
入会金
年会費
無料

　カード加盟施設でご利用いただ
くと、ポイントがたまります。

　ためたポイントは伊達市内の施
設（観光物産館、総合体育館、温
水プール・トレーニング室）で、
１ポイント＝１円として利用でき
ます。
※施設によって、交換する単位が異なります。
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使う

ためる
ためるためる 使える使える
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　翌年１２月末日までに使われなかった場合、ためたポイントは失効します。この失効したポイントは、
伊達市ポイントカード運営協議会がとりまとめ、伊達市の子どもたちのために使わせていただきます。

入会を希望する方は、各施設（伊達市観光物産館、伊達市
総合体育館、伊達市温水プール・トレーニング室、伊達市
保健センター）に備え付けの入会申込書に記入の上、窓口
に提出してください。その場でポイントカードを発行し、
その日のご利用からポイントがたまります。

※サイモンズ加盟店、インターネット通販のショップは、
　サイモンズのホームページでご確認ください。
　URL　 http://www.symons.co.jp/
※観光物産館のインターネットショップではこのカードは
　ご利用できません。

　伊達市観光物産館、伊達市総合体育館、伊達市温水プール・トレーニング室、伊達市保健センターでご
入会できます。入会申込書にご記入いただくと、その場でポイントカードを発行し、その日のご利用か
らポイントがたまります。

Ｑ１ どこで申し込めますか？

ポイントカードを忘れた場合は、ポイントを付与できません。
ただし、脳ドック、短期人間ドック、医療機関で特定健診又はがん検診を受診した場合は、後日、
ポイントカードと健診結果を保健センターに持参して頂ければポイントを付与します。

Ｑ６ ポイントカードを忘れました。後でポイント加算してもらえますか？

伊達市ポイントカード運営協議会

　いずれかの方法でご確認ください。
■各施設でポイントカードをご提示のうえ、お尋ねください。
■サイモンズのサイトの会員ログインメニューからログインしてご確認ください。
※ログインには、伊達まちカード（サイモンズポイントカード）の会員番号とパスワードが必要です。
　http：//www.symons.co.jp/

Ｑ４ ポイントの照会はどうやってするのですか？

　ポイントカードを忘れた場合は、後からポイントを付けることはできません。
　ただし、脳ドック、短期人間ドック、結核・肺がん検診、市の指定医療機関で特定健診又はがん検診
を受診した場合は、後日、ポイントカードと健診（検診）結果を保健センターに持参していただければ
ポイントを付与します。

Ｑ5 ポイントカードを忘れました。後でポイントを付けてもらえますか？

　入会申込みを行った施設で手続きを行ってください。（手数料は無料）
　なお、破損やカード磁気不良等の場合は、確認の上、ポイントを引き継ぐことができますが、紛失し
た場合は、ポイントを引き継ぐことができません。

Ｑ６ ポイントカードを破損したり、紛失した場合は再発行してもらえますか？

　伊達市内のカード加盟施設では、付与されません。なお、観光物産館では、クレジットカードや電子
マネーでのお支払いが可能ですが、ポイントは付与されず、現金のみでのお買い物時にポイントが付与
されます。
　ただし、サイモンズカード加盟店（インターネット加盟店を含む）については、クレジットカードで
付与される店舗もあります。

Ｑ３ ポイントは、クレジットカード払いでも付与されますか？

　たまったポイントは、翌日からご利用いただけます。（インターネット通販については、ご利用確認
後、３ヶ月以上かかる場合があります。）

Ｑ２ たまったポイントはいつから使えるのですか？
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ただいま

会員募集中！
ただいま

会員募集中！

カードの申込み方法

観光物産館、総合体育館
温水プール・トレーニング室

健診（検診）
全国のサイモンズ加盟店
サイモンズに登録している
インターネット通販
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平成28年３月15日から開始！

伊達まちカードとは…伊達まちカードとは…

http://www.datemachi.jp
伊達まちカード

（伊達市　経済環境部　商工観光課　商工観光係）
お問い
合わせ
お問い
合わせ
ＴＥＬ　0142－23－3331（内532～534）
メール　syoukou@city.date.hokkaido.jp
ＴＥＬ　0142－23－3331（内532～534）
メール　syoukou@city.date.hokkaido.jp

　伊達市の地域経済の活性化と健康増進を促
進するため、伊達市ポイントカード（伊達ま
ちカード）がスタートします。　
　このカードは、観光物産館でのお買い物や
総合体育館、温水プールにご利用できる、お
得な地域共通ポイントカードです。
　また、全国約３千店舗のサイモンズカード
の加盟店（インターネット加盟店を含む）で
もお使いいただけます。

カード先行申込　平成28年３月１日～
　※ご利用できるのは、３月15日からです。

※ご利用できるのは、
　３月15日からです。

カード先行申込
平成28年3月1日～



伊達市温水プール
トレーニング室

　ポイントを使える施設の情報やインター
ネット通販でポイントをためる方法など情
報満載です。

ポイントを「ためる」「使える」施設一覧ポイントを「ためる」「使える」施設一覧

ためる

上記のほかにポイントをためる方法！ 伊達まちカード公式ホームページ

http://www.datemachi.jp
健診（検診）に関するお問い合わせ／伊達市保健センター　☎０１４２－２３－３３３１（内６３３／６３４）

１つを受診＋２つ以上を受診

ポイントカードに
ポイントがたまる
ポイントカードに
ポイントがたまる

もれなく全員にもれなく全員に

付与

さらに一定の条件を
クリアするとボーナス
ポイントをＧＥＴ！

さらに一定の条件を
クリアするとボーナス
ポイントをＧＥＴ！

手続き不要！
健康づくりポイント事業健康づくりポイント事業
～健診（検診）を受けて、さらにポイントをＧＥＴ！～～健診（検診）を受けて、さらにポイントをＧＥＴ！～

もれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員に

クリアするとボーナスクリアするとボーナスクリアするとボーナスクリアするとボーナス
ポイントをＧＥＴ！ポイントをＧＥＴ！ポイントをＧＥＴ！ポイントをＧＥＴ！ポイントをＧＥＴ！ポイントをＧＥＴ！ポイントをＧＥＴ！ポイントをＧＥＴ！ポイントをＧＥＴ！ポイントをＧＥＴ！

※上記の健診（検診）のほか、市の指定医療機関で特定健診、がん検診を受診した方にもポイントが付与されます。
　（特定健診１０Ｐ、各種がん検診２０Ｐ）
※健診（検診）の対象者、料金等の詳細については、広報４月号折込の「伊達市けんしんカレンダー」でご確認ください。

ポイント付与数

20P
20P

20P
20P

特定（シルバー）健診
10P、がん検診各20P

20P

20P
20P
20P

20P
20P
100P
80P

特定（シルバー）健診
10P、がん検診各20P

特定（シルバー）健診
10P、がん検診各20P

特定（シルバー）健診
10P、がん検診各20P

会　　　場

伊達市保健センター
市内各所（バス巡回）

伊達市保健センター
伊達市保健センター

大滝基幹集落センター

伊達市保健センター

伊達市保健センター
伊達市保健センター
伊達市保健センター

伊達市保健センター
伊達市保健センター
だてクリニック・伊達赤十字病院
伊達赤十字病院健診センター

伊達市保健センター

伊達市保健センター

有珠白鳥館
稀府みどり会館
黄金はまなす館
伊達市保健センター

名　　　称

乳がん検診
結核・肺がん検診

子宮がん検診
乳がん検診
特定（シルバー）健診
胃・肺・大腸がん検診
子宮がん検診

口腔がん検診
乳がん検診
子宮がん検診

乳がん検診（日曜検診）
子宮がん検診（日曜検診）
脳ドック
短期人間ドック

特定（シルバー）健診
胃・肺・大腸がん検診

特定（シルバー）健診
胃・肺・大腸がん検診

特定（シルバー）健診
胃・肺・大腸がん検診

月　　　日

27日（金）
　６日（月）～10日（金）

19日（金）

20P伊達市保健センター乳がん検診　７日（火）

　２日（金）

30日（金）

18日（金）

各20P札幌がん検診センター札幌　乳・子宮がん検診　５日（土）
　中旬

　２日（金）
20P伊達市保健センター乳がん検診　５日（月）

　５日（日）
26日（日）

詳細は広報だてで、ご案内しま
す。

20日（金）・23日（月）・
24日（火）

12日（水）～16日（日）

11日（水）
12日（木）
13日（金）
17日（火）～20日（金）

６月

７月
８月

９月

１０月

１１月

１２月

２月

１月

５月

☆平成28年度健診（検診）日程表（ポイント事業対象のみ）

・特定健診　・脳ドック
・シルバー健診

・胃がん検診　　・肺がん検診　　・大腸がん検診　　　・乳がん検診
・子宮がん検診　・口腔がん検診　・結核・肺がん検診

★ポイントカードは健診（検診）時に必ず持参して下さい。　★ボーナスポイントの付与は平成29年３月15日（水）予定です。

　伊達まちカードは、サイモンズカードを
利用していますので、全国にあるサイモン
ズ加盟店やサイモンズのポイントモールに
登録しているインターネット通販でもポイ
ントをためることができます。（提携ショ
ップ独自のポイントサービスがある場合は、
ダブルでポイントがたまります。）

伊達まちカード

　お買い上げ金額１００
円につき、１ポイント付
与されます。
※たばこ、お酒、指定ごみ
袋、切手など、ポイント対
象外の商品があります。

使える
　１００円単位で、ご利
用できます。（館内のポ
イント交換機をご利用く
ださい。）

ためる
　ご利用料金概ね１００
円につき、１ポイント付
与されます。（ポイント
の詳細は体育館窓口又は
ＨＰをご覧ください。）

使える
　ご利用料金分のポイン
トがたまったら、窓口に
お申し出ください。

ためる
　ご利用料金概ね１００
円につき、１ポイント付
与されます。（ポイント
の詳細はプール受付又は
ＨＰをご覧ください。）

使える
　ご利用料金分のポイン
トがたまったら、窓口に
お申し出ください。

伊達市
保健センター
（健診・検診）

ためる
　各種健診（検診）に応
じて、10Pから100P
付与されます。詳しくは
右の表をご確認ください。

使える
ポイントを利用すること
はできません。

道の駅
だて歴史の杜

伊達市観光物産館

伊達市総合体育館
来館ポイント１Ｐ
付与されます。

500P500P付与
平成28年5月上旬開始

来館ポイント１Ｐ
付与されます。
平成28年5月上旬開始

28日（木）～29日（金）

短期人間ドックＢＡ
ボーナスポイントの条件（下記のＡ とＢ のどちらかの条件をクリアした方）

ポイント対象の健診（検診）
を受ける
ポイント対象の健診（検診）
を受ける


