
　   婦人生活習慣病
予防健診のご案内

　婦人生活習慣病予防健診は、生活習慣病や婦人病を予防するために、（一社）東京都総合組合保健施

設振興協会（以下、東振協）と協力して、全国各地の公的施設等に巡回検診車を配置して行うものです。

　自覚症状が出てからでは治療が困難になるケースの多い生活習慣病は、年に１回健診を受けて、健

康の変化に早めに気づくことが大切です。健康チェックのため、ぜひお申し込みください。

玩具人形健康保険組合  行

FAX  03-3862-7335

婦人生活習慣病予防健診申込書

申込方法

①FAX または郵送
申込書のすべての欄に記入し、FAX か郵送で当健保
組合に提出します。

②インターネット
下記 URL にアクセスして申し込みます。
https://sys2.w-app.jp/toshinkyo/fujinka

※インターネットからの申込みの場合、子宮がん検査の「自己採取法」
が選択可能になっていますが、当健保組合では自己採取法は実施し
ておりません。必ず「医師採取法」を選択してください。

30歳以上の女性被保険者・女性被扶養者
（平成30年３月31日までに30歳に達する方を含む）
※健診は一人につき年度内（4月1日〜翌年3月31日）1回

1種目のため、今年度中に他の医療機関等で健診を受診した
方または受診予定の方は、この健診の対象外になります。

※健診申込時および健診当日に資格がない方は、受診できません。
（資格がないのに受診した場合は、健診料金を請求させて
いただきますのでご注意ください）

平成29年10月〜平成30年1月

被保険者1,000円、被扶養者無料
※被保険者の自己負担額は、健診後に一括して事業所に請求し

ます（任意継続被保険者は、自宅へ納付書を送付いたします）。
振込手数料はご負担くださいますようお願いいたします。
※二次検査は通常の保険診療扱いになります。

実施会場一覧表から希望の健診会場を選択

問診・計測・血圧・視力・聴力・検尿・便潜血・血液・X線
（胸部・胃部）・心電図・乳房（超音波）・子宮頸部
（医師採取法）

平成29年７月14日（金）  PM5:00必着
※インターネットでの申込みは、平成29年７月14日（金）

FAX ： 03-3862-7335
郵送 ： 〒111-0053 
　　　東京都台東区浅草橋2-28-14  3階
　　　玩具人形健康保険組合

申込みについて 玩具人形健康保険組合
  ＴＥＬ 03-3862-6851　　 
変更・キャンセル等について  東振協
  ＴＥＬ 03-5619-5910
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申込受付後、健診日の約１カ月前を目安に、会場を担当す
る医療機関から「健康診断のお知らせ」（健診日時、問診票、
会場案内図、検査容器など）がご自宅に送付されます。

健診日に指定の会場へ行き、健診を受診します。

１カ月以内に健診結果が届きます。

●コピーしてお使いください●

※医師採取法は、近隣の婦人科医院か会場（検診車）で行います。
※健診申込時および健診当日に資格がない方は、受診できません。
　（資格がないのに受診した場合は、健診料金を請求させていただきます）

◦平成29年７月14日（金） PM5：00必着

（FAXの場合は切り取らないでください）
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個人情報の取扱いについて
当健保組合と東振協では、お申込みいただいた皆さんの個人情報は法令に
基づき安全適正に取り扱いますので、ご安心ください。

 郵送用

「①FAXまたは郵送」、もしくは「②インター
ネット」でのお申込みが可能です。

平成 29 年度

秋季

1



コード 東京地区 所在地
101 足立区勤労福祉会館 足立区綾瀬
102 エヌ・ケイ・クリニック 足立区綾瀬
103 ギャラクシティ（西新井） 足立区栗原
104 井口病院 足立区千住
105 足立区舎人地域学習センター 足立区舎人
106 足立区保塚地域学習センター 足立区保塚町
107 足立区総合スポーツセンター 足立区東保木間
108 サンパール荒川 荒川区荒川
109 ムーブ町屋 荒川区荒川
110 ホテルラングウッド日暮里 荒川区東日暮里
111 荒川総合スポーツセンター 荒川区南千住
112 下赤塚地域センター 板橋区赤塚
113 板橋区立ハイライフプラザ 板橋区板橋
114 板橋区立グリーンホール 板橋区栄町
115 上板橋体育館 板橋区桜川
116 板橋区立高島平区民館 板橋区高島平
117 小岩アーバンプラザ 江戸川区北小岩
118 小松川さくらホール 江戸川区小松川
119 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央
120 葛西区民館 江戸川区中葛西
121 江戸川区スポーツセンター 江戸川区西葛西
122 江戸川区東部区民館 江戸川区東瑞江
123 タワーホール船堀 江戸川区船堀
124 池上会館 大田区池上
125 イギアウィメンズクリニック 大田区池上
126 牧田総合病院　人間ドック健診センター 大田区西蒲田
127 名和医院 大田区大森本町
128 大田区民プラザ 大田区下丸子
129 大田西地域行政センター嶺町特別出張所 大田区田園調布本町
130 ホテルビスタ蒲田東京 大田区西蒲田
131 大田区産業プラザPio 大田区南蒲田
132 テクノプラザかつしか 葛飾区青戸
133 葛飾区総合スポーツセンター 葛飾区奥戸
134 葛飾健診センター 葛飾区立石
135 北区赤羽会館 北区赤羽南
136 北とぴあ 北区王子
137 健診会東京メディカルクリニック 北区滝野川
138 滝野川会館 北区西ヶ原
139 江東区有明スポーツセンター 江東区有明
140 江東区総合区民センター 江東区大島
141 江東区スポーツ会館 江東区北砂
142 深川ギャザリアクリニック 江東区木場
143 江東区文化センター 江東区東陽
144 東京イースト21クリニック（東陽町） 江東区東陽
145 豊洲小学校 江東区豊洲
146 同友会　深川クリニック 江東区三好
147 日本予防医学協会　附属診療所　ウェルビーイング毛利 江東区毛利
148 東西線メディカルクリニック 江東区門前仲町
149 進興クリニック　アネックス 品川区大崎
150 目黒メディカルクリニック 品川区上大崎
151 品川区健康センター 品川区北品川
152 TOCビル 品川区西五反田
153 エビススバルビルEBiS303 渋谷区恵比寿
154 恵比寿健診センター 渋谷区恵比寿
155 渋谷コアクリニック 渋谷区渋谷
156 代々木病院健診センター 渋谷区千駄ケ谷
157 フェニックスメディカルクリニック 渋谷区千駄ヶ谷
158 渋谷ウエストヒルズクリニック 渋谷区道玄坂
159 クロス病院健診センター 渋谷区幡ヶ谷
160 新宿健診プラザ 新宿区歌舞伎町
161 御苑前クリニック 新宿区新宿
162 新宿追分クリニック（レディースフロア） 新宿区新宿
163 フィオーレ健診クリニック 新宿区新宿
164 金内メディカルクリニック 新宿区西新宿
165 西早稲田クリニック 新宿区西早稲田
166 セシオン杉並 杉並区梅里
167 城西病院　健診センター 杉並区上荻
168 高井戸地域区民センター 杉並区高井戸東
169 東京都ニット健保会館 墨田区亀沢
170 曳舟文化センター 墨田区京島
171 墨田区総合体育館 墨田区錦糸
172 3Sメディカルクリニック 墨田区江東橋
173 すみだ産業会館 墨田区江東橋
174 健診プラザ両国 墨田区両国
175 成城ホール 世田谷区成城
176 世田谷区民会館 世田谷区世田谷
177 世田谷区烏山区民センター 世田谷区南烏山
178 浅草公会堂 台東区浅草
179 オリエンタル上野健診センター 台東区上野
180 上野クリニック 台東区東上野
181 鶯谷健診センター 台東区根岸
182 銀座フェニックスプラザ 中央区銀座
183 ホテルマリナーズコート東京（勝どき） 中央区晴海

184 銀座医院健康管理センター 中央区銀座
185 築地本願寺　講堂裏会館 中央区築地
186 進興会　浜町公園紙商健診クリニック 中央区日本橋浜町
187 健診プラザ日本橋 中央区日本橋本町
188 霞が関ビル診療所 千代田区霞が関
189 損保会館 千代田区神田淡路町
190 秋葉原メディカルクリニック 千代田区外神田
191 結核予防会　総合健診推進センター 千代田区三崎町
192 オリエンタルクリニック 豊島区西池袋
193 池袋病院附属クリニック 豊島区東池袋
194 サンシャインシティ文化会館 豊島区東池袋
195 アーバンハイツクリニック 豊島区巣鴨
196 ホテルベルクラシック東京 豊島区南大塚
197 なかのZERO 中野区中野
198 中野サンプラザ 中野区中野
199 中野共立病院附属健診センター 中野区中野
200 練馬区立石神井公園区民交流センター 練馬区石神井町
201 関区民センター 練馬区関町北
202 ホテル　カデンツァ　光が丘 練馬区高松
203 練馬産業会館 練馬区豊玉上
204 同友会　春日クリニック 文京区小石川
205 富坂診療所 文京区本郷
206 水道橋グランドホテル 文京区本郷
207 カスガメディカルクリニック 文京区本郷
208 赤坂桜十字クリニック 港区赤坂
209 品川シーズンテラス健診クリニック 港区港南
210 同友会　品川クリニック 港区港南
211 鈴木胃腸消化器クリニック健診センター 港区芝
212 パークサイドクリニック 港区芝公園
213 城山ヒルズクリニック 港区虎ノ門
214 進興会セラヴィ新橋クリニック 港区西新橋
215 古川橋病院健診センター 港区南麻布
216 中目黒GTプラザホール 目黒区上目黒
217 フォレスト・イン　昭和館 昭島市拝島町
218 あきる台病院 あきる野市秋川
219 稲城市立iプラザ 稲城市若葉台
220 青梅商工会議所 青梅市上町
221 竹丘地域市民センター 清瀬市竹丘
222 JA東京むさし　小金井支店 小金井市中町
223 国分寺市立いずみホール 国分寺市泉町
224 国分寺労政会館 国分寺市南町
225 セレス立川 立川市曙町
226 多摩健康管理センター 立川市錦町
227 パルテノン多摩 多摩市落合
228 多摩永山情報教育センター 多摩市諏訪
229 調布市グリーンホール 調布市小島町
230 西東京市民会館 西東京市田無町
231 田無タワー 西東京市芝久保町
232 八王子市北野事務所 八王子市北野町
233 八王子市東浅川保健福祉センター 八王子市東浅川町
234 八王子市南大沢文化会館 八王子市南大沢
235 八王子労政会館 八王子市明神町
236 成美教育文化会館 東久留米市東本町
237 東村山市民スポーツセンター 東村山市久米川町
238 東大和市市民会館ハミングホール 東大和市向原
239 JA東京みなみ　七生支店 日野市三沢
240 JA東京みなみ　日野支店 日野市日野本町
241 むさし府中商工会議所 府中市緑町
242 福生市福祉センター 福生市南田園
243 和光大学ポプリホール鶴川 町田市能ヶ谷
244 ぽっぽ町田 町田市原町田
245 町田市木曽山崎センター 町田市山崎町
246 三鷹市公会堂　さんさん館 三鷹市野崎
247 むさし野クリニック 武蔵野市吉祥寺本町
248 武蔵村山市民会館 武蔵村山市本町
249 瑞穂町スカイホール 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎
コード 埼玉地区 所在地
256 コミュニティセンターいわつき さいたま市岩槻区本町
257 レインボークリニック さいたま市岩槻区本町
258 埼玉県県民健康センター さいたま市浦和区仲町
259 彩の国　すこやかプラザ さいたま市浦和区針ケ谷
260 さいたま市民会館おおみや さいたま市大宮区下町
261 JA共済埼玉ビルディング さいたま市大宮区土手町
262 さいたま市宇宙劇場 さいたま市大宮区錦町
263 双愛クリニック さいたま市大宮区堀の内町
264 さいたま市プラザノース さいたま市北区宮原町
265 さいたま市宮原コミュニティセンター さいたま市北区吉野町
266 さいたま市プラザウエスト さいたま市桜区道場
267 ラフレさいたま さいたま市中央区新都心
268 馬宮コミュニティセンター さいたま市西区西遊馬
269 さいたま市プラザイースト さいたま市緑区中尾
270 埼玉スタジアム（ボールルーム） さいたま市緑区中野田
271 プラザホテル浦和 さいたま市南区鹿手袋
272 埼玉建産連研修センター さいたま市南区鹿手袋

273 片柳コミュニティセンター さいたま市見沼区染谷
274 上尾市文化センター 上尾市ニツ宮
275 埼玉県立武道館 上尾市日の出
276 イコス上尾 上尾市大字平塚
277 朝霞市産業文化センター 朝霞市大字浜崎
278 入間市産業文化センター 入間市向陽台
279 入間市市民会館 入間市豊岡
280 桶川東公民館 桶川市末広
281 桶川市民ホール（響の森） 桶川市若宮
282 春日部市民文化会館 春日部市粕壁東
283 庄和総合支所 春日部市金崎
284 ウイング・ハット春日部 春日部市谷原新田
285 春日部市ふれあいキューブ 春日部市南
286 加須市市民総合会館（市民プラザかぞ） 加須市中央
287 青木会館 川口市青木
288 川口総合文化センター・リリア 川口市川口
289 川口市南平文化会館 川口市元郷
290 川口パークタワークリニック 川口市幸町
291 鳩ヶ谷駅市民センター 川口市大字里
292 川口市芝市民ホール 川口市大字芝
293 川口緑化センター（樹里安） 川口市大字安行領家
294 南浦和ベルヴィ武蔵野 川口市小谷場
295 川越市やまぶき会館 川越市郭町
296 川越西文化会館 川越市鯨井
297 川越南文化会館（ジョイフル） 川越市大字今福
298 ウェスタ川越 川越市新宿町
299 川越バンテアン 川越市問屋町
300 ラ・ボア・ラクテ 川越市脇田本町
301 北本市文化センター 北本市本町
302 行田市産業文化会館 行田市本丸
303 鷲宮東コミュニティセンター 久喜市桜田
304 久喜総合文化会館 久喜市下早見
305 久喜市栗橋文化会館イリス 久喜市伊坂
306 マロウドイン熊谷 熊谷市銀座
307 熊谷市江南勤労福祉センター 熊谷市江南中央
308 熊谷文化創造館 熊谷市拾六間
309 籠原病院 熊谷市美土里町
310 鴻巣市文化センター 鴻巣市中央
311 越谷市科学技術体験センター　ミラクル 越谷市新越谷
312 越谷コミュニティセンター 越谷市南越谷
313 北越谷ベルヴィ　ギャザホール 越谷市神明町
314 越谷市北部市民会館 越谷市恩間
315 セミナーガーデン 越谷市東町
316 坂戸市文化会館 坂戸市元町
317 坂戸グランドホテルWIN 坂戸市関間
318 ホテルグリーンコア 幸手市中
319 狭山市市民会館 狭山市入間川
320 新狭山ホテル 狭山市新狭山
321 志木市民会館パルシティ 志木市本町
322 白岡市コミュニティセンター 白岡市白岡
323 草加市勤労福祉会館 草加市旭町
324 草加市立瀬崎コミュニティセンター 草加市瀬崎町
325 草加市立八幡コミュニティセンター 草加市八幡町
326 草加市文化会館 草加市松江
327 鶴ヶ島市東市民センター 鶴ヶ島市大字五味ケ谷
328 鶴ヶ島市北公民館 鶴ヶ島市脚折
329 所沢市文化センター　ミューズ 所沢市並木
330 ラーク所沢 所沢市花園
331 西所沢ベルヴィ　ザ・グラン 所沢市星の宮
332 戸田市文化会館 戸田市上戸田
333 カスガメディカルクリニック　戸田 戸田市美女木
334 新座市民会館 新座市野火止
335 蓮田市コミュニティーセンター 蓮田市大字貝塚
336 羽生市民プラザ 羽生市中央
337 飯能市市民会館 飯能市飯能
338 マロウドイン飯能 飯能市双柳
339 紫雲閣 東松山市箭弓町
340 日高市文化体育館 日高市大字南平沢
341 埼玉グランドホテル深谷 深谷市西島町
342 深谷市花園文化会館　アドニス 深谷市小前田
343 富士見市民文化会館（キラリ☆ふじみ） 富士見市大字鶴馬
344 ふじみ野交流センター 富士見市ふじみ野東
345 ふじみ野市立産業文化センター ふじみ野市うれし野
346 本庄商工会議所 本庄市朝日町
347 三郷市鷹野文化センター 三郷市鷹野
348 三郷市文化会館 三郷市早稲田
349 八潮市民文化会館 八潮市中央
350 吉川市中央公民館 吉川市大字保
351 市民交流センターおあしす 吉川市きよみ野
352 和光市勤労福祉センター 和光市新倉
353 和光市民文化センター 和光市広沢
354 蕨市民会館 蕨市中央
355 コピスみよし 入間郡三芳町大字藤久保
356 毛呂山町福祉会館 入間郡毛呂山町岩井西
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357 寄居町中央公民館 大里郡寄居町大字寄居
358 埼玉県県民活動総合センター 北足立郡伊奈町内宿台
359 松伏町中央公民館エローラ 北葛飾郡松伏町ゆめみ野東
360 小川町民会館 比企郡小川町大字大塚
361 宮代進修館 南埼玉郡宮代町笠原
コード 千葉地区 所在地
366 千葉市ハーモニープラザ　男女共同参画センター 千葉市中央区千葉寺町
367 京成ホテルミラマーレ　京成千葉中央駅前 千葉市中央区本千葉町
368 フクダ電子アリーナ内　会議室 千葉市中央区川崎町
369 千葉県文化会館 千葉市中央区市場町
370 千葉市民会館 千葉市中央区要町
371 稲毛区長沼原勤労市民プラザ 千葉市稲毛区長沼原町
372 東京大学検見川運動場　検見川セミナーハウス 千葉市花見川区花園町
373 千葉市土気あすみが丘プラザ 千葉市緑区あすみが丘
374 ヴェルシオーネ若潮 千葉市美浜区高洲
375 ホテルグリーンタワー幕張 千葉市美浜区ひび野
376 千葉市美浜文化ホール 千葉市美浜区真砂
377 ちば仕事プラザ 千葉市美浜区幕張西
378 千城台コミュニティセンター 千葉市若葉区千城台西
379 都賀自治会館 千葉市若葉区都賀
380 千葉市おゆみ野公民館 千葉市緑区おゆみ野中央
381 千葉県福祉ふれあいプラザ 我孫子市本町
382 市川市文化会館 市川市大和田
383 行徳文化ホール　I&I 市川市末広
384 市川市勤労福祉センター 市川市南八幡
385 市原マリンホテル 市原市五井中央西
386 市原市市民会館 市原市惣社
387 ちはら台コミュニティセンター 市原市ちはら台南
388 印西市立中央公民館 印西市大森
389 ホテルマークワンCNT（千葉ニュータウン） 印西市中央南
390 浦安商工会議所 浦安市猫実
391 マイステイズ新浦安 浦安市明海
392 柏市沼南近隣センター（ひまわりプラザ） 柏市大島田
393 柏市民文化会館 柏市柏下
394 さわやかちば県民プラザ（柏市） 柏市柏の葉
395 柏商工会議所 柏市東上町
396 リフレッシュプラザ柏 柏市南増尾
397 佐原中央公民館 香取市佐原イ
398 新鎌ヶ谷駅前Fタワー 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷
399 鎌ヶ谷市市民体育館 鎌ヶ谷市初富
400 木更津商工会議所 木更津市潮浜
401 君津市民文化ホール 君津市三直
402 佐倉市志津コミュニティセンター 佐倉市井野
403 佐倉市商工会議所 佐倉市表町
404 山武市成東保健福祉センター 山武市殿台
405 白井駅前センター 白井市堀込
406 袖ヶ浦市商工会館 袖ヶ浦市福王台
407 銚子市保健福祉センター 銚子市若宮町
408 東金市中央公民館 東金市東岩崎
409 流山市文化会館 流山市加
410 柏日本閣 流山市前ヶ崎
411 流山市南流山センター 流山市南流山
412 流山市生涯学習センター 流山市中
413 新習志野公民館 習志野市秋津
414 習志野市民会館 習志野市本大久保
415 モリシアホール津田沼 習志野市谷津
416 成田国際文化会館 成田市土屋
417 成田市中央公民館 成田市赤坂
418 さわやかワークのだ 野田市中根
419 ビジネスホテル野田 野田市花井
420 市川市農業協同組合　船橋市支店 船橋市市場
421 船橋市三咲公民館 船橋市三咲
422 共立習志野台病院 船橋市習志野台
423 船橋アリーナ 船橋市習志野台
424 船橋市飯山満公民館 船橋市飯山満町
425 船橋市民文化ホール 船橋市本町
426 船橋グランドホテル 船橋市本町
427 船橋市北部公民館 船橋市豊富町
428 松戸市小金原市民センター 松戸市小金原
429 松戸市常盤平市民センター 松戸市常盤平
430 松戸市馬橋市民センター 松戸市西馬橋蔵元町
431 松戸市六実市民センター 松戸市六高台
432 松戸市森のホール21 松戸市千駄堀
433 松戸商工会館　別館 松戸市松戸
434 茂原市中央公民館 茂原市茂原
435 八街商工会議所 八街市八街ほ
436 八千代市勝田台文化センター 八千代市勝田台
437 八千代市市民会館 八千代市萱田
438 八千代台文化センター 八千代市八千代台西
439 四街道市文化センター 四街道市大日
コード 神奈川地区 所在地
446 青葉公会堂 横浜市青葉区市ヶ尾町
447 ホテル青葉台フォーラム 横浜市青葉区青葉台
448 メロンディアあざみ野 横浜市青葉区新石川
449 横浜市白根地区センター 横浜市旭区白根
450 泉公会堂 横浜市泉区和泉町
451 神奈川県総合薬事保健センター 横浜市磯子区西町

452 金沢産業振興センター 横浜市金沢区福浦
453 新横浜グレイスホテル 横浜市港北区新横浜
454 新横浜3丁目大ホール 横浜市港北区新横浜
455 新田地区センター 横浜市港北区新吉田町
456 かながわ平和祈念館 横浜市港南区大久保
457 地球市民かながわプラザ 横浜市栄区小菅ヶ谷
458 瀬谷公会堂 横浜市瀬谷区二ツ橋町
459 都筑公会堂 横浜市都筑区茅ヶ崎中央
460 ハウスクエア横浜 横浜市都筑区中川
461 鶴見公会堂 横浜市鶴見区豊岡町
462 戸塚法人会館 横浜市戸塚区上倉田町
463 第一生命東戸塚教育センター新館 横浜市戸塚区川上町
464 大正地区センター 横浜市戸塚区原宿町
465 神奈川中小企業センター 横浜市中区尾上町
466 ナビオス横浜 横浜市中区新港
467 かながわ労働プラザ（Lプラザ） 横浜市中区寿町
468 ワークピア横浜 横浜市中区山下町
469 ホテルプラム/コスモY（旧ホテルコスモ横浜） 横浜市西区北幸
470 コンフォート病院 横浜市西区平沼
471 神奈川県労働衛生福祉協会 横浜市保土ヶ谷区天王町
472 船員保険健康管理センター 横浜市保土ヶ谷区釜台町
473 みどりアートパーク（緑区民文化センター） 横浜市緑区長津田
474 綾瀬市オーエンス文化会館 綾瀬市深谷
475 厚木アーバンホテル 厚木市中町
476 ヘルスケアクリニック厚木 厚木市中町
477 伊勢原グリーンパレスホテル 伊勢原市桜台
478 海老名商工会議所 海老名市上郷
479 小田原箱根商工会議所 小田原市城内
480 小田原アリーナ 小田原市中曽根
481 バンケットホール七里ケ浜（鎌倉プリンスホテル） 鎌倉市七里ケ浜東
482 ホテルモリノ新百合丘 川崎市麻生区上麻生
483 新百合トウェンティワンホール 川崎市麻生区万福寺
484 川崎健診クリニック 川崎市川崎区駅前本町
485 川崎市産業振興会館 川崎市幸区堀川町
486 新川崎・創造のもり厚生棟 川崎市幸区新川崎
487 幸市民館 川崎市幸区戸手本町
488 京浜保健衛生協会 川崎市高津区上作延
489 かながわサイエンスパークホテルKSP 川崎市高津区坂戸
490 川崎市民プラザ 川崎市高津区新作
491 川崎市男女共同参画センター 川崎市高津区溝口
492 川崎市多摩市民館 川崎市多摩区登戸
493 川崎市総合自治会館 川崎市中原区小杉町
494 宮前市民館 川崎市宮前区宮前平
495 相模原教育会館 相模原市中央区富士見
496 相模原市立総合体育館 相模原市南区麻溝台
497 サン・エールさがみはら 相模原市緑区西橋本
498 座間市立市民健康センター 座間市緑ヶ丘
499 逗子市商工会館 逗子市沼間
500 茅ヶ崎商工会議所 茅ヶ崎市新栄町
501 茅ケ崎市民文化会館 茅ケ崎市茅ケ崎
502 秦野商工会議所 秦野市平沢
503 平塚市勤労会館 平塚市追分
504 平塚商工会議所 平塚市松風町
505 湘南大庭市民センター 藤沢市大庭
506 藤沢商工会議所 藤沢市藤沢
507 神奈川県労働衛生福祉協会　大和健診事業部 大和市大和東
508 大和市保健福祉センター 大和市鶴間
509 久里浜八幡町内会館 横須賀市久里浜
510 横須賀市文化会館 横須賀市深田台
511 横須賀商工会議所 横須賀市平成町
512 湘南健康管理センター 横須賀市追浜東町
513 寒川町民センター 高座郡寒川町宮山
514 大磯プリンスホテル 中郡大磯町国府本郷
コード 茨城地区 所在地
516 水戸プリンスホテル 水戸市桜川
517 茨城県立県民文化センター 水戸市千波町東久保
518 石岡市民会館 石岡市総社
519 牛久市中央生涯学習センター 牛久市柏田町
520 笠間市立友部公民館 笠間市中央
521 鹿嶋勤労文化会館 鹿嶋市宮中
522 アトンパレスホテル神栖 神栖市大野原
523 スペースU古河 古河市長谷町
524 ビアスパークしもつま 下妻市長塚乙
525 常総市生涯学習センター 常総市水海道天満町
526 筑西市総合福祉センター 筑西市小林
527 ホテルマークワン　つくば研究学園 つくば市研究学園
528 つくば国際会議場 つくば市竹園
529 市民ホールつくばね つくば市北条
530 土浦市民会館 土浦市東真鍋町
531 ホテルグリーンコア土浦 土浦市港町
532 取手市立福祉会館 取手市東
533 坂東市民音楽ホール 坂東市岩井
534 日立シビックセンター 日立市幸町
535 多賀市民プラザ 日立市千石町
536 ワークプラザ勝田 ひたちなか市東石川
537 守谷市文化会館 守谷市久保ヶ丘
538 結城市民文化センター　アクロス 結城市中央町

539 龍ヶ崎市文化会館 龍ヶ崎市馴馬町
コード 栃木地区 所在地
541 宇都宮記念病院　総合健診センター 宇都宮市大通り
542 栃木県青年会館 宇都宮市駒生
543 マロニエプラザ（栃木県宇都宮産業展示館） 宇都宮市元今泉
544 足利市民プラザ 足利市朝倉町
545 那須中央病院 大田原市下石上
546 小山商工会議所 小山市城東
547 小山市立文化センター 小山市中央町
548 佐野市勤労者会館 佐野市浅沼町
549 とちぎメディカルセンター　とちのき 栃木市大町
550 サンプラザ 栃木市片柳
551 フォーシーズン静風 真岡市台町
コード 群馬地区 所在地
556 YAMADAグリーンドーム前橋 前橋市岩神町
557 群馬県勤労福祉センター 前橋市野中町
558 伊勢崎商工会議所会館 伊勢崎市昭和町
559 日本健康管理協会　北関東支部　伊勢崎健診プラザ 伊勢崎市中町
560 太田市勤労会館 太田市浜町
561 桐生商工会議所 桐生市錦町
562 高崎市労使会館 高崎市東町
563 ニューサンピア高崎 高崎市島野町
564 富岡市勤労者会館 富岡市富岡
565 館林市中部公民館 館林市仲町
566 ホテル・ベラヴィータ 沼田市材木町
コード 山梨地区 所在地
571 山梨県地場産業センター　かいてらす 甲府市東光寺
572 山梨病院　健康管理センター 甲府市朝日
573 都留市まちづくり交流センター 都留市中央
574 富士五湖文化センター 富士吉田市緑ヶ丘
コード 新潟地区 所在地
576 新潟県労働衛生医学協会 新潟市中央区川岸町
577 新潟県保健衛生センター　成人病検診センター 新潟市中央区川岸町
578 健康医学予防協会　新潟健診プラザ 新潟市中央区紫竹山
579 新潟縣健康管理協会　健康会館 新潟市中央区新光町
580 新津成人病検診センター 新潟市秋葉区程島
581 小出検診センター 魚沼市小出島
582 柏崎市文化会館アルフォーレ 柏崎市日石町
583 佐渡検診センター 佐渡市真野
584 上越市市民プラザ 上越市土橋
585 燕検診センター 燕市東太田字杉名田
586 十日町検診センター 十日町市春日
587 長岡健康管理センター 長岡市千秋
588 ハイブ長岡 長岡市千秋
コード 長野地区 所在地
591 JA長野県ビル 長野市大字南長野北石堂町
592 ほたるの里健診センター 上伊那郡辰野町
593 上田創造館 上田市上田原
594 クラウンヒルズホテル岡谷 岡谷市中央町
595 更埴文化会館 千曲市杭瀬下
596 キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館） 松本市水汲
コード 北海道地区 所在地
601 船員保険北海道健康管理センター 札幌市中央区北二条西
602 札幌商工診療所 札幌市中央区南一条西
603 日本健康倶楽部北海道支部 札幌市北区北七条西
604 新琴似北会館 札幌市北区新琴似
605 平岡地区会館 札幌市清田区平岡
606 白石東地区センター 札幌市白石区本通
607 新発寒地区センター 札幌市手稲区新発寒
608 豊平会館 札幌市豊平区豊平
609 西野福祉会館 札幌市西区西野
610 伏古記念会館 札幌市東区伏古
611 藻南福祉会館 札幌市南区川沿
612 旭川地場産業振興センター 旭川市神楽
613 苫小牧市労働福祉センター 苫小牧市末広町
614 共愛会病院内　ICUホール 函館市中島町
615 エスカル室蘭 室蘭市海岸町
コード 東北地区 所在地
621 ホテルクラウンパレス青森 青森市本町
622 グランドサンピア八戸 八戸市東白山台
623 メディカルコート八戸西病院付属八戸西健診プラザ 八戸市長苗代字中坪
624 ホテルアップルランド 平川市町居南田
626 アイドーム 一関市東台
627 盛岡市アイスアリーナ 盛岡市本宮
631 進興会　せんだい総合健診クリニック 仙台市青葉区一番町
632 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町
633 吉成市民センター 仙台市青葉区国見ヶ丘
634 宮城県成人病予防協会　仙台循環器病センター 仙台市泉区泉中央
635 仙台市体育館 仙台市太白区富沢
636 みやぎ健診プラザ 仙台市若林区卸町
637 岩沼市勤労者活動センター 岩沼市三色吉字松
638 芙蓉閣 大崎市古川駅前大通り
639 ベルサンピアみやぎ泉 黒川郡大和町小野字前沢
640 気仙沼市本吉保健福祉センター　いこい 気仙沼市本吉町津谷新明戸
646 秋田テルサ 秋田市御所野地蔵田
647 秋田県立体育館 秋田市八橋運動公園
651 全日本労働福祉協会　東北支部　山形健診センター 山形市西崎
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652 山形健康管理センター 山形市桧町
653 ホテルリッチ&ガーデン酒田 酒田市若竹町
654 ワトワセンター南陽 南陽市宮内
656 福島県労働保健センター 福島市沖高字北貴船
657 東日本診療所 福島市成川字台
658 会津アピオ 会津若松市インター西
659 いわき好間コミュニティ健診プラザ いわき市好間工業団地
660 いわき市労働福祉会館 いわき市平字堂ノ前
661 郡山労働基準協会 郡山市富久山町久保田字久保田
662 ビッグパレットふくしま 郡山市南
コード 北陸地区 所在地
666 友愛健康医学センター 富山市婦中町中名
667 速星公民館 富山市婦中町砂子田
668 サンフォルテ 富山市湊入船町
669 入善町総合体育館 下新川郡入善町入膳
670 北陸予防医学協会　高岡総合健診センター 高岡市金屋本町
676 石川県予防医学協会 金沢市神野町東
677 金沢勤労者プラザ 金沢市北安江
681 福井県予防医学協会 福井市和田
682 付属診療所　ふくい総合健康プラザ 福井市日光
683 福井厚生病院 福井市下六条町
コード 東海地区 所在地
686 ぎふ綜合健診センター 岐阜市日置江
687 金神社会館 岐阜市金町
688 岐阜産業会館 岐阜市六条南
689 ソフトピアジャパンセンター 大垣市加賀野
690 各務原市中央ライフデザインセンター 各務原市蘇原中央町
691 関市文化会館 関市桜本町
692 多治見美濃焼卸センター 多治見市旭ヶ丘
693 岐阜県産業保健センター 多治見市東町
696 静岡県自動車販売健康保険組合会館 静岡市駿河区南八幡町
697 静岡市民文化会館 静岡市葵区駿府町
698 ワークピア磐田 磐田市見付
699 掛川市生涯学習センター 掛川市御所原
700 御殿場市民交流センター　ふじざくら 御殿場市萩原
701 ホテル沼津キャッスル 沼津市日の出町
702 静岡県予防医学協会　浜松健診センター 浜松市東区下石田町
703 サーラシティ浜松 浜松市中区砂山町
704 袋井市立中央公民館 袋井市高尾
705 共立蒲原総合病院　健康診断センター 富士市中之郷
706 ふじさんめっせ 富士市柳島
707 静岡県予防医学協会　藤枝健診センター 藤枝市善左衛門
708 富士宮市民文化会館 富士宮市宮町
709 三島市民文化会館 三島市一番町
710 西焼津健診センター 焼津市三ケ名
711 池田病院健康管理センター 駿東郡長泉町本宿
716 オリエンタル労働衛生協会 名古屋市千種区今池
717 東山内科・東山健康管理センター 名古屋市千種区東山通り
718 日本ガイシフォーラム 名古屋市南区東又兵ヱ町
719 名古屋セントラルクリニック 名古屋市南区千竈通
720 エルズメディケア名古屋 名古屋市中区栄
721 日本予防医学協会　附属診療所　ウェルビーイング栄 名古屋市中区新栄町
722 東別院会館 名古屋市中区橘
723 大名古屋ビルセントラルクリニック 名古屋市中村区名駅
724 国際セントラルクリニック 名古屋市中村区那古野
725 三河安城クリニック 安城市相生町
726 一宮西病院健診センター 一宮市開明字平
727 岡崎市勤労文化センター 岡崎市美合町字五本松
728 ホテルグランドティアラ春日井 春日井市東野新町
729 江南市民文化会館 江南市北野町川石
730 小牧勤労センター 小牧市上末
731 東海市立勤労センター 東海市高須賀町枡形
732 豊田市西部コミュニティセンター 豊田市本新町
733 豊田健康管理クリニック 豊田市竜神町新生
734 中野胃腸病院　健診センターなかの 豊田市駒新町金山
735 ライフポートとよはし 豊橋市神野ふ頭町
736 アイプラザ半田 半田市東洋町
737 和合セントラルクリニック 愛知郡東郷町大字春木字白土
741 ホテルグリーンパーク鈴鹿 鈴鹿市白子
742 メッセ　ウィング・みえ 津市北河路町
743 四日市勤労者市民交流センター 四日市市日永東
コード 関西地区 所在地
746 大津市北部地域文化センター 大津市堅田
747 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜
748 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町
749 クサツエストピアホテル 草津市西大路町
750 長浜ロイヤルホテル 長浜市大島町
751 八日市ロイヤルホテル 東近江市妙法寺町
752 ひこね市文化プラザ 彦根市野瀬町
753 野洲文化小劇場 野洲市小篠原
754 滋賀保健研究センター 野洲市永原上町
756 京都工場保健会総合健診センター 京都市中京区西ノ京北壺井町
757 京都予防医学センター 京都市中京区西ノ京左馬寮町
758 京都市勧業館（みやこめっせ） 京都市左京区岡崎成勝寺町
759 アピカルイン京都 京都市左京区松ヶ崎小竹薮町
760 ホテル日航プリンセス京都 京都市下京区烏丸高辻東入ル高橋町
761 京都エミナース 京都市西京区大原野東境谷町

762 京都市西文化会館ウェスティ 京都市西京区上桂森下町
763 パルスプラザ（京都府総合見本市会館） 京都市伏見区竹田鳥羽殿町
764 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町
765 京都テルサ 京都市南区東九条下殿田町
766 音羽病院健診センター 京都市山科区音羽珍事町
767 綾部市市民センター 綾部市並松町上溝口
768 パルティール京都 宇治市宇治樋ノ尻
769 京都工場保健会宇治健診センター 宇治市広野町成田
770 ガレリアかめおか 亀岡市余部町宝久保
771 文化パルク城陽 城陽市寺田今堀
772 ホテルロイヤルヒル福知山 福知山市字土師小字澤居山
773 舞鶴グランドホテル 舞鶴市円満寺
774 宮津市中央公民館 宮津市字鶴賀
775 八幡市文化センター 八幡市八幡高畑
776 けいはんなプラザ 相楽郡精華町光台
781 大阪府結核予防会　大阪総合健診センター 大阪市中央区道修町
782 オリエンタル労働衛生協会　大阪支部 大阪市中央区久太郎町
783 新長堀診療所 大阪市中央区島之内
784 春次医院 大阪市中央区博労町
785 松下IMPビル 大阪市中央区城見
786 m・oクリニック 大阪市中央区難波
787 淀屋橋健診プラザ 大阪市中央区伏見町
788 愛日会館 大阪市中央区本町
789 大阪駅前第3ビル 大阪市北区梅田
790 日本予防医学協会　附属診療所　ウェルビーイング南森町 大阪市北区西天満
791 大阪国際交流センター 大阪市天王寺区上本町
792 東淀川健康保険組合　東淀川ケンポ会館 大阪市東淀川区淡路
793 TKPガーデンシティ大阪梅田 大阪市福島区福島
794 多根クリニック 大阪市港区弁天
795 大阪健康管理センター 大阪市港区築港
796 大阪リバーサイドホテル　会議室 大阪市都島区中野町
797 ニューオーサカホテル 大阪市淀川区西中島
798 大阪府立体育会館 大阪市浪速区難波中
799 池田市民文化会館 池田市天神町
800 和泉市立人権文化センター 和泉市伯太町
801 泉の森ホール 泉佐野市市場東
802 立命館いばらきフューチャープラザ 茨木市岩倉町
803 大阪狭山市商工会 大阪狭山市今熊
804 貝塚市民文化会館（コスモスシアター） 貝塚市畠中
805 柏原市民文化会館リビエールホール 柏原市安堂町
806 門真市民文化会館ルミエールホール 門真市末広町
807 河内長野市立文化会館（ラブリーホール） 河内長野市西代町
808 浪切ホール 岸和田市港緑町
809 交野市立総合体育施設（いきいきランド交野） 交野市向井田
810 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町
811 ホテル　リバティプラザ 堺市堺区翁橋
812 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ） 堺市南区茶山台
813 美原体育館 堺市美原区多治井
814 四條畷市立市民総合体育館（サンアリーナ） 四條畷市大字中野
815 大阪健康倶楽部　小谷診療所 吹田市江坂町
816 ホテル阪急エキスポパーク 吹田市千里万博公園
817 サニーストンホテル 吹田市広芝町
818 泉南市立市民体育館 泉南市樽井
819 大東市立市民会館 大東市曙町
820 大阪府立臨海スポーツセンター 高石市高師浜丁
821 高槻商工会議所 高槻市大手町
822 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町
823 千里朝日阪急ビル　会議室 豊中市新千里東町
824 豊中市立ローズ文化ホール 豊中市野田町
825 富田林市民会館（レインボーホール） 富田林市粟ケ池町
826 シティホテルニューコマンダー 寝屋川市木田町
827 寝屋川市立市民会館 寝屋川市秦町
828 羽曳野市生活文化情報センター（LICはびきの） 羽曳野市軽里
829 阪南市立文化センター・サラダホール 阪南市尾崎町
830 大阪府立中央図書館ライティ・ホール 東大阪市荒本北
831 枚方市市民会館 枚方市岡東町
832 藤井寺市立市民総合会館 藤井寺市北岡
833 ゆめニティプラザ 松原市上田
834 箕面市立市民会館（グリーンホール） 箕面市西小路
835 守口文化センター（エナジーホール） 守口市河原町
836 八尾市立総合体育館（ウイング） 八尾市青山町
837 島本町ふれあいセンター 三島郡島本町桜井
841 神戸サンセンタープラザ 神戸市中央区三宮町
842 兵庫県教育会館（ラッセホール） 神戸市中央区中山手通
843 京都工場保健会神戸健診クリニック 神戸市中央区元町通
844 兵庫県予防医学協会　健診センター 神戸市灘区岩屋北町
845 兵庫県健康財団　保健検診センター 神戸市兵庫区荒田町
846 兵庫県予防医学協会　健康ライフプラザ 神戸市兵庫区駅南通
847 明石市民会館 明石市中崎
848 尼崎市総合文化センター 尼崎市昭和通り
849 伊丹シティホテル 伊丹市中央
850 郷の音ホール（三田市総合文化センター） 三田市天神
851 宝塚ホテル 宝塚市梅野町
852 龍野商工会議所 龍野市龍野町富永
853 但馬地域地場産業復興センター 豊岡市大磯町
854 西宮商工会館 西宮市櫨塚町
855 姫路市勤労市民会館 姫路市中地

861 なら100年会館 奈良市三条宮前町
862 葛城メディカルセンター 大和高田市西町
863 三郷町コミュニティセンター 生駒郡三郷町勢野西
866 和歌山市民会館 和歌山市伝法橋南ノ丁
コード 中国地区 所在地
871 鳥取県保健事業団　健診センター 鳥取市富安
872 鳥取県保健事業団　西部健康管理センター 米子市流通町
876 松江商工会議所 松江市母衣町
881 淳風会健康管理センター 岡山市北区大供
882 淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市老松町
883 大ヶ池診療所 備前市大内
886 佐伯区民文化センター 広島市佐伯区五日市中央
887 広島県集団検診協会 広島市中区大手町
888 広島市文化交流会館（旧ウェルシティ広島） 広島市中区加古町
889 広島県立広島産業会館 広島市南区比治山本町
890 共同組合ベイタウン尾道 尾道市東尾道
891 クレイトンベイホテル 呉市築地町
892 福山市生涯学習プラザ 福山市霞町
896 海峡メッセ下関 下関市豊前田町
897 山口市民会館 山口市中央
898 平安閣　岩国　リビエールへいあん 岩国市麻里布町
899 ノートルダム宇部 宇部市神原町
900 労衛研　宇部健診センター 宇部市浜町
901 周南市文化会館 周南市徳山
902 光市総合福祉センター（あいぱーく光） 光市光井
903 防府市公会堂 防府市緑町
コード 四国地区 所在地
906 徳島県JA会館 徳島市北佐古一番町
911 ホテル　パールガーデン 高松市福岡町
916 松山市総合コミュニティセンター 松山市湊町
917 ひめぎんホール 松山市道後町
921 サンピアセリーズ（旧ウェルサンピア高知） 高知市高須砂地
コード 九州地区 所在地
926 医療情報健康財団健康財団クリニック 福岡市博多区上川端町
927 日本予防医学協会　附属診療所　ウェルビーイング博多 福岡市博多区博多駅前
928 博多スターレーン 福岡市博多区博多駅東
929 西鉄グランドホテル 福岡市中央区大名
930 労衛研　天神健診センター 福岡市中央区天神
931 福岡国際総合健診センター 福岡市中央区天神
932 聖マリア福岡健診センター 福岡市中央区天神
933 KKRホテル博多 福岡市中央区薬院
934 福岡労働衛生研究所 福岡市南区那の川
935 福岡リーセントホテル 福岡市東区箱崎
936 船員保険　福岡健康管理センター 福岡市東区原田
937 福岡健康管理センター　西部健診会場 福岡市西区姪浜
938 西新パレスホール 福岡市早良区西新
939 北九州パレス 北九州市小倉北区井堀
940 北九州健診診療所 北九州市小倉北区室町
941 西日本総合展示場 北九州市小倉北区浅野
942 ウェルとばた 北九州市戸畑区汐井町
943 九州健康総合センター 北九州市八幡東区平野
944 折尾スターレーン 北九州市八幡西区折尾
945 ピーポート甘木（朝倉市総合市民センター） 朝倉市甘木
946 のがみプレジデントホテル 飯塚市新立岩
947 糸島健康福祉センター「あごら」 糸島市潤
948 伊都文化会館 糸島市前原東
949 大野城まどかぴあ 大野城市曙町
950 大牟田文化会館 大牟田市不知火町
951 石橋文化センター 久留米市野中町
952 久留米リサーチ・パーク 久留米市百年公園
953 サンコスモ古賀 古賀市庄
954 田川文化センター 田川市平松町
955 筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀
956 なかまハーモニーホール 中間市蓮花寺
957 ふくとぴあ 福津市手光南
958 宗像ユリックス 宗像市久原
959 コスメイト行橋 行橋市中央
960 サンレイクかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁
961 シーオーレ新宮 糟屋郡新宮町緑ケ浜
962 ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲
966 グランデはがくれ 佐賀市天神
967 サンメッセ鳥栖 鳥栖市本鳥栖町
971 長崎ブリックホール 長崎市茂里町
972 アルカスSASEBO 佐世保市三浦町
976 青磁野リハビリテーション病院 熊本市西区島崎
977 熊本県総合保健センター 熊本市東区東町
978 グランメッセ熊本 上益城郡益城町福富
981 大分労働衛生管理センター 大分市高城南町
982 大分イベントホール 大分市南春日町
986 ニューウェルシティ宮崎 宮崎市宮崎駅東
987 労衛研　延岡健診センター 延岡市愛宕
988 延岡卸商業センター 延岡市卸本町
989 ウエルネス交流プラザ 都城市蔵原町
991 ホテルタイセイアネックス 鹿児島市中央町
992 ヘルスサポートセンター鹿児島 鹿児島市東開町
コード 沖縄地区 所在地
996 琉生病院 那覇市字大道

4


