
岐阜県

契約 個人

料金 負担

岐阜市橋本町3-23 特定健診 7,150円 150円

(058)251-8001 一般健診 8,550円 550円

生活習慣病健診 23,730円 2,730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

人間ドック＋脳ドック 58,300円 なし

岐阜市薮田南1-4-20 一般健診 9,900円 1,900円

(058)276-3131 生活習慣病健診 23,100円 2,100円

人間ドック 30,800円 800円

女性健診

脳ドック 29,700円 なし

人間ドック＋脳ドック 59,400円 なし

三重県

契約 個人

料金 負担

四日市市羽津山町10-8 特定健診 8,963円 1,963円

(059)331-1211 一般健診 10,010円 2,010円

生活習慣病健診 19,525円 なし

人間ドック 36,300円 6,300円

女性健診

脳ドック 40,700円 10,700円

人間ドック＋脳ドック 75,350円 15,350円

四日市市日永西3丁目5番37 特定健診 7,150円 150円

(059)271-8545 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

津市あのつ台4-1-3 特定健診 7,150円 150円

(059)269-5678 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

脳ドック 37,950円 7,950円

人間ドック＋脳ドック 64,105円 4,105円

契約医療機関名 所在地/電話 健診項目

実施可能

操健康クリニック

独立行政法人地域医療
機能推進機構四日市羽
津医療センター

KKC健康スクエアウエル
ネス津健診クリニック

実施可能

朝日大学病院

実施可能

契約医療機関名 所在地/電話 健診項目

実施可能

実施可能

KKCウエルネス四日市健
診クリニック
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静岡県

契約 個人

料金 負担

静岡市葵区呉服町1-20 一般健診 9,625円 1,625円

(054)245-2977 生活習慣病健診 18,700円 なし

人間ドック 39,600円 9,600円

女性健診

脳ドック 22,000円 なし

浜松市中区中央1-1-1 一般健診 10,813円 2,813円

(053)401-0088 生活習慣病健診 24,618円 3,618円

人間ドック 39,710円 9,710円

女性健診

浜松市中区住吉2-35-8  特定健診 8,338円 1,338円

(0120)938-375 一般健診 13,585円 5,585円

生活習慣病健診 27,005円 6,005円

人間ドック 45,100円 15,100円

女性健診

脳ドック 27,500円 なし

浜松市中区中央1-15-5  特定健診 3,960円 なし

(053)450-0560 一般健診 7,810円 なし

生活習慣病健診 18,810円 なし

人間ドック 25,410円 なし

三島市緑町1-3 特定健診 6,000円 なし

(055)971-4133 一般健診 9,000円 1,000円

生活習慣病健診 22,000円 1,000円

人間ドック 32,000円 2,000円

女性健診

脳ドック 26,000円 なし

石川県

契約 個人

料金 負担

金沢市沖町8-15 特定健診 7,150円 150円

(076)251-1113 一般健診 6,050円 なし

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

脳ドック 40,700円 10,700円

人間ドック＋脳ドック 67,100円 7,100円

静岡市静岡医師会健診セ
ンター

実施可能

所在地/電話 健診項目契約医療機関名

契約医療機関名 健診項目

聖隷健康診断センター

実施可能

遠州病院

実施可能

実施可能

独立行政法人地域医療
機能推進機構金沢病院

松永内科クリニック

所在地/電話

実施可能

三島中央病院
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