
岐阜県プラスチック事業健康保険組合の契約健診機関　　　　　 R5.4.1現在

番号 契約年月日 病院名 ドック健診料金 生習病健診料金・他の契約等

26.4.1 朝日大学病院総合健診センター 27,000円 ( 他の契約 )

1 〒500-8523 ・特定保健指導

岐阜市橋本町3-23

TEL 058-251-8001　　FAX 058-251-1231

26.4.1 サンライズクリニック 25,000円 ( 他の契約 )

2 〒501-6004 ・特定保健指導

羽島郡岐南町野中3-220 ・生活習慣病健診13,000円

TEL058-247-3322FAX 058-247-5300 ・定期健診6,900円

26.4.1 東海中央病院 35,000円
3 〒504-0816

各務原市蘇原東島町4-6-2

TEL 058-382-3101　FAX 058-383-5392

26.4.1 平野総合病院 27,000円
4 〒501-1192

岐阜市黒野176

TEL 058-234-6351　FAX 058-234-6390

26.4.1 西美濃厚生病院 28,000円 (他の契約)

5 〒503-1394 ・特定保健指導

養老郡養老町押越986 ・定期健診

TEL 0584-32-1161　FAX 0584-32-2856

26.4.1 博愛会病院 25,695円
6 〒503-2114

不破郡垂井町府中1928-3

TEL 0584-23-1120 　FAX 0584-23-1233

26.4.1 犬山中央病院健康管理センター 28,000円 ( 他の契約 )

7 〒484-8511 ・特定保健指導

犬山市五郎丸二夕子塚6

TEL 0568-62-8111　 FAX 0568-62-9289

26.4.1 岐阜市民病院健康管理センター 28,000円
8 〒500-8323

岐阜市鹿島町7-1

TEL 058-251-1101（内線3802）FAX 058-252-1335

26.4.1 操健康クリニック 36,000円 ( 他の契約 )

9 〒500-8384 ・一泊ドック健診66,960円

岐阜市藪田南1-4-20

TEL 058-276-3131 FAX 058-273-5500

26.4.1 山内ホスピタル 31,000円
10 〒500-8740

岐阜市市橋3-7-22

TEL 058-276-2135 　FAX 058-276-2886

26.4.1 岐阜赤十字病院 28,000円 ( 他の契約 )

11 〒502-8511 ( 生活習慣病健診 )

岐阜市岩倉町3-36 健診料金17,150円

TEL 058-231-2266 　FAX058-233-7772

26.4.1 城山病院 22,557円
12 〒508-0101

中津川市苗木字那木3725-2

TEL 0573-66-1334　FAX 0573-65-7305

26.4.1 可児とうのう病院 30,000円 ( 他の契約 )

13 〒509-0206 ・特定保健指導

可児市土田1221-5 ( 生活習慣病健診 )

TEL 0574-25-3115 　FAX 0574-28-6685 健診料金16,380円



番号 契約年月日 病院名 ドック健診料金 生習病健診料金・他の契約等

26.4.1 古河赤十字病院 35,000円
14 〒306-0234

茨城県古河市下山町1150

TEL 0280-23-7070　 FAX 0280-23-7071

26.4.1 岐阜健康管理センター 30,000円 ( 他の契約 )

15 〒505-0046 ・出張ドック健診18,100円

美濃加茂市西町2-43 ・定期健康診断　・特定保健指導

TEL 0574-25-2982 　FAX 0574-25-5956 ( 生活習慣病健診 )

健診料金15,200円

26.4.1 ききょうの丘健診プラザ 30,000円 ( 他の契約 )

16 〒509-5127 ・定期健康診断　・特定保健指導

土岐市土岐ケ丘2-12-1 ( 生活習慣病健診 )

TEL 0572-56-0115 　FAX 0572-56-0248 健診料金13,176円

26.4.1 中濃厚生病院 28,000円 (他の契約)

17 〒501-3802 ・特定保健指導

関市若草通5-1

TEL0575-22-2135　FAX0575-22-2178

26.4.1 総合保健センター ( 他の契約 )

18 〒505-0046 実施なし ・定期健康診断　・特定保健指導

美濃加茂市西町7-169 ( 生活習慣病健診 )

TEL 0574-25-5324 　FAX 0574-25-0480 健診料金10,100円

26.4.1 中部国際医療センター　　　　4.1.1変更 30,000円 ( 他の契約 )　　　　　　　　　　　　　

19 〒505-8510 ・特定保健指導

美濃加茂市健康のまち一丁目1番地 ・一泊ドック健診

TEL 0574-66-1570　 FAX 0574-66-1571 健診料金62,000円

26.4.1 美濃市立美濃病院 25,926円 ( 他の契約 )

20 〒501-3746 ・特定保健指導

美濃市中央4-3

TEL 0575-33-1221　 FAX 0575-33-4724

26.4.1 江南厚生病院 30,000円 ( 他の契約 )

21 〒483-8086 ( 生活習慣病健診 )

江南市高屋町大松原137 健診料金21,000円

TEL 0587-51-3311　 FAX 0587-51-3343

26.4.1 さくらクリニック 30,000円
22 〒501-0224

瑞穂市稲里689-3

TEL 058-325-0570　 FAX 058-325-0566

26.4.1 大垣市民病院健康管理センター 30,700円
23 〒503-8502 (内税扱い)

大垣市南頬町4-86

TEL 0584-81-3341  FAX 0584-77-0789

26.4.1 岐北厚生病院 26,000円 ( 他の契約 )

24 〒501-2105 ・特定保健指導

山県市高富1187-3 ・ドックＢコース( 肺機能・眼底を除く )

TEL 0581-22-1811　 FAX 0581-22-3512 健診料金21,241円

26.4.1 那須中央病院総合健診センター 38,000円 ( 他の契約 )

25 〒324-0036 定期健康診断　

栃木県大田原市下石上1453 ( 生活習慣病健診 )

TEL0287-29-2525　 FAX0287-29-2788 18,000円( 内税扱い )

26.4.1 ぎふ綜合健診センター 28,000円 ( 他の契約 )

26 〒501-6133 ・定期健康診断　・特定保健指導

岐阜市日置江4-47 ( 生活習慣病健診 )

TEL 058-279-3399　 FAX 058-279-3375 健診料金12,500円



番号 契約年月日 病院名 ドック健診料金 生習病健診料金・他の契約等

26.4.1 揖斐厚生病院健診センター 28,000円
27 〒501-0696

揖斐郡揖斐川町三輪2547番地4

TEL0585-21-1181　　FAX0585-21-1145

26.4.1 大垣徳洲会病院 28,000円 ( 他の契約 )

28 〒503-0015 レディースドック　・メンズドック

大垣市林町6丁目85-1

TEL0584-77-6110　　FAX0584-77-6125

      27.4.1 伊藤整形・内科あいちスポーツ・人工関節クリニック 27,000円 4.4.1名称変更

29 〒480-0120

丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東41

℡0587-92-3388

1.10.1 まつなみ健康増進クリニック 28,000円 ( 他の契約 )

30 〒501-6062 ・1日、特急、1泊2日ドック健診

羽島郡笠松町泉町10 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

℡058-387-2128

2.6.1 東日本診療所 35,000円 ( 他の契約 )

31 〒960-1108 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

福島県福島市成川字台28-1

℡024-545-5801

2.4.1 伊勢崎佐波医師会病院成人病検診センター 37,000円 ( 他の契約 )

32 〒372-0024 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

群馬県伊勢崎市下植木町502

℡0270-26-7878

2.7.1 峡南医療センター企業団富士川病院 35,000円 ( 他の契約 )

33 〒400-0601 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢340-1

℡0556-22-7135

2.6.1 順風会健診センター 20,150円 ( 他の契約 )

34 〒790-2822 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

愛媛県松山市高砂町2-3-1

℡089-911-2111

2.6.1 岡山県労働基準協会労働衛生センター 実施なし ( 他の契約 )

35 〒701-0202 ・定期健康診断　

岡山県岡山市南区山田2315-4

℡086-281-4500

2.6.1 イムス仙台クリニック 28,500円 ( 他の契約 )

36 〒983-8477 ・定期健康診断　・生活習慣病健診　

仙台市宮城野区榴岡1丁目1-1JR仙台イーストゲートビル４F

℡022-792-5000

2.6.1 オリエンタル労働衛生協会 実施なし ( 他の契約 )

37 〒464-8691 ・定期健康診断　

名古屋市千種区今池1-8-4

℡052-732-2200

2.6.1 オリエンタルクリニック 40,000円
38 〒464-8691

名古屋市千種区今池1-8-5

℡052-741-5181

2.6.1 大阪府結核予防会 40,000円（男） ( 他の契約 )

39 〒541-0045 40,200円（女） ・定期健康診断　・生活習慣病健診

大阪市中央区道修町4-6-5

℡06-6202-6666



番号 契約年月日 病院名 ドック健診料金 生習病健診料金・他の契約等

2.6.1 大宮中央総合病院 29,500円 ( 他の契約 )

40 〒331-8711 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

さいたま市北区東大成町1-227

℡048-653-5266

2.6.1 あけぼの病院 35,420円 ( 他の契約 )

41 〒194-0021 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

東京都町田市中町1-23-3

℡042-728-4010

2.7.1 聖隷静岡健診クリニック 34,410円 ( 他の契約 )

42 〒420-0851 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

静岡市葵区黒金町55

℡054-280-6211

3.4.1 中京サテライトクリニック三重 30,000円 ( 他の契約 )

43 〒513-0831 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

鈴鹿市庄野町字久保866

℡059-373-4875

3.6.1 公益財団法人福岡労働衛生研究所 37,000円 ( 他の契約 )

44 〒815-0081 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

福岡市南区那の川1-11-27

℡092-526-1035

3.4.1 川崎医科大学総合医療センター 37,000円 ( 他の契約 )

45 〒700-8505 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

岡山市北区中山下2-6-1

℡086-225-2111

3.10.1 一宮西病院 30,000円 ( 他の契約 )

46 〒494-0001 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

一宮市開明字平1番地

℡0586-48-0088

3.11.1 エルズメディケア名古屋 30,000円 ( 他の契約 )

47 〒460-0008 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

名古屋市中区栄2-1-1日土地名古屋ビル3階

℡052-737-6500

4.2.1 山梨厚生病院 実施なし ( 他の契約 )

48 〒405-0033 ・定期健康診断　

山梨市落合860

℡0553-22-7898

5.2.1 岐阜健康管理センター大垣健診プラザ 33,000円 ( 他の契約 )

49 〒503-0836 ・定期健康診断　・生活習慣病健診

大垣市大井3-21-9

℡0584-71-9782
○健診料金はすべて外税です。
○各オプション検査については、各健診機関のＨＰにてご確認ください。


