
243 埼玉会館 埼玉 さいたま市浦和区高砂３－１－４

244 埼玉県県民健康センター 埼玉 さいたま市浦和区仲町３－５－１

245 彩の国　すこやかプラザ 埼玉 さいたま市浦和区針ケ谷４－２－６５

246 さいたま市民会館おおみや 埼玉 さいたま市大宮区下町３－４７－８

247 ＪＡ共済埼玉ビルディング 埼玉 さいたま市大宮区土手町１－２

248 さいたま市宇宙劇場 埼玉 さいたま市大宮区錦町６８２－２　ＪＡＣＫ大宮５階

249 双愛クリニック 埼玉 さいたま市大宮区堀の内町２－１７３

250 さいたま市プラザノース 埼玉 さいたま市北区宮原町１－８５２－１

251 さいたま市宮原コミュニティセンター 埼玉 さいたま市北区吉野町２－１９５－１

252 さいたま市プラザウエスト 埼玉 さいたま市桜区道場４－３－１

253 ラフレさいたま 埼玉 さいたま市中央区新都心３－２

254 さいたま市西部文化センター 埼玉 さいたま市西区三橋６－６４２－４

255 プラザホテル浦和 埼玉 さいたま市南区鹿手袋１－１－１

256 埼玉建産連研修センター 埼玉 さいたま市南区鹿手袋４－１－７

257 片柳コミュニティセンター 埼玉 さいたま市見沼区染谷３－１４７－１

258 上尾市文化センター 埼玉 上尾市ニツ宮７５０

259 埼玉県立武道館 埼玉 上尾市日の出４－１８７７

260 イコス上尾 埼玉 上尾市大字平塚９５１－２

261 朝霞市産業文化センター 埼玉 朝霞市大字浜崎６６９－１

262 朝霞市民会館 埼玉 朝霞市本町１－２６－１

263 入間市産業文化センター 埼玉 入間市向陽台１－１－７

264 桶川東公民館 埼玉 桶川市末広２－８－２９

265 桶川市民ホール（響の森） 埼玉 桶川市若宮１－５－９

266 春日部市民文化会館 埼玉 春日部市粕壁東２－８－６１

267 庄和総合支所 埼玉 春日部市金崎８３９－１

268 ウイング・ハット春日部 埼玉 春日部市谷原新田１５５７－１

269 春日部市ふれあいキューブ 埼玉 春日部市南１－１－７

270 加須市市民総合会館（市民プラザかぞ） 埼玉 加須市中央２－４－１７

271 川口総合文化センター・リリア 埼玉 川口市川口３－１－１

272 川口市南平文化会館 埼玉 川口市元郷６－１４－１

273 川口パークタワークリニック 埼玉 川口市幸町１－７－１　川口パークタワー２階

274 鳩ヶ谷駅市民センター 埼玉 川口市大字里１６５０－１

275 川口市芝市民ホール 埼玉 川口市大字芝６２４７

276 川口緑化センター（樹里安） 埼玉 川口市大字安行領家８４４－２

277 南浦和ベルヴィ武蔵野 埼玉 川口市小谷場３８

278 川越西文化会館 埼玉 川越市鯨井１５５６－１

279 川越南文化会館（ジョイフル） 埼玉 川越市大字今福１２９５－２

280 ウェスタ川越 埼玉 川越市新宿町１－１７－１７

281 川越バンテアン 埼玉 川越市問屋町１－８

282 ラ・ボア・ラクテ 埼玉 川越市脇田本町２２－５

283 北本市文化センター 埼玉 北本市本町１－２－１

284 行田市産業文化会館 埼玉 行田市本丸２－２０

285 毎日興行アリーナ久喜（久喜市総合体育館） 埼玉 久喜市江面１６１６

286 久喜総合文化会館 埼玉 久喜市大字下早見１４０

287 久喜市栗橋文化会館イリス 埼玉 久喜市伊坂１５５７

288 熊谷文化創造館 埼玉 熊谷市拾六間１１１－１

289 マロウドイン熊谷 埼玉 熊谷市銀座1－64

290 籠原病院 埼玉 熊谷市美土里町３ー１３６

291 鴻巣市文化センター 埼玉 鴻巣市中央２９－１

292 越谷コミュニティセンター 埼玉 越谷市南越谷１－２８７６－１

293 北越谷ベルヴィ　ギャザホール 埼玉 越谷市神明町２－１７０

294 越谷市北部市民会館 埼玉 越谷市恩間１８１－１

295 セミナーガーデン 埼玉 越谷市東町２－６５－２

296 坂戸市文化会館 埼玉 坂戸市元町１７－１

297 坂戸グランドホテルＷＩＮ 埼玉 坂戸市関間２－６－３２

298 ホテルグリーンコア 埼玉 幸手市中３－１７－２４

299 狭山市市民会館 埼玉 狭山市入間川２－３３－１

300 新狭山ホテル 埼玉 狭山市新狭山３－９－２

301 志木市民会館パルシティ 埼玉 志木市本町１－１１－５０

302 白岡市コミュニティセンター 埼玉 白岡市白岡８５７－６

303 草加市勤労福祉会館 埼玉 草加市旭町６－１３－２０

304 草加市立瀬崎コミュニティセンター 埼玉 草加市瀬崎町６－６－２２
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305 草加市立八幡コミュニティセンター 埼玉 草加市八幡町２５９

306 草加市文化会館 埼玉 草加市松江１－１－５

307 鶴ヶ島市東市民センター 埼玉 鶴ヶ島市大字五味ケ谷２０２

308 所沢市民文化センター　ミューズ 埼玉 所沢市並木１－９－１

309 ラーク所沢 埼玉 所沢市花園２－２４００－４

310 所沢パークホテル 埼玉 所沢市東住吉３－５

311 西所沢ベルヴィ　ザ・グラン 埼玉 所沢市星の宮１－３－５

312 カスガメディカルクリニック　戸田 埼玉 戸田市美女木１－２９－９

313 戸田市文化会館 埼玉 戸田市上戸田４－８－１

314 パーシモンホテル 埼玉 新座市東北２－２０－３

315 新座市民会館 埼玉 新座市野火止１－１－２

316 蓮田市コミュニティーセンター 埼玉 蓮田市大字貝塚１０１５

317 羽生市民プラザ 埼玉 羽生市中央３－７－５

318 飯能市市民会館 埼玉 飯能市飯能２２６－２

319 マロウドイン飯能 埼玉 飯能市双柳１０５－８

320 紫雲閣 埼玉 東松山市箭弓町２－５－１４

321 日高市文化体育館 埼玉 日高市大字南平沢１０１０

322 埼玉グランドホテル深谷 埼玉 深谷市西島町１－１－１３

323 深谷市花園文化会館　アドニス 埼玉 深谷市小前田２９６６

324 富士見市民文化会館（キラリ☆ふじみ） 埼玉 富士見市大字鶴馬１８０３－１

325 ふじみ野市立産業文化センター 埼玉 ふじみ野市うれし野２－１０－４８

326 ふじみ野市立市民交流プラザ 埼玉 ふじみ野市福岡１－２－５

327 本庄商工会議所 埼玉 本庄市朝日町３－１－３５

328 三郷市立ピアラシティ交流センター 埼玉 三郷市泉２－３５

329 三郷市鷹野文化センター 埼玉 三郷市鷹野４－７０

330 三郷市文化会館 埼玉 三郷市早稲田５－４－１

331 八潮市民文化会館 埼玉 八潮市中央１－１０－１

332 吉川市中央公民館 埼玉 吉川市大字保５７７

333 市民交流センターおあしす 埼玉 吉川市きよみ野１－１

334 和光市民文化センター 埼玉 和光市広沢１－５

335 蕨市立文化ホール　くるる 埼玉 蕨市中央1－23－8

336 コピスみよし 埼玉 入間郡三芳町大字藤久保１１００－１

337 毛呂山町福祉会館 埼玉 入間郡毛呂山町岩井西５－１６－１

338 寄居町中央公民館 埼玉 大里郡寄居町大字寄居１３００

339 埼玉県県民活動総合センター 埼玉 北足立郡伊奈町内宿台６－２６

340 松伏町中央公民館エローラ 埼玉 北葛飾郡松伏町ゆめみ野東３－１４－６

341 小川町民会館 埼玉 比企郡小川町大字大塚５５

342 宮代進修館 埼玉 南埼玉郡宮代町笠原１－１－１

343 千葉市ハーモニープラザ 千葉 千葉市中央区千葉寺町１２０８番地２

344 京成ホテルミラマーレ　京成千葉中央駅前 千葉 千葉市中央区本千葉町１５番地１号

345 千葉市民会館 千葉 千葉市中央区要町１－１

346 稲毛区長沼原勤労市民プラザ 千葉 千葉市稲毛区長沼原町３０４－１

347 千葉市土気あすみが丘プラザ 千葉 千葉市緑区あすみが丘７－２－４

348 ヴェルシオーネ若潮 千葉 千葉市美浜区高洲３－８－５

349 幕張国際研修センター 千葉 千葉市美浜区ひび野１－１

350 ホテルグリーンタワー幕張 千葉 千葉市美浜区ひび野２－１０－３

351 ちば仕事プラザ 千葉 千葉市美浜区幕張西４－１－１０

352 幕張勤労市民プラザ 千葉 千葉市美浜区若葉3－1－8

353 千葉市美浜文化ホール 千葉 千葉市美浜区真砂５－１５－２

354 千城台コミュニティセンター 千葉 千葉市若葉区千城台西２－１－１

355 都賀自治会館 千葉 千葉市若葉区都賀２－１２－６

356 千葉市おゆみ野公民館 千葉 千葉市緑区おゆみ野中央２－７－６

357 千葉県福祉ふれあいプラザ 千葉 我孫子市本町３－１－２　けやきプラザ内

358 山崎製パン企業年金基金会館 千葉 市川市市川１－３－１４

359 行徳文化ホール　Ｉ＆Ｉ 千葉 市川市末広１－１－４８

360 市川市勤労福祉センター 千葉 市川市南八幡２－２０－１

361 市原マリンホテル 千葉 市原市五井中央西２－２２－８

362 市原市市民会館 千葉 市原市惣社１－１－１

363 ちはら台コミュニティセンター 千葉 市原市ちはら台南６－１－３

364 ホテルマークワンＣＮＴ（千葉ニュータウン） 千葉 印西市中央南１－１０

365 浦安商工会議所 千葉 浦安市猫実１－１９－３６

366 マイステイズ新浦安 千葉 浦安市明海２－１－４



『特定健診』実施会場一覧表

コード 会場名称 都道府県 所在地

○○

367 柏市民文化会館 千葉 柏市柏下107

368 東葛テクノプラザ 千葉 柏市柏の葉５丁目４－６

369 さわやかちば県民プラザ（柏市） 千葉 柏市柏の葉４－３－１（県立柏の葉公園隣）

370 柏商工会議所 千葉 柏市東上町７－１８

371 南柏　麗澤大学内・キャンパスプラザ 千葉 柏市光ヶ丘２－１－１

372 佐原中央公民館 千葉 香取市佐原イ２１１

373 新鎌ヶ谷駅前Ｆタワー 千葉 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２－８－１７

374 木更津商工会議所 千葉 木更津市潮浜１－１７－５９

375 君津市民文化ホール 千葉 君津市三直６２２

376 佐倉市志津コミュニティセンター 千葉 佐倉市井野７９４－１

377 佐倉市商工会議所 千葉 佐倉市表町３－３－１０

378 蓮沼ガーデンハウス　マリーノ 千葉 山武市蓮沼ホ３１１

379 西白井複合センター 千葉 白井市清水口１－２－１

380 袖ヶ浦市商工会館 千葉 袖ヶ浦市福王台３－１－３

381 東金市中央公民館 千葉 東金市東岩崎１－２０

382 流山市文化会館 千葉 流山市加１－１６－２

383 柏日本閣 千葉 流山市前ヶ崎７１７

384 スターツおおたかの森ホール（流山市） 千葉 流山市東初石６－１８１－２９

385 流山市南流山センター 千葉 流山市南流山３－３－１

386 流山市生涯学習センター 千葉 流山市中１１０

387 新習志野公民館 千葉 習志野市秋津３－６－３

388 プラッツ習志野 千葉 習志野市本大久保３－８－１９

389 モリシアホール津田沼 千葉 習志野市谷津１－１６－１

390 成田国際文化会館 千葉 成田市土屋３０３

391 成田Ｕ－シティホテル 千葉 成田市囲護台１－１－２

392 さわやかワークのだ 千葉 野田市中根３２３－３

393 ビジネスホテル野田 千葉 野田市花井１－１－２

394 船橋市三咲公民館 千葉 船橋市三咲３－５－１０

395 共立習志野台病院 千葉 船橋市習志野台４－１３－１６

396 船橋アリーナ 千葉 船橋市習志野台７－５－１

397 船橋市飯山満公民館 千葉 船橋市飯山満町１－９５０－３

398 船橋市民文化ホール 千葉 船橋市本町２－２－５

399 市川市農業協同組合　船橋市支店 千葉 船橋市市場２－６－１

400 松戸市小金原市民センター 千葉 松戸市小金原６－６－２

401 松戸市常盤平市民センター 千葉 松戸市常盤平３－３０

402 松戸市馬橋市民センター 千葉 松戸市西馬橋蔵元町１７７

403 松戸市六実市民センター 千葉 松戸市六高台３－７１

404 松戸市森のホール２１ 千葉 松戸市千駄堀６４６－４

405 松戸商工会館　別館 千葉 松戸市松戸２０６０

406 茂原市中央公民館 千葉 茂原市茂原１０１

407 八街商工会議所 千葉 八街市八街ほ２２４

408 八千代市勝田台文化センター 千葉 八千代市勝田台２－５－１

409 八千代市市民会館 千葉 八千代市萱田町７２８

410 八千代台文化センター 千葉 八千代市八千代台西１－８

411 四街道市文化センター 千葉 四街道市大日３９６

412 青葉公会堂 神奈川 横浜市青葉区市ヶ尾町３１－４

413 ホテル青葉台フォーラム 神奈川 横浜市青葉区青葉台１－５－８

414 メロンディアあざみ野 神奈川 横浜市青葉区新石川１－１－９

415 横浜市白根地区センター 神奈川 横浜市旭区白根４－６－１

416 泉公会堂 神奈川 横浜市泉区和泉町４６３６－２

417 神奈川県総合薬事保健センター 神奈川 横浜市磯子区西町１４－１１

418 金沢産業振興センター 神奈川 横浜市金沢区福浦１－５－２

419 新横浜グレイスホテル 神奈川 横浜市港北区新横浜３－６－１５

420 新横浜３丁目大ホール 神奈川 横浜市港北区新横浜３－１９－１４　加瀬ビル１１８　２階

421 新田地区センター 神奈川 横浜市港北区新吉田町３２３６

422 かながわ平和祈念館 神奈川 横浜市港南区大久保１－８－１０

423 地球市民かながわプラザ 神奈川 横浜市栄区小菅ヶ谷１－２－１

424 瀬谷公会堂 神奈川 横浜市瀬谷区二ツ橋町１９０

425 都筑公会堂 神奈川 横浜市都筑区茅ヶ崎中央３２－１

426 横浜国際プール 神奈川 横浜市都筑区北山田７－３－１

427 ハウスクエア横浜 神奈川 横浜市都筑区中川１－４－１

428 鶴見公会堂 神奈川 横浜市鶴見区豊岡町２－１　西友フーガ内



『特定健診』実施会場一覧表

コード 会場名称 都道府県 所在地

○○

429 戸塚法人会館 神奈川 横浜市戸塚区上倉田町４４９－２

430 第一生命東戸塚教育センター新館 神奈川 横浜市戸塚区川上町８９

431 大正地区センター 神奈川 横浜市戸塚区原宿町３－５９－１

432 ナビオス横浜 神奈川 横浜市中区新港２－１－１

433 かながわ労働プラザ（Ｌプラザ） 神奈川 横浜市中区寿町１－４

434 湘南健診クリニック　ココットさくら館 神奈川 横浜市中区桜木町１－１－７　ヒューリックみなとみらい１３階

435 ワークピア横浜 神奈川 横浜市中区山下町２４－１

436 ホテルプラム 神奈川 横浜市西区北幸２－９－１

437 コンフォート横浜健診センター 神奈川 横浜市西区平沼２－８－２５

438 横浜リーフみなとみらい健診クリニック 神奈川 横浜市西区みなとみらい4－6－5　リーフみなとみらい１１階

439 神奈川県労働衛生福祉協会 神奈川 横浜市保土ヶ谷区天王町２－４４－９

440 みどりアートパーク（緑区民文化センター） 神奈川 横浜市緑区長津田２－１－３

441 綾瀬市オーエンス文化会館 神奈川 綾瀬市深谷３８３８

442 厚木アーバンホテル 神奈川 厚木市中町３－１４－１４

443 ヘルスケアクリニック厚木 神奈川 厚木市中町３－６－１７

444 アパホテル　伊勢原駅前 神奈川 伊勢原市桜台１－１１

445 海老名商工会議所 神奈川 海老名市上郷４８５－２

446 小田原箱根商工会議所 神奈川 小田原市城内１－２１

447 小田原アリーナ 神奈川 小田原市中曽根２６３番地

448 バンケットホール七里ケ浜（鎌倉プリンスホテル） 神奈川 鎌倉市七里ケ浜東１－２－１８

449 ホテルモリノ新百合丘 神奈川 川崎市麻生区上麻生１－１－１　新百合丘オーパ内

450 川崎市産業振興会館 神奈川 川崎市幸区堀川町６６－２０

451 会館とどろき 神奈川 川崎市中原区宮内４－１－２

452 幸市民館 神奈川 川崎市幸区戸手本町１－１１－２

453 京浜保健衛生協会 神奈川 川崎市高津区上作延８１１－１

454 かながわサイエンスパークホテルＫＳＰ 神奈川 川崎市高津区坂戸３－２－１　ホテルＫＳＰ

455 川崎市男女共同参画センター 神奈川 川崎市高津区溝口２－２０－１

456 川崎市民プラザ 神奈川 川崎市高津区新作１－１９－１

457 川崎市多摩市民館 神奈川 川崎市多摩区登戸１７７５－１

458 相模原教育会館 神奈川 相模原市中央区富士見６－６－１３

459 相模原ギオンアリーナ 神奈川 相模原市南区麻溝台２２８４－１

460 サン・エールさがみはら 神奈川 相模原市緑区西橋本５－４－２０

461 座間市立市民健康センター 神奈川 座間市緑ヶ丘１－１－３

462 逗子市商工会館 神奈川 逗子市沼間１－５－１

463 茅ケ崎市民文化会館 神奈川 茅ケ崎市茅ケ崎１－１１－１

464 秦野商工会議所 神奈川 秦野市平沢２５５０－１

465 平塚市勤労会館 神奈川 平塚市追分１－２４

466 平塚商工会議所 神奈川 平塚市松風町２－１０

467 秋葉台文化体育館 神奈川 藤沢市遠藤２０００－１

468 藤沢商工会議所 神奈川 藤沢市藤沢６０７－１　藤沢商工会館２階

469 神奈川県労働衛生福祉協会　大和健診事業部 神奈川 大和市大和東３－１０－１８

470 大和市保健福祉センター 神奈川 大和市鶴間１－３１－７

471 久里浜八幡町内会館 神奈川 横須賀市久里浜２－１７

472 横須賀市文化会館 神奈川 横須賀市深田台５０

473 横須賀商工会議所 神奈川 横須賀市平成町２－１４－４

474 湘南健康管理センター 神奈川 横須賀市追浜東町３－５３－１２

475 寒川町民センター 神奈川 高座郡寒川町宮山１６５

476 大磯プリンスホテル 神奈川 中郡大磯町国府本郷５４６

477 ホテルレイクビュー水戸 茨城 水戸市宮町１－６－１

478 ザ・ヒロサワシティ会館（旧茨城県立県民文化センター） 茨城 水戸市千波町東久保６９７

479 石岡中央公民館 茨城 石岡市柿岡５６８０－１

480 牛久市中央生涯学習センター 茨城 牛久市柏田町１６０６－１

481 笠間市立友部公民館 茨城 笠間市中央３－３－６

482 鹿嶋勤労文化会館 茨城 鹿嶋市宮中３２５－１

483 アトンパレスホテル神栖 茨城 神栖市大野原１－１２－１

484 スペースＵ古河 茨城 古河市長谷町３８－１８

485 ビアスパークしもつま 茨城 下妻市長塚乙７０－３

486 常総市生涯学習センター 茨城 常総市水海道天満町４６８４

487 筑西市総合福祉センター 茨城 筑西市小林３５５

488 北茨城商工会館 茨城 北茨城市磯原町本町１－３－９

489 ホテルマークワン　つくば研究学園 茨城 つくば市研究学園Ｄ３街区５

490 つくば国際会議場 茨城 つくば市竹園２－２０－３



『特定健診』実施会場一覧表

コード 会場名称 都道府県 所在地

○○

491 土浦市亀城プラザ 茨城 土浦市中央２－１６－４

492 ホテルフィット（旧ホテルグリーンコア土浦） 茨城 土浦市港町１－８－２６

493 取手市立福祉会館 茨城 取手市東１－１－５

494 ホテルグリーンコア坂東 茨城 坂東市岩井３３１５－５

495 坂東市民音楽ホール 茨城 坂東市岩井５０８２

496 日立シビックセンター 茨城 日立市幸町１－２１－１

497 多賀市民プラザ 茨城 日立市千石町２－４－２０

498 ワークプラザ勝田 茨城 ひたちなか市東石川１２７９

499 守谷市文化会館 茨城 守谷市久保ヶ丘１－１９－２

500 結城市民文化センター　アクロス 茨城 結城市中央町２－２

501 龍ヶ崎市文化会館 茨城 龍ヶ崎市馴馬町２６１２

502 宇都宮記念病院　総合健診センター 栃木 宇都宮市大通り１－３－１６

503 栃木県青年会館 栃木 宇都宮市駒生１－１－６

504 マロニエプラザ（栃木県宇都宮産業展示館） 栃木 宇都宮市元今泉６－１－３７

505 足利市民プラザ 栃木 足利市朝倉町２６４

506 那須中央病院 栃木 大田原市下石上１４５３

507 日本健康管理協会　とちぎ健診プラザ 栃木 小山市駅南町６－１４－１８

508 小山商工会議所 栃木 小山市城東１－６－３６

509 小山市立文化センター 栃木 小山市中央町１－１－１

510 佐野市勤労者会館 栃木 佐野市浅沼町７９６

511 ベイシア文化ホール（群馬県民会館） 群馬 前橋市日吉町１－１０－１

512 群馬県勤労福祉センター 群馬 前橋市野中町３６１－２

513 日本健康管理協会　北関東支部　伊勢崎健診プラザ 群馬 伊勢崎市中町６５５－１

514 太田グランドホテル 群馬 太田市飯田町１３７０

515 太田市勤労会館 群馬 太田市浜町６６－４９

516 桐生商工会議所 群馬 桐生市錦町３－１－２５

517 高崎市労使会館 群馬 高崎市東町８０－１

518 ニューサンピア高崎 群馬 高崎市島野町１３３３

519 館林市文化会館 群馬 館林市城町３－１

520 ホテル・ベラヴィータ 群馬 沼田市材木町１７８－１


