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中国人の海外旅行需要拡大を背景に日本の医療を商品化。 
訪日中国人旅行者を対象とした人間ドックの販売を開始！ 

－ 中国最大オンライン旅行サイト「Ctrip.com（シートリップ）」と連携 － 

 マーソ株式会社（以下「マーソ」、本社：東京都港区 代表取締役 山口 博道）、株式会社マイスジャパン（以下「マイスジャパン」、

本社：東京都港区 代表取締役 福岡 保）、上海携程国際旅行社有限公司（英文表記： Shanghai Ctrip International Travel 

Service Co., Ltd. 以下「上海 Ctrip」、本社：中国上海市 CEO 梁 建章）、株式会社 CTRIP JAPAN（読み方：シートリップ ジャパン  

以下「CTRIP JAPAN」 、本社：東京都中央区 代表取締役社長  梁 穎希）の4社は、訪日中国人旅行者を対象に、日本の医療健

診施設において人間ドックを提供する業務契約を締結し、商品の販売を中国全土にて2015年11月26日より開始いたしました。 

 日本政府観光局（JNTO）がまとめた最新のデータによると、今年1～10月に日本を訪れた外国人旅行者は1631万6900人、その内、

中国人旅行者は428万3700人（全体の約26.2％で国別訪日旅行者数1位）に達し、前年同期（約201万1700人）の2倍以上に増えて

います。また、訪日中国人旅行者のニーズも多様化しており、本業務契約締結前から、日本最大級の人間ドック・健診予約ポータル

サイト「マーソ（www.mrso.jp)」 を運営しているマーソに、訪日中国人旅行者からの問い合わせが急増していました。今回、日本国内

のランドオペレーターとしてインバウンド事業を展開しているマイスジャパンが、 CTRIP JAPANに本事業の提案をしたところ、 かね

てから本事業を検討していたCTRIP側と合意し、この度、訪日中国人旅行者を 

対象とした人間ドックを販売することに至りました。 

 私共は、今後さらに増えると予測される訪日中国人旅行者に、平均寿命、 

健康寿命ともに世界有数の長寿国  である日本の医療を提供することで、 

訪日中国人旅行者を対象とした人間ドック市場を創出し、新たなインバウンド 

市場の拡大を図ります。 

  中国人旅行者の送客元となる上海Ctripは、米国ナスダック市場に上場 

しており、会員数約3億人以上を有し、全世界約60万軒のホテル予約が可 

能な中国最大のオンライン旅行会社（オンライン旅行会社の時価総額とし 

ては世界第3位）です。また、携帯アプリのアクセス（PV）数は約7.5億回/日、 

WEBのアクセス（PV）数は約0.5億回/日で、訪日中国人旅行者数の半数以上 

がCtripの顧客（関連会社含む）となっています。 

 また、訪日中国人旅行者を対象とした人間ドックは、日本全国で700医療健診施設と提携し、約3,500プランから検索・予約できる 

人間ドック・健診予約ポータルサイト「マーソ（www.mrso.jp)」のリソースを活用し商品化しています。この度の提供商品の対象疾患は、

脳梗塞、悪性腫瘍（癌）、各種感染症などで、MRI/MRA検査、 PET-CT検査、血液検査（がん腫瘍マーカー検査）、感染症等の抗体

検査等を実施し、人間ドック受診当日の通訳・送迎・結果報告書の翻訳等のサービスを含めたプランで提供いたします。販売開始当

初の展開医療健診施設は、東京都港区の「国際医療福祉大学三田病院」、文京区の「日本医科大学健診医療センター」、新宿区の

「外苑東クリニック」の3施設で実施しています。 

   

【写真】国際医療福祉大学三田病院の商品紹介ページ 
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2014年の日本人の平均寿命は、女性86.83歳、男性80.50歳で、女性は3年連続世界一、男性は3位となっています。 （厚生労働省調査） 
2013年の日本人の健康寿命は、男性が71.11歳、女性が75.56歳で、男女とも１位となっています。 
（世界188カ国における調査。米西部ワシントン州、ワシントン大などの研究チームが英医学誌ランセットで発表） 

※健康寿命とは健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間 （厚生労働省 「健康日本21（第2次）」第4章より引用） 
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株式会社マイスジャパン  担当： 藤本 
東京都港区西麻布3-2-47 エスナ六本木5階 
TEL： 03-3401-2381 FAX： 03-3401-2380 
E-mail: infomj@micej.jp 

ホームページURL ： http://www.mrso.co.jp/ ホームページURL ： http://www.micej.jp/ 

マーソ株式会社  担当： 菅生（スゴウ） 
東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー17階 
TEL： 03-6435-6692   FAX： 03-5405-2569 
E-mail: info@mrso.jp  

本件について報道関係の方からのお問い合わせ先 

  今後の展開につきましては、2016年に医療健診施設を首都圏のほか、関西圏、名古屋、札幌、福岡、沖縄等で100施設、

2017年には500施設に拡大する予定。訪日中国人旅行者の人間ドック受診者目標数としては、2016年に12,000人、2017年に

14,400人、2018年には17,280人を計画しています。現在、中国人旅行者の訪日への関心もモノからサービスへと変化する

ことが予測される中、私共は、この度の販売開始を契機に、多くの中国人の方に、安心して日本の医療健診施設で人間

ドックを受診していただき、健康な生活をお送りいただけるよう、サービスの向上に努めてまいります。 

2016.1-12 2017.1-12 2018.1-12

訪日中国人旅行者数予測（人） 6,000,000 7,200,000 8,640,000

訪日中国人旅行者の人間ドック受診者目標数（人） 12,000 14,400 17,280

人間ドック平均単価（JPY） 350,000 350,000 350,000

流通目標総額（JPY） 4,200,000,000 5,040,000,000 6,048,000,000

※訪日中国人旅行者の人間ドック受診者目標数は、訪日中国人旅行者数（予測）の内、0.2%が人間ドックを受診と想定

※訪日中国人旅行者数は2016年を600万人と予測し、以降、毎年20％成長と想定

【事業計画】 

■ 株式会社マイスジャパン  
メディカルツーリズムを中心としインバウンド事業、その他各種コンサルタント事業を展開 
設立：2012年10月1日   代表取締役会長：神田 有宏  代表取締役：福岡 保 
本社所在地：東京都港区西麻布3-2-47 エスナ六本木5階 
ホームページURL： http://www.micej.jp/   東京都知事登録旅行業 第3‐6647号 

■ 上海携程国際旅行社有限公司 
会員数3億人以上を有する中国最大オンライン旅行会社、全世界約60万軒のホテルの予約が可能 
設立：1999年10月  2003年米国ナスダック上場、証券コード：CTRP  CEO 梁 建章 
本社所在地：中国上海市     ホームページURL： http://www.ctrip.com/ 
 

■ 株式会社 CTRIP JAPAN 
Ctrip日本法人 
設立：2014 年5月 代表取締役社長： 梁 穎希 
本社所在地：東京都中央区日本橋茅場町3-11-10 PMO日本橋茅場町9階 
東京都知事登録旅行業 第3-7003号 

【各社について】 

日本の医療 
健診施設 × 

マイスジャパン マーソ 
上海 Ctrip 
CTRIP JAPAN 

人間ドック実施医療健診施設手配、人間ドック当日 
の通訳、送迎、結果報告書翻訳等を実施 

訪日中国人旅行者向け
人間ドック販売 

訪日中国人旅行者 
人間ドック実施 

送客 送客 

【訪日中国人旅行者を対象とした日本の医療健診施設における人間ドック実施までの流れ】 

■ マーソ株式会社  
全国700以上の人間ドック・医療健診施設と提携し、約3,500プランから検索・予約ができる、 
日本最大級の人間ドック・健診予約サイト「マーソ(www.mrso.jp)」を展開 
設立：2015年2月6日   代表取締役：山口 博道 
本社所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー17階 
ホームページURL： http://www.mrso.co.jp/ 提供サービス：マーソ(www.mrso.jp) ジャパンメディカル(www.japanmedical.cn) 

http://www.mrso.co.jp/
http://www.mrso.co.jp/
http://www.micej.jp/
http://www.micej.jp/


区分 カジュアルメニュー 特別メニュー 

検査コース名 Ctripスタンダードドック Ctripフルドック Ctripプレミアムドック Ctripダイアモンドドック Ctripスペシャルドック 

■検査項目 

MRI/MRA検査 〇 - 〇 〇 〇 

PET-CT検査 - 〇 〇 〇 〇 

血液検査（がん腫瘍マーカー検査） 〇 - - 〇 〇 

感染症等の抗体検査 〇 - - 〇 〇 

■対象となる疾患例 

脳梗塞 〇 - 〇 〇 〇 

悪性腫瘍（がん） △ 〇 〇 〇 〇 

各種感染症など 〇 - - 〇 〇 

その他 - - - - 〇 

【訪日中国旅行者を対象とした人間ドック商品の詳細】 

【案内施設】 

日本医科大学健診医療センター 国際医療福祉大学 三田病院 

・東京都港区にある大学の附属病院 
 （山王病院のグループ施設） 
・2012年新設の清潔感ある内装 
 
<掲載URL> 
http://huodong.ctrip.com/activity/430215
9.html 
 

・東京都文京区にある大学の附属病院 
・PET/CTやMRIを始めとする最新医療   
  機器を完備し、一般の患者様と同席 
  することない健診専門フロアを用意 
 
<掲載URL> 
http://huodong.ctrip.com/activity/430
4444.html 

外苑東クリニック 

・東京都新宿区にあるPET検診の専門施設 
・副院長が中国人のため、中国語による 
  結果説明も可能な施設 
 
<掲載URL> 
http://huodong.ctrip.com/activity/4305995.
html 
 

※各コースには、人間ドック受診当日の通訳、送迎、結果報告書翻訳等が含まれております。 

http://huodong.ctrip.com/activity/4302159.html
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http://huodong.ctrip.com/activity/4304444.html
http://huodong.ctrip.com/activity/4304444.html
http://huodong.ctrip.com/activity/4305995.html
http://huodong.ctrip.com/activity/4305995.html
http://huodong.ctrip.com/activity/4305995.html
http://huodong.ctrip.com/activity/4305995.html
http://huodong.ctrip.com/activity/4305995.html


【 Ctrip http://www.ctrip.com/ 掲載イメージ 】 

国際医療福祉大学 
三田病院 
商品紹介ページ 
 

日本医科大学 
健診医療センター 
商品紹介ページ 

外苑東クリニック 
商品紹介ページ 

Ctrip サイトトップ 

<掲載URL> http://huodong.ctrip.com/activity/4302159.html 

<掲載URL> http://huodong.ctrip.com/activity/4304444.html 

<掲載URL> http://huodong.ctrip.com/activity/4305995.html 

商品検索一覧ページ 

http://www.ctrip.com/
http://www.ctrip.com/
http://www.ctrip.com/
http://huodong.ctrip.com/activity/4302159.html
http://huodong.ctrip.com/activity/4302159.html
http://huodong.ctrip.com/activity/4304444.html
http://huodong.ctrip.com/activity/4305995.html


【日本最大級の人間ドック・健診予約サイト「マーソ（MRSO）」 について】 

マーソではTポイントと提携し、国内で唯一人間ドックを受診してTポイントが貯まります 

Copyright © MRSO, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 

マーソとは、日本全国700以上の医療施設が提携している 
国内最大級の人間ドック予約サイトです。  www.mrso.jp 

マーソは間違いのない人間ドック選びをサポートします。 

国内最大の人間ドック予約枠数！ 

予約枠数 24万件以上 

マーソの販売実績を
評価いただき、医療
施設から頂く人間
ドック予約枠数は 
常に業界最大を維持
しています。 

マーソの特徴その2 

沢山の受診希望者を 
送客できる実績を認め
られ、医療施設からは
多くのご掲載をいただ
いております！ 

マーソの特徴その3 

インターネット受付だけ
ではなく、電話受付がで
きるコールセンターを設
置しており、幅広い年齢
層の方から予約を受け付
けております。 

365日の電話受付対応 

専用予約ダイヤルを用意 
全国の医療施設を網羅！ 

掲載施設数 日本一 

マーソの特徴その１ 

国内初の人間ドック共通ギフト券 

「マーソギフト券」 

提携医療施設数 

全国700施設以上 

日々、増加中！ 

月間 PV 

約2,500,000 

日々、増加中！ 

主要取引先 

＜その他主要取引先＞ 
 

国立循環器病研究センター、公立昭和病院、セントラルクリニックグループ、
桜十字グループ、六本木ヒルズクリニック、四谷メディカルキューブ、 

PL東京健康管理センター、医療法人進興会、社会医療法人大雄会 、 

大阪回生病院、日本医科大学健診医療センター、南東北グループ、 

医療法人健昌会、関西医科大学天満橋総合クリニック、医療法人聖授会、 

戸田中央総合健康管理センター、東京警察病院、外苑東クリニック、 

ピンクリボン ブレストケアクリニック 表参道、NTT西日本大阪病院、 

阪和インテリジェント医療センター、そのほか全国700以上の医療施設 


