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1 株式会社ＩＨＩ ＩＨＩグループ健康保険組合 東京都
2 株式会社ＩＨＩインフラシステム ＩＨＩグループ健康保険組合 大阪府
3 株式会社ＩＨＩエスキューブ ＩＨＩグループ健康保険組合 東京都
4 株式会社ＩＨＩ原動機 ＩＨＩグループ健康保険組合 東京都
5 株式会社ＩＨＩプラント ＩＨＩグループ健康保険組合 東京都
6 愛三工業株式会社 愛三工業健康保険組合 愛知県
7 アイシン精機株式会社 アイシン健康保険組合 愛知県
8 社会医療法人愛生会 愛知県医療健康保険組合 愛知県
9 株式会社愛知銀行 愛知銀行健康保険組合 愛知県
10 愛知製鋼株式会社 愛知製鋼健康保険組合 愛知県
11 会津オリンパス株式会社 オリンパス健康保険組合 福島県
12 株式会社ＩＤホールディングス 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
13 株式会社アイネット 神奈川県情報サービス産業健康保険組合 神奈川県
14 アクサ生命保険株式会社 アクサ生命健康保険組合 東京都

15 曙ブレーキ工業株式会社

株式会社曙アドバンスドエンジニアリング
株式会社曙ブレーキ中央技術研究所
曙ブレーキ岩槻製造株式会社
曙ブレーキ福島製造株式会社
曙ブレーキ山形製造株式会社
株式会社アロックス
あけぼの123株式会社
株式会社アケボノキッズケア

曙ブレーキ工業健康保険組合 東京都

16 曙ブレーキ山陽製造株式会社 全国健康保険協会岡山支部 岡山県

17 アサヒグループホールディングス株式会社

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

18 朝日生命保険相互会社 朝日生命健康保険組合 東京都
19 株式会社アシックス 東京実業健康保険組合 兵庫県
20 味の素株式会社 味の素健康保険組合 東京都
21 味の素冷凍食品株式会社 味の素健康保険組合 東京都
22 あすか製薬株式会社 東京薬業健康保険組合 東京都
23 アズビル株式会社 ａｚｂｉｌグループ健康保険組合 東京都
24 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 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
25 株式会社穴吹工務店 全国土木建築国民健康保険組合 香川県
26 アビームコンサルティング株式会社 アビーム健康保険組合 東京都
27 アフラック生命保険株式会社 アフラック健康保険組合 東京都
28 アマノ株式会社 神奈川県鉄工業健康保険組合 神奈川県
29 天野エンザイム株式会社 名古屋薬業健康保険組合 愛知県
30 株式会社あまの創健 名古屋薬業健康保険組合 愛知県
31 株式会社アルバック アルバック健康保険組合 神奈川県
32 アルプス薬品工業株式会社 全国健康保険協会岐阜支部 岐阜県
33 アンデン株式会社 デンソー健康保険組合 愛知県
34 株式会社アンフィニ広島 マツダ健康保険組合 広島県
35 アンリツ株式会社 アンリツ健康保険組合 神奈川県
36 株式会社イーウェル 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都
37 イオンフィナンシャルサービス株式会社 イオンクレジットサービス株式会社 イオン健康保険組合 東京都
38 株式会社池田泉州ホールディングス 株式会社池田泉州銀行 池田泉州銀行健康保険組合 大阪府
39 医療法人医誠会 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
40 イッツ・コミュニケーションズ株式会社 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都
41 伊藤忠エネクス株式会社 伊藤忠連合健康保険組合 東京都
42 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 伊藤忠連合健康保険組合 東京都
43 伊藤忠商事株式会社 伊藤忠健康保険組合 東京都
44 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 ＣＴＣグループ健康保険組合 東京都
45 株式会社イトーキ イトーキ健康保険組合 東京都
46 イビデン株式会社 イビデン健康保険組合 岐阜県
47 株式会社インテック ＴＩＳインテックグループ健康保険組合 富山県
48 ＡＧＣ株式会社 ＡＧＣ健康保険組合 東京都
49 株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス 日立健康保険組合 東京都

50 AIGジャパン・ホールディングス株式会社

AIGビジネス・パートナーズ株式会社
AIG損害保険株式会社
アメリカンホーム医療･損害保険株式会社
AIGパートナーズ株式会社
テックマークジャパン株式会社
AIGハーモニー株式会社

ＡＩＧ健康保険組合 東京都

51 ＡＮＡエアポートサービス株式会社 ＡＮＡグループ健康保険組合 東京都
52 ＡＮＡ大阪空港株式会社 ＡＮＡグループ健康保険組合 大阪府
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53 ＡＮＡホールディングス株式会社 全日本空輸株式会社 全日空運輸健康保険組合 東京都
54 株式会社エス・エム・エス 東京広告業健康保険組合 東京都
55 ＳＭＮ株式会社 ソネット・メディア・トレーディング株式会社 ソニー健康保険組合 東京都
56 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 ＳＭＢＣ日興証券グループ健康保険組合 東京都
57 ＳＣＳＫ株式会社 ＳＣＳＫ健康保険組合 東京都
58 SBアットワーク株式会社 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
59 株式会社エスプール 全国健康保険協会東京支部 東京都
60 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
61 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
62 株式会社NTTデータ・ビジネス・システムズ エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都

63 エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式
会社

エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都

64 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
65 株式会社ＮＴＴビジネスアソシエ東日本 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都

66 エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング株式会
社

エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都

67 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
68 株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
69 株式会社ＮＴＴデータＭＳＥ エヌ・ティ・ティ健康保険組合 神奈川県
70 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 大阪府
71 株式会社ＮＴＴドコモ ドコモ・ヘルスケア株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
72 株式会社ＮＴＴファシリティーズ エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
73 株式会社ＦＴＳ トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県
74 ＭＳ＆ＡＤシステムズ株式会社 三井住友海上健康保険組合 東京都

75 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディン
グス株式会社 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 三井住友海上健康保険組合 東京都

76 エムケー精工株式会社 長野県機械金属健康保険組合 長野県
77 株式会社エムティーアイ 通信機器産業健康保険組合 東京都
78 株式会社大分銀行 大分銀行健康保険組合 大分県
79 大分県信用組合 全国健康保険協会大分支部 大分県
80 大阪瓦斯株式会社 大阪瓦斯健康保険組合 大阪府
81 大阪シティ信用金庫 大阪府信用金庫健康保険組合 大阪府
82 大塚製薬株式会社 大塚製薬健康保険組合 東京都
83 株式会社大塚製薬工場 大塚製薬健康保険組合 徳島県
84 大塚ホールディングス株式会社 大塚製薬株式会社 大塚製薬健康保険組合 東京都
85 株式会社オーテックジャパン 日産自動車健康保険組合 神奈川県
86 株式会社大戸屋ホールディングス 株式会社大戸屋 全国外食産業ジェフ健康保険組合 東京都
87 株式会社オカムラ オカムラグループ健康保険組合 神奈川県

88 沖縄セルラー電話株式会社
沖縄通信ネットワーク株式会社
ＵＱモバイル沖縄株式会社
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

89 沖縄電力株式会社 沖縄電力健康保険組合 沖縄県
90 小田急電鉄株式会社 小田急グループ健康保険組合 東京都
91 小野薬品工業株式会社 小野薬品健康保険組合 大阪府
92 オムロン株式会社 オムロン健康保険組合 京都府
93 オムロンヘルスケア株式会社 オムロン健康保険組合 京都府
94 オリンパス株式会社 オリンパス健康保険組合 東京都
95 花王株式会社 花王健康保険組合 東京都

96 カゴメ株式会社 カゴメアクシス株式会社
カゴメ物流サービス株式会社

カゴメ健康保険組合 愛知県

97 株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング 全国健康保険協会大阪支部 大阪府

98 神奈川ダイハツ販売株式会社 神奈川県自動車販売健康保険組合 神奈川県
99 社会福祉法人神奈川やすらぎ会 全国健康保険協会神奈川支部 神奈川県
100 関西電力株式会社 関西電力健康保険組合 大阪府
101 株式会社キャタラー アイシン健康保険組合 静岡県
102 キヤノン株式会社 キヤノン健康保険組合 東京都
103 キヤノンＩＴソリューションズ株式会社 キヤノン健康保険組合 東京都
104 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 キヤノン健康保険組合 東京都
105 九州電力株式会社 九州電力健康保険組合 福岡県
106 株式会社QTnet 九州電力健康保険組合 福岡県
107 キユーピー株式会社 キユーピー・アヲハタ健康保険組合 東京都
108 社会医療法人共愛会 共愛会健康保険組合 福岡県
109 京三電機株式会社 デンソー健康保険組合 茨城県
110 株式会社京都環境保全公社 全国健康保険協会京都支部 京都府
111 一般財団法人京都工場保健会 全国健康保険協会京都支部 京都府
112 協和キリン株式会社 協和キリン健康保険組合 東京都
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113 医療法人玉昌会 全国健康保険協会鹿児島支部 鹿児島県

114 キリンホールディングス株式会社

キリン株式会社
キリンビール株式会社
キリンビバレッジ株式会社
キリンビバレッジバリューベンダー株式会社
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

115 キンコーズ・ジャパン株式会社 コニカミノルタ健康保険組合 東京都
116 近鉄グループホールディングス株式会社 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
117 株式会社QUICK 日本経済新聞社健康保険組合 東京都
118 株式会社熊谷組 全国土木建築国民健康保険組合 東京都
119 株式会社熊平製作所 全国健康保険協会広島支部 広島県

120 グラクソ・スミスクライン株式会社 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
ヴィーブヘルスケア株式会社

グラクソ・スミスクライン健康保険組合 東京都

121 一般財団法人倉敷成人病センター 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
122 株式会社群馬銀行 群馬銀行健康保険組合 群馬県
123 株式会社ＫＳＫ 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
124 株式会社ＫＳＫテクノサポート 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
125 医療法人社団恵心会 全国健康保険協会京都支部 京都府
126 ＫＤＤＩ株式会社 ＫＤＤＩ健康保険組合 東京都
127 株式会社ＫＤＤＩ総合研究所 ＫＤＤＩ健康保険組合 埼玉県
128 株式会社ケーヒン ホンダ健康保険組合 東京都
129 医療法人厚生会 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
130 株式会社高知銀行 高知銀行健康保険組合 高知県
131 株式会社高知電子計算センター 全国健康保険協会高知支部 高知県
132 株式会社神戸製鋼所 神戸製鋼所健康保険組合 兵庫県
133 株式会社神戸マツダ 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
134 コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社 コカ･コーラボトラーズジャパン健康保険組合 東京都
135 国際石油開発帝石株式会社 帝石健康保険組合 東京都
136 コクヨ株式会社 株式会社カウネット コクヨ健康保険組合 大阪府
137 株式会社コスモネット ＣＮＣグループ健康保険組合 京都府

138 コナミホールディングス株式会社

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
株式会社コナミスポーツライフ

関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都

139 コニカミノルタ株式会社 コニカミノルタ健康保険組合 東京都
140 コニカミノルタウイズユー株式会社 コニカミノルタ健康保険組合 東京都
141 コニカミノルタジャパン株式会社 コニカミノルタ健康保険組合 東京都
142 コニカミノルタ情報システム株式会社 コニカミノルタ健康保険組合 東京都
143 コニカミノルタビジネスアソシエイツ株式会社 コニカミノルタ健康保険組合 東京都
144 コニカミノルタメカトロニクス株式会社 コニカミノルタ健康保険組合 愛知県
145 株式会社サイバー・コミュニケーションズ 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
146 佐川アドバンス株式会社 ＳＧホールディングスグループ健康保険組合 東京都
147 佐久間特殊鋼株式会社 愛鉄連健康保険組合 愛知県
148 サッポロホールディングス株式会社 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
149 株式会社サッポロライオン サッポロビール健康保険組合 東京都

150 サトーホールディングス株式会社

株式会社サトー
サトーヘルスケア株式会社
デザインプロモーション株式会社
サトーソリューションアーキテクト株式会社
サトーインプレス株式会社
サトーマテリアル株式会社
サトーインターナショナル株式会社
サトープライマリーラベルインターナショナル株式会社

埼玉機械工業健康保険組合 東京都

151 株式会社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

152 株式会社山陰合同銀行 山陰合同銀行健康保険組合 島根県
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153 サンケン電気株式会社

サンケン電気企業年金基金
サンケングループ企業年金基金
サンケン電気健康保険組合
サンケン電気労働組合
サンケンビジネスサービス株式会社
サンケン電設株式会社
サンケンロジスティクス株式会社
山形サンケン株式会社

サンケン電気健康保険組合 埼玉県

154 サン電子工業株式会社 サンヨー連合健康保険組合 大阪府

155 サントリー食品インターナショナル株式会社 サントリーフーズ株式会社
サントリービバレッジソリューション株式会社

サントリー健康保険組合 東京都

156 サントリーホールディングス株式会社

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
サントリ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

157 株式会社ジェイエア 日本航空健康保険組合 大阪府

158 ＪＸＴＧホールディングス株式会社
ＪＸＴＧエネルギー株式会社
ＪＸ石油開発株式会社
ＪＸ金属株式会社

ＪＸＴＧグループ健康保険組合 東京都

159 ＪＦＥ商事株式会社 ＪＦＥ健康保険組合 東京都

160 株式会社JTB

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プランニングネットワーク
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

ジェイティービー健康保険組合 東京都

161 株式会社JTBベネフィット ジェイティービー健康保険組合 東京都
162 株式会社ジェイテクト ジェイテクト健康保険組合 愛知県
163 株式会社ＪＶＣケンウッド ＪＶＣケンウッド健康保険組合 神奈川県

164 塩野義製薬株式会社

シオノギ総合サービス株式会社
シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社
シオノギヘルスケア株式会社
シオノギキャリア開発センター株式会社
シオノギデジタルサイエンス株式会社
シオノギビジネスパートナー株式会社
シオノギファーマコビジランスセンター株式会社
シオノギマーケティングソリューションズ株式会社
シオノギファーマ株式会社
シオノギスマイルハート株式会社

塩野義健康保険組合 大阪府

165 株式会社四国銀行 四国銀行健康保険組合 高知県
166 シスメックス株式会社 近畿電子産業健康保険組合 兵庫県
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167 株式会社資生堂

株式会社ジャパンリテールイノベーション
KODOMOLOGY株式会社
株式会社ピエール ファーブル ジャポン
資生堂アステック株式会社
株式会社イプサ
株式会社エテュセ
株式会社エトバス
株式会社エフティ資生堂
株式会社ザ・ギンザ
株式会社資生堂パーラー
資生堂プロフェッショナル株式会社
ベアエッセンシャル株式会社
花椿ファクトリー株式会社
資生堂AG株式会社
資生堂ジャパン株式会社
学校法人資生堂学園
資生堂企業年金基金
資生堂健康保険組合
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団
資生堂美容室株式会社
資生堂薬品株式会社
資生堂労働組合

資生堂健康保険組合 東京都

168 株式会社七十七銀行 七十七銀行健康保険組合 宮城県
169 株式会社島忠 関東百貨店健康保険組合 埼玉県
170 株式会社島津製作所 島津製作所健康保険組合 京都府

171 シミックホールディングス株式会社

シミック株式会社
シミック･シフトゼロ株式会社
シミックファーマサイエンス株式会社
シミックキャリア株式会社
シミックCMO株式会社
シミックCMO西根株式会社
シミック･アッシュフィールド株式会社
シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社
株式会社オーファンパシフィック

シミックグループ健康保険組合 東京都

172 株式会社ジャックス ジャックス健康保険組合 東京都
173 ジヤトコ株式会社 日産自動車健康保険組合 静岡県
174 ジヤトコエンジニアリング株式会社 日産自動車健康保険組合 静岡県

175 株式会社ジャパネットホールディングス

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クリエーション
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Ｖ・ファーレン長崎
株式会社リージョナルクリエーション長崎

全国健康保険協会東京支部 長崎県

176 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 ＪＦＥ健康保険組合 神奈川県
177 株式会社ＪＡＬエンジニアリング 日本航空健康保険組合 東京都
178 株式会社ＪＡＬサンライト 日本航空健康保険組合 東京都
179 株式会社ＪＡＬスカイ 日本航空健康保険組合 東京都
180 株式会社ジャルセールス 日本航空健康保険組合 東京都
181 株式会社ＪＡＬＵＸ 日本航空健康保険組合 東京都
182 株式会社JALナビア 日本航空健康保険組合 東京都
183 株式会社ジャルパック 日本航空健康保険組合 東京都

184 株式会社ジュピターテレコム

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

住商連合健康保険組合 東京都

185 一般財団法人淳風会 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
186 株式会社商船三井 商船三井健康保険組合 東京都

187 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 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

188 株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 神戸製鋼所健康保険組合 兵庫県
189 信州ハム株式会社 全国健康保険協会長野支部 長野県
190 医療法人新生会 全国健康保険協会奈良支部 奈良県
191 新東工業株式会社 新東工業健康保険組合 愛知県
192 株式会社新日本科学 SNBL Nature株式会社 東京薬業健康保険組合 鹿児島県
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193 新日本無線株式会社 日本無線健康保険組合 東京都
194 シンポー情報システム株式会社 ＫＴグループ健康保険組合 神奈川県
195 株式会社スズキ自販茨城 スズキ健康保険組合 茨城県
196 鈴与商事株式会社 鈴与健康保険組合 静岡県
197 住友化学株式会社 住友化学健康保険組合 東京都
198 住友ゴム工業株式会社 住友ゴム工業健康保険組合 兵庫県
199 住友商事株式会社 住友商事健康保険組合 東京都
200 住友生命保険相互会社 住友生命健康保険組合 大阪府
201 住友電気工業株式会社 住友電気工業健康保険組合 大阪府
202 住友電工焼結合金株式会社 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
203 一般財団法人住友病院 三井住友銀行健康保険組合 大阪府
204 住友理工株式会社 住友理工健康保険組合 愛知県
205 スリーエムジャパン株式会社 スリーエム ジャパン プロダクツ株式会社 スリーエムジャパン健康保険組合 東京都
206 セイコーエプソン株式会社 エプソン健康保険組合 長野県

207 積水化学工業株式会社

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工業株式会社
九州セキスイハイム不動産株式会社
西日本積水工業株式会社
積水ヒノマル株式会社
積水メディカル株式会社
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工業株式会社
中四国セキスイハイム不動産株式会社
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
九州積水工業株式会社
北海道セキスイハイム工業株式会社
セキスイハイム近畿株式会社
セキスイファミエス近畿株式会社
四国積水工業株式会社
積水武蔵化工株式会社
積水成型工業株式会社

セキスイ健康保険組合 大阪府

208 積水ハウス株式会社 セキスイ健康保険組合 大阪府
209 セコム医療システム株式会社 セコム健康保険組合 東京都
210 Zホールディングス株式会社 ヤフー株式会社 ＹＧ健康保険組合 東京都
211 株式会社セディナ セディナ健康保険組合 東京都

212 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

株式会社セブン-イレブン・ジャパン
株式会社そごう・西武
株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ
株式会社ヨークベニマル
株式会社ヨークマート

セブン＆アイ・ホールディングス健康保険組合 東京都

213 センコーグループホールディングス株式会社 センコー株式会社 センコー健康保険組合 東京都
214 千寿製薬株式会社 大阪薬業健康保険組合 大阪府
215 セントラルスポーツ株式会社 セントラルスポーツ健康保険組合 東京都
216 一般財団法人全日本労働福祉協会 全国健康保険協会東京支部 東京都
217 総合メディカルホールディングス株式会社 総合メディカル株式会社 東京薬業健康保険組合 福岡県
218 双日株式会社 双日健康保険組合 東京都
219 株式会社ＳＯＫＥＮ デンソー健康保険組合 愛知県
220 ソフトバンク株式会社 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
221 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都
222 ＳＯＭＰＯコミュニケーションズ株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都

223 損保ジャパン日本興亜キャリアビューロー株式会
社

安田日本興亜健康保険組合 東京都

224 損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都
225 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
226 ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都

227 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 損保ジャパン日本興亜株式会社
ＳＯＭＰＯひまわり生命株式会社

安田日本興亜健康保険組合 東京都
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228 第一工業製薬株式会社

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

229 第一三共株式会社 第一三共グループ健康保険組合 東京都

230 第一生命ホールディングス株式会社

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
株式会社QOLead
株式会社第一生命経済研究所
第一生命情報システム株式会社

第一生命健康保険組合 東京都

231 大旺新洋株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 高知県
232 大王製紙株式会社 大王製紙健康保険組合 東京都
233 株式会社第四銀行 第四銀行健康保険組合 新潟県
234 大樹生命保険株式会社 三井健康保険組合 東京都
235 社会医療法人大真会 オークマ健康保険組合 愛知県
236 株式会社ダイセル ダイセル健康保険組合 大阪府
237 大同生命保険株式会社 大同生命健康保険組合 東京都
238 大同特殊鋼株式会社 大同特殊鋼健康保険組合 愛知県
239 大日本住友製薬株式会社 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
240 株式会社ダイフク ダイフク健康保険組合 大阪府
241 大豊工業株式会社 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県
242 太陽生命保険株式会社 太陽生命健康保険組合 東京都

243 株式会社大和証券グループ本社

大和証券株式会社
大和証券投資信託委託株式会社
株式会社大和総研ホールディングス
株式会社大和総研
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション
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
大和プロパティ株式会社
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
大和オフィスサービス株式会社
株式会社大和インベストメント・マネジメント
株式会社大和ネクスト銀行
大和企業投資株式会社

大和証券グループ健康保険組合 東京都

244 株式会社タウ 自動車振興会健康保険組合 埼玉県
245 株式会社滝澤鉄工所 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
246 株式会社竹内製作所 長野県機械金属健康保険組合 長野県

247 田辺三菱製薬株式会社

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
田辺製薬吉城工場株式会社

田辺三菱製薬健康保険組合 大阪府

248 株式会社千葉マツダ 千葉県自動車販売整備健康保険組合 千葉県
249 株式会社中国銀行 中国銀行健康保険組合 岡山県
250 株式会社中部プラントサービス 中部電力健康保険組合 愛知県
251 都築電気株式会社 電設工業健康保険組合 東京都
252 ＴＩＳ株式会社 ＴＩＳインテックグループ健康保険組合 東京都

253 株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社DeNAライフサイエンス
DeSCヘルスケア株式会社
株式会社モバオク
株式会社PFDeNA

関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都

254 ＤＩＣ株式会社 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣ健康保険組合 東京都
255 株式会社ティーガイア 住商連合健康保険組合 東京都
256 ティーペック株式会社 外国運輸金融健康保険組合 東京都

257 帝人株式会社
帝人ファーマ株式会社
帝人フロンティア株式会社
インフォコム株式会社

帝人グループ健康保険組合 東京都

258 株式会社ディスコ ディスコ健康保険組合 東京都
259 テクノエイト株式会社 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県
260 株式会社デサント デサント健康保険組合 大阪府
261 株式会社テプコシステムズ 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
262 テルモ株式会社 テルモ健康保険組合 東京都
263 社会福祉法人天神会 全国健康保険協会岡山支部 岡山県

264 株式会社デンソー 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
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265 株式会社デンソーITソリューションズ デンソー健康保険組合 愛知県
266 株式会社デンソー岩手 デンソー健康保険組合 岩手県
267 株式会社デンソーエアクール デンソー健康保険組合 長野県
268 株式会社デンソーFA山形 デンソー健康保険組合 山形県
269 株式会社デンソー九州 デンソー健康保険組合 福岡県
270 株式会社デンソーソリューション デンソー健康保険組合 東京都
271 株式会社デンソーテン デンソー健康保険組合 兵庫県
272 株式会社デンソーファシリティーズ デンソー健康保険組合 愛知県
273 株式会社デンソー北海道 デンソー健康保険組合 北海道
274 東亞合成株式会社 東亞合成健康保険組合 東京都
275 株式会社東海理化電機製作所 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県
276 東海旅客鉄道株式会社 ジェイアールグループ健康保険組合 愛知県
277 東急株式会社 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
278 株式会社東急コミュニティー 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都
279 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
280 東急不動産ホールディングス株式会社 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

281 東京エレクトロン株式会社

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
東京エレクトロン宮城株式会社
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

東京エレクトロン健康保険組合 東京都

282 東京オート株式会社 全国健康保険協会栃木支部 栃木県
283 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 東京海上日動健康保険組合 東京都
284 東京海上日動システムズ株式会社 東京海上日動健康保険組合 東京都
285 東京海上日動メディカルサービス株式会社 東京海上日動健康保険組合 東京都
286 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 東京海上日動健康保険組合 東京都
287 東京海上ホールディングス株式会社 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
288 東京瓦斯株式会社 東京瓦斯健康保険組合 東京都
289 東京地下鉄株式会社 東京地下鉄健康保険組合 東京都
290 東京不動産管理株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都
291 東京薬業健康保険組合 東京薬業健康保険組合 東京都
292 東芝ライテック株式会社 東芝健康保険組合 神奈川県
293 社会医療法人財団董仙会 全国健康保険協会石川支部 石川県
294 東邦瓦斯株式会社 東邦ガス健康保険組合 愛知県
295 株式会社東邦銀行 東邦銀行健康保険組合 福島県
296 株式会社東北銀行 東北銀行健康保険組合 岩手県
297 東北電力株式会社 東北電力健康保険組合 宮城県

298 東洋インキＳＣホールディングス株式会社

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
東洋アドレ株式会社
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

299 東洋製罐グループホールディングス株式会社 東洋製罐株式会社 東洋製罐健康保険組合 東京都
300 東洋テック株式会社 大阪府貨物運送健康保険組合 大阪府

301 株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス

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

302 トーテックアメニティ株式会社 愛知県情報サービス産業健康保険組合 愛知県
303 ＴＯＴＯ株式会社 ＴＯＴＯ健康保険組合 福岡県
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304 株式会社トーホー

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

305 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ株式会社 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ健康保険組合 兵庫県
306 ドコモ・システムズ株式会社 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
307 株式会社ドコモＣＳ エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
308 株式会社ドコモＣＳ北陸 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 石川県
309 ドコモ・テクノロジ株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
310 図書印刷株式会社 トッパングループ健康保険組合 東京都
311 戸田建設株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 東京都
312 栃木トヨタ自動車株式会社 全国健康保険協会栃木支部 栃木県
313 トッパン・フォームズ株式会社 トッパングループ健康保険組合 東京都
314 凸版印刷株式会社 トッパングループ健康保険組合 東京都
315 トヨタエルアンドエフ神奈川株式会社 ＫＴグループ健康保険組合 神奈川県
316 トヨタカローラ鹿児島株式会社 全国健康保険協会鹿児島支部 鹿児島県
317 トヨタカローラ奈良株式会社 全国健康保険協会奈良支部 奈良県
318 株式会社トヨタシステムズ トヨタ販売連合健康保険組合 愛知県
319 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車健康保険組合 愛知県
320 トヨタ自動車北海道株式会社 トヨタ自動車健康保険組合 北海道
321 株式会社豊田自動織機 豊田自動織機健康保険組合 愛知県
322 トヨタ車体株式会社 トヨタ車体健康保険組合 愛知県
323 トヨタ生活協同組合 トヨタ自動車健康保険組合 愛知県
324 トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 トヨタ自動車健康保険組合 愛知県
325 豊田鉄工株式会社 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県
326 トヨタファイナンス株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 愛知県
327 トヨタ部品愛知共販株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 愛知県
328 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング トヨタ自動車健康保険組合 福岡県
329 株式会社豊通シスコム 豊田通商健康保険組合 愛知県
330 ナーシングヘルスケア株式会社 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
331 長野信用金庫 甲信越しんきん健康保険組合 長野県
332 奈良トヨタ自動車株式会社 株式会社奈良トヨタサービスセンター 全国健康保険協会奈良支部 奈良県
333 南国殖産株式会社 全国健康保険協会鹿児島支部 鹿児島県
334 株式会社南都銀行 南都銀行健康保険組合 奈良県
335 西松建設株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 東京都

336 株式会社ニチレイ

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ＮＫトランス
株式会社ロジスティクス・ネットワーク
株式会社ニューハウジング
株式会社ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング
株式会社ニチレイアウラ
株式会社ニチレイビジネスパートナーズ

ニチレイ健康保険組合 東京都

337 日和サービス株式会社 日立健康保険組合 茨城県
338 日産化学株式会社 日産化学健康保険組合 東京都
339 日産自動車株式会社 日産自動車健康保険組合 神奈川県
340 日産自動車九州株式会社 日産自動車健康保険組合 福岡県
341 日産自動車健康保険組合 日産自動車健康保険組合 神奈川県
342 日産自動車販売株式会社 自動車振興会健康保険組合 東京都
343 日産車体株式会社 日産自動車健康保険組合 神奈川県
344 日産車体九州株式会社 日産自動車健康保険組合 福岡県

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

全国健康保険協会東京支部 大阪府

346 株式会社日水コン 全国設計事務所健康保険組合 東京都
347 ニッタ株式会社 全国健康保険協会奈良支部 大阪府
348 日通システム株式会社 全国健康保険協会愛知支部 東京都
349 日鉄興和不動産株式会社 みずほ健康保険組合 東京都
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350 日本碍子株式会社 日本ガイシ健康保険組合 愛知県
351 日本水産株式会社 日本水産健康保険組合 東京都
352 日本精工株式会社 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
353 日本特殊陶業株式会社 日本特殊陶業健康保険組合 愛知県
354 日本発條株式会社 日本発条健康保険組合 神奈川県
355 ニッポン高度紙工業株式会社 全国健康保険協会高知支部 高知県
356 日本医学株式会社 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
357 一般財団法人日本健康増進財団 全国健康保険協会東京支部 東京都
358 日本工営株式会社 日本工営健康保険組合 東京都
359 日本航空株式会社 日本航空健康保険組合 東京都
360 日本国土開発株式会社 日本国土開発健康保険組合 東京都
361 日本生命保険相互会社 日本生命健康保険組合 大阪府
362 日本曹達株式会社 日曹健康保険組合 東京都
363 日本たばこ産業株式会社 ジェイティ健康保険組合 東京都
364 日本トランスオーシャン航空株式会社 日本航空健康保険組合 沖縄県
365 株式会社ニュー・オータニ ニューオータニ健康保険組合 東京都
366 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 全国設計事務所健康保険組合 東京都
367 ネッツトヨタ埼玉株式会社 勝又健康保険組合 埼玉県
368 ネッツトヨタ仙台株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 宮城県
369 株式会社ノーリツ ノーリツ健康保険組合 兵庫県
370 野村アセットマネジメント株式会社 野村證券健康保険組合 東京都
371 株式会社野村総合研究所 野村證券健康保険組合 東京都
372 野村不動産アーバンネット株式会社 野村證券健康保険組合 東京都

373 野村不動産ホールディングス株式会社 野村不動産株式会社
野村不動産投資顧問株式会社

野村證券健康保険組合 東京都

374 野村ホールディングス株式会社 野村證券株式会社 野村證券健康保険組合 東京都
375 医療法人はぁとふる 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
376 ハウスウェルネスフーズ株式会社 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
377 特定医療法人財団博愛会 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
378 医療法人博俊会 全国健康保険協会福井支部 福井県
379 伯東株式会社 東京機器健康保険組合 東京都

380 株式会社長谷工コーポレーション

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

381 株式会社パソナグループ 株式会社パソナ 全国健康保険協会東京支部 東京都
382 パナソニック カーエレクトロニクス株式会社 パナソニック健康保険組合 東京都
383 パナソニック サイクルテック株式会社 パナソニック健康保険組合 大阪府
384 浜松ホトニクス株式会社 ホトニクス・グループ健康保険組合 静岡県
385 医療法人原土井病院 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
386 阪神電気鉄道株式会社 阪急阪神健康保険組合 大阪府
387 ＰＨＣ株式会社 ＰＨＣ健康保険組合 東京都
388 株式会社ピーエスシー 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
389 東日本電信電話株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
390 株式会社肥後銀行 肥後銀行健康保険組合 熊本県
391 株式会社日立建機ティエラ 日立健康保険組合 滋賀県
392 株式会社日立国際電気 日立健康保険組合 東京都
393 株式会社日立産業制御ソリューションズ 日立健康保険組合 茨城県
394 株式会社日立システムズ 日立健康保険組合 東京都
395 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー 日立健康保険組合 東京都
396 株式会社日立保険サービス 日立健康保険組合 東京都
397 株式会社ビックカメラ ビックカメラ健康保険組合 東京都
398 株式会社百五銀行 百五銀行健康保険組合 三重県
399 株式会社百十四銀行 百十四銀行健康保険組合 香川県
400 株式会社ヒューマネージ 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
401 兵庫ダイハツ販売株式会社 兵庫自動車販売店健康保険組合 兵庫県
402 兵庫トヨタ自動車株式会社 兵庫トヨタ自動車健康保険組合 兵庫県
403 株式会社広島銀行 広島銀行健康保険組合 広島県
404 株式会社ファミリーマート 伊藤忠連合健康保険組合 東京都
405 株式会社ファンケル 神奈川県食品製造健康保険組合 神奈川県
406 株式会社フィリップス・ジャパン フィリップス・ジャパン健康保険組合 東京都
407 株式会社FiNC Technologies 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
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408 株式会社Phone Appli 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
409 福岡トヨペット株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 福岡県
410 福島スバル自動車株式会社 全国健康保険協会福島支部 福島県
411 富国生命保険相互会社 富国生命健康保険組合 東京都
412 株式会社フジサニーフーズ 伊藤忠連合健康保険組合 大阪府
413 フジ住宅株式会社 フジ・アメニティサービス株式会社 大阪府建築健康保険組合 大阪府
414 不二製油グループ本社株式会社 不二製油株式会社 伊藤忠連合健康保険組合 大阪府
415 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社 富士フイルムグループ健康保険組合 神奈川県
416 富士通株式会社 富士通健康保険組合 東京都
417 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ 富士通健康保険組合 神奈川県
418 富士テレコム株式会社 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都

419 富士フイルムホールディングス株式会社 富士フイルム株式会社
富士ゼロックス株式会社

富士フイルムグループ健康保険組合 東京都

420 一般財団法人芙蓉協会 聖隷健康保険組合 静岡県
421 株式会社プライムアシスタンス 安田日本興亜健康保険組合 東京都
422 ブラザー工業株式会社 ブラザー健康保険組合 愛知県
423 ブリヂストンスポーツ株式会社 ブリヂストン健康保険組合 東京都

424 古河電気工業株式会社 古河ファイナンスアンドビジネスサポート株式会社
古河電工健康保険組合

古河電工健康保険組合 東京都

425 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保
険株式会社

ジブラルタ健康保険組合 東京都

426 古野電気株式会社 古野電気健康保険組合 兵庫県
427 株式会社ベイカレント・コンサルティング 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
428 株式会社ベネフィット・ワン 全国健康保険協会東京支部 東京都

429 株式会社ベンチャーバンクホールディングス 株式会社ベンチャーバンク
株式会社FEEL CONNECTION

ベンチャーバンク健康保険組合 東京都

430 株式会社法研 出版健康保険組合 東京都
431 株式会社北越銀行 北越銀行健康保険組合 新潟県
432 株式会社北陸銀行 北陸銀行健康保険組合 富山県
433 株式会社北海道銀行 北海道銀行健康保険組合 北海道
434 北海道電力株式会社 北海道電力健康保険組合 北海道
435 公益財団法人北海道労働保健管理協会 全国健康保険協会北海道支部 北海道
436 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 サッポロビール健康保険組合 東京都

437 ポラス株式会社

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
株式会社ポラス暮し科学研究所
ポラスグランテック株式会社
グローバルホーム株式会社
株式会社ポラスのリフォーム
ジバテック株式会社
株式会社ポラスアルファ
ポラスオーナーズ株式会社
株式会社オガワ総業エコロジー
ポラスハウジング協同組合
ポラスハウジング千葉株式会社
職業訓練法人ポラス建築技術振興会
ポラスシェアード株式会社
ポラテック富士株式会社
ポラテック東北株式会社
ポラテック西日本株式会社

東京不動産業健康保険組合 埼玉県

438 株式会社堀場製作所

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

439 ホロニクスヘルスケア株式会社 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
440 株式会社ホンダカーズ中央佐賀 全国健康保険協会佐賀支部 佐賀県
441 株式会社ホンダカーズ兵庫 ホンダ健康保険組合 兵庫県
442 株式会社ホンダカーズ福島 ホンダ健康保険組合 福島県
443 株式会社ホンダ四輪販売丸順 岐阜県自動車販売健康保険組合 岐阜県
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444 株式会社丸井グループ

株式会社丸井
株式会社エポスカード
株式会社エイムクリエイツ
株式会社ムービング
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
株式会社マルイホームサービス
株式会社エムアールアイ債権回収

丸井健康保険組合 東京都

445 マルハニチロ株式会社 マルハニチロ健康保険組合 東京都
446 丸紅株式会社 丸紅健康保険組合 東京都
447 株式会社丸山自動車 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
448 ミサワホーム株式会社 ミサワホーム健康保険組合 東京都
449 美津濃株式会社 全国健康保険協会大阪支部 大阪府

450 株式会社みずほフィナンシャルグループ

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
みずほ情報総研株式会社

みずほ健康保険組合 東京都

451 三井化学株式会社 三井化学健康保険組合 東京都
452 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 三井住友海上健康保険組合 東京都
453 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 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
454 三井ダイレクト損害保険株式会社 三井住友海上健康保険組合 東京都
455 三井物産株式会社 三井物産健康保険組合 東京都
456 三井不動産株式会社 三井健康保険組合 東京都

457 株式会社ミツウロコグループホールディングス

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エナジーフォース
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

458 三菱商事株式会社 三菱商事健康保険組合 東京都
459 三菱電機株式会社 三菱電機健康保険組合 東京都
460 水戸ヤクルト販売株式会社 ヤクルト健康保険組合 茨城県
461 株式会社宮崎銀行 宮崎銀行健康保険組合 宮崎県
462 株式会社村田製作所 村田製作所健康保険組合 京都府

463 明治ホールディングス株式会社 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

464 明治安田システム・テクノロジー株式会社 明治安田生命健康保険組合 東京都
465 明治安田生命保険相互会社 明治安田生命健康保険組合 東京都
466 株式会社メイワパックス 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
467 株式会社メディヴァ 亀田総合病院健康保険組合 東京都
468 株式会社モリタ 大阪薬業健康保険組合 大阪府
469 森永製菓株式会社 森永健康保険組合 東京都
470 株式会社ヤオコー デパート健康保険組合 埼玉県
471 株式会社ヤクルト本社 ヤクルト健康保険組合 東京都
472 八洲電機株式会社 電設工業健康保険組合 東京都
473 八千代エンジニヤリング株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 東京都
474 ヤマハ株式会社 ヤマハ健康保険組合 静岡県
475 株式会社ヤマハコーポレートサービス ヤマハ健康保険組合 静岡県
476 豊精密工業株式会社 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県
477 ユニ・チャーム株式会社 東京実業健康保険組合 東京都
478 医療法人社団洋和会 全国健康保険協会石川支部 石川県
479 横河レンタ・リース株式会社 横河電機健康保険組合 東京都
480 株式会社横浜銀行 横浜銀行健康保険組合 神奈川県
481 株式会社ヨネイ ダイヤ連合健康保険組合 東京都
482 ライオン株式会社 ライオン健康保険組合 東京都

483 株式会社ＬＡＶＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ

ベンチャーバンク健康保険組合 東京都

484 株式会社リコー リコー三愛グループ健康保険組合 東京都
485 リコーITソリューションズ株式会社 リコー三愛グループ健康保険組合 神奈川県
486 リコージャパン株式会社 リコー三愛グループ健康保険組合 東京都
487 リコーテクノロジーズ株式会社 リコー三愛グループ健康保険組合 神奈川県
488 リコーリース株式会社 リコー三愛グループ健康保険組合 東京都
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489 リソルホールディングス株式会社

リソル株式会社
リソルホテル株式会社
リソルゴルフ株式会社
リソルライフサポート株式会社
リソルシード株式会社
リソル再生エネルギー株式会社
リソルアールアンドエス株式会社

関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都

490 両備ホールディングス株式会社 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
491 リンナイ株式会社 リンナイ健康保険組合 愛知県
492 株式会社ルネサンス ＤＩＣ健康保険組合 東京都
493 株式会社レオパレス２１ 東京不動産業健康保険組合 東京都
494 レンテック大敬株式会社 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
495 株式会社ローソン ローソン健康保険組合 東京都
496 ローム株式会社 全国健康保険協会京都支部 京都府
497 ＹＫＫ株式会社 ＹＫＫ健康保険組合 東京都
498 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 ＹＫＫ健康保険組合 東京都
499 ＹＫＫビジネスサポート株式会社 ＹＫＫ健康保険組合 富山県
500 株式会社ワコールホールディングス 株式会社ワコール ワコール健康保険組合 京都府
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1 アート金属工業株式会社 トヨタ関連部品健康保険組合 長野県
2 株式会社ＩＨＩエアロスペース ＩＨＩグループ健康保険組合 東京都
3 株式会社ＩＨＩキャスティングス ＩＨＩグループ健康保険組合 東京都
4 株式会社ＩＨＩジェットサービス ＩＨＩグループ健康保険組合 東京都
5 株式会社ＩＳＴソフトウェア 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
6 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 あいおいニッセイ同和健康保険組合 東京都
7 株式会社アイザック 全国健康保険協会富山支部 富山県
8 株式会社アイセロ 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
9 愛知機械工業株式会社 日産自動車健康保険組合 愛知県
10 愛知スズキ販売株式会社 ＡＴグループ健康保険組合 愛知県
11 アイティーアイ株式会社 全国健康保険協会長崎支部 長崎県
12 株式会社アイテック 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
13 ＩＤＥＣ株式会社 大阪府電設工業健康保険組合 大阪府
14 アイテック阪急阪神株式会社 通信機器産業健康保険組合 大阪府
15 あい ホールディングス株式会社 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス ドッドウェル健康保険組合 東京都
16 アイホン株式会社 通信機器産業健康保険組合 愛知県
17 社会福祉法人青谷学園 全国健康保険協会京都支部 京都府
18 株式会社青森銀行 青森銀行健康保険組合 青森県
19 青山商事株式会社 青山商事健康保険組合 広島県
20 株式会社アカカベ 東京化粧品健康保険組合 大阪府
21 株式会社秋田銀行 秋田銀行健康保険組合 秋田県
22 株式会社アクトス 全国健康保険協会岐阜支部 岐阜県
23 朝日航洋株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 東京都
24 株式会社朝日新聞社 朝日新聞健康保険組合 東京都

25 アサヒホールディングス株式会社 アサヒプリテック株式会社
ジャパンウェイスト株式会社

全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県

26 株式会社足利銀行 足利銀行健康保険組合 栃木県
27 株式会社味の素コミュニケーションズ 味の素健康保険組合 東京都
28 アゼアス株式会社 東京織物健康保険組合 東京都
29 株式会社アトコ 株式会社トランサット ＡＴグループ健康保険組合 愛知県
30 株式会社アドバンテスト アドバンテスト健康保険組合 東京都
31 アトラ株式会社 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
32 穴吹エンタープライズ株式会社 全国健康保険協会香川支部 香川県
33 あなぶきメディカルケア株式会社 全国健康保険協会香川支部 香川県
34 アフラック保険サービス株式会社 アフラック健康保険組合 東京都

35 アボットジャパン合同会社 アボットバスキュラージャパン株式会社
アボットメディカルジャパン株式会社

アボット健康保険組合 東京都

36 株式会社アミック 全国健康保険協会静岡支部 静岡県
37 株式会社ARISE analytics ＫＤＤＩ健康保険組合 東京都
38 社会福祉法人ありのまま舎 全国健康保険協会宮城支部 宮城県
39 アルプスアルパイン株式会社 アルプス電気健康保険組合 東京都
40 株式会社アルプス技研 東京都電機健康保険組合 神奈川県
41 アルフレッサ株式会社 東京薬業健康保険組合 東京都
42 株式会社阿波銀行 阿波銀行健康保険組合 徳島県
43 株式会社安藤・間 全国土木建築国民健康保険組合 東京都
44 株式会社イー・ステート・オンライン 安田日本興亜健康保険組合 東京都
45 株式会社いい生活 株式会社リアルテック・コンサルティング 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
46 株式会社イーブックイニシアティブジャパン ＹＧ健康保険組合 東京都
47 イオインダストリー株式会社 日本自動車部品工業健康保険組合 静岡県
48 イオン株式会社 イオンリテール株式会社 イオン健康保険組合 千葉県
49 イオン九州株式会社 イオン健康保険組合 福岡県
50 株式会社イオン銀行 イオン健康保険組合 東京都
51 イオンプロダクトファイナンス株式会社 イオン健康保険組合 東京都
52 イオン保険サービス株式会社 イオン健康保険組合 千葉県
53 イオンモール株式会社 イオン健康保険組合 千葉県
54 一般財団法人石川県予防医学協会 全国健康保険協会石川支部 石川県
55 石坂産業株式会社 全国健康保険協会埼玉支部 埼玉県
56 株式会社井高 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
57 株式会社一条工務店 全国健康保険協会静岡支部 東京都
58 いであ株式会社 測量地質健康保険組合 東京都
59 出光興産株式会社 出光興産健康保険組合 東京都
60 株式会社伊藤園 東京都食品健康保険組合 東京都
61 伊藤組土建株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 北海道
62 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 伊藤忠健康保険組合 東京都
63 伊藤超短波株式会社 東京電子機械工業健康保険組合 埼玉県
64 茨城スバル自動車株式会社 茨城県自動車販売健康保険組合 茨城県
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65 茨城ダイハツ販売株式会社 茨城県自動車販売健康保険組合 茨城県
66 茨城三菱自動車販売株式会社 全国健康保険協会茨城支部 茨城県
67 イビデン産業株式会社 イビデン健康保険組合 岐阜県
68 イビデン樹脂株式会社 イビデン健康保険組合 岐阜県
69 株式会社伊予銀行 伊予銀行健康保険組合 愛媛県
70 岩田地崎建設株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 北海道
71 株式会社日立インダストリアルプロダクツ 日立健康保険組合 東京都
72 株式会社ウィルグループ 株式会社ウィルオブ・ワーク 全国健康保険協会東京支部 東京都
73 株式会社内田洋行ITソリューションズ 内田洋行健康保険組合 東京都
74 宇部興産株式会社 宇部興産健康保険組合 東京都
75 栄研化学株式会社 東京薬業健康保険組合 東京都

76 株式会社ＡＴグループ
株式会社ＡＴビジネス
愛知クレジットサービス株式会社
ＡＴグループ健康保険組合

ＡＴグループ健康保険組合 愛知県

77 株式会社エイテック 全国設計事務所健康保険組合 東京都
78 株式会社エー・アンド・デイ 計機健康保険組合 東京都
79 エー・シー・エス債権管理回収株式会社 イオン健康保険組合 千葉県
80 ＡＮＡウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社 全日空運輸健康保険組合 東京都
81 ANA沖縄空港株式会社 ＡＮＡグループ健康保険組合 沖縄県
82 ANA関西空港株式会社 ＡＮＡグループ健康保険組合 大阪府
83 ＡＮＡシステムズ株式会社 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
84 ANAテレマート株式会社 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
85 ＡＮＡ成田エアポートサービス株式会社 ＡＮＡグループ健康保険組合 千葉県
86 エーザイ株式会社 エーザイ健康保険組合 東京都

87 ＡＧＳ株式会社
ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社
ＡＧＳプロサービス株式会社
ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社

東京都情報サービス産業健康保険組合 埼玉県

88 エームサービス株式会社 エームサービスジャパン株式会社 全国健康保険協会東京支部 東京都
89 医療法人社団江頭会さくら病院 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
90 株式会社エクシング ブラザー健康保険組合 愛知県
91 株式会社エクセディ エクセディ健康保険組合 大阪府
92 江崎グリコ株式会社 グリコ健康保険組合 大阪府
93 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス健康保険組合 東京都
94 株式会社エスクリ 東京織物健康保険組合 東京都
95 ＳＧＨグローバル・ジャパン株式会社 ＳＧホールディングスグループ健康保険組合 東京都
96 ＳＧエキスパート株式会社 ＳＧホールディングスグループ健康保険組合 東京都

97 エステー株式会社

エステービジネスサポート株式会社
エステートレーディング株式会社
日本かおり研究所株式会社
S.T.タイランド
エステーコリアコーポレーション

東京薬業健康保険組合 東京都

98 エスビー食品株式会社 酒フーズ健康保険組合 東京都
99 株式会社エックスネット 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
100 株式会社エディオン 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
101 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 通信機器産業健康保険組合 神奈川県
102 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
103 エヌ・ティ・ティ・エイ・ティ・システムズ株式会社 通信機器産業健康保険組合 東京都
104 NTTコミュニケーションズ株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
105 ＮＴＴコムエンジニアリング株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
106 エヌ・ティ・ティ・コムチェオ株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
107 株式会社ＮＴＴデータＳＭＳ エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
108 ＮＴＴデータカスタマサービス株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
109 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス健康保険組合 東京都
110 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 福岡県
111 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
112 株式会社ＮＴＴぷらら エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
113 ＮＴＴコム マーケティング株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
114 ＮＴＴテクノクロス株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
115 株式会社NTTPCコミュニケーションズ エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
116 NRIシステムテクノ株式会社 神奈川県情報サービス産業健康保険組合 神奈川県
117 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 日本電気健康保険組合 東京都
118 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 日本電気健康保険組合 東京都
119 株式会社ＮＳＤ ＮＳＤ健康保険組合 東京都
120 株式会社ＮＪＳ 全国設計事務所健康保険組合 東京都
121 NTT-ATアイピーエス株式会社 通信機器産業健康保険組合 神奈川県
122 ＮＴＴコムソリューションズ株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
123 株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都



　 （五十音順）

No. 認定法人名 左記法人と共に認定された法人名 共同申請保険者 申請書に記載の
本社所在地

令和2年3月2日
健康経営優良法人2020（大規模法人部門）（※ホワイト500除く）認定法人一覧

124 ＮＴＴデータシステム技術株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
125 ＮＴＴデータ先端技術株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
126 株式会社ＮＴＴデータチャイナアウトソーシング 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
127 株式会社ＮＴＴネオメイト エヌ・ティ・ティ健康保険組合 大阪府
128 株式会社ＮＴＴ東日本－関信越 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 埼玉県
129 株式会社NTT東日本サービス エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
130 株式会社ＮＴＴ東日本－東北 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 宮城県
131 株式会社ＮＴＴ東日本-北海道 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 北海道
132 株式会社ＮＴＴ東日本－南関東 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
133 ＮＴＴファイナンス株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
134 株式会社ＮＴＴファシリティーズ関西 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 大阪府
135 株式会社ＮＴＴファシリティーズ九州 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 福岡県
136 株式会社ＮＴＴファシリティーズ総合研究所 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
137 株式会社ＮＴＴファシリティーズ中央 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
138 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東海 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 愛知県
139 株式会社ＮＴＴマーケティングアクト エヌ・ティ・ティ健康保険組合 大阪府
140 株式会社荏原製作所 荏原健康保険組合 東京都
141 株式会社エフコム 全国健康保険協会福島支部 福島県
142 エブリ株式会社 近畿電子産業健康保険組合 大阪府
143 江別市役所 北海道市町村職員共済組合 北海道
144 ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 三井住友海上健康保険組合 東京都
145 株式会社ＭＪＥ 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
146 株式会社エムステージ 株式会社エムステージホールディングス 全国健康保険協会東京支部 東京都
147 株式会社ＭＹＪ 明治安田生命健康保険組合 東京都
148 エルシーブイ株式会社 全国健康保険協会長野支部 長野県
149 株式会社エルジオ 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
150 株式会社エルテックス 神奈川県情報サービス産業健康保険組合 神奈川県
151 株式会社オーイーシー 全国健康保険協会大分支部 大分県
152 大分キヤノンマテリアル株式会社 キヤノン健康保険組合 大分県
153 大分交通株式会社 全国健康保険協会大分支部 大分県
154 大分トヨタ自動車株式会社 全国健康保険協会大分支部 大分県
155 大分バス株式会社 全国健康保険協会大分支部 大分県

156 株式会社オークネット

株式会社オーク・フィナンシャル・パートナーズ
株式会社オークネット・セールスアンドサポート
株式会社オークネット・モーターサイクル
株式会社オークネット・アグリビジネス
株式会社オークネット・コンシューマープロダクツ
株式会社オークネット・アイビーエス
株式会社オークネットアドバンス

オリエントコーポレーション健康保険組合 東京都

157 ＯＫＫ株式会社 ＯＫＫ健康保険組合 兵庫県
158 大阪信用金庫 大阪府信用金庫健康保険組合 大阪府
159 大阪ダイハツ販売株式会社 大阪自動車販売店健康保険組合 大阪府
160 大阪トヨタ自動車株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 大阪府
161 大阪府住宅供給公社 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
162 大崎電気工業株式会社 電設工業健康保険組合 東京都
163 大塚テクノ株式会社 大塚製薬健康保険組合 徳島県
164 株式会社オートバックスセブン オートバックス健康保険組合 東京都
165 株式会社オービ―システム 近畿電子産業健康保険組合 大阪府
166 株式会社オービックビジネスコンサルタント 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
167 株式会社尾賀亀 全国健康保険協会滋賀支部 滋賀県
168 株式会社岡三証券グループ 岡三証券株式会社 東京証券業健康保険組合 東京都
169 株式会社岡山情報処理センター 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
170 岡山ダイハツ販売株式会社 岡山県自動車販売健康保険組合 岡山県
171 岡山三菱ふそう自動車販売株式会社 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
172 沖電気工業株式会社 沖電気工業健康保険組合 東京都
173 株式会社沖縄銀行 沖縄銀行健康保険組合 沖縄県
174 株式会社奥村組 全国土木建築国民健康保険組合 大阪府
175 小田原市役所 神奈川県市町村職員共済組合 神奈川県
176 オプテックス・エフエー株式会社 産業機械健康保険組合 京都府
177 オホーツク網走農業協同組合 北海道農業団体健康保険組合 北海道
178 一般社団法人オリエンタル労働衛生協会 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
179 株式会社オリエントコーポレーション オリエントコーポレーション健康保険組合 東京都
180 オリックス株式会社 オリックスグループ健康保険組合 東京都
181 オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社 オリンパス健康保険組合 東京都
182 一般財団法人下越総合健康開発センター 全国健康保険協会新潟支部 新潟県
183 株式会社カオナビ 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
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184 株式会社香川銀行 香川銀行健康保険組合 香川県
185 株式会社カクヤス 酒フーズ健康保険組合 東京都
186 鹿児島トヨタ自動車株式会社 全国健康保険協会鹿児島支部 鹿児島県
187 カシオ計算機株式会社 カシオ健康保険組合 東京都
188 鹿島建設株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 東京都
189 片倉工業株式会社 片倉健康保険組合 東京都
190 株式会社カネカ カネカ健康保険組合 大阪府
191 兼松コミュニケーションズ株式会社 兼松連合健康保険組合 東京都
192 株式会社カノークス 産業機械健康保険組合 愛知県
193 株式会社カラーズ 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
194 カルビー株式会社 カルビー健康保険組合 東京都

195 株式会社河合楽器製作所

カワイ精密金属株式会社
株式会社カワイハイパーウッド
株式会社カワイビジネスソフトウエア
株式会社カワイアシスト
株式会社カワイ友の会
株式会社カワイ音響システム

河合楽器健康保険組合 静岡県

196 川崎汽船株式会社 川崎汽船健康保険組合 東京都

197 株式会社カワニシホールディングス

株式会社カワニシ
サンセイ医機株式会社
日光医科器械株式会社
株式会社ホスネット・ジャパン
株式会社ライフケア

全国健康保険協会岡山支部 岡山県

198 株式会社関西スーパーマーケット 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
199 関西熱化学株式会社 三菱ケミカル健康保険組合 兵庫県
200 株式会社関西マツダ 大阪自動車販売店健康保険組合 大阪府
201 関電不動産開発株式会社 関西電力健康保険組合 大阪府
202 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
203 関東いすゞ自動車株式会社 関東いすゞ健康保険組合 群馬県
204 株式会社関東マツダ 東京自動車サービス健康保険組合 東京都
205 株式会社かんぽ生命保険 日本郵政共済組合 東京都
206 キーウェアソリューションズ株式会社 電設工業健康保険組合 東京都
207 株式会社キーレックス 広島東友健康保険組合 広島県

208 ギグワークス株式会社

ギグワークスアドバリュー株式会社
ギグワークスクロスアイティ株式会社
ギグワークスアドバンス株式会社
株式会社アセットデザイン

関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都

209 キタイ設計株式会社 全国健康保険協会滋賀支部 滋賀県
210 株式会社北関東マツダ 茨城県自動車販売健康保険組合 茨城県
211 社会医療法人北九州病院 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
212 株式会社北日本銀行 北日本銀行健康保険組合 岩手県

213 キッコーマン株式会社

キッコーマン食品株式会社
キッコーマン飲料株式会社
キッコーマンビジネスサービス株式会社
キッコーマンバイオケミファ株式会社

キッコーマン健康保険組合 千葉県

214 キッセイ薬品工業株式会社 キッセイ健康保険組合 長野県
215 一般社団法人ぎふ綜合健診センター 全国健康保険協会岐阜支部 岐阜県
216 岐阜日野自動車株式会社 全国健康保険協会岐阜支部 岐阜県
217 キャタピラージャパン合同会社 三菱重工健康保険組合 神奈川県
218 キヤノンＩＴＳメディカル株式会社 キヤノン健康保険組合 東京都
219 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 キヤノン健康保険組合 東京都
220 キヤノンモールド株式会社 キヤノン健康保険組合 茨城県
221 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社 キヤノン健康保険組合 東京都
222 医療法人社団久英会 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
223 株式会社九州日立システムズ 日立健康保険組合 福岡県
224 株式会社九州マツダ 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
225 九州三菱自動車販売株式会社 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
226 九電ビジネスソリューションズ株式会社 九州電力健康保険組合 福岡県
227 共栄火災海上保険株式会社 共栄火災健康保険組合 東京都
228 株式会社紀陽銀行 紀陽銀行健康保険組合 和歌山県
229 京セラコミュニケーションシステム株式会社 京セラ健康保険組合 京都府
230 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 京セラドキュメントソリューソンズ健康保険組合 大阪府
231 共同印刷株式会社 共同印刷健康保険組合 東京都
232 株式会社京都銀行 京都銀行健康保険組合 京都府
233 京都信用金庫 京都信用金庫健康保険組合 京都府
234 株式会社協豊製作所 トヨタ自動車健康保険組合 愛知県
235 株式会社杏林堂薬局 デパート健康保険組合 静岡県
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236 協和キリンプラス株式会社 協和キリン健康保険組合 東京都
237 協和発酵バイオ株式会社 協和キリン健康保険組合 東京都
238 協和ファーマケミカル株式会社 協和キリン健康保険組合 富山県
239 共和レザー株式会社 トヨタ関連部品健康保険組合 静岡県
240 キョーリン製薬ホールディングス株式会社 杏林製薬株式会社 杏林健康保険組合 東京都
241 社会福祉法人旭生会 全国健康保険協会鹿児島支部 鹿児島県
242 清原株式会社 大阪装粧健康保険組合 大阪府
243 キリックスリース株式会社 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
244 桐生信用金庫 北関東しんきん健康保険組合 群馬県
245 一般財団法人近畿健康管理センター 全国健康保険協会滋賀支部 滋賀県
246 株式会社きんぱい 全国土木建築国民健康保険組合 大阪府
247 クオリカ株式会社 小松製作所健康保険組合 東京都
248 クオリサイトテクノロジーズ株式会社 キヤノン健康保険組合 沖縄県
249 株式会社クオリス 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
250 草津市役所 滋賀県市町村職員共済組合 滋賀県
251 株式会社グッドライフデザイン トヨタ自動車健康保険組合 愛知県
252 株式会社クボタ クボタ健康保険組合 大阪府
253 株式会社クラウン・パッケージ 愛知紙商健康保険組合 愛知県
254 倉敷紡績株式会社 倉紡健康保険組合 大阪府

255 株式会社グリーンハウス

株式会社北海道グリーンハウス
株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント
株式会社グリーンハウスサービス
株式会社千秀グローバル
株式会社グリーンヘルスケアサービス
株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズ
コーベフーズ株式会社
株式会社ホーワス・アジア・パシフィック，ジャパン
株式会社ウェルネス伯養軒
グリーンホスピタリティフードサービス株式会社
株式会社ジー・ワイ・フードサービス
NLホスピタリティ株式会社
株式会社ジーエスエフ
グリーンホスピタリティフードマネジメント株式会社
ジー・エイチ・ホスピタリティフードサービス東日本株式会社
ジー・エイチ・ホスピタリティフードサービス中部株式会社

全国外食産業ジェフ健康保険組合 東京都

256 株式会社ＣＬＩＳ ジブラルタ健康保険組合 東京都
257 株式会社クレオ 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
258 株式会社クレスコ 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
259 グロースエクスパートナーズ株式会社 ジーアールソリューションズ株式会社 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
260 株式会社グローセル 東京都電機健康保険組合 東京都
261 グローリー株式会社 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
262 群栄化学工業株式会社 全国健康保険協会群馬支部 群馬県
263 群馬日野自動車株式会社 群馬県自動車販売健康保険組合 群馬県
264 ケアパートナー株式会社 大東建託健康保険組合 東京都
265 京王電鉄株式会社 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都
266 株式会社京滋マツダ 京都自動車健康保険組合 京都府
267 KDDIエンジニアリング株式会社 ＫＤＤＩ健康保険組合 東京都
268 京阪ホールディングス株式会社 京阪電気鉄道株式会社 京阪グループ健康保険組合 大阪府
269 ＫＹＢ株式会社 ＫＹＢ健康保険組合 東京都
270 株式会社ケー・エフ・シー 大阪府電設工業健康保険組合 大阪府

271 社会福祉法人健祥会
社会福祉法人緑風会
社会福祉法人育英福祉会
社会福祉法人青嵐会

全国健康保険協会徳島支部 徳島県

272 株式会社建設技術研究所 全国設計事務所健康保険組合 東京都
273 一般財団法人公園財団 東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合 東京都
274 一般財団法人公衆保健協会 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
275 社会医療法人宏潤会 大同特殊鋼健康保険組合 愛知県
276 医療法人鴻池会 全国健康保険協会奈良支部 奈良県
277 株式会社鴻池組 鳳ホールディングス株式会社 鴻池健康保険組合 大阪府
278 医療法人好文会 埼玉県医師会健康保険組合 埼玉県
279 社会福祉法人神戸中央福祉会 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
280 神戸トヨペット株式会社 兵庫トヨタ自動車健康保険組合 兵庫県
281 神戸日野自動車株式会社 兵庫自動車販売店健康保険組合 兵庫県
282 株式会社神戸ポートピアホテル 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
283 光洋機械工業株式会社 ジェイテクト健康保険組合 大阪府
284 光洋マテリカ株式会社 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
285 株式会社興和工業所 愛鉄連健康保険組合 愛知県
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286 株式会社コーセー

コーセー化粧品販売株式会社
コーセーインダストリーズ株式会社
コーセーコスメポート株式会社
コーセーコスメピア株式会社
コーセープロビジョン株式会社
コーセープロフェッショナル株式会社
コーセー保険サービス株式会社
株式会社アドバンス
株式会社ドクターフィルコスメティクス
株式会社アルビオン

コーセー健康保険組合 東京都

287 社会福祉法人郡山福祉会 全国健康保険協会福島支部 福島県

288 株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウインテクニカルセンター
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
株式会社カンタ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エア株式会社
株式会社アートウイン
ゴールドウイン開発株式会社

ゴールドウイン健康保険組合 東京都

289 国際自動車株式会社

国際自動車株式会社（城南）
国際自動車株式会社（城西）
国際自動車株式会社（城東）
国際自動車株式会社（城北）
国際自動車株式会社（東雲）
国際自動車株式会社（世田谷）
国際自動車株式会社（新宿）
国際ハイヤー株式会社
ケイエム観光バス株式会社
ケイエム国際株式会社
国際自動車株式会社（横浜）
ケイエムリーシング株式会社

国際自動車健康保険組合 東京都

290 コクヨマーケティング株式会社 コクヨ健康保険組合 東京都

291 株式会社ココカラファイン

株式会社ココカラファインヘルスケア
株式会社岩崎宏健堂
株式会社ファインケア
株式会社愛安住
株式会社ココカラファインアソシエ
株式会社ココカラファインソレイユ

全国健康保険協会神奈川支部 神奈川県

292 株式会社ココト 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
293 株式会社コジマ 全国健康保険協会栃木支部 東京都
294 小島プレス工業株式会社 小島健康保険組合 愛知県

295 コスモエネルギーホールディングス株式会社

コスモエネルギー開発株式会社
コスモ石油株式会社
コスモ石油マーケティング株式会社
コスモ石油ルブリカンツ株式会社
コスモビジネスアソシエイツ株式会社
コスモエネルギーシステムズ株式会社

コスモ石油健康保険組合 東京都

296 株式会社コニカミノルタサプライズ コニカミノルタ健康保険組合 山梨県
297 コネクシオ株式会社 伊藤忠連合健康保険組合 東京都
298 コベルコビジネスサポート株式会社 神戸製鋼所健康保険組合 兵庫県
299 コマニー株式会社 全国健康保険協会石川支部 石川県
300 五洋建設株式会社 五洋建設健康保険組合 東京都
301 株式会社コンテック ダイフク健康保険組合 大阪府
302 株式会社コンピュータマインド社 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
303 ザ・パック株式会社 西日本パッケージング健康保険組合 大阪府
304 西条市役所 愛媛県市町村職員共済組合 愛媛県
305 公益財団法人埼玉県健康づくり事業団 埼玉県医師会健康保険組合 埼玉県
306 西部瓦斯株式会社 西部瓦斯健康保険組合 福岡県
307 株式会社サカイ引越センター 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
308 株式会社佐賀共栄銀行 全国健康保険協会佐賀支部 佐賀県
309 株式会社佐賀銀行 佐賀銀行健康保険組合 佐賀県
310 佐川グローバルロジスティクス株式会社 ＳＧホールディングスグループ健康保険組合 東京都
311 さくら情報システム株式会社 三井住友銀行健康保険組合 東京都
312 株式会社サコダ車輌 全国健康保険協会広島支部 広島県
313 札幌トヨペット株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 北海道
314 サラヤ株式会社 近畿化粧品健康保険組合 大阪府
315 沢井製薬株式会社 大阪薬業健康保険組合 大阪府
316 三愛石油株式会社 リコー三愛グループ健康保険組合 東京都
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317 山陰酸素工業株式会社 全国健康保険協会鳥取支部 鳥取県
318 三共ラヂエーター株式会社 デンソー健康保険組合 埼玉県
319 サンキン株式会社 大阪鉄商健康保険組合 大阪府
320 株式会社サンゲツ サンゲツ健康保険組合 愛知県

321 一般財団法人サンスター財団

サンスター株式会社
サンスター技研株式会社
STARLECS株式会社
ユーヴィックス株式会社

サンスター健康保険組合 大阪府

322 サンデンホールディングス株式会社

サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社
サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社
サンデン・リビングエンバイロメント株式会社
サンデン・アドバンストテクノロジー株式会社
サンデン・ビジネスアソシエイト株式会社
サンデン・エンバイロメントプロダクツ株式会社
サンデン・リテールシステム株式会社

サンデン健康保険組合 東京都

323 三洋化成工業株式会社

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
三洋運輸株式会社
名古屋三洋倉庫株式会社
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

324 三洋興熱株式会社 全国健康保険協会北海道支部 北海道
325 山陽電気鉄道株式会社 山陽電鉄健康保険組合 兵庫県

326 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション

株式会社ＧＳユアサ
株式会社ジーエス・ユアサ テクノロジー
株式会社ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス
株式会社ＧＳユアサ エナジー

ジーエス・ユアサ健康保険組合 京都府

327 ＧＮホールディングス株式会社
群馬日産自動車株式会社
群馬日産ディーゼル＆ロジスティクス株式会社
日産部品群馬販売株式会社

群馬県自動車販売健康保険組合 群馬県

328 株式会社シークス 愛知県情報サービス産業健康保険組合 愛知県
329 ＣＫＤ株式会社 ＣＫＤ健康保険組合 愛知県
330 Ｇｃｏｍホールディングス株式会社 福岡県情報サービス産業健康保険組合 福岡県
331 株式会社シーボン 東京化粧品健康保険組合 神奈川県
332 Ｊ．フロントリテイリング株式会社 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
333 株式会社ジェイ・エム・エス 全国健康保険協会広島支部 広島県
334 ＪＲ東日本スポーツ株式会社 全国健康保険協会東京支部 東京都
335 株式会社ＪＲ東日本マネジメントサービス 全国健康保険協会東京支部 東京都
336 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 株式会社 JAC International 東京実業健康保険組合 東京都
337 ＪＳＲ株式会社 ＪＳＲ健康保険組合 東京都
338 JFEエンジニアリング株式会社 ＪＦＥ健康保険組合 神奈川県
339 ＪＦＥシステムズ株式会社 ＪＦＥ健康保険組合 東京都
340 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ ジェイティービー健康保険組合 東京都

341 株式会社ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラ
ベル

ジェイティービー健康保険組合 東京都

342 株式会社　J.　みらいメディカル 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
343 一般財団法人滋賀保健研究センター 全国健康保険協会滋賀支部 滋賀県
344 四国電力株式会社 四国電力健康保険組合 香川県
345 株式会社四国日立システムズ 日立健康保険組合 香川県
346 株式会社静岡銀行 静岡銀行健康保険組合 静岡県
347 静銀コンピューターサービス株式会社 静岡銀行健康保険組合 静岡県
348 株式会社システックス 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 長野県
349 株式会社静鉄ストア 全国健康保険協会静岡支部 静岡県
350 株式会社システナ システナ健康保険組合 東京都
351 株式会社システムリサーチ 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
352 シチズン時計株式会社 シチズン健康保険組合 東京都
353 株式会社品川グループ本社 富山県自動車販売健康保険組合 富山県
354 しののめ信用金庫 北関東しんきん健康保険組合 群馬県
355 澁谷食品株式会社 全国健康保険協会高知支部 高知県
356 島根日野自動車株式会社 山陰自動車業健康保険組合 島根県
357 株式会社島根富士通 富士通健康保険組合 島根県
358 株式会社シマヤ 東洋水産健康保険組合 山口県
359 シミズ工業株式会社 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県
360 市民生活協同組合ならコープ 全国健康保険協会奈良支部 奈良県
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361 医療法人社団美心会 全国健康保険協会群馬支部 群馬県
362 株式会社ジャパンディスプレイ ジャパンディスプレイ健康保険組合 東京都
363 株式会社ＪＡＬマイレージバンク 日本航空健康保険組合 東京都
364 医療法人秋桜会 社会福祉法人春幸会 全国健康保険協会長崎支部 長崎県
365 ＪＵＫＩ株式会社 ＪＵＫＩ健康保険組合 東京都
366 株式会社十六銀行 十六銀行健康保険組合 岐阜県

367 株式会社ジョイン 株式会社のぞみ観光バス
株式会社フードクリエイションジャパン

全国健康保険協会山形支部 山形県

368 株式会社ジョイント・システムズ・サービス 全国健康保険協会東京支部 東京都
369 上新電機株式会社 近畿電子産業健康保険組合 大阪府
370 株式会社荘内銀行 フィデア健康保険組合 山形県
371 株式会社常陽銀行 常陽銀行健康保険組合 茨城県
372 株式会社昭和設計 大阪府建築健康保険組合 大阪府
373 昭和電工株式会社 昭和電工健康保険組合 東京都
374 昭和電線ホールディングス株式会社 昭和電線ケーブルシステム株式会社 昭和電線健康保険組合 神奈川県
375 株式会社ショーワ ホンダ健康保険組合 埼玉県
376 神姫バス株式会社 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
377 新光電気工業株式会社 富士通健康保険組合 長野県
378 社会医療法人仁寿会 全国健康保険協会島根支部 島根県
379 株式会社新進商会 東京電子機械工業健康保険組合 東京都
380 株式会社新生堂薬局 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
381 進和テック株式会社 産業機械健康保険組合 東京都
382 株式会社スーパーアルプス デパート健康保険組合 東京都

383 スギホールディングス株式会社 株式会社スギ薬局
スギメディカル株式会社

東京化粧品健康保険組合 愛知県

384 株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
株式会社SCREENグラフィックソリューションズ
株式会社SCREENファインテックソリューションズ
株式会社SCREEN PE ソリューションズ
株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ
株式会社SCREENビジネスサポートソリューションズ
株式会社SCREEN IP ソリューションズ
株式会社SCREENビジネスエキスパート

印刷製本包装機械健康保険組合 京都府

385 株式会社ズコーシャ 全国健康保険協会北海道支部 北海道
386 株式会社スズキ自販京葉 千葉県自動車販売整備健康保険組合 千葉県
387 株式会社スズキ自販千葉 千葉県自動車販売整備健康保険組合 千葉県
388 株式会社スズキ自販福岡 スズキ健康保険組合 福岡県
389 株式会社スズケン スズケン健康保険組合 愛知県
390 鈴与シンワート株式会社 鈴与健康保険組合 東京都
391 スター精密株式会社 シチズン健康保険組合 静岡県
392 株式会社ストライプインターナショナル 株式会社キャン 東京実業健康保険組合 岡山県
393 スミセイ情報システム株式会社 住友生命健康保険組合 大阪府
394 住友精化株式会社 セイカテクノサービス株式会社 住友精化健康保険組合 兵庫県
395 住友電装株式会社 電線工業健康保険組合 三重県

396 住友不動産販売株式会社 ステップ・インベストメント株式会社
ステップ・ローン・パートナーズ株式会社

住友不動産販売健康保険組合 東京都

397 株式会社スワニー 全国健康保険協会香川支部 香川県
398 社会医療法人誠光会 全国健康保険協会滋賀支部 滋賀県
399 医療法人社団清幸会 全国健康保険協会埼玉支部 埼玉県
400 医療法人社団生光会 関東百貨店健康保険組合 東京都

401 株式会社正興電機製作所
正興ＩＴソリューション株式会社
株式会社正興Ｃ＆Ｅ
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

402 セイコーホールディングス株式会社 セイコーウオッチ株式会社 セイコー健康保険組合 東京都
403 静清信用金庫 静岡県信用金庫健康保険組合 静岡県
404 西部電気工業株式会社 西部電気健康保険組合 福岡県
405 株式会社西武プロパティーズ 西武健康保険組合 東京都
406 社会福祉法人清凉会 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
407 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷健康保険組合 静岡県
408 社会福祉法人正和会 全国健康保険協会奈良支部 奈良県
409 株式会社ゼウス・エンタープライズ 全国健康保険協会東京支部 東京都
410 関彰商事株式会社 全国健康保険協会茨城支部 茨城県
411 セキスイハイム東海株式会社 セキスイ健康保険組合 静岡県
412 石油資源開発株式会社 帝石健康保険組合 東京都
413 セコム株式会社 セコム健康保険組合 東京都
414 セゾン自動車火災保険株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都
415 ゼビオ株式会社 全国健康保険協会福島支部 福島県
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416 全国土木建築国民健康保険組合 全国土木建築国民健康保険組合 東京都
417 株式会社セントラル情報センター 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
418 全日空商事株式会社 全日空運輸健康保険組合 東京都
419 セントラル警備保障株式会社 セントラル警備保障健康保険組合 東京都
420 綜合警備保障株式会社 綜合警備保障健康保険組合 東京都
421 株式会社ソーデン社 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
422 社会医療法人蘇西厚生会 全国健康保険協会岐阜支部 岐阜県

423 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会
社

ソニー健康保険組合 熊本県

424 ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都
425 ＳＯＭＰＯビジネスサービス株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都
426 ＳＯＭＰＯビルマネジメント株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都
427 ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都
428 株式会社第一コンサルタンツ 全国健康保険協会高知支部 高知県
429 タイガー石油株式会社 大阪府石油健康保険組合 大阪府
430 社会福祉法人大喜福祉会 全国健康保険協会大分支部 大分県
431 株式会社大京 大京健康保険組合 東京都
432 株式会社大光銀行 大光銀行健康保険組合 新潟県
433 株式会社第三銀行 第三銀行健康保険組合 三重県

434 大正製薬ホールディングス株式会社 大正製薬株式会社
大正ファーマ株式会社

大正製薬健康保険組合 東京都

435 大成設備株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 東京都
436 大成ラミック株式会社 東日本プラスチック健康保険組合 埼玉県
437 ダイダン株式会社 ダイダン健康保険組合 大阪府
438 大同火災海上保険株式会社 全国健康保険協会沖縄支部 沖縄県
439 大東建託パートナーズ株式会社 大東建託健康保険組合 東京都
440 大同メタル工業株式会社 大同メタル健康保険組合 愛知県
441 株式会社大同ライフサービス 大同特殊鋼健康保険組合 愛知県
442 ダイドードリンコ株式会社 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
443 株式会社ダイナックス エクセディ健康保険組合 北海道
444 大日本印刷株式会社 大日本印刷健康保険組合 東京都
445 ダイハツ工業株式会社 ダイハツ健康保険組合 大阪府
446 ダイハツ福島株式会社 福島トヨペットグループ健康保険組合 福島県
447 大鵬薬品工業株式会社 大塚製薬健康保険組合 東京都
448 株式会社ダイヤコンサルタント 三菱マテリアル健康保険組合 東京都
449 太陽企画株式会社 東京都報道事業健康保険組合 東京都
450 大陽日酸株式会社 大陽日酸健康保険組合 東京都
451 太陽誘電株式会社 太陽誘電健康保険組合 東京都
452 株式会社タイヨー デパート健康保険組合 茨城県
453 大和ハウスパーキング株式会社 大和ハウス工業健康保険組合 東京都
454 大和ライフネクスト株式会社 大和ハウス工業健康保険組合 東京都
455 大和リース株式会社 大和ハウス工業健康保険組合 大阪府
456 株式会社高岡市衛生公社 全国健康保険協会富山支部 富山県
457 高砂熱学工業株式会社 管工業健康保険組合 東京都
458 株式会社髙島屋 髙島屋健康保険組合 大阪府
459 タキロンシーアイ株式会社 伊藤忠連合健康保険組合 大阪府
460 株式会社竹中工務店 全国土木建築国民健康保険組合 大阪府
461 株式会社ダスキン ダスキン健康保険組合 大阪府
462 株式会社ダスキンサーヴ北関東 ダスキン健康保険組合 群馬県
463 株式会社ダスキンサーヴ九州 ダスキン健康保険組合 福岡県
464 株式会社ダスキンサーヴ中国四国 ダスキン健康保険組合 広島県
465 株式会社ダスキンサーヴ東海北陸 ダスキン健康保険組合 愛知県
466 株式会社ダスキンサーヴ東北 ダスキン健康保険組合 宮城県
467 株式会社ダスキンサーヴ北海道 ダスキン健康保険組合 北海道
468 株式会社ダスキンヘルスケア ダスキン健康保険組合 東京都
469 株式会社タダノ タダノ健康保険組合 香川県
470 タック株式会社 イビデン健康保険組合 岐阜県

471 TANAKAホールディングス株式会社

田中貴金属工業株式会社
田中電子工業株式会社
日本エレクトロプレイティング・エンジニヤース株式会社
田中貴金属ジュエリー株式会社

東京金属事業健康保険組合 東京都

472 株式会社タマディック 産業機械健康保険組合 東京都
473 タマホーム株式会社 東京不動産業健康保険組合 東京都
474 株式会社タムラ製作所 タムラ製作所健康保険組合 東京都
475 株式会社タムロン 埼玉機械工業健康保険組合 埼玉県
476 医療法人知音会 全国健康保険協会京都支部 京都府
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477 社会福祉法人千鳥会 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
478 株式会社千葉銀行 千葉銀行健康保険組合 千葉県
479 千葉県ヤクルト販売株式会社 ヤクルト健康保険組合 千葉県
480 社会福祉法人千葉シニア 全国健康保険協会千葉支部 千葉県
481 千葉スバル株式会社 自動車振興会健康保険組合 千葉県
482 株式会社千葉薬品 デパート健康保険組合 千葉県
483 中越パルプ工業株式会社 中越パルプ工業健康保険組合 東京都
484 中央精機株式会社 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県

485 中外製薬株式会社

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
株式会社シービーエス
中外物流株式会社
株式会社メディカルカルチュア
株式会社 未来創薬研究所

中外製薬健康保険組合 東京都

486 株式会社中京医薬品 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
487 株式会社中京銀行 中京銀行健康保険組合 愛知県
488 中国ジェイアールバス株式会社 ジェイアールグループ健康保険組合 広島県
489 中国電力株式会社 中国電力健康保険組合 広島県
490 公益財団法人中国労働衛生協会 全国健康保険協会広島支部 広島県
491 株式会社中電工 中電工健康保険組合 広島県
492 中電防災株式会社 中部電力健康保険組合 愛知県
493 中日臨海バス株式会社 全国健康保険協会三重支部 三重県
494 一般財団法人中部電気保安協会 中部電力健康保険組合 愛知県
495 蝶理株式会社 蝶理健康保険組合 大阪府
496 株式会社筑波銀行 筑波銀行健康保険組合 茨城県
497 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命健康保険組合 東京都
498 株式会社ＤＴＳ 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
499 ＴＤＣソフト株式会社 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
500 TBCグループ株式会社 東京化粧品健康保険組合 東京都
501 ディーブイエックス株式会社 東京薬業健康保険組合 東京都
502 ＤＣＭダイキ株式会社 全国健康保険協会愛媛支部 愛媛県
503 株式会社ティップネス 全国健康保険協会東京支部 東京都
504 株式会社ＴＤモバイル デンソー健康保険組合 東京都
505 株式会社ディノス・セシール 中央ラジオ・テレビ健康保険組合 東京都
506 株式会社データホライゾン 中部アイティ産業健康保険組合 広島県

507 テクノプロ・ホールディングス株式会社
株式会社テクノプロ
株式会社テクノプロ・コンストラクション
株式会社テクノプロ・スマイル

関東百貨店健康保険組合 東京都

508 鉄建建設株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 東京都
509 テルウェル東日本株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
510 株式会社テレビ宮崎 民間放送健康保険組合九州支部 宮崎県
511 電源開発株式会社 電源開発健康保険組合 東京都
512 株式会社デンソ－エアシステムズ デンソー健康保険組合 愛知県
513 株式会社デンソー勝山 デンソー健康保険組合 岡山県
514 株式会社デンソーダイシン デンソー健康保険組合 愛知県
515 デンソーテクノ株式会社 デンソー健康保険組合 愛知県
516 デンソートリム株式会社 デンソー健康保険組合 三重県
517 株式会社デンソー福島 デンソー健康保険組合 福島県
518 株式会社デンソーワイズテック デンソー健康保険組合 岐阜県
519 株式会社電通クリエーティブＸ 東京都報道事業健康保険組合 東京都
520 テンブロス株式会社 全国健康保険協会東京支部 東京都
521 株式会社天満屋ストア 全国健康保険協会岡山支部 岡山県

522 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会
社 東海東京証券株式会社 東京証券業健康保険組合 東京都

523 東罐興業株式会社 全国健康保険協会東京支部 東京都
524 東急建設株式会社 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都
525 東急住宅リース株式会社 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都
526 株式会社東急スポーツオアシス 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都
527 東急スポーツシステム株式会社 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都
528 株式会社東急ハンズ 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都
529 東急リバブル株式会社 東京西南私鉄連合健康保険組合 東京都
530 東京応化工業株式会社 東京応化工業健康保険組合 神奈川県
531 東京海上アシスタンス株式会社 東京海上日動健康保険組合 東京都
532 東京海上日動事務アウトソーシング株式会社 東京海上日動健康保険組合 東京都
533 東京ガスⅰネット株式会社 東京瓦斯健康保険組合 東京都
534 株式会社東京個別指導学院 ベネッセグループ健康保険組合 東京都
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535 東京サラヤ株式会社 東京実業健康保険組合 東京都
536 東京システムハウス株式会社 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
537 社会福祉法人東京児童協会 全国健康保険協会東京支部 東京都
538 東京書籍株式会社 トッパングループ健康保険組合 東京都
539 東京建物株式会社 安田日本興亜健康保険組合 東京都
540 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
541 東京東信用金庫 東京都信用金庫健康保険組合 東京都
542 東京日野自動車株式会社 自動車振興会健康保険組合 東京都
543 株式会社東京鋲兼 東京金属事業健康保険組合 東京都

544 東京マツダ販売株式会社
株式会社モトーレントーマツ
株式会社シュテルン浦和
株式会社TRUSCON AUTO

東京自動車サービス健康保険組合 東京都

545 東京ラヂエーター製造株式会社 日産自動車健康保険組合 神奈川県
546 社会福祉法人刀圭会 全国健康保険協会北海道支部 北海道
547 医療法人社団刀圭会 北海道医療健康保険組合 北海道
548 株式会社東郷製作所 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県

549 株式会社東芝

東芝エネルギーシステムズ株式会社
東芝インフラシステムズ株式会社
東芝デバイス＆ストレージ株式会社
東芝デジタルソリューションズ株式会社

東芝健康保険組合 東京都

550 東芝ＩＴコントロールシステム株式会社 東芝健康保険組合 東京都

551 東芝キヤリア株式会社 東芝キヤリアエンジニアリング＆ライフサポート株式会社
富士冷熱工業株式会社

東芝健康保険組合 神奈川県

552 東ソー株式会社 東ソー健康保険組合 東京都
553 東邦オート株式会社 千葉県自動車販売整備健康保険組合 千葉県
554 株式会社東北マツダ 宮城県自動車販売健康保険組合 宮城県
555 株式会社東陽 愛鉄連健康保険組合 愛知県
556 東洋ガラス株式会社 東洋ガラス健康保険組合 東京都
557 東洋鋼鈑株式会社 東洋鋼鈑健康保険組合 東京都
558 東レ株式会社 東レ健康保険組合 東京都
559 株式会社東和銀行 東和銀行健康保険組合 群馬県
560 東和薬品株式会社 東和薬品健康保険組合 大阪府
561 ト－ラク株式会社 伊藤忠連合健康保険組合 兵庫県
562 ＴＯＷＡ株式会社 全国健康保険協会京都支部 京都府
563 公益財団法人ときわ会 全国健康保険協会福島支部 福島県
564 特種東海製紙株式会社 特種東海健康保険組合 静岡県
565 株式会社トクヤマ トクヤマ健康保険組合 山口県
566 ドコモ・サポート株式会社 通信機器産業健康保険組合 東京都
567 株式会社ドコモＣＳ東北 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 宮城県
568 株式会社ドコモＣＳ関西 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 大阪府
569 株式会社ドコモＣＳ九州 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 福岡県
570 株式会社ドコモCS四国 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 香川県
571 株式会社ドコモＣＳ東海 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 愛知県
572 株式会社ドコモＣＳ北海道 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 北海道
573 飛島建設株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 東京都
574 株式会社トマト銀行 トマト銀行健康保険組合 岡山県
575 富山トヨタ自動車株式会社 富山県自動車販売健康保険組合 富山県
576 富山日野自動車株式会社 富山県自動車販売健康保険組合 富山県
577 豊島株式会社 豊島健康保険組合 愛知県
578 株式会社トヨタアカウンティングサービス トヨタ自動車健康保険組合 愛知県
579 トヨタＬ＆Ｆ中部株式会社 ＡＴグループ健康保険組合 愛知県
580 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 東京都
581 株式会社トヨタエンタプライズ トヨタ販売連合健康保険組合 愛知県
582 トヨタカローラ南海株式会社 大阪自動車販売店健康保険組合 大阪府
583 トヨタカローラ愛豊株式会社 ＡＴグループ健康保険組合 愛知県
584 トヨタカローラ石川株式会社 石川県自動車販売店健康保険組合 石川県
585 トヨタカローラ大分株式会社 全国健康保険協会大分支部 大分県
586 トヨタカローラ神奈川株式会社 トヨタウエインズグループ健康保険組合 神奈川県
587 トヨタカローラ群馬株式会社 群馬県自動車販売健康保険組合 群馬県
588 トヨタカローラ姫路株式会社 兵庫トヨタ自動車健康保険組合 兵庫県
589 トヨタカローラ宮城株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 宮城県
590 トヨタカローラ横浜株式会社 ＫＴグループ健康保険組合 神奈川県
591 豊田合成株式会社 豊田合成健康保険組合 愛知県
592 トヨタ自動車九州株式会社 トヨタ自動車健康保険組合 福岡県
593 トヨタ自動車健康保険組合 トヨタ自動車健康保険組合 愛知県
594 株式会社トヨタ車体研究所 トヨタ車体健康保険組合 鹿児島県
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595 トヨタ情報システム愛知株式会社 ＡＴグループ健康保険組合 愛知県
596 トヨタすまいるライフ株式会社 トヨタ自動車健康保険組合 愛知県
597 株式会社豊田中央研究所 トヨタ自動車健康保険組合 愛知県
598 豊田通商株式会社 豊田通商健康保険組合 愛知県
599 豊田通商システムズ株式会社 豊田通商健康保険組合 愛知県
600 トヨタ西東京カローラ株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 東京都
601 トヨタ部品群馬共販株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 群馬県
602 トヨタ部品埼玉共販株式会社 トヨタ販売連合健康保険組合 埼玉県
603 トヨタ紡織株式会社 トヨタ紡織健康保険組合 愛知県
604 トヨタホーム愛知株式会社 ＡＴグループ健康保険組合 愛知県
605 株式会社トヨタレンタリース愛知 ＡＴグループ健康保険組合 愛知県
606 株式会社トヨタレンタリース神奈川 ＫＴグループ健康保険組合 神奈川県
607 株式会社トヨタレンタリース新千葉 千葉トヨタ健康保険組合 千葉県
608 豊通ケミプラス株式会社 豊田通商健康保険組合 東京都
609 トラスコ中山株式会社 トラスコ中山健康保険組合 東京都
610 トリニティ工業株式会社 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県
611 ナカシマプロペラ株式会社 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
612 ナカシャクリエイテブ株式会社 愛知県情報サービス産業健康保険組合 愛知県
613 長瀬産業株式会社 長瀬産業健康保険組合 大阪府
614 株式会社長野銀行 長野銀行健康保険組合 長野県
615 長野県労働金庫 全国労働金庫健康保険組合 長野県
616 長浜キヤノン株式会社 キヤノン健康保険組合 滋賀県
617 株式会社名古屋銀行 名古屋銀行健康保険組合 愛知県
618 名古屋ヤクルト販売株式会社 ヤクルト健康保険組合 愛知県
619 南海放送株式会社 民間放送健康保険組合 愛媛県
620 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 全国健康保険協会新潟支部 新潟県
621 新潟マツダ自動車株式会社 全国健康保険協会新潟支部 新潟県
622 株式会社ニコン ニコン健康保険組合 東京都
623 西川計測株式会社 東京都電機健康保険組合 東京都

624 西日本高速道路エンジニアリング四国株式会
社

全国土木建築国民健康保険組合 香川県

625 一般財団法人西日本産業衛生会 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
626 西日本電信電話株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 大阪府
627 ニチアス株式会社 ニチアス健康保険組合 東京都
628 日油株式会社 日油健康保険組合 東京都
629 株式会社ニチリン 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
630 株式会社日建設計 住友商事健康保険組合 東京都
631 株式会社日産オートモーティブテクノロジー 日産自動車健康保険組合 神奈川県
632 株式会社日産カーレンタルソリューション 日産自動車健康保険組合 神奈川県
633 日産工機株式会社 日産自動車健康保険組合 神奈川県
634 株式会社日産フィナンシャルサービス 日産自動車健康保険組合 千葉県
635 日産プリンス東京販売株式会社 日産自動車プリンス健康保険組合 東京都
636 ＮＩＳＳＨＡ株式会社 全国健康保険協会京都支部 京都府
637 日清オイリオグループ株式会社 日清オイリオグループ健康保険組合 東京都
638 日新火災海上保険株式会社 日新火災健康保険組合 東京都
639 株式会社日清製粉グループ本社 日清製粉健康保険組合 東京都

640 日新電機株式会社
株式会社ＮＨＶコーポレーション
株式会社日新ビジネスプロモート
日新電機商事株式会社

日新電機健康保険組合 京都府

641 日清紡ホールディングス株式会社

日清紡ブレーキ株式会社
日清紡メカトロニクス株式会社
日清紡ケミカル株式会社
日清紡テキスタイル株式会社

日清紡健康保険組合 東京都

642 日精株式会社 日立健康保険組合 東京都
643 株式会社ニッセイ ブラザー健康保険組合 愛知県
644 株式会社ニッセイ･ニュークリエーション 日本生命健康保険組合 大阪府
645 株式会社ニッセイコム 日立健康保険組合 東京都
646 日精樹脂工業株式会社 全国健康保険協会長野支部 長野県
647 日鉄ソリューションズ株式会社 日本製鉄健康保険組合 東京都
648 日鉄物産株式会社 日鉄物産健康保険組合 東京都
649 日東精工株式会社 印刷製本包装機械健康保険組合 京都府
650 日東電工株式会社 日東電工健康保険組合 大阪府
651 日東ビジネスエキスパート株式会社 日東電工健康保険組合 大阪府
652 日本化薬株式会社 日本化薬健康保険組合 東京都
653 日本事務器株式会社 日本事務器健康保険組合 東京都
654 日本新薬株式会社 日本新薬健康保険組合 京都府
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655 日本精線株式会社 大同特殊鋼健康保険組合 大阪府
656 日本製粉株式会社 日本製粉健康保険組合 東京都
657 日本ゼオン株式会社 日本ゼオン健康保険組合 東京都
658 日本電気株式会社 日本電気健康保険組合 東京都
659 日本電気硝子株式会社 日本電気硝子健康保険組合 滋賀県
660 日本電気通信システム株式会社 日本電気健康保険組合 東京都

661 株式会社日本取引所グループ
株式会社東京証券取引所
株式会社大阪取引所
株式会社日本証券クリアリング機構

東京証券業健康保険組合 東京都

662 日本トレクス株式会社 愛鉄連健康保険組合 愛知県
663 日本ハムシステムソリューションズ株式会社 関西文紙情報産業健康保険組合 大阪府
664 日本飛行機株式会社 日本飛行機健康保険組合 神奈川県
665 日本ピストンリング株式会社 日本ピストンリング健康保険組合 埼玉県

666 日本郵政株式会社 株式会社ゆうちょ銀行
株式会社かんぽ生命保険

日本郵政共済組合 東京都

667 日本郵船株式会社 日本郵船健康保険組合 東京都
668 株式会社ニデック 全国健康保険協会愛知支部 愛知県

669 株式会社ニトリホールディングス
株式会社ニトリ
株式会社ホームロジスティクス
株式会社ニトリファシリティ

ニトリ健康保険組合 北海道

670 ニプロ株式会社 大阪薬業健康保険組合 大阪府
671 日本イーライリリー株式会社 日本イーライリリー健康保険組合 兵庫県
672 公益社団法人日本医師会 全国健康保険協会東京支部 東京都
673 株式会社日本HP 日本ヒューレット・パッカード健康保険組合 東京都
674 日本オラクル株式会社 日本オラクルインフォーメーションシステムズ合同会社 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
675 株式会社日本海水 全国健康保険協会福島支部 東京都
676 日本機械保線株式会社 全国健康保険協会東京支部 東京都
677 日本コンベンションサービス株式会社 東京広告業健康保険組合 東京都
678 株式会社日本総合研究所 三井住友銀行健康保険組合 東京都
679 株式会社日本タクシー 全国健康保険協会岐阜支部 岐阜県

680 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都

681 日本駐車場開発株式会社 東京不動産業健康保険組合 大阪府
682 日本テクノ株式会社 産業機械健康保険組合 東京都
683 日本電技株式会社 管工業健康保険組合 東京都
684 日本電信電話株式会社 エヌ・ティ・ティ健康保険組合 東京都
685 株式会社日本トリム 株式会社トリムライフサポート 大阪薬業健康保険組合 大阪府
686 日本ヒューレット・パッカード株式会社 日本ヒューレット・パッカード健康保険組合 東京都
687 日本フネン株式会社 全国健康保険協会徳島支部 徳島県
688 日本無線株式会社 日本無線健康保険組合 東京都
689 日本メジフィジックス株式会社 住友化学健康保険組合 東京都
690 日本ユニシス株式会社 日本ユニシス健康保険組合 東京都
691 株式会社ネオジャパン 神奈川県情報サービス産業健康保険組合 神奈川県
692 NEOMAXエンジニアリング株式会社 日立健康保険組合 群馬県
693 ネクストウェア株式会社 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 大阪府
694 ネッツトヨタ愛知株式会社 ＡＴグループ健康保険組合 愛知県
695 ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社 兵庫自動車販売店健康保険組合 兵庫県
696 ネッツトヨタ湘南株式会社 ＫＴグループ健康保険組合 神奈川県
697 ネッツトヨタ千葉株式会社 千葉トヨタ健康保険組合 千葉県
698 ネッツトヨタ中部株式会社 愛知県自動車販売健康保険組合 愛知県
699 ネッツトヨタ南海株式会社 大阪自動車販売店健康保険組合 大阪府
700 ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社 福島トヨペットグループ健康保険組合 福島県
701 ネッツトヨタ東名古屋株式会社 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
702 ネッツトヨタ兵庫株式会社 兵庫トヨタ自動車健康保険組合 兵庫県
703 ネッツトヨタ福井株式会社 三谷健康保険組合 福井県
704 ネッツトヨタ水戸株式会社 茨城県自動車販売健康保険組合 茨城県
705 能美防災株式会社 電設工業健康保険組合 東京都
706 株式会社ノジマ 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 神奈川県
707 野村貿易株式会社 野村健康保険組合 大阪府

708 パーク二四株式会社

タイムズ二四株式会社
タイムズサービス株式会社
タイムズコミュニケーション株式会社
タイムズモビリティネットワークス株式会社
パーク二四ビジネスサポート株式会社
タイムズサポート株式会社

東京不動産業健康保険組合 東京都

709 ハウスコム株式会社 大東建託健康保険組合 東京都
710 ハウス食品グループ本社株式会社 ハウス食品食品株式会社 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
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711 萩原工業株式会社 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
712 医療法人博仁会 全国健康保険協会茨城支部 茨城県
713 橋本総業ホールディングス株式会社 橋本総業株式会社 東京金属事業健康保険組合 東京都
714 株式会社八十二銀行 八十二銀行健康保険組合 長野県
715 医療法人博光会 全国健康保険協会熊本支部 熊本県
716 株式会社バッファロー 全国健康保険協会埼玉支部 埼玉県

717 パナソニック システムソリューションズ　ジャパン株
式会社

パナソニック健康保険組合 福岡県

718 株式会社パナソニック システムネットワークス開
発研究所

パナソニック健康保険組合 宮城県

719 パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 パナソニック健康保険組合 東京都

720 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社 パナソニック健康保険組合 神奈川県

721 ハマゴムエイコム株式会社 横浜ゴム健康保険組合 神奈川県
722 浜名湖電装株式会社 デンソー健康保険組合 静岡県
723 浜松磐田信用金庫 静岡県信用金庫健康保険組合 静岡県
724 株式会社バリューＨＲ 株式会社バリューネットワークス トーマツ健康保険組合 東京都
725 株式会社阪急交通社 阪急阪神健康保険組合 大阪府
726 阪急電鉄株式会社 阪急阪神健康保険組合 大阪府
727 阪急阪神不動産株式会社 阪急阪神健康保険組合 大阪府
728 阪神高速パトロール株式会社 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
729 I＆H株式会社 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
730 阪和興業株式会社 阪和興業健康保険組合 大阪府

731 株式会社ＰＦＵ

PFU北海道株式会社
PFU東日本株式会社
PFU西日本株式会社
PFUクオリティサービス株式会社
PFUテクニカルコミュニケーションズ株式会社
PFUテクノワイズ株式会社
PFUテクノコンサル株式会社
PFUライフエージェンシー株式会社
PFUクリエイティブサービス株式会社

富士通健康保険組合 石川県

732 ビークルエナジージャパン株式会社 日立健康保険組合 茨城県
733 ＰｗＣあらた有限責任監査法人 ＰｗＣ健康保険組合 東京都
734 株式会社ビートップスタッフ ブラザー健康保険組合 愛知県

735 ＢＥＥＮＯＳ株式会社

tenso株式会社
株式会社ショップエアライン
モノセンス株式会社
BeeCruise株式会社
JOYLAB株式会社
FASBEE株式会社

関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都

736 東日本高速道路株式会社 日本高速道路健康保険組合 東京都
737 東日本三菱自動車販売株式会社 東京自動車サービス健康保険組合 東京都
738 株式会社日立アーバンインベストメント 日立健康保険組合 東京都
739 株式会社日立アーバンサポート 日立健康保険組合 東京都
740 株式会社日立アイイーシステム 日立健康保険組合 愛知県
741 株式会社日立ＩＣＴビジネスサービス 日立健康保険組合 神奈川県
742 株式会社日立アドバンストシステムズ 日立健康保険組合 神奈川県
743 日立オートモティブシステムズ株式会社 日立健康保険組合 東京都

744 日立オートモティブシステムズハイキャスト株式会
社

日立健康保険組合 岩手県

745 日立オートモティブシステムズ阪神株式会社 日立健康保険組合 兵庫県
746 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社 日立健康保険組合 愛知県
747 日立化成株式会社 日立健康保険組合 東京都
748 日立キャピタル株式会社 日立健康保険組合 東京都
749 日立キャピタルサービス株式会社 日立健康保険組合 東京都
750 日立空調関東株式会社 日立健康保険組合 東京都
751 日立健康保険組合 日立健康保険組合 東京都
752 株式会社日立建設設計 日立健康保険組合 東京都
753 株式会社日立産機システム 日立健康保険組合 東京都

754 株式会社日立システムズエンジニアリングサービ
ス

日立健康保険組合 神奈川県

755 株式会社日立システムズパワーサービス 日立健康保険組合 東京都
756 株式会社日立システムズフィールドサービス 日立健康保険組合 東京都
757 株式会社日立社会情報サービス 日立健康保険組合 神奈川県
758 株式会社日立情報通信エンジニアリング 日立健康保険組合 神奈川県
759 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 日立健康保険組合 東京都
760 株式会社日立ソリューションズ西日本 日立健康保険組合 広島県
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761 株式会社日立ソリューションズ東日本 日立健康保険組合 宮城県
762 株式会社日立ハイテクサイエンス 日立健康保険組合 東京都
763 株式会社日立ハイテク 日立健康保険組合 東京都
764 株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス 日立健康保険組合 茨城県
765 株式会社日立パワーソリューションズ 日立健康保険組合 茨城県
766 株式会社日立パワーデバイス 日立健康保険組合 茨城県
767 株式会社日立ライフ 日立健康保険組合 茨城県
768 社会福祉法人ひまわり 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
769 一般社団法人姫路市医師会 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
770 兵庫ヤクルト販売株式会社 ヤクルト健康保険組合 兵庫県
771 枚方信用金庫 大阪府信用金庫健康保険組合 大阪府
772 一般財団法人広島県環境保健協会 全国健康保険協会広島支部 広島県
773 広島電鉄株式会社 広島ガス電鉄健康保険組合 広島県
774 広島日野自動車株式会社 広島県自動車販売健康保険組合 広島県
775 株式会社広島ホームテレビ 民間放送健康保険組合 広島県
776 ファイザー株式会社 ファイザー製薬株式会社 ファイザー健康保険組合 東京都
777 株式会社ファイブグループ 株式会社B級グルメ研究所 全国健康保険協会東京支部 東京都
778 株式会社ファインシンター トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県
779 株式会社フェリシモ 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
780 株式会社フォーカスシステムズ 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
781 フォーサイトシステム株式会社 シーイーシー健康保険組合 福岡県
782 フォーシーズンズ株式会社 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
783 株式会社フォーバル 通信機器産業健康保険組合 東京都
784 フォスター電機株式会社 東京金属事業健康保険組合 東京都
785 株式会社フォレストホールディングス 株式会社アステム 東京薬業健康保険組合 大分県
786 株式会社福井銀行 福井銀行健康保険組合 福井県
787 福井トヨペット株式会社 福井県自動車販売整備健康保険組合 福井県
788 福岡スバル株式会社 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
789 福島トヨタ自動車株式会社 全国健康保険協会福島支部 福島県
790 福島トヨペット株式会社 福島トヨペットグループ健康保険組合 福島県
791 福寿工業株式会社 全国健康保険協会岐阜支部 岐阜県
792 株式会社ＦＵＪＩ ＦＵＪＩ健康保険組合 愛知県
793 富士運輸株式会社 全国健康保険協会奈良支部 奈良県
794 富士化学工業株式会社 全国健康保険協会富山支部 富山県
795 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 富士フイルムグループ健康保険組合 東京都
796 富士ゼロックス東京株式会社 富士フイルムグループ健康保険組合 東京都
797 富士ソフト株式会社 富士ソフト健康保険組合 神奈川県
798 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 富士通健康保険組合 東京都
799 株式会社富士通エフサス 富士通健康保険組合 東京都
800 株式会社富士通九州システムズ 富士通健康保険組合 福岡県
801 富士通コミュニケーションサービス株式会社 富士通健康保険組合 神奈川県
802 株式会社富士通ゼネラル 富士通ゼネラル健康保険組合 神奈川県

803 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ 株式会社SSLパワードサービス
株式会社富士通SSLハーモニー

富士通健康保険組合 神奈川県

804 富士通フロンテック株式会社 富士通健康保険組合 東京都
805 株式会社富士通マーケティング 富士通健康保険組合 東京都
806 株式会社富士通ラーニングメディア 富士通健康保険組合 東京都
807 株式会社富士通ワイエフシー 神奈川県情報サービス産業健康保険組合 神奈川県
808 富士電機株式会社 富士電機機器制御株式会社 富士電機健康保険組合 東京都
809 富士電機津軽セミコンダクタ株式会社 富士電機健康保険組合 青森県
810 株式会社富士ピー・エス 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
811 富士フイルムＩＣＴソリューションズ株式会社 富士フイルムグループ健康保険組合 東京都
812 富士フイルムソフトウエア株式会社 富士フイルムグループ健康保険組合 神奈川県
813 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 富士フイルムグループ健康保険組合 東京都
814 富士フイルムメディカル株式会社 富士フイルムグループ健康保険組合 東京都
815 富士フイルム和光純薬株式会社 富士フイルムグループ健康保険組合 大阪府
816 株式会社不二家 不二家健康保険組合 東京都
817 株式会社富士薬品 東京薬業健康保険組合 埼玉県
818 富士レビオ株式会社 東京薬業健康保険組合 東京都
819 扶桑電通株式会社 通信機器産業健康保険組合 東京都
820 株式会社復建技術コンサルタント 全国土木建築国民健康保険組合 宮城県
821 プライムアースEVエナジー株式会社 トヨタ自動車健康保険組合 静岡県
822 ブラザー健康保険組合 ブラザー健康保険組合 愛知県
823 ブラザー販売株式会社 ブラザー健康保険組合 愛知県
824 ブラザーリビングサービス株式会社 ブラザー健康保険組合 愛知県
825 株式会社プラザオーサカ 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
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826 古河機械金属株式会社

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

827 株式会社フレッシュ青果 全国健康保険協会鹿児島支部 鹿児島県
828 社会医療法人ペガサス ペガサス健康保険組合 大阪府
829 株式会社ベネッセホールディングス 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

830 ＨＯＹＡ株式会社

HOYAデジタルソリューションズ株式会社
ＨＯＹＡ Technosurgical株式会社
ＨＯＹＡ ＣＡＮＤＥＯ ＯＰＴＲＯＮＩＣＳ ＣＯＲＰＯＲＡ
ＴＩＯＮ
ＨＯＬＴジャパン株式会社
ＨＯＹＡ福祉共済センター
ＨＯＹＡ健康保険組合

ＨＯＹＡ健康保険組合 東京都

831 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

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
株式会社ピーオーリアルエステート
株式会社ＤＥＣＥＮＣＩＡ

ポーラ・オルビスグループ健康保険組合 東京都

832 北越コーポレーション株式会社 北越コーポレーション健康保険組合 新潟県
833 株式会社ホクタテ 全国健康保険協会富山支部 富山県
834 株式会社北都銀行 フィデア健康保険組合 秋田県
835 北都システム株式会社 北海道コンピューター関連産業健康保険組合 北海道
836 株式会社北洋銀行 北洋銀行健康保険組合 北海道
837 北陸電力株式会社 北陸電力健康保険組合 富山県
838 一般財団法人北陸予防医学協会 全国健康保険協会富山支部 富山県
839 株式会社保険ステーション 全国健康保険協会東京支部 東京都
840 株式会社保健同人社 ＭＢＫ健康保険組合 東京都
841 北海道瓦斯株式会社 全国健康保険協会北海道支部 北海道
842 株式会社北海道日立システムズ 日立健康保険組合 北海道
843 北海道日野自動車株式会社 全国健康保険協会北海道支部 北海道

844 北海道マツダ販売株式会社
北海道ロード・ヘルプ株式会社
株式会社マツダレンタリース北海道
株式会社シュテルン札幌

全国健康保険協会北海道支部 北海道

845 株式会社北國銀行 北國銀行健康保険組合 石川県
846 ボッシュ株式会社 ボッシュ健康保険組合 東京都
847 株式会社ホンダ茨城南 茨城県自動車販売健康保険組合 茨城県
848 株式会社ホンダカーズ愛知 ホンダ健康保険組合 愛知県
849 株式会社ホンダカーズ大阪 ホンダ健康保険組合 大阪府
850 株式会社ホンダカーズ群馬 群馬県自動車販売健康保険組合 群馬県
851 株式会社ホンダカーズ埼玉 ホンダ健康保険組合 埼玉県
852 株式会社ホンダカーズ埼玉南 東京自動車サービス健康保険組合 埼玉県
853 株式会社ホンダカーズ信州 全国健康保険協会長野支部 長野県
854 株式会社ホンダカーズ東海 愛知県自動車販売健康保険組合 愛知県
855 株式会社ホンダカーズ東京中央 ホンダ健康保険組合 東京都
856 株式会社ホンダカーズ長野中央 長野県自動車販売店健康保険組合 長野県
857 株式会社ホンダカーズ三河 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
858 株式会社ホンダクリオ富士 静岡県自動車販売健康保険組合 静岡県
859 株式会社ホンダネット京奈 全国健康保険協会奈良支部 奈良県
860 株式会社ホンダ四輪販売岡山 ホンダ健康保険組合 岡山県
861 株式会社ホンダ四輪販売関東中央 ホンダ健康保険組合 群馬県
862 株式会社ホンダ四輪販売長岡 日本精機健康保険組合 新潟県
863 株式会社ホンダ四輪販売北陸 ホンダ健康保険組合 石川県
864 株式会社ホンダ四輪販売北海道 ホンダ健康保険組合 北海道
865 株式会社ホンダ四輪販売南九州 ホンダ健康保険組合 鹿児島県
866 株式会社ホンダロジスティクス ホンダ健康保険組合 東京都

867 株式会社マースグループホールディングス
株式会社マースエンジニアリング
株式会社マースコーポレーション
株式会社マースネットワークス

東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都

868 前田建設工業株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 東京都
869 前田工繊株式会社 全国健康保険協会福井支部 福井県
870 株式会社前田製作所 全国土木建築国民健康保険組合 長野県
871 マクセル情映テック株式会社 東京電子機械工業健康保険組合 神奈川県
872 マクセルホールディングス株式会社 マクセル株式会社 東京電子機械工業健康保険組合 東京都
873 公益社団法人益田市医師会 全国健康保険協会島根支部 島根県
874 マツダ株式会社 マツダ健康保険組合 広島県
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875 株式会社マツモトキヨシホールディングス 株式会社マツモトキヨシ マツモトキヨシグループ健康保険組合 千葉県
876 松本日産自動車株式会社 長野県自動車販売店健康保険組合 長野県
877 マブチモーター株式会社 全国健康保険協会千葉支部 千葉県
878 丸井織物株式会社 宮米織物株式会社 全国健康保険協会石川支部 石川県
879 株式会社マルト水谷 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
880 株式会社マルハン マルハン健康保険組合 東京都
881 マレリ株式会社 日産自動車健康保険組合 埼玉県
882 マレリ九州株式会社 日産自動車健康保険組合 大分県
883 マレリ福島株式会社 日産自動車健康保険組合 福島県
884 三浦工業株式会社 三浦グループ健康保険組合 愛媛県
885 株式会社ミクニ ミクニ健康保険組合 東京都
886 株式会社みちのく銀行 みちのく銀行健康保険組合 青森県

887 株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングス

三井Ｅ＆Ｓ造船株式会社
株式会社三井Ｅ＆Ｓマシナリー
株式会社三井Ｅ＆Ｓエンジニアリング
株式会社三井Ｅ＆Ｓビジネスサービス

三井Ｅ＆Ｓ健康保険組合 東京都

888 三井化学東セロ株式会社 三井化学健康保険組合 東京都
889 三井金属鉱業株式会社 三井健康保険組合 東京都
890 三井情報株式会社 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都
891 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 三井住友海上健康保険組合 東京都
892 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 東京証券業健康保険組合 東京都
893 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 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
894 三井製糖株式会社 三井製糖北糖健康保険組合 東京都
895 三井不動産リアルティ株式会社 三井健康保険組合 東京都
896 三井不動産レジデンシャル株式会社 三井健康保険組合 東京都
897 三井不動産レジデンシャルリース株式会社 三井健康保険組合 東京都
898 三菱瓦斯化学株式会社 三菱瓦斯化学健康保険組合 東京都
899 三菱地所株式会社 三菱地所健康保険組合 東京都
900 三菱商事RtMジャパン株式会社 ダイヤ連合健康保険組合 東京都
901 三菱商事パッケージング株式会社 ダイヤ連合健康保険組合 東京都
902 三菱商事ファッション株式会社 ダイヤ連合健康保険組合 東京都
903 三菱食品株式会社 三菱健康保険組合 東京都
904 株式会社三菱総合研究所 三菱健康保険組合 東京都
905 三菱マテリアル株式会社 三菱マテリアル健康保険組合 東京都
906 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 三菱ＵＦＪ銀行健康保険組合 東京都
907 三菱UFJ信託銀行株式会社 三菱ＵＦＪ信託銀行健康保険組合 東京都
908 三菱ＵＦＪリース株式会社 三菱ＵＦＪ銀行健康保険組合 東京都
909 水戸信用金庫 北関東しんきん健康保険組合 茨城県
910 南九州日野自動車株式会社 全国健康保険協会鹿児島支部 鹿児島県
911 株式会社南九州マツダ 全国健康保険協会鹿児島支部 鹿児島県
912 株式会社南日本総合サービス 全国健康保険協会鹿児島支部 鹿児島県
913 美濃工業株式会社 岐阜県プラスチック事業健康保険組合 岐阜県
914 株式会社Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
915 宮城建設株式会社 全国土木建築国民健康保険組合 岩手県
916 宮崎綜合警備株式会社 全国健康保険協会宮崎支部 宮崎県
917 みやま市役所 福岡県市町村職員共済組合 福岡県
918 株式会社宮本組 全国健康保険協会兵庫支部 兵庫県
919 みらかホールディングス株式会社 株式会社エスアールエル みらかグループ健康保険組合 東京都
920 株式会社武蔵野 産業機械健康保険組合 東京都
921 村田機械株式会社 村田機械健康保険組合 京都府
922 名鉄協商株式会社 名古屋鉄道健康保険組合 愛知県
923 名鉄ビルディング管理株式会社 名古屋鉄道健康保険組合 愛知県
924 株式会社明電舎 明電舎健康保険組合 東京都
925 名糖産業株式会社 名糖健康保険組合 愛知県
926 株式会社メタルワン 双日健康保険組合 東京都
927 メットライフ生命保険株式会社 メットライフ健康保険組合 東京都
928 メディア株式会社 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
929 株式会社メディカルシステムネットワーク 全国健康保険協会北海道支部 北海道
930 株式会社モスフードサービス 全国外食産業ジェフ健康保険組合 東京都
931 森トラスト株式会社 東京不動産業健康保険組合 東京都
932 森永乳業株式会社 森永健康保険組合 東京都
933 森ビル株式会社 東京不動産業健康保険組合 東京都
934 モリマシナリー株式会社 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
935 モリリン株式会社 ナオリ健康保険組合 愛知県
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936 矢崎総業株式会社
矢崎部品株式会社
矢崎計器株式会社
矢崎エナジーシステム株式会社

矢崎健康保険組合 東京都

937 株式会社山形銀行 山形銀行健康保険組合 山形県

938 株式会社山口フィナンシャルグループ

株式会社山口銀行
株式会社もみじ銀行
株式会社北九州銀行
ワイエム証券株式会社
ワイエムリース株式会社
株式会社井筒屋ウィズカード
ワイエムコンサルティング株式会社
三友株式会社
もみじ地所株式会社
株式会社やまぎんカード
株式会社ワイエム保証
株式会社YMFG ZONEプラニング
ワイエムアセットマネジメント株式会社
株式会社ワイエムライフプランニング
株式会社保険ひろば
株式会社データ・キュービック

山口フィナンシャルグループ健康保険組合 山口県

939 山口マツダ株式会社 山口県自動車販売健康保険組合 山口県
940 山下医科器械株式会社 全国健康保険協会福岡支部 福岡県
941 ヤマトシステム開発株式会社 ヤマトグループ健康保険組合 東京都
942 ヤマトロジスティクス株式会社 ヤマトグループ健康保険組合 東京都
943 株式会社山梨中央銀行 山梨中央銀行健康保険組合 山梨県
944 ヤマハ発動機株式会社 ヤマハ健康保険組合 静岡県
945 ヤマハモーターエンジニアリング株式会社 ヤマハ健康保険組合 静岡県
946 ユアサ商事株式会社 ユアサ健康保険組合 東京都
947 株式会社ＵＲリンケージ 測量地質健康保険組合 東京都
948 医療法人祐基会 全国健康保険協会熊本支部 熊本県
949 社会福祉法人佑啓会 全国健康保険協会千葉支部 千葉県
950 株式会社ゆうちょ銀行 日本郵政共済組合 東京都
951 株式会社ユーネットランス 愛知県トラック事業健康保険組合 愛知県
952 ユーピーアール株式会社 全国健康保険協会東京支部 東京都
953 ユタカコーポレーション株式会社 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
954 ユタカ産業株式会社 全国健康保険協会愛知支部 愛知県
955 ユニアデックス株式会社 日本ユニシス健康保険組合 東京都
956 ユニー株式会社 ユニーグループ健康保険組合 愛知県
957 横河ソリューションサービス株式会社 横河電機健康保険組合 東京都
958 横河電機株式会社 横河電機健康保険組合 東京都
959 横河マニュファクチャリング株式会社 横河電機健康保険組合 東京都
960 ヨコタインターナショナル株式会社 全国健康保険協会長野支部 長野県
961 横浜トヨペット株式会社 トヨタウエインズグループ健康保険組合 神奈川県
962 横浜日野自動車株式会社 神奈川県自動車販売健康保険組合 神奈川県
963 株式会社読宣 全国健康保険協会大阪支部 大阪府
964 ラピスセミコンダクタ株式会社 東京電子機械工業健康保険組合 神奈川県
965 株式会社ランドコンピュータ 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都
966 株式会社ＬＩＸＩＬグループ 株式会社ＬＩＸＩＬ ＬＩＸＩＬ健康保険組合 東京都
967 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 東京実業健康保険組合 埼玉県
968 リゾートトラスト株式会社 リゾートトラスト健康保険組合 愛知県

969 株式会社りそなホールディングス 株式会社りそな銀行
株式会社埼玉りそな銀行

りそな健康保険組合 東京都

970 リソル生命の森株式会社 全国健康保険協会千葉支部 千葉県
971 株式会社琉球銀行 琉球銀行健康保険組合 沖縄県
972 株式会社両備システムズ 全国健康保険協会岡山支部 岡山県
973 リョービ株式会社 全国健康保険協会広島支部 広島県
974 社会福祉法人黎明菫会 全国健康保険協会和歌山支部 和歌山県
975 株式会社レリアン レナウングループ健康保険組合 東京都
976 レンゴー株式会社 レンゴー健康保険組合 大阪府

977 ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤル株式会社
ロイヤルホスト株式会社
アールアンドケーフードサービス株式会社
株式会社テンコーポレーション
ロイヤル空港高速フードサービス株式会社
ロイヤルコントラクトサービス株式会社
ロイヤルインフライトケイタリング株式会社
アールエヌティーホテルズ株式会社
ロイヤルマネジメント株式会社

ロイヤル健康保険組合 福岡県

978 株式会社ロッテ ロッテ健康保険組合 東京都



　 （五十音順）

No. 認定法人名 左記法人と共に認定された法人名 共同申請保険者 申請書に記載の
本社所在地

令和2年3月2日
健康経営優良法人2020（大規模法人部門）（※ホワイト500除く）認定法人一覧

979 株式会社ワークスアプリケーションズ ワークスアプリケーションズグループ健康保険組合 東京都
980 ワコール流通株式会社 ワコール健康保険組合 滋賀県

981 株式会社１＆Ｄホールディングス 株式会社ワン・ダイニング
ダイリキ株式会社

全国健康保険協会大阪支部 大阪府



大規模法人部門
（ホワイト500）

大規模法人部門
※ホワイト500除く

大規模法人部門
合計

469 902 1371

0 1 1

18 41 59

12 29 41

1 8 9

500 981 1481

大規模法人部門
（ホワイト500）

大規模法人部門
※ホワイト500除く

大規模法人部門
合計

2 0 2
1 1 2
13 33 46
20 19 39
3 6 9
2 6 8
18 31 49
14 17 31
1 3 4
4 1 5
4 3 7
3 2 5
4 8 12
9 7 16
13 23 36
33 57 90
35 46 81
5 13 18
11 12 23
8 6 14
7 14 21
1 2 3
6 3 9
0 7 7
56 139 195
31 71 102
33 144 177
24 40 64
3 2 5
23 12 35
6 13 19
9 26 35
67 135 202

469 902 1371
サービス業

法人格の分類

業種名

小売業
銀行業

証券、商品先物取引業
保険業

その他金融業
不動産業

陸運業
海運業
空運業

倉庫・運輸関連業
情報・通信業

卸売業

機械
電気機器

輸送用機器
精密機器
その他製品
電気・ガス業

金属製品

建設業
食料品

繊維製品
パルプ・紙

化学
医薬品

石油・石炭製品
ゴム製品

ガラス・土石製品
鉄鋼

非鉄金属

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）

合計

■会社法上の会社等における業種（証券取引所に準拠する業種）の内訳

水産・農林業
鉱業

認定法人数

業種別　認定法人数

会社法上の会社等
（例）株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社 等）

士業法人

医療法人、社会福祉法人、健保組合

その他、国内法に基づく法人
（社団法人、財団法人、特定非営利活動法人 等）

認定法人数
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