
胃Ｘ線 胃内視鏡

男 57,200 男 57,200

女 63,800 女 63,800

〒163-0404
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル4階

03-3344-3300 46,750  48,950  〇

新宿つるかめクリニック
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-11-15
新宿東京海上日動ビル3階・4階

03-3299-0077

ミラザ新宿つるかめクリニック
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-36-10
ミラザ新宿7階

03-6300-0063

小金井つるかめクリニック
〒184-0004
東京都小金井市本町6-14-28
アクウェルモール3階

042-386-3737

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-21-11
オーク池袋ビル8階・9階・10階

03-3989-1112 44,000  49,500  〇

春日クリニック
〒112-0002
東京都文京区小石川1-12-16　TGビル

03-3816-5840 〇

品川クリニック
〒108-0075
東京都港区港南2-16-3
品川グランドセントラルタワー1階

0120-331-358

〒170-6007
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60・7階

03-3982-1675 46,200 51,700 ○

人間ドック契約病院一覧

R5.4.1～新規契約

R5.4.1～新規契約

※ 名称をクリックすると、契約病院のホームページにリンクします。
※ 表示料金はすべて税込です。
※ 数ヶ月～半年先まで予約がとれない健診機関もございますので、なるべくお早めに各健診機関にご予約ください。
※ 下に表示される各契約病院の人間ドック基本料金の大半は、当該病院で一般の人が受診する際の費用と比較し、 1,000円～20,000円程度安くなっています。病院により
　　検査項目、オプション検査および料金が異なりますので、事前に各病院へ直接ご確認ください。なお、健康保険組合連合会（健保連）の指定病院については、健保連の
　　契約のため、一般との料金比較はできませんので、各病院ホームページ等で確認してください。
※ 平成30年度より1泊2日ドックおよび2日ドックは補助対象から除かれています。

令和5年度版

脳検査
実　施

鶴亀会 47,850 47,850

サン虎の門クリニック
ドック受付時間8：00～9：30
※脳検査は提携先で実施
※脳単独は不可

同友会 46,200  52,800

病 　院　名 所　　在　　地 電話番号

ドック基本料金

（10％税込・円)  そ の 他

IMS Me-Lifeクリニック池袋
旧：池袋ロイヤルクリニック
※脳単独は不可

旧：新宿海上ビル診療所 

新宿三井ビルクリニック ※脳検査はＣＴ 

国立国際医療研究センター病院
〒162-8655
東京都新宿区戸山1-21-1

03-3202-8007 〇

〇
 

※
提
携
先
で
実
施

NEW

NEW

https://tsurukamekai.jp/medicalcheck/regularcheckup_2020_04.html
https://mirrazatsurukamekai.jp/index.html
https://koganei.tsurukamekai.jp/index.html
http://www.kasuga-clinic.com/
http://shinagawa.do-yukai.com/
http://www.sun-toranomon.jp/
https://www.ims.gr.jp/ikebukuro/general_checkup.html
http://www.sakakibarakouseikai.com/mitsui/doc/
https://www.hosp.ncgm.go.jp/cmc/index.html


〒107-0052
東京都港区赤坂3-5-2
サンヨー赤坂ビル２階

03-3583-6710 44,000 48,400  〇

〒163-1307
東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー7階

03-5323-0320 49,500 ―

〒105-0003
東京都港区西新橋1-3-1
西新橋スクエア3階

03-3502-5711 ― 53,515

〒108-0074
東京都港区高輪4-10-8　京急第7ビル2階

03-6277-2970 44,550 48,950

イーク丸の内
〒100-6403
東京都千代田区丸の内2-7-3
東京ビルディング3Ｆ

イーク表参道
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4-26-18
原宿ピアザビル4F

イーク有楽町
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-7-1
有楽町イトシア15F

イーク紀尾井町
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町3Ｆ

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-1-1
パレスビル４Ｆ

03-3211-1171 44,000 49,500 ○

〒107-6003
東京都港区赤坂1-12-32
アーク森ビル３Ｆ

03-3505-5151 44,000 44,000 〇

東都クリニック
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1
ホテルニューオータニ内

03-3239-0302

〒163-0605
東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル5階

03-3346-1152 45,100 50,600

対比表で検査項目を確認の
うえ予約してください

旧：聖路加サテライトクリニッ
ク

0120-190-828  ○ 

ライフ・プランニングセンター
日野原記念クリニック

女性63,250

男性47,300

女性68,750

男性52,800

※脳検査は提携先で実施。

※婦人科検査を省いたコー
スあり。

※イーク紀尾井町のみ男女
コース対応。
　他は女性コースのみ

アークヒルズクリニック

日比谷川畑診療室 旧：清野・川畑診療室

〇

※40歳未満の方は胃X線検
査を受けられません（胃無し
コース料金60,500円）。胃内
視鏡検査は受けられます。

東京医科大学病院
健診予防医学センター

虎の門病院付属健康管理センター

03-3560-7777 75,900 80,300

永沢クリニック

〒107-0052
東京都港区赤坂1-8-1
赤坂インターシティＡＩＲ5階

新宿センタービルクリニック

健康医学
協会

霞が関ビル診療所 03-3239-0017

日程・人数は限られますが、優先予約枠もありま
す。ご希望の際は勤務先担当課経由で当組合ま
でご連絡ください。（任継者は直接当組合まで）

医療法人社
団プラタナス

〒100-6012
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビル3階

【契約コース】
49,500

【簡易・健保連
コース】
44,000

【契約コース】
52,800

【簡易・健保連
コース】
50,512

○

アムス丸の内パレスビルクリニック

https://www.ihc.or.jp/doc/
https://www.ihc.or.jp/doc/
https://www.ihc.or.jp/doc/
https://www.ihc.or.jp/kioicho/
http://www.kenkoigaku.or.jp/clinic/index.html
https://www.keisan-kenpo.or.jp/UploadedFiles/dock/kenkouigaku10.pdf
https://www.keisan-kenpo.or.jp/UploadedFiles/dock/kenkouigaku10.pdf
http://www.lpc-clinic.com/
http://www.lpc-clinic.com/
http://www.arkhillsclinic.com/
https://www.hibiyakawabata.or.jp/medical_checkup/
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/kenshin/
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/kenshin/
https://toranomon-dock.kkr.or.jp/
http://www.nagasawa-clinic.jp/
http://www.center-clinic.jp/pc/
http://www.kenkoigaku.or.jp/kasumi/index.html
http://www.ams-dock.jp/palace/


〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-8-3
小田急明治安田生命ビル10階

03-3349-2731 46,200 52,800 ○

〒104-6591
東京都中央区明石町8-1　聖路加タワー

03-5550-2400 63,800 73,700 〇

〒150-0047
東京都渋谷区神山町17-8

03-3469-1163 55,000 60,500 〇

〒192-0032
東京都八王子市石川町1838

042-639-1177 39,600 45,100 ○

男 46,200 男 49,500

女 49,500 女 52,800

〒181-8503
東京都三鷹市下連雀8-3-6

042-247-8811 46,200  51,700 〇

〒163-0206
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル6階

03-3344-6666 44,000  49,500 ○

〒105-0012
東京都港区浜松町1-17-10

0120-40-1086 44,000 49,500 ○

横浜西口ヘルチェッククリニック
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1-11-15
横浜STビル3Ｆ

045-325-0077

ヘルチェックファーストプレイス
横浜クリニック

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島2-7-1
ファーストプレイス横浜6F

045-450-6226 

横浜東口ヘルチェッククリニック
〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町6-20
善仁会金港町ビル2F

045-453-2822  〇

〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町3211

045-474-8533 44,500  47,800  〇

〒251-0041
神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1

0466-35-1360 44,000  48,400 〇

〒212-0013
神奈川県川崎市幸区堀川580-16
川崎テックセンター８Ｆ

044-511-6116 42,900 46,200  〇

〒216-8511
神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

044-977-8111 49,500 60,500  〇

〒211-8510
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1

044-434-6333 50,600 56,100 〇

〒210-0013
神奈川県川崎市川崎区新川通1-15

044-222-2111 ― 51,740 〇

野村病院予防医学センター

ＰＬ東京健康管理センター

※脳検査は提携先で実施
※脳単独は不可

聖路加国際病院附属クリニック
※脳検査は単独で実施する
場合のみ受診可能

明治安田健康開発財団
新宿健診センター

〇

総合新川橋病院
※病院の都合により胃内視
鏡コースのみ。

関東労災病院健康管理センター

聖マリアンナ医科大学病院

アルファメディック・クリニック

東海大学医学部付属八王子病院
健康管理センター

善仁会  43,450   48,950   

横浜労災病院

湘南藤沢徳洲会病院

汐留健診クリニック

楠樹記念クリニック

立川中央病院附属健康クリニック
〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-14-2　ＢＯＳＥＮ4Ｆ

0570-032220

http://www.nomura.or.jp/preventive/
http://www.pl-tokyo-kenkan.gr.jp/
http://dock.luke.ac.jp/
https://www.my-kenshin.jp/
https://www.my-kenshin.jp/
https://shinkawabashi.or.jp/jyushin/ningendoc/
http://www.kantoh.johas.go.jp/shinryoka/tabid/226/Default.aspx
http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/kanja/kanja_04.html
http://www.alpha-medic.gr.jp/alpha_medic/sisetsu/index.html
http://www.ningen-dock-tokai.jp/
http://www.ningen-dock-tokai.jp/
https://www.health-check.jp/index.html
https://www.yokohamah.johas.go.jp/medical/division/medical_checkup/
http://fujisawatokushukai.jp/checkup/
http://www.shiodome-kenshin.com/
http://www.nanju.or.jp/
http://www.kenkou-clinic.jp/


〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1
コンカード横浜20F

045-461-1230 44,000 49,500 〇

〒220-0023
神奈川県横浜市西区平沼2-8-25

045-313-8080 38,500
(経口)41,800
(経鼻)44,000

〇

〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3
ＭＭパークビル2Ｆ

045-228-2000 44,000 49,500 〇

〒220-8107
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
ランドマークタワー7Ｆ

045-222-5588 44,000 49,500

〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町550

045-860-1888 40,700 44,700 ○

〒252-0206
神奈川県相模原市中央区淵野辺3-2-8

042-753-3301 44,000 49,500 〇

〒277-0005
千葉県柏市柏4-5-22

0120-15-4119 44,000 48,400 〇

〒279-0013
千葉県浦安市日の出2-1-5 

047-381-2088  40,700  46,200 〇

〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1000
センシティタワー8階

043-204-5511 44,000 49,500 〇

〒261-8501
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 CD-2F

043-296-2321 49,500 55,000 〇

〒330-8669
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
ソニックシティビル30Ｆ

048-645-1256 44,000 51,150 〇

〒064-0810
北海道札幌市中央区南10条西1
ホテルライフォート札幌5Ｆ

011-531-2226 38,500 44,000 〇

〒060-0004
北海道札幌市中央区北4条西5
アスティー45ビル5階

011-261-6811 40,700 46,200 〇

〒064-0820
北海道札幌市中央区大通西26-3-16

011-611-7766 40,150 44,550 〇

〒060-8503
北海道札幌市中央区北5条西2
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ7・8Ｆ

011-209-5450 41,800  47,300 〇

〒051-8501
北海道室蘭市新富町1-5-13

0143-25-1333 54,120 54,120 〇

〒018-5201
秋田県鹿角市花輪字六月田97

0186-23-4131
(MRI)48,400
(CT)41,800

(脳なし)36,000

(MRI)50,990
(CT)44,300

(脳なし)38,000
〇

札幌フジクリニック

札幌健診センター

亀田総合病院附属幕張クリニック

※脳検査はCT大宮シティクリニック

アムスランドマーククリニック

日鋼記念病院健診センター

メディカルプラザ札幌健診クリニック

鹿角中央病院

渓仁会円山クリニック

みなとみらいメディカルスクエア

コンフォート横浜健診センター ※脳検査はCT

横浜総合健診センター ※脳検査単独受診は不可

IMS Me-Lifeクリニック千葉 旧：千葉ロイヤルクリニック

相模原総合健診センター

新浦安虎の門クリニック

平成横浜病院総合健診センター

柏健診クリニック

http://www.sfc-dock.com/
http://www.asuka-gp.or.jp/kenshin/
http://kamedamakuhari.com/
http://www.omiyacityclinic.com/
http://www.ams-dock.jp/landmark/
https://www.nikko-kinen.or.jp/guide/medical/
http://medical-plaza.jp/
http://www.ink.or.jp/~keiai/index.html
http://www.keijinkai.com/maruyama/
http://www.sowa.or.jp/mm/index.html
https://www.comfort.or.jp/dock/
http://www.sowa.or.jp/yokohama/index.html
http://www.ims.gr.jp/chiba-royal/
http://www.sowa.or.jp/sagamihara/index.html
https://shintora.gr.jp/page-14
http://www.yokohamahp.jp/healthcheck/
http://www.kashiwa-kenshin.com/


〒950-0965
新潟県新潟市新光町11-1

0252-83-3939 39,600  45,100 〇

〒540-8578
大阪府大阪市中央区城見1-4
ホテルニューオータニ大阪4Ｆ

06-6949-0305 44,000 49,500 〇

〒552-0021
大阪府大阪市港区築港1-8-22

06-6576-1011 44,000 49,500 〇

アクティ健診センター
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3-1-1
サウスゲートビル17階

06-6345-2210

千里ＬＣ健診センター
〒565-0082
大阪府豊中市新千里東町1-4-2
千里ライフサイエンスセンタービル4階

06-6873-2210 〇

〒590-0985
大阪府堺市戎島町4-45-1
リーガロイヤルホテル堺11階

0722-24-1717 45,100 50,600 〇

〒670-0061
兵庫県姫路市西今宿3丁目7-21

0792-95-3322 44,220 47,520 〇

〒798-0053
愛媛県宇和島市賀古町2-1-37 

0895-22-5616 38,500 40,700

〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2-11-17

092-608-0138 38,500 38,500 ○

〒810-8539
福岡県福岡市中央区長浜3丁目3-1

092-721-9977 40,700 42,900

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-19-5
博多石川ビル

092-472-0222 40,700  44,000 〇

〒820-0018
福岡県飯塚市芳雄町3-83

0948-22-3800 37,400 37,400 〇

〒840-8571
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原400

0952-24-2171 39,000 39,000 〇

〒900-0011
沖縄県那覇市上之屋1-3-1

0988-67-2116 34,100 36,300 〇

姫路市医師会診療所

※脳検査はCTベルクリニック

関西労働保
健協会

49,500 55,000

船員保険大阪健康管理センター

アムスニューオータニクリニック

新潟縣健康管理協会

宇和島病院

おもろまちメディカルセンター

佐賀県医療センター好生館

飯塚病院予防医学センター

ウェルビーイング博多

浜の町病院

福岡和白総合健診クリニック

※脳検査はCT

https://krk-osaka.or.jp/facility/detail_1.html
https://krk-osaka.or.jp/facility/detail_2.html
http://www.himeji-med.or.jp/
http://www.bellclinic.ne.jp/
http://www.sempos.or.jp/kk/Ohsaka/
http://www.ams-dock.jp/newotani/
http://www.n-kenko.or.jp/
http://uwajima.jcho.go.jp/kenkan/
http://www.omoromachi-mc.jp/healthcheck.html
http://www.koseikan.jp/visit/physical/humandock_1/
https://aih-net.com/preventive/
https://www.jpm1960.org/hp/hp04.html
https://hamanomachi.kkr.or.jp/shinryou/kenshin/dock.html
http://www.fw-kenshin.net/

