
ご案内
メールアドレスをご記入いただいた方には、健康セミナーや健診などの健康情報をいち早くお届けします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　過去の実施例：　丸の内タニタ食堂、ライザップCAFÉ　を利用した食べて学ぶ健康セミナー

24― ―



U G U I S U D A N I  M E D I C A L  C E N T E R
医療法人社団 せいおう会 鶯谷健診センター

〒110-0003 東京都台東区根岸2-19-19

http://www.tsk-uguisudani . jp

日本人間ドック学会機能評価認定施設
日本総合健診医学会認定優良施設
全国労働衛生団体連合会労働衛生サービス機能評価認定施設

TEL.03-3873-9161
ask1@tsk-uguisudani.jp

ご予約・お問い合わせ

健 康 と む き あ う

ひとときを

もっと ゆ た か に

快 適 に。

すべての健診コースは
男 女 別 専 用フロア で

20,000円人間ドックＤ１
開始・受付時間 8：00／10：30／13：15
対象年齢 40歳以上

5,000円生活習慣病Ｂ
開始・受付時間 8：00／12：30
対象年齢 30歳以上

0円 1,000円

一般健診A2

開始・受付時間

40歳以上 40歳未満

10：00／14：00

30,240円脳検査
対象年齢 40歳以上

き付」んはご膳薬いしさやに体身「 ーュニメ別特

東振協医療機関コード ： １３１４０

ご案内
メールアドレスをご記入いただいた方には、健康セミナーや健診などの健康情報をいち早くお届けします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　過去の実施例：　丸の内タニタ食堂、ライザップCAFÉ　を利用した食べて学ぶ健康セミナー

― ―25



ふぃおーれ保育室 事前予約制

受診している間は、保育士がお預かりいたします（無料）。

肺CT

お飲みものやお菓子等をご用意しております（無料）。
午後はパンもございます。 Wi-Fiも利用できます。

受診者専用ラウンジ

石油製品販売健康保険組合ご加入の皆様

一般財団法人 東京社会保険協会

「東新宿」駅　から徒歩約１分大江戸線
副都心線

A2
出口

フィオーレ健診クリニック

 人間ドックＤ１コース
　　  受付時間   
　　※土曜日は時間が異なりますので、ご確認ください。

 生活習慣病健診Ｂコース
　　  受付時間   

 一般健診Ａ２コース
　　  受付時間   

女性専用フロア  受付

受付時間は、午前・午後とも30分ごとになります。
女性専用フロアは、医師 ・ 技師 ・ スタッフすべて女性
です。女性専用ラウンジも併設しております。
人間ドックを受診の方は、健診当日、医師による結果説明を
いたします。

＊健診コースに胃部レントゲン検査（バリウム）が含まれる方は、胃部内視鏡検査
　（経口／経鼻胃カメラ）に変更できます（別途差額費用あり）。

月曜日～金曜日（祝日を除く）  土曜日（月1～２回、午前のみ）
健診実施日

オプション検査　その他オプション検査も充実させております。 詳細はホームページをご覧ください。

ゆとりある空間をご用意いたしました。
お忙しい方も短時間で受診できます。

男性健診フロア

フィオーレ健診クリニック
〒160-0022  新宿区新宿７－26－９ フィオーレ東京 TEL 03-5287-6211予約専用ダイヤル

受　付   月曜日～金曜日（祝日を除く） 9:00～17:00　土曜日（健診実施日のみ） 9:00～12:00

健診内容、料金、申し込み等は、健康保険組合との契約によります。ご予約の際は、お手元に健康保険証をご用意のうえ、予約専用ダイヤルまで
お問い合わせください。

予約状況・土曜日の健診実施日などの詳細は、ホームページをご覧ください。http://www.k-fiore.jp/ フィオーレ健診クリニック 検　索

分１約歩徒らか口出２Ａ駅」宿新東「線心都副ロトメ京東 ・ 線戸江大営都交通のご案内

保育室完備

　　　　 

　　　　 

　　　　 

◆肺CT検査

◆脳検査 （脳MRI ・ 脳血管MRA ・ 頸部血管MRA）  

◆眼科ドック

検査場所 フィオーレ健診クリニック

検査場所 メディカルスキャニング  新宿・池袋・渋谷・中野

検査場所 お茶の水・井上眼科クリニック（千代田区神田駿河台）

料　金 7,560円（税込）

料　金 34,560円（税込）

料　金 19,440円（税込）

業務提携

業務提携

健診終了後、お食事券（1,000円分）
をお渡しいたします。

健診機関コード  13205

事前予約制
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予約専用電話

（3 施設共通）

ふぃおーれ保育室 事前予約制

受診している間は、保育士がお預かりいたします（無料）。

肺CT

お飲みものやお菓子等をご用意しております（無料）。
午後はパンもございます。 Wi-Fiも利用できます。

受診者専用ラウンジ

石油製品販売健康保険組合ご加入の皆様

一般財団法人 東京社会保険協会

「東新宿」駅　から徒歩約１分大江戸線
副都心線

A2
出口

フィオーレ健診クリニック

 人間ドックＤ１コース
　　  受付時間   
　　※土曜日は時間が異なりますので、ご確認ください。

 生活習慣病健診Ｂコース
　　  受付時間   

 一般健診Ａ２コース
　　  受付時間   

女性専用フロア  受付

受付時間は、午前・午後とも30分ごとになります。
女性専用フロアは、医師 ・ 技師 ・ スタッフすべて女性
です。女性専用ラウンジも併設しております。
人間ドックを受診の方は、健診当日、医師による結果説明を
いたします。

＊健診コースに胃部レントゲン検査（バリウム）が含まれる方は、胃部内視鏡検査
　（経口／経鼻胃カメラ）に変更できます（別途差額費用あり）。

月曜日～金曜日（祝日を除く）  土曜日（月1～２回、午前のみ）
健診実施日

オプション検査　その他オプション検査も充実させております。 詳細はホームページをご覧ください。

ゆとりある空間をご用意いたしました。
お忙しい方も短時間で受診できます。

男性健診フロア

フィオーレ健診クリニック
〒160-0022  新宿区新宿７－26－９ フィオーレ東京 TEL 03-5287-6211予約専用ダイヤル

受　付   月曜日～金曜日（祝日を除く） 9:00～17:00　土曜日（健診実施日のみ） 9:00～12:00

健診内容、料金、申し込み等は、健康保険組合との契約によります。ご予約の際は、お手元に健康保険証をご用意のうえ、予約専用ダイヤルまで
お問い合わせください。

予約状況・土曜日の健診実施日などの詳細は、ホームページをご覧ください。http://www.k-fiore.jp/ フィオーレ健診クリニック 検　索

分１約歩徒らか口出２Ａ駅」宿新東「線心都副ロトメ京東 ・ 線戸江大営都交通のご案内

保育室完備

　　　　 

　　　　 

　　　　 

◆肺CT検査

◆脳検査 （脳MRI ・ 脳血管MRA ・ 頸部血管MRA）  

◆眼科ドック

検査場所 フィオーレ健診クリニック

検査場所 メディカルスキャニング  新宿・池袋・渋谷・中野

検査場所 お茶の水・井上眼科クリニック（千代田区神田駿河台）

料　金 7,560円（税込）

料　金 34,560円（税込）

料　金 19,440円（税込）

業務提携

業務提携

健診終了後、お食事券（1,000円分）
をお渡しいたします。

健診機関コード  13205

事前予約制
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（P24 の申請書もご利用いただけます）

保健事業課
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