
検査日

(祝日休診) 一般ドック 一般ドック
（乳がん子宮がん検査付）

生活習慣病ドック レディスドック

レントゲン 41,000 48,000 34,000 41,000

内視鏡 46,000 53,000 39,000 46,000

レントゲン 41,000 48,000 34,000 41,000

内視鏡 46,000 53,000 39,000 46,000

レントゲン 41,000 48,000 34,000 41,000

内視鏡 46,000 53,000 39,000 46,000

サン虎の門クリニック 月～土 － マンモ 42,000 48,000 35,000 43,000 03-3988-1862 03-3980-2991 豊島区東池袋3-1-1  サンシャイン60　7階 JR池袋駅 東口、有楽町線 東池袋駅 徒歩

IMS　Mｅ-Lifeクリニック池袋※
　（旧）池袋ロイヤルクリニック―名称変更

　　　　（婦人科検査）火・水・金 エコー 47,000 42,000

レントゲン 30,000 38,000 JR目白駅 バス

内視鏡 － － 西武新宿線 下落合駅　 徒歩

バリューＨＲビルクリニック 月～金
レントゲン

（内視鏡+5500円）
併設同額 44,000 58,300 28,600 37,400 0570-075-710 渋谷区千駄ヶ谷5-25-5   バリューＨＲ代々木ビル内 JR代々木駅 徒歩

フェニックスメディカルクリニック 月～土 － 併設同額 40,000 47,500 31,000 38,500 03-3478-3535 渋谷区千駄ヶ谷3-41-6 JR代々木駅、JR千駄ヶ谷駅 徒歩

エヌ・ケイ・クリニック 木・土 － マンモ 45,000 53,000 32,000 39,000 03-3620-2034 03-3620-2446 足立区綾瀬3-2-8   シティプレイスアヤセ3階 千代田線 綾瀬駅 徒歩

イーク丸の内（女性専用） 月～土 － 併設同額 － － 37,000 48,000 0120-190-828 03-5220-1088 千代田区丸の内2-7-3  東京ビルディング3階 JR東京駅 丸の内南口 徒歩

ヘルチェック新宿センター 新宿区西新宿3-2-4  新和ビルディング7階 JR新宿駅 西口 徒歩

ヘルチェック池袋センター 豊島区東池袋1-25-8　タカセビル１階 JR池袋駅 東口 徒歩

ヘルチェック横浜東口センター※ 横浜市神奈川区金港町6-20  善仁会金港町ビル6階 JR横浜駅 東口 徒歩

ヘルチェックレディス横浜（女性専用） 横浜市西区北幸1-4-1  横浜天理ビル23階 JR横浜駅 西口 徒歩

ヘルチェック横浜西口センター 横浜市西区北幸1-11-15  横浜ＳＴビル3階 JR横浜駅 西口 徒歩

TMGサテライトクリニック朝霞台 月～土 レントゲン
マンモ・エコー・
子宮細胞診等

38,000 － 31,000 48,800 048-466-8066 048-466-2409 朝霞市西弁財1-8-21 JR武蔵野線 北朝霞駅、東上線 朝霞台駅 徒歩

赤心堂総合健診クリニック 月～土 － マンモ 36,000 45,500 31,700 41,200 049-243-5550 049-243-5507 川越市脇田本町21-1 東武東上線 川越駅 徒歩

戸田中央 総合健康管理センター 月～土 － マンモ 40,000 49,000 30,000 39,000 048-442-1118 048-446-0718 戸田市上戸田2-32-20 JR埼京線 戸田公園駅・戸田駅 徒歩

アルシェクリニック 月～土
レントゲン

（内視鏡+3000円）
併設同額 38,000 46,500 30,800 39,300 048-640-6561 048-640-6562 さいたま市大宮区桜木町2-1-1  アルシェ9階 JR大宮駅 西口 徒歩

ヘリオス会病院 月～土 － なし 34,500 なし 27,778 なし 048-569-3117 048-569-2093 鴻巣市広田824-1 JR鴻巣駅 東口 バス

最成病院ヘルスケアセンター 月～土 （内視鏡+3000円） 併設同額 40,000 48,300 25,000 33,000 043-257-8111 043-258-2052 千葉市花見川区柏井町800-1 京成本線 八千代台駅 東口（送迎バス有） バス

柏健診クリニック※ 月～土 － 併設同額 39,000 47,000 30,000 38,000 04-7167-4119 04-7167-3993 柏市柏4-5-21 JR常磐線 柏駅、東武野田線 柏駅 東口 徒歩

マンモ 44,500 38,500

エコー 44,000 38,000

花輪クリニック 月～土 － 併設同額 40,000 48,000 29,400 37,400 047-422-2202 047-422-8066 船橋市本町1-3-1  船橋フェイスビル8階 JR船橋駅 徒歩

レントゲン 38,000 47,000 30,000 39,000

内視鏡 42,000 51,000 34,000 43,000

宇都宮記念病院　総合健診センター
　（受診時間）　AM7：40～　AM8：20～を選択

月～土
レントゲン

（内視鏡+7000円）
併設同額 38,000 42,000 26,000 35,000 028-625-7831 028-611-5647 宇都宮市大通り1-3-16 JR宇都宮駅 徒歩

宇都宮東病院 月～土 レントゲン 併設同額 34,900 40,600 30,000 35,700 028-613-6233 － 宇都宮市平出町368番地8 JR宇都宮駅 バス

関湊記念会クリニック 月～土 － エコー 36,000 36,000 30,000 34,000 028-643-0990 028-643-2910 宇都宮市本町5-12  宇都宮東武ホテルグランデ5階 JR宇都宮駅、東武宇都宮線 宇都宮駅 徒歩

※オプションに脳ドックあり

検査日

（祝日休診）

聖母病院 月～土
（除第3土曜）

03-3951-1129 － 新宿区中落合2-5-1 ＪＲ山手線 目白駅（バス）、西武新宿線 下落合駅 徒歩

戸田中央　総合健康管理センター 月～水・金 048-442-1118 048-446-0718 戸田市上戸田2-32-21 ＪＲ埼京線 戸田公園駅・戸田駅 徒歩

ヘリオス会病院 月～土 048-569-3117 048-569-2093 鴻巣市広田824-1 ＪＲ 鴻巣駅 バス

最成病院ヘルスケアセンター 月～土 043-257-8111 043-258-2052 千葉市花見川区柏井町800-1 京成本線 八千代台駅 バス

宇都宮記念病院　総合健診センター 月～土 028-625-7831 028-611-5647 宇都宮市大通り1-3-16 JR宇都宮駅 徒歩

宇都宮東病院 月～土 028-613-6233 － 宇都宮市平出町368番地8 JR宇都宮駅 バス

医療機関名
消化器等
検査方法

契約料金（消費税別）

電話 ＦＡＸ 住所 最寄り駅
乳がん等
検査方法

新宿センタービルクリニック（平塚グループ） 月～土 エコー 03-3346-1152 03-3346-1155 新宿区西新宿1-25-1  新宿センタービル5階

徒歩

藤久ビルクリニック（平塚グループ） 月～土
エコー

（子宮細胞診+1000円）
03-5951-1201 03-5951-1205 豊島区西池袋1-18-2  藤久ビル西1号館9階

平塚胃腸クリニック 月～土
エコー

（マンモ+1000円）
03-3984-4316

JR池袋駅 西口 徒歩

03-3980-2570 豊島区西池袋3-28-1  藤久ビル西2号館

03-3989-1112

－

－

39,000 47,000 30,000 38,000 0570-012-489 －
レントゲン

（内視鏡+5000円）

－

併設同額

マンモ 46,000 41,000
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東
京

マンモ 東武野田線 野田市駅（送迎バス有） 徒歩

船橋総合病院 月～土 36,000 30,000 047-425-1153 047-422-3493 船橋市北本町1-13-1 東武野田線 新船橋駅、JR船橋駅 徒歩

小張総合病院 04-7124-6666 野田市横内29-1

JR池袋駅 東口

JR新宿駅 西口、都営大江戸線 都庁前駅 徒歩

徒歩月～土 38,000 33,000

—
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2023年4月現在

最寄り駅

栃
木

電話 ＦＡＸ 住所

（内視鏡+3000円）

月～土

JR池袋駅 西口

新宿区中落合2-5-1

04-7124-7017

聖母病院 月～土
（除第3土曜）

併設同額 38,000 46,000 03-3951-1129

03-3989-1220 豊島区東池袋1-21-11  オーク池袋ビル10階

月～土

２０２３年度　契約医療機関と料金一覧表

医療機関名

脳
ド

ッ
ク

　　　　　　　57,700 （+レディスドック）

契約料金

脳ドック
（MRI・MRA、内科検査）

-

-

65,000

-

-

35,000 　　　　　　52,000 （+生活習慣病ドック）

複合脳ドック
（脳ドック＋ドック）

　　　　　　62,000 （+生活習慣病ドック）

　　　　　　71,400 （+生活習慣病ドック）

-

　　　　　　70,000 （+人間ドック）

　　　　　　65,000 （+人間ドック）

複合脳ドック＋ドック婦人科付

　　　　　　　70,000 （+レディスドック）

　　　　　　　80,400 （+レディスドック）

—

　　　　　　　78,300 （+人間ドック）


