
丸山町 3－3－17
(℡)

0120-888-910

持明寺町 5－10－1
(℡) 62-0861
上河内町 19－37－2
(℡) 65-0012
西袋町 38－4－2
(℡) 65-0043

（Ｈ２９年度 ）

ポイント交換券で受けられるサービス
500 円以上のお食事で 50 円引。

事業者メッセージ
量や塩加減等、ご注文に応じ
てお作り致します。

膝用フィットサポーター１枚 580 円を 500 円
（税別）で！！

地域密着の医療機関として
優しく丁寧な治療で！

当店でお買いものにご利用になれる 500 円分
の割引券（半年有効）を進呈します。

無料配達も致しますので気
軽にお電話ください。

1,000 円以上（税抜）お買い上の方に、三重
菓子博覧会名誉総裁賞受賞菓子をプレゼン
ト！
夜間のウォーキング時等に、足元を明るく照
らすＬＥＤネックライトを 300 円引きの
1,280 円でご提供致します。
お肌の健康診断でお肌測定をします。健康で
若々しく。いきいきメイクご紹介致します。
（無料）
全商品を 10％ＯＦＦにします。

「いつまでも心に残るあじ」
をお客様に！

1,080 円以上お買い上げの方、10％割引！（セ
ール商品は除きます。）

健康づくりのお手伝いをさ
せていただきます。

腕時計電池交換半額。但し特殊品は除きま
す。

時計の電池交換は、技能士の
いる当店で！

当店の技術料金合計から、500 円値引きサー
ビスいたします。

おしゃれの始めは、視点の中
心カットから！！

本町店のリラックスコーナーで、ふくらはぎ
を加圧マッサージ。足の血行をよくしてまた
元気になりましょう。
デジカメプリントＬサイズ 5％割引。もしく
は、ご家族撮影やポートレート撮影（シルバ
ーフォトなど）500 円割引いたします。

顔なじみのお友達に合える
楽しみもあります。

通常 500 円の朝食を 400 円でご利用いただけ
ます。

完全手作りにこだわった体
にやさしい朝食です。

技術料 500 円分のサービスチケットを進呈い
たします。

美容全般とノエビア化粧品
の代理店

当店にてお買い上げ時、健康ポイント交換券
で、季節の和菓子プレゼント。

季節の旬を味わえる手作り
和菓子専門店

お買い上げ 500 円以上でプチタオル。1,000
円以上でオリジナルスプーン。5,000 円以上
でロックグラスをプレゼント。
日帰り温泉入浴料、大人 550 円のところ、50
円割引にてご利用いただけます。

大切な人にオリジナルメッ
セージを入れます。

お家で介護予防！正しい姿勢を保持して健
康的な身体をつくれる「ジェリーショルダー
(1,620 円)」を来店者全員にプレゼント！

介護に関する全てをサポー
ト！ご相談ください。

30 分以上ご利用の際、ご精算時に 1,000 円割
引きさせて頂きます。

疲れた体のお手入れをさせ
ていただきます。

当店で利用できる 500 円券と交換いたしま
す。

赤い時計台が目印のピンク
の館

洗濯槽クリーニング、通常価格 14,000 円(税
別)または、浴室クリーニング通常価格
13,500 円(税別)を 10％ＯＦＦで提供します。
税込 500 円以上のお買い上げで 50 円割引き
します。

ご家族の健康維持のためキ
レイをご提案します。

当館の入館券 550 円（大人）のところ、150 円
割引し 400 円でご利用いただけます。

温泉とＢＢＱ、体験など皆さ
まで楽しめます。

粗品＆包み（手書きの冠婚葬祭の表書き・名
入れ）プレゼント。

婦人服から学生衣料、学生シ
ューズを扱っています。

血圧計、歩数計等お取り寄せ
できます。
お肌のきれいをお手伝いい
たします。
ありがとう。コミュニケーシ
ョン！

思い出は写真の中に生きて
いる。

街中の天然温泉施設でアス
レもリフレも完備

新鮮でおいしいものを。心を
込めて作っております。

【問合先】鯖江市健康福祉部健康づくり課（アイアイ鯖江内）
TEL ５２－１１３８

