
往復バスで 
安心 

 

 

日帰りバスプラン 
“限定”人間ドック 

 

◎行程  宮古駅 6：30 頃発 ⇒ 〈貸切バス〉 ⇒ 8：30 頃 「すこやか館」 
「バスプラン“限定“人間ドック」昼食付き、結果説明。 14：00 頃終了 ⇒  

やまびこ館（休憩） ⇒ 宮古駅 16：00 頃着 
※出発場所は、お客様の希望場所までお迎えにあがることも可能です。（要相談） 

 

◎代金内訳（お一人様あたり・オプション検査費用別途） 
バス代、諸経費 10,500 円 ＋ 「バスプラン“限定”人間ドック」46,500 円＝57,000 円 
 
『宮古市人間ドック費用助成』 人間ドック費用 46,500 円の最大 1/2 を助成 
人間ドック費用（オプション検査費用を含む）から、他の助成額（職場等からの補助など）を控除した額の２分 

の１に相当する額を助成します。ただし、宮古市国民健康保険加入者の方は２万３千円、宮古市国民健康 
保険加入者以外の方は１万７千円が上限となります。 対象：宮古市に住民票がある４０歳（年度末年齢） 
から７４歳（受診時年齢）の方。宮古市に検査結果を提供することに同意される方。  
※申請は受診後にご自身で行って頂きます。必要書類を持参のうえ、各保健センターへ申請ください。 

（助成金申請に関する問合せ：宮古市 健康課 TEL64-0111） 
 

◎代金 
     基本57,000 円  
『宮古市人間ドック費用助成』申請で 

2021年 11月 1日～2022年 3月 31日 

旅行企画・実施（運行バス会社） 企画協力 

リアス観光（株） 

“ すこや館 ”いわての明日がすこやかでありますように―。 
2021 年 4月 1 日 新たに OPEN した専門施設“すこや館”で健診を受けてみませんか。 

毎週 「月・火」 

 

 ※諸条件有（表示金額税込み） 

⇒ 国民健康保険加入者 実質34,000 円 
⇒ 国民健康保険加入者以外 実質40,000 円 

◎出発 

人間ドック 

胸部 CT+胃内視鏡検査付 
 （通常追加検査費用 17,600 円相当分が含まれる限定プラン） 

宮古発着 



  

旅行条件（抜粋） 
■最少催行人員 10 名様(募集人員 10 名様)最少催行人員に満たない時は旅行の実施を取り止めることがあります。この場合は旅行開始日の 4 日前迄にご連絡致します。 
■添乗員同行なし ■当社では電話・郵便・FAX 等による旅行契約の予約を受付けます。当社が予約を承諾する旨の通知後、旅行代金を納入して頂きます。当社が入金
確認を以て旅行契約の成立と致します。 ■申込金旅行代金全額 ■詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので事前にご確認の上お申込み下さい。■旅行業
務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明なことがございましたらご遠慮なくご質問下
さい。 ■行程表枠内記入例→貸切バス ■本チラシは令和 3 年 10 月 29 日を基準としております。 ■掲載の写真は全てイメージです。  
■取消料下記 「出発日の前日から起算」 10 日前～8 日前迄 旅行代金の 20％ ／ 7 日前～2 日前迄 旅行代金の 30％ ／ 出発日前日 旅行代金の 40％ ／ 
旅行当日の旅行開始前 旅行代金の 50％ ／ 旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金 100％ 

申込・旅行企画・実施（運行バス会社） 企画協力 

検査項目 内容（わかること） 検査項目 内容（わかること） 

診察等 問診など 

尿検査 

糖 尿中の糖 
身長・体重・BMI・腹囲 ━ 蛋白 尿中の蛋白 
視力・聴力検査 ━ 潜血 尿中の潜血 
血圧測定 ━ 沈渣 尿の沈殿物 
便潜血検査  大腸がん ウロピリノーゲン 肝機能障害など 

血液一般検査 

血色素・赤血球 貧血 ケトン体 脱水症状など 
ヘマトクリット 貧血 比重 尿の濃縮 
白血球 白血病・炎症など pH 尿の酸性度 
血小板・末梢血液像 出血傾向 

生化学検査 

中性脂肪 動脈硬化関連 
MCV/MCH/MCHC 貧血の種類 HDL コレステロール 善玉コレステロール 

血清検査 

CRP 感染による炎症 LDL コレステロール 悪玉コレステロール 
HBS 抗原 B 型肝炎ウイルス non-HDL コレステロ

ール 
動脈硬化関連 

HCV 抗体 C 型肝炎ウイルス AST・ALT・ γ・GTP 肝機能 
血液型(初回のみ)  ABO 型、Rh 型 空腹時血糖 糖尿病 
心電図検査  心臓の機能 総コレステロール 動脈硬化に関連 
胸部 X線検査(直接撮影)  肺疾患 ALP 肝機能、胆道系 

胃 内視鏡検査  胃疾患 クレアチニン・eGFR 腎機能 

腹部超音波検査 肝・胆・腎・膵・脾臟 肝・胆・腎・膵・脾臟疾患 尿酸 痛風、腎障害 
眼底検査  眼疾患、動脈硬化等 総蛋白、アルプミン 肝機能、腎機能 
肺機能検査  肺の換気機能 総ピリルピン·LD 肝機能 
眼圧検査  緑内障など アミラーゼ 膵機能 
心拍数  心臟の拍動 ヘモグロビン Alc 糖尿病 

胸部 CT検査  肺疾患 A/G 比 肝機能 

医師または保健師による
保健指導 

 
━ 

医師による結果
脱明 

 
━ 

 

お申込方法 （申込締切 健診 2 週間前迄） 

1.電話または、リアス観光のサイトから賜ります。 

TEL0193-62-7075   URL https://www.rias-kanko.jp 

2.ご希望の日付と人数をお知らせください。 

3.専用の申込用紙に必要事項をご記入頂きます。 

4.事前振込  5.健診当日 

一日ドック 

リアス観光（株） 
（一社）全国旅行業協会正会員 岩手県知事登録旅行業第 2-98 号 

本社／宮古市根市 2-34-1 国内旅行業務取扱管理者 大久保光子 

TEL0193-62-7075 FAX0193-62-8595 

オプション 
検査 

人間ドック健診にプラスして受けられるオプション検査です。 

血管 頸動脈エコー 他 3,300～12,100 円 腹部 腹部超音波検査 他 5,500～20,350 円 
乳房 マンモグラフィー 他 3,850～6,050 円 脂肪 内臓脂肪ＣＴ検査 4,400 円 
肝臓 肝炎検査 2,420 円 糖尿病 ヘモグロビンＡ１ｃ 880 円 
胃 ヘリコバクターピロリ

抗体検査 他 
2,200～3,960 円 骨 骨密度検査 1,100 円 

前立腺 ＰＳＡ検査 2,200 円 がんリスク アミノインデックス 24,200 円 
子宮 子宮頸がん検査 他 3,520～3,850 円 認知症 ＭＣＩスクリーニング 19,800 円 
眼 眼底検査 1,100 円 アレルギー 特異的ｌｇＥ 14,850 円 
心臓 ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ 2,530 円 身体 体組成計 1,100 円 

胸部 胸部ＣＴ検査 9,900 円 胃部 X線→胃内視鏡検査へ変更差額 7,700 円 

 

＊バスプラン限定人間ドックとして、「胸部CT検査」＋「胃内視鏡検査」費用 17,600円相当分が含まれています。 

 


