
酒フーズ健康保険組合

被保険者の方へ

初回ログインで
1,000ポイント

獲得！
（2021年1月31日まで）

2020年
11月

オープン

健康管理を習慣づけましょう！

めざせ
健康マスター!

公式キャラクター　
ヘロンくん ハイラ

始めない始めない
理由がない理由がない!!
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健診結果を

いつでもどこでも
チェック！

（スマホ・PC・
タブレット対応）

医療費
明細情報を

簡単チェック！

3 4
食事や

運動などの
ミッションに
取り組める！

獲得した
ポイントでの
抽選により
賞品GET！

※掲載している画像は、更新作業等により変更になる場合があります。
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ポイントを貯めて豪華賞品をGETしましょう！

2020年11月2日～2021年1月31日までにログインした場合…………………… 1,000ポイント
2021年2月1日以降にログインした場合………………………………………………… 500ポイント

日々ログインしてもらうため、サイコロの出た目でポイント付与……………1～6ポイント

MYバイタル登録（日々の体重、血圧、歩数のいずれか）を

記録するとポイント付与………………………………………………………………10ポイント

健診受診によりポイント付与………………………………………………………1,500ポイント

健診結果を閲覧するとポイント付与…………………………………………………100ポイント

特定保健指導利用者にポイント付与………………………………………………500ポイント

特定保健指導終了者にポイント付与………………………………………………1,000ポイント

非喫煙者にポイント付与…………………………………… 100ポイント
（健診時の問診にて判定）

マイヘルスウェブを利用してポイントを貯めましょう！

初回のみ初回ログイン

1回/日ログイン時サイコロ

1回/日ＭＹバイタル登録

年1回/翌年6月付与健診受診

1回/月健診結果閲覧

1回/1指導特定保健指導初回利用者

1回/1指導特定保健指導終了者

1回 / 1年非喫煙者

1

ポイントは
個人ごとに
なります。
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医療費明細を閲覧した場合にポイント付与………………………………………100ポイント

健診受診者でAまたはBの判定だった方にポイント付与… ………………………1,000ポイント

腹囲〈男性〉85㎝、〈女性〉90㎝未満または血糖値・脂質・血圧が

基準値以下だった方にポイント付与…………………………………………………500ポイント

健診結果を前年と比較し「BMI」が1.0以上改善されたらポイント付与…………1,000ポイント
※BMIが25.0以上の人が対象

ポイントを貯めて豪華賞品をGETしましょう！

1回/月医療費明細閲覧

年1回/翌年6月付与健康診断優良者

年1回/翌年6月付与メタボ非該当

年1回/翌年6月付与グッドバイメタボ

1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

抽
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間

当
選
者
決
定

抽
選
・

賞
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発
送

ポイント獲得期間

次年のポイント獲得期間

２月1日

◦1月～ 12月をポイント獲得期間とします（初回は2020年11月～ 2021年12月まで）。
◦翌年1月1日～ 1月31日までを抽選応募期間とします。
◦2月中に抽選し当選者を決定、3月に当選者に賞品を発送します。
　なお、当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

アイロ＆サーリー

健診受診＋
健診結果の閲覧で、
1,600ポイント
GET！

健診結果の判定が
AかBの方には
さらに

1,000ポイント
付与！



4

MY HEALTH WEBではこんなことができます

MYポイント
獲得したポイントの確

認・アイテム交換ができ

ます。

ログイン時、サイコロの目の

数のポイントを獲得！

ログイン

1回／日…１～６ポイント

体重、血圧、歩数を登録する

とポイント獲得！

ＭＹバイタル

1回／日…10ポイント

MYミッション
生活習慣の改善に役立

つコンテンツです。「栄

養・食生活」「身体活動・

運動」「休養」「飲酒」「喫

煙」「歯・口腔の健康」

の６つのステージ別に、

あなたの【ミッション】

を設定し、結果を日々

記録します。【MYダイ

アリー】に達成状況が表

示されます。

閲覧するとポイント獲得

医療費情報

1回／月…100ポイント

MYバイタル
体重、血圧、歩数を毎日

記録できます。数値はグ

ラフ化され、健康管理に

役立ちます。目標体重を

設定すると目標値がグラ

フに表示され、身長を登

録しておくとBMIが自

動算出されます。

スマホやウエアラブル端

末と連携できます。

➡裏表紙へ

閲覧するとポイント獲得！

健診結果

1回／月…100ポイント

※表示画面は変更される場合があります。
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酒フーズ健康保険組合のホームページへアクセス

　　 http://www.sakefoods-kenpo.jp/
検索エンジンから

「MY…HEALTH…WEB」のバナーをクリック

URL

◦【初回登録の方はこちら】をクリック

◦「保険証の記号・番号」「生年月日（仮パスワード）」「氏名（カナ）」

　「メールアドレス」を入力し、【送信する】ボタンをクリック
※個人情報となりますので、職場や家族など、複数の方々で共有利用している
ものではなく、個人用のメールアドレスでのご登録をおすすめします。

初回ログイン方法

酒フーズ健保

簡単
ログイン!

保険証を
お手元に

1 MY HEALTH WEBにアクセス

2 初回登録

3 本登録

◦登録したメールアドレスに届いた本登録用URLをクリック

◦「新しいパスワード」を入力する
※パスワードは必ず半角の、数字、大文字の英字、小文字の英字をすべて1文
字ずつ含む８文字以上16文字以内で登録してください。

… 記号は使用できません。

初回ログインで
ポイントGET!

初めて「MY…HEALTH…WEB」に
ログインするとポイント獲得！

初回のみ…500ポイント
2021年1月31日までに
初回ログインをすると

さらに
500ポイント獲得!

ホームページトップ（イメージ）

ここをクリック！

ログイン画面

本登録画面

本登録完了画面

初回登録画面

個人認証完了画面

【メールアドレス】
個人情報となりますので、職場やご家族など、複数の方々で共
用しているものではなく、…個人用のメールアドレス（パソコン・
スマホ）でご登録ください。
※スマホの場合、右記ドメインが受信
　できるよう設定をお願いします。

◦全被保険者

@mhweb.jp
@mhweb-entry.jp
@mhweb-info.jp

ご注意

対象者

続いてP6のセキュリティコード発行へ
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続いて「セキュリティコード」を発行すると

をご覧いただけます
　保険証記号番号を使った初回登録でほとんどの機能を利用できますが、「医療費明細」「健康診断結果」の閲覧には

「セキュリティコード」が必要となります。

　個人情報への不正アクセスを防ぎ、セキュリティ向上のため、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

医療費明細 健康診断結果

セキュリティコード通知書に記載され

たセキュリティコードを入力し、「送

信する」をクリックします。

「セキュリティコード発行依頼」をク

リックします。

任意の半角数字5桁で新しいセキュリ

ティコードを入力し、「次へ」をクリ

ックします。

セキュリティコードは郵送で届きま

す。送付先住所を入力し、「セキュリ

ティコードの送付に同意する」にチェ

ックを入れ、「次へ (確認 )」をクリッ

クします。

セキュリティコードの設定は完了

です。「次へ」をクリックします。

「送信する」をクリックします。

5

4

「セキュリティコード通知書」が届いたら「医療費情報」または「健診結果情報」にアクセス

セキュリティコードの発行依頼
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続いて「セキュリティコード」を発行すると

5年分の健診データを閲覧できます。基準値外のデー

タには▲マークが表示されます。

検査項目をクリックすると、数値がグラフ化され、

検査項目の解説や疾病リスクをご覧いただけます。

医療機関（薬局含む）でかかった医療費明細が確認

できます。診療年月、医療機関名で検索可能です。

医療費明細

健康診断結果

セキュリティコード発行依頼は完了で

す。お手元に届くまでしばらくお待ち

ください。

※次回より、設定したセキュリティコ
ードを入力して機微情報を閲覧する
ことが可能になります。



※当事業は株式会社法研に委託しています。株式会社法研は「プライバシーマーク」使用の許諾事業者として認定されています。

酒フーズ健康保険組合「MY HEALTH WEB」ヘルプデスク

TEL03-5213-4467　平日9:00～17：00

複数のスマートフォンやタブレットで使用可能
※ご利用する端末ごとに初回登録が必要です。
スマートフォン等で入力した内容は、パソコンにも反映されます。

マイヘルスウェブ

歩数アプリと連携!!
歩数データを

毎日MYバイタルヘ自動更新

MY HEALTH WEB…ご利用時のご注意

iPhone版、Android版の両方をリリ一スしています。
〔App…Store(iPhone)〕か〔Google…play〕で
｢MY…HEALTH…WEBアプリ｣ のダウンロード(無料)が可能です。

アプリストア

スマートフォン用アプリでも利用できます!!

お問い合わせ先

■推奨環境
MY…HEALTH…WEBは､ パソコン･スマートフォン･タブレットからご利用いただけます。
ご利用の際は､ 上記の推奨環境でご覧ください。

■利用規約
MY…HEALTH…WEBの利用内容･ポイントの取り扱い･ご利用にあたっての禁止事項など利用
条件を定めたものです｡ 利用規約はサイト内にありますので内容をご確認ください。

■個人情報の取り扱い
被保険者等の個人情報の取り扱いについては､ 当健保の個人情報保護管理規定に基づき､
ホームページに公表しているほか､ MY…HEALTH…WEBサイト内にプライバシーポリシー
(個人情報保護に関する基本方針)を掲載しています。

オペレーション
システム（OS） ウェブブラウザ

パソコン
Windows…10以上 ◦Microsoft…Internet…Explorer…11以降

◦Google…Chrome最新版

Mac…OS…X.10.14 Safari最新版

スマートフォン
タブレット

iOS11～14 ◦標準搭載されているブラウザ
◦Google…Chrome最新版Android5～10

※他のアプリには対応しておりません。
※「MY…HEALTH…WEB…アプリ」をダウンロード
する前に「ヘルスケア」または「Google…Fit」
をダウンロードしてください。

◦iPhoneアプリ「ヘルスケア」 無料

◦Androidアプリ「Google…Fit」無料

アプリなら
ログインが
かんたん


