
石油製品販売健康保険組合

せ き ゆ け ん ぽ

好評実施中 ! せきゆけんぽの保健事業
健保連によるプロジェクト

せきゆけんぽホームページから
アクセスしてください！

ご家族の
皆様でご覧
ください

◉Pick up



好評実施中！

せきゆけんぽの保健事業
1

ピロリ菌検査キットの提供

体内のピロリ菌を除菌することで、胃がんの

発症リスクが低減するといわれています。この検

査キットを自己負担1,000円でご提供する「ピロ

リ菌０ゼロACTION」を実施したところ、当初の

想定を大きく上回る766名もの申し込みをいただ

きました。

3
健康保険委員会

昨年度より発足し、平成28年度は４回の開

催を予定しており、すでに2回開催しました。前

回の同委員会において、事業主様と当組合との

間で健診データの共有について検討し、試験的

に実施する運びとなりました。このデータ共有

は事業主様と当組合とで協働（コラボヘルス）し
て加入者の方々の健康管理に取り組んでいく上

で、欠かせないものと考えております。

健康セミナー
～“リバウンドしない”ための

一生モノの知識が手に入るセミナー～

2

RIZAP（新宿区）の会場において、女性限定の

ダイエットを中心としたエクササイズセミナーを

開催しました。

前回のスマイル夏号において、同セミナーの

参加者を募ったところ、大変多くの申込みをいた
だいたため、2回（９月７日、１０月６日）に分け
て実施する運びとなりました。

参加者の皆さまは、ご自身の「肥満遺伝子検

査」の結果に一喜一憂しつつも、バランスボー

ルを使ったトレーニングに熱心に取り組まれまし

た。当日お召し上がりいただいた「低糖質ラン

チ」も好評で、両日とも大盛況のうちに終えるこ

とができました。
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◎10月より「インフルエンザ予防接種補助金
制度（東振協）」が始まります。1人1回につ
き1,000円の費用補助を行います。当組合
および東振協のホームページに掲載してお
りますので、ぜひご活用ください。

◎「健康家族表彰」については本誌7ページを
ご参照ください。

皆さんのすこやかな毎日をサポートするため、せきゆけんぽではさまざまな保健事業を実施しています。

今年度から加わった新しい事業を中心に、これまでの実施経過をご報告します。

詳細は健保ホームページをご覧ください。

【例】
A社：イチゴ狩りとウォーキング
	 16名参加、実施額57,000円
	 	（うち、28,500円補助）
B社：ボウリング大会
	 34名参加、実施額58,000円
	 	（うち、29,000円補助）
C社：メンタルヘルス研修会
	 70名参加、実施額650,000円
	 （うち、210,000円補助）

引き続き
保健事業の積極的活用で、
健康ライフを送りましょう！

4
東京ディズニーシーDE

ウォーキング

当該補助金については多くのお問い合わせを

いただいております。実施に至った対象イベント

を抜粋して右に掲示しますので、ご参考のうえ、

ふるって申請いただきますようお願いします。

5
健康づくり事業補助金

禁煙イベント：禁煙治療により禁煙を達成された

方に賞品を進呈。

育児読本：第一子を出産された方（今年度は出産さ

れた方全員）に配布。

奥さま補助金：奥さまが市区町村などで受けた健

診の結果の提供に対し賞品を進呈。

6
その他

スマイル夏号にてご案内した手続に従い、締切日

までにご応募いただいた方の数は実に1,300名
を超えました！ たくさんのご応募、誠にありがとう

ございました！
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マイナンバーは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。平成29年1月から、
健康保険でもマイナンバーを利用して情報の照会・管理などを行います。利用開始にあた
り、皆さまにはマイナンバーをご提供いただきますので、ご協力よろしくお願いします。

　  健康保険で
マイナンバーの利用が始まります

皆さまのマイナンバーの取得について

マイナンバー 健康保険編A &Q

平成29年1月から

来年以降新たに資格取得される方々に対しては、「資格取
得届」の所定の欄にマイナンバーを記入していただくことに
より取得しますが、現在加入中の方々に対しては、原則とし
て事業主さまより健保組合が取得することになっております。

しかしながら、この方法で取得する場合、事業主さまに多
大な事務作業が短期間に発生してしまいます。ただでさえ、
マイナンバーに関しては源泉徴収などの税金の面で事業主
さまにかなりの負荷がかかっていると思われます。

そのため、先般開催された「第125回組合会」におきまし
て、事業主さまへの事務負担を軽減して取得する方法で実
施することが検討されました。結果、「マイナンバーを発行・
管理している『地方公共団体システム機構（以下、J-LIS）』
から、『東京都診療報酬支払基金（以下、支払基金）』を経由
して当該番号を取得する」という方法が決議されました。

これにより、当組合で保有している皆さまの「氏名・生年
月日・性別・住所」＊をJ-LISに照会することで取得すること
ができます。この方法を取ることで、事業主さまの事務負担
が軽減されるだけでなく、マイナンバーを管理している
J-LISから直接電子媒体にて正確に取得することができると
いうメリットがあります。

なお、当該取得については現在上記の方法ですでに実施
しております。また、マイナンバーを含む皆さまの大切な個
人情報については、万全を期して取り扱ってまいります。

詳細は当組合ホームページをご覧ください。皆さまのご
理解・ご協力をお願いいたします。

総務課 03-3265-3237問合せ先 

＊4項目の不一致により、J-LISより番号が取得できなかった場合は、事
業主さまにお願いすることになります。

Q 具体的にはどんなふうに使うの？

健康保険の保険料徴収、被扶養者の資格確
認、給付や手当金の手続きなどの際に個人を

特定し、適切に事務を行うために使います。健康保
険の給付や被扶養者の認定には、収入などの条件が
定められているものもあり、マイナンバーで個人を
特定することで正確に事務を行い、公平な給付がで
きるようになります。将来的には所得証明の書類添
付を省略できるなど、皆さまのメリットにもなります。

Q マイナンバー制度と健康保険って、
どういう関係があるの？

マイナンバー制度の正式名称は「社会保障・
税番号制度」です。このうち「社会保障」は、

「年金・医療・労働・福祉」というカテゴリーに分けら
れ、この中の「医療」の分野に医療保険（≒健康保険）
が含まれます。このようにマイナンバー制度と健康
保険とは深い関係性があり、実際に健康保険組合は、
法律によりマイナンバーを取得し利用する主体（個
人番号利用事務実施者）として定義されています。

お問い合わせは総務省「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ

無 料 9：30 ～ 20：00 （土日祝は～17：30）※12/29～1/3を除く0120-95-0
マ

1
イ

7
ナン

8
バー

Ⓡ
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近年、日本人の死因のうち約6割を占めるのが、脳卒中・心疾患などの生活習慣病
です。生活習慣病はなかなか自分では気づかず、「体の調子がよくない……」「最近す
ぐ疲れる……」などと思い病院に行ったときには、手遅れになっているケースもあります。

生活習慣病とがんの芽を摘み取るためには、毎年「健康診断」を受けて異常がない
かの確認に加え、基準値との比較や過去の数値からの推移など、ご自身の現在の健
康状態を把握することがとても重要になります。

平成28年4月以降の「健康診断」をまだ申込みされていない方は、お急ぎください。

せきゆけんぽでは、健康診断の補助を年度1回行っています。
東振協D1・B・A2コース、補助金制度、奥さま補助金など、さまざまなタイ
プの健康診断の補助をご用意しております。

詳細はせきゆけんぽホームページTOPより「健康診断に関する手続き」をご
覧ください。お問い合わせは、当健保 健康管理課（03-3265-3289）まで。

今年の健診はお済みですか? 特に奥さま方、お忘れではありませんか？

平成28年度の健康診断を
予約されていない方へ

生活習慣病の予防とがんの早期発見

① 健診受診日・健診機関名
② 身長・体重・腹囲
 ※自己測定も可能です。申請書にご記入ください。

③ 血圧　(最高/最低)

せきゆけんぽでは、平成28年度より被扶養配偶者健診補助金（奥さま補助金）を実施しておりま
す。パート勤務先や自治体等で受けた健診結果をご提出いただければ、健康意識の高さを賞して
QUOカード3,000円を進呈いたします。申請の締め切りは健診を実施した翌日から6カ月以内で
すので、下記の4つの項目をすべて満たしている方は、お早めにご提出ください。申請には所定の
申請書と健診結果のコピーが必要になります。詳しくはせきゆけんぽホームページをご覧ください。

健診結果で
こんなにお得

【検査項目】
④ 血液検査
   肝機能検査 ……… AST（GOT）・ALT（GPT）・γ-GT（γ-GTP）
   脂質代謝検査 … HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪
   糖代謝検査 ……… 空腹時血糖 または HｂA1ｃ 

健康管理課
03-3265-3289

問合せ先

チェック項目

平成29年3月31日時点の年齢が30歳以上の被扶養配偶者（奥さま）である
※健診日にせきゆけんぽの資格がある方

提出いただく健診結果は、平成28年度受診分である
※平成28年度：平成28年4月1日～平成29年3月31日

平成28年度内にせきゆけんぽの各種健診を受けていない（予定もない）
※各種健診：東振協D1・B・A2コース、婦人生活習慣病健診、補助金制度

健診結果に以下の検査項目が記載されている

クリック
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被扶養者資格の確認調査
についてのご案内

資格確認のための添付書類（給
与所得の源泉徴収票など）は、あ
らかじめご準備くださいますよう
お願い申し上げます。

被扶養者の認定を適正に行うことにより、高齢者医療制度にかかる負担金の軽減が図られ
るなど、健康保険組合の財政安定化につながります。皆さまのご協力をお願いいたします。

　平成28年度の事業計画に基き、被扶

養者の資格について確認を行います。

これは、厚生労働省より、毎年、資格

確認を実施するよう義務付けられてい

るためであり、また、皆さまから納めて

いただいている保険料を有効に使うた

めにも必要な確認調査です（任意継続

被保険者の方は確認調査対象外です）。

　12月中旬に被扶養者資格調査書（以

下、「資格調査書」と記載）を事業所を

通してお送りしますので、ご協力をお願

いいたします。

18歳以上の被扶養者。収入証明書を添付いただく
のは、配偶者以外の被扶養者とします

（ただし、平成28年1月1日以降認定者を除く）。

2：調査対象者

事業主宛に対象者リストを送付します。事業主は扶養
事実を確認の上、期限内に提出をお願いします。

3：調査方法

平成29年1月1日から平成29年1月31日まで
（健保組合への提出は2月17日まで）。

1：調査時期

必要な添付書類

収入がない方
非課税証明書（市区町村で発行される証明書）

詳細につきましては、
調査書の送付時およびホームページでご案内いたします｡

学生の方
在学証明書または学生証（発行、有効期限の記載があるもの）

収入証明書（夜間または大学院生、予備校生などの方）

収入がある方
給与所得の源泉徴収票の写し
確定申告書およびその収支内訳書
年金振込通知書 など

別居されている方は、
ほかにも書類が必要です

被保険者と配偶者が別居してい

る場合は、被保険者からの仕送

りを証明するもの（銀行振り込

みの写し、現金書留の写しなど3

カ月分）が必要になります。

※単身赴任者および学生の場合は不要です。

適用課 03-3265-3201問合せ先 
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1年間健康を保持された方に、「健康表彰」として賞品（カタログギフト）を進呈しております。
10月中旬より、下記対象となる世帯の被保険者様宛に順次賞品を発送しておりますので、

届いたカタログからお好きなものをお選びいただき、所定の方法にてお申込みください。

詳しくは東振協のホームページをチェック！

申し込み方法、期限、会場詳細等については東振協のホームページをご覧ください。

東振協 講座案内ページ　http://www.toshinkyo.or.jp/event/index.html#4
お問い合わせ　03-5608-2311（平日10時～16時）

健康家族表彰を実施しています

今後とも健康の維持・増進への取り組みをお願いします！

※介護健康コースには体験実技がありますので、動きやすい服装でご参加ください。
※各会場とも駐車スペースがありませんのでご注意ください。

 日程 会場（最寄駅） 講座コース
 平成29年1月 7日  （土） 大宮ソニックシティ（JR大宮） 

 1月 9日  （月） ワークピア横浜（みなとみらい線日本大通り） 

 1月 14日  （土） 損保会館（JR御茶ノ水） 

 1月 15日  （日） 梅田スカイビル（JR大阪） 

 1月 21日  （土） 専売ビル（JR田町） 

 1月 22日  （日） トヨタドライビングスクール東京（JR西国立） 

 1月 29日  （日） 北とぴあ（JR王子） 

 2月  3日  （金） 健保連東京連合会（JR四ツ谷） 

 2月 11日  （土） 損保会館（JR御茶ノ水） 

各会場とも80名
（健保連東京連合会は50名）

募集人数

受付 ………… 9時30分
講座 ………… 10時～16時

開催時間

本人、家族の方を対象とした「一日介護・健康講座」を開催します。
正しい介護知識の習得、寝たきりにさせない介護技術の体験のほか、

認知症の理解と対応についても学んでいただけます。皆さま、ふるってご参加ください。

一日介護・健康講座にご参加ください！

いざというとき慌てないために 受講料無料！
昼食付！

講座内容

健康寿命を延ばす介護予防（講義）
知っておきたい介護の知識（講義）
介護が必要になったときの対応（講義）
寝たきりからの脱出作戦（体験実技）

認知症の誤解と偏見を解消（講義）
認知症患者を支える生活とは！
より良く暮らす方法を学ぶ（講義）
専門家が悩みに答える質問コーナー

対象となる世帯

平成27年1月～12月の間に
一度も保険証を

使用しなかった世帯

賞品申込期限

平成29年1月末日

介護健康コース 認知症介護コース

28 年 度成平
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巻き爪と陥
か ん

入
にゅう

爪
そ う

が合併している可能性があります。
先端の細い靴の着用をやめ、
早めに皮膚科などで医師の診断を受けましょう。

歩くとつま先がジンジンと痛むようになりました。

よくみると親指の爪の角が皮膚に食い込み、

赤く腫
は

れています。

受診の際は何科へ行けばよいでしょうか。

（２８歳・女性・会社員）

高田馬場病院、新所沢清和病院、麻布整形外科クリニック勤務●町田英一先生

巻き爪は爪の端が横向きに巻いている

状態、陥入爪は爪の角がトゲのように皮膚

に刺さり炎症を起こしている状態のことで

す。一般的に「巻き爪」と呼ばれる症状は、

巻き爪と陥入爪が合併しているケースが少

なくありません。

これらは主に、足に合わないきつい靴や、

爪の端を切り過ぎる深爪が原因で起こります。

女性は靴をデザインで選びがちですが、

先が細くなっている靴やヒールの高い靴は

つま先を圧迫し、爪を簡単に変形させてし

まいます。

している場合はフェノール法などの手術を

行います。変形している部分の爪が生えて

こないように、根っこである爪
そう

母
ぼ

を薬品を

使って破壊する方法です。

他には、形状記憶合金ワイヤーやチタン

クリップといった矯正器具を装着して、爪

を平らにする治療法もあります。痛みもな

く、最近の巻き爪治療の主流ともいわれま

すが、保険適応外ということは知っておき

ましょう。なお、かなり重度になると矯正治

療は行えないため、手術を行います。

また、治療中も靴の選び方、歩き方には

注意が必要です。爪は足指に力が加わるこ

とで平らになっています。歩くときは少し大

股で、かかとから着地しつま先で地面を蹴る

という歩き方を心がけ、予防に努めましょう。

軽度なら、つま先を圧迫しない靴をは

き、爪の両端を少し斜めに切って爪を少し

伸ばせば、改善します。しかし、相談者の

ように「歩くのもつらい状況」なら、すぐに

皮膚科、形成外科、整形外科、外科のい

ずれかを受診し、早めに治療を行うことが

大切です。

治療法は、巻き爪の症状によりいろい

ろ。初期であればテーピングや、小さく丸

めたコットンを爪と皮膚の間に詰める「コッ

トンパッキング」という治療法が効果的で

す。巻き爪部分が強い炎症や化膿を起こ

パンプスをはくと
親指の爪が痛くなり、
歩くのもつらい状態です。
これは巻き爪ですか？

例2
ストレスフリー

コミュニケーション

同僚とお弁当を買いに行く途中、「今日お財布忘れ
ちゃった。あとで返すから立て替えてもらってもい
い？」と言われた。少し前に立て替えてあげたお金も
まだ返してもらっていないはず。困ったな……。

ルーズな同僚にイライラ
Case3

翌日も催促できずに忘れられたまま。時間
が経つとますます言いにくくなってしまう。

言い過ぎた、と思ったときには後の祭り。
返金してもらったあとも、なんとなく気ま
ずくなってお互い避けるように……。

前置きをつける 前置きは、言いにくいことを伝えるときの潤滑油になります。「勘違いだったらごめんね」「思い違いかもしれません
が」などの一言があると、相手も自分が尊重されていると感じることができます。

監修●平井大祐 保健同人社 臨床心理士・精神保健福祉士・産業カウンセラー

「まぁいいけど……」

（心の声）あーあ。数百円じゃ
断りにくいし、返してってしつこく言う

のもケチだと思われそうだし

「また〜?前に貸した分も
返してもらってないんだけど!

ちょっとルーズ過ぎるんじゃない!?」

「勘違いだったらごめんね。前に
立て替えた分って、返してもらっ
ていたっけ？ 今お財布がさみしい
から、早めに返してもらえるとたす
かる！ 忘れないうちに明日、私か
ら声をかけてもいい？」

例1
イライラ

イライラ

悪気はないものの、前のことはすっ
かり忘れている様子。どう対応する？

あとで返すから
立て替えて

もらっていい?

イライラしない
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業務中や通勤途上の事故や災害に
よりけがや病気をしたときには、そ
の傷病については労災保険（労働
者災害補償保険）が適用され、健康
保険は使えませんのでご注意くださ
い。受診の際は、病院等の窓口で
災害の原因を告げ、初診から労災
保険を使用してください。患者自己
負担なしで治療が受けられます。

業務中あるいは通勤途上での
けがや病気は

「労災保険」が適用されます

第三者行為（交通事故、けんか、犬にかまれるなど、第三者から損害を受けた行為）による事故の
治療に保険証を使用する場合は、必ず健保組合に「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。

医療費を立て替えます健保組合が一時的に

交通事故の場合は

第三者行為による給付のしくみ

「交通事故証明書」等の提出も必要です

　交通事故など第三者の行為が原因でのけがや病気にかかる医療費は、本来なら加害者が負担
するべきものです。しかし、ケースによっては加害者との交渉が遅れることもあります。その間、
治療を放っておけないので、保険証を使用して被害者が医療費総額の原則３割、健保組合が残
りの７割を加害者に代わり立て替え、後日その分について、健保組合が加害者へ損害賠償を請
求します。そのために必要なのが「第三者行為による傷病届」です。

　交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行しています。警察への事故の届出がない
と発行されませんので、小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。

第三者
加害者または
保険会社

本人
（被害者）

「第
三者
行為
によ
る傷
病届
」等
の提
出

事故
状況
等の
連絡

健保組合
医療費（健保組合負担分）の支払い・立て替え

医療費（健保組合負担分）の請求

至急!

医療機関

勝手に示談にすると健康保険は使えません
示談の内容によっては、本人に健保組合負担分の

医療費を返還していただきます

保
険
金（
損
害
賠
償
金
）の
支
払
い

健
保
組
合
負
担
分

（
損
害
賠
償
金
）の
請
求

3
4

保
険
診
療
・
医
療
費（
自
己
負
担
分
）を
請
求

保
険
診
療
を
受
け
、

医
療
費（
自
己
負
担
分
）を
支
払
う

1 2

事故証明書のもらい方
自動車事故が発生した都道府県の「自動車安
全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用
紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
※郵便振替用紙はどこの警察署でも備えつけられています。

交付申請の手続きが完了すると、センター事務所
から申請者の住所または申請者が希望する住所
へ証明書が送られてきます。

交通事故などで健康保険証を使うときは

健保組合に必ず連絡を！
給付課 03-3265-3306
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ジェネリック医薬品に変えることにより、年額で5,000円以上自己負担が安くなる方に対し、書面で

通知させていただきました。皆さまの自己負担額が軽減されるとともに、せきゆけんぽ全体の医療費

の抑制にもつながります。ぜひ、積極的にジェネリック医薬品へ切り替えていただきますようお願い

いたします。また、せきゆけんぽホームページから「ＷＥＢ版医療費通知＆ジェネリック差額通知」もご

覧いただけますので、こちらもご活用ください。

利用したいのに「パスワードがわからない……」
「情報の見方がわからない……」。そんなとき
はヘルプデスクにお電話ください。さまざまな
お問い合わせにヘルプデスクがお答えします。

「医療費のお知らせ」ヘルプデスク
TEL：03-5213-4540

ジェネリック差額通知を発送いたしました

せきゆけんぽのホームページから、医療費
やジェネリック医薬品に変えた場合の差額
などが簡単に確認できます。

ここを
クリック!

「WEB版 医療費通知＆ジェネリック差額通知」
でらくらくチェック！

算定基礎届の提出にご協力いただき、
ありがとうございました

大切な保険料を決定する年に一度の算定基礎届の処理を、皆さまのご協力のもと無事終了すること

ができました。また来年度もよろしくお願いいたします。

事業所名称変更

株式会社米輸 米輸商事株式会社 東京都中央区 平成28年9月6日

新事業所名称 旧事業所名称 所在地 変更年月日

事業状況 ※平成28年8月末現在

男 15,831人

女　4,138人

事業所数
859

被保険者数
19,969人

平均標準報酬月額
352,429円

男 377,788円

女 255,412円

事業所所在地変更

事業所名称 新所在地 旧所在地 変更年月日

アクアクララ株式会社 東京都港区 東京都品川区 平成28年7月7日

新日本油研株式会社 東京都江東区 東京都文京区 平成28年7月11日

【公告】
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Soup

Salad

食欲が増すこの季節。暑さで疲れた胃腸の調子も回復し、

食事がいっそうおいしく感じられますね。胃腸にやさしく、

腸内環境を整える食材を取り入れ、しっかり栄養補給を。

262kcal

一人分

339kcal

一人分

料理：田中可奈子　写真：片柳沙織　構成：大嶋律子（ジラフ）

作り方

❶ アボカドは種と皮をとり、レモン汁をかけておく。
❷ たまねぎとセロリはざく切りにする。
❸ フードプロセッサーに❶、❷、【A】を入れ、トロトロになるまで撹拌する。

とろみが強すぎる場合は豆乳で調節する。
❹ 器に入れ、トマトを刻んで加える。

材料（2人分）

アボカド …………1個
レモン汁 …………小さじ1
たまねぎ …………30g
セロリ ……………20g
トマト ……………小1個

塩 …………………… 少々
コンソメ顆粒 ……… 小さじ1/3
ヨーグルト、豆乳 …… 各100㏄

【A】

作り方

❶ 高野豆腐はたっぷりの水（分量外）にひたひたにつけて戻し、みじん切り
にする（フードプロセッサー可）。

❷ しょうがはすりおろす。鍋に【A】を入れて煮立たせ、❶を加えて、中火で
しっとりと炒り煮にする。

❸ かぼちゃは皮をまだらにむき、一口大に切って多少湿らせてラップに包
み、600Wの電子レンジで2分加熱する。

❹ ブロッコリーは一口大の小房に分ける。フライパンなどに、深さ1㎝の水
と塩少 を々入れ、沸騰したらブロッコリーを蒸しゆでにする。

❺ パプリカは薄切りにし、水菜はざく切りにする。
❻ 野菜とゆで卵を盛り合わせ、上に❷をかける。
❼【B】を合わせてまわしかけ、ごまを振る。

材料（2人分）

高野豆腐…………………2〜3枚
かぼちゃ、ブロッコリー …各100g
パプリカ …………………1/3個
水菜………………………100g
ゆで卵 ……………………2個
ごま ………………………大さじ1

みそ、砂糖、みりん
…………… 各大さじ１
しょうゆ … 大さじ1・1/2
しょうが … ひとかけ
水………… 1カップ
ポン酢 …… 大さじ2
ごま油 …… 小さじ1/2

【A】

【B】
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今から400年以上も前、
伊達政宗公が青葉山に築
いた居城跡。天守台から仙
台の眺めを一望でき、天気
がよければ太平洋まで見渡
せる。市街地を見下ろすよ
うに、甲冑姿の凛々しい政
宗公の銅像も見どころだ。

日本三景のひとつである「松島」は、遠く平安の昔からその美しさを誇り、現在では国の特
別名勝、県立自然公園に指定されている。「円通院」は松島の名所のひとつであり、枯山水
の石庭と周りを囲む木々の情景は四季折々の美しさを見せる。特に、毎年紅葉の時期にライ
トアップで映し出される光景はなんとも幻想的だ。

松島と円通院

蔵王エリアを代表する「御釜」は、
刈田岳山頂にあるエメラルドグリーン
の火口湖。太陽光線の当たり方によっ
て湖水の色が変わって見え、その美し
さは息をのむほど。豊かな表情を見せ
てくれる蔵王のシンボルだ。

仙台の名物といえば「牛タン」。
市内には牛タンの専門店が軒を
連ね、それぞれの店こだわりの創
作料理など、バラエティに富んだ
牛タン料理を堪能できる。

宮城県
日本三景の松島、大自然が息づく蔵王な
ど、日本有数の絶景エリアとして、一年中観
光客が後を絶たない宮城県。「杜の都」とし
て知られる100万都市・仙台は、都会の雰
囲気の中でも自然にあふれている。

【みやぎけん】

仙台城跡

牛タン

御釜

祝！北海道新幹線開業

写真提供：宮城県観光課

ラフォーレ蔵王
リゾート＆スパ
宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原2-1

ホームページ www.laforet.co.jp/zao/
0224-34-1489TEL

名湯・遠刈田温泉のいで湯とインドネシア王宮伝来の高
級スパが融合したヒーリングリゾート。大自然の中でくつ
ろぎのひとときをお過ごしください。

ホテル内のスパの施術と、仙台黒毛和牛のしゃぶ
しゃぶのご夕食をご提供いたします。

癒しの極上スパと秋の和会席プラン
【マル得情報】

期間：11月30日の宿泊まで（スパの休業日を除く）
内容：1泊2食付/トリートメント（ボディまたはフェイシャ

ル60分）/お早めチェックイン＆ゆっくりチェックアウ
ト（12時）/シングルユースでも割増なし（女性限定）

本プランを予約された方限定で、
夕食時に「ワンドリンク」（お1人様1杯）プレゼント！
※ご予約時、せきゆけんぽ「スマイル」を見た旨お申し出ください。

せきゆけんぽ
ご当地
契約保養所

おすすめ
グルメ

写真提供：宮城県観光課


