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2017JALヘルシーフェスタ 

2017JALヘルシーフェスタ 

＊ 各会場にランチやスパ券などの特典あり！ 
＊ 下期限定！肺ＣＴ検査の実施（会場：パシフィコ横浜） 

＊ 無料フラワーアレンジメント講座（会場：パシフィコ横浜） 

2017JALヘルシーフェスタ 
「ヘルシーフェスタ」は、優雅な雰囲気の中イベントブースを 
設け、待ち時間も楽しんでいただけるようになっております。 
お帰りの際にはプチプレゼントもご用意しております。 

1. 受付 

2. 健康診断 

3. イベントブース 

お土産をお受け取りいただき終了です。 4. 終了 

ランチや周辺観光などお楽しみください。 5. 健診後 

◆ 健診当日の流れ ◆ 

※ 特典は予告なく変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。 
※ ランチ写真などは、全てイメージです。 
※ 各種オプション検査もございます。健診のご案内同封の資料をご確認ください。 
    事前予約が必要な項目もございますので、ご注意ください。    
※ 定員に達しなかった場合、実施を中止させていただく場合があります。 

＊ クレジットカードでのお支払いが可能になりました！ 
＊ 生活習慣病Ａコースお申し込みの方限定で 
  オプション検査無料プレゼント！（詳細は別紙参照） 



2017JALヘルシーフェスタ 

下記検査を無料プレゼント 

生活習慣病Aコースお申込みの方 
全員に、眼底検査プレゼント 

さらに・・・ 

健保補助金額も増えてますます受けやすくなった生活習慣病Ａコースを 
さらにお得に受けられるプレゼントをご用意しました！ 

【必ず注意事項をお読みください】 
 

 ・プレゼントは生活習慣病健診Ａコースをお申込の方限定プレゼントになります。 
 

  特定健診お申込の方はご使用できませんので、ご注意ください。 
 

 ・プレゼントは健診当日プレ受付で追加希望の確認をさせて頂きます。 
 

 ・プレゼントの有効期限は2018年3月9日です。有効期限を過ぎての使用はできません。 

女性の方 ⇒ リウマチ検査・貧血検査 
                         （鉄・フェリチン・TIBC） 
 

男性の方 ⇒ PSA検査・肺機能検査 
 

女性の方・男性の方それぞれに以下の検査をプレゼント 

注意 
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 JALヘルシーフェスタ 
◆ 開催スケジュール＆特典 ◆ 

1月24日(水) ホテルニューオータニ幕張  ランチ券 
1月25日(木) 成田オペレーションセンター JALグッズくじ引き 
1月26日(金) 成田オペレーションセンター JALグッズくじ引き 
1月31日(水) ホテルグランドパレス     ランチ券 

2月 5 日(月) パシフィコ横浜         ランチ券 
2月 6 日(火) ホテルニューオータニ     ランチ券 
2月 9 日(金) ナビオス横浜          ランチ券またはスパ券 
2月14日(水) 成田オペレーションセンター JALグッズくじ引き 
2月21日(水) ホテルグランドパレス     ランチ券 
2月28日(水) 鎌倉プリンスホテル      ランチ券 

3月 5 日（月）成田ビューホテル       ランチ券+スパ券 
3月 6 日（火）成田ビューホテル       ランチ券+スパ券 
3月 9 日（金）成田オペレーションセンター JALグッズくじ引き 
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※スケジュールは変更の可能性がございます。都度健保ホームページよりご確認をお願いいたします ※ 

～ 2018年１月 ～ 

～ 2018年2月 ～ 

～ 2018年3月 ～ 



【 東京地区 】 

   ホテルグランドパレス 
ホテルランチ 

特典 

【日時】２０１８年１月３１日（水） 
     ２０１８年２月２１日（水） 
 

【交通】東京メトロ・都営地下鉄 
            「九段下駅」 徒歩1分 
     JR中央線 「飯田橋駅」 徒歩7分 
 

【その他】駐車場  あり／割引あり 

 ホテルニューオータニ 

【日時】２０１８年２月６日（火） 
 

【交通】半蔵門線 「永田町駅」 徒歩3分 
     銀座線・丸の内線 「赤坂見附駅」 徒歩3分 
 

【その他】駐車場  あり／割引あり 

ホテルランチ 

特典 
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ＪＡＬヘルシーフェスタ 
冬のイベント会場ご紹介                                    



【 神奈川地区 】 

パシフィコ横浜 

鎌倉プリンスホテル ホテルランチ 

特典 

1,500円分 
飲食券 

特典 
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【日時】２０１８年２月５日（月） 
 

【交通】みなとみらい線 「みなとみらい駅」 徒歩8分 
     JR線・市営地下鉄線 「桜木町駅」 徒歩20分 
 

【その他】駐車場  あり ※但し、割引はありません 

      飲食券はみなとみらい周辺 
            約140店舗で使用可能 

【日時】２０１８年２月２８日（水） 
 

【交通】電車／江ノ電 「七里ヶ浜駅」 徒歩8分または 
         循環バス(有料)約2分 「七高前」 下車正面 
      車／横浜横須賀道路朝比奈I.C.から金沢鎌倉線 
         国道134号線経由で11km 約30分 
 

【その他】駐車場  あり／割引あり 

 肺ＣＴ検査実施決定！（パシフィコ横浜のみ） 
 事前予約になります。下記「成田健診ヘルプデスク」まで 
 お電話にてお申込みください。 

成田健診ヘルプデスク TEL:0476-34-3561 
時間 9:00-11:30／13:00-16:00(平日のみ) 
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【 神奈川地区 】 

ナビオス横浜 

【日時】２０１８年２月９日（金） 
 

【交通】JR京浜東北線・根岸線・市営地下鉄線 
               「桜木町駅」 徒歩15分 
     みなとみらい線 「馬車道駅」 徒歩5分 
 

【その他】駐車場  なし 
       ※お車でお越しの方は近隣有料駐車場をご利用ください。 
         駐車場の割引はありません。 

      飲食券はみなとみらい周辺 
            約140店舗で使用可能 
      入浴チケットは有効期限あり 

みなとみらい21 
共通飲食券 
または 

万葉の湯入浴 
チケット 

特典 

 

※事前に飲食券または入浴チケットのどちらかを 
 「成田健診ヘルプデスク」までお電話にてお申込みください。 
 決定後の変更はご遠慮願います。１月31日(水)までに 
 お申込みがない場合は、飲食券とさせていただきます。 
          成田健診ヘルプデスク TEL:0476-34-3561 
             時間 9:00-11:30／13:00-16:00(平日のみ) 
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【 千葉地区 】 

成田オペレーションセンター JALグッズ 
プレゼント 

特典 

【日時】２０１８年１月２５日（木）、２６日（金） 
     ２０１８年２月１４日（水） 
     ２０１８年３月 ９日（金） 
 

【交通】JR線・京成線 「空港第２ビル駅」 徒歩10分 
 

【その他】駐車場  なし  
       ※お車でお越しの方は空港内駐車場をご利用ください。 
         駐車場の割引はありません。 

ホテルニューオータニ幕張 

【日時】２０１８年１月２４日（水） 
 

【交通】JR京葉線 「海浜幕張駅」 徒歩5分 
 

【その他】駐車場  あり／割引あり 
      ホテル内すべてのレストランで 
                ランチ券が利用可能 

ホテルランチ 

特典 
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成田ビューホテル 

【日時】２０１８年３月５日（月） 
     ２０１８年３月６日（火） 
 

【交通】電車／JR線・京成線 
         「成田駅」または「空港第２ビル駅」より 
         無料送迎バス約30分 
         1時間に1～2本間隔で運行 
      車／東関東道成田I.C.より約3分 
         国道295号沿い案内看板あり 
 

【その他】駐車場  あり／割引あり 

ホテルランチ 
＋ 

ホテルスパ 
利用券付き 

特典 

【 千葉地区 】 


