桜十字クリニックのご紹介

全施設共通会員特典

人間ドック

【ご利用について】
・ご予約は、会員事務局までお申し込みください。
・ご受診時は、受付で会員証をご提示ください。
・優待の適用は会員ご本人のみとなります。

プレミアムドック実施施設マーク

【特設サイト】検査項目など詳しくご覧いただけます。

https://tokyo-sakurajyuji.jp/premium̲dock/

（胃カメラ・お食事券付き）

１０%OFF
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城山ガーデン桜十字クリニック

新宿桜十字クリニック

https://www.shiroyama-clinic.jp/

https://www.sj-shinjuku-clinic.jp/

※クリニックでは直接ご予約は賜れません

※クリニックでは直接ご予約は賜れません

Premium
Dock
プレミアム
ドック
実施施設

恵比寿ガーデンプレイスクリニック

上野御徒町桜十字クリニック

https://www.ebisu-clinic.jp/

https://www.sj-uenookachimachi-clinic.jp/

※クリニックでは直接ご予約は賜れません

※クリニックでは直接ご予約は賜れません

桜十字グランフロント大阪クリニック

桜十字福岡病院

桜十字病院

公式サイト

公式サイト

公式サイト

https://www.sj-osaka-clinic.jp/

https://www.sj-fukuoka.or.jp/

https://www.sakurajyuji.or.jp/

※クリニックでは直接ご予約は賜れません

※病院では直接ご予約は賜れません

※病院では直接ご予約は賜れません

世界へ飛躍を続ける桜十字グループ
変容するニーズに応え、ヘルスケアを中心に、高齢者住宅事業・予防医療事業・介護事業を拡大しております。
また、近年は主にインバウンド需要に対応できるホテル事業も展開しております。

東京での展開の特長として、都内でも恵まれた立地環境の元で、新しい開発を続けております。
フィットネス事業

在宅サービス事業

不妊治療事業

海外 事業

医療メディア事業

ホテル事業

事業展開 MAP
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Let'sリハ ! in the mall
・サンピアン／熊本市 ・はません／熊本市 ・大江／熊本市
・イオンモール熊本／熊本市 ・ゆめタウン八代／八代市 ・下原／福岡市
Let'sリハ !
・四方寄／熊本市 ・富合／熊本市 ・近見／熊本市 ・神水／熊本市
・田崎／熊本市 ・御幸／熊本市 ・熊本北／熊本市 ・光の森／合志市
・黒門／福岡市 ・渡辺通／福岡市 ・筑紫丘／福岡市 ・荒江／福岡市
・小笹／福岡市 ・原田／福岡市 ・博多駅南／福岡市
・朝日ヶ丘
・名古屋葵／名古屋市 ・白山駅前／文京区
・世田谷桜上水／世田谷区 ・経堂駅前／世田谷区
・谷中言問／台東区 ・板橋みなみ常盤台／板橋区 ・吉祥寺本町／武蔵野市
Let'sリハ ! PLUS
・桜十字／熊本市 ・熊本東／熊本市 ・福岡天神／福岡市

ケアーセンター桜十字／熊本市
Letʼs ケアプラン! ・桜十字／熊本市 ・熊本東／熊本市
桜十字八代居宅介護支援センター／熊本県八代市
桜十字熊本宇城病院 居宅介護支援センター／熊本県宇城市
桜十字福岡病院 ケアプランサービス／福岡市
桜十字ケアプランサービス：・黒門／福岡市
桜十字ケアプランセンター世田谷八幡山／東京都世田谷区
Letʼs ナース! ・桜十字／熊本市 ・熊本東／熊本市
桜十字福岡病院 訪問看護ステーション／福岡市
桜十字訪問看護ステーション
・世田谷八幡山／東京都世田谷区
・博多駅南／福岡市
Letʼs イエリハ ! 桜十字／熊本市
桜十字福岡病院 訪問リハビリテーション／福岡市
Letʼs ヘルパー ! 桜十字／熊本市
桜十字福岡病院 訪問介護ステーション／福岡市
ケアステーション桜十字／熊本市
桜十字訪問介護ステーション
・博多駅南／福岡市
・世田谷八幡山／東京都世田谷区
Letʼs レンタ! 熊本北／熊本市
桜十字福祉用具福岡事業所／福岡市
桜十字福祉用具東京事業所／東京都世田谷区
ホスピタルメント桜十字／熊本市
ホスピタルメントさくら西館・西館 PLUS ／熊本市
ホスピタルメントさくら東館／熊本市
ホスピタルメント福岡天神／福岡市
ホスピタルメント桜十字博多／福岡市
ホスピタルメント武蔵野／東京都武蔵野市
ホスピタルメント板橋ときわ台／東京都板橋区
ホスピタルメント文京弥生／東京都文京区
ホスピタルメント文京千駄木／東京都文京区
ホスピタルメント世田谷八幡山／東京都世田谷区
ホスピタルメント四谷大京町／東京都新宿区（2021年）
ホスピタルメント白金／東京都港区（2021年）
ホスピタルメント青山／東京都渋谷区（2022年）
ホスピタルメント代々木上原／東京都渋谷区（2022年）
ホスピタルメント甲東園／兵庫県西宮市（2022年）

バースクリニック
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サクラクロスホテル
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ホスピタルメント
文京弥生
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秋葉原

赤坂桜十字クリニック
ホスピタルメント
青山

赤坂見附

sリハ！経堂駅前

桜十字病院 健診センター／熊本市
桜十字福岡病院 人間ドック・健診センター／福岡市
桜十字博多駅健診クリニック／福岡市
桜十字グランフロント大阪クリニック／大阪市北区
城山ガーデン桜十字クリニック／東京都港区
赤坂桜十字クリニック／東京都港区
泉ガーデンクリニック／東京都港区
恵比寿ガーデンプレイスクリニック／東京都渋谷区
恵比寿桜十字クリニック／東京都渋谷区
新宿桜十字クリニック／東京都新宿区
上野御徒町桜十字クリニック／東京都台東区

ホスピタルメント
四谷大京町

代々木上原
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上野御徒町桜十字クリニック
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JR Chuo Line

ホスピタルメント
世田谷八幡山

桜十字病院／熊本市
桜十字熊本東病院／熊本市
桜十字八代病院／熊本県八代市
桜十字八代リハビリテーション病院／熊本県八代市
桜十字熊本宇城病院／熊本県宇城市
桜十字福岡病院／福岡市
けご病院／福岡市
花畑病院／福岡県久留米市
原田病院／福岡県糸島市
レ・ハビリス桜十字熊本東／熊本市
レ・ハビリス桜十字／福岡市
桜十字白金リハビリテーション病院／東京都港区（2023年）
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サクラクロスホテル

桜十字渋谷バースクリニック／東京都渋谷区
株式会社 メディカルトリビューン／東京都港区
株式会社 金芳堂／京都市 株式会社 日本臨牀社 ／東京都港区
サクラクロスホテル
・新宿東／東京都新宿区 ・新宿東アネックス／東京都新宿区
・上野入谷／東京都台東区 ・上野入谷アネックス／東京都台東区
・上野御徒町／東京都台東区 ・秋葉原／東京都千代田区
・東京茅場町／東京都中央区
日本メディカルケアー／シンガポール
桜十字ロジャナメディカル／タイ
TDG-SG グローバルアカデミー／フィリピン
LPK MAHAYANA AKSELA ／インドネシア

（ ）内は開設予定時期

