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※赤字＝新規契約

施設名称

所在地

電話番号

神奈川県予防医学協会

中区日本大通58

045-641-8502

かながわクリニック

中区元浜町4-32

045-201-8521

ココットさくら館

中区桜木町1-1-7

0120-954-223

松島クリニック

西区伊勢町3-138

045-241-7311

コンフォート横浜健診センター

西区平沼2-8-25

045-313-8080

みなとみらいメディカルスクエア

西区みなとみらい3-6-3

045-228-2000

横浜東口クリニック

西区高島2-19-12 スカイビル17階

045-453-3366

京浜健診クリニック

金沢区柳町3-9

045-782-3222

金沢さくら医院(旧：金沢健診クリニック)

金沢区谷津町35VICSビル3・4階

045-786-0915

横浜総合健診センター

神奈川区金港町3-1 コンカード横浜20階

045-461-1230

横浜北幸クリニック

ヒューリックみなとみらい13階

横浜市 神奈川区鶴屋町3-32-13 第２安田ビル9階

03-5770-1250

戸塚共立メディカルサテライト

戸塚区戸塚町3970-5

0120-733-153

平成横浜病院

戸塚区戸塚町550

045-860-1777

総合健診センター

横浜鶴ヶ峰病院 総合健診センター

旭区川島町1764

横浜鶴ヶ峰病院付属予防医療クリニック

旭区鶴ヶ峰2-82-1 ココロット鶴ヶ峰5階

長津田厚生総合病院健診センター

緑区長津田4-23-1

045-981-1205

横浜リーフみなとみらい健診クリニック

（旧：船員保険健康管理センター）

西区みなとみらい4-6-5
リーフみなとみらい11・12F

045-651-1572

上大岡総合健診センター

港南区上大岡西1-13-18

045-845-5543

清水橋クリニック

港南区日野中央1-19-4

045-847-5533

新横浜メディカルサテライト

港北区新横浜2-5-11

045-471-3855

アルファメディック・クリニック

幸区堀川町580-16 川崎テックセンター8Ｆ

044-511-6116

京浜保健衛生協会

高津区上作延811-1

044-330-4565

高津区溝口1-16-3

044-822-1278

中原区小杉町3-435

044-722-2243

関東労災病院 健康診断部

中原区木月住吉町1-1

044-434-6333

新百合健康管理センター

麻生区上麻生1-20-1小田急アコルデ新百合ヶ丘6F

044-959-3121

小矢部2-23-1

046-852-1116

追浜東町3-53-12

046-867-2876

宝町10-4

0463-21-3811

四之宮2-7-8

0463-27-1011

鵠沼橘1-17-11

0466-23-3211

大庭5527-1

0466-88-7305

辻堂神台1-5-1

0466-35-1360

下土棚467-10

0570-099-200

高津中央クリニック
聖マリアンナ医科大学 東横病院

衣笠病院 健康管理センター
湘南健康管理センター
湘南健診センター
倉田会メディカルサポートクリニック

川崎市

横須賀市

平塚市

藤沢総合健診センター
藤沢市保健医療センター
湘南藤沢徳洲会病院
ライフメディカル健診プラザ
大船中央病院

健康管理センター

茅ヶ崎徳洲会病院
相模原総合健診センター
相模野病院

健康管理センター

ヘルス・サイエンス・センター

藤沢市

0467-47-7761

鎌倉市 大船6-2-24

0467-89-2555

茅ヶ崎市 幸町14-1

042-753-3301

中央区淵野辺3-2-8

042-751-1265

相模原市 中央区淵野辺1-2-30

南区相模大野3-3-2-401

0120-489-119

4Ｆ

042-740-6200
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所在地

船子224

東名厚木メディカルサテライトクリニック

ヘルスケアクリニック厚木

厚木市 旭町1-25-1 本厚木ミハラス3階

電話番号

0120-154-617
046-227-1131

温水118-1

046-223-7815

東海大学医学部付属病院健診センター 伊勢原市 下粕屋143

0463-93-1121

丹羽病院

0465-34-3444

湘南厚木病院

健康増進センター

荻窪406

小澤病院

小田原市 本町1-1-17

小田原箱根健診クリニック
熱海病院

予防医学センター

栄町1-1-15 ミナカ小田原7階
静岡県 熱海市東海岸町13-1

0465-23-7830
0465-24-0077
0557-81-9176
03-3452-3382

品川シーズンテラス健診クリニック

港区港南1-2-70 品川シーズンテラス5階

新赤坂クリニック

港区六本木5-5-1 六本木ロアビル11階

日本橋室町クリニック

中央区日本橋本町1-5-6 第10中央ビル1階

IMS Me-Lifeクリニック池袋（名称変更）

豊島区東池袋1-21-11

03-3989-1112

渋谷区代々木2-9 久保ビル2階

03-3375-3371

IMS Me-Lifeクリニック八重洲（名称変更）

中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル5階

03-3567-2080

IMS Me-Lifeクリニック東京（名称変更）

中央区京橋1-1-5 セントラルビル7階

03-3548-2451

IMS Me-Lifeクリニック板橋（名称変更）

板橋区小豆沢2-23-15

03-3967-1515

IMS Me-Lifeクリニック渋谷（新規契約）

渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田10階

03-3770-3100

新宿健診プラザ

新宿区歌舞伎町2-3-18

03-3207-2222

中央区仁戸名町682

043-261-2228

千葉市中央区新町1000 センシティタワー8階

043-204-5511

IMS Me-Lifeクリニック新宿（名称変更）

JCHO千葉病院

健康管理センター

東京都

千葉県

IMS Me-Lifeクリニック千葉（名称変更）

03-5770-1250

山梨県厚生連健康管理センター

山梨県 甲府市飯田1-1-26

0120-28-5592

イムス太田中央総合病院

群馬県 太田市東今泉町875-1

0276-37-8118

船員保険大阪健康管理センター

大阪府 大阪市港区築港1-8-22

06-6576-1011

船員保険福岡健康管理センター

福岡県 福岡市東区原田3-4-10

092-611-6311

愛和病院

長野県 長野市鶴賀七瀬中町1044-2

026-217-3991

本荘第一病院

秋田県 由利本荘市岩渕下110

0184-27-1117

伊勢崎健診プラザ

群馬県 伊勢崎市中町655-1

0270-26-7700

とちぎ健診プラザ

栃木県 小山市駅南町6-14-18

0285-28-3111

山形健康管理センター

山形県 山形市桧町4-8-30

023-681-7760

健診センター

新潟健診プラザ
長岡健康管理センター

新潟県

イムス明理会仙台総合病院
複十字健診センター
健康相談所興生館
IMS Me-Lifeクリニック仙台（名称変更）

宮城県

新潟市中央区紫竹山2-6-10

025-245-1177

長岡市千秋2-229-1

0258-28-3666

仙台市青葉区中央4-5-1

022-268-3169

仙台市青葉区中山吉成2-3-1

022-719-5165

仙台市青葉区宮町1-1-5

022-221-4461

宮城野区榴岡1-1-1 JR仙台イーストゲートビル4階

022-792-5000

【ご注意】
予約後は、当健康保険組合へ「人間ドック利用申込書」を必ずご提出ください。
承認書を発行し、事業所または自宅宛に発送いたします。

