
愛知県名古屋市

所在地

電話番号

特定健診 7,150円 150円

一般健診 9,350円 1,350円

(052)962-3585 生活習慣病健診 22,000円 1,000円

人間ドック 34,100円 4,100円

女性健診

名古屋市中区丸の内3-12-3 一般健診 9,900円 1,900円

(052)961-2491 生活習慣病健診 23,100円 2,100円

人間ドック 36,300円 6,300円

女性健診

脳ドック 36,300円 6,300円

人間ドック＋脳ドック 66,000円 6,000円

名古屋市中区栄2-11-25 特定健診 7,020円 20円

(052)201-1111 一般健診 8,000円 なし

生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 30,000円 なし

女性健診

特定健診 7,150円 150円

一般健診 9,350円 1,350円

(052)954-8001 生活習慣病健診 25,300円 4,300円

人間ドック 33,000円 3,000円

女性健診

脳ドック 38,500円 8,500円

名古屋市中区栄4-17-20 特定健診 7,150円 150円

(052)261-3700 一般健診 11,550円 3,550円

生活習慣病健診 32,230円 11,230円

人間ドック 41,800円 11,800円

女性健診

名古屋市中区栄2-10-19 特定健診 7,150円 150円

(052)331-2325 一般健診 8,382円 382円

生活習慣病健診 22,000円 1,000円

人間ドック 30,555円 555円

女性健診

名古屋市中区栄3-4-5 特定健診 7,150円 150円

(052)241-5305 一般健診 7,700円 なし

生活習慣病健診 20,900円 なし

人間ドック 30,800円 800円

女性健診

名古屋市中区錦 1-4-28 一般健診 8,000円 なし

(052)387-8166 生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 30,000円 なし

女性健診

脳ドック 30,000円 なし

名古屋市中区栄5-4-12 特定健診 7,650円 650円

(052)238-0323 一般健診 8,000円 なし

生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 30,000円 なし

女性健診

脳ドック 30,000円 なし

人間ドック＋脳ドック 58,000円 なし

契約料金 個人負担額

奥田クリニック ※脳ドックは名古屋臨床検

査センター（名古屋市昭和

区）での検査となります。

医親会マリンクリニック

実施可能

実施可能
中日病院

契約医療機関名 健診項目

加藤内科胃腸科

名古屋市中区丸の内3-16-

16

実施可能

名古屋東栄クリニック

実施可能

実施可能

葛谷クリニック

実施可能

実施可能

スカイル内科・スカイル健
康管理センター

実施可能

実施可能

名古屋市中区丸の内3-20-

17

KKCウエルネス名古屋健
診クリニック

※脳ドックは提携医療機関

での検査となります。

栄エンゼルクリニック
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http://www.e-kenshin.or.jp/
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https://www.zai-kkc.or.jp/clinic/nagoya/outline/
https://www.zai-kkc.or.jp/clinic/nagoya/outline/
http://www.junshu.jp/skyle/skyle.html
http://www.junshu.jp/skyle/skyle.html
http://www.junshu.jp/skyle/skyle.html
http://www.junshu.jp/skyle/skyle.html
http://www.okuda-clinic.com/
http://www.okuda-clinic.com/
http://www.okuda-clinic.com/
http://www.okuda-clinic.com/
http://angel-clinic.com/
http://angel-clinic.com/
http://angel-clinic.com/
http://angel-clinic.com/
http://angel-clinic.com/
http://angel-clinic.com/
http://www.okuda-clinic.com/
http://www.marine.jp/index.htm
http://www.chunichi-hp.com/
https://www.katounaikaichouka.com/
http://www.e-kenshin.or.jp/
https://www.kuzuya-clinic.com/
http://www.junshu.jp/skyle/skyle.html
http://www.junshu.jp/skyle/skyle.html
https://www.zai-kkc.or.jp/clinic/nagoya/outline/
https://www.zai-kkc.or.jp/clinic/nagoya/outline/
http://angel-clinic.com/


名古屋市中区新栄町1-3 一般健診 8,360円 360円

(052)950-3707 生活習慣病健診 22,000円 1,000円

人間ドック 37,400円 7,400円

女性健診

名古屋市中区栄2-1-1 一般健診 9,900円 1,900円

(052)737-6500 生活習慣病健診 20,999円 なし

人間ドック 29,975円 なし

女性健診

特定健診 5,500円 なし

一般健診 8,800円 800円

(052)821-0090 生活習慣病健診 23,100円 2,100円

人間ドック 35,200円 5,200円

女性健診

特定健診 6,160円 なし

一般健診 8,140円 140円

(052)582-0751 生活習慣病健診 21,340円 340円

人間ドック 35,640円 5,640円

女性健診

特定健診 7,150円 150円

一般健診 8,000円 なし

(052)581-8406 生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 30,000円 なし

女性健診

脳ドック 30,000円 なし

名古屋市中村区太閤3-7-7 人間ドック 40,700円 10,700円

(052)452-3165 女性健診

脳ドック 41,800円 11,800円

人間ドック＋脳ドック 75,900円 15,900円

一般健診 7,975円 なし

生活習慣病健診 20,900円 なし

(052)481-2161 人間ドック 29,975円 なし

女性健診

名古屋市中村区名駅4-6-17 特定健診 7,000円 なし

(052)551-6663 一般健診 8,000円 なし

生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 30,000円 なし

女性健診

脳ドック 30,000円 なし

一般健診 8,800円 800円

生活習慣病健診 23,100円 2,100円

(052)587-0311 人間ドック 35,200円 5,200円

女性健診

脳ドック 36,300円 6,300円

人間ドック＋脳ドック 67,100円 7,100円

特定健診 7,130円 130円

一般健診 7,920円 なし

(052)571-0801 生活習慣病健診 20,900円 なし

人間ドック 30,555円 555円

女性健診

名古屋市中村区名駅4-10-

25

名古屋駅健診クリニック

実施可能

国際セントラルクリニック

実施可能

全日本労働福祉協会東
海診療所

実施可能

名古屋市中村区名駅南1-

24-20

実施可能

実施可能

実施可能

名古屋ステーションクリ
ニック

実施可能

大名古屋ビルセントラルク
リニック

公衆保健協会

名古屋市中村区名駅3-28-

12

名古屋市中村区黄金道2-

45-2

実施可能

日本予防医学協会附属
診療所ウェルビーイング
栄

エルズメディケア名古屋
〈※女性専用〉

名古屋市中村区那古野1-

47-1

実施可能

実施可能

名駅前診療所保健医療セ
ンター

名古屋市中村区名駅南2-

14-19

名古屋セントラル病院

https://www.jpm1960.org/hp/hp02.html
https://www.jpm1960.org/hp/hp02.html
https://www.jpm1960.org/hp/hp02.html
https://www.ls-medicare.com/index.shtml
https://www.ls-medicare.com/index.shtml
https://www.ls-medicare.com/index.shtml
https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
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http://seikoukai-meiekimae.com/
http://seikoukai-meiekimae.com/
http://seikoukai-meiekimae.com/
http://seikoukai-meiekimae.com/
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http://nagoya-central-hospital.com/
http://nagoya-central-hospital.com/
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http://www.hoken-k.or.jp/
http://www.hoken-k.or.jp/
http://www.hoken-k.or.jp/
https://station-clinic.com/
https://station-clinic.com/
https://station-clinic.com/
https://station-clinic.com/
https://station-clinic.com/
https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
https://nagoya-kenshin.jp/
https://nagoya-kenshin.jp/
https://nagoya-kenshin.jp/
https://nagoya-kenshin.jp/
https://nagoya-kenshin.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
http://zrf.or.jp/tokaiclinic/
http://zrf.or.jp/tokaiclinic/
https://station-clinic.com/
https://station-clinic.com/
https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
http://www.hoken-k.or.jp/
https://www.jpm1960.org/hp/hp02.html
https://www.jpm1960.org/hp/hp02.html
https://www.jpm1960.org/hp/hp02.html
https://www.ls-medicare.com/index.shtml
https://www.ls-medicare.com/index.shtml
http://seikoukai-meiekimae.com/
http://seikoukai-meiekimae.com/
http://nagoya-central-hospital.com/


名古屋市中村区名駅1-1-1 特定健診 7,150円 150円

(052)551-1569 一般健診 8,250円 250円

生活習慣病健診 21,450円 450円

人間ドック 30,800円 800円

女性健診

脳ドック 33,000円 3,000円

名古屋市千種区今池1-8-4 特定健診 7,150円 150円

(052)741-5181 一般健診 8,000円 なし

生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 37,400円 7,400円

女性健診

特定健診 7,150円 150円

一般健診 7,700円 なし

(052)781-1235 生活習慣病健診 20,900円 なし

人間ドック 30,800円 800円

女性健診

名古屋市千種区今池1-8-8 特定健診 7,150円 150円

今池ガスビル2階 一般健診 7,700円 なし

(052)781-2112 生活習慣病健診 20,900円 なし

人間ドック 30,800円 800円

女性健診

脳ドック 30,000円 なし

名古屋市北区清水1-18-4 特定健診 7,150円 150円

(052)951-3919 一般健診 11,000円 3,000円

生活習慣病健診 22,000円 1,000円

人間ドック 35,200円 5,200円

女性健診

人間ドック＋脳ドック 68,200円 8,200円

特定健診 7,150円 150円

一般健診 10,450円 2,450円

(052)991-3111 生活習慣病健診 23,815円 2,815円

人間ドック 36,300円 6,300円

女性健診

脳ドック 29,260円 なし

特定健診 7,000円 なし

一般健診 8,000円 なし

(052)908-2144 生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 30,000円 なし

女性健診

脳ドック 30,000円 なし

特定健診 7,130円 130円

一般健診 7,920円 なし

(052)571-0801 生活習慣病健診 20,900円 なし

人間ドック 30,555円 555円

女性健診

脳ドック 26,644円 なし

名古屋市千種区東山通5-

103

実施可能

愛知健康増進財団

ミッドタウンクリニック名駅

ひまわり健診センター

総合上飯田第一病院

くろかわ内科・健診クリ
ニック

実施可能

実施可能

実施可能

名古屋市西区則武新町3-8-

20

名古屋市北区上飯田北町2-

70

名古屋市北区元志賀町

1-4-1

実施可能

実施可能

東山内科・東山健康管理
センター

実施可能

実施可能

メディカルパーク今池

オリエンタルクリニック

https://www.midtown-meieki.jp/
https://www.midtown-meieki.jp/
https://www.midtown-meieki.jp/
https://www.midtown-meieki.jp/
https://www.midtown-meieki.jp/
http://www.oriental-gr.com/oc/oriental.htm
http://www.oriental-gr.com/oc/oriental.htm
http://www.oriental-gr.com/oc/oriental.htm
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http://www.junshu.jp/
http://www.junshu.jp/
http://www.junshu.jp/
http://www.junshu.jp/
http://www.junshu.jp/
http://www.junshu.jp/
http://www.junshu.jp/
http://www.junshu.jp/
http://www.junshu.jp/
http://ahpf.or.jp/
http://ahpf.or.jp/
http://ahpf.or.jp/
http://ahpf.or.jp/
http://ahpf.or.jp/
http://www.kamiiida-hp.jp/
http://www.kamiiida-hp.jp/
http://www.kamiiida-hp.jp/
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https://kurokawa-cl.com/
https://kurokawa-cl.com/
https://kurokawa-cl.com/
https://kurokawa-cl.com/
https://kurokawa-cl.com/
http://www.himawaricli.jp/
http://www.himawaricli.jp/
http://www.himawaricli.jp/
http://www.himawaricli.jp/
http://www.himawaricli.jp/
http://ahpf.or.jp/
https://www.midtown-meieki.jp/
http://www.himawaricli.jp/
http://www.kamiiida-hp.jp/
https://kurokawa-cl.com/
https://kurokawa-cl.com/
http://www.junshu.jp/
http://www.junshu.jp/
http://www.junshu.jp/
http://www.oriental-gr.com/oc/oriental.htm


名古屋市西区牛島町6-1 特定健診 7,150円 150円

(052)569-6030 一般健診 8,800円 800円

生活習慣病健診 24,200円 3,200円

人間ドック 34,100円 4,100円

女性健診

脳ドック 29,700円 なし

人間ドック＋脳ドック 61,600円 1,600円

名古屋市西区則武新町3-1-17 特定健診 7,650円 650円

イオンモールNagoya 一般健診 8,000円 なし

Noritake Garden 3F 生活習慣病健診 21,000円 なし

ナゴヤガーデンクリニック (052)211-9862 人間ドック 30,000円 なし

女性健診

脳ドックA 30,000円 なし

脳ドックB 44,000円 14,000円

名古屋市東区葵1-18-14 特定健診 7,150円 150円

(052)937-8425 一般健診 9,900円 1,900円

生活習慣病健診 22,440円 1,440円

人間ドック 33,000円 3,000円

女性健診

脳ドック 30,800円 800円

名古屋市東区泉2-2-5 特定健診 7,150円 150円

(052)932-7174 一般健診 11,000円 3,000円

生活習慣病健診 22,000円 1,000円

人間ドック 39,000円 9,000円

女性健診

脳ドック 39,600円 9,600円

人間ドック＋脳ドック 66,500円 6,500円

名古屋市南区白水町8 特定健診 7,150円 150円

(052)611-6262 一般健診 11,000円 3,000円

生活習慣病健診 25,300円 4,300円

人間ドック 38,500円 8,500円

女性健診

脳ドックＡ 33,000円 3,000円

脳ドックＢ 25,300円 なし

人間ドック＋脳ドックＡ 63,800円 3,800円

人間ドック＋脳ドックＢ 58,300円 なし

特定健診 5,500円 なし

一般健診 8,800円 800円

(052)821-0090 生活習慣病健診 23,100円 2,100円

人間ドック 35,200円 5,200円

女性健診

脳ドック 36,300円 6,300円

人間ドック＋脳ドック 67,100円 7,100円

実施可能

実施可能

実施可能

実施可能

実施可能

ＡＯＩ名古屋病院

名古屋セントラルクリニッ
ク

だいどうクリニック

名古屋市医師会健診セン
ター

大雄会ルーセントクリニッ
ク

名古屋市南区千竈通7-

16-1

実施可能

http://www.lucent-w.com/
http://www.lucent-w.com/
http://www.lucent-w.com/
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https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
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https://www.central-cl.or.jp/
https://www.central-cl.or.jp/
http://daidohp.or.jp/index.html
http://www.nagoya-med.jp/
http://www.nagoya-med.jp/
http://www.lucent-w.com/
http://www.lucent-w.com/


名古屋市南区三条1-1-10 特定健診 7,150円 150円

(052)691-7151 一般健診 8,430円 430円

生活習慣病健診 19,430円 なし

※脳ドックは健診と同時 人間ドック 29,910円 なし

　受診のみ 女性健診

脳ドック 38,760円 8,760円

愛知県名古屋市南区浜中 特定健診 6,160円 なし

1-5-1 一般健診 8,000円 なし

(052)602-4747 生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 35,640円 5,640円

特定健診 7,150円 150円

一般健診 9,680円 1,680円

(052)752-1125 生活習慣病健診 22,000円 1,000円

人間ドック 36,300円 6,300円

女性健診

脳ドック 38,500円 8,500円

人間ドック＋脳ドック 69,300円 9,300円

特定健診 7,150円 150円

一般健診 8,140円 140円

(052)872-3771 生活習慣病健診 20,460円 なし

人間ドック 35,200円 5,200円

女性健診

脳ドック 27,500円 なし

特定健診 7,000円 なし

一般健診 8,000円 なし

(052)831-2211 生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 30,000円 なし

一般健診 9,900円 1,900円

生活習慣病健診 22,550円 1,550円

(052)671-8001 人間ドック 33,550円 3,550円

女性健診

脳ドック 33,000円 3,000円

特定健診 7,150円 150円

一般健診 7,700円 なし

(052)791-5110 生活習慣病健診 20,900円 なし

人間ドック 30,800円 800円

女性健診

特定健診 7,000円 なし

一般健診 8,000円 なし

(052)793-3300 生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 30,000円 なし

脳ドック 30,000円 なし

守山内科・守山健康管理
センター

名古屋市昭和区檀渓通5-

26
いつきクリニック石川橋

名古屋市熱田区白鳥3-6-

17

実施可能

全日本労働福祉協会東
海支部

実施可能

メドック健康クリニック

名古屋臨床検査センター

独立行政法人地域医療
機能推進機構中京病院

実施可能

実施可能

実施可能

名古屋市昭和区滝子通3-

2

名古屋市昭和区安田通4-

3

中京クリニカル

守山いつき病院

名古屋市守山区守山2-

18-22

名古屋市守山区新守山

901
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