健康 人間ドック・健康管理サポート
施設名

医療法人社団
朝日ビル中院クリニック
中央区浪花町59 朝日ビル内
Tel：078-321-5588

一般財団法人京都工場保健会
神戸健診クリニック
中央区元町通2-8-14 オルタンシアビル3F～10F
（JR元町駅徒歩3分）
Tel：0120-292-430（予約専用）
Tel：078-326-2430（お問合せ）
※土曜開催日あり
（月2回）
※完全予約制
https://www.kobekenshin.jp/

優待内容

人間ドックの割引（1月〜5月）
（神戸商工会議所会員である旨をご予約時にお伝えください）
◎人間ドック 44,770円 → 39,770円
◦1～5月まで期間限定（休：土曜・日曜・祝日・年末年始）
◦ 胃検 査 は「Ｘ 線（バリウム）検 査」また は「内 視 鏡（カメラ）検 査」を選 択 可［内 視 鏡
（カメラ）検査は経口または経鼻を選択可］
※ 別料金・オプション検査として、腫瘍マーカー、乳がん検査、CT撮影等が同時受診でき
ます

◎半日ドック
（昼食付） 42,900円→ 38,610円
〈オリジナル検査〉
◦前立腺がんの指標として50歳以上男性にPSA検査
◦胃部検査はX線検査あるいは内視鏡検査（受診者負担が少ない鼻からカメラを挿入する
タイプ）を選択 ※内視鏡検査の場合、別途6,600円頂戴いたします。
〈オプショナル検査（別料金）〉半日ドックと同時に受診
◦乳がん検査（マンモグラフィ法、超音波法）
・子宮がん検査・骨粗鬆症検査

◎肺がん検査（マルチCT）
11,000円→ 8,800円［2020年度特別料金］
◎半日デラックスドック
（昼食付） 60,720円→ 54,648円
〈オリジナル検査〉
◦半日ドックにがん検診を一層充実させました。短時間でさらに充実させた検査内容でお
忙しい方にお勧めです
◦腫瘍マーカー（5種）、ピロリ菌検査、C型肝炎検査、マルチスライスCT検査
◦胃部検査はX線検査あるいは内視鏡検査（受診者負担が少ない鼻からカメラを挿入する
タイプ）を選択
〈オプショナル検査（別料金）〉半日ドックと同時に受診
◦乳がん検査（マンモグラフィ法、超音波法）
・子宮がん検査・骨粗鬆症検査

◎スペシャルドック
（昼食付） 81,180円→ 73,062円
〈オリジナル検査〉
◦半日ドックにがん検診を一層充実させ、
さらに循環器系の検査を加えました
◦腫瘍マーカー（5種）、ピロリ菌検査、C型肝炎検査、マルチスライスCT検査、血管ドック、心
臓超音波、骨密度検査
◦胃部検査はX線検査あるいは内視鏡検査（受診者負担が少ない鼻からカメラを挿入する
タイプ）を選択
〈オプショナル検査（別料金）〉
ドックと同時に受診
◦乳がん検査（マンモグラフィ法、超音波法）
・子宮がん検査

男女別の人間ドックフロアでご受診頂けます。全ての婦人科検査を女性の医師・技師が担当いたします。

一般財団法人近畿健康管理センター
KKCウエルネス神戸健診クリニック
中央区磯上通8-3-5 明治安田生命神戸ビル12F
Tel：050-3541-2264（受付時間：平日9時～16時）
※完全予約制
https://www.zai-kkc.or.jp/

◎半日人間ドック
（昼食付） 41,965円→ 37,700円
※胃部検査はX線検査（バリウム検査のみ）
〈オプション検査（半日人間ドックと同時実施）〉
◦乳がん検査（マンモグラフィ・超音波）
・子宮がん検査・胸部X線CT検査、動脈硬化検査・骨
粗鬆症検査
※料金・検査内容の詳細は直接お問合せください

◎定休日：土・日・祝日
（不定期で土曜開催あり）
三ノ宮駅より徒歩5分。女性専用日・専用ゾーン、神戸の街並みに溶け込む空間をご用意しております。

医療法人社団菫会
伊川谷病院 総合健康管理センター
西区池上2-4-2
Tel：078-974-1117

日帰り人間ドックコース
男性料金 41,800円→ 37,620円
女性料金 50,050円→ 45,045円
※定休日は男性が日曜・祝日、女性が日曜・祝日
※受診希望日の10日前までに要予約

伊川谷病院・総合健康管理センターでは、丁寧な案内と接遇で安心して検査を受診いただけます。オプション検査も充実。
異常を認めた場合は外来にて精密検査を受けていただけます。

施設名

社会医療法人神鋼記念会
新神戸ドック健診クリニック
中央区熊内町7-6-1 ジークレフ新神戸タワー2F
Tel：078-261-6736

優待内容

KOBE

会員優待ガイドブック

◎1日ドック
（基本コース）
48,400円→ 43,560円 ※注1
◎1日ドック
（スピーディーコース） 45,100円→ 40,590円 ※注1
◎2日ドック
（基本コース）
73,700円→ 66,330円 ※注1
※注1 胃カメラでの組織検査は別料金

胃カメラ検査を除き、女性専用のエリアを設けて導線も男女別としています。女性スタッフ、医師の対応で男女ともに気遣いなく
受診いただけます。
人間ドック受診後は、健診外来を通じて、アフターフォローを実施しています。健康管理のご相談も含めてご利用ください。

新神戸ドック健診クリニックの人間ドックへようこそ!!
【特徴】
●胃の標準検査は「内視鏡検査」
で、経口・経鼻をご希望で選択いただけます。
また、大腸内視鏡検査も同日に受診可能です。
●全て女性スタッフで、優しく、明るくサポートさせて頂いています。
●ドック受診後に、採血による再検査・投薬治療が必要になった場合は、当ク
リニックにて
「健診外来」を保険診療でご受診頂けます。
また、精密検査が必
要な場合は、神鋼記念病院をご紹介いたします。

神戸商工会議所の会員事業所様向けに、上記の通りに優待サービスを実施しております。

公益財団法人兵庫県健康財団
保健検診センター
兵庫区荒田町2-1-12
Tel：078-579-3400

各コース5％割引
◎健康開発ドック
（ホテル泊）
プレミアムコースメンズ
83,600円
標準コースメンズ
71,500円
◎宿泊ドック
（ホテル泊）
エグゼクティブメンズ
79,200円
2日ドックメンズ
67,100円
◎1日ドック
プライマリーメンズ
37,400円
パーソナルドック
35,860円
※定休日は土日祝

プレミアムコースレディース
標準コースレディース

90,200円
77,000円

エグゼクティブレディース
2日ドックレディース

85,800円
72,600円

プライマリーレディース
ベーシックドック

39,600円
28,600円

無料駐車場完備。口腔健診をはじめ、オプション検査も充実。完全予約制でお待たせしません。

公益財団法人兵庫県予防医学協会
健診センター
灘区岩屋北町1-8-1
【JR摩耶駅南口出口から徒歩3分】
【阪神西灘駅から徒歩5分】
【阪急王子公園駅から徒歩10分】
Tel：078-855-2730
https://hyogo-yobouigaku.or.jp/

◎プレミアムドック
（軽食サービス券付） 57,860円 → 52,360円
◦通常の人間ドックに、胸部CT検査・骨量測定を追加したコースです
◎レディースドック
（軽食サービス券付） 54,560円 → 50,160円
◦通常の人間ドックに、子宮頸がん・乳がん（視触診・マンモグラフィ・乳房超音
波）検診を追加した女性専用コースです
◎肺ドック 18,700円 → 16,500円
◦喫煙指数400以上の方や血縁者に肺がんのいる方などにお勧めしているコー
スです
◎循環器ドック 23,100円 → 20,900円
◦頸動脈エコーや心臓エコーで動脈硬化などによる循環器疾患を予防するコー
スです
☆プレミアムドック・レディースドックの胃部X線を内視鏡に変更時は、別途3,300円
必要です
※ご予約・お問い合せ
平日8時30分～17時（土日・祝祭日・年末年始除く） 完全予約制
受診者専用駐車場有（無料）

JR・阪神・阪急の3路線からアクセス可能！ゆったりとした健診フロアでスムーズな健診のご案内を心掛けています。
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施設名

公益財団法人兵庫県予防医学協会
健康ライフプラザ 健診センター
兵庫区駅南通5丁目1-2-300
【JR兵庫駅南すぐ】
Tel：078-652-5207
https://hyogo-yobouigaku.or.jp/lifeplaza/

優待内容
◎プレミアムドック
（軽食サービス券付） 65,780円 → 60,280円
◦通常の人間ドックに、頭部MR検査を追加したコースです
◎レディースドック
（軽食サービス券付） 54,560円 → 50,160円
◦通常の人間ドックに、子宮頸がん・乳がん（視触診・マンモグラフィ・乳房超音
波）検診を追加した女性専用コースです
☆プレミアムドック・レディースドックの胃部X線を内視鏡に変更時は、別途3,300円
必要です
※ご予約・お問い合せ
平日8時40分～17時（月曜日・祝日・年末年始除く） 完全予約制
駐車場有（有料／ドック受診者には割引券あり）

駅前で交通至便!最新の検査機器を用いて、専門スタッフが丁寧に健診を行います。
JR兵庫駅徒歩1分

ホテルオークラ神戸クリニック
中央区波止場町2-1
Tel：078-335-2410

ホテルオークラ神戸7F

◎年に1回のおすすめ検査
【半日人間ドック】51,700円→ 49,115円
◦標準的な人間ドックの内容で、所要時間は3～4時間程度
◦検査後はホテルレストラン（和洋中から選択）にてランチをご用意
【1泊2日人間ドック】79,200円→ 75,240円
◦半日ドックに糖負荷検査が付き、2日にかけてゆったりと受診できます
◦1日目終了後はホテルレストラン（和洋中から選択）にてディナーをご用意
※土PM・日・祝 休診
※ホテル駐車場利用可、無料シャトルバスあり
（ミント神戸発）
※各種クレジットカード利用可

10月以降は非常に混み合いますので、4～9月をオススメします。

サニーピアクリニック
中央区波止場町3-12
Tel：078-331-6141

半日ドック 45,320円→ 40,700円
月曜日～金曜日の午前中（所要時間3～4時間）。
検査終了後、担当医師から検査結果をご説明します。血液検査等の一部の結果は後
日郵送します

胃カメラは、麻酔を使い楽に検査を受けることができます。

医療法人社団王子会
王子会 神戸循環機器クリニック
中央区楠町6-11-5
Tel：078-367-7222
http://ojikai.or.jp/kcc/

◎人間ドック料金割引
各コースとも検査終了当日に3D画像を用い説明を行いますので、お忙しい方にも
安心してお帰りいただけます
平日はもとより、土曜日・日曜日の午前・午後とも受診枠を設けております
※予約の際には神戸商工会議所会員である旨をお伝えください
【脳ドック】一般料金 42,900円→ 42,120円
脳の健康状態をチェックし、脳血管と頸動脈を高性能MRIと超音波で検査します
【心筋梗塞予防ドック】一般料金 33,000円→ 32,400円
心臓の血管をチェックするコースです
心筋梗塞のリスク評価に大変有用なコースです
【心臓ドック】一般料金 66,000円→ 64,800円
心臓病や動脈硬化を最新機器で調べるコースです
造影剤・放射線被ばくのないMRIによる検査です
【心臓脳血管ドック】一般料金 106,700円→ 104,760円
最新の心臓ドックと脳ドックを同時に行うコースです
各々単独に比べてお得で、お忙しい方にお勧めします
☆脳ドックオプション：早期アルツハイマー型認知症診断支援（VSRAD+長谷川式
スケール）50歳以上の方のみ 4,400円

放射線被ばくがなく、造影剤を使わないMRIを中心に心臓と脳を詳細に調べるドックです。
脳ドック学会認定施設。神戸市唯一の4Dエコー使用。

