
【北海道・東北】 令和5年度　「ハピルス健診」対象機関リスト

　　（注） 2023年3月19日以前に4月以降の健診を予約済の方は、「ハピルス健診」の対象外で、従来通りの手続き（ベネフィット・ワンへの連絡不要、清算方法も変更なし）となります。

健診
機関
コード

健診機関名 住所１ 住所２ 住所３ 予約用電話番号

010002 医療法人　渓仁会　渓仁会円山クリニック 北海道 札幌市中央区 大通西26-3-16 011-611-7766

801020 公益財団法人　北海道労働保健管理協会　札幌総合健診センター 北海道 札幌市中央区 南2条西2-18-1 NBF札幌南二条ビル 011-222-0710

801021 札幌フィットネスセンター　札幌フジクリニック 北海道 札幌市中央区 北4条西5丁目 アスティ45 5F 011-261-6845

010041 社会医療法人　北海道恵愛会　札幌南一条病院 北海道 札幌市中央区 南1条西13丁目317番地1 011-271-6050

010267 医療法人菊郷会　愛育病院 北海道 札幌市中央区 南4条西25丁目2番1号 011-563-2212

801022 公益財団法人北海道結核予防会　札幌複十字総合健診センター 北海道 札幌市北区 北8条西3-28 札幌エルプラザ5階 011-700-1331

804009 医療法人社団進興会　せんだい総合健診クリニック 宮城県 仙台市青葉区 一番町1-9-1 仙台トラストタワー4F 022-221-0066

040006 医療法人財団 明理会 IMS Me-Lifeクリニック仙台（旧：イムス仙台クリニック） 宮城県 仙台市宮城野区 榴岡1丁目1-1　ＪＲ仙台イーストゲートビル４Ｆ 022-792-5000

060005 一般財団法人　日本健康管理協会　山形健康管理センター 山形県 山形市 桧町4-8-30 023-664-0351
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130003 一般財団法人健康医学協会附属　東都クリニック 東京都 千代田区 紀尾井町4-1 ホテルニューオータニガーデンタワー2F 03-3239-0302

813180 社会福祉法人三井記念病院　総合健診センター 東京都 千代田区 神田和泉町1番地 0120-331-210

813181 公益社団法人　東京都教職員互助会　三楽病院 東京都 千代田区 神田駿河台2-5 御茶ノ水ファーストビル7階 03-5282-8331

813182 医療法人社団　こころとからだの元氣プラザ 東京都 千代田区 神田神保町一丁目105番地　神保町三井ビルディング　2階 03-5210-6622

130009 医療法人社団茂恵会　半蔵門病院 東京都 千代田区 麹町1-10 03-3239-3355

130010 医療法人財団 小畑会　浜田病院　総合健診センター 東京都 千代田区 神田駿河台2-5 4階 03-5280-1080

813183 医療法人社団六医会　内幸町診療所 東京都 千代田区 内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー7F 03-3501-5567

130015 日本大学病院　健診センター 東京都 千代田区 神田駿河台1-6 03-3293-1701

130016 医療法人社団　丸の内クリニック 東京都 千代田区 丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング4F 03-5223-8822
130017 東京逓信病院 東京都 千代田区 富士見2-14-23 03-5214-7055
130020 公益財団法人　結核予防会　総合健診推進センター 東京都 千代田区 神田三崎町1-3-12 03-3292-9244
130022 女性のための統合ヘルスクリニック　イーク丸の内 東京都 千代田区 丸の内2-7-3 東京ビルディング3F 0120-190-828
130029 医療法人社団榊原厚生会　榊原サピアタワークリニック 東京都 千代田区 丸の内1-7-12 サピアタワー7F 03-5288-0610
130031 医療法人財団　健貢会　東京クリニック 東京都 千代田区 大手町2-2-1 新大手町ビル 03-3516-7187
130035 医療法人社団慶洋会　ケイアイ飯田橋クリニック 東京都 千代田区 飯田橋3-10-10 ガーデン・エア・タワー2F 03-3239-2777
813184 医療法人城見会　アムス丸の内パレスビルクリニック 東京都 千代田区 丸の内1-1-1 パレスビル4F 03-3211-1171
130703 女性のための統合ヘルスクリニック　イーク有楽町 東京都 千代田区 有楽町2-7-1 有楽町駅前ビルディング15F 0120-190-828
130745 鉄鋼ビル丸の内クリニック 東京都 千代田区 丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング地下1階 03-6212-3888
130746 あなたのための統合ヘルスクリニック　イーク紀尾井町 東京都 千代田区 紀尾井町1-3　東京ガーデンテラス紀尾井町３F 0120-190-828
130766 医療法人社団MYメディカル　MYメディカルクリニック大手町 東京都 千代田区 大手町2丁目3番1号 大手町プレイス地下2階 03-4565-0200
813185 聖路加国際病院附属クリニック　予防医療センター 東京都 中央区 明石町8-1 聖路加タワー3F・4F・5F 03-5550-2400
130041 公益財団法人　早期胃癌検診協会附属茅場町クリニック 東京都 中央区 日本橋茅場町2-6-12 03-3668-6806
813186 一般財団法人日本健康開発財団　東京・八重洲総合健診センター 東京都 中央区 八重洲1-5-20 東京建物八重洲さくら通りビル7F 03-3274-2861
130054 三井タワークリニック 東京都 中央区 日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー5F 03-3510-9945
130537 亀田京橋クリニック 東京都 中央区 京橋3-1-1 東京スクエアガーデン4F 03-3527-9202
813203 慈恵医大 晴海トリトンクリニック　晴海健診センター 東京都 中央区 晴海1-8-8 晴海アイランドトリトンオフィスタワー W3階 03-3531-3211
130714 医療法人社団善仁会　総合健診センターヘルチェック　日本橋センター 東京都 中央区 日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビル7F 0570-012-489
130720 医療法人厚生会　神田南口健診クリニック 東京都 中央区 日本橋室町4-1-6 クアトロ室町ビル7階 0120-260-709
813206 日本橋室町クリニック 東京都 中央区 日本橋本町1-5-6 第10中央ビル1F 03-5770-1250
130067 医療法人財団　順和会　山王メディカルセンター 東京都 港区 赤坂8-5-35 03-5114-6611
813187 医療法人社団潤康会　芝パーククリニック 東京都 港区 芝公園2-4-1 芝パークビルA館2F 03-3434-4485
130071 一般財団法人船員保険会　品川シーズンテラス健診クリニック 東京都 港区 港南1-2-70 03-3452-3382
813188 新赤坂クリニック 東京都 港区 六本木5-5-1 六本木ロアビル11F 03-5770-1250
130079 ライフプランニングセンター　日野原記念クリニック(旧聖路加サテライトクリニック) 東京都 港区 高輪4-10-8　京急第7ビル2階 03-6277-2970
130085 医療法人社団東京桜十字　泉ガーデン桜十字クリニック 東京都 港区 六本木1-6-3 泉ガーデンウィングB1F 03-6854-1515
130088 医療法人社団ミッドタウンクリニック　東京ミッドタウンクリニック 東京都 港区 赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー6F 03-5413-0081
813204 医療法人社団　同友会　品川クリニック 東京都 港区 港南2-16-3 品川グランドセントラルタワー1F 03-6718-2816
130090 医療法人社団天宣会　汐留健診クリニック 東京都 港区 浜松町1-17-10 0120-40-1086
130100 国際医療福祉大学　三田病院 東京都 港区 三田1-4-3 03-3451-8127
130104 一般財団法人　健康予防医学財団　みなと健診クリニック 東京都 港区 港南2-5-3 オリックス品川ビル2F 03-5781-5020
130482 医療法人社団慶朋会　三田国際ビルクリニック 東京都 港区 三田1-4-28 三田国際ビル3階 03-3454-8614
130485 北里大学北里研究所病院予防医学センター 東京都 港区 白金5-9-1 03-5791-6146
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130740 医療法人財団　順和会　赤坂山王メディカルセンター 東京都 港区 赤坂4-1-26 03-5114-6611
130066 国家公務員共済組合連合会　虎の門病院付属健康管理センター・画像診 東京都 港区 赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 5階 03-3560-7777
813189 医療法人社団成山会　楠樹記念クリニック 東京都 新宿区 西新宿2-6-1 新宿住友ビル3F 03-3344-6666
813190 公益財団法人　東京都予防医学協会 東京都 新宿区 市谷砂土原町1-2 保健会館 03-3269-2190
130114 一般財団法人　明治安田健康開発財団　新宿健診センター 東京都 新宿区 西新宿1-8-3 小田急明治安田生命ビル10F 03-3349-2731
130116 医療法人社団善仁会　総合健診センターヘルチェック　新宿西口センター 東京都 新宿区 西新宿3-2-4  JRE西新宿テラス 7F・8F 0570-012-489
813191 医療法人社団　菱秀会　金内メディカルクリニック 東京都 新宿区 西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア2F 03-3365-5521
130120 医療法人社団榊原厚生会　新宿三井ビルクリニック 東京都 新宿区 西新宿2-1-1 新宿三井ビル4F・5F 03-3344-3300
813192 医療法人社団翠会　慈友クリニック 東京都 新宿区 高田馬場4-3-11 0120-60-3195
130123 医療法人社団榊原厚生会　新宿NSビルクリニック 東京都 新宿区 西新宿2-4-1 新宿NSビル4F 03-3343-3511
130124 一般財団法人　日本健康管理協会　新宿健診プラザ 東京都 新宿区 歌舞伎町2-3-18 03-3207-2222
813193 独立行政法人　地域医療機能推進機構　東京新宿メディカルセンター 東京都 新宿区 津久戸町5-1 03-3269-8118
130140 医療法人社団善仁会　総合健診センターヘルチェック　レディース新宿 東京都 新宿区 西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル26F 0570-012-489
130447 高戸橋クリニック 東京都 新宿区 高田馬場2-5-24 メゾンドール1階 03-3200-1561
130597 社会福祉法人　聖母会　聖母病院 東京都 新宿区 中落合2-5-1 03-3951-1129
813202 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院 東京都 新宿区 戸山1-21-1 03-3202-8007
130694 新宿トミヒサクロスクリニック 東京都 新宿区 富久町17-2 富久クロス1F 03-3353-2111
130726 医療法人社団　東京桜十字　新宿桜十字クリニック 東京都 新宿区 西新宿7-10-1　O-GUARD SHINJUKU ５階 03-6854-1515
130145 東京大学医学部附属病院 東京都 文京区 本郷7-3-1 03-5800-9033
813194 医療法人社団　同友会　春日クリニック 東京都 文京区 小石川1-12-16 TGビル 03-3816-5840
130152 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合健診・予防医療セ東京都 台東区 東上野3-3-3 プラチナビル2階 03-3833-7351
130154 医療法人社団せいおう会　鶯谷健診センター 東京都 台東区 根岸2-19-19 03-3873-9161
130741 医療法人社団東京桜十字　上野御徒町桜十字クリニック 東京都 台東区 上野3-21-5 BINO御徒町5階 03-6854-1515
813195 医療法人社団三恵寿会　3Sメディカルクリニック 東京都 墨田区 江東橋2-19-7 富士ソフトビル15F 03-5624-5325
813205 医療法人社団　同友会　深川クリニック 東京都 江東区 三好2-15-10 03-6860-0017
130175 医療法人社団　優人会　東西線メディカルクリニック 東京都 江東区 門前仲町1-4-8 プラザ門前仲町9階 03-3643-0077
130184 一般財団法人　日本予防医学協会附属診療所　ウェルビーイング毛利 東京都 江東区 毛利1-19-10 江間忠錦糸町ビル5F 03-3635-5711
130186 医療法人社団ＴＩＫ　大手町さくらクリニックｉｎ豊洲 東京都 江東区 豊洲3-2-20 豊洲フロント2F 03-6219-5688
813196 公益財団法人　がん研有明病院健診センター 東京都 江東区 有明3-8-31 03-3570-0503
130698 昭和大学豊洲クリニック　予防医学センター 東京都 江東区 豊洲5-5-1 豊洲シエルタワー3階 03-3531-9701
130699 医療法人社団心和会　江東健診クリニック 東京都 江東区 亀戸6-41-10 江東メディカルタワー 0120-900-563
813197 ゲートシティ大崎メディカルクリニック 東京都 品川区 大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー4F 03-5437-5874
130192 社会医療法人社団東京巨樹の会　東京品川病院　総合健診センター 東京都 品川区 東大井6-3-22 03-3761-4260
130195 一般財団法人　全日本労働福祉協会　旗の台健診センター 東京都 品川区 旗の台6-16-11 03-3783-9411
813198 医療法人社団アルコ会　アルコクリニック 東京都 目黒区 下目黒1-8-1 アルコタワー12F 03-5434-8181
130197 国家公務員共済組合連合会　東京共済病院 東京都 目黒区 中目黒2-3-8 03-5794-7331
130206 社会医療法人財団仁医会　牧田総合病院人間ドック健診センター 東京都 大田区 西蒲田8-20-1 B棟2F 03-6428-7489
130210 日本赤十字社　大森赤十字病院 東京都 大田区 中央4-30-11 03-3775-3111
130212 医療法人社団松和会　池上総合病院　健診センター 東京都 大田区 池上6-1-19 池上総合病院B館8F 0120-70-6081
130213 東急株式会社　東急病院 東京都 大田区 北千束3-27-2 045-274-1009
130220 医療法人社団慶診会　Ｋクリニック山王 東京都 大田区 山王2-19-2 03-5718-0810
130224 公立学校共済組合　関東中央病院 東京都 世田谷区 上用賀6-25-1 03-3429-1171
130225 社会福祉法人　康和会　久我山病院 東京都 世田谷区 北烏山2-14-20 03-3309-8131
130721 とよしま内視鏡クリニック 東京都 世田谷区 成城6-17-5 03-5429-9555
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130231 一般財団法人平和協会　駒沢診療所　駒沢健康管理センター 東京都 世田谷区 上馬4-5-8 03-3424-8562
130242 医療法人社団鳳凰会　フェニックスメディカルクリニック 東京都 渋谷区 千駄ケ谷3-41-6 0120-063-063
130243 医療法人社団ひさわ会　久野マインズタワークリニック 東京都 渋谷区 代々木2-1-1 新宿マインズタワー2F 0120-71-5907
130245 日本赤十字社医療センター　健康管理センター 東京都 渋谷区 広尾4-1-22 03-3400-0372
130247 医療法人社団 鶴亀会 新宿つるかめクリニック 東京都 渋谷区 代々木2-11-15 新宿東京海上ビル 03-3299-8900
813200 PL東京健康管理センター 東京都 渋谷区 神山町17-8 03-3469-1163
130255 医療法人社団バリューメディカル　バリューHRビルクリニック 東京都 渋谷区 千駄ケ谷5-25-5 バリューHR代々木ビル内 0570-075-710
130445 恵比寿ブエナヴィスタクリニック 東京都 渋谷区 恵比寿4-5-3 1F・BF 03-5792-7511
130555 女性のための統合ヘルスクリニックイーク表参道 東京都 渋谷区 神宮前4-26-18 原宿ピアザビル4階 0120-190-828
130688 医療法人社団東京桜十字　恵比寿桜十字クリニック 東京都 渋谷区 東3-9-19 VORT恵比寿maxim B1F 03-6854-1515
130710 田坂記念クリニック 東京都 渋谷区 代々木1-35-4 代々木クリスタルビル8F 03-3374-0641
130259 東京警察病院 東京都 中野区 中野4-22-1 03-5343-5750
130256 佼成病院 健康管理室 東京都 杉並区 和田2-25-1 03-5340-5102
130261 医療法人財団　荻窪病院 東京都 杉並区 今川3-1-24 03-3399-1102
813201 社会医療法人河北医療財団　河北健診クリニック 東京都 杉並区 高円寺南4-27-12 三井住友高円寺ビル 5F 03-5377-2511
130263 医療法人財団　アドベンチスト会　東京衛生アドベンチスト病院 東京都 杉並区 天沼3-17-3 0570-02-8079
130268 一般財団法人 日本健診財団　診療所 杉並健診プラザ 東京都 杉並区 高井戸東2-3-14 03-4586-5555
130273 医療法人社団 明芳会 IMS Me-Lifeクリニック池袋（旧：池袋ロイヤルクリニック東京都 豊島区 東池袋1-21-11 オーク池袋ビル8F・9F・10F 03-3989-1112
130276 医療法人社団卓秀会　平塚胃腸クリニック 東京都 豊島区 西池袋3-28-1 藤久ビル西2号館5F 03-3984-4316
130279 医療法人社団卓秀会　池袋藤久ビルクリニック 東京都 豊島区 西池袋1-18-2 藤久ビル西1号館9F 03-5951-1201
130626 医療法人社団善仁会　総合健診センターヘルチェック　池袋センター 東京都 豊島区 東池袋1-25-8 タカセビルディング1-2F 0570-012-489
130291 赤羽東口病院 東京都 北区 赤羽1-38-5 03-3902-2622
130297 医療法人社団　健診会　東京メディカルクリニック 東京都 北区 滝野川6-14-9 0120-770-929
130341 日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院　健康医学センター 東京都 江戸川区 臨海町1-4-2 03-5605-8822
130345 一般財団法人　仁和会総合病院 東京都 八王子市 明神町4-8-1 042-644-3721
130350 東海大学医学部付属八王子病院健康管理センター 東京都 八王子市 石川町1838 042-639-1177
130357 医療法人財団　立川中央病院附属健康クリニック 東京都 立川市 柴崎町3-14-2 BOSEN　4F 0570-032-220
130360 医療法人社団　進興会　立川北口健診館 東京都 立川市 曙町2-37-7 コアシティ立川ビル6F・9F 042-521-1212
130365 医療法人社団　榊原厚生会　吉祥寺榊原クリニック 東京都 武蔵野市 吉祥寺南町1-8-6 カーサカルム吉祥寺2F 0422-48-6311
130366 医療法人社団陽和会　にしくぼ診療所 東京都 武蔵野市 緑町2-1-40 0422-50-2825
130367 医療法人社団　彩悠会　まつもとファミリークリニック 東京都 武蔵野市 境南町2-9-3 大矢ビル2F 0422-39-5315
130368 武蔵野赤十字病院 東京都 武蔵野市 境南町1-26-1 0422-30-5638
130500 松井健診クリニック　吉祥寺プレイス 東京都 武蔵野市 吉祥寺東町1-19-23 0120-037-388
130370 医療法人財団　慈生会　野村病院　予防医学センター 東京都 三鷹市 下連雀8-3-6 0422-47-8811
130599 杏林大学医学部付属病院 東京都 三鷹市 新川6-20-2 0422-44-0603
130376 医療法人社団恵仁会　府中恵仁会病院 トータルヘルスステーション 東京都 府中市 住吉町5-21-1 042-365-1238
130543 医療法人社団　健俊会　ジェイタワークリニック 東京都 府中市 日鋼町1-1 ヒューリック府中タワー 042-330-7318
130380 医療法人徳洲会　東京西徳洲会病院健康管理センター 東京都 昭島市 松原町3-1-1 042-500-6622
130381 調布東山病院　ドック健診センター 東京都 調布市 小島町2-32-17 042-481-5515
130551 医療法人社団三医会　鶴川記念病院 東京都 町田市 三輪町1059-1 044-987-9716
130396 医療法人社団鶴亀会　小金井つるかめクリニック 東京都 小金井市 本町6-14-28 アクウェルモール3F 042-386-3737
130397 公立昭和病院 東京都 小平市 花小金井8-1-1 042-466-1800
130402 公益財団法人結核予防会　新山手病院 東京都 東村山市 諏訪町3-6-1 042-391-6460
130411 公益財団法人結核予防会　複十字病院 東京都 清瀬市 松山3-1-24 042-491-4712
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130419 医療法人財団　医親会　多摩海上ビル診療所 東京都 多摩市 鶴牧2-1-1 多摩東京海上日動ビル中央館1F 042-356-2222
130423 稲城市立病院健診センター 東京都 稲城市 大丸1171 042-377-1421
130425 医療法人社団時正会　佐々総合病院 東京都 西東京市 田無町4-24-15 042-461-8383
130635 医療法人徳洲会 武蔵野徳洲会病院 東京都 西東京市 向台町3丁目5番48号 042-465-0769
140005 医療法人社団相和会　横浜総合健診センター 神奈川県 横浜市神奈川区 金港町3-1 コンカード横浜20F 045-461-1230
140032 医療法人社団善仁会　総合健診センターヘルチェック　横浜東口センター 神奈川県 横浜市神奈川区 金港町6-20 善仁会金港町ビル2F 0570-012-489
814056 横浜北幸クリニック 神奈川県 横浜市神奈川区 鶴屋町3-32-13 第二安田ビル9F 03-5770-1250
140008 横浜東口クリニック 神奈川県 横浜市西区 高島2-19-12 スカイビル17F 045-453-3366
814051 医療法人　城見会　アムスランドマーククリニック 神奈川県 横浜市西区 みなとみらい2-2-1-1 ランドマークタワー7F 045-222-5588
140033 医療法人社団善仁会　総合健診センターヘルチェック　レディース横浜 神奈川県 横浜市西区 北幸1-4-1 天理ビル23F 0570-012-489
140034 医療法人社団善仁会　総合健診センターヘルチェック　横浜西口センター 神奈川県 横浜市西区 北幸1-11-15 横浜STビル3F 0570-012-489
140038 医療法人社団善仁会　総合健診センターヘルチェック　ファーストプレイス横浜神奈川県 横浜市西区 高島2-7-1 ファーストプレイス横浜6F 0570-012-489
814052 医療法人社団相和会　みなとみらいメディカルスクエア 神奈川県 横浜市西区 みなとみらい3-6-3 MMパークビル2F 045-228-2000
140293 医療法人社団 善仁会 総合健診センターヘルチェック 横濱ゲートタワー 神奈川県 横浜市西区 高島1-2-5 横濱ゲートタワー 4F 0570-012-489
140070 財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 神奈川県 横浜市西区 みなとみらい3-7-3 045-221-8291
140003 横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県 横浜市中区 新山下3-12-1 045-628-6385
140026 医療法人回生会　ふれあい横浜ホスピタル健康管理センター 神奈川県 横浜市中区 万代町2-3-3 045-662-2489
140029 公益財団法人　神奈川県結核予防会　かながわクリニック 神奈川県 横浜市中区 元浜町4-32 県民共済馬車道ビル 045-201-8521
140272 医療法人社団　優和会　湘南健診クリニック　ココットさくら館 神奈川県 横浜市中区 桜木町1丁目1-7 045-640-5510
140282 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷横浜病院 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 岩井町215 045-715-3158
140022 国家公務員共済組合　横浜南共済病院　健康管理センター 神奈川県 横浜市金沢区 六浦東1-21-1 045-782-8967
140211 横浜労災病院 神奈川県 横浜市港北区 小机町3211 045-474-8533
140048 医療法人　横浜博萌会　西横浜国際総合病院 神奈川県 横浜市戸塚区 汲沢町56 045-861-8430
140017 一般社団法人日本厚生団　長津田厚生総合病院健診センター 神奈川県 横浜市緑区 長津田4-23-1 045-981-1205
140036 医療法人社団　三喜会　横浜新緑総合病院 神奈川県 横浜市緑区 十日市場町1726-7 045-984-3003
140050 国家公務員共済組合連合会　横浜栄共済病院 神奈川県 横浜市栄区 桂町132 045-895-8370
140006 医療法人社団緑成会　横浜総合病院付属　あざみ野健診クリニック 神奈川県 横浜市青葉区 あざみ野2-2-9 あざみ野第3ビル4F 045-522-6300
140057 医療法人社団明芳会　江田記念病院 神奈川県 横浜市青葉区 あざみ野南1-1 045-912-1611
140035 昭和大学横浜市北部病院 神奈川県 横浜市都筑区 茅ケ崎中央35-1 045-949-7165
140284 医療法人社団善仁会　総合健診センターヘルチェック　川崎センター 神奈川県 川崎市川崎区 日進町1-11　川崎ルフロン8Ｆ 0570-012-489
814053 社会医療法人財団石心会　アルファメディック・クリニック 神奈川県 川崎市幸区 堀川町580-16 川崎テックセンター8F 044-511-6116
140091 社会医療法人財団石心会　川崎幸クリニック 神奈川県 川崎市幸区 南幸町1-27-1 044-541-5210
814054 独立行政法人　労働者健康安全機構　関東労災病院 神奈川県 川崎市中原区 木月住吉町1番1号 044-434-6333
140295 学校法人聖マリアンナ医科大学東横病院 神奈川県 川崎市中原区 小杉町三丁目435番地 044-722-2243
140085 医療法人　彩新会　KSP溝の口健康管理センター 神奈川県 川崎市高津区 坂戸3-2-1 KSP西5F 03-3713-5800
140180 医療法人社団　三成会　新百合ヶ丘総合病院 神奈川県 川崎市麻生区 古沢都古255 044-322-0633
140139 JA健康管理センターさがみはら 神奈川県 相模原市緑区 橋本6-1-14 ザ・ハシモトタワー4階 046-229-3731
814055 一般財団法人　ヘルス・サイエンス・センター 神奈川県 相模原市南区 相模大野3-3-2-401 ボーノ相模大野サウスモール4F 042-740-6200
140110 社会医療法人財団互恵会　大船中央病院健康管理センター 神奈川県 鎌倉市 大船6-2-24 0467-47-7761
140112 医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院予防医学センター 神奈川県 鎌倉市 岡本1370-1 0467-44-1454
140116 医療法人社団　藤順会　藤沢順天医院　藤沢総合健診センター 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1-17-11 0466-23-3211
140120 一般財団法人同友会　ライフメディカル健診プラザ 神奈川県 藤沢市 下土棚467-10 0570-099-200
140133 医療法人社団康心会　湘南健康管理センター 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎2-2-3 0467-86-6570
140225 秦野赤十字病院 神奈川県 秦野市 立野台1-1 0463-81-0855
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140150 公益財団法人健康予防医学財団　ヘルスケアクリニック厚木 神奈川県 厚木市 旭町1-25-1　本厚木ミハラス　3階 046-227-1131
140163 東海大学医学部付属病院健診センター 神奈川県 伊勢原市 下糟屋143 0463-93-1121
110005 医療法人　大宮シティクリニック 埼玉県 さいたま市大宮区 桜木町1-7-5 大宮ソニックシティビル30F 0570-03-9489
110246 医療法人社団 善仁会 総合健診センターヘルチェック 大宮センター 埼玉県 さいたま市大宮区 大門町2-118 3F 0570-012-489
110004 さいたま赤十字病院 埼玉県 さいたま市中央区 新都心1-5 048-852-1110
110243 医療法人社団 彩の風 さいたま中央クリニック 埼玉県 さいたま市中央区 上落合8-3-32 島忠ホームズさいたま中央店2階 048-858-0003
110164 医療法人　智健会　イーストメディカルクリニック 埼玉県 さいたま市浦和区 東高砂町3-2 ハイフィールドビル4階・5階 048-799-2211
110027 医療法人豊仁会　三井病院 埼玉県 川越市 連雀町19-3 049-222-7217
110040 埼玉県済生会　川口総合病院健診センター 埼玉県 川口市 西川口5-11-5 0570-08-2211
110042 川口市立医療センター　総合健診センター 埼玉県 川口市 大字西新井宿180 048-280-1539
110045 川口パークタワークリニック 埼玉県 川口市 幸町1-7-1 川口パークタワー2F 048-299-4106
110061 医療法人社団一元会　佐々木記念病院 埼玉県 所沢市 西所沢1-7-25 04-2923-1673
110169 医療法人社団和風会　所沢中央病院健診クリニック 埼玉県 所沢市 久米551-3 東亜東口ビルディング 3F 04-2997-5500
110079 社会医療法人財団石心会　さやま総合クリニック 埼玉県 狭山市 入間川4-15-25 04-2900-2223
110087 医療法人社団　愛友会　上尾中央総合病院 埼玉県 上尾市 柏座1-10-10 048-773-1114
110093 医療法人社団協友会 越谷誠和病院 埼玉県 越谷市 谷中町4-25-5 048-966-5006
110196 獨協医科大学埼玉医療センター附属越谷クリニック 埼玉県 越谷市 弥生町17-1 越谷ツインシティAシティ4F 048-965-1117
110096 医療法人社団　東光会　戸田中央総合健康管理センター 埼玉県 戸田市 上戸田2-32-20 0120-388-811
110126 学校法人北里研究所　北里大学メディカルセンター 埼玉県 北本市 荒井6-100 048-593-1227
120006 医療法人財団 明理会　IMS　Me-Lifeクリニック　千葉 （旧：千葉ロイヤルクリ 千葉県 千葉市中央区 新町1000 センシティータワー8F 043-204-5511
120003 医療法人社団有相会　最成病院ヘルスケアセンター 千葉県 千葉市花見川区 柏井町800-1 043-257-8111
120001 医療法人社団　創進会　みつわ台総合病院健康管理センター 千葉県 千葉市若葉区 若松町531-486 043-254-3201
120009 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院附属幕張クリニック 千葉県 千葉市美浜区 中瀬1-3 CD-2 幕張テクノガーデン2F 043-296-2321
120031 国際医療福祉大学市川病院 千葉県 市川市 国府台6-1-14 047-375-1119
120035 医療法人社団　誠馨会　セコメディック病院 千葉県 船橋市 豊富町696-1 047-457-9923
120037 独立行政法人　地域医療機能推進機構　船橋中央病院 千葉県 船橋市 海神6-13-10 047-433-5885
120038 医療法人　徳洲会　千葉徳洲会病院 千葉県 船橋市 高根台2-11-1 047-774-0385
120040 医療法人社団　千葉秀心会　東船橋病院　健康管理センター 千葉県 船橋市 高根台4-29-1 047-468-0118
812028 医療法人成春会　花輪クリニック 千葉県 船橋市 本町1-3-1 船橋フェイスビル8F 047-422-2202
120044 医療法人　弘仁会　板倉病院 千葉県 船橋市 本町2-10-1 047-431-2851
120059 医療法人社団　誠馨会　新東京クリニック 千葉県 松戸市 根本473-1 047-367-6670
120085 社会福祉法人聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 千葉県 佐倉市 江原台2-36-2 043-486-0006
120086 公益財団法人　日産厚生会　佐倉厚生園病院 千葉県 佐倉市 鏑木町320 043-484-2164
120088 医療法人静和会　浅井病院 千葉県 東金市 家徳38-1 0475-58-1407
120089 総合病院　国保旭中央病院　予防医学研究センター 千葉県 旭市 イの1326 0479-62-3822
120092 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 千葉県 習志野市 谷津1-9-17 047-476-5134
120094 社会福祉法人　恩賜財団済生会　千葉県済生会習志野病院 千葉県 習志野市 泉町1-1-1 047-411-7316
120097 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院 千葉県 柏市 篠籠田617 04-7144-8868
120098 社会医療法人社団蛍水会　名戸ヶ谷病院 千葉県 柏市 新柏2-1-1 04-7166-6122
120100 医療法人社団天宣会　柏健診クリニック 千葉県 柏市 柏4-5-22 0120-15-4119
120113 医療法人社団恵仁会　セントマーガレット病院 千葉県 八千代市 上高野450 047-485-1986
120119 医療法人社団創造会　平和台病院 千葉県 我孫子市 布佐834-28 04-7189-1119
120121 東葛辻仲病院 千葉県 我孫子市 根戸946-1 04-7184-9811
120124 医療法人鉄蕉会　亀田クリニック健康管理センター 千葉県 鴨川市 東町1344 04-7099-1115

2023年3月現在



【関東】 令和5年度　「ハピルス健診」対象機関リスト

　　（注） 2023年3月19日以前に4月以降の健診を予約済の方は、「ハピルス健診」の対象外で、従来通りの手続き（ベネフィット・ワンへの連絡不要、清算方法も変更なし）となります。

健診
機関
コード

健診機関名 住所１ 住所２ 住所３ 予約用電話番号

120131 医療法人社団　新虎の門会　新浦安虎の門クリニック 千葉県 浦安市 日の出2-1-5 047-381-2088
120138 医療法人社団ちくま会　メディカルガーデン新浦安総合健診センター 千葉県 浦安市 日の出1-1-25 047-709-3800
120166 東京ベイ　浦安市川医療センター 千葉県 浦安市 当代島3-4-32 047-351-3101
120209 医療法人　平成博愛会　印西総合病院 千葉県 印西市 牧の台1-1-1 0476-33-3533
080026 JA茨城県厚生連　総合病院　土浦協同病院 茨城県 土浦市 おおつ野四丁目1-1 029-846-3731
080039 城西総合健診センター 茨城県 結城市 結城10745-24 0296-33-0115
080046 JAとりで総合医療センター 茨城県 取手市 本郷2-1-1 0297-74-0622
080054 公益財団法人筑波メディカルセンター　つくば総合健診センター 茨城県 つくば市 天久保1-2 029-856-3500
080057 一般財団法人筑波麓仁会　筑波学園病院健診センター 茨城県 つくば市 上横場2573-1 029-836-1983
080067 医療法人　慶友会　守谷慶友病院 茨城県 守谷市 立沢980-1 0297-46-0877
080068 社会医療法人社団　光仁会　総合守谷第一病院 茨城県 守谷市 松前台1-17 0297-45-9912
090065 一般財団法人 日本健康管理協会 とちぎ健診プラザ 栃木県 小山市 駅南町6-14-18 0285-28-3111
090038 学校法人　国際医療福祉大学　国際医療福祉大学病院予防医学センター栃木県 那須塩原市 井口537-3 0287-38-2751
100032 一般財団法人日本健康管理協会　伊勢崎健診プラザ 群馬県 伊勢崎市 中町655-1 0270-26-7700

2023年3月現在



【東海・中部・北陸】

　　（注） 2023年3月19日以前に4月以降の健診を予約済の方は、「ハピルス健診」の対象外で、従来通りの手続き（ベネフィット・ワンへの連絡不要、清算方法も変更なし）となります。

健診
機関
コード

健診機関名 住所１ 住所２ 住所３ 予約用電話番号

823022 医療法人　オリエンタルクリニック 愛知県 名古屋市千種区 今池1-8-5 052-741-5181

230082 社会医療法人愛生会　総合上飯田第一病院 愛知県 名古屋市北区 上飯田北町2-70 052-908-2278

230077 医療法人　慶和会　ひまわりクリニック 愛知県 名古屋市西区 則武新町3-8-20 052-571-0801

230127 社会医療法人大雄会　大雄会ルーセントクリニック 愛知県 名古屋市西区 牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー3F 052-569-6030

230094 一般財団法人　全日本労働福祉協会　東海診療所 愛知県 名古屋市中村区 名駅南1-24-20 名古屋三井ビルディング新館3F 052-582-0751

823020 一般財団法人　毎日ドクター 愛知県 名古屋市中村区 名駅1-1-3 JRゲートタワー26階 052-581-0752

230104 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 愛知県 名古屋市中村区 道下町3-35 052-471-3855

230116 医療法人松柏会　大名古屋ビルセントラルクリニック 愛知県 名古屋市中村区 名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング9F 052-821-0090

230121 名古屋セントラル病院 愛知県 名古屋市中村区 太閤3-7-7 052-452-1615

230133 医療法人尚仁会　名古屋ステーションクリニック 愛知県 名古屋市中村区 名駅4-6-17 名古屋ビルディング8階・9階 052-551-6663

230201 医療法人社団進興会 ミッドタウンクリニック名駅 愛知県 名古屋市中村区 名駅1-1-1 JPタワー名古屋5階 052-551-1169

230083 中日病院健診センター 愛知県 名古屋市中区 丸の内3-12-3 052-961-2496

823019 医療法人輝山会　名古屋東栄クリニック 愛知県 名古屋市中区 栄2-11-25 ヴィラ・ド・サンテ 052-201-1111

230092 医療法人財団　医親会　マリンクリニック 愛知県 名古屋市中区 丸の内3-20-17 KDX桜通ビル4F 052-954-8001

230118 医療法人鹿志会　エルズメディケア名古屋 愛知県 名古屋市中区 栄2-1-1 日土地名古屋ビル3F 052-737-6500

230141 医療法人　士正会　健診センター　栄エンゼルクリニック 愛知県 名古屋市中区 栄5丁目4番12号 052-238-0323

823021 日本予防医学協会　ウェルビーイング栄 愛知県 名古屋市中区 新栄町1-3 日丸名古屋ビル地下1階 052-950-3707

230087 国家公務員共済組合連合会　名城病院 愛知県 名古屋市中区 三の丸1-3-1 052-201-5311

823018 医療法人　メドック健康クリニック 愛知県 名古屋市昭和区 安田通4-3 052-752-1125

230105 独立行政法人　労働者健康安全機構　中部労災病院 愛知県 名古屋市港区 港明1-10-6 052-652-5511

230013 大雄会第一病院健診センター 愛知県 一宮市 羽衣1-6-12 0586-26-2008

230134 一宮西病院　健診センター 愛知県 一宮市 開明字平1番地 0586-48-0088

230050 総合犬山中央病院　健康管理センター 愛知県 犬山市 大字五郎丸字二タ子塚6 0568-62-8246

160002 富山赤十字病院 富山県 富山市 牛島本町2-1-58 076-433-2668

819005 医療法人　石和温泉病院　クアハウス石和 山梨県 笛吹市 石和町八田330-5 055-263-7071

200009 医療法人　樹会　小林医院　MRI人間ドック 長野県 長野市 中御所4-7-23 026-228-3030

220002 静岡済生会総合病院 静岡県 静岡市駿河区 小鹿1-1-1 054-280-5031

220008 公益財団法人　ＳＢＳ静岡健康増進センター 静岡県 静岡市駿河区 登呂3-1-1 054-282-1109

220016 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷健康サポートセンターＳｈｉｚｕｏｋａ 静岡県 静岡市駿河区 曲金6-8-5-2 0120-283-170

220020 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷健康診断センター 静岡県 浜松市中区 住吉2-35-8 0120-938-375

220021 社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷予防検診センター 静岡県 浜松市北区 三方原町3453-1 0120-938-375

220033 一般財団法人芙蓉協会　聖隷沼津第一クリニック聖隷沼津健康診断センター 静岡県 沼津市 本字下一丁田895-1 055-962-9882

220037 国際医療福祉大学　熱海病院 静岡県 熱海市 東海岸町13-1 0557-81-9176

220119 三島中央病院　健診センター 静岡県 三島市 緑町1-3 055-971-4155

240013 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 三重県 四日市市 羽津山町10-8 059-331-1211

2023年3月現在



【関西】 令和5年度　「ハピルス健診」対象機関リスト

　　（注） 2023年3月19日以前に4月以降の健診を予約済の方は、「ハピルス健診」の対象外で、従来通りの手続き（ベネフィット・ワンへの連絡不要、清算方法も変更なし）となります。

健診
機関
コード

健診機関名 住所１ 住所２ 住所３ 予約用電話番号

250022 市立野洲病院 滋賀県 野洲市 小篠原1094 077-587-4443

260017 医療法人大和英寿会　大和健診センター 京都府 京都市中京区 烏丸通り御池下ル虎屋町577-2 太陽生命御池ビル6F・8F・9F 075-256-4141

260022 医療法人知音会　御池クリニック 京都府 京都市中京区 西ノ京下合町11 島津プラザ 0120-777-465

260027 一般財団法人京都工場保健会　総合健診センター 京都府 京都市中京区 西ノ京北壺井町67 0120-823-053

260069 医療法人　知音会　四条烏丸クリニック 京都府 京都市中京区 烏丸通錦小路上ル手洗水町652 烏丸ハイメディックコート7F 0120-012-770

260117 医療法人 知音会 御池クリニックレディースプラザ 京都府 京都市中京区 西ノ京下合町19 0120-888-075

260001 医療法人財団　康生会　武田病院健診センター 京都府 京都市下京区 塩小路通西洞院東入東塩小路町608 日本生命京都三哲ビル3F 075-746-5100

260005 医療法人医仁会　武田総合病院　健康管理センター 京都府 京都市伏見区 石田森南町28-1 075-746-5100

260119 一般財団法人京都工場保健会山科健診クリニック 京都府 京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町92番地　ラクトC301 0120-823-066

260007 社会福祉法人　京都社会事業財団　京都桂病院 京都府 京都市西京区 山田平尾町17 075-392-3501

260012 三菱京都病院 京都府 京都市西京区 桂御所町1 075-381-2111

260054 宇治武田病院 京都府 宇治市 宇治里尻36-26 075-746-5100

260063 医療法人社団石鎚会　京都田辺中央病院　健康管理センター 京都府 京田辺市 田辺中央6-1-6 0774-63-1116

827049 中之島クリニック 大阪府 大阪市福島区 福島2-1-2 0120-489-401

270056 公益財団法人　日本生命済生会　日本生命病院　ニッセイ予防医学センター 大阪府 大阪市西区 江之子島2-1-54 06-6443-3437

827041 社会医療法人きつこう会　多根クリニック 大阪府 大阪市港区 弁天1丁目2番 Ⅱ-600 06-6577-1881

270008 医療法人　聖授会総合健診センター 大阪府 大阪市天王寺区 東高津町7-11 大阪府教育会館 5F 06-6761-2200

827045 大阪警察病院附属人間ドッククリニック 大阪府 大阪市天王寺区 石ヶ辻町15-15 上六メディカルビル 06-6775-3131

270024 淀川キリスト教病院（健康管理増進センター） 大阪府 大阪市東淀川区 柴島1-7-50 06-6324-6530

827043 株式会社互恵会　大阪回生病院 大阪府 大阪市淀川区 宮原1-6-10 06-6393-8069

827044 住友生命総合健診システム 大阪府 大阪市淀川区 西中島5-5-15 06-6379-3334

827042 一般財団法人　住友病院 大阪府 大阪市北区 中之島5-3-20 0570-013-335

270022 一般財団法人日本予防医学協会附属診療所　ウェルビーイング南森町 大阪府 大阪市北区 西天満5-2-18 三共ビル東館 06-6362-9063

827048 帝国ホテルクリニック 大阪府 大阪市北区 天満橋1-8-50 帝国ホテル大阪3F 06-6881-4000

827051 一般財団法人　関西労働保健協会　アクティ健診センター 大阪府 大阪市北区 梅田3-1-1 サウスゲートビル17階 06-6345-2210

270217 ラッフルズメディカル大阪クリニック 大阪府 大阪市北区 梅田2-5-25 ハービスPLAZA4F 06-4256-6170

270299 兵庫医科大学 梅田健康医学クリニック 大阪府 大阪市北区 梅田1-13-1　大阪梅田ツインタワーズ・サウス13F 0120-682-701

270020 社会医療法人寿楽会　大野クリニック 大阪府 大阪市中央区 難波2-2-3 御堂筋グランドビル7F 06-6213-7230

827046 医療法人城見会　アムスニューオータニクリニック 大阪府 大阪市中央区 城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪4F 06-6949-0305

827047 一般財団法人大阪府結核予防会　大阪総合健診センター 大阪府 大阪市中央区 道修町4-6-5 06-6202-6667

270074 社会医療法人生長会　ベルクリニック 大阪府 堺市堺区 戎島町4-45-1 ホテル・アゴーラ リージェンシー大阪堺11F 072-224-1717

827050 医療法人一翠会　一翠会千里中央健診センター 大阪府 豊中市 新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル3階 06-6872-5516

827052 一般財団法人　関西労働保健協会　千里LC健診センター 大阪府 豊中市 新千里東町1-4-2 千里LCビル4F 06-6873-2210

270286 吹田徳洲会病院　健診センター 大阪府 吹田市 千里丘西　21-1 06-6878-1110

270105 社会医療法人　愛仁会　愛仁会総合健康センター 大阪府 高槻市 幸町4-3 0120-109-941

270109 大阪医科薬科大学　健康科学クリニック 大阪府 高槻市 芥川町1-1-1 JR高槻駅NKビル 072-684-6277

270197 第一東和会病院 健診センター 大阪府 高槻市 宮野町2番17号 072-671-1035

270132 社会医療法人生長会　府中クリニック 大阪府 和泉市 肥子町2-2-1 0725-40-2154

2023年3月現在



【関西】 令和5年度　「ハピルス健診」対象機関リスト

　　（注） 2023年3月19日以前に4月以降の健診を予約済の方は、「ハピルス健診」の対象外で、従来通りの手続き（ベネフィット・ワンへの連絡不要、清算方法も変更なし）となります。

健診
機関
コード

健診機関名 住所１ 住所２ 住所３ 予約用電話番号

280116 こやまクリニック 兵庫県 神戸市北区 山田町下谷上字梅木谷42-4 078-581-2347

280009 新神戸ドック健診クリニック 兵庫県 神戸市中央区 熊内町7-6-1 ジークレフ新神戸タワー2F 078-261-6736

280019 一般財団法人京都工場保健会　神戸健診クリニック 兵庫県 神戸市中央区 元町通2-8-14 オルタンシアビル3F 0120-292-430

280020 医療法人　康雄会　ホテルオークラ神戸クリニック 兵庫県 神戸市中央区 波止場町2-1 ホテルオークラ神戸内7F 078-335-2410

280003 医療法人社団菫会　伊川谷病院 兵庫県 神戸市西区 池上2-4-2 078-974-1990

280048 一般社団法人　姫路市医師会 兵庫県 姫路市 西今宿3-7-21 079-295-3322

280163 独立行政法人　労働者健康安全機構　関西労災病院 兵庫県 尼崎市 稲葉荘3丁目1-69 06-6416-1221

280205 社会医療法人　中央会　尼崎中央病院　健診センター 兵庫県 尼崎市 潮江1丁目12番１号 06-6499-3087

828010 医療法人社団清和会　笹生病院健診センター 兵庫県 西宮市 弓場町5-37 0798-34-0807

280127 医療法人　明和病院 兵庫県 西宮市 上鳴尾町4-31 0798-47-1767

280201 芦屋駅前健診フロア 兵庫県 芦屋市 大原町5-20 0797-62-8830

280183 医療法人社団天馬会　半田中央病院 兵庫県 相生市 旭3-2-18 0791-22-0656

2023年3月現在



【中国・四国・九州】 令和5年度　「ハピルス健診」対象機関リスト

　　（注） 2023年3月19日以前に4月以降の健診を予約済の方は、「ハピルス健診」の対象外で、従来通りの手続き（ベネフィット・ワンへの連絡不要、清算方法も変更なし）となります。

健診
機関
コード

健診機関名 住所１ 住所２ 住所３ 予約用電話番号

310004 鳥取生協病院 鳥取県 鳥取市 末広温泉町458 0857-25-0626

330017 岡山市立市民病院 岡山県 岡山市北区 北長瀬表町三丁目20番1号 086-737-3000

330030 倉敷中央病院付属予防医療プラザ 岡山県 倉敷市 鶴形1-11-11 086-422-6800

834020 医療法人社団朋仁会　広島中央健診所 広島県 広島市中区 八丁堀10-10 082-228-1177

834021 広島生活習慣病･がん健診センター幟町 広島県 広島市中区 幟町13-4 広島マツダビル4・5F 082-224-6661

834022 中国電力株式会社　中電病院　PET・検診センター 広島県 広島市中区 大手町3-4-27 0120-101-773

340010 医療法人　厚生堂　長崎病院ヘルスケアセンター 広島県 広島市西区 横川新町3-11 082-208-5791

340117 総合病院　三原赤十字病院 広島県 三原市 東町2-7-1 0848-67-9800

350012 医療法人社団宇部興産中央病院 山口県 宇部市 西岐波750 0836-51-9222

370040 香川県済生会病院 香川県 高松市 多肥上町1331-1 087-868-1551

370007 KKR高松病院 香川県 高松市 天神前4-18 087-861-3261

380020 社会福祉法人　恩賜財団  済生会今治病院 愛媛県 今治市 喜田村7-1-6 0898-47-6034

400044 社会医療法人財団  池友会　福岡和白総合健診クリニック 福岡県 福岡市東区 和白丘2-11-17 092-608-0138

400028 医療法人　原三信病院 福岡県 福岡市博多区 大博町1-8 092-291-3132

400037 一般財団法人日本予防医学協会附属診療所　ウェルビーイング博多 福岡県 福岡市博多区 博多駅前3-19-5 博多石川ビル2F 092-472-0222

840028 医療法人親愛　ステーションクリニック 福岡県 福岡市博多区 博多駅中央街1-1 デイトスアネックス3F 092-441-5446

840024 医療法人親愛　天神クリニック 福岡県 福岡市中央区 天神2-12-1 天神ビル3F 092-721-3583

840025 医療法人財団　博愛会　人間ドックセンターウェルネス天神 福岡県 福岡市中央区 天神1-14-4 天神平和ビル4F 0120-489-379

840027 医療法人　福岡桜十字　桜十字福岡病院 福岡県 福岡市中央区 渡辺通3-5-11 092-791-1120

840026 医療法人財団　博愛会　人間ドックセンターウィメンズウェルネス天神デュアル 福岡県 福岡市中央区 天神1-14-4 天神平和ビル7F 0120-489-379

400061 福岡山王病院　予防医学センター 福岡県 福岡市早良区 百道浜3-6-45 092-832-1159

420034 社会医療法人　三佼会　宮崎診療所　宮崎総合健診センター 長崎県 諫早市 久山台9-10 0957-25-6000

430009 日本赤十字社　熊本健康管理センター 熊本県 熊本市東区 長嶺南2-1-1 096-387-6651

440010 大分県厚生農業協同組合連合会　大分県厚生連健康管理センター 大分県 別府市 鶴見4333 0977-23-7112

460012 鹿児島厚生連病院健康管理センター 鹿児島県 鹿児島市 与次郎1-13-1 099-256-1133

470005 地方独立行政法人　那覇市立病院 沖縄県 那覇市 古島2丁目31番地1 0120-784-155

2023年3月現在
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