
556 佐渡検診センター 佐渡市真野５３６ ○ 窓口

557 上越市市民プラザ 上越市土橋１９１４－３ 窓口

558 燕検診センター 燕市東太田字杉名田６８５７　産業安全衛生会館内 ○ 窓口

559 十日町検診センター 十日町市春日１１３ ○ 窓口

569 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１－１　マルイト札幌ビル５階 ○ 窓口 560 アクアーレ長岡健康増進センター 長岡市新陽２－５－１　アクアーレ長岡２Ｆ 窓口

570 札幌商工診療所 札幌市中央区南一条西５－１５－２ ○ 窓口 561 長岡健康管理センター 長岡市千秋２－２２９－１ ○ 窓口

571 日本健康倶楽部北海道支部 札幌市北区北七条西４－１－２　ＫＤＸ札幌ビル９階 ○ 窓口 562 ハイブ長岡 長岡市千秋３－３１５－１１ 窓口

572 新琴似北会館 札幌市北区新琴似１１条５－１－１４ 窓口

573 平岡地区会館 札幌市清田区平岡７条３－９－２５ 窓口

574 白石東地区センター 札幌市白石区本通１６丁目南４－２７ 窓口 563 ＪＡ長野県ビル 長野市大字南長野北石堂町１１７７－３ 振込

575 新発寒地区センター 札幌市手稲区新発寒５条４－２－２ 窓口 564 ほたるの里健診センター 上伊那郡辰野町１４７７－６ ○ 窓口

576 モエレ交流センター 札幌市東区東苗穂七条２丁目２－３０ 窓口 565 上田創造館 上田市上田原１６４０ 振込

577 藻南福祉会館 札幌市南区川沿１１条２－３－１ 窓口 566 クラウンヒルズホテル岡谷 岡谷市中央町１－７－１３ 振込

578 旭川地場産業振興センター 旭川市神楽４条６－１－１２ 窓口 567 千曲市戸倉創造館 千曲市戸倉２３０５－１ 窓口

579 北見農業会館 北見市とん田東町６１７番地 窓口 568 キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館） 松本市水汲６９－２ 振込

580 苫小牧市労働福祉センター 苫小牧市末広町１－１５－７ 窓口

581 共愛会病院内　ＩＣＵホール 函館市中島町７－２１ 窓口

582 ホテルセピアス 室蘭市入江町１番地１２ 窓口 612 友愛健康医学センター 富山市婦中町中名１５５４－１７ ○ 窓口

613 速星公民館 富山市婦中町砂子田１－１ 窓口

614 北陸予防医学協会　とやま健診プラザ 富山市千代田町２番地 ○ 窓口

583 ホテルクラウンパレス青森 青森市本町５－５－４ 窓口 615 入善町総合体育館 下新川郡入善町入膳４６８ 窓口

584 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７４－１ ○ 窓口 616 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１－３ ○ 窓口

585 ホテルアップルランド 平川市町居南田１６６－３ 窓口 617 石川県予防医学協会 金沢市神野町東１１５ ○ 窓口

586 アイドーム 一関市東台５０－４６ 窓口 618 金沢勤労者プラザ 金沢市北安江３－２－２０ 窓口

587 盛岡市アイスアリーナ 盛岡市本宮５－４－１ 窓口 619 福井県予防医学協会 福井市和田２－１００６ ○ 窓口

588 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１－９－１　仙台トラストタワー４階 ○ 窓口 620 付属診療所　ふくい総合健康プラザ 福井市日光１－３－１０ ○ 窓口

589 一番町健診クリニック 仙台市青葉区一番町４－９－１８　ＴＩＣビル４階 ○ 窓口 621 福井厚生病院 福井市下六条町２０１ ○ 窓口

590 吉成市民センター 仙台市青葉区国見ヶ丘２－２－１ 窓口

591 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１－６－１２ ○ 窓口

592 仙台市体育館 仙台市太白区富沢１－４－１ 窓口 622 ぎふ綜合健診センター 岐阜市日置江４－４７ ○ 窓口

593 みやぎ健診プラザ 仙台市若林区卸町１－６－９ ○ 窓口 623 金神社会館 岐阜市金町５－３ 窓口

594 石巻市水産総合振興センター 石巻市魚町２－１２－３ 窓口 624 岐阜産業会館 岐阜市六条南２－１１－１ 窓口

595 岩沼市勤労者活動センター 岩沼市三色吉字松１５０－１ 窓口 625 ソフトピアジャパンセンター 大垣市加賀野４－１－７ 窓口

596 芙蓉閣 大崎市古川駅前大通り６－２－８ 窓口 626 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２－１－８ 窓口

597 ベルサンピアみやぎ泉 黒川郡大和町小野字前沢３１－１ 窓口 627 関市文化会館 関市桜本町２－３０－１ 窓口

598 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１３６ 窓口 628 ききょうの丘健診プラザ 土岐市土岐ヶ丘２－１２－１ ○ 窓口

599 秋田テルサ 秋田市御所野地蔵田３－１－１ 窓口 629 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２２ー８ 窓口

600 秋田県立体育館 秋田市八橋運動公園１－１２ 窓口 630 静岡市民文化会館 静岡市葵区駿府町２－９０ 窓口

601 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４９－６ ○ 窓口 631 ワークピア磐田 磐田市見付２９８９－３ 振込

602 山形健康管理センター 山形市桧町４－８－３０ ○ 窓口 632 掛川市生涯学習センター 掛川市御所原１７－１ 窓口

603 ホテルリッチ＆ガーデン酒田 酒田市若竹町１－１－１ 窓口 633 御殿場市民交流センター　ふじざくら 御殿場市萩原９８８－１ 振込

604 ワトワセンター南陽 南陽市宮内４５２６－１ 窓口 634 ホテル沼津キャッスル 沼津市日の出町１－１ 窓口

605 福島県労働保健センター 福島市沖高字北貴船１－２ ○ 窓口 635 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９５１ ○ 窓口

606 東日本診療所 福島市成川字台２８－１ ○ 振込 636 サーラシティ浜松 浜松市中区砂山町１５５－１ 窓口

607 会津アピオ 会津若松市インター西９０ 窓口 637 袋井市立中央公民館 袋井市高尾７５４－１ 窓口

608 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２７－７ 窓口 638 共立蒲原総合病院　健康診断センター 富士市中之郷２５００－１ ○ 窓口

609 いわき市労働福祉会館 いわき市平字堂ノ前２２ 振込 639 ふじさんめっせ 富士市柳島１８９－８ 窓口

610 郡山労働基準協会 郡山市富久山町久保田字久保田１５７－１ 窓口 640 静岡県予防医学協会　藤枝健診センター 藤枝市善左衛門２－１１－５ ○ 窓口

611 ビッグパレットふくしま 郡山市南２－５２ 振込 641 藤枝勤労者体育館 藤枝市善左衛門６６－１ 窓口

642 富士宮市民文化会館 富士宮市宮町１４－２ 窓口

643 三島市民文化会館 三島市一番町２０－５ 窓口

544 山梨病院　健康管理センター 甲府市朝日３－１１－１６ ○ 窓口 644 西焼津健診センター 焼津市三ケ名３３０－４ ○ 窓口

545 山梨県地場産業センター　かいてらす 甲府市東光寺３－１３－２５ 振込 645 池田病院健康管理センター 駿東郡長泉町本宿４１１－５ ○ 窓口

546 上野原市文化ホール 上野原市上野原３８３２ 窓口 646 オリエンタル労働衛生協会 名古屋市千種区今池１－８－４ ○ 窓口

547 都留市まちづくり交流センター 都留市中央３－８－１ 窓口 647 メディカルパーク今池 名古屋市千種区今池１－８－８　今池ガスビル２Ｆ ○ 窓口

548 富士五湖文化センター 富士吉田市緑ヶ丘２－５－２３ 窓口 648 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５－１０３ ○ 窓口

649 名古屋セントラルクリニック 名古屋市南区千竈通７－１６－１ ○ 窓口

650 エルズメディケア名古屋 名古屋市中区栄２－１－１　日土地名古屋ビル３階 ○ 窓口

549 新潟県労働衛生医学協会 新潟市中央区川岸町１－３９－５ ○ 窓口 651 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１－３　日丸名古屋ビル地下１階 ○ 窓口

550 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２－１１－１１ ○ 窓口 652 東別院会館 名古屋市中区橘２－８－４５ 窓口

551 健康医学予防協会　新潟健診プラザ 新潟市中央区紫竹山２－６－１０ ○ 窓口 653 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３－２８－１２　大名古屋ビルディング９階 ○ 窓口

552 新潟縣健康管理協会　健康会館 新潟市中央区新光町１１－１ ○ 窓口 654 国際セントラルクリニック 名古屋市中村区那古野１－４７－１　国際センタービル１０階 ○ 窓口

553 新津成人病検診センター 新潟市秋葉区程島２００９ ○ 窓口 655 安城市民会館 安城市桜町１８－２８ 窓口

554 小出検診センター 魚沼市小出島１２４０－１３ ○ 窓口 656 一宮西病院健診センター 一宮市開明字平１ ○ 窓口

555 柏崎エネルギーホール 柏崎市駅前２－２－３０ 窓口 657 岡崎市勤労文化センター 岡崎市美合町字五本松６８－１２ 窓口

平成３０年度 秋季婦人生活習慣病予防健診 実施会場一覧表

コード 北海道地区 所在地 施設
一部負担金
精算方法

コード 東北地区 所在地 施設
一部負担金
精算方法

一部負担金
精算方法

施設所在地山梨地区コード

コード 新潟地区 所在地 施設
一部負担金
精算方法

コード 長野地区 所在地 施設
一部負担金
精算方法

コード 北陸地区 所在地 施設
一部負担金
精算方法

コード 東海地区 所在地 施設
一部負担金
精算方法



658 江南市民文化会館 江南市北野町川石２５－１ 窓口 721 大阪狭山市商工会 大阪狭山市今熊１－５４０－３ 窓口

659 小牧勤労センター 小牧市上末２２３３－２ 窓口 722 貝塚市民文化会館（コスモスシアター） 貝塚市畠中１－１８－１ 窓口

660 東海市立勤労センター 東海市高須賀町枡形１－７ 窓口 723 柏原市民文化会館リビエールホール 柏原市安堂町１－６０ 窓口

661 豊田健康管理クリニック 豊田市竜神町新生１５１－２ ○ 窓口 724 門真市民文化会館ルミエールホール 門真市末広町２９－１ 窓口

662 中野胃腸病院　健診センターなかの 豊田市駒新町金山１－１２ ○ 窓口 725 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１２－４６ 窓口

663 ライフポートとよはし 豊橋市神野ふ頭町３－２２ 窓口 726 浪切ホール 岸和田市港緑町１－１ 窓口

664 アイプラザ半田 半田市東洋町１－８ 窓口 727 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２－５－１ 窓口

665 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１－１８８４ ○ 窓口 728 堺市産業振興センター 堺市北区長曽根町１８３－５ 窓口

666 ホテルグリーンパーク鈴鹿 鈴鹿市白子４－１５－２０ 振込 729 ホテル　リバティプラザ 堺市堺区翁橋１－１－１７ 窓口

667 メッセ　ウィング・みえ 津市北河路町１９－１ 窓口 730 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ） 堺市南区茶山台１－８－１ 窓口

668 四日市勤労者市民交流センター 四日市市日永東１－２－２５ 窓口 731 美原体育館 堺市美原区多治井８７８－１ 窓口

732 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５５０－１ 窓口

733 大阪健康倶楽部　小谷診療所 吹田市江坂町４－１０－１ ○ 窓口

669 大津市北部地域文化センター 大津市堅田２－１－１１ 窓口 734 ホテル阪急エキスポパーク 吹田市千里万博公園１－５ 窓口

670 びわ湖大津プリンスホテル 大津市におの浜４－７－７ 窓口 735 サニーストンホテル 吹田市広芝町１０－３ 窓口

671 ホテルニューオウミ 近江八幡市鷹飼町１４８１ 窓口 736 泉南市立市民体育館 泉南市樽井２－２６－１ 窓口

672 クサツエストピアホテル 草津市西大路町４－３２ 窓口 737 大東市立市民会館 大東市曙町４－６ 窓口

673 長浜ロイヤルホテル 長浜市大島町３８ 窓口 738 大阪府立臨海スポーツセンター 高石市高師浜丁６－１ 窓口

674 八日市ロイヤルホテル 東近江市妙法寺町６９０ 窓口 739 アンシェルデ・マリアージュ 高槻市中川町１－９ 窓口

675 ひこね市文化プラザ 彦根市野瀬町１８７－４ 窓口 740 千里朝日阪急ビル　会議室 豊中市新千里東町１－５－３　千里朝日阪急ビル１４階 窓口

676 野洲文化小劇場 野洲市小篠原２１４２ 窓口 741 豊中市立ローズ文化ホール 豊中市野田町４－１ 窓口

677 滋賀保健研究センター 野洲市永原上町６６４ ○ 窓口 742 富田林市民会館（レインボーホール） 富田林市粟ケ池町２９６９－５ 窓口

678 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壷井町６７ ○ 窓口 743 シティホテルニューコマンダー 寝屋川市木田町１７－４ 窓口

679 京都予防医学センター 京都市中京区西ノ京左馬寮町２８ ○ 窓口 744 寝屋川市立市民会館 寝屋川市秦町４１－１ 窓口

680 京都市観業館（みやこめっせ） 京都市左京区岡崎成勝寺町９－１ 窓口 745 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１－１－１ 窓口

681 アピカルイン京都 京都市左京区松ヶ崎小竹薮町３－３ 窓口 746 阪南市立文化センター・サラダホール 阪南市尾崎町３５－３ 窓口

682 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６３０ 窓口 747 大阪府立中央図書館ライティ・ホール 東大阪市荒本北１－２－１ 窓口

683 京都エミナース 京都市西京区大原野東境谷町２－４ 窓口 748 枚方市市民会館 枚方市岡東町８－３３ 窓口

684 京都市西文化会館ウェスティ 京都市西京区上桂森下町３１－１ 窓口 749 藤井寺市立市民総合会館 藤井寺市北岡１－２－８ 窓口

685 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５ 窓口 750 ゆめニティプラザ 松原市上田３－６－１ 窓口

686 イオンモール京都桂川 京都市南区久世高田町３７６－１ 窓口 751 箕面市立市民会館（グリーンホール） 箕面市西小路４－６－１ 窓口

687 京都テルサ 京都市南区東九条下殿田町７０ 窓口 752 守口文化センター（エナジーホール） 守口市河原町８－２２ 窓口

688 音羽病院健診センター 京都市山科区音羽珍事町２ ○ 窓口 753 八尾市立総合体育館（ウイング） 八尾市青山町３－５－２４ 窓口

689 パルティール京都 宇治市宇治樋ノ尻８８ 窓口 754 島本町ふれあいセンター 三島郡島本町桜井３－４－１ 窓口

690 京都工場保健会宇治健診センター 宇治市広野町成田１－７ ○ 窓口 755 神戸サンセンタープラザ 神戸市中央区三宮町２－１１－１－６０４ 窓口

691 ガレリアかめおか 亀岡市余部町宝久保１－１ 窓口 756 兵庫県教育会館（ラッセホール） 神戸市中央区中山手通４－１０－８ 窓口

692 文化パルク城陽 城陽市寺田今堀１ 窓口 757 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２－８－１４　オルタンシアビル３階 ○ 窓口

693 ホテルロイヤルヒル福知山 福知山市字土師小字澤居山１７６ 窓口 758 兵庫県予防医学協会　健診センター 神戸市灘区岩屋北町１－８－１ ○ 窓口

694 舞鶴グランドホテル 舞鶴市円満寺１２４ 窓口 759 兵庫県健康財団　保健検診センター 神戸市兵庫区荒田町２－１－１２ ○ 窓口

695 宮津市中央公民館 宮津市字鶴賀２１６４ 窓口 760 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５－１－２－３００ ○ 窓口

696 八幡市文化センター 八幡市八幡高畑５－３ 窓口 761 明石市民会館 明石市中崎１－３－１ 振込

697 けいはんなプラザ 相楽郡精華町光台１－７ 窓口 762 尼崎市総合文化センター 尼崎市昭和通り２－７－１６ 窓口

698 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４－６－５ ○ 窓口 763 伊丹シティホテル 伊丹市中央６－２－３３ 振込

699 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１－９－２６ ○ 窓口 764 郷の音ホール（三田市総合文化センター） 三田市天神１－３－１ 窓口

700 新長堀診療所 大阪市中央区島之内１－１１－１８ ○ 窓口 765 宝塚ホテル 宝塚市梅野町１－４６ 振込

701 春次医院 大阪市中央区博労町２－６－１ ○ 窓口 766 たつの市青少年館 たつの市龍野町富永 窓口

702 松下ＩＭＰビル 大阪市中央区城見１－３－７　松下ＩＭＰビル２階 窓口 767 但馬地域地場産業復興センター 豊岡市大磯町１－７９ 窓口

703 ｍ・ｏクリニック 大阪市中央区難波２－２－３　御堂筋グランドビル１１階 ○ 窓口 768 西宮商工会館 西宮市櫨塚町２－２０ 窓口

704 淀屋橋健診プラザ 大阪市中央区伏見町４－１－１　明治安田生命大阪御堂筋ビル４階 ○ 窓口 769 姫路市勤労市民会館 姫路市中地３５４ 窓口

705 大阪駅前第３ビル 大阪市北区梅田１－１－３　大阪駅前第３ビル 窓口 770 なら１００年会館 奈良市三条宮前町７－１ 窓口

706 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５－２－１８　三共ビル東館５階 ○ 窓口 771 葛城メディカルセンター 大和高田市西町１－４５　大和高田市保健センター３階 ○ 窓口

707 大阪国際交流センター 大阪市天王寺区上本町８－２－６ 窓口 772 三郷町コミュニティセンター 生駒郡三郷町勢野西１－２－２ 窓口

708 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３－２－２１ 窓口 773 ダイワロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁２６－１ 窓口

709 平野区民センター 大阪市平野区長吉出戸５－３－５８ 振込

710 ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 大阪市福島区福島５－４－１ 窓口

711 多根クリニック 大阪市港区弁天１－２　大阪ベイタワー　ベイタワーイースト６階 ○ 窓口 774 鳥取県保健事業団　健診センター 鳥取市富安２－９４－４ ○ 窓口

712 大阪健康管理センター 大阪市港区築港１－８－２２ ○ 窓口 775 鳥取県保健事業団　西部健康管理センター 米子市流通町１５８－２４ ○ 窓口

713 大阪リバーサイドホテル　会議室 大阪市都島区中野町５－１２－３０ 窓口 776 松江商工会議所 松江市母衣町５５－４ 窓口

714 ニューオーサカホテル 大阪市淀川区西中島５－１４－１０ 窓口 777 淳風会健康管理センター 岡山市北区大供２－３－１ ○ 窓口

715 大阪府立体育会館 大阪市浪速区難波中３－４－３６ 窓口 778 淳風会健康管理センター倉敷 倉敷市老松町５－３－６２ ○ 窓口

716 池田市民文化会館 池田市天神町１－７－１ 窓口 779 大ヶ池診療所 備前市大内５７１－１ ○ 窓口

717 和泉市立人権文化センター 和泉市伯太町６－１－２０ 窓口 780 佐伯区民文化センター 広島市佐伯区五日市中央６－１－１０ 振込

718 イーズホール 泉大津市東雲町１０－１１　Ｅ’ｓビル３Ｆ 窓口 781 広島県集団検診協会 広島市中区大手町１－５－１７ ○ 窓口

719 泉の森ホール 泉佐野市市場東１－２９５－１ 窓口 782 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３－３ 窓口

720 立命館いばらきフューチャープラザ 茨木市岩倉町２－１５０ 窓口 783 広島県立広島産業会館 広島市南区比治山本町１２－１８ 窓口

一部負担金
精算方法

所在地 施設中国地区コード

コード 関西地区 所在地 施設
一部負担金
精算方法



784 協同組合ベイタウン尾道 尾道市東尾道４－４ 窓口 845 大分イベントホール 大分市南春日町１２－５ 窓口

785 クレイトンベイホテル 呉市築地町３－３ 窓口 846 ニューウェルシティ宮崎 宮崎市宮崎駅東１－２－８ 窓口

786 福山ニューキャッスルホテル 福山市三之丸町８－１６ 窓口 847 労衛研　延岡健診センター 延岡市愛宕２－１－５　５階 ○ 窓口

787 海峡メッセ下関 下関市豊前田町３－３－１ 窓口 848 延岡卸商業センター 延岡市卸本町１２－９ 窓口

788 山口市民会館 山口市中央２－５－１ 窓口 849 ウエルネス交流プラザ 都城市蔵原町１１街区２５号 窓口

789 平安閣　岩国　リビエールへいあん 岩国市麻里布町４－８－８ 窓口 850 ホテルタイセイアネックス 鹿児島市中央町４－３２ 窓口

790 ノートルダム宇部 宇部市神原町２－７－１ 窓口 851 ヘルスサポートセンター鹿児島 鹿児島市東開町４－９６ ○ 窓口

791 労衛研　宇部健診センター 宇部市浜町２－７－２９ ○ 窓口

792 周南市文化会館 周南市徳山５８５４－４１ 窓口

793 光市総合福祉センター（あいぱーく光） 光市光井２－２－１ 窓口 852 琉生病院 那覇市字大道５６ ○ 窓口

794 防府市公会堂 防府市緑町１－９－１ 窓口

795 徳島県ＪＡ会館 徳島市北佐古一番町５－１２ 窓口

796 ホテル　パールガーデン 高松市福岡町２－２－１ 窓口

797 松山市総合コミュニティセンター 松山市湊町７ー５ 窓口

798 ひめぎんホール 松山市道後町２－５－１ 窓口

799 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１５５ 窓口

800 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１４－３０－２０１ ○ 窓口

801 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３－１９－５　博多石川ビル２階 ○ 窓口

802 博多スターレーン 福岡市博多区博多駅東１－１８－３３ 窓口

803 西鉄グランドホテル 福岡市中央区大名２－６－６０ 窓口

804 労衛研　天神健診センター 福岡市中央区天神２－８－３６　天神ＮＫビル２階 ○ 窓口

805 福岡国際総合健診センター 福岡市中央区天神２－１３－７　福岡平和ビル２階 ○ 窓口

806 聖マリア福岡健診センター 福岡市中央区天神４－１－３２ ○ 窓口

807 ＫＫＲホテル博多 福岡市中央区薬院４－２１－１ 窓口

808 福岡労働衛生研究所 福岡市南区那の川１－１１－２７ ○ 窓口

809 福岡リーセントホテル 福岡市東区箱崎２－５２－１ 窓口

810 船員保険　福岡健康管理センター 福岡市東区原田３－４－１０ ○ 窓口

811 福岡健康管理センター　西部健診会場 福岡市西区姪浜５－１４１１－３ ○ 窓口

812 西新パレスホール 福岡市早良区西新２－１０－１ 窓口

813 北九州パレス 北九州市小倉北区井堀５－１－３ 窓口

814 北九州健診診療所 北九州市小倉北区室町３－１－２ ○ 窓口

815 西日本総合展示場 北九州市小倉北区浅野３－８－１ 窓口

816 ウェルとばた 北九州市戸畑区汐井町１－６ 窓口

817 九州健康総合センター 北九州市八幡東区平野１－１１－１ ○ 窓口

818 折尾スターレーン 北九州市八幡西区折尾５－１－５ 窓口

819 ピーポート甘木（朝倉市総合市民センター） 朝倉市甘木１９６－１ 窓口

820 のがみプレジデントホテル 飯塚市新立岩１２－３７　市役所横 窓口

821 糸島健康福祉センター「あごら」 糸島市潤１－２２－１ 窓口

822 伊都文化会館 糸島市前原東２－２－７ 窓口

823 大野城まどかぴあ 大野城市曙町２－３－１ 窓口

824 大牟田文化会館 大牟田市不知火町２－１０－２ 窓口

825 久留米リサーチ・パーク 久留米市百年公園１－１ 窓口

826 久留米ビジネスプラザ 久留米市宮ノ陣４－２９－１１ 窓口

827 サンコスモ古賀 古賀市庄２０５ 窓口

828 田川文化センター 田川市平松町３－３６ 窓口

829 筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀１－５－１ 窓口

830 なかまハーモニーホール 中間市蓮花寺３－７－１ 窓口

831 ふくとぴあ 福津市手光南２－１－１ 窓口

832 宗像ユリックス 宗像市久原４００ 窓口

833 サンワークゆくはし 行橋市今井３６１３－４ 窓口

834 サンレイクかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁１－６－１ 窓口

835 シーオーレ新宮 糟屋郡新宮町緑ケ浜１－１－１ 窓口

836 ミリカローデン那珂川 筑紫郡那珂川町仲２９４－１ 窓口

837 グランデはがくれ 佐賀市天神２－１－３６ 窓口

838 サンメッセ鳥栖 鳥栖市本鳥栖町１８１９ 窓口

839 長崎ブリックホール 長崎市茂里町２－３８ 窓口

840 アルカスＳＡＳＥＢＯ 佐世保市三浦町２－３ 窓口

841 青磁野リハビリテーション病院 熊本市西区島崎２－２２－１５ ○ 窓口

842 熊本県総合保健センター 熊本市東区東町４－１１－１ ○ 窓口

843 グランメッセ熊本 上益城郡益城町福富１０１０ 窓口

844 大分労働衛生管理センター 大分市高城南町１１－７ ○ 窓口

コード 沖縄地区 所在地 施設
一部負担金
精算方法

コード 九州地区 所在地 施設
一部負担金
精算方法

コード 四国地区 所在地 施設
一部負担金
精算方法


