
グランドハイメディック倶楽部細則 （月会費型会員用） 新旧対比表 

現細則 改定後細則 

第１条（会員種別） 
本倶楽部で月会費型会員に適用ある会員種別は、ＨＭ山中湖コースPremium、ＨＭ大阪
コースPremium、ＨＭ・東大病院コースPremium、ＨＭ・ミッドタウンコースPremium、ＨＭ名古
屋コースPremium、ＨＭ東京ベイコースPremium、ＨＭ京大病院コースPremiumとします。 

第１条（会員種別） 
本倶楽部で月会費型会員に適用ある会員種別は、ＨＭ山中湖コースPremium、ＨＭ大阪
コースPremium、ＨＭ・東大病院コースPremium、ＨＭ・ミッドタウンコースPremium、ＨＭ名古
屋コースPremium、ＨＭ東京ベイコースPremium、ＨＭ京大病院コースPremium、ＨＭ東京日
本橋コースPremiumとします。 

3．会員は、検診を受けるにあたり、リゾートトラスト株式会社が運営する「エクシブ山中湖｣､
「ホテルトラスティ心斎橋｣､「ホテルトラスティ東京ベイサイド｣､「ホテルトラスティ名古屋白
川｣､または「サンメンバーズ京都嵯峨」内の付帯施設を所定の料金で利用できます。 

3．会員は、検診を受けるにあたり、リゾートトラスト株式会社が運営する「エクシブ山中湖｣､
「ホテルトラスティ心斎橋｣､「ホテルトラスティ東京ベイサイド｣､「ホテルトラスティ名古屋白
川｣､「ホテルトラスティプレミア日本橋浜町｣、または「サンメンバーズ京都嵯峨」内の付帯施
設を所定の料金で利用できます。 

第5条（ＨＭ・東大病院コースPremium、ＨＭ東京ベイコースPremium、ＨＭ京大病院コース
Premiumに関する特則） 

第5条（ＨＭ・東大病院コースPremium、ＨＭ東京ベイコースPremium、ＨＭ京大病院コース
Premium、ＨＭ東京日本橋コースPremiumに関する特則） 

  サ ー ビ ス 内 容 

①・ＨＭ山中湖コースPremium 受診権１回分につき、１名様が、新総合コース検診
（山中湖・大阪)、ＨＭ・東大病院コース検診、ＨＭ・
ミッドタウンコース検診、ＨＭ名古屋コース検診、Ｈ
Ｍ東京ベイコース検診、ＨＭ京大病院コース検診
のいずれかを受けることができます。 

 ・ＨＭ大阪コースPremium 

 ・ＨＭ･東大病院コースPremium 

 ・ＨＭ･ミッドタウンコースPremium 

 ・ＨＭ名古屋コースPremium 

 ・ＨＭ東京ベイコースPremium 

 ・ＨＭ京大病院コースPremium 

  サ ー ビ ス 内 容 

①・ＨＭ山中湖コースPremium 受診権１回分につき、１名様が、新総合コース検診
（山中湖・大阪)、ＨＭ・東大病院コース検診、ＨＭ・
ミッドタウンコース検診、ＨＭ名古屋コース検診、Ｈ
Ｍ東京ベイコース検診、ＨＭ京大病院コース検診、
ＨＭ東京日本橋コース検診のいずれかを受けるこ
とができます。 

 ・ＨＭ大阪コースPremium 

 ・ＨＭ･東大病院コースPremium 

 ・ＨＭ･ミッドタウンコースPremium 

 ・ＨＭ名古屋コースPremium 

 ・ＨＭ東京ベイコースPremium 

 ・ＨＭ京大病院コースPremium 

 ・ＨＭ東京日本橋コースPremium 

③手術後検診 
紹介された病院での手術後、会員の希望により、他の会員の利用に支
障のない範囲内で会社が認めた場合には手術後の状況について、1回
のみ再検査を受けることができます。 

③サポート検診 
紹介された病院での手術後、会員の希望により、他の会員の利用に支
障のない範囲内で提携先医療機関が認めた場合には手術後の状況に
ついて、1回のみ再検査を受けることができます。 

会  員  種  別 

HM山中湖コースPremium 

HM大阪コースPremium 

HM･東大病院コースPremium 

HM･ミッドタウンコースPremium 

HM名古屋コースPremium 

HM東京ベイコースPremium 

HM京大病院コースPremium 

会  員  種  別 

HM山中湖コースPremium 

HM大阪コースPremium 

HM･東大病院コースPremium 

HM･ミッドタウンコースPremium 

HM名古屋コースPremium 

HM東京ベイコースPremium 

HM京大病院コースPremium 

HM東京日本橋コースPremium 

※下線は変更部分を示します。 2019年10月16日改定 



現細則 改定後細則 

- 

3. ＨＭ東京日本橋コースPremiumの会員は、ハイメディック東京日本橋が、会社と三井不
動産株式会社との定期建物賃貸借契約に基づき2039年5月まで（定期建物賃貸借契約の

再契約等があれば、当該再契約の期間満了時まで）運営されるものであることを了解する
ものとし、当該定期建物賃貸借契約（定期建物賃貸借契約の再契約等がある場合は当該
再契約）が終了した場合は、ＨＭ東京日本橋コースPremiumと同等のコースに限り、ホーム

クリニックをハイメディック東京日本橋以外の検診施設にそれぞれ変更することを了解する
ものとします。 

第6条（会員種別ごとの検診内容およびホームクリニック） 

会員は、下記の会員種別およびホームクリニックにおいて契約書記載の年間の受診回数
に応じて、新総合コース検診（山中湖・大阪)、ＨＭ・東大病院コース検診、ＨＭ・ミッドタウン

コース検診、ＨＭ名古屋コース検診、ＨＭ東京ベイコース検診、ＨＭ京大病院コース検診を
下記の条件にて、いずれかの検診を受けることができます。 

第6条（会員種別ごとの検診内容およびホームクリニック） 

会員は、下記の会員種別およびホームクリニックにおいて契約書記載の年間の受診回数
に応じて、新総合コース検診（山中湖・大阪)、ＨＭ・東大病院コース検診、ＨＭ・ミッドタウン

コース検診、ＨＭ名古屋コース検診、ＨＭ東京ベイコース検診、ＨＭ京大病院コース検診、Ｈ
Ｍ東京日本橋コース検診を下記の条件にて、いずれかの検診を受けることができます。 

 ウ 「ハイメディック・ミッドタウン」は、ＰＥＴ／ＣＴ検査のみ、複数の提携医療機関で行って
おります。予約状況により、ＰＥＴ／ＣＴの実施場所が異なる場合があります。 

 ウ 「ハイメディック・ミッドタウン」及び「ハイメディック東京日本橋」は、ＰＥＴ／ＣＴ検査のみ、
複数の提携医療機関で行っております。予約状況により、ＰＥＴ／ＣＴの実施場所が異なる
場合があります。 

会  員  種  別  受 診 可 能 な 検 診 

HM山中湖コースPremium 

新総合コース検診（山中湖・大阪） 
ＨＭ･東大病院コース検診 
ＨＭ･ミッドタウンコース検診 
ＨＭ名古屋コース検診 
ＨＭ東京ベイコース検診 
ＨＭ京大病院コース検診 

HM大阪コースPremium 

HM･東大病院コースPremium 

HM･ミッドタウンコースPremium 

HM名古屋コースPremium 

HM東京ベイコースPremium 

HM京大病院コースPremium 

会  員  種  別  受 診 可 能 な 検 診 

HM山中湖コースPremium 

新総合コース検診（山中湖・大阪） 
ＨＭ･東大病院コース検診 
ＨＭ･ミッドタウンコース検診 
ＨＭ名古屋コース検診 
ＨＭ東京ベイコース検診 
ＨＭ京大病院コース検診 
ＨＭ東京日本橋コース検診 

HM大阪コースPremium 

HM･東大病院コースPremium 

HM･ミッドタウンコースPremium 

HM名古屋コースPremium 

HM東京ベイコースPremium 

HM京大病院コースPremium 

HM東京日本橋コースPremium 

ホームクリニック コ  ー  ス  名 

ハイメディック山中湖 
新総合コース検診（山中湖・大阪） 

ハイメディック大阪 

ハイメディック・東大病院 ＨＭ･東大病院コース検診 

ハイメディック・ミッドタウン ＨＭ･ミッドタウンコース検診 

ハイメディック名古屋 ＨＭ名古屋コース検診 

ハイメディック東京ベイ ＨＭ東京ベイコース検診 

ハイメディック京大病院 ＨＭ京大病院コース検診 

ホームクリニック コ  ー  ス  名 

ハイメディック山中湖 
新総合コース検診（山中湖・大阪） 

ハイメディック大阪 

ハイメディック・東大病院 ＨＭ･東大病院コース検診 

ハイメディック・ミッドタウン ＨＭ･ミッドタウンコース検診 

ハイメディック名古屋 ＨＭ名古屋コース検診 

ハイメディック東京ベイ ＨＭ東京ベイコース検診 

ハイメディック京大病院 ＨＭ京大病院コース検診 

ハイメディック東京日本橋 ＨＭ東京日本橋コース検診 



現細則 改定後細則 

- 

ク ハイメディック東京日本橋は、会社と三井不動産株式会社との定期建物賃貸借契約に
基づき2039年5月まで（定期建物賃貸借契約の再契約等があれば、当該再契約の期間満

了時まで）運営いたします。当該定期建物賃貸借契約（定期建物賃貸借契約の再契約等
がある場合は当該再契約）が終了した場合は、それ以降、会員種別をＨＭ東京日本橋コー
スPremiumと同等のコースに、ホームクリニックをハイメディック東京日本橋以外の検診施

設に変更して検診を受けていただきます。 

ホームクリニック 提携先医療機関 住所 

ハイメディック 
山中湖 

医療法人社団 
山中湖クリニック 

山梨県南都留郡山中湖村平野562－12 
エクシブ山中湖B2F 

ハイメディック 
大阪 

医療法人社団 
ハイメディッククリニックWEST 

大阪府大阪市中央区南船場3－3－17 
ホテルトラスティ心斎橋内2F 

ハイメディック 
・東大病院 

東京大学医学部附属病院 
東京都文京区本郷7－3－1 
東京大学医学部附属病院 中央診療棟2 9F 

ハイメディック 
・ミッドタウン 

医療法人社団 
ミッドタウンクリニック 

東京都港区赤坂9－7－1 
ミッドタウン・タワー6F 

ハイメディック 
名古屋 

社団医療法人 
トラストクリニック 

愛知県名古屋市中区栄1－30－22 

ハイメディック 
東京ベイ 

医療法人社団 
ミッドタウンクリニック 

東京都江東区有明3－5－7 
ＴＯＣ有明イーストタワー5F 

ハイメディック 
京大病院 

京都大学医学部附属病院、 
医療法人社団 
ミッドタウンクリニック 

京都府京都市左京区聖護院川原町53 

ホームクリニック 提携先医療機関 住所 

ハイメディック 
山中湖 

医療法人社団 
山中湖クリニック 

山梨県南都留郡山中湖村平野562－12 エク
シブ山中湖B2F 

ハイメディック 
大阪 

医療法人社団 
ハイメディッククリニックWEST 

大阪府大阪市中央区南船場3－3－17 
ホテルトラスティ心斎橋内2F 

ハイメディック 
・東大病院 

東京大学医学部附属病院 
東京都文京区本郷7－3－1 
東京大学医学部附属病院 中央診療棟2 9F 

ハイメディック 
・ミッドタウン 

医療法人社団 
ミッドタウンクリニック 

東京都港区赤坂9－7－1 
ミッドタウン・タワー6F 

ハイメディック 
名古屋 

社団医療法人 
トラストクリニック 

愛知県名古屋市中区栄1－30－22 

ハイメディック 
東京ベイ 

医療法人社団 
ミッドタウンクリニック 

東京都江東区有明3－5－7 
ＴＯＣ有明イーストタワー5F 

ハイメディック 
京大病院 

京都大学医学部附属病院、 
医療法人社団 
ミッドタウンクリニック 

京都府京都市左京区聖護院川原町53 

ハイメディック 
東京日本橋 

医療法人社団 
ミッドタウンクリニック 

東京都中央区日本橋室町3－2－1 
日本橋室町三井タワー7F 


