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胃部内視鏡追加金額

ＪＣＨＯ(ジェイコー)千葉病院健康管理センター 1210110635 千葉市中央区仁戸名町682
電話：043-261-2228

FAX：043-263-6871
¥3,240

ポートスクエア柏戸クリニック 1210119933
千葉市中央区問屋町1-35

千葉ポートサイドタワー27階

電話：043-245-6051

FAX：043-245-6055
¥3,086

斎藤労災病院 健康管理センター 1210110700 千葉市中央区道場南1-12-7
電話：043-227-7453

FAX：043-224-3004
¥3,240

千葉診療所 1210110668 千葉市中央区院内1-8-12
電話：043-224-2016

FAX：043-224-2605
¥4,860

轟健康クリニック 1210116772 千葉市中央区汐見丘町23-1
電話：043-203-5525

FAX：043-203-5530
¥7,560

長洲柏戸クリニック 1220700049 千葉市中央区長洲2-20-27
電話：043-222-2873

FAX：043-222-8959
実施なし

報徳千葉診療所 1210122887 千葉市中央区本町1-1-13
電話：043-225-6232

FAX：043-225-6229
¥3,240

千葉ロイヤルクリニック 1220700072
千葉市中央区新町1000

センシティタワー8階

電話：043-204-5511

FAX：043-204-5515
実施なし

千葉メディカルセンター 健診センター 1210123091 千葉市中央区南町1-7-1
電話：043-310-7038

FAX：043-310-7085
¥3,240

まくはり診療所 健康管理センター 1210119172 千葉市花見川区幕張町5-392-3
電話：043-276-1851

FAX：043-276-1841
¥3,240

ちば県民保健予防財団 総合健診センター 1210119479 千葉市美浜区新港32-14
電話：043-246-8627

FAX：043-246-8694
実施なし

幕張マリブクリニック 1210120352
千葉市美浜区中瀬2-6-1

WBGマリブウエスト2階A0203号

電話：043-297-0188

FAX：043-297-0177
¥3,240

みつわ台総合病院 1210116384 千葉市若葉区若松町531-486
電話：043-254-3201

FAX：043-254-5330
¥3,240

千葉中央外科内科 1210120378 千葉市稲毛区天台4-2-17
電話：043-253-1233

FAX：043-287-2547
¥5,000

平和台病院 予防医療センター 1212510758 我孫子市布佐834-28
電話：04-7189-1119

FAX：04-7189-5151
経口経鼻ともに￥3,240

我孫子聖仁会病院 健診センター 1212511087 我孫子市柴崎1300
電話：04-7181-2265

FAX：04-7181-2265
¥6,740

鋸南町国民健康保険鋸南病院 1213510336 安房郡鋸南町保田359
電話：0470-55-2125

FAX：0470-55-2149
¥0

大村病院 健診センター 1212712503 市川市南八幡4-14-2
電話：047-377-8008

FAX：047-377-3232
¥3,000

大野中央病院 健康管理センター 1212714533 市川市下貝塚3-31-2
電話：047-373-1584

FAX：047-373-1580
¥4,320

市川東ヘルスクリニック 1212716355 市川市二俣2-14-1
電話：047-327-2111

FAX：047-327-2112
¥2,160

化学療法研究所附属病院 予防医学センター 1212710168 市川市国府台6-1-14
電話：047-375-1119

FAX：047-372-5153
¥3,240

関東予防医学診療所(検診車のみ実施) 1220700114
市川市欠真間2-17-7

青野ビル3階

電話：047-358-2397

FAX：047-358-2364
実施なし

五井病院 総合健診センター 1210610113 市原市五井5155
電話：0436-21-5521

FAX：0436-22-6216 ¥2,300

印西総合病院　健診センター 1214610572 印西市牧の台1-1-1
電話：0476-33-3533

FAX：0476-47-5624
¥2,268

北総栄病院 1214111282 印旛郡栄町安食2421
電話：0476-95-7788

FAX：0476-95-7788
¥2,160

印西市

印旛郡栄町

千葉市

我孫子市

安房郡鋸南町

市川市

市原市
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新浦安虎の門クリニック 1211912005 浦安市日の出2-1-5
電話：047-381-2088

FAX：047-381-2089
経口￥5,400、経鼻￥6,480

上田クリニック 検診センター 1211912211 浦安市猫実3-18-17
電話：047-316-6006

FAX：047-350-5630
¥4,320

メディカルガーデン新浦安 総合健診センター 1211912195 浦安市日の出1-1-25
電話：047-709-3800

FAX：047-709-3802
¥5,400

浦安サンクリニック 1211911700
浦安市北栄1-16-17

原勝ビル5階

電話：0120-16-3929

FAX：047-381-8797
¥5,400

岡田病院 1212110047 柏市末広町2-10
電話：04-7145-0121

FAX：04-7146-3445
¥3,240

柏たなか病院 健康管理室 1212115749 柏市小青田70-1東65街区1
電話：04-7131-2211

FAX：04-7137-0085
¥3,080

柏厚生総合病院　健診センター
(旧人間ドッククリニック柏)

1212114866 柏市篠籠田617
電話：04-7144-8868

FAX：04-7144-8877
¥5,940

シンワメディカルリゾート柏の葉
健診クリニック

1212115772
柏市若柴１７８番地４-２
ＫＯＩＬ４階４０１

電話：0120-900-277

FAX：04-7138-6667
¥5,400

聖光ヶ丘病院 1212115459 柏市光ケ丘団地2-3
電話：04-7171-5801

FAX：04-7175-3475
¥5,500

柏健診クリニック 1212115293 柏市柏4-5-22
電話：0120-15-4119

FAX：04-7167-3993
¥6,480

小見川ひまわりクリニック 1215210414 香取市分郷32-1
電話：0478-83-8070

FAX：0478-83-8570
実施なし

鎌ヶ谷総合病院 1212610889 鎌ヶ谷市初富929-6
電話：047-498-8111

FAX：047-498-8140
¥4,556

亀田クリニック 1213910270 鴨川市東町1344
電話：04-7099-1115

FAX：04-7099-1193
¥5,400

かずさアカデミアクリニック 1211010966
木更津市かずさ鎌足2-3-9

アカデミアパーク内

電話：0438-52-0211

FAX：0438-52-0213
¥3,240

君津健康センター 君津診療所 1211110535 君津市君津1
電話：0439-55-6811

FAX：0439-55-6813
¥4,374

佐倉厚生園病院 1214210050 佐倉市鏑木町320
電話：043-484-2164

FAX：043-484-1825
実施なし

聖隷佐倉市民病院 健診センター 1214211363 佐倉市江原台2-36-2
電話：043-486-1243

FAX：043-486-1687
¥6,480

髙根病院 健診センター 1210711358 山武郡芝山町岩山2308
電話：0479-70-8051

FAX：0479-70-8052
¥3,240

春日クリニック (検診車のみ実施) 1215310370 山武市木原202-10
電話：0475-88-1110

FAX：0475-88-1119
実施なし

袖ヶ浦さつき台病院　健診センター 1210910307 袖ヶ浦市長浦駅前5-21
電話：0438-60-7391

FAX：0438-60-7394
¥3,240

館山病院ドック･健診センター 1213611001 館山市長須賀196
電話：0470-23-5030

FAX：0470-23-5034
¥0

安房地域医療センター 1213610920 館山市山本1155
電話：0470-25-5120

FAX：0470-25-5045
¥5,400

島田総合病院 健診センター 1211310119 銚子市東町5-3
電話：0479-22-0063

FAX：0479-22-0063
¥3,121
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浅井病院 健診センター 1210810036 東金市家徳38-1
電話：0475-58-1407

FAX：0475-58-1408
実施なし

東葛病院 健診センター 1212311603 流山市中102-1
電話：04-7128-9393

FAX：04-7197-1155
¥0

千葉愛友会記念病院 1212310423 流山市鰭ヶ崎1-1
電話：070-5456-4334

FAX：04-7110-0858
¥2,808

メディカルスクエア奏の杜クリニック 1210211763
習志野市奏の杜2-1-1

奏の杜フォルテ2階

電話：047-406-5000

FAX：047-406-5002
¥3,240

成田赤十字病院 健康管理センター 1214310041 成田市飯田町90-1
電話：0476-22-9926
FAXでは受付しておりません

実施なし

小張総合病院 健診センター 1212010304 野田市横内29-1
電話：04-7124-7427

FAX：04-7124-7017
¥4,320

野田病院 健診部 1212010833 野田市中里1554-1
電話：04-7127-3200

FAX：04-7128-1009
経口￥6,500、経鼻￥8,500

JCHO(ジェイコー)船橋中央病院健康管理センター 1212810018 船橋市海神6-13-10
電話：047-433-5885

FAX：047-437-5565
¥3,240

東船橋病院 健康管理センター 1212816189 船橋市高根台4-29-1
電話：047-468-0118

FAX：047-496-6360
¥0

千葉徳洲会病院 1212817187 船橋市高根台2-11-1
電話：047-774-0385

FAX：047-774-0403
¥3,780

二和ふれあいクリニック 1212813327 船橋市二和東5-1-1
電話：047-448-7118

FAX：047-448-7184
¥2,700

日本健康倶楽部 西船橋健康管理クリニック 1221000019
船橋市葛飾町2-340

フロントンビル4階

電話：047-495-2100

FAX：047-495-2020
¥5,140

船橋総合病院 1212816858 船橋市北本町1-13-1
電話：047-425-1153

FAX ： 047-422-3493
¥3,240

青山会　船橋診療所 1212814341 船橋市湊町2-8-9
電話：047-433-5105

FAX：047-433-0203
¥3,240

板倉病院 1212810091 船橋市本町2-10-1
電話：047-431-2662

FAX：047-432-8576
¥3,240

セコメディック病院 1212814945 船橋市豊富町696-1
電話：047-457-9923

FAX：047-457-9910
実施なし

小金原健診クリニック 1212413698 松戸市小金3　高橋ビル6階
電話：047-348-7201

FAX：047-348-7210
¥3,600

千葉西総合病院 健康管理センター 1212412484 松戸市金ヶ作107-1
電話：047-384-8074

FAX：047-384-8621
実施なし

新東京クリニック 健診センター 1212415750 松戸市根本473-1
電話：047-367-6670

FAX：047-361-5599
¥7,052

五香病院 1212415289 松戸市五香8-40-1
電話：047-311-5550

FAX：047-311-5580
¥5,000

新東京病院(検診車のみ実施) 1212415743 松戸市和名ヶ谷1271
電話：047-388-8180

FAX：047-388-8182
実施なし

創成健診クリニック(検診車のみ実施) 1221200015
松戸市常盤平5-13-13

林ビル1階

電話：047-389-3757

FAX：047-389-3757
実施なし

シンワ総合健診センター 1210411892 八千代市米本2167-8
電話：047-489-2111

FAX：047-488-1121
¥5,400

勝田台病院 1210410647 八千代市勝田622-2
電話：047-482-3498

FAX：047-482-3386
¥0

四街道徳洲会病院 1214410833 四街道市吉岡1830-1
電話：043-214-0326

FAX：043-214-0326
¥3,780

栗山中央病院 1214410593 四街道市栗山906-1
電話：043-421-0007

FAX：043-421-0460
¥6,480

八千代市

四街道市

東金市

野田市

船橋市

松戸市
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成田市

流山市


