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JR West Club Useful News2018 Vol.06 ［早春だより］

ジェイアールウエスト倶楽部がお届けする会報誌

● 巻頭 P.01医療法人JR広島病院
「人間ドック受診のススメ」

エンタメチケット特別ご優待案内 巻末 P.01● 

宿泊補助キャンペーン

旅行 映画 ショッピング

50施設以上のお宿が対象！！会員専用サイト限定

1,000円補助キャンペーン

今すぐ使いたいおトクなクーポン！

全国1,132店舗で使える！ 直営247店舗で使える！



JR西
日本グループ会社の

おトクな情報おトクな情報 選べるお得な特典付！
人間ドック 受診のススメ

JR広島病院で「人間ドック 基本コース」を受診された方に

ジェイアールウエスト倶楽部だけの　　　　　　　　　をつけちゃいます！

JR広島病院で「人間ドック 基本コース」を受診された方に

ジェイアールウエスト倶楽部だけの　　　　　　　　　をつけちゃいます！

広島駅から徒歩 5分の便利な立地！

独立した空間で、快適かつリラックスして受診可能

1日の受け入れ人数は最大 30 名。待ち時間の短縮を実現

女性医師・技師多数で女性受診者にも安心のご対応

健診で異常が見つかれば即日当院の外来受診可能

（特定療養費 ¥1,620 免除）

※2親等までご利用いただけます

「人間ドック 基本コース」
通常は 42,120 円（税込）
のところ

お得な値段で
受けられます

※お申込みの際に、「ジェイアールウエスト倶楽部の会報誌を見た」とお伝えください
※受診希望日の３週間前までにお電話にてお申込みください ※お申込み・お問い合わせは次ページへ
※こちらの特典は会員さまだけでなく２親等までのご家族・ご親戚の方まで受けることができます

※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

39,000 円（税込）39,000 円（税込）

人間ドック
受診のススメ
人間ドック
受診のススメ

1

オプション検査を
どれでも 1つ　　　　で
追加することができます

オプション検査を
無料で追加

お得な特典

　　　　　　　　　　　の
２階レストランを
ご利用できるチケットを
お渡しいたします
※人間ドック受診日の当日のみ有効

検査の後は
ゆっくりホテルでランチ無料無料

ホテルグランヴィア広島ホテルグランヴィア広島

医療法人
JR広島病院

充実した
　検査内容で

人間ドック 基本コース 検査項目
□ 身体測定 □ 視力・聴力検査 □ 血圧検査 □ 呼吸機能検査 □ 尿一般・腎機能検査 

□ 血液一般検査 □ 脂質検査 □ 肝機能検査 □ 代謝系検査 □ 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）

無料で１つ追加ができるオプション検査の種類については次ページをチェック

早期治療！

早期発見！

※5,000 円（税込）未満の検査。
　ただし、乳がん検査・子宮がん検査は除く。
　詳しくは次ページをご覧ください。

2

または

※①または②のどちらか１つをお選びください

人間ドックを受診された方へ

昼食サービスを

提供しています

②の特典を選ばれた方

医療法人 JR広島病院から

01巻頭

ジェイアールウエスト倶楽部
医療法人 JR広島病院

からのお知らせ



追加オプション一覧 料金（税込） 内容
骨密度検査（DEXA 法） 2,160 腰椎のレントゲン写真を撮り、骨の量を測定

動脈硬化検査（PWV） 2,160 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

肺がん検査 10,800 胸部のCTを撮影し、肺腫瘍の有無を診察
脳MRI 21,600 頭部のMRIを撮影し、脳動脈瘤の有無を診察

大腸内視鏡
※火・水・金
　のみ

S 状結腸 5,400 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

全大腸 10,800
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

子宮がん検査
（子宮頚部細胞診・
経膣超音波）

5,400
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
無を判断
また超音波にて子宮、卵巣などの病変の有無を診察

乳がん
検査

視触診のみ 2,160 乳房のしこりの有無を医師の触診によって判断
マンモグラフィーのみ 3,240 乳房のレントゲンを撮影して乳房の腫瘍の有無を診察
視触診＋
マンモグラフィー 5,400 上記 2項目を合わせて診察

頸動脈超音波 3,240 頸動脈（首の部分）を超音波で検査し血管内膜の厚さを診察

甲状腺超音波 3,240 甲状腺（頸の部分）を超音波で検査し甲状腺腫瘍の有無を
調べる

甲状腺疾患セット 7,560 超音波と採血（TSH・FT3・FT4）により甲状腺疾患を詳し
く調べる

MCG 【午後検査】中四国地区初導入！ 15,660 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

AGE（体内糖化度） 3,240 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

内臓脂肪測定 3,240 内臓の脂肪面積を測定

心臓検査
セット

Aコース 18,360 MCG・BNP（採血によって心臓の負担の有無を診察）・
AGE：心疾患リスクを調べていくお得なセット

Bコース 12,420 心エコー・BNP・AGE：心疾患リスクを調べていくお得なセット
●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2,160 円（税込）
シフラ（肺） AFP（肝臓） CA19-9（膵臓） CA15-3（乳） CA125（卵巣・子宮）

追加オプション一覧 
CHECK！

中四国地方で初導入！

MCG検査
このMCG検査では安静心電図で
心臓の筋肉のダメージの程度を
評価することができ、
がんに次いで死亡率が高いとされる
心疾患を早期に発見することができます。

中四国地方ではJR広島病院が初導入
しているこちらの検査、
ぜひ受けて見ませんか？

CHECK！

今話題の検査

AGE 検査

この検査では、身体の中に
知らず知らずのうちに蓄積されている
病気の原因物質である体内糖化度の
状況を判断できます。

これが体内で蓄積されると、
血管、骨、臓器を老化させるだけでなく、
しみ、くすみ、シワ、たるみなども
引き起こします。

不規則な食生活
（甘いもの・油もの・酸化物の過剰摂取）
をしているかも…という方に
こちらの検査はオススメ！

（女性の基本コースに含まれています）

②の特典を選んだ方はこちらから追加オプションを選択してください。
※5,000円（税込）未満の検査。ただし、乳がん検査・子宮がん検査は除く。

外観
健診
センター

特典付コースの利用期限
平成３０年4月27日（金）まで
※予約日ではなく受診日の期限です。ご注意ください。

①「人間ドック 受診のススメ」詳細チラシ
②駐車場・駐車料金について
③健診当日までの流れ

お申込み・お問い合わせはコチラ

医療法人 ＪＲ広島病院　広島市東区二葉の里三丁目1番 36号
そのほか

は、ジェイアール西日本ウェルネットが運営する
ジェイアールウエスト倶楽部のホームページでご案内しています！
ぜひチェックしてみてくださいね♪

内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・外科・消化器外科・
人工透析外科・整形外科・精神科・小児科・皮膚科・泌尿器科・
産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・
麻酔科・歯科口腔外科・病理診断科・緩和ケア科・リウマチ膠原病科

■健診センター 【ＴＥＬ】082-262-1400（平日9：00～17：00）
 【ＦＡＸ】082-262-1490

アクセス方法は巻末へ
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様々な公演、展覧会などを
おトクな価格でご案内する
「特別ご優待案内」がホームページ限定で
スタートしています！ （2017年12月より開始）
ぜひホームページをチェックしてみてくださいね♪

ジェイアール西日本ウェルネットが運営する「ジェイアールウエスト倶楽部」の
HPにアクセスして上のバナーをクリック！ 

ホームページ限定！特別ご優待案内がスタート！ホームページ限定！特別ご優待案内がスタート！
CHEC

K!
CHEC

K!

※ホームページ限定公演のご案内は不定期になりますので、
　その都度担当者さまを通じてお知らせいたします。 アクセス方法は次ページへ

ジェイアールウエスト倶楽部特別価格

S席
　13,000円▶
※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可

12,500円12,500円

ジェイアールウエスト倶楽部特別価格

S席
　12,800円▶
※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可

12,000円12,000円

ジェイアールウエスト倶楽部特別価格
S席
　8,700円▶
※予定枚数に達し次第受付終了 ※未就学児入場不可

8,000円8,000円

http://r-t.jp/jrwelnet QRコードでの読取はこちら

ご購入はこちらから！ご購入はこちらから！

「DUNAS－ドゥナス－」
革新的な振付でフラメンコと現代舞踊を融合させた、
二人が演出・出演する『DUNAS－ドゥナス－』の待望の日本公演が決定 !
フラメンコのルーツであるジプシーたちがかつて灼熱の砂丘を踏みしめてきた想い、
吹く風によって瞬時に変容する砂丘のように変わりゆく現代社会をも描きます。

大人気公演「ディズニー･オン･クラシック」から誕生したオーケストラ･ジャパンの単独公演！

音楽の都ウィーンの至宝、ライナー･ホーネック氏とともに、
華やかで壮麗な音楽の数々をお送りします。

■指揮 ： ライナー･ホーネック
■オーケストラ ： オーケストラ･ジャパン
≪予定演奏曲目≫ 
モーツァルト ： 交響曲第25番 K.183
マーラー ： 交響曲第1番「巨人」
リムスキー＝コルサコフ ： 
　　　　歌劇『ムラダ』より「貴族たちの行進」

演出･振付 ： マリア･パヘス、シディ･ラルビ･シェルカウイ
出演 ： マリア･パヘス、シディ･ラルビ･シェルカウイ　ミュージシャン7名

総額 90億円の歴史的銘器をベルリン･フィルのメンバーが奏でる！

誕生から300年の時を経て、
究極の音色が、今高らかに鳴り響く！
ストラディヴァリウスだけの弦楽器アンサンブルが
再び日本に集結します。

※こちらは問い合わせ専用ダイヤルの為、お電話でのご購入はできません。
・システムに関するお問い合わせ（楽天お客様サポート） →TEL：050-5817-9070（平日10:00-17:00）
・公演に関するお問い合わせ（キョードーインフォメーション）→TEL：0570-200-888（10:00-18:00）

各種お問い合わせ

―エキゾチックな魔法が誘う、疑惑のダンスー

マリア･パヘス&シディ･ラルビ･シェルカウイ

THE ORCHESTRA JAPAN  “FIRST RECITAL”  一音一会

第12回 ストラディヴァリウス･
サミットコンサート 2018

■出演 ： ベルリン･フィルハーモニック･ストラディヴァリ･ソロイスツ（13人編成）
≪予定演奏曲目≫ シューベルト ： 5つのドイツ舞曲 D90より 第1番 ハ長調
 グリーグ ： 「ホルベアの時代より」作品40
 伝統音楽 ： スペインのフォリア
 バルトーク ： ルーマニア民族舞曲
 ヴィヴァルディ ： ヴァイオリン協奏曲集「和製と創意の試み」より
 　　　　　　　『四季』作品8

3/21（水・祝）17:00開演
ザ･シンフォニーホール日時

5/31（木）19:00開演　フェスティバルホール日時

4/6（金）19：00開演
豊中市立文化芸術センター 大ホール日時

2/19から受付開始！

01巻末

ジェイアールウエスト倶楽部 特別ご優待案内

事務局からのお知らせ



注目！

★ジェイアールウエスト倶楽部事務局★ 丸池

― 編集後記 ―
早いものでもう２月…。今年度も終わりですね。

「ジェイアールウエスト倶楽部」も一周年を控え、

さらに充実したサービスを提供できるよう

日々 励んでおります。

なにかご要望などありましたらいつでもお気軽に

事務局までご相談ください。

まだ寒さが残る季節ですが、寒さに負けず

新年度に向かって頑張っていきましょう！

お問い合わせ
■ E-MAIL　jrwestclub@jrwelnet.com
■ TEL 06-6105-0933 ■ FAX 06-6305-0101
■ JR TEL （071）2077 ■ JR FAX （071）4863

（株）ジェイアール西日本ウェルネット 企画部開発課
担当：下平尾、松藤、丸池

使って

 よかった！

株式会社ジェイアール西日本メンテック
兵庫県　Ｍ.Ｎ（30代 男性）

カラオケで
大盛り上がり！

満足度 ★★★★★

■利用した施設・店名：ジャンボカラオケ広場

■利用した施設・店の場所：大阪

■誰と利用したか：同僚

■利用方法：画面表示クーポン

会社の仲間約 20 名で恒例の飲み会をした後、

二次会として通称ジャンカラに行きました。

割引率も 20％割引と大きく、

ワイワイガヤガヤ♪大いに盛り上がり、

浮いたお金で

デザートも食べることができ

大満足しました (^O^)

使って

 よかった！

株式会社
ジェイアール西日本メンテック
大阪府　Ｈ.Ｔ（30代 女性）

海外旅行を満喫！

満足度 ★★★★★

■利用した施設・ツアー名：

　ベスト /日本旅行

■利用した施設・店の場所：バリ

■誰と利用したか：家族

■利用方法：会員専用サイト

旅行代金が 6％オフになるので

日本旅行のパッケージツアーを利用しました。

海外だったので割引金額も大きく、

浮いたお金で現地では

ちょっと贅沢なお食事ができました。

手続きも電話と書類郵送のみで

お店に行く手間がかからず、

簡単にお得な旅ができて大満足でした。

皆さまの会社のお得な情報を
ジェイアールウエスト倶楽部会員に
ご紹介しませんか？

ホームページ
随時更新しています！

大募集!!
加入会社限定！

掲載費は無料

掲載までのスケジュール 【6月号～夏だより～の場合】
掲載期間：2018年6月下旬（配付）～2018年8月末日

6月号～夏だより～

2018年3月1日～

3月24日

…

記事募集※依頼が多数の場合は要相談

打合せ等

掲載原稿最終提出
2018年5月7日

掲載 詳しいスケジュールは上記ホームページに掲載しています。
ご不明点などございましたら事務局までお問い合わせください。

ジェイアールウエスト倶楽部の

右のバナーを探してみてね。

こちらの
バナーを
クリック！

STEP 3

こちらのバナーをクリック！

wel11841パスワード

wjrwID

STEP 2

「JRウェルネット」で検索

JRウェルネット

STEP 1

アクセス方法のご案内

URL：https://www.jrwelnet.co.jp/westclub/

プチ

活用術！
小学校入学準備
お祝い制度

Vol.2

今月は「小学校入学準備お祝い制度」のご紹介です。
来年小学校に入学されるお子さまがいらっしゃる方は必見！

【申請期限】2018 年 3 月 25 日まで

対　象

お子さまが 2018 年度に小学校に入学される方
※お一人のお子さまに対して、複数の方からの申請はお受けいたしかねます。

制　度　特　典
ご希望のものを全部プレゼント

詳しくはコチラ▶▶▶

そのほかに
「メモリアル印鑑半額券」や
「月刊ポピー
ネームシール＆おためし見本」など

◆キッズステーション オリジナル
　妖怪ウォッチ シール

◆蛍光ペン
　３本セット

◆防犯用
　ホイッスル

使って

 よかった！

このコーナーで紹介した商品や利用方法

については、ジェイアールウエスト倶楽

部のホームページでもご紹介しておりま

すのでぜひチェックしてみてください♪

また、皆さまの「使ってよかった！」も

随時募集しております！

詳しくは下記ホームページへアクセス！

02 巻末

ジェイアールウエスト倶楽部事務局からのお知らせ


