
MTF会員一覧 

日：日本語

中：中国語

英：英語

韓：韓国語

越：ベトナム語

露：ロシア語 （2022年11月現在）

身元保証機関登録 対応可能言語 会員名 （企業名） 所在地 窓口担当名 電話番号 メールアドレス HP URL

〇
日・中

英・韓

株式会社JTB

ジャパン・メディカル＆ヘルスツーリズムセンター

（JMHC)

東京都 佐々木弥生 03-5290-1630
jmhc_info@j-medical-

healthcare.com

https://j-medical-

healthcare.com/

〇 日・中 メディネットインターナショナル株式会社 神奈川県 熊海黎
044-969-7141

+86(0)21-6841-0513

overseas.medical@medinet-

int.jp
https://medinet-int.jp/

〇 日・中 Medi Hub 株式会社 東京都 寺西 (mu） 03-5849-5886 info@medihub-jp.com https://aimmeditech.co.jp/

〇
日・中

英
株式会社セントルシアヘルスケアジャパン 東京都 申智瓊 03-6811-0685 stluciajapan@stluciabj.com http://www.stluciabj.co.jp/

〇 日・中 株式会社　精準国際医療 東京都 周　峰 03-6384-4505 hanhaoxuandu@qq.com https://pim.jp/jp/index.htm

〇
日・中

英・韓
株式会社メディポリス 東京都 張大印 03-6264-7122 info-medipolis@snbl.co.jp http://www.medipoliskk.cn/

〇
日・中

英
日本医通佳日株式会社 東京都 池田依理 03-6903-1290 etem@e-tem.com https://etem-group.com/

〇
日・中

英
株式会社JM international 群馬県 金泉 027-226-1985

altanbolag@jm-

international.jp

https://jm-

international.jp/ja/

〇
日・中

英・韓
医療法人社団医進会小田クリニック 東京都 安谷屋嘉浩 03-5273-0770 y-adaniya@ishinkai-mc.net

https://www.ishinkai-

mc.net/

〇 日・中 東京医旅株式会社 東京都 早川泰雄 03-3218-1282

y.hayakawa@senhaku-

med.com

info@tkc-kokusai.com

https://medical-

tourism.tokyo/
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〇
日・中

韓
株式会社中和観光 埼玉県 武鵬鵬

048-299-5720

090-6903-8907
take@tyuuwa.com

http://www.tyuuwa.com/co

mpany.html

〇
日・中

英
医信株式会社 東京都 李ジン 03-5829-8785 info@i-shin.co.jp https://www.i-shin.co.jp/

〇
日・中

英
XKメディカル株式会社 東京都 生江康宏 03-6276-5821 medical@xkmed.co.jp

http://www.xkmed.com/ind

ex.html

〇 日・中 日々向上国際株式会社 東京都 杉﨑廣子 03-6233-7171 jpmedical@vip.163.com
http://www.hibikoujyou.co

m/

〇 日・中 RIGHT株式会社 東京都 李 丹
03-6865-6577

+86-25-8766-7330

info@right-medical.com

lidan@right-medical.com
http://right-medical.com/

〇 日・中 株式会社富士 千葉県 李小燕 04-7161-1296 fujili0909@yahoo.co.jp ー

〇 日・中 グローバルカンパニー株式会社 静岡県 曽凡潔
080-8261-7736

+86-185-1458-7999

syuuga@163.com

yshx33@163.com
http://www.yshx33.com/

〇 日・中 株式会社スーパーナース 東京都 駒崎順一 03-4400-7255 inbound@supernurse.co.jp http://www.hsbanlv.com/

〇 日・中 株式会社ジャパンアクセス 千葉県 張　紅禕 047-711-4251

jpn.access@gmail.com

aratahiroshi@gmail.com https://www.jp-access.com/

〇
日・中

英・韓
IMC株式会社 東京都 戴剛 03-6261-5218

info@world-imc.co.jp

davidai@world-imc.co.jp

http://www.world-

imc.co.jp/

〇 日・中 大可国際医療グループ 東京都 染谷エミリー
03-5924-9088

090-2842-0736
info@dake.jp http://www.dake.jp/
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〇 日・中 53GROUP株式会社 東京都 呉本新衛 03-5933-9348
weivi69@hotmail.com、

yamazaki53@hotmail.com
http://www.53-group.com/

〇 日・中 シーセブンマーケティング株式会社 栃木県 長谷川子庭
028-666-0688

090-237-1321
shen0613@sea7.co.jp https://sea7.co.jp/

〇 日・中 株式会社三華 神奈川 林 045-309-7842  linfei@mihana-group.com www.mihanagroup.com

〇 日・中 株式会社東京健康国際 東京都 張放 03-6666-8079 ribenyiliao@yahoo.co.jp
http://www.dongjingyiliao.c

om/

〇 越 株式会社ワップ 東京都 安藤弘幸 03-6687-1033 info@wap-jmg.co.jp https://a-wap.com/

〇
日・中

英・韓
株式会社AMECA 東京都 孫麗潔

03-6635-3128

03-6635-3129

03-6635-2905

03-6635-2906

info@ameca.jp https://www.ameca.jp/

〇
日・中

英
株式会社イース・トランサービス 千葉県 岡田泰平 090-7205-9691 otc@beige.ocn.ne.jp https://www.ets112.com

〇 日・中 株式会社アジア・コミュニケーションズ 岡山県 松井三平 086-231-0334
s.matsui@asicom.co.jp

info@asicom.co.jp
http://www.asicom.co.jp

〇
日・中

英・越
エース健康管理株式会社 東京都 里叡 03-6915-2987

sato@acemed.co.jp

info@acemed.co.jp
http://www.acemed.co.jp/

〇 日・中・越 株式会社コノミティ
東京都

大阪府
谷川真理子

03-3438-3585

070-2272-1968
medical@conomity.co.jp http://conomity.co.jp/

〇
日・中

英
トーキイ株式会社 千葉県 馬云龍 047-703-7827 immayunlong88@gmail.com ー

〇
日・中

英・露
株式会社対がん戦略研究所 東京都 大橋恵子 03-6892-1477 info@israc.co.jp

http://www.israc.co.jp/inde

x.html
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〇
日・中

英・韓
株式会社野口医学研究所 東京都 加藤喜久男 03-3501-0130 kato@noguchi-net.com https://noguchi-co.com/

〇 日・中 株式会社センドワールド 東京都 須佐幸輝 03-6328-3098 info@sendworld.co.jp
http://www.sendworld.co.jp

/

〇 日・中 株式会社AYAホールディングス 埼玉県 髙橋行憲 048-662-5522 aya.yukinori.t@gmail.com https://www.aya-g.co.jp/

〇
日・中

英・韓
株式会社アイセルネットワークス 東京都 山本修 03-6268-0261 kokusai@i-cell.co.jp

https://www.i-

cell.co.jp/business/internati

onal.html

〇 日・中 日本国際医療コンサルティング株式会社 東京都 郭　家志 03-4500-8189 info@jpmedconsulting.com
https://www.jpmedconsulti

ng.com/

〇
日・中

英
メディサーブ株式会社 東京都 志村　旭 03-3242-3291 info@6citt.com http://mediserv.tokyo.jp/

〇 日・中 東旭国際健康医療株式会社 東京都 沈　静
03-6763-3588

080-2079-3218

sjshizuka@gmail.com

tokyokukokusai.japan@gmail.

com

https://www.tokyokukokusa

i.net/

ー
日・中

英
Stellaria株式会社 東京都 雷 春燕

050-3135-6759

080-3906-4499
rai@stellaria.biz https://stellaria.biz/

〇 日・中 信川医療観光株式会社 神奈川県 楊　帆 044-742-9298 info@nbkw.co.jp https://www.nbkw.co.jp/

〇 日・中 日本医療観光株式会社 東京都 難波　恵司 03-3668-6688 info@jmt-net.co.jp http://jmt-net.co.jp

〇
日・中・英

露・韓・越

日本医療旅行GROUP

株式会社グレースウィット
東京都 楊、星野

080-4667-7693

+86-186-2150-4667

medical@gracewit.com

Wechat:gracewit

LineID:gracewit.com

http://www.gracewit.com

〇 日・英・越 株式会社パートナーズプラス 東京都 リューティゴク 03-5623-3537 ngoclt@partners-plus.co.jp
https://www.partners-

plus.co.jp/

〇 日・中・英 Doctor Care株式会社 東京都
譚　暁棟

(ﾀﾝ ｷﾞｮｳﾄｳ)
03-3946-5886 info@healingcare.ent

http://www.doctorcare.co.j

p/
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