
愛知県名古屋市以外

所在地 契約 個人

電話番号 料金 負担

豊明市沓掛町石畑180-1 特定健診 7,150円 150円

(0562)93-8225 一般健診 8,250円 250円

生活習慣病健診 22,000円 1,000円

人間ドック 30,800円 800円

女性健診

脳ドック 30,800円 800円

日進市折戸町西田面110 特定健診 7,000円 なし

(0561)73-3030 一般健診 8,000円 なし

生活習慣病健診 20,680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 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

尾張旭市大久手町中松原 特定健診 7,000円 なし

39 一般健診 8,000円 なし

(0561)53-9668 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 7,700円 700円

一般健診 14,300円 6,300円

(0568)58-1535 生活習慣病健診 28,600円 7,600円

人間ドック 34,100円 4,100円

女性健診

脳ドック 33,000円 3,000円

人間ドック＋脳ドック 60,500円 500円

津島市藤里町2-5  特定健診 7,150円 150円

(0567)26-7328 一般健診 9,350円 1,350円

生活習慣病健診 22,660円 1,660円

人間ドック 33,000円 3,000円

女性健診

特定健診 7,000円 なし

一般健診 8,000円 なし

(0586)47-7625 生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 29,160円 なし

一宮市大和町毛受字辻畑

47-1
いつきクリニック一宮

契約医療機関名 健診項目

実施可能

実施可能

中京サテライトクリニック

予防医学推進・研究セン
ター

あいち健康クリニック

実施可能

愛知郡東郷町大字春木字

白土1-1884

済衆館病院

北名古屋市鹿田西村前

111

あらかわ医院

実施可能

和合セントラルクリニック

実施可能

実施可能
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半田市本町7-20 特定健診 7,150円 150円

(0569)22-3231 一般健診 7,920円 なし

生活習慣病健診 20,350円 なし

人間ドック 30,250円 250円

女性健診

半田市神田町1-1 特定健診 7,150円 150円

(0569)27-7887 一般健診 8,900円 900円

生活習慣病健診(Aコース) 28,600円 7,600円

生活習慣病健診(Bコース) 24,200円 3,200円

人間ドック 36,300円 6,300円

女性健診

脳ドック 33,000円 3,000円

東海市中の池三丁目1-1 特定健診 7,150円 150円

(0562)33-9800 一般健診 11,330円 3,330円

生活習慣病健診 24,750円 3,750円

人間ドック 35,530円 5,530円

女性健診

脳ドック 22,000円 なし

豊田市竜神町新生151-2 特定健診 7,150円 150円

(0565)27-5550 一般健診 8,140円 140円

生活習慣病健診 21,340円 340円

人間ドック 33,000円 3,000円

女性健診

豊田市駒新町金山1-12 特定健診 7,150円 150円

(0565)57-3366 一般健診 9,130円 1,130円

生活習慣病健診 22,000円 1,000円

人間ドック 33,000円 3,000円

女性健診

豊田市平和町1-1 一般健診 12,100円 4,100円

(0565)24-7153 生活習慣病健診 23,100円 2,100円

人間ドック 36,300円 6,300円

トヨタ記念病院 女性健診

脳ドック 44,000円 14,000円

人間ドック＋脳ドック 74,800円 14,800円

刈谷市住吉町5-15 特定健診 7,150円 150円

(0566)21-2450 一般健診 9,900円 1,900円

生活習慣病健診 25,300円 4,300円

人間ドック 36,300円 6,300円

女性健診

Ａ38,500円 8,500円

Ｂ49,500円 19,500円

Ａ69,300円 9,300円

Ｂ80,300円 20,300円

安城市相生町14-14 特定健診 7,150円 150円

(0566)75-7515 一般健診 9,900円 1,900円

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

脳ドック 35,200円 5,200円

実施可能

実施可能

実施可能

脳ドック

人間ドック＋脳ドック

西知多総合病院

刈谷豊田総合病院

三河安城クリニック

知多クリニック

豊田健康管理クリニック

実施可能

中野胃腸病院

実施可能

実施可能

実施可能

半田市医師会健康管理セ
ンター

実施可能
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安城市篠目町1-11-16 特定健診 7,000円 なし

(0566)91-2065 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

岡崎市針先町字春咲 1-3 特定健診 7,150円 150円

(0120)489-545 一般健診 8,473円 473円

生活習慣病健診 21,000円 なし

人間ドック 32,220円 2,220円

女性健診

A 26,560円 なし

 B 33,160円 3,160円

蒲郡市海陽町2-2 特定健診 7,150円 150円

(0533)59-7171 一般健診 8,800円 800円

生活習慣病健診 20,900円 なし

人間ドック 33,000円 3,000円

女性健診

豊橋市吾妻町137 特定健診 7,150円 150円

(0532)61-3000 一般健診 7,700円 なし

生活習慣病健診 16,500円 なし

人間ドック 33,000円 3,000円

女性健診

脳ドック 33,000円 3,000円

長久手市下川原10-1 脳ドック 50,600円 20,600円

(0561)62-0505

オリエンタル蒲郡健診

センター

名古屋脳神経外科クリ
ニック

実施可能

実施可能

実施可能

脳ドック

光生会病院

岡崎市医師会はるさき健
診センター

アイエムクリニック・安城

実施可能
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