よこはまウェルネスパートナーズ 健康関連サービス・製品一覧
分野

サービス・製品名

企業・団体名

認証特典

食事

ファンケル実践型健康セミナー

株式会社ファンケル

食事

健康の結果が見えるサポート

株式会社Life Time Value

食事

Fit Food Biz Lite

株式会社AIVICK

★

運動

手軽に正しく楽しい「健康運動」！

NPO法人健康サポートフィット

★

運動

健康づくりに関する専門的なアドバイス

公益財団法人横浜市体育協会

★

運動

ロコモ度・下肢筋力測定ツール

アルケア株式会社

★

運動

ロコモ×メタボ対策プログラム

アルケア株式会社

★

運動

ＡＥＤ サマリタン ８年保証安心パック

グランコーヨー株式会社

★

運動

健康づくり教室・研修会の企画、講師派遣

公益財団法人かながわ健康財団

運動

脳トレダンスエクササイズ

ＮＰＯ法人ダンスライフコミュニケーションズ

★

運動

脳トレリズム体操

ＮＰＯ法人ダンスライフコミュニケーションズ

★

運動

行動と身体のワークショップ

株式会社Spomee

★

休養・心

パフォーマンスアップのための睡眠セミナー

大塚製薬株式会社 横浜支店

★

休養・心

ストレスチェックラボ.com

株式会社Veritas Japan

★

休養・心

健康経営・睡眠改善プログラム

ネムリノチカラ

★

休養・心

マインドゆるネス🄬ブートキャンプ

株式会社エクセリーベ

★

休養・心

予防特化型ヘルスケアサービス

株式会社エクセリーベ

★

健診・がん検診

健診データ登録サービス

バイオコミュニケーションズ株式会社

★

健診・がん検診

「唾液検査」

医療法人IPPO 五條歯科医院

★

健診・がん検診

人間ドック・生活習慣病健診・各種がん検診

医療法人社団 優和会 湘南健診クリニック ココットさくら館

★

健康相談・コンサルティング

訪問鍼灸リハビリマッサージ

SOSEITech株式会社

★

健康相談・コンサルティング

ＩＣＴによる指導・相談サービス

バイオコミュニケーションズ株式会社

★

健康相談・コンサルティング

出張研修サービス

バイオコミュニケーションズ株式会社

★

健康相談・コンサルティング

健康度測定

公益財団法人かながわ健康財団

健康機器

ストレス＆血管状態検査デバイス Smart Pulse

株式会社ファーストステージ

★

健康機器

The Body Conditioner

株式会社ファーストステージ

★

健康機器

ダイエットアナライザー BFT-mini

（株）メディケアー

★

健康機器

オフィスで温め 専属セラピスト！

着替えのいらない温熱療法サービスゆるり

★

健康機器

スマートウォッチ JouleLife CLUB

ウエルネスデータ株式会社

★

健康機器

水素水でつくった［健茶機］

株式会社ドクターズ・マン

★

健康機器

水素ガス充填装置［DAYS］

株式会社ドクターズ・マン

★

健康機器

ねむり健康モニター "iSleep"

株式会社 TAOS研究所

健康機器

身に着けて、歩ける椅子｢アルケリス｣

株式会社ニットー

★

健康機器

高精度・高耐久な医用電子血圧計

グランコーヨー株式会社

★

健康機器

涼しいどぉ～ シェードタイプ

グランコーヨー株式会社

★

健康機器

測って納得！体験型測定イベント

株式会社ウエルアップ

★

健康機器

レンタルヘルスチェック！

株式会社ウエルアップ

★

健康機器

ハンモックピロー体操＆睡眠改善

株式会社エムアイストーリー

★

健康機器

企業の健康レベルを見える化！

株式会社AIVICK

★

その他

HPMスコア診断サービス

株式会社ジイズスタッフ 営業企画部

その他

ユーグレナ・マイヘルス 遺伝子解析サービス

株式会社ユーグレナ

★

★

＜食事＞
楽しみながら、オフィスで健康意識向上！

ファンケル実践型健康セミナー
株式会社ファンケル
詳細はHPへ！→ https://www.fancl.jp/kenko/index.html
【提供サービス・製品の分野】

食事

運動 休養・心

【サービス・製品の概要】
＜概要＞健康知識の講義だけにとどまらず、グループワークや日常的に簡単にでき
るストレッチのご紹介など、実践につなげるための仕組みをご用意しています。手間
なく、無理なく、貴社従業員さまの健康をサポートします。
＜価格＞価格：150,000円（税別）～/60～120分 ※別途交通費必要な場合有り

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：クラスAAA【５％】、クラスAA・クラスA【３％】割引いたします。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社ファンケル 健康経営推進事業部
045-226-0588

kzs_manager@fancl.co.jp

健康の結果が見えるサポート

費用対効果が明確にわかる福利厚生
株式会社Life Time Value
詳細はHPへ！→ https://dai07161031.wixsite.com/lifetimevalue
【提供サービス・製品の分野】

食事

運動

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

【サービス・製品の概要】

＜概要＞得たい結果になるまでの行動変容が起きる習慣作りを専用のアプリを通し
健康相談・ て、担当のトレーナー、コーチ、管理栄養士がサポートします！システム化により健
コンサル 康レベルが分かる事で、プロセス管理とともに会社のＫＰＩ指標につなげるためにどう
ティング 連動するか!?につながります。まずは、健康測定のみは、各種健康に関する講座で
のサポートも行います。

株式会社Life Time Value
０９０－８１１２－９２６０

dai07161031@gmail.com

会社が変わる、健康な社食

Fit Food Biz Lite
（株）AIVICK
詳細はHPへ！→

https://tavenal.com/
【提供サービス・製品の分野】
【サービス・製品の概要】

食事

＜概要＞昼食後眠気を感じることはありませんか？実はそれ,お昼に食べた「糖質」
が関係しているかもしれません。Fit Food Biz Liteは「糖質の最適化」を行うことで、
昼食後の眠気を防ぎ組織のパフィーマンスアップをサポートします。医師・管理栄養
士監修のもと、摂取糖質量を最適化し、7大栄養素までこだわったお弁当をお届け致
します。
＜価格＞初期費用：30,000円（税抜） 月額料金：お問い合わせください

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：【初期費用"無料"】にてご導入頂けます！

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

マーケティング部
045-664-1855

assistant@tavenal.com

目次へ

＜運動＞
経験豊富なインストラクターが出張指導する

手軽に正しく楽しい「健康運動」！
NPO法人健康サポートフィット
詳細はHPへ！→ https://kenkousupportfit.amebaownd.com/
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】
＜概要＞医師や健康運動指導士と考案したオリジナルエクササイズなどを指導しま

運動 休養・心

健康相談・ す。幅広い年齢層への指導経験や、どんな人数にも対応できる指導力があります。
コンサル ＜価格＞講師料60分：18,000円(税別)〜 ※内容は、ご要望ご相談に応じます
ティング

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：クラスAAA【15％】（15,300円税別〜）、クラスAA【10％】（16,200円税別〜）、クラスA【５％】
（17,100円税別〜）割引いたします。 ※複数回数まとめてお申し込みの場合は、さらに割引があります。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

佐々木 恵（健康運動指導士）
050-5326-8780

npo.kenkou.s.f@gmail.com

健康診断だけでは分からない！？

健康づくりに関するアドバイスサービス

入力エリア

公益財団法人横浜市体育協会
詳細はHPへ！→ http://www2.yspc.or.jp/ysa/jigyoshokai/kenkokeieishien.html
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】
＜概要＞『姿勢測定』や『体力測定』など、健康診断だけでは分からない現状を把

運動

食事

健康相談・ 握！
コンサル 医師や理学療法士、管理栄養士などからの『専門的なアドバイス』もご提供。
ティング 社内状況に応じて、オフィス内でできる簡単なストレッチなども紹介します。

横浜健康経営認証事業者様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：オリジナル体操を考案、企業対抗運動快！へのご優待いたします。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

公益財団法人横浜市体育協会 経営企画部経営企画課
045-640-0016
kenko-keiei@yspc.or.jp

＜従業員様の足の健康チェックに！＞

ロコモ度・下肢筋力測定ツール
アルケア株式会社
詳細はHPへ！→ http://www.alcare.co.jp/healthcare/index.html
【提供サービス・製品の分野】

運動

ロコモ度測定ツール
下肢筋力測定器

【サービス・製品の概要】
＜概要＞日本整形外科学会が策定したロコモ（運動器症候群）の臨床判断値「ロコ
モ度」と「下肢の筋力値」を簡単かつ正確に知ることができるツールです。
＜価格＞
・ロコモ度測定ツール：販売価格70,000円、レンタル30,000円/週 より
・下肢筋力測定器：50,000円/週 より （レンタルのみ） ※いずれも税別

健康機器

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：ロコモ度測定ツールの販売及びレンタル・下肢筋力測定器のレンタルを特別料金にてご提供致
します。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

アルケア株式会社 ヘルスケア事業部
０３－５６１１－７８１３

locomoscan@alcare.co.jp

これからの健康経営はロコモ×メタボへ！

ロコモ×メタボ対策プログラム
アルケア株式会社
詳細はHPへ！→ http://www.alcare.co.jp/healthcare/index.html
【提供サービス・製品の分野】

運動

健康機器

【サービス・製品の概要】

＜概要＞従業員の皆様に対して、ロコモ×メタボ測定イベントの開催の他、対策プ
健康相談・ ログラムの実施評価・コンテンツ提供などを実施します。
コンサル ＜価格＞
ティング ・ロコモ×メタボ測定イベント：人数や日程により別途ご相談下さい。
・ロコモ×メタボ対策プログラム：人数や日程により別途ご相談下さい。

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：ロコモ×メタボ対策プログラムを特別料金にてご提供致します。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

アルケア株式会社 ヘルスケア事業部
０３－５６１１－７８１３

locomoscan@alcare.co.jp

目次へ

＜運動＞
社員の健康と命をサポート！

ＡＥＤ サマリタン8年保証安心パック
グランコーヨー株式会社
詳細はHPへ！→ https://www.yagami-inc.co.jp/aedlp3/
【提供サービス・製品の分野】

運動

健康機器

その他

【サービス・製品の概要】
＜概要＞業界最長の8年間製品保証のついたAEDです。
消耗品の期限管理や費用などがすべて含まれている安心パックなので、初めての
AED導入でも安心してご利用頂けます。
＜価格＞8年リース月額3,090円（税抜き）～ ＊買取をご希望の場合もご相談下さい

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：クラスAAA【５％】、クラスAA・クラスA【３％】割引いたします。
ウェルネスパートナーズ登録事業所様：【３％】割引いたします。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

グランコーヨー株式会社
045-351-5411

http://grankoyo.co.jp/contact/

職場の健康づくりの取り組みをサポート

健康づくり教室・研修会の企画、講師派遣
公益財団法人かながわ健康財団
詳細はHPへ！→ http://www.khf.or.jp
【提供サービス・製品の分野】

運動 休養・心 食事

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

【サービス・製品の概要】
＜概要＞従業員の皆様の健康づくり実践活動を促す教室や研修会を企画・実施致
します。テーマは、メタボ予防、ストレス対策、肩こり・腰痛予防、転倒予防等、お気
軽にご相談下さい。また保健師・健康運動指導士・管理栄養士等専門スタッフを講
師派遣いたします。詳しくは、ホームページをご覧ください。

公益財団法人かながわ健康財団 健康づくり課
045-243-2008
kanagawa-kenkou@khf.or.jp

生活習慣病予防

脳トレダンスエクササイズ
ＮＰＯ法人ダンスライフコミュニケーションズ
詳細はHPへ！→ http://dlc.themedia.jp/
【提供サービス・製品の分野】

運動 その他

入力エリア

【サービス・製品の概要】
＜概要＞左右対称に行うリズム運動。呼吸・姿勢・体性神経を刺激し血流の循環を
促す。20～60代の方対象。
＜価格＞45分／60分（実技）1万円/回 (1ＰＫＧ：週1回×4）～相談。※税別、交通費
別

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：1ＰＫＧ料金（週1ﾚｯｽﾝ1万円/回 1ヶ月：4回＝4万
円）を1ﾚｯｽﾝ無料の3万円でお受けいたします。
長期ご契約の場合、更に割引有り（例）6ヶ月ﾊﾟｯｸ（5％OFF）、1年ﾊﾟｯｸ（10％OFF)

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

ＮＰＯ法人ダンスライフコミュニケーションズ 担当：阿部 良武（平日9：00～17：00）
045-844-3376 090-5348-4818 ※留守電の際は折返し連絡させていただきます

abe7117@sage.ocn.ne.jp

目次へ

＜運動＞
認知症予防

脳トレリズム体操
ＮＰＯ法人ダンスライフコミュニケーションズ
詳細はHPへ！→ http://dlc.themedia.jp/
【提供サービス・製品の分野】

入力エリア

【サービス・製品の概要】
＜概要＞ハンドゲームとリズム体操を融合させた2つの動作を同時に行うデュアル
タスク体操。40～70代の方対象。
＜価格＞30分～45分／60分（実技）1万円/回 (1ＰＫＧ：週1回×4）～相談。※税別、
交通費別

運動 その他

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：
1ＰＫＧ料金（週1レッスン1万円/回 1ヶ月：4回＝4万円）を1レッスン無料の3万円でお受けいたします。
長期ご契約の場合、更に割引有り（例）6ヶ月パック（５％OFF）、1年パック（10％OFF)

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

ＮＰＯ法人ダンスライフコミュニケーションズ 担当：阿部 良武（平日9：00～17：00）
045-844-3376 090-5348-4818 ※留守電の際は折返し連絡させていただきます

abe7117@sage.ocn.ne.jp

自分の健康が分かる！

行動と身体のワークショップ
株式会社Spomee
詳細はHPへ！→ https://spomee.jp/
【提供サービス・製品の分野】

運動

食事

【サービス・製品の概要】

＜概要＞あなたの病気を事前に防ぐ”未病診断”と”行動タイプ”を診断、そのデータ
健康相談・ を基に専門家による総合講座から課題改善、予防に向けたワークショップを開催！
コンサル 最適な健康プログラムを指導します。
ティング ＜価格＞診断(5万円～) 講座(5万円～) ワークショップ(5万円～) ※税別、交通
費別、各定員20名

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
'横浜健康経営認証事業所・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：初回ご利用時のみ、専門家による総合講座を無
料とさせて頂きます。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社Spomee
050-1746-6886

s.yamada@spomee.jp

目次へ

＜休養・心＞
働く人の睡眠と業務パフォーマンスを学ぶ
パフォーマンスアップのための健康経営実践セミナー
大塚製薬株式会社 横浜支店
詳細はHPへ！→ https://www.otsuka.co.jp/knk/
【提供サービス・製品の分野】

休養・心 食事

入力エリア

【サービス・製品の概要】

＜概要＞日常生活における健康管理の土台となる情報や知識の獲得と共に、業務
健康相談・ パフォーマンスを向上させる上で重要となる「睡眠」などについて、参加者の理解を
コンサル 促し自律行動できる状態を目指します。45分程度のセミナーと資料やエビデンスに
ティング 基づいた製品サンプル等適宜ご提供いたします。(内容は応相談)

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：社員の方々向けの健康維持増進や弊社の健康経営実例を紹介する出張セミナーを実施いたし
ます。(最少実施人数5０名)

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

大塚製薬株式会社横浜支店 ソーシャルリレーション担当
045-314-5261

榎本

紙・WEBから簡単受験！

ストレスチェックラボ.com
株式会社Veritas Japan
詳細はHPへ！→ https://checklabo.com/
【提供サービス・製品の分野】

休養・心

健康相談・
コンサル
ティング

入力エリア

【サービス・製品の概要】
＜概要＞ストレスチェックの実施から高ストレス者への産業医面談まで一元化！厚
生労働省基準Webストレスチェックサービスのご提供。
＜価格＞WEBストレスチェック受検無料（※高ストレス者が出た場合１名につき1,000
円,リスト別途5,000円） ※紙の受検は料金が発生致します ※価格は税抜きです

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：高ストレス者１名料金を【1,000円→500円】
よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：高ストレス者１名料金を【1,000円→700円】

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社Veritas Japan
045-228-8891

https://checklabo.com/contact/

睡眠改善でパフォーマンスアップ

健康経営・睡眠改善プログラム
ネムリノチカラ
詳細はHPへ！→

https://nemurinochikara.com/
【提供サービス・製品の分野】
【サービス・製品の概要】

休養・心

健康相談・
コンサル
ティング

＜概要＞「質の良い睡眠」を得るために、睡眠を知る研修、睡眠を計る、睡眠を改善
とプログラムを分けて行います。研修のみでも可能です。研修には睡眠学だけでな
く、今夜からできるスリープストレッチやマインドフルネスを取り入れて構成。
＜価格＞5万円～

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：社員様がご自分の睡眠を知っていただけるための「睡眠日誌」をプレゼントいたします。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

ネムリノチカラ
お問合せはメールでお願いいたします。

coach@nemurinochikara.com

目次へ

＜休養・心＞
マインドフルネスの個別セッションをTV電話で提供！

マインドゆるネス🄬ブートキャンプ
株式会社エクセリーベ
詳細はHPへ！→ http://www.exceliebe.com/mind_yuruness
【提供サービス・製品の分野】

休養・心 運動

入力エリア

【サービス・製品の概要】

＜概要＞GoogleやYahoo！でも取り入れられている、最新のメンタルトレーニング「マ
健康相談・ インドフルネス」をベースとした個別セッションをTV電話で提供するセミナーです。明
コンサル 日から使える実践ワークショップもおこなう、満足度の高い研修です。
ティング ＜価格＞ブートキャンプ 5回コース（1回25分） 30,000円（税抜）から

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：
ストレスチェック等の結果に基づく、高ストレス部署（一部署）のヒヤリング及び解決アドバイスのコンサルティングサービス（２時
間分）を無償提供いたします。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社エクセリーベ 大橋 小池
070-6639-6534

info@exceliebe.com

メンタル不調者ゼロを目指す！

予防特化型ヘルスケアサービス
株式会社エクセリーベ
詳細はHPへ！→ http://www.exceliebe.com/mind_yuruness
【提供サービス・製品の分野】

休養・心 運動

入力エリア

【サービス・製品の概要】

＜概要＞「不調を感じてからの相談」が主流のメンタルケア業界で、マインドフルネス
健康相談・ のトレーニングを中心とする「“健康時”からの予防サービス」を提供。明日から使え
コンサル る実践ワークショップもおこなう、大変満足度の高い集合研修です。
ティング ＜価格＞ヘルスケアサービス（集合研修）90分プラン 60,000円（税抜）から

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：
ストレスチェック等の結果に基づく、高ストレス部署（一部署）のヒヤリング及び解決アドバイスのコンサルティングサービス（２時
間分）を無償提供いたします。

【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社エクセリーベ 大橋 小池
070-6639-6534

info@exceliebe.com

目次へ

＜健診・がん検診＞
健康管理は健診データ管理から

健診データ登録サービス
バイオコミュニケーションズ株式会社
詳細はHPへ！→ https://www.e-bio.co.jp/
【提供サービス・製品の分野】
健診・がん検診

【サービス・製品の概要】
＜概要＞健診結果のデータベース化により、全従業員の健康状態の把握や現在と
過去のデータ比較ができます。全体の傾向や長期間での動向を確認することで、会
社が抱える健康課題の洗い出しに役立ちます。また、ハイリスク者やフォロー対象
者を抽出することが可能です。
＜価格＞初期費50万円～（税抜き）,運用費1名1,500円（税抜き, 200名以上の場合）

健康相談・
コンサル
ティング

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：健診データ登録サービスご利用で、ＩＣＴによる
指導・メンタル相談サービスを1ヵ月間（3回まで）無料でご提供。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

ソリューション事業部
045（470）8001

spro@e-bio.co.jp

口から健康を知る！

「唾液検査」
医療法人IPPO 五條歯科医院
詳細はHPへ！→ http://www.gojodental.com
【提供サービス・製品の分野】
健診・がん検診

健康相談・
コンサル
ティング

【サービス・製品の概要】
＜概要＞お口の健康と全身の健康には関係があり、また、ご自分の歯を残すことの
できる本数と健康寿命にも関係があります。実は、唾液から健康状態やむし歯のな
りやすさを知ることができます。五條歯科医院では「唾液検査」という検査を行うこと
ができます。
＜価格＞検査料：通常3,240円（税込）

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
'横浜健康経営認証事業所様：認定事業所様の保険証をお持ちの方には、初診時に行う唾液検査を無料で行います。従業員
ご本人様だけでなくご家族でご来院いただき、健康状態の把握、虫歯予防の取り組みを始めませんか。事前の説明、検査の
実施、検査結果の説明の3回の来院が必要になり、検査の結果が出るまでに約１週間の時間が必要になります。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

医療法人IPPO 五條歯科医院
045-791-0118

ippo@gojodental.com

みなとみらいで健康診断

人間ドック・生活習慣病健診・各種がん検診
医療法人社団 優和会 湘南健診クリニック ココットさくら館

入力エリア

詳細はHPへ！→ https://dock-yokohama.jp/
【提供サービス・製品の分野】
【サービス・製品の概要】
健診・がん検診

＜概要＞・火・木曜はレディースデイ（医師や技師など、全て女性スタッフが対応し
ます）
・胃と大腸の内視鏡検査が同日可能。内視鏡検査：月曜日～土曜日(祝日を除く)
・身体測定、血液検査、腹部超音波検査、胃カメラ検査などの人間ドッグ、各種健診
の内容および料金等については、お問い合せください。

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：スタンダード人間ドック(胃の検査はバリウム
※)の通常料金42,000円(税別)のところを、37,000円(税別)で実施させていただきます。
※胃の検査をバリウムから胃カメラに変更ご希望の場合は、+5,000円(税別)にて承ります。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

医療法人社団 優和会 湘南健診クリニック ココットさくら館
045-640-5510

info@you-wa-kai.jp
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＜健康相談・コンサルティング＞
自宅で鍼灸 リハビリマッサージが受けられます。
からだ元気治療院
横浜中・南区店（はり・きゅう・マッサージ）

SOSEITech株式会社
詳細はHPへ！
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康相談・
コンサル
ティング

高齢者 障がい者の方々のご自宅に訪問して はりきゅう リハビリ マッサージを行
います。医療保険療養費支給申請が可能です。（医師の同意が必要になります）

運動

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

SOSEITech株式会社
045-315-7551

akiya@sosei-tech.com

あなたの会社の健康管理スタッフ

ＩＣＴによる指導・相談サービス
バイオコミュニケーションズ株式会社
詳細はHPへ！→
https://www.e-bio.co.jp/
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康相談・
コンサル
ティング

＜概要＞ＩＣＴを用いた音声と映像による遠隔での保健指導・健康相談サービス。操
作はＷｅｂブラウザ上で行い、画像の共有機能も備えています。勤務地を問わず、産
業保健専門スタッフによる相談および指導を受けることができます。
＜価格＞1回につき100,000円（税抜き）～

休養・心 運動

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：1ヵ月間（3回まで）無料メンタル相談お試し実施
中（2020年3月末まで）。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

ソリューション事業部
045（470）8001

spro@e-bio.co.jp

横浜市限定 出張します

出張研修サービス
バイオコミュニケーションズ株式会社
詳細はHPへ！→ https://www.e-bio.co.jp/
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康相談・
コンサル
ティング

＜概要＞医療・メンタル（心理）・運動それぞれの専門家が出張します。受講者が自
らの健康状態や起こり得る健康リスクについて理解を深め、その対処についての知
識を習得することにより、身体疾患やメンタル不調などが予防できます。
＜価格＞月額会費50,000円（税抜き, 50名～99名の場合）

健診・がん検診

休養・心

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：料金【5％】割引します。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

ソリューション事業部
045（470）8001

spro@e-bio.co.jp

職場の健康づくりの取り組みをサポート

健康度測定
公益財団法人かながわ健康財団
詳細はHPへ！→ http://www.khf.or.jp
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康相談・
コンサル
ティング

＜概要＞従業員の皆様の健康状態を「見える化」して、健康維持・増進を図ります。
血管年齢測定、糖化度測定、ストレスチェック、からだバランスチェック、体力測定等
と専門スタッフから運動・食事等の結果に基づくアドバイスも行います。詳細は、ホー
ムページをご覧ください。

食事

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

運動

公益財団法人かながわ健康財団 健康づくり課
045-243-2008

kanagawa-kenkou@khf.or.jp

目次へ

＜健康機器＞
ストレス状態がわかります

Smart Pulse
株式会社ファーストステージ
詳細はHPへ！→ https://first-stage.ne.jp/products_smartpulse/
【提供サービス・製品の分野】

健康機器

食事 休養・心

【サービス・製品の概要】
＜概要＞普段はみることのないストレス状態などを見える化し、総合結果とともにア
ドバイスなどを提示することができます。iOS,Androidアプリ対応しています。

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：クラスAAA【１０％】、クラスAA【５％】、クラスA【３％】割引いたします！

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社ファーストステージ
045-319-4752

info@first-stage.ne.jp

肩こり・腰痛の原因は姿勢だった。

The Body Conditioner
株式会社ファーストステージ
詳細はHPへ！→ https://first-stage.ne.jp/products_body_conditioner/
【提供サービス・製品の分野】

健康機器

【サービス・製品の概要】
＜概要＞測定からレポート出力までの時間はわずか3分！「姿勢」「歩行姿勢」「骨盤
のゆがみ度」、「筋肉の張り、緩み」、「未来体型」などがわかり、その結果から自分に
あった最適なコンディショニングメニューがわかります。（測定結果シートﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ）
＜価格＞3,000円/人＊お客様のご要望によりカスタマイズ可、税抜

運動

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：クラスAAA【１０％】、クラスAA【５％】、クラスA【３％】割引いたします！

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社ファーストステージ
045-319-4752

info@first-stage.ne.jp

簡単！速い！正確！光で測るオンリーワン体脂肪計

ダイエットアナライザー BFT-mini

（株）メディケアー
詳細はHPへ！→

入力エリア

https://bft-mini.com

【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康機器

＜概要＞繰り返し測定精度の高い近赤外線体脂肪測定方式
近赤外線を使った光技術を利用して、繰り返し測定精度や日内変動の少ない安定し
た体脂肪測定を実現。
＜価格＞定価 \560,000（税別）※別途費用有り

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：通常製品保証1年のところ1年プラスして2年間保証とします。消耗品（プリンター記録用紙）1000人
測定分をお付けします。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

（株）メディケアー
045-392-6608

rep@medicare24.co.jp

会社の24時間専属セラピスト！

オフィスで温め
着替えのいらない温熱療法サービスゆるり
詳細はHPへ！→ https://www.yururirelax.com
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康機器

＜概要＞オフィスで血行促進！20分座るだけ。
管理医療機器(認証番号21700BZZ00051000） 特別なスペースや準備は不要です。
＜価格＞レンタル30日20,000円（税抜）～。

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：30日お試し12,000円（税抜）でご提供いたします （1週間お試し12,000円（税抜）のところ）

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

着替えのいらない温熱療法サービスゆるり
045-517-7098

yuyuri@knh.biglobe.ne.jp

目次へ

＜健康機器＞
スマートウォッチの月額利用料が結果次第で無料に！

JouleLife CLUB（ジュールライフクラブ）
ウエルネスデータ株式会社
詳細はHPへ！→ https://joulelife.jp/club/
【提供サービス・製品の分野】
健康相談・

健康機器 コンサル
ティング

保険

【サービス・製品の概要】
＜概要＞最新のスマートウォッチのレンタルと専門家アドバイスでダイエットやトレー
ニングを応援する新しいカタチの会員制ヘルスケアサービスです。
北欧発の最高品質スポーツウォッチ「SUUNTO」とともに、一人ひとりのライフスタイル
に寄り添いながら、健康で豊かな毎日を送るお手伝いをします。
＜価格＞レンタル2,780円（税込）/月〜、27,800円（税込）/年〜

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：お勤めのご本人とそのご家族は、次のクーポンコードを利用することで初回決済が1,000円OFFに
なります。限定クーポンコード：yokohama2019

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

ウエルネスデータ株式会社
03-4405-9639
support.joule@wellnessdata.jp

健康経営“応援”給茶機

水素水でつくった［健茶機］
株式会社ドクターズ・マン
詳細はHPへ！→ https://www.doctorsman.com/
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康機器

＜概要＞職場でご利用の給茶機を水素水にした［健茶機］です。高濃度水素水を毎
日便利にご利用いただけます。もちろん煎茶やコーヒー等も水素水仕立てでお楽し
み頂けます。健康経営”応援”給茶機をご利用ください。

よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
ウェルネスパートナーズ登録事業所様：初回導入時にさわやか煎茶１箱（90ｇｘ10袋）をプレゼントいたします。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社ドクターズ・マン 営業部
045-905-2330

info@doctorsman.com

世界最高クラス濃度の水素水生成装置

水素ガス充填装置［DAYS］
株式会社ドクターズ・マン
詳細はHPへ！→ https://www.doctorsman.com/
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康機器

＜概要＞業界初の水素タンクを搭載した”超”高濃度水素水生成装置［DAYS］です。
ペットボトル水に直接水素ガスを加圧充填することで瞬間的に超高濃度の水素水を
生成可能。水だけでなくお茶やスポーツドリンクにも水素ガス充填が可能です。サイ
ズもコーヒーメーカーサイズなのでどんな場所にも設置可能です。

よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
ウェルネスパートナーズ登録事業所様：初回導入時に水素充填用ボトルキャップを10個プレゼントいたします。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社ドクターズ・マン
045-905-2330

info@doctorsman.com

仕事のパフォーマンスアップは睡眠がカギ！

ねむり健康モニター "iSleep"
株式会社 TAOS研究所
詳細はHPへ！→ http://www.taos.tokyo/products/93.html
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康機器 休養・心

＜概要＞センサーを布団の下に敷くだけで、睡眠状態（眠りの質）と疲労度をチェッ
ク！
「社員の快適な睡眠」を支援することで、生産性ロスを防ぎ、健康経営を具現化！
＜価格＞本体価格：5万円(税抜き）：メーカー希望価格

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社 TAOS研究所
045-620-7647

taosnews@itaos.org

目次へ

＜健康機器＞
革新的ウェアラブルチェア

身に着けて、歩ける椅子｢アルケリス｣
株式会社ニットー
詳細はHPへ！→

https://www.archelis.com/

【提供サービス・製品の分野】

健康機器

入力エリア

【サービス・製品の概要】
＜概要＞身に着けて歩ける椅子「アルケリス」は、立ち姿勢で身体を支えることで、
長時間の立ち作業の身体の負担を大幅に軽減します。スネとモモで体重を分散して
支えることで体幹が安定し、高いパフォーマンスを引き出します。
＜導入価格＞1年契約 ￥56,000/月、2年契約 ￥43,000/月、3年契約 ￥37,000/月
（税別）

その他

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：初回お試しレンタル(1ヶ月) 特価49,800円(税別)
で提供します。ご相談および詳細内容についてはお気軽にご連絡ください。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社ニットー アルケリス事業部
045-772-1371

archelis@nitto-i.com

すぐできる健康対策で安心して働ける職場作りを！

高精度・高耐久な医用電子血圧計
グランコーヨー株式会社/キヤノンライフケアソリューションズ株式会社

詳細はHPへ！→

入力エリア

https://cweb.canon.jp/medical/sphygmomanometer/lineup/udex-i/index.html

【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康機器

＜概要＞すぐできる健康対策として血圧計を設置する企業がふえています。元気に
安心して働ける職場作りへの取り組みの一つとして職場に血圧計を配備してはいか
がでしょうか。 全自動血圧計 UDEX-I Type-II（プリンター付き）
＜価格＞￥325,000円(税抜き)
医療機器認証番号：221AIBZX00065000 型式承認番号：第Q0950号

健診・がん検診

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：クラスAAA【５％】、クラスAA・クラスA【３％】割引いたします！
よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：【３％】割引いたします！

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

グランコーヨー株式会社
045-351-5411

http://grankoyo.co.jp/contact/

窓ガラスに貼るだけ！室内の気温上昇を防ぎます

涼しいどぉ～ シェードタイプ
グランコーヨー株式会社
詳細はHPへ！→ http://ec.yagami-inc.co.jp/shop/goodsgroup/print.aspx?goodsgroup=6783300-H01
【提供サービス・製品の分野】

健康機器

【サービス・製品の概要】
＜概要＞室内温度上昇の原因になる近赤外線は、約70％が窓から侵入します。この
近赤外線の窓からの侵入を防ぐことで室内の気温上昇を防ぎます。涼しいどぉ～は
窓ガラスに貼るだけでOK！一般的なすだれと比べ、室内が暗くなりません。 W1870
×H1000mm
＜販売価格＞￥5,400-（税抜き；吸盤6個付属）

その他

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：クラスAAA【５％】、クラスAA・クラスA【３％】割引いたします！

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

グランコーヨー株式会社
045-351-5411

http://grankoyo.co.jp/contact/

健康チェック&ソリューション

測って納得！体験型測定イベント
株式会社ウエルアップ
詳細はHPへ！→ https://wellup.jp/
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康機器

＜概要＞体内年齢など「分かりやすく印象に残る」豊富な種類の健康測定機器を使
用し、現在の健康状態を可視化します。さらにカウンセリング・セミナーの実施によ
り、健康への意識をさらに高めることができます。
＜価格＞最低価格 \64,000～(税抜、機器1台＋スタッフ1人時）※機器の種類、数量
や条件により都度見積となります。

健康相談・コンサルティング

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経緯認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：スタッフ派遣費を割引価格\25,000(税抜)にてご
提案致します。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社ウエルアップ
045-317-7908

askform@wellup.jp

目次へ

＜健康機器＞
健康をレンタルしませんか？

レンタルヘルスチェック！
株式会社ウエルアップ
詳細はHPへ！→ https://wellup.jp/
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

健康機器

＜概要＞毎年の健康診断だけでは知ることができない、各種メディアでも取り上げら
れている今話題の体内年齢を手軽に測ってみませんか？健康意識向上へのきっか
けづくりはもちろん、社内コミュニケーションにも役立つ健康測定機器（各種）をお貸
出しします！
＜価格＞機器1台時：最低\29,000(税抜)～※種類、数量により都度見積となります。

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：★初回のみ★レンタル代から\4,000(税抜)を御値
引き致します！(※2台もしくは2機種以上ご利用の場合に限る)

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社ウエルアップ
045-317-7908

askform@wellup.jp

首・肩にかかるストレスを解消する

ハンモックピロー体操＆睡眠改善

株式会社エムアイストーリー
詳細はHPへ！→ https://www.m-i-story.com
【提供サービス・製品の分野】

健康機器

運動 休養・心

入力エリア

【サービス・製品の概要】
＜概要＞3分で首・肩が軽くなる「ハンモックピロー体操」を体験！出張指導します。
＜価格＞睡眠改善アドバイザーによる睡眠セミナー（リラックス体操・アロマ実技・健
康経営アドバイザー相談等）1万円(税抜き）～
会社に1台！法人向け。ハンモックピローの貸出（レンタル）サービス。

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：クラスAAA【5％】、クラスAA・クラスA【3％】割引いたします。
よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：ﾊﾝﾓｯｸﾋﾟﾛｰ購入時にHugネック（クッション）3,500円プレゼント！併用可

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

㈱エムアイストーリー
045-222-8258

info@m-i-story.com

企業の健康レベルを見える化！

体験型健康増進プログラム
（株）AIVICK
詳細はHPへ！→

https://tavenal.com/wellnesscheck
【提供サービス・製品の分野】
【サービス・製品の概要】

健康機器

＜概要＞企業様の健康レベル、個人の健康に関する「知識」「意識」「行動」レベルを
見える化！細かなライフスタイル傾向を見ることが可能となりました。社内のライフス
タイル傾向が見える化され、経営指標に置き換えて頂く事を目的としています。チェッ
クの結果を元に健康機器を用いて、楽しく学べる健康増進プログラムを開催致しま
す。
＜価格＞50,000円（税抜）

横浜健康経営認証事業所様・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所・よこはまウェルネスパートナーズ登録事業所様：初回ご利用時のみ、'健康増進プログラム、【10％】
割引致します！！

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

マーケティング部
045-664-1855

assistant@tavenal.com

目次へ

＜その他＞
健康リスクを可視化して経営に役立てよう

HPMスコア診断サービス
株式会社ジイズスタッフ
詳細はHPへ！→ http://www.gstf.jp/hpm-score/
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

その他

＜概要＞HPMスコアは独自のアルゴリズムを用いて、従業員一人ひとりの健康状態
を数値化し、個人から組織、会社全体における健康状態を「見える化」することがで
きます。健康課題を見つけ経営に役立てることができます。 回答方法WEB。回答数
35問。200名以下。
＜価格＞一式＠56,000円（税別）～

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

株式会社ジイズスタッフ 営業企画部
03-5217-3131

sp@gstf.jp

遺伝子レベルで健康対策してみませんか？
ユーグレナ・マイヘルス 遺伝子解析サービス
株式会社ユーグレナ
詳細はHPへ！→ https://myhealth.euglena.jp/
【提供サービス・製品の分野】

【サービス・製品の概要】

その他

＜概要＞健康リスク・体質の遺伝的傾向と祖先のルーツの約300項目を解析できる
遺伝子解析サービスです。貴社専用の割引クーポンコードを発行し、商品のご注文
や発送は直接従業員様と行いますので企業様には一切費用負担なしでのご導入が
可能です。
＜通常価格＞29,800円(税抜)

横浜健康経営認証事業所様 特典あり
横浜健康経営認証事業所様：別途ご連絡いただき次第、特別価格でご案内いたします。

【担当部署】
【電話番号】
【問い合わせ】

式会社ユーグレナ 遺伝子解析サービス法人導入窓口 栢原(かしはら)
070-1295-8483

ml_BI-biz@euglena.jp

目次へ

※本一覧表に掲載されているサービスや製品の情報の内容に関して、その内容の正確性及び安全性等につい
て横浜市は一切の責任を負いません。また、利用者が本一覧表に掲載されている情報によって被った損害、損
失に対して横浜市は一切の責任を負いません。

