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〈カード会員様オリジナルの検査メニュー〉

免疫力検査を含む最高水準のメディカルサポートを体験 Benefit

「AMEX会員専用プレミアムドック」のご予約は、

「SBIウェルネスバンク株式会社」アメリカン・エキスプレスのカード会員専用ダイヤル 0120-790-922（通話料無料／平日・第3土曜9:00～18:00）

「AMEX会員専用プレミアムドック」について

●  アメリカン・エキスプレスのカード会員様オリジナルの遺伝子検査
を含むスペシャルメニュー

●  免疫力検査（ナチュラルキラー細胞の活性検査）

●  体験ドック利用後に「SBIメディック」へ入会される場合、初年度
年会費無料+会員資格期間「15年」を「16年」に延長する特約付
（受診日から2ヶ月以内の入会に限ります）

●  サプリメント アラプラスGOLD X10を1つプレゼント（2万円相当）

期間： 2021年1月29日（金）まで受付　　所要時間： 5～6時間　　料金： 275,000円（税込）

SBIウェルネスバンク株式会社 東京国際クリニック医科／歯科
・所在地：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 9階 ・受診時間：医科 9：00～18：00　歯科 10：00～19：00
・定休日：第3土曜以外の土曜、日曜、祝日、年末年始 ・交通：JR 東京駅八重洲南口より徒歩約3分

形成外科相談（希望者予約制）

胃部内視鏡

頭頚部MRI・MRA

毛髪再生治療やシミ・肝斑治療
などのご相談に応じます。

心臓超音波検査

胸部CTに加え、心臓弁の開閉の
状態を調べます。

「血液サラサラ度検査」
または「酸化度検査」

生活習慣病や老化の予防につな
がるアンチエイジング系検査です。

鮮明な画像が得られるため、脳
卒中、脳動脈瘤、脳腫瘍などの
早期診断に有効です。

40歳以上の男性は、消化器系
のがんが死亡数の多くを占めて
います。年に一度の精密検査を
推奨しています。ご要望や体質に
合わせ、鎮静剤を使用して検査
を行います。

免疫力検査（ナチュラルキラー細胞の活性検査）

防衛機構として働く重要な免疫細胞であるNK細胞（ナチュラルキラー細胞）の活性度を測定
し、ウイルスやがんなどに対する免疫機能を調べる検査です。NK細胞は常に全身をパトロール
しており、ウイルスの体内への侵入やがん化した細胞の発生を見つけるとすぐに攻撃をして
くれます。一般的には、体内のNK細胞は加齢と共にその数が変化し、NK細胞活性が低いと
インフルエンザなどのウイルス感染にかかりやすく、重症化する可能性があります。

AMEX会員専用プレミアムドック
高級会員制人間ドック「SBIメディック」をご体験
いただける、期間限定キャンペーンを実施中です。
ウイルスやがんに対する免疫機能を調べる検査を
含む充実の検査項目とスピーディーな検査体制、
そして万一のサポート体制をご提供し、経験豊富
な専門医による診断を行います。健康維持や病気
の予防・早期発見のために、同価格帯のドックに
はないワンランク上の検査を是非お試しください。

［会員制健康管理支援サービス］ ［提携医療機関］

ハイクラス
プライバシーが保たれた最上級グレードの
会員制健康管理支援サービス

AMEX会員専用プレミアムドック

エントリークラス 健康保険組合が提供する健診

ミドルクラス

※入会時にはプラチナ・カード®特典「SBIウェルネスサポート」の入会優待プログラムをご利用いただけます。

検査項目
内科診察 問診/聴診
身体計測 身長/体重/体脂肪率/BMI/腹囲/血圧
聴力 聴力
眼科系 視力/眼底/眼圧

血液
血液一般/肝機能/膵機能/腎機能
痛風/脂質/糖尿病/炎症反応
リウマチ反応/甲状腺/感染症

尿 尿一般
頭頸部 頭部/頸部 （MRI/MRA）/頚動脈エコー
胸部 胸部Ⅹ線直接撮影/胸部CT/肺機能検査
心臓 心電図/心臓エコー
胃部 胃内視鏡検査＊1

腹部臓器 腹部エコー
婦人科
検査
（女性のみ）

乳房（マンモグラフィ/乳腺エコー/乳房触診）
子宮（子宮頸部細胞診/経腟エコー/婦人科内診）

悪性腫瘍 腫瘍マーカー＊2

遺伝子検査
（マイクロアレイRNA） 胃がん、大腸がん、膵臓がん、胆道がん

アンチエイ
ジング系

血液サラサラ度検査（MC FAN）
酸化度検査・抗酸化力検査

その他
形成外科（肌、髪などの無料診断／希望者予約制）
特別診察室

＊1 経口または経鼻、鎮静剤静脈注射あり。
＊2 男性5項目、女性6項目。



上記に関する詳細は▶americanexpress.co.jp/daily　

リモートワークの業務効率を改善する加盟店のご紹介 Business

様々なシーンで使える 
アメリカン・エキスプレスのカード
リモートワークをスムーズに行うためには、ビジネスパートナーとの
コミュニケーションや従業員の勤怠管理などを円滑に行う様々な
ツールの活用は欠かせません。今回はカード会員様のリモートワーク
を充実したサービスでサポートする加盟店をご紹介します。すべての
加盟店でアメリカン・エキスプレスのカードがご利用いただけますの
で、仕事環境の整備や業務効率の向上に是非これらのサービスを
お役立てください。

リモートワークをサポートする多様な加盟店

ジャンル 加盟店 サービス URL

業務
コミュニケーション

クラウド型ビジネスチャットツールで、メッセージのやりとりをはじめ、タスク
管理やファイル共有、ビデオ通話などが可能です。 go.chatwork.com/ja/

リモートで商談ができる法人向けの営業に特化したオンライン商談システム。
移動時間を無駄にすることなく、スピード感をもって商談ができます。 bell-face.com/reason/

Google Cloud™のグループウェア機能である「G Suite™」を提供。メールや
カレンダー、ビデオ会議などが使え、円滑な業務コミュニケーションが行えます。 cloud-ace.jp/gcp/

業務推進

デジタルマーケティングのPDCAツール「AIアナリスト」を中心としたDX（デジ
タルトランスフォーメーション）プラットフォームをご提供します。 wacul.co.jp/

WEB会議やチャット、オンラインストレージ、セキュリティ対策など、利用者の
ニーズに合わせてご提案し、働き方改革をサポートします。 uniadex.co.jp

国内6都市、31拠点にて2万人以上が参加しているコミュニティ型ワークスペース。
誰もが自分らしく働き、挑戦できる環境をご提供します。 weworkjpn.com/

業務管理

リモートワークで課題になる勤怠管理などの各種申請業務をワンパッケージで
ご提供することにより、“組織全体の生産性向上”を支援します。 teamspirit.com/ja-jp/

全国2万社以上に登録されているシェアNo.1＊のクラウド人事労務ソフト。アナ
ログで煩雑な業務をなくし、業務改善や生産性向上をサポートします。

＊ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2019年度」調べ。
smarthr.jp/

義務化が推進されている社会保険・労働保険の電子申請をサポート。申請に
かかる作業時間を大幅に削減することにより、業務効率を向上させます。 officestation.jp/

業務改善

総合商社丸紅株式会社が100%出資する新電力供給会社で、電力料金の最適化
をご提案して業務改善を支援。個人の方はWEBで料金シミュレーションも可能です。 denki.marubeni.co.jp/

重さの検知による在庫管理を行い、面倒な棚卸作業を省略できます。遠隔で
実在庫をリアルタイムに確認することが可能で、発注の自動化にも対応。 smartmat.jp/

企業法務における契約書業務の品質向上と効率化を実現するクラウド型契約
書レビュー支援ソフトウェア。レビュー負荷の削減や業務改善を支援します。 legalforce.co.jp/

※諸条件がございます。ご利用条件の詳細は各加盟店にてご確認ください。

https://go.chatwork.com/ja/
https://bell-face.com/reason/
http://cloud-ace.jp/gcp/
https://wacul.co.jp
https://www.uniadex.co.jp
https://weworkjpn.com
https://www.teamspirit.com//ja-jp/
https://smarthr.jp
https://www.officestation.jp
https://denki.marubeni.co.jp
https://smartmat.jp
https://www.legalforce.co.jp
https://www.americanexpress.com/jp/services/coverage/index.html


Online Shopping   ボーズ 公式オンラインストア Online Shopping   FLYMEe （フライミー）

世界中で愛される米国BOSE社の公式直販サイトです。全国送料無料、
返品返金保証など、直営ならではの充実した特典で、安心してショッ
ピングをお楽しみいただけます。

日本最大級の家具・インテリア通販サイト。国内外のブランド家具から
インテリア雑貨まで、幅広い価格帯とテイストの様々な商品を取り揃え
ています。

【特典】100円=2ポイント＊　＊  カードご利用100円につき、通常1ポイント＋ボーナス1ポイント。 【特典】100円=5ポイント＊　＊  カードご利用100円につき、通常1ポイント＋ボーナス4ポイント。

※  ボーナスポイントの加算は基本カード1枚につき、合計最大50,000ポイントまでです。 
（通常100円=1ポイント分を除く）

※  ボーナスポイントの加算は基本カード1枚につき、合計最大200,000ポイントまでです。 
（通常100円=1ポイント分を除く）

Online Shopping   高島屋オンラインストア Online Shopping   人形町今半オンラインストア

ギフトやスイーツ、雑貨まで多彩なラインアップのオンラインストア。
百貨店ならではの季節の贈り物や結婚祝い、内祝いなど、様々なシーン
のお買物にご活用ください。

明治28年に創業した老舗、人形町今半のオンラインストアでは、黒毛
和牛のすき焼きやステーキをはじめ、お祝いの食卓やギフトにおすす
めの商品をご用意しています。

【特典】100円=2ポイント＊　＊  カードご利用100円につき、通常1ポイント＋ボーナス1ポイント。 【特典】100円=2ポイント＊　＊  カードご利用100円につき、通常1ポイント＋ボーナス1ポイント。

※  ボーナスポイントの加算は基本カード1枚につき、合計最大50,000ポイントまでです。 
（通常100円=1ポイント分を除く）
※一部離島へのクール便配送は承れません。

※本特典はプラチナ・カードをご利用いただいた場合にのみ適用されます。※ボーナスポイントのポイント数、ポイント加算上限、その他加算条件は店舗毎に異なります。詳細はウェブサイトにてご確認ください。

「ボーナスポイント・パートナーズ」に関する詳細は、
プラチナ・カード専用ウェブサイト「プラチナ・ウェブ」（americanexpress.co.jp/platinum）内の「期間限定特典&イベント」ページにてご確認ください。

期間：2021年5月31日（月）まで

オンラインショッピングでポイントがたくさん貯まる Lifestyle

ボーナスポイント・パートナーズ
対象のショップでプラチナ・カードをご利用いただきますと、通常よりも多くのポイントが貯まる「ボーナスポイント・パートナーズ」。
今回はご自宅にいながらお買物をお楽しみいただけるオンラインショップをご紹介します。

その他、特典・サービスにつきましては、プラチナ・カード専用ウェブサイト「プラチナ・ウェブ」へ。americanexpress.co.jp/platinum
プラチナ・コンシェルジェ・デスク0120 -376107（通話料無料／24時間・年中無休）でもお問い合わせいただけます。

https://www.americanexpress.com/ja-jp/account/login?DestPage=https%3A%2F%2Fwww.americanexpress.com%2Fjp%2Fbenefits%2Fthe-platinum-card%2Findex.html
https://www.americanexpress.com/ja-jp/account/login?DestPage=https%3A%2F%2Fwww.americanexpress.com%2Fjp%2Fbenefits%2Fthe-platinum-card%2Findex.html


※「プラチナ・カード」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。

※本紙に掲載のすべての特典およびサービスの内容、ご利用条件につきましては、予告なく変更または中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

「ショッピング・プロテクション®」の補償期間を延長 Lifestyle

ご請求が重なった月の、スマートなお支払いの選択肢 Benefit

ショッピング・プロテクションⓇ・ワイド（動産総合保険）
プラチナ・カードでご購入いただいた商品の偶然な事故による損害をカード付帯の「ショッピング・プロテクション」で90日目まで補償後、
91日目から365日目までを有償で補償するサービスです。補償限度額の異なる2つのプランをご用意し、ご購入いただいた商品にアメリカ
ン・エキスプレスならではの安心感をプラス。オンラインなら24時間いつでもお申し込みいただけます。

「ペイフレックス あとリボⓇ」で必要な分だけリボ払いに
明細書を確認して請求金額が多いと感じたとき、今回のお支払額を調整できる「ペイフレックス あとリボ」。リボ払いにした分は、毎月ゆと
りをもってお支払いいただくことも、余裕があるときに一括返済することも可能です。大きな出費だけでなく、日常の小さなお買物が積
み重なった際にもご活用ください。

「ペイフレックス あとリボ」の詳細・ご利用は▶americanexpress.co.jp/pfato　

カード付帯
「ショッピング・プロテクション」

で補償

「ショッピング・プロテクション・ワイド」
で補償

※ご加入依頼された日の翌日午前0時から補償開始し、1年後の応当日の午前0時に補償終了します。

購入日 

90日目

91日目

365日目

年間補償限度額 自己負担額 年間保険料（一括払）

プラン1

プラン2

200万円

500万円
1事故につき
10,000円

5,000円

12,000円

■  補償期間 ■  2 つのプランをご用意

補償事例：プラン2にご加入の場合
旅先で買った指輪やネックレスの入った
バッグが置き引きに遭った

損害額 2,100,000円
年間保険料 12,000円
年間補償限度額 500万円

プラン2の
補償対象内

「ショッピング・プロテクション・ワイド」のお申し込み・詳細は、

アメリカン・エキスプレス メンバーシップ保険デスク0120-020345 （通話料無料／9:00～17:00／土日祝休） americanexpress.co.jp/wide　

◆  「あとリボ」のご利用にあたり、 
まずはご登録状況をご確認ください。

●  「あとリボ」をご利用いただけるカード会員様には弊社にて順次、審査のうえご登録手続きを行っております。
●  ご自身の登録状況は、オンライン・サービス内の“ご利用履歴ページ”からご確認いただけます。
※審査の結果、ご希望に沿えない場合がございます。※「あとリボ」のご利用には、「オンライン・サービス」および「オンライン明細書サービス」のご登録が必要です。 
※ビジネス・カード会員様には「ペイフレックス あとリボⓇfor Business」を提供しています。コーポレート・カード会員様はペイフレックス対象外です。

［取扱代理店］アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.　　［引受保険会社］損害保険ジャパン株式会社　SJ20 - 04198 , 2020/07/08

◆  上記は概要を説明したものです。詳細は右記ウェブサイトよりご確認ください。

＋ ＋ ＋
リボ払いに変更する利用分

今回の引き落とし金額

今月請求確定した利用分

40万円 10万円 ※リボ払いには所定の手数料が
　かかります。
 

30万円を
リボ払い
にすると

次回引き落とし分からリボ払いと
してお支払いいただけます。

必要な分をリボ払いにして、引き落とし金額を変更できます
■ご利用イメージ

アプリにログイン後、リボ払い
に変更したいカードご利用分
を選択。

表示される「あとリボを利用
する」ボタンを押すと、その
あとは簡単な2ステップでお
申し込みが完了します。

▶

最新版のアプリをダウンロードしてください。
amex.co/payflex-amexjp
※  アプリのバージョン：6.22以降が対応、OSのバージョン：iOSの場合11.2以降、Androidの場合 
6.0以降が対応しています。

アプリのご利用方法

カード発行者：アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.　 〒167-8001 東京都杉並区荻窪4-30 -16 

https://www.americanexpress.com/jp/insurance/products/wide.htm
https://www.americanexpress.com/jp/customer-service/digital/amex-app.html
https://www.americanexpress.com/jp/contents/benefits/change_payment/payflex/splater.shtml/

