
※健診車の派遣を希望の場合は、あらかじめ各医療機関にご相談ください。

直 接 契 約 医 療 機 関 所　在　地 電 話 番 号 生活習慣病

新宿健診プラザ○女性専用フロア完備
http://nikkenkyo.or.jp/shinjuku

新宿区歌舞伎町2-3-18 03-3207-2222 日帰 20,350円 3,300円

フィオーレ健診クリニック
○女性専用フロア・保育室完備
http://k-fiore.jp/checkup/index.html

新宿区新宿7-26-9 フィオーレ東京 03-5287-6211 日帰 18,700円 3,300円

明治安田新宿健診センター○女性専用フロア完備
http://www.my-kenshin.jp/reserve/

渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル12階 03-3349-2731 日帰 25,300円 3,300円

バリューHRビルクリニック NEW
https://www.vhr-b-clinic.com/

渋谷区千駄ヶ谷5-25-5　バリューHR代々木ビル 0570-075-710 日帰 17,930円 3,300円

産業保健研究財団 (健診車のみ)
http://www.sangyo-hoken.or.jp/

渋谷区道玄坂1-18-2 ノナカビル2F 03-3496-0696 3,300円

新赤坂クリニック  青山(4月オープン)
新赤坂クリニック  銀座(5月オープン)
新赤坂クリニック  横浜
http://www.sinakasaka.com/

港区青山2-2-3 ヒューリック青山外苑東通ビル2F
中央区銀座3-9-7 トレランス銀座ビルディング5F
横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13 第2安田ビル9F

(総合予約センター)
03-5770-1250

日帰 25,300円 -----

品川シーズンテラス健診クリニック
http://www.sempos.or.jp/kk/shinagawa/

港区港南1-2-70 品川シーズンテラス5F 03-3452-3382 日帰 20,900円 3,300円

汐留健診クリニック
http://www.shiodome-kenshin.com/index.html

港区浜松町1-17-10 0120-40-1086 日帰 20,900円
3,300円
(東振協)

霞が関ビル診療所
http://www.kenkoigaku.or.jp/kasumi/index.html

千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル3Ｆ 03-3239-0017
日帰
一泊

27,500円
61,600円

3,300円
(東振協)

東都クリニック ○女性専用フロア完備
http://www.kenkoigaku.or.jp/clinic/index.html

千代田区紀尾井町4-1
ホテルニューオータニガーデンタワー2F

03-3239-0302
日帰
一泊

27,500円
61,600円

3,300円
(東振協)

健診プラザ日本橋
http://nihombashi-mc.jp/

中央区日本橋本町4-15-9 曽田ビル4F 03-3693-7240 日帰 17,600円 3,300円

カスガメディカルクリニック NEW
http://www.nanaseikai.jp/

文京区本郷4-24-8　春日タワービル3階 03-5689-8211 日帰 22,000円 3,300円

近藤記念医学財団　富坂診療所 NEW
https://www.tomisaka.or.jp/

文京区本郷1-33-9 03-3814-2661 日帰 20,900円 3,300円

サン虎の門クリニック
http://www.sun-toranomon.jp/

豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 7F 03-3988-1862
日帰
一泊

25,300円
45,100円

-----

東京蒲田医療センター
http://kamata.jcho.go.jp/kenkan/

大田区南蒲田2-19-2 03-5744-3268
日帰
一泊

17,600円
58,300円

3,300円

鶯谷健診センター ○女性専用フロア完備
https://seioukai.jp/

台東区根岸2-19-19 03-3873-9161 日帰 26,400円 3,300円

健診プラザ両国
http://ryogoku-mc.jp/

墨田区両国4-25-12 03-3846-3731 日帰 17,600円 3,300円

賛育会病院　健康管理クリニック
https://www.san-ikukai.or.jp/sumida/hospital/

墨田区太平3-20-2 03-3622-9190
日帰
一泊

23,100円
45,100円

3,300円

葛飾健診センター
http://katsushika-mc.jp/

葛飾区立石2-36-9 0120-489-231 日帰 17,600円 3,300円

東京城東病院
https://joto.jcho.go.jp/

江東区亀戸9-13-1 03-3637-0945 日帰 18,700円 3,300円

https://www.health-check.jp/

(予約センター)
0570-012-489

日帰 20,790円 3,300円

野村病院 予防医学センター
https://www.nomura.or.jp/

三鷹市下連雀8-3-6 0422-47-8811 日帰 22,000円 3,300円

新町クリニック　健康管理センター
https://www.shinmachi-cl.com/

青梅市新町3-53-5 0428-31-5312 日帰 19,800円 3,300円

東海大学医学部付属八王子病院
http://www.ningen-dock-tokai.jp/

八王子市石川町1838 042-639-1177 -----

八王子健康管理センター
http://www.tsk-hachioji.jp/

八王子市明神町4-30-2 042-648-1621 日帰 19,800円 3,300円

東京都金属プレス工業健康保険組合

契 約 医 療 機 関 一 覧 (令和5年度版)

受診者負担額は健保補助を差し引いた金額です。
補助金請求の必要はありません。

受 診 者 負 担 額(消費税含む)

-----

(ﾊﾞﾘｳﾑ)18,700円
(内視鏡) 24,200円

人 間 ド ッ ク

健診車あり

健診車あり

健診車あり

健診車あり

・新宿西口センター 新宿区西新宿3-2-4 JRE西新宿テラス７階・8階

・日本橋センター 中央区日本橋1-3-13  東京建物日本橋ビル７階

・ファーストプレイス横浜 横浜市西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜６階

・横浜西口センター 横浜市西区北幸1-11-15 横浜ＳＴビル３階

・横濱ゲートタワー 横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー４階

・大宮センター さいたま市大宮区大門町2-118 大宮門街３階

・レディース新宿 新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル２６階

・池袋センター 豊島区東池袋1-25-8  タカセビル１・２階

・横浜東口センター 横浜市神奈川区金港町6-20

・レディース横浜 横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル２３階

・川崎センター 川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン８階

総合健診センターヘルチェック NEW ○女性専用フロア完備

健診車あり

健診車あり

健診車あり

健診車あり

健診車あり

健診車あり

健診車あり

健診車あり

・生活習慣病予防健診は受診者負担額3,300円に婦人科(乳房・子宮)検査を含みます。(人間ドックの婦人科検査はオプション扱いです)

・胃部Ｘ線検査(バリウム)を胃部内視鏡検査またはペプシノーゲン検査(血液検査)に変更可能です。(変更可能な医療機関に限る)

・価格改定(人間ドック)により受診者負担が変更する事があります。あらかじめご了承ください。
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※健診車の派遣を希望の場合は、あらかじめ各医療機関にご相談ください。

直 接 契 約 医 療 機 関 所　在　地 電 話 番 号 生活習慣病

東京都金属プレス工業健康保険組合

契 約 医 療 機 関 一 覧 (令和5年度版)

受診者負担額は健保補助を差し引いた金額です。
補助金請求の必要はありません。

受 診 者 負 担 額(消費税含む)

人 間 ド ッ ク

戸田中央総合健康管理センター
http://toda-kenshin.jp/

埼玉県戸田市上戸田2-32-20 0120-388-811 日帰 19,800円 3,300円

関東予防医学診療所 (健診車のみ)
http://www.kouseikai-k.com/

千葉県浦安市美浜1-9-2 浦安ブライトンビル７F 047-311-4575 3,300円

セントマーガレット病院
http://www.st-marguerite.or.jp/

千葉県八千代市上高野450 047-485-1986
日帰
一泊

17,600円
45,100円

-----

ちば県民保健予防財団  総合健診センター
http://www.kenko-chiba.or.jp/

千葉県千葉市美浜区新港32-14 043-242-6131 日帰 20,350円 -----

浅井病院
https://www.asaihospital.com/

千葉県東金市家徳38-1 0475-58-1407 日帰 23,100円 -----

柏健診クリニック
https://kashiwa-kenshin.com/

千葉県柏市柏4-5-22 0120-15-4119 日帰 20,900円 -----

横浜総合健診センター
http://www.sowa.or.jp/yokohama/

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 日帰 25,300円 -----

みなとみらいメディカルスクエア
http://www.sowa.or.jp/mm/

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 日帰 25,300円 -----

相模原総合健診センター
http://www.sowa.or.jp/sagamihara/dock/

神奈川県相模原市中央区淵野辺3-2-8 042-753-3301 日帰 25,300円 -----

さいわい鶴見病院
https://tsurumihp.jp/

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町21-1 045-581-6791 日帰 19,800円 3,300円

平間病院　健診センター
https://hiramahp.jp/kenshin

茨城県下妻市江2051 0296-49-8010 3,300円

守谷慶友病院
https://keiyu.or.jp/health/

茨城県守谷市立沢980-1 0297-45-3311 3,300円

筑波記念病院
つくばトータルヘルスプラザ
https://tsukuba-kinen.or.jp/thp/

茨城県つくば市要1187-299 029-864-3588 日帰 20,900円 3,300円

伊勢崎佐波医師会病院
成人病検診センター
http://isesakisawa.gunma.med.or.jp/kensin/index.html

群馬県伊勢崎市下植木町502

(各種健診の予約)

0270-26-7878
(人間ドック予約専用)

0270-27-4898

日帰 14,300円 3,300円

群馬県健康づくり財団
https://www.gunma-hf.jp/

群馬県前橋市堀之下町16-1 027-269-7813 3,300円

福井セントラルクリニック
http://fukui-cc.jp/

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち2-4-8 0282-86-6624 日帰 19,841円 -----

相澤健康センター
http://w3.ai-hosp.or.jp/health/index.html

長野県松本市本庄2-5-1 0263-34-6360
日帰
一泊

18,700円
46,200円

-----

下越総合健康開発センター
http://www.kenkokaihatu.or.jp/

新潟県新発田市本町4-16-83 0254-24-1145
半日
一日

14,300円
18,700円

3,300円

http://www.seirei.or.jp/hq/facility/dock/index.html

(浜松地区予約ｾﾝﾀｰ)
0120-938-375

(静岡地区予約ｾﾝﾀｰ)
0120-283-170

( 巡回健診の予約 )
053-439-8279

3,300円

桜ヶ丘病院　健康管理センター
https://sakuragaoka.jcho.go.jp/kenkan/

静岡県静岡市清水区桜が丘町13-23 054-353-5313 3,300円

稲沢厚生病院
https://www.inazawa.jaaikosei.or.jp/

愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7番地 0587-97-5533 日帰 12,100円 3,300円

表参道 吉田病院
http://www.kiseikai.or.jp/

熊本県熊本市中央区北千反畑町2-5 096-343-6167 日帰 18,900円 3,300円

一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会 (東振協
とうしんきょう

)

上記の直接契約医療機関の他に、全国各地に約700ヶ所の東振協と契約をしている医療機関をご利用いただけます。
当組合のホームページに契約医療機関一覧を掲載しております。  http://www.kpk.or.jp/

受 診 者 負 担 額　 ・・・　人 間 ド ッ ク　日帰 17,930円      生活習慣病　3,300円

-----

----

-----

  18,700円
  22,000円
  23,100円

(ﾊﾞﾘｳﾑ)26,730円
(内視鏡)28,930円

日帰 24,200円

健診車あり

健診車あり

健診車あり

健診車あり

健診車あり

健診車あり

(ﾊﾞﾘｳﾑ)
(内視鏡 口)

(内視鏡 鼻)

聖隷静岡健診クリニック
の受診者負担額は

21,384円になります。

(※1)

予約の際に「D1ｺｰｽ」と

お伝え下さい。

・聖隷予防検診センター

・聖隷健康診断センター

・聖隷静岡健診クリニック(※1)

・聖隷健康サポートセンターShizuoka

静岡県浜松市北区三方原町3453-1

静岡県浜松市中区住吉2-35-8

静岡県静岡市葵区黒金町55 静岡交通ビル5～7F

静岡県静岡市駿河区曲金6-8-5-2

マークス･ザ･タワー東静岡2～4F

聖隷福祉事業団

健診車あり

健診車あり

健診車あり

・生活習慣病予防健診は受診者負担額3,300円に婦人科(乳房・子宮)検査を含みます。(人間ドックの婦人科検査はオプション扱いです)

・胃部Ｘ線検査(バリウム)を胃部内視鏡検査またはペプシノーゲン検査(血液検査)に変更可能です。(変更可能な医療機関に限る)

・価格改定(人間ドック)により受診者負担が変更する事があります。あらかじめご了承ください。
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