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№ 施設名 住所 コース  料金（税込） 

1
社会医療法人　北斗
北斗病院

北海道帯広市
稲田町基線7-5

がんドック　(PET/CT+胸腹部CT（骨盤部まで）+甲状腺エ
コー+骨盤部MRI+血液検査(末梢血液、一般生化学検
査、腫瘍マーカー他）+尿検査+便検査+問診+身長+体重
+BMI+腹囲+体脂肪率+血圧+医師による 診察+結果発
送）

¥68,000

PETがん検診（PET-CT+腫瘍マーカー） ¥107,800

PETベーシック（PETがん検診+血圧+血液検査+上腹部
MRI+胸部CT+上腹部CT+甲状腺超音波+甲状腺血液検
査+便検査+胃がんリスク検査）

¥140,800

3
札幌東徳洲会病院
健診センター

北海道札幌市東区
北33条東14丁目

3番1号
PET-CT検診 (PET-CT+腫瘍マーカー) ¥99,000

Aコース　（PET-CT） ¥77,000

Bコース　(PET-CT+血液検査+尿検査+腫瘍マーカー+Ａ
ＢＣ検診）

¥117,000

Cコース　(Ｂコース+頭部MRI+面談、結果説明） ¥147,000

Dコース　(Ｃコース+身体測定+血圧+心電図+視力+聴力+
便検査+腹部・骨盤部MRI+腹部超音波）

¥188,000

スタンダード （PET-CT+腹部・骨盤MRI+体幹部CT+血液
検査＋頚部・腹部・乳腺（女性）超音波+身体測定+血圧+
視力+聴力+心電図+尿検査+便検査+腫瘍マーカー+ABC
検診+面談・結果説明）

¥170,500

スタンダード+脳　（スタンダード+頭部MRI/MRA） ¥198,000

プレミアム  （スタンダード+頭部MRI/MRA+CT（メタボリッ
クシンドローム）+血圧脈波+肺機能+眼底・眼圧+喀痰+膠
原病・リウマチ検査）

¥220,000

PET-CT　（PET-CT+腫瘍マーカー） ¥110,000

PET-CT【初回受診】（PET-CT+腫瘍マーカー） ¥91,300

PET-CT【土曜価格】（PET-CT+腫瘍マーカー） ¥90,200

MCIドック  (脳PET-CT+頭部MRI+VSRAD+身体測定+血
圧+血液検査）

¥110,000

がんPETドック  (PET-CT+身体測定+血圧） ¥165,000

総合がんPETドック  （がんPETドックコース+骨盤部MRI+
腹部・頚部・乳腺（女性）超音波+血液検査+腫瘍マーカー
+マンモグラフィー（女性））

¥220,000

ベーシック （PET-CT+胸部CT） ¥77,000

スタンダード （ベーシック+内臓脂肪CT+下腹部MRI+甲状
腺・腹部超音波+血液検査+尿検査+便検査）

¥154,000

プレミアム （スタンダード+頭部MRI/MRA/PET+アルツハ
イマー解析+頚動脈超音波+後日面談（検査当日は実施
なし）+健康年齢レポート

¥192,500

エクセレント （プレミアム+冠動脈MRI+Lox-index） ¥255,750

マンモPET（胸部CT・乳房PET） ¥55,000

旭化成健康保険組合PETがん検診契約医療機関

8 永仁会シーズクリニック
埼玉県所沢市

東住吉7-5

5 厚生仙台クリニック
宮城県仙台市

青葉区
柏木一丁目5-45

6 AIC画像検査センター
茨城県つくば市
天久保2-1-16

2 LSI札幌クリニック
北海道札幌市東区
北13条東1-2-50

4
孝仁病院PET画像診断
センター

岩手県盛岡市
中太田泉田28

7
宇都宮セントラル
クリニック

栃木県宇都宮市
屋板町561-3



№ 施設名 住所 コース  料金（税込） 

PETスタンダード（PET-CT+骨盤MRI+腹部・甲状腺超音
波+血液検査+腫瘍マーカー+便検査+尿検査+女性のみ
（マンモグラフィー+乳腺超音波+子宮擦過細胞診））

¥184,800

PETスタンダード・脳プラス（PETスタンダード+頭部
MRI/MRA）

¥215,600

PETスタンダード・心機能プラス（PETスタンダード+心臓
超音波+心電図+脈波伝播速度検査+心筋マーカー）

¥215,600

PETスタンダード・内視鏡プラス（PETスタンダード+胃カメ
ラ）

¥215,600

デジタルPET-CTによるがんドック基本コース【デジタル
PET-CT検査による全身の検査＋骨盤部MRI検査＋甲状
腺エコー検査＋胸腹部CT＋胃がんリスク検査（ABC検
診）＋腫瘍マーカー検査＋便潜血検査＋尿検査＋糖検
査＋血液検査（肝機能・腎機能・脂質・他）＋血圧測定】

¥132,000

デジタルPET-CTによるがんドック推奨コース【デジタル
PET-CTがんドック基本コース＋脳ドック】

¥154,000

デジタルPET-CTによるがんドックプレミアムコース【デジ
タルPET-CTがんドック基本コース＋脳ドック＋人間ドッ
ク】※1泊2日

¥205,800

スタンダードライト（PET-CT+問診+身体測定+血液検査
+ABC検診+腫瘍マーカー+尿検査+便検査）

¥108,000

スタンダード（スタンダードライト+結果説明） ¥120,000

スーペリア（スタンダード+頭部MRI/MRA+頚動脈MRA） ¥160,000

プレミアム（男性）(スーペリア+LOX-index+骨盤MRI+頚動
脈・腹部・甲状腺超音波+心電図)

¥240,000

プレミアム（女性）プレミアム（男性）+マンモグラフィ+乳腺
超音波）

¥250,000

PETコース （PET‐CT+問診） ¥132,000

総合コース2日間（男性） （PET-CT+問診+診察+人間ドッ
ク+頭部MRI/MRA+胸部CT+甲状腺・頚動脈・心臓・膀胱
（男性のみ）超音波+骨密度+甲状腺血液+ABC検診+腫
瘍マーカー+動脈硬化検査+喀痰細胞診+NT-proBNP+専
門医の結果説明+健康づくりｱﾄﾞﾊﾞｲｽ+ﾐｸﾆﾏﾝｽ-ﾙでの食
事）

¥385,000

総合コース2日間（女性） （総合コース男性+マンモグラ
フィ+乳腺超音波+骨盤MRI+内診/子宮細胞診+経腟超音
波）

¥429,000

PET-CT単独検査  (PET-CT+問診+診察+身体測定+血
圧)

¥137,500

PET-CT総合検診　日帰りコース　 (PET-CT単独コース+
人間ドック+頭部MRI/MRA+甲状腺血液+腫瘍マーカー
+ABC検診+婦人科検査（マンモグラフィ+乳腺超音波+内
診/子宮細胞診+経腟超音波）

¥302,500

PET-CT総合検診　1泊2日コース　(PET-CT総合検診日
帰りコース+大腸内視鏡+骨盤MRI)

¥357,500

PET-CT脳MRI・MRA(PET-CT単独コース+頭部
MRI/MRA)

¥170,500

PET-CT脳MRI・MRAコース＋心臓ドック(PET-CT脳MRI・
MRAコース+心電図+動脈硬化検査+心臓・頚動脈超音
波)

¥212,300

13
国際医療福祉大学
三田病院

東京都港区
三田1-4-3

11
東京ベイ先端医療・幕張
クリニック

千葉県千葉市
美浜区豊砂1-17

12 四谷メディカルキューブ
東京都千代田区

2番町7-7

9
さいたまセントラル
クリニック

埼玉県さいたま市
大宮区天沼町2-759
さいたまメディカル

タウン3F

10
社会医療法人
熊谷総合病院

〒360-8567
埼玉県熊谷市

中西
4丁目5番1号



№ 施設名 住所 コース  料金（税込） 

PET (A)　　PET-CT ¥132,000

PET (B)　（PET-CT+血液検査+腫瘍マーカー+頭部MRI) ¥159,500

PET (C)　（PET-CT+血液検査+腫瘍マーカー) ¥143,000

PET (D)　（PET-CT+頭部MRI) ¥149,600

PET (E)　（PET-CT+血液検査+腫瘍マーカー+頭部MRI+
脳PET)

¥187,000

PET/CTコース　(当日画像説明なし)(問診+PET-CT+身
体測定+血圧+尿検査+便検査+血液検査+腫瘍マーカー+
脈波測定+NT-ｐroBNP）

¥148,500

PET/CTコース（当日画像説明あり）　(問診+PET-CT身
体測定)+血圧+尿検査+便検査+血液検査+腫瘍マーカー
+脈波測定+NT-ｐroBNP）

¥159,500

がん総合コース(当日画像説明なし)　(PET/CTコース+骨
盤部MRI+甲状腺・腹部+乳腺（女性）・前立腺（男性）超音
波）

¥203,500

がん総合コース(当日画像説明あり)　(PET/CTコース+骨
盤部MRI+甲状腺・腹部+乳腺（女性）・前立腺（男性）超音
波

¥214,500

グランドコース(当日画像説明あり)　(がん総合コース+頭
部MRI/MRA+頚動脈超音波）

¥280,500

グランドコース(当日画像説明なし)　(がん総合コース+頭
部MRI/MRA+頚動脈超音波）

¥269,500

PET/CT+脳ドックコース（当日画像説明あり）（PET/CT
コース+頭部MRI/MRA+頚動脈超音波）

¥192,500

PET/CT+脳ドックコース（当日画像説明なし）（PET/CT
コース+頭部MRI/MRA+頚動脈超音波）

¥181,500

16 東京西徳洲会病院
東京都昭島市
松原町3-1-1

PET/CTがん検診(人間ドック+甲状腺超音波+腫瘍マー
カー+頭部MRI/MRA+PET-CT+口腔検査)
※胃カメラ実施の際のPCR検査\3,300含む

¥155,980

ベーシック　（PET-CT+血液検査+甲状腺血液+腫瘍マー
カー+便検査+身体測定+血圧+心電図+尿検査+視力+聴
力+ABC検診）

¥115,500

ベーシック脳プラス（ベーシック+頚動脈超音波+頭部
MRI/MRA）

¥148,500

レディース脳プラス（レディース+頚動脈超音波+頭部
MRI/MRA）

¥187,000

レディース　（ベーシック+乳房超音波＋骨盤MRI＋子宮
細胞診＋骨密度）

¥154,000

スタンダード　（ベーシック＋甲状腺・腹部・乳房超音波＋
骨盤MRI）

¥176,000

スタンダード脳プラス（スタンダード+頚動脈超音波+頭部
MRI/MRA）

¥198,000

プレミアム（男性）　（スタンダード脳プラス+脳PET+消化
器・肺腫瘍マーカー＋骨密度・抗加齢ホルモン）

¥297,000

プレミアム（女性）（レディース脳プラス＋脳PET+消化器・
肺・女性腫瘍マーカー+坑加齢ホルモン検査）

¥308,000

ベーシック　（全身PET+体幹部CT+便検査+下腹部超音
波+問診+診察）

¥104,500

スタンダード　（ベーシック+身体測定+上腹部超音波+血
液検査+腫瘍マーカー+尿検査+喀痰）

¥132,000

プレミアム（人間ドック+頭部MRI/MRA+PET-CT+下腹部
超音波）

¥174,166

エグゼクティブ　（スタンダード+頭部MRI/MRA+眼底+心
電図）

¥170,500

17 ゆうあいクリニック
神奈川県横浜市
港北区北新横浜

1-6-2

18 湘南健康管理クリニック
神奈川県茅ヶ崎市

茅ヶ崎2-2-3

15
西台クリニック
画像診断センター

東京都板橋区
高島平1-83-8

14
日本医科大学
健診医療センター

東京都文京区
千駄木1-12-15



№ 施設名 住所 コース  料金（税込） 

19 浜松PET診断センター
静岡県浜松市

浜北区平口5000

PET総合　（PET+胸部･腹部CT+頭部･骨盤部MRI+腹部・
乳房（女性）超音波+血液検査+腫瘍マーカー+ABC検診+
ｳｨﾙｽ性肝炎検査+尿検査 +便検査

¥150,000

PET-CTコース　（PET-CT+血液検査（基本39項目）+腫
瘍マーカー+尿検査10項目+内科医による診察所見+結
果説明）

¥122,100

がん(男性）コース　(PET/CT+身体測定、血圧、胸部X
線、血液（基本39項目）+腫瘍マーカー+尿検査+便潜血+
超音波(腹部・前立腺）+上部消化管内視鏡検査+CT（胸
部）+内科医による診察所見+結果説明）

¥162,800

がん(女性）コース　(PET/CT+身体測定、血圧、胸部X
線、血液（基本39項目）+腫瘍マーカー+尿検査+便潜血+
マンモ+超音波(腹部・乳腺・経膣）+子宮細胞診（頸部）+
内診（婦人科）+上部消化管内視鏡検査+CT（胸部）+内科
医による診察所見+結果説明）触診無し

¥172,700

総合１泊２日コース　(PET/CT+基本検査（身体測定、視
力、眼圧、眼底、胸部X線、血圧、聴力、心電図、負荷心
電図、呼吸機能、血液（基本39項目）+腫瘍マーカー+尿
検査+便潜血+超音波(腹部・心臓・頸動脈）+上部消化管
内視鏡検査+下部消化管内視鏡検査+CT（胸部）+MRI
（頭部）+MRA（脳血管）+内科医による診察所見+結果説
明）

¥203,500

スタンダード（問診+PET-CT+身体＋大腸便＋血液検査） ¥120,000

プレミアム（問診+PET-CT+身体＋大腸便＋血液検査＋
ECO＋CT＋MRI）

¥190,000

22 中部国際医療センター
岐阜県美濃加茂市

健康のまち1-1

がん総合コース　（PET-CT+身体測定+尿検査+便検査+
喀痰+血液検査+脳MRI（男性）、脳MRIor骨盤部MRI（女
性）+腫瘍マーカー（男性））

¥165,000

PET-CT検査（PET-CT） ¥99,000

PET-CTスタンダード（PET-CT+胸腹部CT+腹部超音波+
骨盤部MRI+血液検査+尿検査+便検査）

¥187,000

PET-CTスタンダード・脳（PET-CTスタンダードコース+頭
部MRI・MRA検査+頸部血管超音波+心電図検査+胸部レ
ントゲン検査+眼底・眼圧検査）

¥221,100

PET-CTマキシマム（PET-CTスタンダード・脳+心機能
セット（血液検査・心臓超音波）+甲状腺セット（血液検査・
甲状腺超音波）+動脈硬化検査+喀痰・尿細胞診検査+ピ
ロリ菌検査）

¥258,500

24
半田市医師会健康管理
センター

愛知県半田市
神田町1-1

PET-CT　（PET-CTのみ） ¥99,550

PET-CTスタンダード　（PET-CT+診察+身体測定+血液検
査（血糖値のみ）+結果説明(後日)）

¥81,400

PET基本　(PET-CT+人間ドック+腫瘍マーカー+結果説明
（後日））

¥107,800

PET安心　(PET-CT基本+甲状腺・頚動脈超音波+骨密度
+頭部MRI/MRA）

¥137,500

PET精密　(PET-CT安心+心臓・乳腺（女性）超音波+ＢＮ
Ｐ検査+マンモグラフィ）

¥152,900

PET1泊フルコース　(PET-CT精密+大腸カメラ） ¥203,500

23
大雄会第一病院
健診センター

愛知県一宮市羽衣
1-6-12

25 近江草津徳州会病院
滋賀県草津市
東矢倉3-34-52

20
順天堂大学医学部附属
静岡病院

静岡県伊豆の国市
長岡1129番地

21
塩川病院三重先端医療
PETセンター

三重県鈴鹿市
一丁目３番７号



№ 施設名 住所 コース  料金（税込） 

基本コース　（PET-CT+診察+便検査+血液検査(血糖値・
ペプシノゲン)+腫瘍マーカー+身体測定+血圧+視力）

¥78,000

特別コース　(基本コース+血液検査+尿検査+心電図+腹
部超音波）

¥98,000

PET-CT+1日ドック ¥111,800

PET単独コース（PET-CT+医師診察+身体計測+血圧+脈
拍）

¥93,000

PET標準コース（PET単独コース+便検査+採血+腫瘍マー
カー）

¥110,000

PET特別コース（PET標準コース+胃カメラ+腹部超音波+
頭部MRI/MRA）

¥156,000

PETファーストコース　（PET+身体測定+血圧+結果説明） ¥77,000

PETトータルコース (PETスタンダード+頭部MRI/MRA+心
臓・腹部・頚動脈超音波+心電図）

¥170,000

PETエグゼグティブコース（トータル+全身CT+胃内視鏡
（別日）+大腸内視鏡（別日）+血圧脈波）

¥216,000

PETスタンダードコース（ファースト+骨盤MRI+胸部・上腹
部CT+血液検査+尿検査+便検査）

¥120,000

ベーシックコース＋PET－CT検査　（PET-CT+人間ドック
+ABC検診）

¥147,125

スタンダードコース＋PET-CT検査　（ベーシックコース
+PET-CT+腫瘍マーカー+血液検査項目増加）

¥157,575

スーパーコース＋PET-CT検査　（スタンダードコース
+PET-CT+心臓検査（心臓超音波・CT・NT-proBNP）+脳
検査（頭部MRI・頭頚部MRA・頚動脈超音波・認知機能検
査（CADI）+肺がん検査（胸部CT・Pro-GRP）+甲状腺検査
（超音波・血液検査）+メタボ検査（腹部CT・ABI/PWV検
査・血液検査）+骨検査（骨密度・血液検査）+追加腫瘍
マーカー+血液検査項目増加）

¥230,725

脳コース＋PET-CT検査　（PET-CT+脳検査（頭部MRI・
頭頚部MRA・頚動脈超音波・認知機能検査（CADi）)+心
電図+血液検査+尿検査）

¥147,125

基本がん検診コース　（PET-CT+身体測定+血圧+血液検
査+ABC検診+尿検査+便検査+腫瘍マーカー）

¥122,100

総合がん検診コース （基本検診コース+心電図+骨密度
検査+腹部・頚動脈超音波+頭部MRI/MRA+骨盤MRI+動
脈硬化検査）

¥201,300

ベーシック　（PET-CT+身体測定+血圧+問診・診察） ¥90,200

エクセレントコース　（ベーシック+頭部・腹部・骨盤部MRI+
血液検査+腫瘍マーカー+眼底+尿検査+視力+聴力）

¥150,700

プレミアムコース　（エクセレントコース+頭頚部MRA+胃内
視鏡（経鼻）+心電図+甲状腺・腹部・頚動脈超音波+動脈
硬化検査(血圧脈波)+喀痰+眼圧+便検査+肺機能+眼圧）

¥211,200

PETベーシックコース（問診+診察+身体測定+血圧+便検
査+ペプシノゲン+腫瘍マーカー）

¥110,000

PETベーシックコース+頭部MRI or 乳房PET ¥139,700

32 中之島クリニック
大阪府大阪市

福島区福島2-1-2

30 MIクリニック
大阪府豊中市
少路1-12-13

31
阪和第二泉北病院
阪和インテリジェント
医療センター

大阪府堺市中区
深井北町3176

28
西の京病院
総合健診センター

奈良県奈良市
七条町95-1

29
医誠会病院　人間ドック
SOPHIA

大阪府大阪市
東淀川区

菅原6-2-25

26 南草津健診センター
滋賀県草津市
南草津2-3-7

27 京都ルネス病院
京都府福知山市

末広町4-13



№ 施設名 住所 コース  料金（税込） 

ベーシックコース （PET-CT+血糖+血圧） ¥93,500

スタンダードコース男性 （ベーシックコース+頭部
MRI/MRA+胃内視鏡+ピロリ菌検査+冠動脈MRA+心電図
+血圧脈波+腹部超音波+血液検査+便検査+尿検査+腫
瘍マーカー)

¥169,400

スタンダードコース女性 （ベーシックコース+頭部
MRI/MRA+胃内視鏡+ピロリ菌検査+冠動脈MRA+心電図
+血圧脈波+腹部超音波+血液検査+便検査+尿検査+乳
がん+子宮がん+腫瘍マーカー)

¥180,400

エグゼクティブプラン男性 （スタンダード男性+聴力+肺機
能+心臓・頚動脈・甲状腺超音波+眼底+眼圧+骨密度）

¥213,400

エグゼクティブプラン女性 （スタンダード女性+聴力+肺機
能+心臓・頚動脈・甲状腺超音波+眼底+眼圧+骨密度）

¥224,400

スーパーエグゼクティブ男性 （エグゼグティブ男性+CT体
脂肪率+平衡機能検査+アレルギー（MAST36）+自己免疫
検査+骨代謝検査（血液検査）+骨盤MRI+睡眠時無呼吸
検査+耳鼻科内視鏡診察）

¥345,400

スーパーエグゼクティブ女性 （エグゼグティブ女性+CT体
脂肪率+平衡機能検査+アレルギー（MAST36）+自己免疫
検査+骨代謝検査（血液検査）+骨盤MRI+睡眠時無呼吸
検査+耳鼻科内視鏡診察）

¥367,400

エグゼクティブ（PET-CT+CT肺がん検診+MRI腹部がん
検診+MRI骨盤部がん検診+CTメタボ検診＋血液検査・検
尿・検便検査＋医師からの結果説明＋検査画像CDR）

¥167,000

ベーシック（PET-CT+CT肺がん検診＋血液検査・検尿・
検便検査＋医師からの結果説明＋検査画像CDR）

¥112,500

ベーシック （PET-CT+胸部CT+身体測定+結果説明) ¥101,500

スタンダード （ベーシック+腹部・甲状腺超音波+血液検査
+腫瘍マーカー+尿検査+便検査+結果説明)

¥132,000

エグゼクティブ(男） （スタンダード＋頚動脈・前立腺超音
波＋頭部MRI/MRA＋骨盤部MRI＋視力+聴力+心電図）

¥198,000

エグゼクティブ(女） （スタンダードコース＋頚動脈・乳腺・
子宮卵巣超音波+骨盤部MRI+マンモグラフィ＋視力+聴
力+心電図）

¥198,000

トータルエグゼクティブ(男)コース（エグゼクティブコース
(男)+胃内視鏡+肺機能+眼底）

¥223,000

トータルエグゼクティブ(女)コース（エグゼクティブコース
(女)+胃内視鏡+肺機能+眼底）

¥223,000

トータルスタンダードコース（スタンダードコース+胃内視
鏡+視力+聴力+心電図+肺機能+眼底）

¥157,000

ベーシック　（PET-CT+胸部CT+便検査） ¥102,700

スタンダード（ベーシック+腹部超音波+胃カメラ+腫瘍マー
カー)

¥133,100

スタンダード（婦人科）　（スタンダード+子宮頚部細胞診+
マンモ
グラフィ）

¥142,500

スペシャル　（スタンダード+人間ドック） ¥143,600

スペシャル（婦人科）　（スペシャル+子宮頚部細胞診+マ
ンモ
グラフィ）

¥152,000

36
中電病院
ＰＥＴ・検診センター

広島県広島市中区
大手町3-4-27

34 岡山画像診断センター
岡山市北区
大供2-3-25

35 広島平和クリニック
広島県広島市中区

河原町1-31

33 岡村一心堂病院
岡山県岡山市
西大寺南2-1-7



№ 施設名 住所 コース  料金（税込） 

Sコース（成人病総合）　（全身PET、頭頚部MRI、MRA、冠
動脈MRI、腹部MRI、骨盤MRI、胸腹部CT、胃カメラ、エ
コー、血液検査他（男））

¥207,000

Sコース（成人病総合）　（全身PET、頭部MRI、MRA、冠動
脈MRI、腹部MRI、骨盤MRI、胸腹部CT、胃カメラ、エ
コー、乳房検査、血液検査他（女））

¥215,000

Aコース（がん総合）　（全身PET、頭頚部MRI、MRA、腹部
MRI、骨盤部MRI、胸腹部CT、胃カメラ、エコー、血液検査
他）(男）

¥174,000

Aコース（がん総合）　（全身PET、頭頚部MRI、MRA、腹部
MRI、骨盤部MRI、胸腹部CT、胃カメラ、エコー、乳房検
査、血液検査他）(女）

¥182,000

Ｂコース（脳PET）　（全身PET、頭頚部MRI，MRA、ＶＳＲＡ
Ｄによる脳萎縮統計学的解析、他）

¥117,000

Cコース　（全身PET+胸腹部CT、他) ¥105,000

Dコース　（全身PET+頭、頚部MRI，MRA、腹部MRI、骨盤
MRI、胸腹部CT、他)

¥127,000

PETコース　（全身PET、他） ¥97,000

PET/CTコース （PET-CT+身体測定） ¥93,500

スタンダードコース（PET/CTコース+腹部超音波+血液検
査+腫瘍マーカー+尿検査+便検査）

¥123,200

スタンダード・レディースコース（スタンダード+マンモPET） ¥145,200

エグゼクティブコース男性 （スタンダード+甲状腺超音波+
頭部・骨盤部MRI+心電図+血圧脈波）

¥162,800

エグゼクティブコース女性 （エグゼグティブ男性+乳腺超
音波+マンモグラフィ）

¥171,600

マンモPET（身体測定+マンモPET） ¥44,000

A-Ⅲコース（基本）　（問診+診察+身体測定+腹部超音波
+PET-CT+結果説明）

¥104,500

B-Ⅲコース（標準）　（A-Ⅲコース（基本）+胸部CT） ¥115,500

Ｃ-Ⅲコース（総合）　（B-Ⅲコース（標準）+血液検査+腫
瘍マーカー+尿検査+便検査）

¥126,500

PET（PET-CT+腫瘍マーカー） ¥93,500

PET+脳オプション（PETコース+頭部MRI/MRA+頚動脈超
音波+ABI）

¥123,500

PET+日帰りドック（PETコース+日帰りドック） ¥134,200

PET+日帰りドック+脳ドック（PETコース+日帰りドック+頭
部MRI/MRA+頚動脈超音波+ABI）

¥164,200

PET+日帰りドック+脳検査+他（PET+日帰りドック+脳ドック
コース+心臓超音波+大腸内視鏡（別日）+甲状腺超音波）

¥194,450

スタンダード（PET-CT+問診+身体測定+血圧+頭部
MRI/MRA+腹部・甲状腺超音波+便検査+血糖+結果説明
(後日)）

¥91,000

ビップ（スタンダード+骨盤MRI+ペプシノーゲン+血液検査
(甲状腺+炎症反応）+腫瘍マーカー+尿検査）

¥107,000

総合健診ドック(人間ドック+PET-CT+頭部MRI/MRA+甲
状腺・頚動脈・心臓超音波+ABI+腫瘍マーカー+問診+診
察+マンモグラフィ+乳房超音波+子宮頸がん）

¥129,000

アンチエイジング(総合健診ドック+認知機能テスト・
VSRAD+大腸内視鏡+アンチエイジング検査(サプリメント
ドック)）

¥210,000

40
福岡記念PET・健診
センター

福岡県福岡市
中央区

今川2-16-16

41 福岡病院
佐賀県佐賀市
開成6-14-10

38 セントヒル病院
山口県宇部市
今村北3-7-18

39 北九州ＰＥＴ健診センター
福岡県北九州市

小倉北区室町3-1-2

37 本城クリニック
山口県周南市

五月町8-1



№ 施設名 住所 コース  料金（税込） 

ベーシック追跡　（PET/CT（体幹部）+血糖+尿検査+腫瘍
マーカー+便検査）※2次検診を同じ施設で受診希望の方
限定

¥99,800

ベーシック　（ベーシック追跡と同じ） ¥123,500

スタンダード（ベーシック追跡+血液検査+腫瘍マーカー（3
種追加））

¥134,000

スタンダードプラス（スタンダード+尿検査+便検査+腹部エ
コー）

¥137,500

プレミアム（スタンダードプラス+胃カメラ+心電図+頭部
MRI/MRA+頚動脈MRA+胸部CT）

¥205,000

ベーシック追跡　（PET/CT（体幹部）+血糖+尿検査+腫瘍
マーカー+便検査）※2次検診を同じ施設で受診希望の方
限定

¥99,800

ベーシック　（ベーシック追跡と同じ） ¥123,500

スタンダード（ベーシック追跡+血液検査+腫瘍マーカー（3
種追加））

¥134,000

Cコース（PET-CT+胸部CT+問診+腫瘍マーカー+便検査） ¥101,000

Bコース（Cコース+尿検査+血液検査+上下腹部・甲状腺
超音波+胃カメラ）

¥150,000

Aコース（Bコース+喀痰検査+骨盤部MRI） ¥170,000

46
厚地記念クリニック
PET画像診断センター

鹿児島県鹿児島市
照国町12-1

PET/CTドック（PET/CT+甲状腺・腹部超音波+血液検査+
腫瘍マーカー+ピロリ菌検査+尿検査+便検査+内臓脂肪
CT

¥140,000

プラチナコース　（PET-CT+CT＋エコー＋血液検査他）
旭化成様　特別価格

¥121,000

ゴールドコース　（PET+CT＋エコー＋血液検査他）
旭化成様　特別価格

¥99,000

スタンダードコース　（PET+CT＋血液検査）
旭化成様　特別価格

¥66,000

47
医療法人隆徳会
宮崎鶴田記念クリニック
がん診断センター

宮崎県宮崎市阿波
岐原町宝財2281−1

44
一般財団法人
大分健康管理協会
大分総合検診センター

大分県別府市
上人ヶ浜町９

がんPET-CTコース（問診+PET-CT+画像の説明） ¥121,000

45
南風病院画像診断
センター

鹿児島県鹿児島市
長田町14-3

42 西諫早病院
長崎県諫早市
貝津町3015

43
西諫早病院サテライト
クリニックPET/CT佐世保

長崎県佐世保市
浜田町2-7


