提供内容

協賛企業・店舗名

引換場所（店舗名等）

住所

電話番号

引換期日
（2019/11/1から開始）

受付時間（日・時）
【引換時間】
１０：００～２１：００
【定休日】年中無休
【引換時間】
・月～木 １０：００～２０：００
・金～日 １０：００～２１：００
・祝日
１０：００～２１：００
【定休日】年中無休
【引換時間】
１１：３０～１４：３０，１７：３０～２０：３０
【定休日】なし、ただし日曜日は引換不可
【引換時間】
９：３０～１９：３０
【定休日】１月１日，２月末
【引換時間】
１０：００～２１：００
【定休日】年中無休
【引換時間】
１０：００～１８：００
【定休日】年中無休
【営業時間】
平日：１０：００～２３：３０
土曜：１０：００～２２：００
日祝：１０：００～２０：００
【定休日】毎週木曜日，年末年始，施設点検日
【引換時間】
平日：１０：００～２３：００
土曜：１０：００～２１：００
日・祝：１０：００～１９：００
【定休日】
①毎週金曜日
②毎週火曜日
【引換時間】
平日：１０：００～２３：００
土曜：１０：００～２２：００
日祝：１０：００～２０：００
【定休日】毎週火曜日，季節休業日
【引換時間】
平日：１０：００～２３：３０
土日祝：９：００～２３：３０
【定休日】年中無休
【引換時間】
１０：００～１８：００
【定休日】施設点検日
【引換時間】
１０：００～１９：００
【定休日】１月１日
【引換時間】
月～金 ８：３０～１７：１５
【定休日】土・日・祝日，年末年始

商品券３，０００円分 ３０名様

ゼビオ株式会社

スーパースポーツゼビオ宇都宮細谷店

栃木県宇都宮市細谷町６９４－１

028-643-6011

2020年3月31日

ステンレスボトル １００名様

株式会社Ｕ－ＳＩＤＥ

ユニクロ インターパークスタジアム店

宇都宮市インターパーク４－２－３

028-657-8071

2020年3月31日

「日本料理 月乃兎」，「鉄板焼 ＴＳＵＫＩＮＯＵＳＡＧＩ」
共通食事券 ３，０００円×５名様

株式会社野澤實業

①日本料理 月乃兎
②鉄板焼 TＳＵＫＩＮＯＵＳＡＧＩ

①宇都宮市中今泉３－１－１
プランドール１階
②宇都宮市鶴田２－１４－６

①028-636-1103
②028-647-4129

2020年2月29日

上腕式血圧計 ５名様

株式会社カンセキ

カンセキ 駅東店

宇都宮市元今泉５－１２－３

028-683-1866

2019年12月31日

「もっともっとカルシウム（りんご味） ２４本」 １０名様

株式会社療食サービス

ケアフーズプラザ アールエス
（ＦＫＤ宇都宮店１階）

宇都宮市今泉町２３７

028-612-5351

2020年3月31日

エコスグループ商品券 ３，０００円×５名様

エコスグループ たいらや

たいらや城東店

宇都宮市城東１－１－１７

028-635-5431

2019年12月28日

ベル・フィットネス 無料招待券 ２０名様

スポーツクラブ ベル・フィットネス

スポーツクラブ ベル・フィットネス

宇都宮市陽東６－５－１
ＴＯＨＯシネマズ１階

028-613-5115

2020年3月31日

施設を５００円（税込）で利用できるチケット ５０名様

株式会社ビッグツリー

①ビッグツリースポーツクラブ
②ビッグツリースポーツクラブラグザ

①宇都宮市桜５－２－５
②宇都宮市西川田町２８７－１

①0120-425-222
②028-684-1515

2020年3月31日

無料招待券 ３０名様

セントラルフィットネスクラブ宇都宮

セントラルフィットネスクラブ宇都宮

宇都宮市駅前通り１－４－６
西口ビル（ララスクエア）１０階

028-627-1321

2020年3月31日

無料招待券 ペア１５組

株式会社大豊・宇都宮天然温泉ゆらら

宇都宮天然温泉ゆらら

宇都宮市鶴田町１４５７－２

028-647-4126

2019年11月30日

入館無料券 ペア５組

株式会社健康ランド南大門

ザ・グランドスパ南大門

宇都宮市今泉３－２－１８

028-622-1126

2019年12月31日

かましん商品券 ３，０００円分×５名様

株式会社かましん

かましん カルナ大曽店

宇都宮市大曽３－４－５

028-600-3221

2019年12月31日

ファンヒーター ３名様

株式会社長府製作所

保健所 健康増進課

宇都宮市竹林町９７２

028-626-1128

2020年3月31日

【引換時間】
月～金 １０：００～２１：３０
2020年3月31日
土 １０：００～１８：３０
【定休日】毎週日曜日

個別運動指導３０分を５００円（税別）で受けられる
チケット１００名様

有限会社トータルフィットネスサポート

トータルフィットネスサポート

宇都宮市御幸ヶ原町６２－５
東ビル１Ｆ

028-611-1670

ゴルフプレー無料券（全日使用可）×１０名様

鶴カントリー倶楽部

鶴カントリー倶楽部

宇都宮市新里町甲１０８１

028-652-2211

入館優待券 ペア２０組

宇都宮天然温泉 ベルさくらの湯

宇都宮天然温泉 ベルさくらの湯

宇都宮陽東６－５－３１

028-663-4126

カルロンライト１２本×２０名様

株式会社白寿生科学研究所

ハクジュプラザ花園店 ２階 宇都宮営業所

宇都宮市花園町１－１３

028-612-5351

６次化商品セット×１０名様

宇都宮農業協同組合（JAうつのみや）

宇都宮駅ビルパセオ１階 えきの市場

宇都宮市川向町１－２３

028-627-8500

オータニ商品券３，０００円分×５名様

株式会社オータニ

保健所 健康増進課

宇都宮市竹林町９７２

028-626-1128

ベルモールギフト券４，０００円分×２５名様

株式会社ベルモール

ショッピングモール
ベルモール １階 インフォメーション

宇都宮市陽東6-2-1

028-613-5557

ヤクルト４００・４００LT ２８本分×５０名様

宇都宮ヤクルト販売株式会社

宇都宮ヤクルト販売株式会社

宇都宮市瑞穂３－９－８

028-657-8961

宮サイクルステーション

宇都宮市川向町１－４８
（ＪＲ宇都宮駅西口 市営駐車場西側）

028-627-3196

TOCKEY SQUARE

宇都宮市馬場通り４－２－１９

028-612-2611

保健所 健康増進課

宇都宮市竹林町９７２

028-626-1128

宇都宮ブリッツェン サイン入りスポーツタオル １０名様 宇都宮ブリッツェン

栃木ＳＣ 選手サイン入りアイテム １０名様

栃木ＳＣ

リンク栃木ブレックス 選手サイン入りアイテム １０名様 リンク栃木ブレックス

【引換時間】
2020年3月31日 ７：３０～１７：００
【定休日】不定休
【引換時間】
2020年3月31日 ８：００～２４：００
【定休日】毎月第３火曜日，施設点検日
【引換時間】
2020年3月31日 月～金 １０：００～１２：００，１３：００～１７：００
【定休日】土曜・日曜・祝日・年末年始
【引換時間】
2019年11月17日 １０：００～２０：００
【定休日】年中無休
【引換時間】
2020年3月31日 月～金 ８：３０～１７：１５
【定休日】土・日・祝日，年末年始
【引換時間】
2019年12月31日 １０：００～２１：００
【定休日】不定休
【引換時間】
2020年3月31日 月～金：９：００～１７：００
【定休日】土・日・祝日，年末年始
【引換時間】
2019年12月27日 ８：００～１９：００
【定休日】12月29日～1月3日
【引換時間】
月～金 １２：００～１９：００
2020年3月31日
土日祝 １２：００～１８：００
【定休日】月・火
【引換時間】
2020年3月31日 月～金 ８：３０～１７：１５
【定休日】土・日・祝日，年末年始

備考（注意事項等）

事前の電話連絡が必要

事前の電話連絡が必要

・ハガキを特典用チケットとする。
・持ち物：運動できる服装，５００円（税込）
・施設利用の際は，施設の規約を遵守してくださ
い。
・ご不明な点は，各施設へお問い合わせください。

・駐車場は有料

事前の電話連絡が必要

・当選通知を特典用チケットとする。
・事前に電話にて予約すること。また，医師等から
運動を制限されている場合は，予約の際に伝えるこ
と。
・持ち物：運動できる服装，汗拭き用のタオル，飲み
物（ペットボトルや水筒などふたがついているもの）

事前の電話連絡が必要

事前に電話連絡が必要

