
　 (市区町村別・五十音順)

都道府県 市区町村
1 株式会社北海道銀行 3430001022658 北海道銀行健康保険組合 北海道 札幌市 銀行業
2 北海道電力株式会社 4430001022351 北海道電力ネットワーク株式会社 北海道電力健康保険組合 北海道 札幌市 電気・ガス業

3 公益財団法人北海道労働保健管理協会 3430005001427 全国健康保険協会北海道支部 北海道 札幌市 社団法人、財団法人、商工会
議所・商工会

4 株式会社ホンダ四輪販売北海道 4430001015784 ホンダ健康保険組合 北海道 札幌市 小売業

5 苫小牧市役所 1000020012131 北海道都市職員共済組合 北海道 苫小牧市
公法人、特殊法人（地方公共
団体、独立行政法人、公共組
合、公団、公社、事業団 等）

6 トヨタ自動車北海道株式会社 5430001053338 トヨタ自動車健康保険組合 北海道 苫小牧市 輸送用機器
7 ANA新千歳空港株式会社 5430001043636 ＡＮＡグループ健康保険組合 北海道 千歳市 空運業
8 株式会社ＮＴＴ東日本－東北 1370001007295 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 宮城県 仙台市 情報・通信業
9 株式会社デンソーFA山形 2390001004463 デンソー健康保険組合 山形県 天童市 輸送用機器

10 福島スバル自動車株式会社 3380001006484 全国健康保険協会福島支部 福島県 郡山市 小売業
11 株式会社ホンダカーズ福島 5380001006598 ホンダ健康保険組合 福島県 郡山市 小売業
12 京三電機株式会社 9050001018648 デンソー健康保険組合 茨城県 古河市 輸送用機器
13 栃木トヨタ自動車株式会社 8060001002998 全国健康保険協会栃木支部 栃木県 宇都宮市 小売業
14 株式会社群馬銀行 3070001003513 群馬銀行健康保険組合 群馬県 前橋市 銀行業

15 医療法人社団美心会 2070005002330 全国健康保険協会群馬支部 群馬県 高崎市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

16 株式会社タウ 4030001005124 株式会社TGL 自動車振興会健康保険組合 埼玉県 さいたま市 卸売業
17 株式会社富士薬品 4030001007483 東京薬業健康保険組合 埼玉県 さいたま市 小売業
18 キヤノン電子株式会社 7030001090700 キヤノン健康保険組合 埼玉県 秩父市 電気機器

19 ポラス株式会社 6030001065059

株式会社中央住宅
ポラテック株式会社
株式会社中央ビル管理
中央グリーン開発株式会社
第一エネルギー設備株式会社
株式会社住宅資材センター
ポラスガーデンヒルズ株式会社
住宅品質保証株式会社
ポラスタウン開発株式会社
ポラスマイホームプラザ株式会社
グローバルホーム株式会社
ポラスグランテック株式会社
株式会社ポラスのリフォーム
ポラスハウジング協同組合
株式会社ポラスアルファ
株式会社ポラス暮し科学研究所
職業訓練法人ポラス建築技術振興会
株式会社オガワ総業エコロジー
ジバテック株式会社
ポラスオーナーズ株式会社
ポラテック西日本株式会社
ポラテック東北株式会社
ポラテック富士株式会社

東京不動産業健康保険組合 埼玉県 越谷市 不動産業

20 キヤノンファインテックニスカ株式会社 3030001039412 キヤノン健康保険組合 埼玉県 三郷市 精密機器
21 イオン株式会社 6040001003380 イオンリテール株式会社 イオン健康保険組合 千葉県 千葉市 小売業
22 株式会社千葉銀行 2040001000019 千葉銀行健康保険組合 千葉県 千葉市 銀行業
23 千葉県ヤクルト販売株式会社 4040001014990 ヤクルト健康保険組合 千葉県 千葉市 卸売業
24 株式会社日産フィナンシャルサービス 6040001013529 日産自動車健康保険組合 千葉県 千葉市 その他金融業

25 社会福祉法人佑啓会 4040005009087 全国健康保険協会千葉支部 千葉県 市原市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

26 アース製薬株式会社 9010001009832 大塚製薬健康保険組合 東京都 千代田区 化学
27 株式会社IDホールディングス 7010001011096 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 安田日本興亜健康保険組合 東京都 千代田区 情報・通信業
28 アズビル株式会社 9010001096367 ａｚｂｉｌグループ健康保険組合 東京都 千代田区 電気機器
29 株式会社アドバンテスト 9011601000379 アドバンテスト健康保険組合 東京都 千代田区 電気機器
30 株式会社イーウェル 3010001071045 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都 千代田区 サービス業
31 イオンクレジットサービス株式会社 2040001079268 イオン健康保険組合 東京都 千代田区 その他金融業
32 出光興産株式会社 9010001011318 出光興産健康保険組合 東京都 千代田区 石油・石炭製品
33 伊藤忠エネクス株式会社 9010401078551 伊藤忠連合健康保険組合 東京都 千代田区 卸売業
34 ＡＧＣ株式会社 2010001008650 ＡＧＣ健康保険組合 東京都 千代田区 ガラス・土石製品
35 NTTコミュニケーションズ株式会社 7010001064648 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都 千代田区 情報・通信業
36 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 5010001091149 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都 千代田区 サービス業
37 大塚製薬株式会社 7010001012986 大塚製薬健康保険組合 東京都 千代田区 医薬品
38 大塚ホールディングス株式会社 4010001118786 大塚製薬健康保険組合 東京都 千代田区 医薬品
39 株式会社オリエントコーポレーション 9010001070784 オリエントコーポレーション健康保険組合 東京都 千代田区 その他金融業
40 株式会社かんぽ生命保険 6010001112696 日本郵政共済組合 東京都 千代田区 保険業
41 協和キリン株式会社 7010001008670 協和キリン健康保険組合 東京都 千代田区 医薬品
42 勤次郎株式会社 5180001039651 全国健康保険協会愛知支部 東京都 千代田区 情報・通信業
43 コニカミノルタ株式会社 5010001084367 コニカミノルタ健康保険組合 東京都 千代田区 電気機器
44 ジェイエフイーホールディングス株式会社 6010001080308 JFEスチール株式会社 ＪＦＥ健康保険組合 東京都 千代田区 鉄鋼

45 JCOM株式会社 1010001132055

株式会社ジェイコム札幌
株式会社ジェイコム埼玉・東日本
土浦ケーブルテレビ株式会社
株式会社ジェイコム千葉
株式会社ジェイコム東京
株式会社ジェイコム湘南・神奈川
株式会社ジェイコムウエスト
株式会社ケーブルネット下関
株式会社ジェイコム九州
株式会社ジェイコムハート
ジュピターエンタテインメント株式会社
チャンネル銀河株式会社
大分ケーブルテレコム株式会社
株式会社ジェイ・スポーツ
ジュピターゴルフネットワーク株式会社
アスミック・エース株式会社
ゴルフネットワークプラス株式会社

住商連合健康保険組合 東京都 千代田区 情報・通信業

46 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 8010001090016 ヤンセンファーマ株式会社
エイエムオー・ジャパン株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソングループ健康保
険組合

東京都 千代田区 医薬品

47 住友商事株式会社 1010001008692 住友商事健康保険組合 東京都 千代田区 卸売業
48 Zホールディングス株式会社 4010401039979 ＹＧ健康保険組合 東京都 千代田区 情報・通信業
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49 全国土木建築国民健康保険組合 9700150000984 全国土木建築国民健康保険組合 東京都 千代田区
公法人、特殊法人（地方公共
団体、独立行政法人、公共組
合、公団、公社、事業団 等）

50 ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社 7010001195278 安田日本興亜健康保険組合 東京都 千代田区 サービス業

51 第一生命ホールディングス株式会社 8010001131752

第一生命保険株式会社
第一フロンティア生命保険株式会社
ネオファースト生命保険株式会社
第一生命情報システム株式会社
株式会社第一生命経済研究所
株式会社QOLead

第一生命健康保険組合 東京都 千代田区 保険業

52 大王製紙株式会社 9500001014345 大王製紙健康保険組合 東京都 千代田区 パルプ・紙
53 大鵬薬品工業株式会社 1010001021927 大塚製薬健康保険組合 東京都 千代田区 医薬品

54 株式会社大和証券グループ本社 4010001008855

大和証券株式会社
大和証券アセットマネジメント株式会社
株式会社大和総研
ＤＩＲインフォメーションシステムズ株式会社
株式会社大和証券ビジネスセンター
大和証券ファシリティーズ株式会社
株式会社大和ファンド・コンサルティング
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式
会社
大和インベスター・リレーションズ株式会社
株式会社大和ネクスト銀行
大和企業投資株式会社
大和ＰＩパートナーズ株式会社
大和エナジー・インフラ株式会社

大和証券グループ健康保険組合 東京都 千代田区 証券、商品先物取引業

55 東京海上ディーアール株式会社 7010001079695 東京海上日動健康保険組合 東京都 千代田区 サービス業
56 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 5010001034074 東京海上日動健康保険組合 東京都 千代田区 保険業
57 東京海上ホールディングス株式会社 2010001008824 東京海上日動火災保険株式会社 東京海上日動健康保険組合 東京都 千代田区 保険業
58 凸版印刷株式会社 7010501016231 トッパングループ健康保険組合 東京都 千代田区 その他製品
59 株式会社日清製粉グループ本社 8010001008736 日清製粉健康保険組合 東京都 千代田区 食料品
60 日本工営株式会社 2010001016851 日本工営健康保険組合 東京都 千代田区 サービス業
61 日本曹達株式会社 1010001008833 日曹健康保険組合 東京都 千代田区 化学
62 日本電信電話株式会社 7010001065142 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都 千代田区 情報・通信業
63 株式会社ニュー・オータニ 8010001013240 ニューオータニ健康保険組合 東京都 千代田区 サービス業
64 株式会社野村総合研究所 4010001054032 野村證券健康保険組合 東京都 千代田区 情報・通信業
65 株式会社パソナグループ 6010001114024 株式会社パソナ 全国健康保険協会東京支部 東京都 千代田区 サービス業

66 古河機械金属株式会社 7010001008803

古河産機システムズ株式会社
古河ロックドリル株式会社
古河ユニック株式会社
古河メタルリソース株式会社
古河電子株式会社
古河ケミカルズ株式会社

古河健康保険組合 東京都 千代田区 非鉄金属

67 プルデンシャル　ジブラルタ　ファイナンシャル生命 9010001021713 ジブラルタ健康保険組合 東京都 千代田区 保険業
68 株式会社ベネフィット・ワン 8011001045281 全国健康保険協会東京支部 東京都 千代田区 サービス業
69 株式会社保健同人社 4010001029042 ＭＢＫ連合健康保険組合 東京都 千代田区 サービス業

70 株式会社みずほフィナンシャルグループ 9010001081419

株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
みずほ証券株式会社
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社

みずほ健康保険組合 東京都 千代田区 銀行業

71 三井化学東セロ株式会社 2010001034829 三井化学健康保険組合 東京都 千代田区 化学
72 三井住友海上火災保険株式会社 6010001008795 三井住友海上健康保険組合 東京都 千代田区 保険業
73 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 9010001139555 三井住友信託銀行株式会社 三井住友トラスト・グループ健康保険組合 東京都 千代田区 銀行業
74 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 2010001081053 株式会社三井住友銀行 三井住友銀行健康保険組合 東京都 千代田区 銀行業
75 三井物産株式会社 1010001008767 三井物産健康保険組合 東京都 千代田区 卸売業
76 三菱商事株式会社 5010001008771 三菱商事健康保険組合 東京都 千代田区 卸売業
77 明治安田生命保険相互会社 8010005007932 明治安田生命健康保険組合 東京都 千代田区 保険業
78 株式会社ゆうちょ銀行 5010001112730 日本郵政共済組合 東京都 千代田区 銀行業
79 ユーピーアール株式会社 5250001003039 全国健康保険協会東京支部 東京都 千代田区 サービス業
80 リコーリース株式会社 7010601037788 リコー三愛グループ健康保険組合 東京都 千代田区 その他金融業
81 味の素株式会社 8010001034740 味の素健康保険組合 東京都 中央区 食料品
82 株式会社イトーキ 9120001014301 イトーキ健康保険組合 東京都 中央区 その他製品
83 エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 7010001130664 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都 中央区 情報・通信業
84 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディン 4010001116542 三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上健康保険組合 東京都 中央区 保険業
85 花王株式会社 4010001034760 花王健康保険組合 東京都 中央区 化学

86 コナミホールディングス株式会社 9010401070789

株式会社コナミデジタルエンタテインメント
株式会社コナミアミューズメント
コナミビジネスエキスパート株式会社
株式会社インターネットレボリューション
Konami Gaming, Inc. アジア支店

関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 中央区 情報・通信業

87 Ｊ．フロントリテイリング株式会社 5010001111996 株式会社大丸松坂屋百貨店 Ｊ．フロント健康保険組合 東京都 中央区 小売業
88 住友化学株式会社 2010001071327 住友化学健康保険組合 東京都 中央区 化学

89 第一三共株式会社 1010001095640

第一三共エスファ株式会社
第一三共ヘルスケア株式会社
第一三共プロファーマ株式会社
第一三共ケミカルファーマ株式会社
第一三共バイオテック株式会社
第一三共RDノバーレ株式会社
第一三共ビジネスアソシエ株式会社

第一三共グループ健康保険組合 東京都 中央区 医薬品

90 大同生命保険株式会社 1120001101172 大同生命健康保険組合 東京都 中央区 保険業
91 太陽生命保険株式会社 1010401063692 太陽生命健康保険組合 東京都 中央区 保険業
92 太陽誘電株式会社 3010501016202 太陽誘電健康保険組合 東京都 中央区 電気機器

93 中外製薬株式会社 5011501002900

中外製薬工業株式会社
株式会社中央医科学研究所
株式会社中外臨床研究センター
中外ビジネスソリューション株式会社
株式会社未来創薬研究所

中外製薬健康保険組合 東京都 中央区 医薬品

94 ＤＩＣ株式会社 7011401003807 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣ健康保険組合 東京都 中央区 化学
95 株式会社ＤＴＳ 9010401018458 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都 中央区 情報・通信業
96 東京建物株式会社 6010001034998 安田日本興亜健康保険組合 東京都 中央区 不動産業



　 (市区町村別・五十音順)

都道府県 市区町村

健康経営優良法人2022（大規模法人部門（ホワイト500））認定法人一覧
令和4年3月9日公表

No. 認定法人名 法人番号 左記法人と共に認定された法人名 加入保険者
申請書に記載の
本社所在地 業種

97 東洋インキＳＣホールディングス株式会社 3010001034844

東洋インキ株式会社
トーヨーケム株式会社
トーヨーカラー株式会社
東洋インキ北海道株式会社
東洋インキ東北株式会社
東洋インキ中四国株式会社
東洋インキ九州株式会社
東洋モートン株式会社
東洋FPP株式会社
東洋インキグラフィックス株式会社
東洋インキグラフィックス西日本株式会社
東洋インキエンジニアリング株式会社
東洋ビーネット株式会社
東洋マネジメントサービス株式会社
マツイカガク株式会社

トッパングループ健康保険組合 東京都 中央区 化学

98 戸田建設株式会社 6010001034874 全国土木建築国民健康保険組合 東京都 中央区 建設業

99 株式会社ニチレイ 8010001034889

株式会社ニチレイフーズ
株式会社ニチレイフレッシュ
株式会社ニチレイロジグループ本社
株式会社ニチレイバイオサイエンス
株式会社ニチレイ・ロジスティクス北海道
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東北
株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東
株式会社キョクレイ
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海
株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西
株式会社ニチレイ・ロジスティクス中四国
株式会社ニチレイ・ロジスティクス九州
株式会社ロジスティクスネットワーク
株式会社ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング
株式会社NKトランス
株式会社ニチレイビジネスパートナーズ
株式会社ニチレイアウラ
株式会社ニューハウジング

ニチレイ健康保険組合 東京都 中央区 食料品

100 日産化学株式会社 1010001008734 日産化学健康保険組合 東京都 中央区 化学
101 日清オイリオグループ株式会社 1010001034887 日清オイリオグループ健康保険組合 東京都 中央区 食料品
102 野村ホールディングス株式会社 7010001034881 野村證券株式会社 野村證券健康保険組合 東京都 中央区 証券、商品先物取引業

103 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 4010701017916

株式会社ポーラ
オルビス株式会社
ポーラ化成工業株式会社
株式会社ＡＣＲＯ
株式会社ＤＥＣＥＮＣＩＡ
ジュリーク・ジャパン株式会社
株式会社ピーオーリアルエステート

ポーラ・オルビスグループ健康保険組合 東京都 中央区 化学

104 丸紅株式会社 9010001008776 丸紅健康保険組合 東京都 中央区 卸売業
105 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 7010001034799 三井住友海上健康保険組合 東京都 中央区 保険業
106 三井住友建設株式会社 2010001131477 全国土木建築国民健康保険組合 東京都 中央区 建設業
107 三井不動産株式会社 6010001034957 三井健康保険組合 東京都 中央区 不動産業
108 三井不動産レジデンシャル株式会社 2010001097124 三井健康保険組合 東京都 中央区 不動産業

109 株式会社ミツウロコグループホールディングス 4010001034942

株式会社ミツウロコ
株式会社ミツウロコヴェッセル
株式会社ミツウロコヴェッセル東北
株式会社ミツウロコヴェッセル中部
株式会社ミツウロコヴェッセル関西
株式会社山梨ミツウロコ
北海道ミツウウロコ株式会社
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社
株式会社ミツウロコクリエイティブソリューションズ
株式会社ミツウロコリース
株式会社三鱗
株式会社トライフォース

ミツウロコ健康保険組合 東京都 中央区 卸売業

110 明治ホールディングス株式会社 9010001123947 株式会社明治
Meiji Seika ファルマ株式会社 明治グループ健康保険組合 東京都 中央区 食料品

111 アクサ生命保険株式会社 8010401060741 アクサ生命健康保険組合 東京都 港区 保険業

112 あすか製薬ホールディングス株式会社 8010401159328
あすか製薬株式会社
あすかアニマルヘルス株式会社
株式会社あすか製薬メディカル

東京薬業健康保険組合 東京都 港区 医薬品

113 伊藤忠商事株式会社 7120001077358 伊藤忠健康保険組合 東京都 港区 卸売業
114 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 2010001010788 ＣＴＣグループ健康保険組合 東京都 港区 情報・通信業
115 株式会社ＩＮＰＥＸ 7010401078520 帝石健康保険組合 東京都 港区 鉱業
116 ウイングアーク１ｓｔ株式会社 9010001174206 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 港区 情報・通信業
117 宇部興産株式会社 2250001002992 宇部興産健康保険組合 東京都 港区 化学
118 ＡＮＡホールディングス株式会社 6010401050876 全日本空輸株式会社 全日本空輸健康保険組合 東京都 港区 空運業
119 株式会社エス・エム・エス 2010001134117 東京広告業健康保険組合 東京都 港区 サービス業
120 SBアットワーク株式会社 2010401058576 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 港区 サービス業
121 オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 7010401090640 オムロン健康保険組合 東京都 港区 電気機器
122 キヤノンＩＴソリューションズ株式会社 6010701025982 キヤノン健康保険組合 東京都 港区 情報・通信業
123 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 5010701002751 キヤノン健康保険組合 東京都 港区 卸売業
124 キヤノンビジネスサポート株式会社 7010401033847 キヤノン健康保険組合 東京都 港区 サービス業
125 キヤノンビズアテンダ株式会社 4010701026124 キヤノン健康保険組合 東京都 港区 サービス業
126 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式 4010401014544 キヤノン健康保険組合 東京都 港区 卸売業
127 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 5010401008297 キヤノン健康保険組合 東京都 港区 卸売業
128 キンコーズ・ジャパン株式会社 5010401007547 コニカミノルタ健康保険組合 東京都 港区 サービス業
129 グラクソ・スミスクライン株式会社 2011001026329 グラクソ・スミスクライン健康保険組合 東京都 港区 医薬品
130 コカ･コーラ　ボトラーズジャパン株式会社 9020001043244 全国健康保険協会東京支部 東京都 港区 食料品
131 コニカミノルタジャパン株式会社 9013401005070 コニカミノルタ健康保険組合 東京都 港区 卸売業
132 株式会社小松製作所 1010401010455 小松製作所健康保険組合 東京都 港区 機械

133 株式会社ＳＵＭＣＯ 3010401046159

ＳＵＭＣＯ ＴＥＣＨＸＩＶ株式会社
ＳＵＭＣＯテクノロジー株式会社
ＳＵＭＣＯサービス株式会社
ＳＵＭＣＯサポート株式会社
ＳＵＭＴＥＣサービス株式会社
ＳＵＭＣＯ保険サービス株式会社

ＳＫ健康保険組合 東京都 港区 金属製品
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134 サントリー食品インターナショナル株式会社 8010401080079 サントリーフーズ株式会社 サントリー健康保険組合 東京都 港区 食料品
135 株式会社システナ 6010401088867 システナ健康保険組合 東京都 港区 情報・通信業
136 株式会社ＪＡＬＵＸ 6010701007411 日本航空健康保険組合 東京都 港区 卸売業
137 鈴与シンワート株式会社 3010401014925 鈴与健康保険組合 東京都 港区 情報・通信業
138 全日空商事株式会社 3010401036985 全日本空輸健康保険組合 東京都 港区 卸売業
139 ソフトバンク株式会社 9010401052465 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 港区 情報・通信業
140 大東建託株式会社 4010401016607 大東建託健康保険組合 東京都 港区 建設業
141 大東建託パートナーズ株式会社 1010401016618 大東建託健康保険組合 東京都 港区 不動産業
142 大和ライフネクスト株式会社 3120001066397 大和ハウス工業健康保険組合 東京都 港区 サービス業
143 都築電気株式会社 9010401054908 電設工業健康保険組合 東京都 港区 情報・通信業
144 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社 2010401063691 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命健康保険組合 東京都 港区 保険業
145 東亞合成株式会社 5010401020186 東亞合成健康保険組合 東京都 港区 化学

146 東京エレクトロン株式会社 4010401020757

東京エレクトロンＢＰ株式会社
東京エレクトロンエージェンシー株式会社
東京エレクトロン　テクノロジー　ソリューションズ株
式会社
東京エレクトロン九州株式会社
東京エレクトロンＦＥ株式会社
東京エレクトロン宮城株式会社

東京エレクトロン健康保険組合 東京都 港区 電気機器

147 東京海上日動メディカルサービス株式会社 6010001034065 東京海上日動健康保険組合 東京都 港区 サービス業
148 株式会社ドコモＣＳ 3010401019619 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都 港区 情報・通信業
149 トッパン・フォームズ株式会社 4010401050341 トッパングループ健康保険組合 東京都 港区 その他製品
150 西松建設株式会社 8010401021454 全国土木建築国民健康保険組合 東京都 港区 建設業
151 日本水産株式会社 1010001016860 日本水産健康保険組合 東京都 港区 水産・農林業
152 日本電気株式会社 7010401022916 日本電気健康保険組合 東京都 港区 電気機器
153 日本電気通信システム株式会社 6010401022917 日本電気健康保険組合 東京都 港区 情報・通信業
154 日本国土開発株式会社 3010401022812 日本国土開発健康保険組合 東京都 港区 建設業
155 日本たばこ産業株式会社 4010401023000 ジェイティ健康保険組合 東京都 港区 食料品

156 株式会社長谷工コーポレーション 7010401024061

株式会社長谷工アネシス
株式会社長谷工管理ホールディングス
株式会社長谷工コミュニティ
株式会社長谷工リフォーム
株式会社長谷工ライブネット
株式会社長谷工ビジネスプロクシー
株式会社長谷工アーベスト
株式会社長谷工リアルエステート
株式会社長谷工ウェルセンター

長谷工健康保険組合 東京都 港区 建設業

157 ＰＨＣ株式会社 4500001007246 ＰＨＣ健康保険組合 東京都 港区 電気機器
158 株式会社ピーエスシー 4010401024691 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 港区 情報・通信業
159 株式会社ファミリーマート 2013301010706 伊藤忠連合健康保険組合 東京都 港区 小売業
160 株式会社Phone　Appli 1030001039307 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 港区 情報・通信業
161 富士通株式会社 1020001071491 富士通健康保険組合 東京都 港区 電気機器
162 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 9010401072190 富士フイルムグループ健康保険組合 東京都 港区 サービス業

163 富士フイルムホールディングス株式会社 6010401065370 富士フイルム株式会社
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 富士フイルムグループ健康保険組合 東京都 港区 化学

164 株式会社ベイカレント・コンサルティング 7010401111553 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 港区 サービス業
165 三井化学株式会社 4010401052081 三井化学健康保険組合 東京都 港区 化学
166 森ビル株式会社 1010401029669 東京不動産業健康保険組合 東京都 港区 不動産業
167 株式会社ヤクルト本社 7010401029746 ヤクルト健康保険組合 東京都 港区 食料品
168 八洲電機株式会社 9010401029819 電設工業健康保険組合 東京都 港区 卸売業
169 リコージャパン株式会社 1010001110829 リコー三愛グループ健康保険組合 東京都 港区 卸売業
170 朝日生命保険相互会社 2010005008201 朝日生命健康保険組合 東京都 新宿区 保険業
171 アフラック生命保険株式会社 1011101079418 アフラック健康保険組合 東京都 新宿区 保険業

172 H.U.グループホールディングス株式会社 1011101039628
株式会社エスアールエル
富士レビオ株式会社
H.U.フロンティア株式会社

Ｈ．Ｕ．グループ健康保険組合 東京都 新宿区 サービス業

173 株式会社エムティーアイ 6011101023123 通信機器産業健康保険組合 東京都 新宿区 情報・通信業
174 オリンパス株式会社 5011001005222 オリンパス健康保険組合 東京都 新宿区 精密機器
175 ＫＤＤＩ株式会社 9011101031552 ＫＤＤＩ健康保険組合 東京都 新宿区 情報・通信業
176 損害保険ジャパン株式会社 4011101023372 安田日本興亜健康保険組合 東京都 新宿区 保険業
177 ＳＯＭＰＯコーポレートサービス株式会社 2011101021320 安田日本興亜健康保険組合 東京都 新宿区 サービス業
178 損保ジャパンキャリアビューロー株式会社 7011101005368 安田日本興亜健康保険組合 東京都 新宿区 サービス業
179 損保ジャパンパートナーズ株式会社 4011101007739 安田日本興亜健康保険組合 東京都 新宿区 保険業
180 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 5011101000065 安田日本興亜健康保険組合 東京都 新宿区 保険業

181 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 9011101055980 損害保険ジャパン株式会社
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都 新宿区 保険業

182 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 2011101025379 安田日本興亜健康保険組合 東京都 新宿区 サービス業
183 株式会社大氣社 7011101011812 大気社グループ健康保険組合 東京都 新宿区 建設業
184 大日本印刷株式会社 5011101012069 大日本印刷健康保険組合 東京都 新宿区 その他製品
185 高砂熱学工業株式会社 3010001008749 管工業健康保険組合 東京都 新宿区 建設業
186 ＴＩＳ株式会社 2010001134133 ＴＩＳインテックグループ健康保険組合 東京都 新宿区 情報・通信業
187 東急住宅リース株式会社 2011001099440 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都 新宿区 不動産業

188 公益財団法人東京都予防医学協会 5011105005333 東京都医業健康保険組合 東京都 新宿区 社団法人、財団法人、商工会
議所・商工会

189 野村不動産ソリューションズ株式会社 6011101030763 野村證券健康保険組合 東京都 新宿区 不動産業

190 野村不動産ホールディングス株式会社 3011101037398
野村不動産株式会社
野村不動産投資顧問株式会社
野村不動産ビルディング株式会社

野村證券健康保険組合 東京都 新宿区 不動産業

191 東日本電信電話株式会社 8011101028104 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都 新宿区 情報・通信業
192 富士テレコム株式会社 6011401007346 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 新宿区 卸売業
193 ミサワホーム株式会社 5011101035813 ミサワホーム健康保険組合 東京都 新宿区 建設業
194 横河レンタ・リース株式会社 8012401013423 横河電機健康保険組合 東京都 新宿区 サービス業
195 エーザイ株式会社 6010001000001 エーザイ健康保険組合 東京都 文京区 医薬品
196 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 6010001135680 日本電気健康保険組合 東京都 文京区 情報・通信業
197 株式会社タニタヘルスリンク 2010001107304 計機健康保険組合 東京都 文京区 情報・通信業

198 医療法人社団同友会 3010005000875 東京都医業健康保険組合 東京都 文京区 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

199 医療法人社団せいおう会 4010505001728 東京都医業健康保険組合 東京都 台東区 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

200 ティーペック株式会社 2010001023468 外国運輸金融健康保険組合 東京都 台東区 サービス業
201 株式会社日立保険サービス 3010001027030 日立健康保険組合 東京都 台東区 保険業
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202 アサヒグループホールディングス株式会社 6010601036386

アサヒビール株式会社
アサヒ飲料株式会社
アサヒグループ食品株式会社
アサヒプロマネジメント株式会社

アサヒグループ健康保険組合 東京都 墨田区 食料品

203 ライオン株式会社 1010601016863 ライオン健康保険組合 東京都 墨田区 化学
204 株式会社ルネサンス 3010601020797 ＤＩＣ健康保険組合 東京都 墨田区 サービス業
205 株式会社ＩＨＩ 4010601031604 ＩＨＩグループ健康保険組合 東京都 江東区 機械
206 株式会社ＩＨＩエスキューブ 7010001035211 ＩＨＩグループ健康保険組合 東京都 江東区 情報・通信業
207 朝日航洋株式会社 7010601041419 トヨタ販売連合健康保険組合 東京都 江東区 空運業

208 ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 2180001070519 ＳＭＢＣファイナンスサービス健康保険組
合

東京都 江東区 その他金融業

209 ＳＣＳＫ株式会社 8010001074167 ＳＣＳＫ健康保険組合 東京都 江東区 情報・通信業
210 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都 江東区 情報・通信業
211 株式会社ＮＴＴデータＳＭＳ 2010601032678 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都 江東区 情報・通信業

212 ＭＸモバイリング株式会社 1010001141097 丸紅テレコム株式会社
モバイルケアテクノロジーズ株式会社 丸紅連合健康保険組合 東京都 江東区 小売業

213 株式会社オートバックスセブン 3010601030532 オートバックス健康保険組合 東京都 江東区 卸売業

214 佐川アドバンス株式会社 7120001143052 ＳＧホールディングスグループ健康保険組
合

東京都 江東区 サービス業

215 センコーグループホールディングス株式会社 7120001059653 センコー株式会社 センコー健康保険組合 東京都 江東区 陸運業
216 日本ユニシス株式会社 2010601029542 日本ユニシス健康保険組合 東京都 江東区 情報・通信業
217 野村アセットマネジメント株式会社 7010001054021 野村證券健康保険組合 東京都 江東区 その他金融業
218 株式会社日立システムズフィールドサービス 9010701017795 日立健康保険組合 東京都 江東区 情報・通信業
219 マルハニチロ株式会社 2010601040697 マルハニチロ健康保険組合 東京都 江東区 水産・農林業
220 明治安田システム・テクノロジー株式会社 5010601039365 明治安田生命健康保険組合 東京都 江東区 情報・通信業
221 ユニアデックス株式会社 8010601024653 日本ユニシス健康保険組合 東京都 江東区 情報・通信業
222 ANAテレマート株式会社 3010701011473 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 品川区 情報・通信業

223 株式会社JTB 8010701012863

株式会社ＪＴＢアセットマネジメント
株式会社ＪＴＢガイアレック
株式会社ＪＴＢグランドツアー＆サービス
株式会社ＪＴＢグローバルアシスタンス
株式会社ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベ
ル
株式会社JTBグローバルマーチャンダイジング&サ
ポート
株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン
株式会社ＪＴＢデータサービス
株式会社ＪＴＢパブリッシング
株式会社ＪＴＢビジネスイノベーターズ
株式会社ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ
株式会社ＪＴＢビジネスネットワーク
株式会社ＪＴＢベネフィット
株式会社ＪＴＢマネジメントサービス
株式会社ＪＭＣ
株式会社ＪＴＢメディアリテーリング
株式会社ＪＴＢライフネット
株式会社ＪＴＢ沖縄
株式会社ＪＴＢ京阪トラベル
株式会社ＪＴＢ札幌ビジネスセンター
株式会社ＪＴＢ商事
株式会社ＪＴＢ情報システム
株式会社ＪＴＢ総合研究所
株式会社Ｊ＆Ｊヒューマンソリューションズ
株式会社ＰＵＬＳ
株式会社トラベルプラザインターナショナル
中国ターミナルサービス株式会社

ジェイティービー健康保険組合 東京都 品川区 サービス業

224 株式会社ＪＡＬサンライト 1010701004891 日本航空健康保険組合 東京都 品川区 サービス業
225 株式会社ジャルセールス 1010701024428 日本航空健康保険組合 東京都 品川区 サービス業
226 株式会社JALナビア 2010701019781 日本航空健康保険組合 東京都 品川区 サービス業
227 株式会社ジャルパック 7010701014290 日本航空健康保険組合 東京都 品川区 サービス業
228 株式会社ＪＡＬマイレージバンク 3010701020904 日本航空健康保険組合 東京都 品川区 サービス業

229 スリーエムジャパンイノベーション株式会社 7010901006237 スリーエム ジャパン プロダクツ株式会社
ケーシーアイ株式会社 スリーエムジャパン健康保険組合 東京都 品川区 化学

230 大東コーポレートサービス株式会社 7010401057508 大東建託健康保険組合 東京都 品川区 サービス業
231 東洋製罐グループホールディングス株式会社 7010701026096 東洋製罐株式会社 東洋製罐健康保険組合 東京都 品川区 金属製品
232 日本精工株式会社 8010701007715 NSKステアリングシステムズ株式会社 日本精工健康保険組合 東京都 品川区 機械
233 日本航空株式会社 7010701007666 日本航空健康保険組合 東京都 品川区 空運業
234 日本酸素ホールディングス株式会社 7010701015826 大陽日酸株式会社 大陽日酸健康保険組合 東京都 品川区 化学
235 株式会社日立ソリューションズ 8010701019462 日立健康保険組合 東京都 品川区 情報・通信業
236 株式会社明電舎 4010701009640 明電舎健康保険組合 東京都 品川区 電気機器
237 株式会社ローソン 2010701019195 ローソン健康保険組合 東京都 品川区 小売業
238 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 8013201007846 株式会社ARM総合研究所 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都 目黒区 サービス業
239 ＡＮＡウイングス株式会社 8010801020386 ＡＮＡウイングス健康保険組合 東京都 大田区 空運業
240 ＡＮＡウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社 4010801001340 全日本空輸健康保険組合 東京都 大田区 サービス業
241 ＡＮＡエアポートサービス株式会社 5010801003914 ＡＮＡグループ健康保険組合 東京都 大田区 空運業
242 キヤノン株式会社 6010801003186 キヤノン健康保険組合 東京都 大田区 電気機器
243 株式会社ＪＡＬスカイ 8010801019858 日本航空健康保険組合 東京都 大田区 サービス業
244 株式会社リコー 2010801012579 リコー三愛グループ健康保険組合 東京都 大田区 電気機器
245 株式会社メディヴァ 3010901014730 亀田総合病院健康保険組合 東京都 世田谷区 サービス業
246 楽天グループ株式会社 9010701020592 楽天健康保険組合 東京都 世田谷区 サービス業
247 株式会社伊藤園 3011001002279 東京都食品健康保険組合 東京都 渋谷区 食料品
248 KDDIエンジニアリング株式会社 3011101038999 ＫＤＤＩ健康保険組合 東京都 渋谷区 建設業

249 株式会社ゴールドウイン 3230001008974

株式会社イー・エス・ジー
株式会社ゴールドウインロジテム
株式会社ゴールドウイントレーディング
株式会社ゴールドウインエンタープライズ
株式会社ウールリッチジャパン
株式会社ナナミカ
株式会社カンラベリーオブニュージーランドジャパン
ブラックアンドホワイトスポーツウェア株式会社

ゴールドウイン健康保険組合 東京都 渋谷区 繊維製品

250 サッポロホールディングス株式会社 4011001009265 サッポロビール株式会社 サッポロビール健康保険組合 東京都 渋谷区 食料品
251 株式会社ジャックス 2440001001001 ジャックス健康保険組合 東京都 渋谷区 その他金融業
252 セコム医療システム株式会社 1011001035966 セコム健康保険組合 東京都 渋谷区 サービス業
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253 株式会社ディー・エヌ・エー 4011001032721 株式会社DeNAライフサイエンス
DeSCヘルスケア株式会社 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 渋谷区 サービス業

254 東急株式会社 7011001016291 東急電鉄株式会社 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都 渋谷区 陸運業
255 東急不動産株式会社 7011001016580 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都 渋谷区 不動産業
256 東急不動産ホールディングス株式会社 2011001096933 東急不動産株式会社 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都 渋谷区 不動産業
257 株式会社バリューＨＲ 7011001036950 トーマツ健康保険組合 東京都 渋谷区 サービス業
258 東日本旅客鉄道株式会社 9011001029597 ジェイアールグループ健康保険組合 東京都 渋谷区 陸運業
259 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 2180001104978 サッポロビール健康保険組合 東京都 渋谷区 食料品

260 キリンホールディングス株式会社 5010001034768

キリンビール株式会社
キリンビバレッジ株式会社
メルシャン株式会社
協和キリン株式会社

キリンビール健康保険組合 東京都 中野区 食料品

261 株式会社プライムアシスタンス 1010001145981 安田日本興亜健康保険組合 東京都 中野区 サービス業

262 株式会社丸井グループ 9011201005150

株式会社エポスカード
株式会社丸井
株式会社エムアンドシーシステム
株式会社マルイファシリティーズ
株式会社ムービング
株式会社エムアールアイ債権回収
株式会社エイムクリエイツ
株式会社マルイホームサービス

丸井健康保険組合 東京都 中野区 小売業

263 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー 3013301025851 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都 豊島区 情報・通信業
264 ＪＲ東日本スポーツ株式会社 4013301025090 全国健康保険協会東京支部 東京都 豊島区 サービス業
265 ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ株式会社 4011301007175 安田日本興亜健康保険組合 東京都 豊島区 保険業
266 図書印刷株式会社 4011501015399 トッパングループ健康保険組合 東京都 北区 その他製品
267 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 9011501008365 全国設計事務所健康保険組合 東京都 荒川区 サービス業
268 富士フイルムシステムサービス株式会社 2011401007325 富士フイルムグループ健康保険組合 東京都 板橋区 情報・通信業
269 コニカミノルタ情報システム株式会社 2012801000497 コニカミノルタ健康保険組合 東京都 八王子市 情報・通信業
270 コニカミノルタビジネスアソシエイツ株式会社 7013401002417 コニカミノルタ健康保険組合 東京都 八王子市 サービス業
271 コニカミノルタウイズユー株式会社 5013401005165 コニカミノルタ健康保険組合 東京都 日野市 サービス業
272 東京海上日動システムズ株式会社 2013401001381 東京海上日動健康保険組合 東京都 多摩市 情報・通信業
273 株式会社ＫＳＫ 1013401001845 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都 稲城市 情報・通信業
274 株式会社ＫＳＫテクノサポート 8013401002465 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都 稲城市 情報・通信業
275 ＳＯＭＰＯビジネスサービス株式会社 9012701003206 安田日本興亜健康保険組合 東京都 西東京市 サービス業
276 株式会社アイネット 7020001030145 神奈川県情報サービス産業健康保険組合 神奈川県 横浜市 情報・通信業
277 アネスト岩田株式会社 3020001043522 産業機械健康保険組合 神奈川県 横浜市 機械
278 株式会社オカムラ 3020001030157 オカムラグループ健康保険組合 神奈川県 横浜市 その他製品
279 JFEエンジニアリング株式会社 8010001008843 ＪＦＥ健康保険組合 神奈川県 横浜市 建設業
280 株式会社ＪＶＣケンウッド 8020001059159 ＪＶＣケンウッド健康保険組合 神奈川県 横浜市 電気機器
281 日産自動車株式会社 9020001031109 日産自動車健康保険組合 神奈川県 横浜市 輸送用機器
282 パナソニックＩＴＳ株式会社 5020001036722 パナソニック健康保険組合 神奈川県 横浜市 サービス業
283 株式会社ファンケル 3020001000366 神奈川県食品製造健康保険組合 神奈川県 横浜市 化学
284 富士ソフト株式会社 2020001043507 富士ソフト健康保険組合 神奈川県 横浜市 情報・通信業
285 富士通コミュニケーションサービス株式会社 3010701010715 富士通健康保険組合 神奈川県 横浜市 サービス業
286 株式会社横浜銀行 7020001008645 横浜銀行健康保険組合 神奈川県 横浜市 銀行業
287 リコーITソリューションズ株式会社 6010001060433 リコー三愛グループ健康保険組合 神奈川県 横浜市 情報・通信業
288 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 7020001077145 富士通健康保険組合 神奈川県 川崎市 情報・通信業
289 東芝ライテック株式会社 5021001044112 東芝健康保険組合 神奈川県 横須賀市 電気機器
290 日産車体株式会社 3021001037076 日産自動車健康保険組合 神奈川県 平塚市 輸送用機器
291 株式会社アルバック 5021001007242 アルバック健康保険組合 神奈川県 茅ヶ崎市 電気機器
292 株式会社オーテックジャパン 8021001006654 日産自動車健康保険組合 神奈川県 茅ヶ崎市 輸送用機器
293 富士フイルムマニュファクチャリング株式会社 2021001030783 富士フイルムグループ健康保険組合 神奈川県 海老名市 電気機器
294 株式会社第四北越銀行 7110001000007 第四北越銀行健康保険組合 新潟県 新潟市 銀行業
295 日本精機株式会社 3110001023135 日本精機健康保険組合 新潟県 長岡市 輸送用機器
296 株式会社丸山自動車 4110001016501 紫竹山自動車株式会社 全国健康保険協会新潟支部 新潟県 燕市 サービス業
297 株式会社北陸銀行 1230001002946 北陸銀行健康保険組合 富山県 富山市 銀行業
298 株式会社高岡市衛生公社 9230001010421 全国健康保険協会富山支部 富山県 高岡市 サービス業
299 ＹＫＫビジネスサポート株式会社 3230001007943 ＹＫＫ健康保険組合 富山県 黒部市 サービス業
300 株式会社北國銀行 8220001007709 北國FHD健康保険組合 石川県 金沢市 銀行業
301 丸文通商株式会社 8220001006776 北陸情報産業健康保険組合 石川県 金沢市 卸売業

302 社会医療法人財団董仙会 9220005005162 けいじゅ健康保険組合 石川県 七尾市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

303 コマニー株式会社 8220001011999 全国健康保険協会石川支部 石川県 小松市 その他製品

304 医療法人社団洋和会 8220005001781 全国健康保険協会石川支部 石川県 野々市市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

305 医療法人博俊会 5210005000192 全国健康保険協会福井支部 福井県 坂井市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

306 長野県労働金庫 3100005001724 全国労働金庫健康保険組合 長野県 長野市 その他、国内法に基づく法人
307 エルシーブイ株式会社 8100001018222 全国健康保険協会長野支部 長野県 諏訪市 情報・通信業
308 セイコーエプソン株式会社 4011101010841 エプソン健康保険組合 長野県 諏訪市 電気機器
309 エムケー精工株式会社 2100001006100 長野県機械金属健康保険組合 長野県 千曲市 金属製品
310 イビデン株式会社 6200001013231 イビデン健康保険組合 岐阜県 大垣市 電気機器
311 株式会社ホンダ四輪販売丸順 5200001014239 岐阜県自動車販売健康保険組合 岐阜県 大垣市 小売業
312 鈴与商事株式会社 1080001002318 鈴与健康保険組合 静岡県 静岡市 卸売業
313 静清信用金庫 6080005000107 静岡県信用金庫健康保険組合 静岡県 静岡市 その他、国内法に基づく法人

314 株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 2080001017736

株式会社ＴＯＫＡI
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
東海ガス株式会社
株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク
株式会社ＴＯＫＡＩベンチャーキャピタル＆イン
キュベーション
株式会社ＴＯＫＡＩマネジメントサービス
株式会社トコちゃんねる静岡
株式会社エナジーライン
株式会社ＴＯＫＡＩホームガス

静岡県石油健康保険組合 静岡県 静岡市 卸売業

315 浜松磐田信用金庫 1080405000017 静岡県信用金庫健康保険組合 静岡県 浜松市 その他、国内法に基づく法人
316 浜松ホトニクス株式会社 2080401004193 ホトニクス・グループ健康保険組合 静岡県 浜松市 電気機器
317 ヤマハ株式会社 3080401005595 ヤマハ健康保険組合 静岡県 浜松市 その他製品
318 株式会社ヤマハコーポレートサービス 3080401005604 ヤマハ健康保険組合 静岡県 浜松市 サービス業

319 一般財団法人芙蓉協会 8080105000095 聖隷健康保険組合 静岡県 沼津市 社団法人、財団法人、商工会
議所・商工会

320 ジヤトコ株式会社 6080101008739 日産自動車健康保険組合 静岡県 富士市 輸送用機器
321 ジヤトコエンジニアリング株式会社 5080101008211 日産自動車健康保険組合 静岡県 富士市 輸送用機器
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322 ヤマハモーターエンジニアリング株式会社 5080401016450 ヤマハ健康保険組合 静岡県 磐田市 輸送用機器
323 プライムアースEVエナジー株式会社 6080401006062 トヨタ自動車健康保険組合 静岡県 湖西市 電気機器

324 社会医療法人愛生会 3180005002319 愛知県医療健康保険組合 愛知県 名古屋市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

325 株式会社愛知銀行 8180001036373 愛知銀行健康保険組合 愛知県 名古屋市 銀行業
326 株式会社あまの創健 6180001016022 名古屋薬業健康保険組合 愛知県 名古屋市 サービス業
327 株式会社エクシング 1180001043310 ブラザー健康保険組合 愛知県 名古屋市 卸売業

328 医療法人順秀会 5180005005385 全国健康保険協会愛知支部 愛知県 名古屋市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

329 中部電力株式会社 3180001017428 中部電力パワーグリッド株式会社
中部電力ミライズ株式会社 中部電力健康保険組合 愛知県 名古屋市 電気・ガス業

330 株式会社中部プラントサービス 4180001022278 中部電力健康保険組合 愛知県 名古屋市 建設業
331 東邦瓦斯株式会社 2180001022387 東邦ガス健康保険組合 愛知県 名古屋市 電気・ガス業

332 トーテックアメニティ株式会社 7180001038759
トーテックビジネスサポート株式会社
トーテックフロンティア株式会社
株式会社日本サーキット

トーテックグループ健康保険組合 愛知県 名古屋市 情報・通信業

333 豊島株式会社 2180001083272 豊島健康保険組合 愛知県 名古屋市 卸売業
334 株式会社トヨタエンタプライズ 5180001031732 株式会社トヨタエンタプライズアシスト トヨタ販売連合健康保険組合 愛知県 名古屋市 サービス業
335 株式会社トヨタシステムズ 4180001017641 トヨタ販売連合健康保険組合 愛知県 名古屋市 情報・通信業
336 豊田通商株式会社 6180001031731 豊田通商健康保険組合 愛知県 名古屋市 卸売業
337 トヨタファイナンス株式会社 8010601027383 トヨタ販売連合健康保険組合 愛知県 名古屋市 その他金融業
338 株式会社豊通シスコム 8180001134862 豊田通商健康保険組合 愛知県 名古屋市 情報・通信業
339 日本碍子株式会社 3180001010829 日本ガイシ健康保険組合 愛知県 名古屋市 ガラス・土石製品
340 日本特殊陶業株式会社 3180001010845 日本特殊陶業健康保険組合 愛知県 名古屋市 ガラス・土石製品
341 ブラザー工業株式会社 8180001010997 ブラザー健康保険組合 愛知県 名古屋市 電気機器
342 株式会社ホンダカーズ愛知 3180001068099 ホンダ健康保険組合 愛知県 名古屋市 小売業
343 テクノエイト株式会社 9180001079066 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県 瀬戸市 輸送用機器
344 豊精密工業株式会社 2180001079378 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県 瀬戸市 輸送用機器

345 医療法人社団喜峰会 6180005008684 愛知県医療健康保険組合 愛知県 春日井市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

346 パナソニック　エコシステムズ株式会社 8180001075388 パナソニック健康保険組合 愛知県 春日井市 電気機器
347 コニカミノルタメカトロニクス株式会社 7090001008358 コニカミノルタ健康保険組合 愛知県 豊川市 電気機器
348 株式会社アイシン 6180301013611 アイシン健康保険組合 愛知県 刈谷市 輸送用機器

349 株式会社デンソー 9180301014251 デンソー健康保険組合
デンソー企業年金基金 デンソー健康保険組合 愛知県 刈谷市 輸送用機器

350 株式会社デンソーソリューション 2011001039512 デンソー健康保険組合 愛知県 刈谷市 輸送用機器
351 株式会社デンソーファシリティーズ 5180301014271 デンソー健康保険組合 愛知県 刈谷市 輸送用機器
352 株式会社豊田自動織機 3180301014273 豊田自動織機健康保険組合 愛知県 刈谷市 輸送用機器
353 トヨタ車体株式会社 9180301014276 トヨタ車体健康保険組合 愛知県 刈谷市 輸送用機器
354 トヨタ紡織株式会社 2180301014324 トヨタ紡織健康保険組合 愛知県 刈谷市 輸送用機器
355 株式会社ＦＴＳ 6180301019278 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県 豊田市 輸送用機器
356 小島プレス工業株式会社 2180301021007 小島健康保険組合 愛知県 豊田市 輸送用機器
357 大豊工業株式会社 7180301018584 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県 豊田市 機械
358 トヨタ自動車株式会社 1180301018771 トヨタ自動車健康保険組合 愛知県 豊田市 輸送用機器

359 トヨタ自動車健康保険組合 8700150043893 トヨタ自動車健康保険組合 愛知県 豊田市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

360 トヨタすまいるライフ株式会社 2180301018911 トヨタ自動車健康保険組合 愛知県 豊田市 不動産業
361 中央精機株式会社 4180301013068 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県 安城市 輸送用機器
362 株式会社デンソーエレクトロニクス 6180301012596 デンソー健康保険組合 愛知県 安城市 輸送用機器
363 株式会社ニッセイ 2180301013193 ブラザー健康保険組合 愛知県 安城市 機械
364 ＡＮＡ中部空港株式会社 9180001093678 海空運健康保険組合 愛知県 常滑市 空運業
365 愛三工業株式会社 1180001092357 愛三工業健康保険組合 愛知県 大府市 輸送用機器
366 株式会社ＳＯＫＥＮ 2180301022748 デンソー健康保険組合 愛知県 日進市 輸送用機器
367 豊田合成株式会社 7180001045235 豊田合成健康保険組合 愛知県 清須市 輸送用機器
368 株式会社豊田中央研究所 3180001067893 トヨタ自動車健康保険組合 愛知県 長久手市 サービス業
369 株式会社東海理化電機製作所 5180001081083 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県 大口町 輸送用機器
370 株式会社百五銀行 5190001000892 百五銀行健康保険組合 三重県 津市 銀行業
371 ワコール流通株式会社 6160001015967 ワコール健康保険組合 滋賀県 守山市 倉庫・運輸関連業
372 オムロン株式会社 1130001016824 オムロン健康保険組合 オムロン健康保険組合 京都府 京都市 電気機器
373 オムロン　エキスパートリンク株式会社 7130001016810 オムロン健康保険組合 京都府 京都市 サービス業
374 京セラコミュニケーションシステム株式会社 6130001012562 京セラ健康保険組合 京都府 京都市 情報・通信業
375 株式会社京都環境保全公社 9130001016189 全国健康保険協会京都支部 京都府 京都市 サービス業

376 一般財団法人京都工場保健会 7130005012855 全国健康保険協会京都支部 京都府 京都市 社団法人、財団法人、商工会
議所・商工会

377 京都信用金庫 9130005004512 京都信用金庫健康保険組合 京都府 京都市 銀行業

378 三洋化成工業株式会社 3130001009314

ＳＤＰグローバル株式会社
サンノプコ株式会社
サンケミカル株式会社
サンアプロ株式会社
株式会社サン・ペトロケミカル
株式会社サンリビング
三洋化成ロジスティクス株式会社
塩浜ケミカル倉庫株式会社
三洋化成工業健康保険組会
三洋化成労働組合

三洋化成工業健康保険組合 京都府 京都市 化学

379 株式会社島津製作所 6130001021068 島津製作所健康保険組合 京都府 京都市 精密機器

380 第一工業製薬株式会社 7130001017809

京都エレックス株式会社
第一セラモ株式会社
第一建工株式会社
ゲンブ株式会社
池田薬草株式会社

全国健康保険協会京都支部 京都府 京都市 化学

381 ＮＩＳＳＨＡ株式会社 9130001023441 全国健康保険協会京都支部 京都府 京都市 その他製品
382 日本新薬株式会社 2130001012236 日本新薬健康保険組合 京都府 京都市 医薬品

383 株式会社堀場製作所 1130001011676

株式会社堀場エステック
株式会社堀場テクノサービス
株式会社 堀場アドバンスドテクノ
株式会社ホリバコミュニティ
堀場製作所健康保険組合

堀場製作所健康保険組合 京都府 京都市 電気機器

384 ローム株式会社 9130001000052 全国健康保険協会京都支部 京都府 京都市 電気機器
385 株式会社ワコールホールディングス 5130001012084 ワコール健康保険組合 京都府 京都市 繊維製品
386 日東精工株式会社 2130001041813 印刷製本包装機械健康保険組合 京都府 綾部市 金属製品
387 オムロンヘルスケア株式会社 7130001024920 オムロン健康保険組合 京都府 向日市 電気機器
388 株式会社村田製作所 4130001030475 村田製作所健康保険組合 京都府 長岡京市 電気機器
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389 アイテック阪急阪神株式会社 8120001034119 通信機器産業健康保険組合 大阪府 大阪市 情報・通信業

390 医療法人医誠会 3120005004840 全国健康保険協会大阪支部・京都支部・
愛知支部・奈良支部・岡山支部

大阪府 大阪市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

391 インテリジェントヘルスケア株式会社 3120001199321 全国健康保険協会大阪支部 大阪府 大阪市 サービス業
392 江崎グリコ株式会社 5120001049268 グリコ健康保険組合 大阪府 大阪市 食料品
393 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 4120001054120 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 大阪府 大阪市 情報・通信業
394 株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ西日本 8120001101199 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 大阪府 大阪市 サービス業
395 ＮＴＮ株式会社 3120001048981 ＮＴＮ健康保険組合 大阪府 大阪市 機械
396 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社 2180001016265 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 大阪府 大阪市 情報・通信業

397 大阪瓦斯株式会社 3120001077601
大阪ガスマーケティング株式会社
Daigasエナジー株式会社
Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社

大阪瓦斯健康保険組合 大阪府 大阪市 電気・ガス業

398 大阪信用金庫 8120005002336 大阪府信用金庫健康保険組合 大阪府 大阪市 その他、国内法に基づく法人

399 大阪府住宅供給公社 6120005004169 全国健康保険協会大阪支部 大阪府 大阪市
公法人、特殊法人（地方公共
団体、独立行政法人、公共組
合、公団、公社、事業団 等）

400 小野薬品工業株式会社 7120001077374 小野薬品健康保険組合 大阪府 大阪市 医薬品
401 関西電力株式会社 3120001059632 関西電力送配電株式会社 関西電力健康保険組合 大阪府 大阪市 電気・ガス業
402 近鉄グループホールディングス株式会社 6120001023131 近畿日本鉄道株式会社 近畿日本鉄道健康保険組合 大阪府 大阪市 陸運業
403 グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 7120001228266 グリコ健康保険組合 大阪府 大阪市 食料品
404 コクヨ株式会社 6120001012282 株式会社カウネット コクヨ健康保険組合 大阪府 大阪市 その他製品

405 サントリーホールディングス株式会社 3120001136159

サントリー酒類株式会社
サントリーウエルネス株式会社
サントリービジネスシステム株式会社
サントリーMONOZUKURIエキスパート株式会社
サントりーコミュニケーションズ株式会社
サントリーグローバルイノベーションセンター株式会
社
サントリーＢＷＳ株式会社

サントリー健康保険組合 大阪府 大阪市 食料品

406 株式会社昭和設計 8120001029102 大阪府建築健康保険組合 大阪府 大阪市 サービス業
407 住友生命保険相互会社 5120005007271 住友生命健康保険組合 大阪府 大阪市 保険業
408 住友電気工業株式会社 5120001077450 住友電気工業健康保険組合 大阪府 大阪市 非鉄金属

409 一般財団法人住友病院 8120005015271 三井住友銀行健康保険組合 大阪府 大阪市 社団法人、財団法人、商工会
議所・商工会

410 積水化学工業株式会社 1120001059650

積水メディカル株式会社
北海道セキスイハイム工業株式会社
セキスイハイム東北株式会社
セキスイファミエス東北株式会社
東北セキスイハイム不動産株式会社
セキスイハイム工業株式会社
東京セキスイハイム株式会社
東京セキスイファミエス株式会社
セキスイハイム中部株式会社
セキスイファミエス中部株式会社
セキスイハイム近畿株式会社
セキスイファミエス近畿株式会社
セキスイハイム中四国株式会社
セキスイファミエス中四国株式会社
中四国セキスイハイム不動産株式会社
中四国セキスイハイム工業株式会社
セキスイハイム九州株式会社
セキスイファミエス九州株式会社
九州セキスイハイム不動産株式会社
九州セキスイハイム工業株式会社
千葉積水工業株式会社
西日本積水工業株式会社
積水ホームテクノ株式会社
積水成型工業株式会社
四国積水工業株式会社
九州積水工業株式会社
九州セキスイ商事インフラテック株式会社
積水武蔵化工株式会社
積水マテリアルソリューションズ株式会社

セキスイ健康保険組合 大阪府 大阪市 化学

411 積水ハウス株式会社 8120001059652 セキスイ健康保険組合 大阪府 大阪市 建設業
412 株式会社ダイセル 4120001125937 ダイセル健康保険組合 大阪府 大阪市 化学
413 大日本住友製薬株式会社 3120001077477 DSPビジネスパートナーズ株式会社 大日本住友製薬健康保険組合 大阪府 大阪市 医薬品

414 田辺三菱製薬株式会社 9120001077463

田辺三菱製薬工場株式会社
吉富薬品株式会社
田辺三菱プロビジョン株式会社
田辺パルムサービス株式会社

田辺三菱製薬健康保険組合 大阪府 大阪市 医薬品

415 西日本電信電話株式会社 7120001077523 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 大阪府 大阪市 情報・通信業
416 西日本旅客鉄道株式会社 1120001059675 ジェイアールグループ健康保険組合 大阪府 大阪市 陸運業

417 日清食品ホールディングス株式会社 7120001057574
日清食品株式会社
日清食品チルド株式会社
日清食品冷凍株式会社

全国健康保険協会東京支部 大阪府 大阪市 食料品

418 ニッタ株式会社 4120001039435 全国健康保険協会奈良支部 大阪府 大阪市 ゴム製品
419 日本生命保険相互会社 3120005007273 日本生命健康保険組合 大阪府 大阪市 保険業
420 阪急電鉄株式会社 7120901021811 阪急阪神健康保険組合 大阪府 大阪市 陸運業
421 阪神電気鉄道株式会社 3120001036177 阪急阪神健康保険組合 大阪府 大阪市 陸運業
422 不二製油グループ本社株式会社 8120001088461 不二製油株式会社 伊藤忠連合健康保険組合 大阪府 大阪市 食料品
423 ホロニクスヘルスケア株式会社 1120001052911 全国健康保険協会大阪支部 大阪府 大阪市 サービス業
424 美津濃株式会社 4120001077559 全国健康保険協会大阪支部 大阪府 大阪市 その他製品
425 ロート製薬株式会社 6120001019253 大阪薬業健康保険組合 大阪府 大阪市 医薬品
426 株式会社ＩＨＩインフラシステム 5120101023932 ＩＨＩグループ健康保険組合 大阪府 堺市 金属製品

427 社会医療法人ペガサス 6120105001173 ペガサス健康保険組合 大阪府 堺市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

428 フジ住宅株式会社 1120101037457
フジ・アメニティサービス株式会社
雄健建設株式会社
関西電設工業株式会社

大阪府建築健康保険組合 大阪府 岸和田市 不動産業

429 ＡＮＡ大阪空港株式会社 7120901019442 ＡＮＡグループ健康保険組合 大阪府 豊中市 空運業
430 株式会社フジサニーフーズ 9120901026420 伊藤忠連合健康保険組合 大阪府 豊中市 卸売業
431 ダイハツ工業株式会社 3120901019710 ダイハツ健康保険組合 大阪府 池田市 輸送用機器
432 株式会社ダスキン 3120901007178 ダスキン健康保険組合 大阪府 吹田市 サービス業
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433 株式会社モリタ 4120901008588 大阪薬業健康保険組合 大阪府 吹田市 卸売業

434 医療法人厚生会 1120105005749 全国健康保険協会大阪支部 大阪府 貝塚市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

435 日本医学株式会社 6120101038351 全国健康保険協会大阪支部 大阪府 貝塚市 サービス業
436 日東ビジネスエキスパート株式会社 2120901001611 日東電工健康保険組合 大阪府 茨木市 サービス業
437 ANA関西空港株式会社 2120101044155 ＡＮＡグループ健康保険組合 大阪府 泉佐野市 空運業

438 医療法人はぁとふる 9122005002570 全国健康保険協会大阪支部 大阪府 羽曳野市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

439 東和薬品株式会社 4120001157872 東和薬品健康保険組合 大阪府 門真市 医薬品
440 ハウス食品グループ本社株式会社 2122001005872 ハウス食品株式会社 全国健康保険協会大阪支部 大阪府 東大阪市 食料品
441 株式会社アシックス 8140001005877 東京実業健康保険組合 兵庫県 神戸市 その他製品
442 株式会社神戸ポートピアホテル 6140001012099 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県 神戸市 サービス業
443 株式会社神戸マツダ 5140001014179 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県 神戸市 小売業
444 シスメックス株式会社 9140001009530 近畿電子産業健康保険組合 兵庫県 神戸市 電気機器
445 株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 3140001023842 神戸製鋼所健康保険組合 兵庫県 神戸市 建設業
446 住友ゴム工業株式会社 6140001008691 住友ゴム工業健康保険組合 兵庫県 神戸市 ゴム製品
447 株式会社デンソーテン 7140001014061 デンソー健康保険組合 兵庫県 神戸市 輸送用機器

448 株式会社トーホー 1140001002071

株式会社トーホーフードサービス
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー
株式会社トーホーストア
株式会社トーホービジネスサービス

全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県 神戸市 卸売業

449 大洋興業株式会社 2140001059846 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県 姫路市 建設業
450 古野電気株式会社 5140001070263 古野電気健康保険組合 兵庫県 西宮市 電気機器
451 ハウスウェルネスフーズ株式会社 5140001080460 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県 伊丹市 食料品
452 株式会社ホンダカーズ兵庫 8140001084120 ホンダ健康保険組合 兵庫県 宝塚市 小売業

453 医療法人新生会 2150005000573 全国健康保険協会奈良支部 奈良県 奈良市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

454 奈良トヨタ株式会社 6150001001745 株式会社奈良トヨタＣＤＳテクノ 全国健康保険協会奈良支部 奈良県 奈良市 小売業
455 株式会社山陰合同銀行 6280001000230 山陰合同銀行健康保険組合 島根県 松江市 銀行業
456 株式会社島根富士通 8280001003421 富士通健康保険組合 島根県 出雲市 電気機器

457 一般財団法人淳風会 1260005009043 全国健康保険協会岡山支部 岡山県 岡山市 社団法人、財団法人、商工会
議所・商工会

458 株式会社ベネッセホールディングス 6260001006015 株式会社ベネッセコーポレーション ベネッセグループ健康保険組合 岡山県 岡山市 サービス業

459 一般財団法人倉敷成人病センター 9260005003229 全国健康保険協会岡山支部 岡山県 倉敷市 社団法人、財団法人、商工会
議所・商工会

460 株式会社アンフィニ広島 8240001000562 マツダ健康保険組合 広島県 広島市 小売業
461 株式会社広島銀行 5240001012809 ひろぎんグループ健康保険組合 広島県 広島市 銀行業

462 公益財団法人中国労働衛生協会 1240005012437 全国健康保険協会広島支部 広島県 福山市
公法人、特殊法人（地方公共
団体、独立行政法人、公共組
合、公団、公社、事業団 等）

463 株式会社トクヤマ 1250001009080 トクヤマ健康保険組合 山口県 周南市 化学
464 株式会社阿波銀行 5480001000070 阿波銀行健康保険組合 徳島県 徳島市 銀行業
465 株式会社百十四銀行 6470001000203 百十四銀行健康保険組合 香川県 高松市 銀行業
466 大旺新洋株式会社 6490001003781 全国土木建築国民健康保険組合 高知県 高知市 建設業
467 ニッポン高度紙工業株式会社 2490001001698 全国健康保険協会高知支部 高知県 高知市 パルプ・紙
468 株式会社デンソー九州 9290801012529 デンソー健康保険組合 福岡県 北九州市 輸送用機器
469 ＴＯＴＯ株式会社 1290801002603 ＴＯＴＯ健康保険組合 福岡県 北九州市 ガラス・土石製品
470 ＡＮＡ福岡空港株式会社 7290001017355 ＡＮＡグループ健康保険組合 福岡県 福岡市 空運業
471 キューサイ株式会社 3290001030576 全国健康保険協会福岡支部 福岡県 福岡市 小売業
472 株式会社九州日立システムズ 5290001007168 日立健康保険組合 福岡県 福岡市 情報・通信業
473 株式会社QTnet 7290001006977 九州電力健康保険組合 福岡県 福岡市 情報・通信業
474 九電ビジネスソリューションズ株式会社 2290001007162 九州電力健康保険組合 福岡県 福岡市 情報・通信業

475 株式会社正興電機製作所 6290001014089 正興ITソリューション株式会社
株式会社正興サービス＆エンジニアリング 東京電子機械工業健康保険組合 福岡県 福岡市 電気機器

476 特定医療法人財団博愛会 5290005001670 全国健康保険協会福岡支部 福岡県 福岡市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

477 パナソニック　システムソリューションズ　ジャパン株 3010001129215 パナソニック健康保険組合 福岡県 福岡市 卸売業

478 医療法人原土井病院 7290005001826 全国健康保険協会福岡支部 福岡県 福岡市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

479 医療法人社団久英会 2290005009709 全国健康保険協会福岡支部 福岡県 久留米市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

480 社会福祉法人久英会 5290005009697 全国健康保険協会福岡支部 福岡県 久留米市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

481 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング 4290001037686 トヨタ自動車健康保険組合 福岡県 宗像市 サービス業
482 日産自動車九州株式会社 3290801018201 日産自動車健康保険組合 福岡県 苅田町 輸送用機器
483 日産車体九州株式会社 6290801015880 日産自動車健康保険組合 福岡県 苅田町 輸送用機器
484 株式会社ホンダカーズ中央佐賀 1300001004662 全国健康保険協会佐賀支部 佐賀県 佐賀市 小売業

485 株式会社ジャパネットホールディングス 7310001007246

株式会社ジャパネットたかた
株式会社ジャパネットメディアエージェンシー
株式会社ジャパネットコミュニケーションズ
株式会社ジャパネットロジスティクスサービス
株式会社ジャパネットサービスイノベーション
株式会社ジャパネットウォーター
株式会社リージョナルクリエーション長崎
株式会社V.スポーツパートナーズ長崎
株式会社リージョナルスタッフィング長崎
株式会社V・ファーレン長崎
株式会社長崎ヴェルカ
株式会社ジャパネットコミュニケーションデザイン
株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国健康保険協会東京支部 長崎県 佐世保市 小売業

486 長崎キヤノン株式会社 6310001007437 キヤノン健康保険組合 長崎県 波佐見町 電気機器
487 株式会社えがお 6330001004977 株式会社えがおえがおホールディングス 全国健康保険協会熊本支部 熊本県 熊本市 小売業

488 公益財団法人熊本県総合保健センター 3330005008300 全国健康保険協会熊本支部 熊本県 熊本市 社団法人、財団法人、商工会
議所・商工会

489 ＫＭバイオロジクス株式会社 6330001025098 東京薬業健康保険組合 熊本県 熊本市 医薬品
490 株式会社肥後銀行 2330001001532 肥後銀行健康保険組合 熊本県 熊本市 銀行業
491 株式会社大分銀行 7320001000084 大分銀行健康保険組合 大分県 大分市 銀行業
492 大分県信用組合 7320005000262 全国健康保険協会大分支部 大分県 大分市 その他、国内法に基づく法人
493 大分キヤノンマテリアル株式会社 7320001008219 キヤノン健康保険組合 大分県 杵築市 精密機器
494 大分キヤノン株式会社 3320001008214 キヤノン健康保険組合 大分県 国東市 電気機器

495 医療法人玉昌会 2340005001073 全国健康保険協会鹿児島支部 鹿児島県 鹿児島市 医療法人、社会福祉法人、健
康保険組合等保険者

496 株式会社新日本科学 9340001000031 東京薬業健康保険組合 鹿児島県 鹿児島市 サービス業
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497 ANA沖縄空港株式会社 7360001000171 ＡＮＡグループ健康保険組合 沖縄県 那覇市 空運業

498 沖縄セルラー電話株式会社 5360001000413 沖縄通信ネットワーク株式会社
沖縄セルラーアグリ＆マルシェ株式会社 ＫＤＤＩ健康保険組合 沖縄県 那覇市 情報・通信業

499 日本トランスオーシャン航空株式会社 3360001001727 日本航空健康保険組合 沖縄県 那覇市 空運業
500 沖縄電力株式会社 3360001008565 沖縄電力健康保険組合 沖縄県 浦添市 電気・ガス業


	ホワイト500 (2)

