
www.fukuri.jp
ログインID・パスワードを忘れた方
会員専用サイトログインページにある
「会員ID・パスワードを忘れた方は
こちら」をクリック

運行区間：6月まで山陰コース・7月から紀南コース

ジェイアールサービスネット広島巻頭 02

ヴィアイン広島新幹線口／
広島銀山町／下関

巻頭 03

中国ジェイアールバス巻頭 01

千里山荘オンラインショップ巻末 01

医療法人JR広島病院巻末 02-03

ジェイアール京都伊勢丹／編集後記巻末 04

ジェイアールウエスト倶楽部はＪＲ西日本グループ専用の福利厚生制度です

巻頭 04

JR西日本
宮島フェリー

JR West Club Useful News

26 Vol.

2021

初夏だより

JRW2106 H1



広島市内の観光はラクラク！

原爆ドーム、
平和公園へは、
めいぷる～ぷで！

水の都広島は6本の河川が流れ、市中心部の観光地や美術館は川を隔てて
点在しています。中国ジェイアールバスでは、観光客のアクセス向上を目的
として、観光地を結ぶバス「ひろしま めいぷる～ぷ」を運行。広島市内を4
ルート循環するバスで、観光客の足として支持されています。

中国ジェイアールバスでは、定番の広島世界
遺産定期観光バス、岩国・錦帯橋定期観光バ
スのほか、竹原・大久野島定期観光バスも運
行。近年ウサギ島として脚光を浴びている大
久野島の観光需要を担います。
山陰地方では松江・出雲定期観光バスを運行
しています。山陰山陽の観光コースをめぐり、
各地への集客へ寄与しています。

エコバッグやマスク、マスクケース、
ポケットボトルなど実用的なライン
ナップ。つばめロゴをワンポイントに
あしらいました。

●広島駅新幹線口が起終点なので、新幹線との
　乗り換えにも便利！
●広島市内の観光地や美術館を便利に回れる！
●「HIROSHIMA FREE Wi-Fi」完備！
●交通系ICカード「PASPY」「ICOCA」など
　全国相互利用交通系ICカードもご利用可能！

1日乗車券がお得で便利。
運行情報、運賃など詳細はめいぷる～ぷの
公式ホームページでご確認ください。

お問い合わせ先 中国JRバス
お客様センター（ナビダイヤル）0570-010-666

http://www.chugoku-jrbus.co.jp/index.html

年中無休

中国ジェイアールバスは
感染症対策に
取り組んでいます

乗車前に手洗い
または手指の消毒を
お願い致します。

間隔をあけて
お座りください。

車内での会話は控えていただき、マスクの着用、
咳エチケットにご協力をお願い致します。

おすすめ観光周遊バスめいぷる～ぷめいぷる～ぷ

市内

観光
 & 美

術館めぐり に とっても便利！ひろしま観光ループバス
HIROSHIMA Sightseeing Loop Bus

●起終点は観光客利用の多いJR広島駅新幹線口
オレンジルート（平和公園・美術館経由）
レモンルート（平和公園経由）
グリーンルート（平和公園・新天地経由）
ブルールート（広島港アクセスバス）

新型コロナウイルス感
染症の影響により減便
にて運行しています。

購入・詳細は
右記専用サイトを
ご覧ください。

ひろしま
めいぷる～ぷ
ひろしま
めいぷる～ぷ

市内
循環バス
市内
循環バス

How To Ride?
Topics

広島駅から原爆ドームへは11分、
平和公園前へは15分！
オレンジ・グリーン・レモンの３ルート及び
ブルールートの広島港発便が経由します。

ホームページはこちら！

ファン待望！
オリジナルグッズ
好評販売中！

写真提供：広島県

写真提供：広島県

写真提供：広島県

写真提供：広島県
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詳しくは
コチラ

梅雨時期や
暑い夏には
こちらも
オススメ！

55

広島・瀬戸内の魅力あふれる商品を集めた
オンラインのショッピングサイト「おみやげ街道 広島　ヤフー店」。
ご当地グルメのお取り寄せで、おうちにいながら旅気分！

これを抑えておけばバッチリ！
人気のベスト５を大発表！

さっぱり、すっきり、辛いものを
集めてみました！

オンラインショップ H I R O S H I M A ’ S  S P E C I A LT I E S

［にしき堂｜もみじ饅頭］
生もみじ

実店舗でもECサイトでも不動の
売上ナンバーワン! もちもち食感が人気です。

［JA尾道市｜洋菓子］
因島はっさくゼリー

甘さ控えめで、つるんとした舌ざわりと
ほろ苦い風味のゼリーです。 因島特産のはっさくを

白あんとみかん餅で
包んだ名物！
ぜひ食べていただき
たい味！

［ヤマトフーズ｜調味料］
レモスコ、レモスコレッド
ひろしまの新感覚辛味調味料。
レモン果汁と唐辛子などをブレンド。

レッドはハバネロ入り！

［uccフーヅ｜食品］
ばくだん屋 広島つけめん 

［かしはら｜和菓子］
はっさく大福

瀬戸田レモンの「香り」
を存分に楽しめる一品
ですよ

［島ごころ｜洋菓子］
瀬戸田レモンケーキ 
島ごころ

お店の味をご家庭で！
辛味調味料で辛さを調整できます。

［アンデルセン｜洋菓子］
瀬戸田レモンケーキ

広島の老舗パン屋さんが作るレモンケーキ。
さわやかな味わいです。

日々、広島の名物をリサーチしているストア担当者の、
イチオシを教えてもらいました！
みなさんにぜひ知ってほしい、広島ならではの実力派ぞろいです。

［イタリー亭｜洋菓子］
またきて四角

広島市内洋菓子店のパウンドケーキ。
甘酸っぱい味は暑い時でも美味しい！

［サンエール｜洋菓子］
広島メープルバターサンド
メープルシュガーとチョコの
相性が◎のクッキー。

［亀屋｜和菓子］
 川通り餅

上質な求肥に胡桃と黒蜜を加え、
きな粉をまぶした広島の代表的な銘菓。

お問い合わせ先

ジェイアールサービスネット広島 https://shopping.geocities.jp/sn-hiroshima/
TEL 0800-222-6245　　info-snkanko@sn-hiroshima.co.jp

オンラインストア運営
担当

イチオシ商品
オンラインストア運営

担当

イチオシ商品

特
集

イメージ イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

Best seller!

Recommend!

イメージ
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全国に広がる
ヴィアインホテル
チェーン

ヴィアインメンバーズクラブ会員募集中 ▼

全ホテル
駅から徒歩
5分圏内

東京大井町・秋葉原・新宿・東銀座・浅草・飯田橋後楽園・日本橋人形町・金沢・名古屋新幹線口・名古屋
駅前椿町・京都四条室町・京都駅八条口・新大阪・新大阪ウエスト・新大阪正面口・梅田・大阪京橋・心斎橋・
心斎橋長堀通・心斎橋四ツ橋・あべの天王寺・姫路・岡山・広島銀山町・広島新幹線口・下関・博多口駅前

※画像はすべてイメージです。内容は変更になる場合がございます。

ヴィアイン広島新幹線口 Anniversary
1st

〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-2-33
www.viainn.com/shimonoseki/

TEL 083-222-6111

検索ヴィアイン下関

〒732-0822 広島県広島市南区松原町1-6
www.viainn.com/hiroshima-s/

ゴ   ヨ  ヤ   ク

TEL 082-568-5489

検索ヴィアイン広島新幹線口

「ヴィアイン広島新幹線口」は
2020年6月のオープンから、1周年を迎えました。
駅近ながら、豊かな緑と歴史に彩られた地で
あたたかなひとときをお過ごしください。

広島の中心に立地し、原爆ドーム、
厳島神社など世界遺産へのアクセスも便利。
ビジネス・観光の拠点に最適です。

おかげさ
までオープン1周年

紅葉の湯

最上階・10階の男女別大浴場「紅
葉の湯」。美容効果・リラックス効
果のあるシルクのようになめらか
な湯触りの外湯と、シックで広々
とした内湯でゆっくりとおくつろぎ
ください。

維新の湯

男女別大浴場「維新の湯」は、下関の
歴史に思いをはせながら、ゆっくりと
旅の疲れを癒していただける空間です。

〒730-0022 広島県広島市中区銀山町10-17
www.viainn.com/hiroshima-k/

TEL 082-569-5489

検索ヴィアイン広島銀山町

ヴィアイン広島銀山町

JR下関駅東口より徒歩約3分。
2020年6月のリニューアルオープンでますます快適に。

海峡のまち、下関で
思い想いの旅をお楽しみください。

ヴィアイン下関

客室は全室禁煙

新鮮な魚料理が
メインの和朝食

JR広島駅北口から
徒歩約3分の好立地

アクセス便利な市内の
中心地にあり、

徒歩で繁華街を楽しめ
るのも魅力

イメージ
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便利・感動・安心の船旅を。

JR西日本宮島フェリー
お問い合わせ対応時間  9:00～12:00／13:00～17:00（土日可）
〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1丁目11-5

TEL 0829-56-2045　FAX 0829-56-2049

運  賃

片道 180円（往復 360円）
片道   90円（往復 180円）

大 人

小 人

3つの魅力JR西日本宮島フェリー

※大鳥居は現在修復工事中です

JR山陽本線の土休日ダイヤに合
わせてフェリー多客ダイヤで運
航。宮島口桟橋からお客様をお待
たせすることなくフェリーへご案
内いたします。
※土休日でも天候、船の点検等で通常ダイヤ
（2船運航）で運航する場合がございます。

土休日データイムは
10分間隔（多客ダイヤ）で運航 ！

1

宮島口発限定9時10分から16時
10分までの定期便では、大鳥居沖
の近くを通過する「大鳥居便」を毎
日運航しています。海上から見る
大鳥居は一見の価値があります。
※天候、高潮等で大鳥居便が実施できない場合
もあります。 ※大鳥居は現在修復工事中です。

「大鳥居便」
運航中 ！

2

階段を上がることなく、大きな窓
より海上からの大鳥居の景色をご
覧いただけます！ JR宮島口駅から
宮島口旅客ターミナルまでバリア
フリーでご旅行が可能です。

バリアフリー客室で
快適な船旅を提供

3

「新型コロナウイルス感染症対策」について
お客様の安全・安心のための取り組みを行っています。
こちらをご覧ください

海から大鳥居へ接近！
宮島に行くなら「大鳥居便」で。

宮島口発9時10分から16時10分の便は大鳥居に接近
する、「大鳥居便」を運航しています。ＪＲ西日本宮島フェ
リーでは大鳥居を手前に厳島神社を正面に見ることが
でき、厳島神社と大鳥居をツーショットで写せます。
海上アクセスにとどまらず観光船としても好評です。

海から大鳥居と厳島神社を
正面に眺めることができる、
絶好の撮影スポット ！

関西方面からお越しのお客様は「廿日市IC」、九州方面からお越しの
お客様は「大野IC」で下り、国道2号線経由で宮島口までお越しください。

広島駅まで新幹線でお越しのうえ、JR山陽本線（岩国方面行き）に
乗り換え、宮島口駅で下車してください。広島駅から宮島口駅まで
の乗車時間は約28分です。

※毎便自動車の航送も行います。 ※所要時間は約10分です。
※赤文字で記載の、宮島口発9:10～16:10の便は、大鳥居便を運航いたします。（所要時間は変わりません。）

航 路 案 内

【JRでお越しのお客様】 【お車でお越しのお客様】
大
野
IC

廿
日
市
IC

宮島口
フェリー乗り場

宮島

宮
島

宮
島
口

フ
ェ
リ
ー
乗
り
場

JR
宮
島
口
駅

JR
広
島
駅

全
国
各
地

フ
ェ
リ
ー

徒
歩

JR
山
陽
本
線

約
10
分

約
6
分

約
28
分

新
幹
線
等

フェリー 約10分
国道2号線
約10分

広島岩国道路至九州 至関西

国道2号線
約10分

宮
島
口
発

 時   分
 5
 6  25
 7 05  40 57
 8 10 25 40 55
 9 10 25 40 55
 10 10 25 40 55
 11 10 25 40 55
 12 10 25 40 55
 13 10 25 40 55
 14 10 25 40 55
 15 10 25 40 55
 16 10 25 40 55
 17 10 25 40 55
 18 10 25 45
 19 15  45
 20  27
 21 10
 22 00  42

宮
島
発

 時   分
 5   45
 6   40
 7  20  55
 8 10 25 40 55
 9 10 25 40 55
 10 10 25 40 55
 11 10 25 40 55
 12 10 25 40 55
 13 10 25 40 55
 14 10 25 40 55
 15 10 25 40 55
 16 10 25 40 55
 17 10 25 40 55
 18 10 25 40
 19 00 30
 20 00  42
 21  25
 22 14※大鳥居は現在修復工事中です。

運航ダイヤ ｜ 6月通常ダイヤ

宮島へのアクセス

●東京方面・博多方面から新幹線でお越しの場合

宮島口旅客ターミナル
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076-461-4070
https://www.chisatosansou-shop.jp/

一望にして富山平野を見渡すような緑の山里に息づく「千里山荘」。
日本庭園を含む広大な敷地には、食事処や茶室を揃え、
海から、野山から、豊穣の幸をもたらす富山の美味をご提供しています。
そんな千里山荘こだわりのおいしさをご自宅で味わってみませんか？
記念日に、贈り物に―おうち時間を楽しむお手伝いができましたら幸いです。

7,800円（税込）

なめらかな口当たりのクリームチーズに
ドライフルーツをあわせた一品。
口の中でとろけるクリームチーズと果肉の食感をお楽しみください。
「いちじく」「塩メロン」「焼りんご」、3種類のお味をお届けします。

フルーツ入りクリームチーズ

千里山荘オンラインショップ
〒939-2622 富山県富山市婦中町千里5866

TEL

URL

イメージ

イメージ

イメージ

コレ
お すす め！

が

コレ
お すす め！

が

JR西日本グ
ループの

千里山荘オ
ンラインシ

ョップおトクな情
報！

26品目2～3人前

3種×2個セット

商品は冷凍にて配送いたします。
日本全国配送可能です。配送について

4,680円（税込）

洋風オードブル
「見て楽しい」「食べて美味しい」洗練された味をご自宅で。
フォアグラムースフレンチキャビア添えや合鴨スモークなど、
26品をセットにした、華やかな洋風オードブルです。
※オンラインショップでは8月31日（火）まで、洋風オードブルのみ送料無料キャンペーン
　（北海道・沖縄県をのぞく）を行っています。

巻末 01

JR西日本グループからのお知らせ
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082-262-1400 082-262-1490

医療法人JR広島病院 広島県広島市東区二葉の里3-1-36

TEL健診センター FAX

｜お申し込み・お問い合わせはコチラ｜

 （平日9:00～16:00）

新型コロナウイルス抗体検査 small dense LDL コレステロール
（sd LDL コレステロール）

NEW

巻末 03 巻末02

JR西日本グループからのお知らせ

※人間ドック受診日の当日のみ有効

内容  
腰椎のレントゲン写真を撮り、骨の量を測定  

仰向けに寝た状態で、両腕・両足首の血圧と脈の波(動脈の硬さ)を測定  

胸部のCTを撮影し、肺腫瘍の有無を調べる  

頭部のＭＲＩを撮影し、脳動脈瘤の有無を調べる

肛門から内視鏡用カメラを挿入し、肛門から約２０ｃｍまでの腸(直腸・Ｓ状) に病変がないかを調べる

肛門から内視鏡用カメラを挿入し、腸(直腸から下行結腸、横行結腸、上行結腸)の病変の有無を調べる ※検査前に下剤の内服あり

採取した子宮頚部の細胞を顕微鏡で調べ、子宮頚がんの有無を調べる  

超音波にて子宮、卵巣などの病変の有無を調べる  

子宮がんの原因となるＨＰＶの感染の有無を調べる  

乳房のレントゲンを撮影して乳房の腫瘍の有無を調べる  

超音波を用い、乳腺内の腫瘤の有無や形状を調べる  

ＨＰＶ・ＣＡ１２５・ＣＡ１５－３

頸動脈を超音波で検査し血管内膜の厚さを調べる  

甲状腺を超音波で検査し甲状腺腫瘍の有無を調べる  

超音波と採血（ＴＳＨ・ＦＴ３・ＦＴ４）により甲状腺疾患を詳しく調べる  

安静時心電図を測定し、心疾患リスクをコンピューターにて解析  

腕を器械に乗せ、身体の老化度を測定し、病気の危険度を判定  

内臓の脂肪面積を測定  

ＮＴ-ｐｒｐＢＮＰ（採血によって心臓の負担の有無を調べる）・ＡＧＥ・ＭＣＧ  

ＮＴ-ｐｒｐＢＮＰ（採血によって心臓の負担の有無を調べる）・ＡＧＥ・心臓超音波検査 

ＮＴ-ｐｒｐＢＮＰ（採血によって心臓の負担の有無を調べる）・ＭＣＧ・心臓超音波検査  

動脈硬化の発症リスクを評価できる血液検査  

脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価できる唯一の血液検査  

超音波を用いて心臓の形態・機能等を観察・診断  

身体の断面を撮影し、病変の有無を調べる  

血液型（Ａ・Ｂ・Ｏ・ＡＢ型　Ｒｈ±）を血液検査で判定  

ピロリ菌感染の有無を血液検査にて判断　  

３次元眼底検査(緑内障早期発見検査)  

遺伝子の強度（病気のかかりやすさ）と疲労度（ストレス状態）を調べる  

遺伝子ストレステスト、現時点の疲労度を調べる  

新型コロナウイルス抗体の有無を調べる  

追加オプション一覧
骨密度検査（ＤＥＸＡ法）

動脈硬化検査（ＰＷＶ）

肺がん検査

脳ＭＲＩ

レディースプラスセット 

頸動脈超音波検査  

甲状腺超音波検査  

甲状腺疾患セット  

ＭＣＧ  

ＡＧＥ(体内糖化度)  

内臓脂肪測定  

ｓｄ ＬＤＬ-コレステロール（超悪玉コレステロール） 

ロックスインデックス  

心臓超音波検査  

胸腹部ＣＴ  

血液型検査  

ピロリ菌抗体検査（人間ドックの方はコースに含まれます） 

ＯＣＴ  

テロメアテスト  

テロメア疲労度テスト  

　 新型コロナウイルス抗体検査  

2,200円
2,200円
11,000円
22,000円
5,500円
11,000円
5,500円
3,300円
4,400円
3,300円
3,300円
8,000円
3,300円
3,300円
7,700円
15,950円
3,300円
3,300円
18,700円
12,650円
20,000円
3,300円
12,650円
8,960円
20,370円
550円
2,450円
3,300円
30,000円
20,000円
2,200円

追加オプション一覧 さらに充実した検査をオプションで！

● 腫瘍マーカーチェック･･･血液検査で下記の臓器におけるがん腫瘍の有無を調べていきます。各2,200円（税込）

人間ドック基本コース検査項目
□身体測定
□視力・眼底カメラ・眼圧・聴力検査
□血圧検査
□呼吸機能検査
□尿検査、便検査
□血液一般検査
□糖代謝・脂質検査
□肝機能・肝炎検査
□腎機能検査・痛風検査

（　　　　　）

□胃がんリスク検査
□膵機能検査
□炎症検査
□腫瘍マーカー
□胸部X線検査
□心電図検査
□胃部検査※

□腹部超音波
□総合問診（医師診察）

※胃部検査は、胃透視（バリウム）または胃カメラを選択できます。

新型コロナウイルス感染
防止対策のため中止

S状結腸

全大腸

Aコース

Bコース

Cコース

シフラ（肺）・ＡＦＰ（肝臓）・ＣＡ１９-９（膵臓）・ＣＡ１５-３（乳）・ＣＡ１２５（卵巣・子宮）・ＰＳＡ（前立腺）

子宮頚部細胞診・内診

経膣超音波検査

マンモグラフィー

乳腺超音波検査

料金（税込）

新型コロナウイルス感染症が全世界で猛威を振
るうなか、新型コロナウイルス感染の有無を把握
することが重要です。この検査は血液中ウイルス
に対する抗体があるかどうかを調べるための検査
です。陽性である場合は以前に感染したことを意
味します。ぜひこの機会にお申し込みください。

動脈硬化を起こしやすい、血液中の“超悪玉コレステロール”を調べま
せんか？ sd LDLはLDLの中でも粒子が小さく比重が重いリポ蛋白
です。 sd LDLコレステロールは動脈硬化性疾患の鋭敏なリスクマー
カーとされています。狭心症や心筋梗塞にかかったことがある方、血
圧・中性脂肪値・血糖値が高い方、善玉（HDL）値が低い方、内臓脂肪
型肥満がある方におすすめです。

大腸内視鏡 ※月・火・水・金のみ

子宮がん検査

乳がん検査

心臓検査セット
心疾患リスクを調べていく
お得なセット

ＨＰＶ

検査の後はゆっくりと
ホテルグランヴィア広島またはekieにて

ランチをご利用できるチケットをお渡しいたします。

検査の後はゆっくりと
ホテルグランヴィア広島またはekieにて

ランチをご利用できるチケットをお渡しいたします。

NEW

年で、はや5年が経過しました。何が5年経過したのかと申しま
すと、2016年1月に新病院移転に伴い、人間ドック・健診専用

スペースとして新たに“健診センター”部門が設立されてからです。
当健診センターにおいては…
❶ 安心して健診が受けられるように環境を整える
❷ 安全で質の高い健診を推進する　
❸ 丁寧でわかりやすい情報提供を心がける
❹ 病院併設型健診センターの利点を生かし、各診療科と密に連携する
を基本方針としています。また昨年度から開始した保健指導をさらに
推し進めてまいります。引き続き病気の予防と早期発見に努め、受診さ
れる方々の健康維持・増進に積極的に貢献していく所存です。

ところでコロナ禍で人間ドックの受診を控えてはいませんか?
がん、心臓病、脳血管疾患といった三大疾病や糖尿病、高血圧、脂質異
常症などの生活習慣病の進行はまったなしです。日ごろから定期的に
検査を受けて、がんを早期に発見することや糖尿病などの生活習慣
病は早期に介入していくことが重要です。そのため当センターでは
ベーシックなコースに加え、豊富なオプションを準備しております。
現在当院では感染拡大防止策を厳格に実施しながら運営しており
ます。受診される方々が安心して諸検査が受けられるよう努めてま
いりますので今後ともよろしくお願いいたします。

充実した検査内容で

人間ドック受診のススメ人間ドック受診のススメ

最先端の
医療機器経年的な

サポート

アフター
フォローの
充実

今

JRW2106 巻末P.03 JRW2106 巻末P.02　A3（420× 297mm）



082-262-1400 082-262-1490

医療法人JR広島病院 広島県広島市東区二葉の里3-1-36

TEL健診センター FAX

｜お申し込み・お問い合わせはコチラ｜

 （平日9:00～16:00）

新型コロナウイルス抗体検査 small dense LDL コレステロール
（sd LDL コレステロール）

NEW

巻末 03 巻末02

JR西日本グループからのお知らせ

※人間ドック受診日の当日のみ有効

内容  
腰椎のレントゲン写真を撮り、骨の量を測定  

仰向けに寝た状態で、両腕・両足首の血圧と脈の波(動脈の硬さ)を測定  

胸部のCTを撮影し、肺腫瘍の有無を調べる  

頭部のＭＲＩを撮影し、脳動脈瘤の有無を調べる

肛門から内視鏡用カメラを挿入し、肛門から約２０ｃｍまでの腸(直腸・Ｓ状) に病変がないかを調べる

肛門から内視鏡用カメラを挿入し、腸(直腸から下行結腸、横行結腸、上行結腸)の病変の有無を調べる ※検査前に下剤の内服あり

採取した子宮頚部の細胞を顕微鏡で調べ、子宮頚がんの有無を調べる  

超音波にて子宮、卵巣などの病変の有無を調べる  

子宮がんの原因となるＨＰＶの感染の有無を調べる  

乳房のレントゲンを撮影して乳房の腫瘍の有無を調べる  

超音波を用い、乳腺内の腫瘤の有無や形状を調べる  

ＨＰＶ・ＣＡ１２５・ＣＡ１５－３

頸動脈を超音波で検査し血管内膜の厚さを調べる  

甲状腺を超音波で検査し甲状腺腫瘍の有無を調べる  

超音波と採血（ＴＳＨ・ＦＴ３・ＦＴ４）により甲状腺疾患を詳しく調べる  

安静時心電図を測定し、心疾患リスクをコンピューターにて解析  

腕を器械に乗せ、身体の老化度を測定し、病気の危険度を判定  

内臓の脂肪面積を測定  

ＮＴ-ｐｒｐＢＮＰ（採血によって心臓の負担の有無を調べる）・ＡＧＥ・ＭＣＧ  

ＮＴ-ｐｒｐＢＮＰ（採血によって心臓の負担の有無を調べる）・ＡＧＥ・心臓超音波検査 

ＮＴ-ｐｒｐＢＮＰ（採血によって心臓の負担の有無を調べる）・ＭＣＧ・心臓超音波検査  

動脈硬化の発症リスクを評価できる血液検査  

脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価できる唯一の血液検査  

超音波を用いて心臓の形態・機能等を観察・診断  

身体の断面を撮影し、病変の有無を調べる  

血液型（Ａ・Ｂ・Ｏ・ＡＢ型　Ｒｈ±）を血液検査で判定  

ピロリ菌感染の有無を血液検査にて判断　  

３次元眼底検査(緑内障早期発見検査)  

遺伝子の強度（病気のかかりやすさ）と疲労度（ストレス状態）を調べる  

遺伝子ストレステスト、現時点の疲労度を調べる  

新型コロナウイルス抗体の有無を調べる  

追加オプション一覧
骨密度検査（ＤＥＸＡ法）

動脈硬化検査（ＰＷＶ）

肺がん検査

脳ＭＲＩ

レディースプラスセット 

頸動脈超音波検査  

甲状腺超音波検査  

甲状腺疾患セット  

ＭＣＧ  

ＡＧＥ(体内糖化度)  

内臓脂肪測定  

ｓｄ ＬＤＬ-コレステロール（超悪玉コレステロール） 

ロックスインデックス  

心臓超音波検査  

胸腹部ＣＴ  

血液型検査  

ピロリ菌抗体検査（人間ドックの方はコースに含まれます） 

ＯＣＴ  

テロメアテスト  

テロメア疲労度テスト  

　 新型コロナウイルス抗体検査  

2,200円
2,200円
11,000円
22,000円
5,500円
11,000円
5,500円
3,300円
4,400円
3,300円
3,300円
8,000円
3,300円
3,300円
7,700円
15,950円
3,300円
3,300円
18,700円
12,650円
20,000円
3,300円
12,650円
8,960円
20,370円
550円
2,450円
3,300円
30,000円
20,000円
2,200円

追加オプション一覧 さらに充実した検査をオプションで！

● 腫瘍マーカーチェック･･･血液検査で下記の臓器におけるがん腫瘍の有無を調べていきます。各2,200円（税込）

人間ドック基本コース検査項目
□身体測定
□視力・眼底カメラ・眼圧・聴力検査
□血圧検査
□呼吸機能検査
□尿検査、便検査
□血液一般検査
□糖代謝・脂質検査
□肝機能・肝炎検査
□腎機能検査・痛風検査

（　　　　　）

□胃がんリスク検査
□膵機能検査
□炎症検査
□腫瘍マーカー
□胸部X線検査
□心電図検査
□胃部検査※

□腹部超音波
□総合問診（医師診察）

※胃部検査は、胃透視（バリウム）または胃カメラを選択できます。

新型コロナウイルス感染
防止対策のため中止

S状結腸

全大腸

Aコース

Bコース

Cコース

シフラ（肺）・ＡＦＰ（肝臓）・ＣＡ１９-９（膵臓）・ＣＡ１５-３（乳）・ＣＡ１２５（卵巣・子宮）・ＰＳＡ（前立腺）

子宮頚部細胞診・内診

経膣超音波検査

マンモグラフィー

乳腺超音波検査

料金（税込）

新型コロナウイルス感染症が全世界で猛威を振
るうなか、新型コロナウイルス感染の有無を把握
することが重要です。この検査は血液中ウイルス
に対する抗体があるかどうかを調べるための検査
です。陽性である場合は以前に感染したことを意
味します。ぜひこの機会にお申し込みください。

動脈硬化を起こしやすい、血液中の“超悪玉コレステロール”を調べま
せんか？ sd LDLはLDLの中でも粒子が小さく比重が重いリポ蛋白
です。 sd LDLコレステロールは動脈硬化性疾患の鋭敏なリスクマー
カーとされています。狭心症や心筋梗塞にかかったことがある方、血
圧・中性脂肪値・血糖値が高い方、善玉（HDL）値が低い方、内臓脂肪
型肥満がある方におすすめです。

大腸内視鏡 ※月・火・水・金のみ

子宮がん検査

乳がん検査

心臓検査セット
心疾患リスクを調べていく
お得なセット

ＨＰＶ

検査の後はゆっくりと
ホテルグランヴィア広島またはekieにて

ランチをご利用できるチケットをお渡しいたします。

検査の後はゆっくりと
ホテルグランヴィア広島またはekieにて

ランチをご利用できるチケットをお渡しいたします。

NEW

年で、はや5年が経過しました。何が5年経過したのかと申しま
すと、2016年1月に新病院移転に伴い、人間ドック・健診専用

スペースとして新たに“健診センター”部門が設立されてからです。
当健診センターにおいては…
❶ 安心して健診が受けられるように環境を整える
❷ 安全で質の高い健診を推進する　
❸ 丁寧でわかりやすい情報提供を心がける
❹ 病院併設型健診センターの利点を生かし、各診療科と密に連携する
を基本方針としています。また昨年度から開始した保健指導をさらに
推し進めてまいります。引き続き病気の予防と早期発見に努め、受診さ
れる方々の健康維持・増進に積極的に貢献していく所存です。

ところでコロナ禍で人間ドックの受診を控えてはいませんか?
がん、心臓病、脳血管疾患といった三大疾病や糖尿病、高血圧、脂質異
常症などの生活習慣病の進行はまったなしです。日ごろから定期的に
検査を受けて、がんを早期に発見することや糖尿病などの生活習慣
病は早期に介入していくことが重要です。そのため当センターでは
ベーシックなコースに加え、豊富なオプションを準備しております。
現在当院では感染拡大防止策を厳格に実施しながら運営しており
ます。受診される方々が安心して諸検査が受けられるよう努めてま
いりますので今後ともよろしくお願いいたします。

充実した検査内容で

人間ドック受診のススメ人間ドック受診のススメ

最先端の
医療機器経年的な

サポート

アフター
フォローの
充実

今

JRW2106 巻末P.03 JRW2106 巻末P.02　A3（420× 297mm）



ジェイアール
ウエスト倶楽部事務局

広く告知をする
お手伝いを
いたします！

ジェイアール西日本ウェルネット営業部
ライフサポート課　担当：滝本、松藤

 E-mail  jrwestclub@jrwelnet.com
TEL 06-6195-5820

JR TEL (071)2076
FAX 06-6305-0101

お問い合わせ先　ジメジメした季節がやってきまし
たね〜。皆さま、いかがお過ごしで
しょうか？湿気に弱い私は
すでにバテ気味…（汗）

編集後記

事務局 松藤

04

ジェイアールウエスト倶楽部会報誌では、各
社さまより掲載を募集しております。「自社商
品を掲載したい」「当社の取り組みを紹介して
欲しい」など、会員さまへお伝えしたい事があ
れば、オリジナル頁にて掲載いたしますのでど
しどしお寄せください（多数の場合は別途ご
相談させていただきます）。
詳細については事務局までお問い合わせくだ
さい。

会報誌掲載の募集

ファッショングッズさまのショップで昨年購入した
「ハンディーファン」が今年も大活躍しそうです（笑）

　さて、初夏だよりはいかがでしたでしょうか。
今回は広島地区と五万石千里山荘さまの掲載
でした。制作にあたり広島地区の各グループ会社さまに
取材のご協力をいただくため広島を訪問しましたが、人柄
とパワーがすごい！！（多分、今年もカープは強いだろう
な〜笑）また、富山の五万石千里山荘さまのフルーツ入り
クリームチーズなどは早く食べたいな〜（早速オンライン
ストアで注文するぞ〜）と、盛りだくさんの内容となって
おりますのでどうぞご覧ください。

選べる3種 讃岐製麺所直送 生うどん9人前
「なめらかさ」と「コシ」がしっかり
味わえる純生讃岐うどんをご自
宅で。「通常麺」「極太麺」「平切り
麺」の3種からお好みの麺を1種
お選びいただけます。

1,080円

特設サイト
https://mitsukoshiec.shop-pro.jp

取扱い商品は、
順次拡充予定！

3,456円（1折）
〈札幌市/鮨処竜敏〉
彩り贅沢弁当 5,292円

〈紫野和久傳〉
西湖・希水詰合せ
E706 123［WK38K］

6月1日（火）午前10時～7月26日（月）午前10時までの期間限定

ジェイアール京都伊勢丹の

6月23日（水）～
7月5日（月）
●最終日午後6時終了
●10階 催物場

詳しくは
コチラ
から！

ご自宅でお気軽に
専用ECサイトからご利用いただけます。

商品の一例 ご利用はコチラ

5%OFF
商品購入時に下記の
クーポンコードを
入力すると…

クーポンコード：999-8888

さ
ら
に
！！

クーポンコードで
特別価格！

※価格はすべて税込です。

実演 ジェイアール京都伊勢丹限定 オンラインストアは
コチラ！
オンラインストア会期
6月16日（水）午前10時～
7月３日（土）午前10時

5,400円

〈京都𠮷兆〉
フルーツゼリー寄せ
A706 563 ［FJ-5］

イメージ

写真はイメージです。

イメージ

※対象：ふるさとギフト商品

イメージ

神戸居留地 緑茶 500ml×48本［24本×2箱］
摘みたての生茶葉を蒸して作っ
た、まろやかな香りと上品な味
わいが広がるこだわりの緑茶。
無香料・無着色の自然なおいし
さです。

4,273円写真はイメージです。写真はイメージです。

(300ｇ×3パック)

巻末04

JR西日本グループからのお知らせ

JRW2106 巻末P.04　A3（420× 297mm）


