


定価 会員様価格
(税・送料 (税・送料

初回用 ¥12,760 ¥8,360 個　 円　

2回目以降用 ¥8,360 ¥6,160 個　 円　

- ¥5,060 ¥3,665 個　 円　

- ¥5,060 ¥3,550 個　 円　

- ¥2,860 ¥2,335 個　 円　

- ¥5,610 ¥4,225 個　 円　

初回用 ¥12,760 ¥10,340 個　 円　

2回目以降用 ¥8,360 ¥6,380 個　 円　

- ¥8,360 ¥6,710 個　 円　

- ¥7,260 ¥5,790 個　 円　

- ¥7,260 ¥5,790 個　 円　

- ¥7,260 ¥5,790 個　 円　

- ¥7,260 ¥5,790 個　 円　

初回用 ¥27,060 ¥22,110 個　 円　

2回目以降用 ¥22,660 ¥19,910 個　 円　

- ¥7,910 ¥6,160 個　 円　

初回用 ¥12,760 ¥10,340 個　 円　

2回目以降用 ¥8,360 ¥6,380 個　 円　

- ¥9,010 ¥7,660 個　 円　

- ¥5,210 ¥4,160 個　 円　

- ¥6,960 ¥5,160 個　 円　

- ¥7,210 ¥5,660 個　 円　

腸内細菌検査 - ¥3,160 ¥2,760 個　 円　

初回用 ¥14,740 ¥9,410 個　 円　

2回目以降用 ¥10,340 ¥6,710 個　 円　

- ¥8,360 ¥6,710 個　 円　

- ¥7,960 ¥6,260 個　 円　

- ¥7,960 ¥6,260 個　 円　

- ¥6,160 ¥3,960 個　 円　

初回用 ¥16,060 ¥12,760 個　 円　

2回目以降用 ¥13,860 ¥11,200 個　 円　

個　 円　

検　査　の　流　れ ご　注　意　事　項
①FAXにて商品のご注文　　
②ご注文合計金額を銀行振込　
③ご入金確認後、商品到着
④検体採取・検査申込書記入
⑤返送用封筒で検体を送る　

F A  X 以 外 の ご 注 文
　FAXをご利用できない場合は、お電話またはインターネットより 　　　　　　　　株式会社ヘルス・ウェーブ・ジャパン  東京都港区芝二丁目5番10号
　お申込みください。 　　　　　　　　TEL：03-5444-8521　/　0120-46-7771（フリーダイヤル）
　お電話：0120-46-7771（フリーダイヤル） 　　　　　　　　会社URL　:http://www.healthwave.co.jp/

　ネット：http://shop.get-s.co.jp/ 　　　　　　　　WEB SHOP　：http://shop.get-s.co.jp/

がん関連検査

アレルギー検査

4560149800665

4560149800344

4560149800986

4560149800535

4560149800559

4560149800320

感染症検査

4560149800191

4560149800313

4560149800412

タイプ

4560149800115 心筋マーカー検査 (NT-proＢＮＰ)【セパロン付き】

4560149800238 尿検査（蛋白・糖・潜血）

アレルギー検査36項目 【セパロンなし】

腸内細菌検査（Ｏ157・赤痢菌・コレラなど全6種）

肺がん検査 (YM式喀痰)

JANコード 商品名

室内ペット検査（イヌ皮屑・ネコ皮屑・ハウスダスト）

4560149800368

花粉アレルギー検査②（ヒノキ･ブタクサ・カモガヤ花粉）

花粉アレルギー検査①（スギ･ヒノキ･ブタクサ花粉）

前立腺がん検査 (PSA)-血清-【セパロン付き】

4560149800566 子宮頸がん検査 (子宮内細胞)

大腸がん検査 (便中ヘモグロビン)　２日法 (2回)

4560149800511

B・C型肝炎検査-血清-【セパロン付き】

ピロリ菌検査（尿中ヘリコバクター・ピロリ抗体）

B・C型肝炎検査-血清-【セパロンなし】

4560149800481

ピロリ菌検査

Ｂ.Ｃ型肝炎検査-ろ紙-

4560149800450

4560149800436 ピロリ菌検査（便中ヘリコバクター・ピロリ抗原）

4560149800443 ピロリ菌検査（血液中ヘリコバクター・ピロリ抗体）

御　 注　 文　 書

4560149800290 脂質検査（ＨＤＬ・LDL・TG・トータルコレステロール）

4560149800207 生活習慣病 + HbA1c検査 【セパロン付き】

4560149800214 生活習慣病 + HbA1c検査 【セパロンなし】　　　　

4560149800016 遠心分離器『セパロン』

4560149800221 ヘモグロビンA1c (HbA1c)検査

生活習慣病検査

ご注文数量

更新日：2023年2月1日最新版

東振協　「健康友の会」

4560149800931 酸化ストレス＋抗酸化力検査 【セパロン付き】

4560149800962 酸化ストレス＋抗酸化力検査 【セパロンなし】

 ・お申込みから検査結果をお届けできるまで約2週間かかります。　
 ・商品に瑕疵がある場合を除いて返品はお承りできません。⑥結果到着（郵送かインターネットをお選び頂けます。）

 ・消費税、送料は含まれております。 （※沖縄・離島は別途、中継料金が必要となりますのでお電話くださいませ。）  
 ・振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。　
 ・上記金額に送料、検体返送料、検査結果郵送料が含まれております。
 ・商品は銀行へのお振込み確認後直ちに発送いたします。

ご　注　文　合　計

酸化ストレス検査

合計金額

FAX番号： 03-5440-8532 　 下記の通り ご注文いたし ます。

検査分類

胃がん検査 (ペプシノーゲン)

4560149800528

4560149800641

前立腺がん検査 (PSA)-ろ紙血漿-

前立腺がん検査 (PSA)-血清-【セパロンなし】4560149800504

4560149800498

アレルギー総合検査（総IgE・スギ花粉・ハウスダスト）

4560149800870 骨粗しょう症検査 (ＤＰＤ)

心筋マーカー検査 (NT-proＢＮＰ)【セパロンなし】

4560149800979 アレルギー検査36項目（食物・花粉・環境・その他アレルゲン）【セパロン付き】

【注文日】 年 月 日

【お届け先】

ご住所：〒

お名前：

お電話：

銀行振込
[ 銀行名 ]  三菱UFJ銀行(ミツビシUFJギンコウ)

[ 支店名 ]  自由が丘駅前支店(ジユウガオカエキマエシテン)

[口座番号] 普通預金 1374233

[口座名義] 株式会社ヘルス・ウェーブ・ジャパン

[フリガナ] カブシキガイシャヘルス・ウェーブ・ジャパン

※お振込手数料はお客様負担でお願い致します。
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