
ヘルスケアポイントサービス
「サンクスコレクト」のご案内

株式会社JTBベネフィット

健康保険組合連合会愛知連合会 御中



◆後期高齢者医療制度支援金（データヘルス計画第二期）

平成27年6月厚生労働省発信
第14回保険者による健診・保健指導等に関する検討会資料からの抜粋

ヘルスケアポイント付与の取組み ⇒ 後期高齢者医療制度支援金加算・減算評価項目

医療保険者を取り巻く状況
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貯まる（＝モチベーション維持・向上）

従来の保健事業との親和性

ヘルスケアポイントサービス「サンクスコレクト」の特長・効果

ポイントが「貯まっていく」ことが可視化され、行動変容・健康増進行為の成果が見えやすい

⇒モチベーション維持・向上につながる

独自アンケートでも9割がヘルスケアポイントの継続を希望

ポイントを宿泊費用に充当できる仕組みが「契約保養所システム」や直営保養所の代替になる

⇒直営保養所閉鎖を機に「サンクスコレクト」を導入するケースあり

組織毎の課題解決項目を簡単にダイレクトに反映

受診率、実施率、改善率などの課題を「やれた」「出来た」「改善した」の評価ができる

⇒ピンポイントで課題となる項目を設定

事例：被扶養者受診500Ｐ ポイントプログラム導入後受診率 58％（最新数値）



１、ヘルスケアポイントの制度設計について
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医療保険者におけるヘルスケアポイント運用イメージ

基幹システム
ポイント

付与基準データ
（健診判定など）

健康管理システム
・QUPIO
・マイヘルスウェブ

etc

基準データ
（健診結果など）

ポイント
付与基準データ
（健診結果＋

ライフログなど）

・被扶養者受診
・特定保健指導実施
・インフルエンザ予防
・ウォーキング大会

など

ポイント
付与基準データ

（参加ポイントなど）

基準データ
（参加記録など）

システム主体の実施

イベント主体の実施

※その他、健康増進活動に対しての補助（金）施策なども事例あり（宿泊補助、スポーツ補助）
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愛知連合会様ヘルスケアポイント付与ルール標準項目（案）

ヘルスケアポイントルール標準項目（案）

付与項目 付与ポイント

健康ウォーク参加ポイント 500P

インフルエンザ予防接種ポイント 300P

定期健康診断受診ポイント 200P

被扶養者（特定）健診受診ポイント 500P

（健保独自追加項目） （自由設定）

（健保独自追加項目） （自由設定）

予算に応じて
ポイント変更可能項目削減可能

健保様毎に追加設定可能
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フルカスタマイズ事例① 大手メーカーK健保事例

人数規模

被保険者人数 約22,000人

加入者人数 約30,500人

◆健康インセンティブ事業
・名称「健康ポイント」
・付与項目とポイント数（抜粋）

項目 備考 ポイント数

会社定期健診有所見数 35歳以上被保険者 所見数0～4の対象者 0～1,000

特定保健指導 35歳以上受診者 400

特定保健指導対象外の有所見者 35歳以上改善宣誓書提出 400

会社定期健診BMI数値 35歳未満BMI数値によるポイント付与 200～1,000

被扶養者健診 35歳以上受診者（特定健診項目） 500

・基幹システムをベースに
ポイント付与対象者を抽出

ポイント付与項目フルカスタマイズ

・受診率 ポイントプログラム導入後 ⇒ 58％（最新数値）

・有効期限内ポイント消化率90％以上 ※保有ポイント＋自己負担で商品交換可能



ポイント付与項目フルカスタマイズ

フルカスタマイズ事例② 第一地銀A健保様

人数規模

被保険者人数 約4,200人

加入者人数 約7,780人

◆健康インセンティブ事業
・名称「ヘルスケアポイント制度」
・付与項目とポイント数（抜粋）

項目 備考 ポイント数

人間ドック受診者 被扶養者分は被保険者に付与 1,000

メタボ非該当者 被扶養者は被保険者に付与 500

禁煙運動参加者 禁煙運動の参加者にポイントを付与 1,000

特定保健指導参加者
特定保健指導の実施者から6か月後の
結果報告書の提出を受け、保健師が判断 達成者1,000 未達成者500

ジェネリックアンケート
ジェネリックへの切替通知（差額通知）に同封
するアンケートの回答者にポイントを付与 200

保険証未使用者
被扶養者を含め保険証を1年間1度も
使わなかった被保険者にポイントを付与 10,000

職員組合主催レクレーション参加
レクレーション参加者のうち家族を含め
万歩計を利用した被保険者にポイントを付与 500

・基幹システムと台帳アナログ管理の併用

7



愛知連合会様の健康増進への取り組みに対するポイント付与【案】
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参加ポイント
500P

など

接種ポイント
300P

など



２、ヘルスケアポイント交換サービスについて
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健康インセンティブとして、現金や商品の代わりにポイントを付与。

貯めたポイントは、14,000 点以上のラインナップから

お好きな「モノ」「コト」商品と交換できます。

お客様に合った形で簡便にカスタマイズできる機能を有したプログラムです。

ポイント交換サイト「サンクスコレクト」



※商品画像はイメージです

多様なカテゴリーで約14,000点の商品をラインナップ。

約30万コースのJTB旅行商品（国内、海外）にもポイントが利用でき、宿泊補助事業として活用も可能です。

Ｏｎｌｙ
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旅行商品の代金の一部として
ポイント利用可能です。

ポイント交換サイト「サンクスコレクト」
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※掲載写真はイメージとなります。※掲載商品の欠品、あるいは販売が終了している場合がございますあらかじめご了承ください。

サンクスコレクトにしかできない高品質のリクエスト対応も可能！
上記以外にもカテゴリ・アイテムについてのご要望を受け付けております。

「サンクスコレクト」充実の商品ラインナップ
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「サンコレ旅ポイント」は日本全国のJTB店舗で

エースJTB ルックJTB

（国内旅行） （海外旅行）

などの旅行商品代金の一部と交換ができます

★ポイント交換例
5,000PT ＝ 5,000円

サンクスコレクト「旅ポイント」について
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ポイント交換サイト「サンクスコレクト」

47都道府県
特産物特集
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ポイント交換サイト「サンクスコレクト」

47都道府県
特産物特集
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スマートフォン対応 リマインドメール メールマガジン サービスセンター

送付先指定

○○ポイント有効期限のお知らせ

サンコレ太郎様

以下のポイントが、近日有効期限
で失効いたします。
お早めにご利用いただきますよう
にお願い申し上げます。

対象となるポイント(有効期限)

XXXXPT（XXXX/XX/XX）

※発信タイミング
有効期限の1か月前･1週間前･当日

平日10:00～18:00

(土日祝・年末年始休み)

 キャンペーン･新商品をお知らせ

 メルマガ会員限定イベント

 ポイント残高お知らせ

Q&A

〈自宅〉

〈実家〉

送料無料 JTB店舗

全国

800
店舗

※一部エリアを除く

ポイント交換サイト「サンクスコレクト」
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〈画面イメージ〉

ポイント消化率向上策

★保有ポイントを商品購入の一部に充当できるため、少額ポイントでも商品交換可能

★有効期限前ポイント消化率平均90％以上



55%
27%

14%

4%

健康増進モチベーションとの相関関係

大いにある

ある

どちらともいえない

関係なし

60%

30%

8%

2%

継続希望率

是非続けてほしい

継続してほしい

どちらとも言えない

継続希望せず

Ｎ数＝1900

■導入後の被保険者様アンケート評価 某組織のケース

【参考資料】ヘルスケアポイント導入後アンケート
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「サンクスコレクト」サービス導入費用について

利用人数
（被保険者数）

～1,000
1,001
～5,000

5,001
～10,000

以降
10,000人
増える毎に

システム初期設定費用 150,000円

サービス利用料
（月額）

50,000円 70,000円 100,000円 50,000円

ポイント料金
ポイント実費をご請求（1ポイント＝1円）

※消費税対象外

⇒ 左記の半額

⇒ 左記の半額

＜通常料金＞

＜本件の特別料金＞

※複数健保様の利用によりポイント合計が2,000万ポイント以上と想定される場合は

システム初期設定費用・サービス利用料が無料になります

（消費税別）

（消費税別）
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【参考資料】弊社セキュリティー体制

平成16年6月に取得。（更新9回目）
全社員にセキュリティ教育
情報管理セミナー及びWeb試験

部門責任者

報告された情報の内容
「リスクレベル等」を把握し、

経営管理部長に報告

経営管理部長
(リスク管理責任者)

緊急対応事項の関係部門への
指示後、社長に報告

リスクマネジメント
委員会の招集

必要な場合は、
JTBグループ本社へ報告
（担当＝経営企画部長）

個人情報を含むデータは全て一括管理。
当社グループ自社物件で
機密保持対策も万全です。

SSL（Secure Socket Layer）は、
WebサーバーとWebブラウザの間で
安全なデータ通信を行うためのイン
ターネットプロトコルです。
サーバー証明書を使用することによ
り、SSL暗号化通信を実現できます。

当社ネットワークは全て専用回線を
使用しており、情報漏洩等のリスク
が大幅に低減されます。
さらには、厳重なアクセスログの
管理など内部監視体制も万全です。 報告

報告

個人情報等各種データは厳正に管理いたします

＜社員教育ツール＞

※緊急対応フロー

第一発見者

落ち着いて状況を把握し、
部門責任者と経営管理部長

に報告

報告

プライバシーマーク取得 当社データセンターでの管理

SSL（暗号化通信）導入
専用回線による外部接続の遮断と

内部監査の強化
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ご質問やご相談につきましては、下記までお問合せください。

株式会社JTBベネフィット
西日本ソリューション営業部
中部グループ 福田（フクダ）
TEL：052-581-2522


