
令和4年4月1日

所 在 地 契 約 機 関 名 日 帰 り ( 税 込 ) １ 泊 ( 税 込 ) 備 考

ＴＥＬ 03-5210-6622

ＴＥＬ 03-3989-1112

ＴＥＬ 03-3548-2451

ＴＥＬ 03-3567-2080

ＴＥＬ 03-3967-1515

ＴＥＬ 03-3375-3371

ＴＥＬ 03-6912-7018

ＴＥＬ 043-204-5511

ＴＥＬ 03-5770-1250

ＴＥＬ 03-5770-1250

ＴＥＬ 03-5770-1250

ＴＥＬ 03-5500-6776

ＴＥＬ 03-3833-7351

ＴＥＬ 03-3988-1862

ＴＥＬ 03-3349-2731

ＴＥＬ 03-3344-6666

ＴＥＬ
0120-128-177
03-3269-2190

ＴＥＬ 03-5377-2511

ＴＥＬ 03-3967-1327

板橋区
小豆沢

板橋中央総合病院
予約申込　9：00～17：00

44,000 - 月～土

杉並区
高円寺南

河北健診クリニック
予約申込　9：00～18：00

44,000 - 月～土

新宿区
市谷砂土原町

東京都予防医学協会

予約申込　9：00～17：00

46,200 -
月～土

（第１・3土曜日のみ）

新宿区
西新宿

楠樹記念クリニック

予約申込　8：00～16：00

43,780 71,500 月～土日祝も受診可能
（婦人科健診は、毎日「女性医師」が担当）

新宿区
西新宿

明治安田新宿健診センター

予約申込　9：00～16：00

46,200 -

男性健診日：火曜・木曜・第1,3,5月曜
                  ・7/1
女性健診日：水曜・金曜(7/1のみ男性)
                  ・ 第2,4月曜

豊島区
東池袋

サン虎の門クリニック
予約申込　9：00～17：00

46,200 - 月～土

台東区
東上野

永寿総合健診・予防医療センター　

予約申込　8：30～17：00

44,000 -
月～土

（内視鏡・土曜日は不可。
婦人科検査・土曜日は第1,3,5週のみ実施）

中央区
日本橋箱崎町

KKCウエルネス
東京日本橋健診クリニック
（近畿健康管理センター）

予約申込　9：00～16：00

41,965 -
月～金

（レディースデイ毎週木曜日
　　人間ドック提供ランチあり）

横浜市
神奈川区鶴屋町 横浜北幸クリニック

申込は、新赤坂クリニックへ

48,400 - 月～土

中央区
日本橋本町

日本橋室町クリニック

申込は、新赤坂クリニックへ

48,400 - 月～土
（婦人科検査、水曜日以外は女性医師が担当）

港区
六本木

新赤坂クリニック

予約申込　8：40～17：00

48,400 - 月～土
（婦人科検査、火～金曜日は女性医師が担当）

千葉市
中央区新町

IMS Me-Lifeクリニック 千葉
（旧千葉ロイヤルクリニック）
※2022年4月1日～名称変更

予約申込　8：00～17：00

44,000 -
月～土

（男女別フロアを新設）
※託児施設への紹介あり

渋谷区
桜丘町

IMS Me-Lifeクリニック 渋谷
 ※令和４年４月1日新規オープン

予約申込　8：00～17：00

44,000 -
月～土

（男女別フロア。女性フロアは医師・スタッフ
共に女性が対応）

渋谷区
代々木

IMS Me-Lifeクリニック 新宿
（旧新宿ロイヤル診療所）

※2022年4月1日～名称変更

予約申込　8：00～17：00

44,000 - 月～土

板橋区
小豆沢

IMS Me-Lifeクリニック 板橋
（旧イムス板橋健診クリニック）
※2022年4月1日～名称変更

予約申込　8：30～17：30

44,000 - 月～土

中央区
京橋

IMS Me-Lifeクリニック 八重洲
（旧イムス八重洲クリニック）
※2022年4月1日～名称変更

予約申込　8：00～17：00

44,000 -

月～土
（毎週月曜日、

女性医師によるレディースデイを実施）
※託児所との提携あり

中央区
京橋

IMS Me-Lifeクリニック 東京
（旧イムス東京健診クリニック）
※2022年4月1日～名称変更

予約申込　8：00～17：00

44,000 -
月～土（婦人科実施日　水・木・金）

※託児所との提携あり

豊島区
東池袋

IMS Me-Lifeクリニック 池袋
（旧池袋ロイヤルクリニック）
※2022年4月1日～名称変更

予約申込　8：30～17：00

44,000 -
月～土

（休日・祝日営業日あり）

人 間 ド ッ ク 契 約 機 関 一 覧

電 話 番 号

千代田区
神田神保町

こころとからだの元氣プラザ
予約申込　8：30～17：00

49,500 -
月～土

（第1、第3土曜日は女性限定）

※ご自身で予約を取られた場合、利用券を発行いたしますので、当組合（TEL03-3260-6441）または所属支部組合までご連絡ください。

https://www.genkiplaza.or.jp/
https://www.ims.gr.jp/ikebukuro/
https://www.ims.gr.jp/ims-tokyo/
http://www.ims.gr.jp/yaesu/
https://www.ims.gr.jp/kenshin/
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https://ims.gr.jp/yobou/facility/chiba/
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https://www.sinakasaka.com/group/yokohama.shtml
https://www.zai-kkc.or.jp/clinic/tokyo/
http://www.eijuhp.com/kenshin/index.html
https://www.sun-toranomon.jp/
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所 在 地 契 約 機 関 名 日 帰 り ( 税 込 ) １ 泊 ( 税 込 ) 備 考

ＴＥＬ
0120-74-1119
03-3673-1045

ＴＥＬ 03-5658-3558

ＴＥＬ 03-6428-7489

ＴＥＬ 03-3783-9411

ＴＥＬ 0570-012-489

男性

40歳以上：44,440

40歳未満：44,000

女性

40歳以上：48,844

40歳未満：48,400

ＴＥＬ 042-663-0519

ＴＥＬ
0120-27-1175
042-627-1175

39,600
内視鏡

45,100

ＴＥＬ 042-648-1621

電 話 番 号

八王子市
明神町

八王子健康管理センター
予約申込　9：00～17：00

38,500 - 月～金

八王子市
石川町

東海大学八王子病院
健康管理センター

予約申込　9：00～15：30 胃X線

-
月～土

（土曜日は第2,4,5週のみ。
専用ラウンジにて食事の用意あり）ＴＥＬ 042-639-1177

八王子市
旭町

孫田クリニック
予約申込　9：00～17：00

45,100 -
月～土

（婦人科検査は女性医師が担当。
検査時間90分）

八王子市
散田町

南多摩病院
予約申込　8：30～17：00

35,200 - 月～金

立川市
柴崎町

立川中央病院付属健康クリニック

予約申込　8：30～16：15

- 月～土
ＴＥＬ 0570-032-220

各所 総合健診センターヘルチェック

予約申込　8：00～18：00

41,800 -

月～土
（複数の施設で男性と女性の健診を曜日や

時間帯で分けて実施）

①新宿西口②レディース新宿③池袋
④日本橋⑤横浜西口⑥レディース横浜

⑦ファーストプレイス横浜
⑧横浜東口⑨川崎

品川区
旗の台

全日本労働福祉協会
旗の台健診センター

予約申込　8：30～17：00

33,000 - 月～金

大田区
西蒲田

牧田総合病院
人間ドック健診センター

予約申込　8：15～16：00
44,000 62,700 月～土

江戸川区
西葛西

第二臨海クリニック
予約申込　9：00～17：00

38,500 -
月～土

（木曜日は女性専用）

江戸川区
東松本

江戸川メディケア病院
健診センター

予約申込　9：00～17：00

44,000 - 月～土

https://edogawa-medicare.jp/maxlife/
https://www.so-you.or.jp/clinics/clinic_dainirinkai.html
https://www.makita-hosp.or.jp/dock/
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