
令和4年3月9日公表

(市区町村別・五十音順)

No. 認定法人名 法人番号 加入保険者 都道府県 市区町村 業種

1 アイビック食品株式会社 5430001028348 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 札幌市 製造業

2 勇建設株式会社 1430001001408 全国土木建築国民健康保険組合 北海道 札幌市 建設業

3 オリンポス債権回収株式会社 2430001036353 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 札幌市 金融業

4 株式会社田中組 9430001010269 全国土木建築国民健康保険組合 北海道 札幌市 建設業

5 株式会社花井組 1430001013717 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 札幌市 建設業

6 花井土木開発株式会社 3430001082264 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 札幌市 建設業

7 北海コンノ急送株式会社 6430001029659 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 札幌市 運輸業

8 株式会社近藤商会 2440001000639 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 函館市 卸売業

9 曲イ田中酒造株式会社 2430001049842 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 小樽市 製造業

10 株式会社ミツウマ 4430001050559 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 小樽市 製造業

11 株式会社エイブル保険事務所 4450001006848 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 旭川市 保険業

12 株式会社片桐紙器 7450001000807 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 旭川市 製造業

13 株式会社美警 6460001001391 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 釧路市 サービス業（他に分類されないもの）

14 北王コンサルタント株式会社 7460101001539 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 帯広市 専門・技術サービス業

15 北見商工会議所 8460305000195 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 北見市
社団法人、財団法人、商工会議所・商工

会

16 株式会社トッキュウ 1430001047005 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 岩見沢市 運輸業

17 本多建設株式会社 9430001061329 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部 北海道 苫小牧市 建設業

18 株式会社みちのく計画 9420001002044 全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部 青森県 青森市 専門・技術サービス業

19 有限会社アサヒ印刷 5420002012772 全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部 青森県 弘前市 その他

20 津軽警備保障株式会社 5420001009233 全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部 青森県 弘前市 サービス業（他に分類されないもの）

21 北星交通株式会社 1420001009484 全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部 青森県 弘前市 運輸業

22 ウェルネスワーク株式会社 5420001016923 全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部 青森県 八戸市 専門・技術サービス業

23 合同会社西尾経営管理事務所 5420003001386 全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部 青森県 八戸市 専門・技術サービス業

24 岩手道路開発株式会社 5400001000177 全国健康保険協会（協会けんぽ）岩手支部 岩手県 盛岡市 建設業

25 株式会社タカヤ 5400001000961 全国土木建築国民健康保険組合 岩手県 盛岡市 建設業

26 菱和建設株式会社 6400001001769 全国土木建築国民健康保険組合 岩手県 盛岡市 建設業

27 株式会社菊池技研コンサルタント 8402701000073 全国健康保険協会（協会けんぽ）岩手支部 岩手県 大船渡市 専門・技術サービス業

28 アクアビット・ファクトリー株式会社 1370001040833 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 宮城県 仙台市 福祉

29 株式会社コー・ワークス 9370001018161 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 宮城県 仙台市 情報通信業

30 ゴリラガードギャランティ株式会社 6370001000667 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 宮城県 仙台市 サービス業（他に分類されないもの）

31 株式会社深松組 1370001010035 全国土木建築国民健康保険組合 宮城県 仙台市 建設業

32 株式会社ミヤックス 4370001001221 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 宮城県 仙台市 小売業

33 ラコリス株式会社 9370001020290 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 宮城県 仙台市 建設業

34 株式会社新晃測量 5370302001233 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 宮城県 石巻市 製造業

35 株式会社介援隊 2370501000906 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 宮城県 気仙沼市 福祉

36 気仙沼商工会議所 5370505000024 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 宮城県 気仙沼市
社団法人、財団法人、商工会議所・商工

会

37 株式会社登米ブラス 5370801000181 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 宮城県 名取市 製造業

38 白石ポリテックス工業株式会社 9370101001348 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 宮城県 蔵王町 製造業

39 有限会社山藤運輸 4370502000564 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮城支部 宮城県 南三陸町 運輸業

40 ライフデザインラボ株式会社 8410001012318 全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部 秋田県 秋田市 福祉

41 株式会社クツザワ 8410001009140 全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部 秋田県 横手市 製造業

42 東光コンピュータ・サービス株式会社 3410001006076 全国健康保険協会（協会けんぽ）秋田支部 秋田県 大館市 情報通信業

43 東北電化工業株式会社 4390001001401 全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部 山形県 山形市 建設業

44 東洋設備工業株式会社 6390001001291 全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部 山形県 山形市 建設業

45 藤井株式会社 6390001001622 全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部 山形県 山形市 卸売業

46 株式会社山形新聞社 1390001002030 全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部 山形県 山形市 情報通信業

47 株式会社ヤマコン 6390001002265 全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部 山形県 山形市 建設業

48 日本刃物株式会社 4390001010039 全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部 山形県 米沢市 製造業

49 有限会社菅原物流 3390002009469 全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部 山形県 鶴岡市 運輸業

50 ツルカンシステム株式会社 2390001007689 全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部 山形県 鶴岡市 卸売業

51 有限会社備研 7390002010415 全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部 山形県 鶴岡市 建設業

52 エイエスエムトランスポート株式会社 1390001006089 全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部 山形県 酒田市 運輸業

53 升川建設株式会社 9390001012047 全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部 山形県 河北町 建設業

54 株式会社大丸工務店 2380001000793 全国健康保険協会（協会けんぽ）福島支部 福島県 福島市 建設業

55 会津土建株式会社 3380001017151 全国健康保険協会（協会けんぽ）福島支部 福島県 会津若松市 建設業

56 有限会社ワシオ商会 5380002033534 全国健康保険協会（協会けんぽ）福島支部 福島県 会津若松市 卸売業

57 株式会社エヌジェイアイ 3380001004686 全国健康保険協会（協会けんぽ）福島支部 福島県 郡山市 卸売業

58 株式会社星機械設計 3380001006591 全国健康保険協会（協会けんぽ）福島支部 福島県 郡山市 専門・技術サービス業

59 本宮運輸有限会社 7380002013113 全国健康保険協会（協会けんぽ）福島支部 福島県 郡山市 運輸業

60 株式会社菅澤建設 7380001010004 全国健康保険協会（協会けんぽ）福島支部 福島県 二本松市 建設業

61 株式会社桑原コンクリート工業 9380001007972 全国健康保険協会（協会けんぽ）福島支部 福島県 田村市 製造業

62 東陽電気工事株式会社 7380001010342 全国健康保険協会（協会けんぽ）福島支部 福島県 西郷村 建設業

63 南双サービス株式会社 6380001016621 全国健康保険協会（協会けんぽ）福島支部 福島県 広野町 サービス業（他に分類されないもの）

64 株式会社トレンディ茨城 2050001001874 全国健康保険協会（協会けんぽ）茨城支部 茨城県 水戸市 運輸業

65 株式会社鯨井会計 5050002017974 全国健康保険協会（協会けんぽ）茨城支部 茨城県 つくば市 サービス業（他に分類されないもの）

66 大栄システム株式会社 1050001020289 全国健康保険協会（協会けんぽ）茨城支部 茨城県 鹿嶋市 情報通信業

67 株式会社三友企画 2050001031442 全国健康保険協会（協会けんぽ）茨城支部 茨城県 筑西市 金融業

68 株式会社ワタナベプレス 3060001004735 全国健康保険協会（協会けんぽ）栃木支部 栃木県 宇都宮市 製造業

69 株式会社クラウン 9060001006412 全国健康保険協会（協会けんぽ）栃木支部 栃木県 宇都宮市 生活関連サービス業

70 株式会社不二ドライ 3060001003844 全国健康保険協会（協会けんぽ）栃木支部 栃木県 宇都宮市 生活関連サービス業

71 ハートランド・データ株式会社 9060001019050 全国健康保険協会（協会けんぽ）栃木支部 栃木県 足利市 情報通信業

72 明和コンピュータシステム株式会社 4060001014840 全国健康保険協会（協会けんぽ）栃木支部 栃木県 小山市 情報通信業

73 大古精機株式会社 5060001005962 全国健康保険協会（協会けんぽ）栃木支部 栃木県 さくら市 製造業

74 群馬ヤクルト販売株式会社 2070001001022 ヤクルト健康保険組合 群馬県 前橋市 小売業

75 群馬小型運送株式会社 4070001006655 全国健康保険協会（協会けんぽ）群馬支部 群馬県 高崎市 運輸業

76 株式会社群馬バス 5070001008881 全国健康保険協会（協会けんぽ）群馬支部 群馬県 高崎市 運輸業

77 石川建設株式会社 3070001018684 全国健康保険協会（協会けんぽ）群馬支部 群馬県 太田市 建設業

78 株式会社ジュンコーポレイション 6070001009945 全国健康保険協会（協会けんぽ）群馬支部 群馬県 安中市 製造業

79 株式会社ボルテックスセイグン 9070001010074 全国健康保険協会（協会けんぽ）群馬支部 群馬県 安中市 運輸業

80 株式会社中沢ヴィレッジ 5070001026371 全国健康保険協会（協会けんぽ）群馬支部 群馬県 草津町 宿泊業

81 内藤保険サービス株式会社 5030001006121 全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部 埼玉県 さいたま市 保険業

82 株式会社野上工業 1030001019341 全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部 埼玉県 さいたま市 建設業

83 株式会社ノットイコール 1030001104886 全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部 埼玉県 さいたま市 保険業

84 有限会社新郷運輸 9030002103442 全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部 埼玉県 川口市 運輸業

85 株式会社スズキアリーナ川口 2030001075524 全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部 埼玉県 川口市 小売業

86 中原建設株式会社 9030001076474 埼玉県建設業健康保険組合 埼玉県 川口市 建設業

87 ライフサポートサービス株式会社 4030001083228 全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部 埼玉県 川口市 サービス業（他に分類されないもの）

88 エムケイ・コンサルティング株式会社 1030001052169 全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部 埼玉県 春日部市 保険業

89 コニカミノルタテクノプロダクト株式会社 4030001026277 コニカミノルタ健康保険組合 埼玉県 狭山市 製造業

90 株式会社東京すずらん 5011801010074 全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部 埼玉県 蕨市 生活関連サービス業

91 石坂産業株式会社 4030001056274 全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部 埼玉県 三芳町 サービス業（他に分類されないもの）

92 旭建設株式会社 9040001034539 全国土木建築国民健康保険組合 千葉県 千葉市 建設業

93 株式会社ソフィアブレイン 3040001046069 全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部 千葉県 成田市 保険業

94 ワコースチール株式会社 3040001044956 ＳＫ健康保険組合 千葉県 成田市 製造業

95 アシザワ・ファインテック株式会社 7040001014988 全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部 千葉県 習志野市 製造業

96 アセットインベントリー株式会社 2040001065111 全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部 千葉県 柏市 情報通信業

97 株式会社グランシア 1040002095199 全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部 千葉県 柏市 保険業

98 有限会社ベストワン 6040002093512 全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部 千葉県 柏市 保険業

99 株式会社オンフェイス 9040001055378 全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部 千葉県 市原市 保険業

100 株式会社ユニペン 7040001054687 全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部 千葉県 市原市 卸売業

101 株式会社ハート保険コンサルティング 3040001069516 全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部 千葉県 我孫子市 保険業

102 三井温熱株式会社 7040001045950 全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部 千葉県 富里市 製造業

103 株式会社グッドパワー 5040001062808 全国健康保険協会（協会けんぽ）千葉支部 千葉県 匝瑳市 サービス業（他に分類されないもの）
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104 ＮＳＫ株式会社 2010001067226 日本ＮＣＲ健康保険組合 東京都 千代田区 建設業

105 株式会社リンクアンドコミュニケーション 7011101039597 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 千代田区 サービス業（他に分類されないもの）

106 株式会社キャリアコンサルティング 1010001120613 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 千代田区 小売業

107 株式会社小岩井ファームダイニング 8010001179791 三菱健康保険組合 東京都 千代田区 飲食サービス業

108 株式会社セーフティネット 2010001091787 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 千代田区 サービス業（他に分類されないもの）

109 日新火災インシュアランスサービス株式会社 7010001026078 日新火災健康保険組合 東京都 千代田区 保険業

110 プライマリー・アシスト株式会社 7010001166353 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 千代田区 サービス業（他に分類されないもの）

111 株式会社ミナケア 9010401095101 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 千代田区 サービス業（他に分類されないもの）

112 リアルワールドゲームス株式会社 1010001181630 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 千代田区 情報通信業

113 株式会社アークテック 1020001030992 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

114 株式会社浅野製版所 4010001036328 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 中央区 製造業

115 石川インシュアランスサービス株式会社 3011801005919 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 中央区 保険業

116 株式会社WellGo 7010901043528 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 中央区 サービス業（他に分類されないもの）

117 toBeマーケティング株式会社 5010001168566 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

118 日美商事株式会社 3010001054818 東京都電機健康保険組合 東京都 中央区 卸売業

119 株式会社日本健康経営 8010001188173 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 中央区 サービス業（他に分類されないもの）

120 ピースマインド株式会社 3010001090400 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 中央区 専門・技術サービス業

121 株式会社LainZ 4010001120255 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 中央区 情報通信業

122 株式会社オカモトヤ 1010401006180 東京文具販売健康保険組合 東京都 港区 その他

123 株式会社電巧社 9010401018540 東京都電機健康保険組合 東京都 港区 その他

124 日本ナレッジスペース株式会社 3010001159633 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 港区 情報通信業

125 ホンダ健康保険組合 3700150006252 ホンダ健康保険組合 東京都 港区
医療法人、社会福祉法人、健康保険組

合等保険者

126 H.U.ウェルネス株式会社 5010601020283 東京薬業健康保険組合 東京都 新宿区 卸売業

127 株式会社グッピーズ 5011101043683 東京都情報サービス産業健康保険組合 東京都 新宿区 情報通信業

128 株式会社ジャパンイーエーピーシステムズ 5011101033461 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 新宿区 専門・技術サービス業

129 株式会社タマディック 4011101024544 産業機械健康保険組合 東京都 新宿区 専門・技術サービス業

130 東京ビッグハウス株式会社 5010001146175 東京不動産業健康保険組合 東京都 新宿区 不動産業

131 一般財団法人明治安田健康開発財団 9011105007532 明治安田生命健康保険組合 東京都 新宿区
社団法人、財団法人、商工会議所・商工

会

132 公益財団法人明治安田厚生事業団 3011105000294 明治安田生命健康保険組合 東京都 新宿区

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）

133 株式会社エーオーエーアオバ 2010001121544 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 文京区 卸売業

134 株式会社松下産業 4010001007320 東京都土木建築健康保険組合 東京都 文京区 建設業

135 コガソフトウェア株式会社 1010501023308 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 台東区 情報通信業

136 森平舞台機構株式会社 5010501014014 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 台東区 建設業

137 株式会社アオアクア 5010601040736 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 江東区 医療

138 サイショウ.エクスプレス株式会社 8010601024067 東京トラック事業健康保険組合 東京都 江東区 運輸業

139 西谷印刷株式会社 8010601025148 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 江東区 製造業

140 コグラフ株式会社 8011201014598 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

141 ウェルリンク株式会社 1010001086210 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 目黒区 サービス業（他に分類されないもの）

142 株式会社コアテック 1011001059528 関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 東京都 目黒区 情報通信業

143 株式会社キタセツ 3010801013394 東京建設業国民健康保険組合 東京都 大田区 建設業

144 リビング建設株式会社 4010901037367 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 大田区 建設業

145 株式会社リビングセンター 9010801018644 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 大田区 不動産業

146 株式会社アロー 8010901033643 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 世田谷区 娯楽業

147 株式会社東横建設 5010901008417 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 世田谷区 建設業

148 株式会社リビングコミュニティ 1010801020153 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 世田谷区 その他

149 株式会社リビングライフ 4010901012849 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 世田谷区 不動産業

150 株式会社iCARE 2010401094225 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 渋谷区 サービス業（他に分類されないもの）

151 株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO 3011001036062 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 渋谷区 保険業

152 株式会社ドクタートラスト 4011001043322 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 渋谷区 サービス業（他に分類されないもの）

153 株式会社タニタ 4011401004072 計機健康保険組合 東京都 板橋区 製造業

154 株式会社ＴＯＫ 9011401004704 東京都家具健康保険組合 東京都 板橋区 製造業

155 東京都チャレンジドプラストッパン株式会社 6011401007057 トッパングループ健康保険組合 東京都 板橋区 製造業

156 東京港運送株式会社 3011601004600 東京トラック事業健康保険組合 東京都 練馬区 運輸業

157 茂呂運送株式会社 7011601006931 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 練馬区 運輸業

158 彌生ヂーゼル工業株式会社 4011701015538 東京都自動車整備健康保険組合 東京都 江戸川区 サービス業（他に分類されないもの）

159 東京西サトー製品販売株式会社 8012801001127 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 立川市 小売業

160 株式会社オガワエコノス 8240001034098 全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部 広島県 府中市 サービス業（他に分類されないもの）

161 株式会社リーズ 9012402008603 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 府中市 保険業

162 社会福祉法人全国スモンの会 5012705000137 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 小平市
医療法人、社会福祉法人、健康保険組

合等保険者

163 株式会社ドリーム 3012401018154 日本マクドナルド健康保険組合 東京都 狛江市 飲食サービス業

164 武蔵通商株式会社 1012801003146 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 武蔵村山市 運輸業

165 株式会社ベネッセビジネスメイト 4013401004473 ベネッセグループ健康保険組合 東京都 多摩市 サービス業（他に分類されないもの）

166 有限会社フューチャサポート 3012702013036 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部 東京都 西東京市 サービス業（他に分類されないもの）

167 株式会社ＫＴグループ 8020001030540 ＫＴグループ健康保険組合 神奈川県 横浜市 その他

168 向洋電機土木株式会社 7020001012878 神奈川県電設健康保険組合 神奈川県 横浜市 建設業

169 株式会社三友ファスニング 3020001040800 全国健康保険協会（協会けんぽ）神奈川支部 神奈川県 横浜市 建設業

170 TTピーエム株式会社 9020001027874 東芝健康保険組合 神奈川県 横浜市 情報通信業

171 株式会社ドクターズ・マン 5010401058417 全国健康保険協会（協会けんぽ）神奈川支部 神奈川県 横浜市 製造業

172 日興テクノス株式会社 3020001003220 神奈川県電設健康保険組合 神奈川県 横浜市 情報通信業

173 ボッシュエンジニアリング株式会社 8020001049721 ボッシュ健康保険組合 神奈川県 横浜市 情報通信業

174 ＭＩＮＡＴＯ株式会社 1020001134637 全国健康保険協会（協会けんぽ）神奈川支部 神奈川県 横浜市 保険業

175 アップコン株式会社 4020001076372 全国健康保険協会（協会けんぽ）神奈川支部 神奈川県 川崎市 建設業

176 ベイラインエクスプレス株式会社 7020001098439 全国健康保険協会（協会けんぽ）神奈川支部 神奈川県 川崎市 運輸業

177 株式会社アスペア 5021001011129 神奈川県情報サービス産業健康保険組合 神奈川県 相模原市 情報通信業

178 株式会社マーク電子 1021001013962 神奈川県電子電気機器健康保険組合 神奈川県 相模原市 製造業

179 株式会社テクノステート 5020001045632 神奈川県鉄工業健康保険組合 神奈川県 藤沢市 製造業

180 富士フイルムグループ健康保険組合 1700150014760 富士フイルムグループ健康保険組合 神奈川県 小田原市
医療法人、社会福祉法人、健康保険組

合等保険者

181 富士フイルムメディアマニュファクチャリング株式会社 5021001032380 富士フイルムグループ健康保険組合 神奈川県 小田原市 製造業

182 アルバック健康保険組合 7700150014185 アルバック健康保険組合 神奈川県 茅ヶ崎市
医療法人、社会福祉法人、健康保険組

合等保険者

183 株式会社大和ケミカル 9021001020068 全国健康保険協会（協会けんぽ）神奈川支部 神奈川県 厚木市 製造業

184 横浜低温ロジスティック株式会社 2021001047167 全国健康保険協会（協会けんぽ）神奈川支部 神奈川県 厚木市 運輸業

185 人の森株式会社 5021001026853 全国健康保険協会（協会けんぽ）神奈川支部 神奈川県 海老名市 建設業

186 富士フイルムエンジニアリング株式会社 3021001053222 富士フイルムグループ健康保険組合 神奈川県 南足柄市 製造業

187 株式会社アイセック 2110001034488 全国健康保険協会（協会けんぽ）新潟支部 新潟県 新潟市 情報通信業

188 双峰通信工業株式会社 9110001002892 全国健康保険協会（協会けんぽ）新潟支部 新潟県 新潟市 建設業

189 柏陽鋼機株式会社 5110001017523 全国健康保険協会（協会けんぽ）新潟支部 新潟県 柏崎市 卸売業

190 三福運輸株式会社 1110001012949 全国健康保険協会（協会けんぽ）新潟支部 新潟県 新発田市 運輸業

191 大島電気株式会社 3110001020900 全国健康保険協会（協会けんぽ）新潟支部 新潟県 十日町市 建設業

192 株式会社高舘組 5110001019206 全国健康保険協会（協会けんぽ）新潟支部 新潟県 上越市 建設業

193 伊米ヶ崎建設株式会社 7110001026687 全国健康保険協会（協会けんぽ）新潟支部 新潟県 魚沼市 建設業

194 株式会社三友組 6110001026820 全国健康保険協会（協会けんぽ）新潟支部 新潟県 魚沼市 建設業

195 株式会社アルト 3230001000171 全国健康保険協会（協会けんぽ）富山支部 富山県 富山市 サービス業（他に分類されないもの）

196 北日本印刷株式会社 2230001000734 全国健康保険協会（協会けんぽ）富山支部 富山県 富山市 製造業

197 大高建設株式会社 7230001007634 全国健康保険協会（協会けんぽ）富山支部 富山県 黒部市 建設業

198 小野医療器株式会社 4230001008214 全国健康保険協会（協会けんぽ）富山支部 富山県 砺波市 小売業

199 ユーシン建設株式会社 5230001008436 全国土木建築国民健康保険組合 富山県 砺波市 建設業

200 ST物流サービス株式会社 5230001009467 三協・立山健康保険組合 富山県 小矢部市 運輸業

201 アール・ビー・コントロールズ株式会社 9220001000670 リンナイ健康保険組合 石川県 金沢市 製造業
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202 会宝産業株式会社 8220001001728 全国健康保険協会（協会けんぽ）石川支部 石川県 金沢市 卸売業

203 ティ・アイ・エス株式会社 3220002007638 全国健康保険協会（協会けんぽ）石川支部 石川県 金沢市 保険業

204 株式会社トーケン 7220001012222 小松マテーレ健康保険組合 石川県 金沢市 建設業

205 馬場化学工業株式会社 9220001005372 全国健康保険協会（協会けんぽ）石川支部 石川県 金沢市 製造業

206 株式会社ビーケープラス 1220001005438 全国健康保険協会（協会けんぽ）石川支部 石川県 金沢市 製造業

207 公益財団法人北陸体力科学研究所 1220005007389 全国健康保険協会（協会けんぽ）石川支部 石川県 小松市
社団法人、財団法人、商工会議所・商工

会

208 株式会社金沢シール 3220001002078 全国健康保険協会（協会けんぽ）石川支部 石川県 白山市 製造業

209 中村留精密工業株式会社 2220001000157 全国健康保険協会（協会けんぽ）石川県支部 石川県 白山市 製造業

210 片山機械株式会社 4210001000908 全国健康保険協会（協会けんぽ）福井支部 福井県 福井市 製造業

211 株式会社日本エー・エム・シー 9210001002619 全国健康保険協会（協会けんぽ）福井支部 福井県 福井市 製造業

212 福井キヤノン事務機株式会社 7210001002901 全国健康保険協会（協会けんぽ）福井支部 福井県 福井市 卸売業

213 キョーセー株式会社 7210001011588 全国健康保険協会（協会けんぽ）福井支部 福井県 越前市 製造業

214 タニオ保険株式会社 4210001011748 全国健康保険協会（協会けんぽ）福井支部 福井県 越前市 保険業

215 東洋染工株式会社 3210001002509 全国健康保険協会（協会けんぽ）福井支部 福井県 坂井市 製造業

216 国際建設株式会社 3090001000772 全国健康保険協会（協会けんぽ）山梨支部 山梨県 甲府市 建設業

217 株式会社ブレイン 3090002005036 全国健康保険協会（協会けんぽ）山梨支部 山梨県 甲府市 保険業

218 旭陽電気株式会社 4090001011059 全国健康保険協会（協会けんぽ）山梨支部 山梨県 韮崎市 製造業

219 川中島建設株式会社 3100001000705 全国健康保険協会（協会けんぽ）長野支部 長野県 長野市 建設業

220 高木建設株式会社 9100001001838 全国健康保険協会（協会けんぽ）長野支部 長野県 長野市 建設業

221 有限会社エム・エス・ディ 9100002022635 全国健康保険協会（協会けんぽ）長野支部 長野県 松本市 サービス業（他に分類されないもの）

222 十字屋リース株式会社 4100001013318 全国健康保険協会（協会けんぽ）長野支部 長野県 松本市 物品賃貸業

223 ルピナ中部工業株式会社 1100001014401 全国健康保険協会（協会けんぽ）長野支部 長野県 松本市 建設業

224 株式会社共進 8100001018288 全国健康保険協会（協会けんぽ）長野支部 長野県 諏訪市 製造業

225 宮下建設株式会社 5100001020908 全国健康保険協会（協会けんぽ）長野支部 長野県 伊那市 建設業

226 株式会社六協 6100001018736 全国健康保険協会（協会けんぽ）長野支部 長野県 下諏訪町 建設業

227 株式会社協和精工 1100001023030 全国健康保険協会（協会けんぽ）長野支部 長野県 高森町 製造業

228 Ａｆｒｏ Ｊａｐａｎ 合同会社 8200003003550 全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部 岐阜県 岐阜市 医療

229 ハートランス株式会社 6200001004164 全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部 岐阜県 岐阜市 運輸業

230 株式会社セクテック 2200001020727 全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部 岐阜県 多治見市 サービス業（他に分類されないもの）

231 株式会社大野ナイフ製作所 3200001019000 全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部 岐阜県 関市 製造業

232 東清株式会社 5200001023446 全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部 岐阜県 中津川市 サービス業（他に分類されないもの）

233 友光測範株式会社 8200001023600 全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部 岐阜県 中津川市 製造業

234 リップルネット株式会社 5200001029253 全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部 岐阜県 中津川市 サービス業（他に分類されないもの）

235 中日本ダイカスト工業株式会社 3200001007368 全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部 岐阜県 各務原市 製造業

236 株式会社NOA 6200001010402 全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部 岐阜県 瑞穂市 保険業

237 一丸ファルコス株式会社 5200001009783 全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部 岐阜県 本巣市 製造業

238 ＬＦＣ株式会社 7200001010376 全国健康保険協会（協会けんぽ）岐阜支部 岐阜県 本巣市 その他

239 株式会社メンテックカンザイ 2080001005245 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 静岡市 サービス業（他に分類されないもの）

240 株式会社アトランス 2080401009639 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 浜松市 運輸業

241 株式会社覚堂 5080401011195 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 浜松市 建設業

242 株式会社ソフトウェアプロダクツ 8080401002786 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 浜松市 情報通信業

243 株式会社イワサキ経営 1080101002531 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 沼津市 専門・技術サービス業

244 静岡コンサルタント株式会社 1080101005666 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 三島市 専門・技術サービス業

245 静岡部品株式会社 6080101011718 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 富士宮市 製造業

246 有限会社アップエージェント 6080002014456 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 島田市 保険業

247 丸尾興商株式会社 4080401017326 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 島田市 卸売業

248 株式会社わたひろ産業 7080101009991 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 富士市 製造業

249 松葉倉庫株式会社 1080001016796 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 藤枝市 運輸業

250 コニカミノルタケミカル株式会社 3080401017707 コニカミノルタ健康保険組合 静岡県 袋井市 製造業

251 深澤電工株式会社 2080101006127 全国健康保険協会（協会けんぽ）静岡支部 静岡県 長泉町 製造業

252 株式会社アイガ 7180001055960 愛知県情報サービス産業健康保険組合 愛知県 名古屋市 情報通信業

253 愛知県トラック事業健康保険組合 3700150042280 愛知県トラック事業健康保険組合 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

254 株式会社ＩＴＡＧＥ 7180001056397 愛知県情報サービス産業健康保険組合 愛知県 名古屋市 情報通信業

255 avivo株式会社 8180301028343 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 サービス業（他に分類されないもの）

256 アルプススチール株式会社 9180001029351 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 製造業

257 株式会社エイジェントヴィレッジ 1180001068035 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 保険業

258 グロースリンク税理士法人 9180005011405 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 サービス業（他に分類されないもの）

259 株式会社青電社 3180001017064 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 建設業

260 大有建設株式会社 4180001037565 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 建設業

261 有限会社太陽事務機販売 3180002018482 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 小売業

262 中部電力健康保険組合 9700150073064 中部電力健康保険組合 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

263 株式会社ニシテ商会 3180001101000 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 運輸業

264 日本ガイシ健康保険組合 6700150042451 日本ガイシ健康保険組合 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

265 布目電機株式会社 1180001020581 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 製造業

266 株式会社Beスタッフィング 4180001109538 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 学習支援業

267 株式会社フラッグス 4180001131459 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 小売業

268 株式会社プロスチール 1180001027783 豊田通商健康保険組合 愛知県 名古屋市 卸売業

269 株式会社名豊 6180001041350 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 名古屋市 サービス業（他に分類されないもの）

270 株式会社オノコム 4180301005321 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 豊橋市 建設業

271 有限会社星翔企画 1180302008111 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 豊橋市 サービス業（他に分類されないもの）

272 総合埠頭株式会社 5180301006021 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 豊橋市 運輸業

273 豊鉄バス株式会社 6180301008850 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 豊橋市 運輸業

274 服部工業株式会社 7180301001771 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 岡崎市 製造業

275 株式会社ホンダカーズ三河 8180301002199 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 岡崎市 小売業

276 大橋運輸株式会社 3180001078692 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 瀬戸市 運輸業

277 アジアクリエイト株式会社 1180301009705 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 豊川市 製造業

278 株式会社イトコー 9180301009747 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 豊川市 建設業

279 宇都宮工業株式会社 3180301009991 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 豊川市 製造業

280 株式会社服部商会 6180001096592 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 津島市 卸売業

281 株式会社アイ・ステージ 3180301015511 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 碧南市 保険業

282 藤久運輸倉庫株式会社 5180301014429 愛知県トラック事業健康保険組合 愛知県 刈谷市 運輸業

283 フジキュー整備株式会社 6180301014428 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 刈谷市 サービス業（他に分類されないもの）

284 株式会社コンサルティング東海 4180301020361 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 豊田市 保険業

285 近藤商事土木株式会社 5180301018256 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 豊田市 建設業

286 豊田東海警備株式会社 6180301018866 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 豊田市 サービス業（他に分類されないもの）

287 日本介護サービス株式会社 7180301019005 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 豊田市 福祉

288 株式会社中島製作所 4180301013175 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 安城市 製造業

289 三周全工業株式会社 8180301022486 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 西尾市 製造業

290 蒲郡商工会議所 7180305004110 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 蒲郡市
社団法人、財団法人、商工会議所・商工

会

291 小森株式会社 5180301010980 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 蒲郡市 卸売業

292 艶栄工業株式会社 9180301011174 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 蒲郡市 製造業

293 日本信託警備株式会社 7180301010780 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 蒲郡市 サービス業（他に分類されないもの）

294 森菊株式会社 7180301011416 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 蒲郡市 卸売業

295 山八商事株式会社 6180301011441 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 蒲郡市 卸売業

296 エバー株式会社 5180001093129 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 常滑市 製造業

297 ダイサンドット株式会社 1180001076095 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 小牧市 製造業

298 株式会社トップライン 1180001077457 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 小牧市 運輸業

299 株式会社ブルーボックス 5180001087056 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 稲沢市 不動産業

300 株式会社三恵シーアンドシー 4180001092503 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 大府市 製造業

301 株式会社鈴木軌道 9180001092548 全国土木建築国民健康保険組合 愛知県 大府市 建設業
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302 星和化成株式会社 2180001092554 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 大府市 製造業

303 三幸土木株式会社 6180001066926 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 日進市 建設業

304 千秋技研株式会社 4180001076010 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛知支部 愛知県 大口町 製造業

305 株式会社デンソーエムテック 3180301013119 デンソー健康保険組合 愛知県 阿久比町 製造業

306 矢作産業株式会社 5180301002037 トヨタ関連部品健康保険組合 愛知県 幸田町 製造業

307 株式会社光機械製作所 7190001000882 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 三重県 津市 製造業

308 久居運送株式会社 7190001001369 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 三重県 津市 運輸業

309 株式会社東産業 6190001014215 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 三重県 四日市市 建設業

310 双庸電子株式会社 4190001015322 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 三重県 四日市市 製造業

311 フレッシュ物流株式会社 3190001016131 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 三重県 四日市市 運輸業

312 三重電設株式会社 3190001916420 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 三重県 四日市市 建設業

313 株式会社四日市事務機センター 6190001016715 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 三重県 四日市市 小売業

314 株式会社ゴーリキ 9190001006614 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 三重県 伊勢市 製造業

315 株式会社ミツイバウ・マテリアル 8190001010600 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 三重県 松阪市 卸売業

316 イケダアクト株式会社 6190001004827 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 三重県 鈴鹿市 建設業

317 株式会社デンソーパワトレインテクノロジーズ 5190001013820 デンソー健康保険組合 三重県 いなべ市 専門・技術サービス業

318 マツオカ建機株式会社 4190001016254 全国健康保険協会（協会けんぽ）三重支部 三重県 川越町 物品賃貸業

319 綾羽株式会社 1120001077339 綾羽健康保険組合 滋賀県 大津市 不動産業

320 正和設計株式会社 9160001001106 全国健康保険協会（協会けんぽ）滋賀支部 滋賀県 大津市 専門・技術サービス業

321 株式会社FEBACS 6130001005153 近畿電子産業健康保険組合 滋賀県 彦根市 専門・技術サービス業

322 医療法人弘鳳会　おぐりクリニック 1160005004731 全国健康保険協会（協会けんぽ）滋賀支部 滋賀県 長浜市
医療法人、社会福祉法人、健康保険組

合等保険者

323 株式会社日吉 4160001010945 全国健康保険協会（協会けんぽ）滋賀支部 滋賀県 近江八幡市 専門・技術サービス業

324 株式会社アダムスセキュリティ 8160001015008 全国健康保険協会（協会けんぽ）滋賀支部 滋賀県 草津市 サービス業（他に分類されないもの）

325 株式会社ウエーブ 6160001016040 全国健康保険協会（協会けんぽ）滋賀支部 滋賀県 守山市 製造業

326 有限会社アドバンク 5130002006622 全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部 京都府 京都市 製造業

327 株式会社バックテック 6130001057252 全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部 京都府 京都市 情報通信業

328 株式会社京応 2130001028868 全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部 京都府 京都市 サービス業（他に分類されないもの）

329 株式会社健幸プラス 7130001052574 全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部 京都府 京都市 飲食サービス業

330 三共精機株式会社 5130001012737 全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部 京都府 京都市 卸売業

331 株式会社システムクリエイト 9130002022310 全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部 京都府 京都市 保険業

332 中野製薬株式会社 7130001013106 近畿化粧品健康保険組合 京都府 京都市 製造業

333 二九精密機械工業株式会社 6130001011366 全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部 京都府 京都市 製造業

334 日東公進株式会社 6130001041818 印刷製本包装機械健康保険組合 京都府 綾部市 製造業

335 宇治第一交通株式会社 8130001032336 全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部 京都府 宇治市 運輸業

336 株式会社西田製作所 7130002001241 全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部 京都府 向日市 製造業

337 株式会社サンフレッシュ 8130001038738 全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部 京都府 京田辺市 小売業

338 フィトンチッドジャパン株式会社 3140001086435 全国健康保険協会（協会けんぽ）京都支部 京都府 精華町 製造業

339 アイデアル株式会社 5120001167342 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 情報通信業

340 株式会社アイムスタイル 9120001132020 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 情報通信業

341 株式会社アワハウス 2120001041203 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 福祉

342 株式会社ＳＥＴ 5120001124509 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 情報通信業

343 株式会社HNS 2120001167139 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 情報通信業

344 株式会社エヌ・エム・アール流通総研 3120001054088 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 専門・技術サービス業

345 一般財団法人大阪建築技術協会 1120005004058 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市
社団法人、財団法人、商工会議所・商工

会

346 株式会社カサマ 3120001014538 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 サービス業（他に分類されないもの）

347 関西デジタルソフト株式会社 6120001047147 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 情報通信業

348 公益社団法人関西労働衛生技術センター 6120005003047 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市
社団法人、財団法人、商工会議所・商工

会

349 北浜グローバル経営株式会社 7120001173735 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 サービス業（他に分類されないもの）

350 京立商事株式会社 2120001003228 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 小売業

351 キンキ道路株式会社 6120001063268 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 建設業

352 寿精版印刷株式会社 1120001022823 全国印刷工業健康保険組合 大阪府 大阪市 製造業

353 株式会社坂口製作所 9120001135816 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 製造業

354 株式会社サンヨー・シーワィピー 4120001080604 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 その他

355 三和建設株式会社 8120001055643 全国土木建築国民健康保険組合 大阪府 大阪市 建設業

356 シー・システム株式会社 8120001049876 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 情報通信業

357 株式会社ＴＥＣＮＥＳ 7120001120076 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 建設業

358 東イン株式会社 8120001039159 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 卸売業

359 東洋建設株式会社 2120001052472 東淀川健康保険組合 大阪府 大阪市 建設業

360 株式会社ノンバーバル 1120001142316 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 専門・技術サービス業

361 株式会社ファノバ 7120901001235 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 サービス業（他に分類されないもの）

362 富士電波工業株式会社 6120001058103 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 製造業

363 株式会社LIFE 8120001217565 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 大阪市 サービス業（他に分類されないもの）

364 ワダカルシウム製薬株式会社 1120001002783 大阪薬業健康保険組合 大阪府 大阪市 製造業

365 菊地光学精工株式会社 3120101001741 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 堺市 製造業

366 丸高運送株式会社 6120101006746 大阪府貨物運送健康保険組合 大阪府 堺市 運輸業

367 株式会社JALスカイ大阪 4120901024197 日本航空健康保険組合 大阪府 豊中市 サービス業（他に分類されないもの）

368 ダスキン健康保険組合 4700150025177 ダスキン健康保険組合 大阪府 吹田市
医療法人、社会福祉法人、健康保険組

合等保険者

369 I-QUON株式会社 6120001125068 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 高槻市 サービス業（他に分類されないもの）

370 エム・ワイホーム株式会社 1120901000325 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 茨木市 建設業

371 株式会社中田製作所 5122001019515 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 八尾市 製造業

372 株式会社八代塗装 4122001022692 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 八尾市 製造業

373 株式会社前田組 6120001148639 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 寝屋川市 建設業

374 株式会社マスパック 9120901010036 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 摂津市 製造業

375 株式会社サンワ 5122001003329 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 東大阪市 卸売業

376 ハウスあいファクトリー株式会社 6122001000829 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 東大阪市 製造業

377 株式会社ハルテ物流サービス 9120001156523 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 東大阪市 運輸業

378 山本光学株式会社 9122001007961 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 東大阪市 製造業

379 株式会社吉建ウォール 6122001027260 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 東大阪市 建設業

380 三進金属工業株式会社 8120101042772 全国健康保険協会（協会けんぽ）大阪支部 大阪府 忠岡町 製造業

381 株式会社アイネットファクトリー 5140001026455 全国健康保険協会（協会けんぽ）兵庫支部 兵庫県 神戸市 建設業

382 株式会社今井商店 1140001006213 全国健康保険協会（協会けんぽ）兵庫支部 兵庫県 神戸市 小売業

383 株式会社セラピット 3140001027133 全国健康保険協会（協会けんぽ）兵庫支部 兵庫県 神戸市 福祉

384 天豊エンジニアリング株式会社 8140001094342 全国健康保険協会（協会けんぽ）兵庫支部 兵庫県 神戸市 建設業

385 有限会社舞子運送 3140002006598 全国健康保険協会（協会けんぽ）兵庫支部 兵庫県 神戸市 運輸業

386 東洋テック姫路株式会社 8140001060237 全国健康保険協会（協会けんぽ）兵庫支部 兵庫県 姫路市 サービス業（他に分類されないもの）

387 有限会社もものは 7140002038828 全国健康保険協会（協会けんぽ）兵庫支部 兵庫県 姫路市 医療

388 株式会社とっとリンク 3140001104320 全国健康保険協会（協会けんぽ）兵庫支部 兵庫県 尼崎市 福祉

389 株式会社ダイイチコンストラクション 4140001078159 全国健康保険協会（協会けんぽ）兵庫支部 兵庫県 伊丹市 建設業

390 アサヒ物産株式会社 4140001042445 全国健康保険協会（協会けんぽ）兵庫支部 兵庫県 加古川市 卸売業

391 株式会社エンマインド 6140001045875 全国健康保険協会（協会けんぽ）兵庫支部 兵庫県 加古川市 保険業

392 株式会社ハンナ 7150001001959 全国健康保険協会（協会けんぽ）奈良支部 奈良県 奈良市 運輸業

393 山本松産業株式会社 5150001006778 全国健康保険協会（協会けんぽ）奈良支部 奈良県 天理市 製造業

394 オーケーディー株式会社 1150001004769 全国健康保険協会（協会けんぽ）奈良支部 奈良県 生駒市 製造業

395 社会福祉法人愛耕福祉会 8280005007047 全国健康保険協会（協会けんぽ）島根支部 島根県 雲南市
医療法人、社会福祉法人、健康保険組

合等保険者

396 協栄金属工業株式会社 9280001005672 全国健康保険協会（協会けんぽ）島根支部 島根県 雲南市 製造業

397 株式会社ＭＪカンパニー 6260002013927 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 岡山市 卸売業

398 完和物流有限会社 2260002015076 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 岡山市 運輸業

399 セリオ株式会社 9260001021589 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 岡山市 情報通信業

400 株式会社TANIGAWA 7260001011526 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 岡山市 製造業

401 ネッツトヨタ山陽株式会社 3260001004797 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 岡山市 小売業
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402 蜂谷工業株式会社 7260001005412 全国土木建築国民健康保険組合 岡山県 岡山市 建設業

403 平賀運送株式会社 7260001005643 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 岡山市 運輸業

404 株式会社フジワラテクノアート 9260001005897 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 岡山市 製造業

405 株式会社共和工業所 1260001013032 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 倉敷市 製造業

406 中央建設株式会社 4260001014110 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 倉敷市 建設業

407 水島運搬機株式会社 8260001014874 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 倉敷市 その他

408 株式会社ＮＩＣＳ 6260001022417 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 玉野市 情報通信業

409 鳴本石材株式会社 8260001017844 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 笠岡市 製造業

410 オーエム機器株式会社 3260001017386 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 総社市 製造業

411 山陽環境開発株式会社 9260001019162 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 新見市 サービス業（他に分類されないもの）

412 にいみ清掃株式会社 9260001019212 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 新見市 サービス業（他に分類されないもの）

413 株式会社タック 1260001021290 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 備前市 製造業

414 梶岡建設株式会社 1260001022776 全国健康保険協会（協会けんぽ）岡山支部 岡山県 真庭市 建設業

415 株式会社ネクストビジョン 4240001015192 中部アイティ産業健康保険組合 広島県 広島市 情報通信業

416 リライアンス・セキュリティー株式会社 3240001007546 全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部 広島県 広島市 サービス業（他に分類されないもの）

417 ベンダ工業株式会社 4240001026909 全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部 広島県 呉市 製造業

418 株式会社テック 5240001037310 全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部 広島県 竹原市 製造業

419 株式会社Ｔグループ 5240002054222 全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部 広島県 三原市 保険業

420 株式会社八天堂 2240001040011 全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部 広島県 三原市 製造業

421 アテル株式会社 7240001033910 全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部 広島県 福山市 製造業

422 社会福祉法人アンダンテ 4240005009843 全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部 広島県 福山市
医療法人、社会福祉法人、健康保険組

合等保険者

423 伊豆義株式会社 1240001033560 全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部 広島県 福山市 卸売業

424 こだま食品株式会社 5240001030587 全国健康保険協会（協会けんぽ）広島支部 広島県 福山市 製造業

425 株式会社安成工務店 9250001006467 全国健康保険協会（協会けんぽ）山口支部 山口県 下関市 建設業

426 株式会社巽設計コンサルタント 4250001010259 全国健康保険協会（協会けんぽ）山口支部 山口県 光市 サービス業（他に分類されないもの）

427 井森工業株式会社 7250001012392 全国土木建築国民健康保険組合 山口県 柳井市 建設業

428 有限会社エム・エム・イー 6250002016113 全国健康保険協会（協会けんぽ）山口支部 山口県 周南市 複合サービス事業

429 喜多機械産業株式会社 4480001000492 全国健康保険協会（協会けんぽ）徳島支部 徳島県 徳島市 卸売業

430 藤田商事株式会社 9480001007376 全国健康保険協会（協会けんぽ）徳島支部 徳島県 美馬市 卸売業

431 株式会社ＮＤＫ 5480001002587 全国健康保険協会（協会けんぽ）徳島支部 徳島県 石井町 製造業

432 株式会社フジタ建設コンサルタント 2480001005345 全国健康保険協会（協会けんぽ）徳島支部 徳島県 北島町 専門・技術サービス業

433 小豆島ヘルシーランド株式会社 5470001012166 全国健康保険協会（協会けんぽ）香川支部 香川県 土庄町 製造業

434 株式会社愛亀 3500001001324 全国土木建築国民健康保険組合 愛媛県 松山市 建設業

435 宇和島自動車運送株式会社 3500001015316 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛媛支部 愛媛県 松山市 運輸業

436 株式会社エルパティオ 2500001016554 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛媛支部 愛媛県 松山市 サービス業（他に分類されないもの）

437 有限会社キホク 3500002002263 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛媛支部 愛媛県 松山市 生活関連サービス業

438 株式会社サイバースペース 1500001014088 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛媛支部 愛媛県 松山市 情報通信業

439 株式会社平野 5500001012220 全国健康保険協会（協会けんぽ）愛媛支部 愛媛県 今治市 小売業

440 株式会社幸 8490001004373 全国健康保険協会（協会けんぽ）高知支部 高知県 高知市 福祉

441 四国パイプ工業株式会社 6490001001249 全国健康保険協会（協会けんぽ）高知支部 高知県 高知市 建設業

442 ミタニ建設工業株式会社 8490001002179 全国土木建築国民健康保険組合 高知県 高知市 建設業

443 豚座建設株式会社 4490001004889 全国健康保険協会（協会けんぽ）高知支部 高知県 四万十市 建設業

444 鮎川産業株式会社 8290801009591 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 北九州市 運輸業

445 有限会社ケアサプライ小倉 9290802002198 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 北九州市 福祉

446 株式会社プロデュース 9290801013519 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 北九州市 福祉

447 ＩＣＴコンストラクション株式会社 8290001056798 ふくおかＩＣＴ健康保険組合 福岡県 福岡市 情報通信業

448 株式会社アスパートナー 5290001078085 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 福岡市 不動産業

449 株式会社カルナヘルスサポート 4290003001186 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 福岡市 医療

450 西光建設株式会社 9290001003122 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 福岡市 建設業

451 佐藤株式会社 9290001022345 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 福岡市 卸売業

452 株式会社NewSupport 8290001076342 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 福岡市 生活関連サービス業

453 株式会社アビックス 1290001050064 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 久留米市 製造業

454 株式会社丸信 5290001049615 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 久留米市 製造業

455 株式会社フクネツ 6290001038567 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 篠栗町 製造業

456 社会福祉法人柚の木福祉会 8290005006205 全国健康保険協会（協会けんぽ）福岡支部 福岡県 志免町
医療法人、社会福祉法人、健康保険組

合等保険者

457 株式会社シグマ 3300001000346 全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部 佐賀県 佐賀市 建設業

458 田島株式会社 3300001000800 全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部 佐賀県 佐賀市 複合サービス事業

459 有限会社ファインセーブ 8300002002361 全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部 佐賀県 佐賀市 金融業

460 有限会社宮城建設 1300002001485 全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部 佐賀県 佐賀市 建設業

461 昭和自動車株式会社 9300001007204 全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部 佐賀県 唐津市 運輸業

462 松浦通運株式会社 4300001007349 全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部 佐賀県 唐津市 運輸業

463 特定非営利活動法人愛えん 9300005005006 全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部 佐賀県 上峰町 特定非営利活動法人

464 有限会社ビッグ・ワン 2310002004569 全国健康保険協会（協会けんぽ）長崎支部 長崎県 長崎市 保険業

465 エコー電子工業株式会社 6310001005176 全国健康保険協会（協会けんぽ）長崎支部 長崎県 佐世保市 卸売業

466 株式会社ヒューマングループ 8310001005380 全国健康保険協会（協会けんぽ）長崎支部 長崎県 佐世保市 サービス業（他に分類されないもの）

467 有田工業株式会社 7310001007840 全国健康保険協会（協会けんぽ）長崎支部 長崎県 諫早市 製造業

468 株式会社平山組 6310001008889 全国健康保険協会（協会けんぽ）長崎支部 長崎県 大村市 建設業

469 有限会社セイコー 7310002020512 全国健康保険協会（協会けんぽ）長崎支部 長崎県 五島市 福祉

470 有限会社アスカ 3310002014311 全国健康保険協会（協会けんぽ）長崎支部 長崎県 新上五島町 サービス業（他に分類されないもの）

471 医療法人藤風会 2330005001289 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 熊本市
医療法人、社会福祉法人、健康保険組

合等保険者

472 株式会社熊本計算センター 8330001001378 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 熊本市 情報通信業

473 株式会社KDS熊本ドライビングスクール 5330001001471 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 熊本市 サービス業（他に分類されないもの）

474 株式会社シアーズホーム 5330001002180 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 熊本市 建設業

475 株式会社杉養蜂園 5330001002478 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 熊本市 製造業

476 株式会社ＴａＫｕＲｏｏ 1330002008619 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 熊本市 運輸業

477 肥後保険企画株式会社 6330001024488 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 熊本市 保険業

478 株式会社友和会 3330001004798 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 熊本市 保険業

479 有限会社青井運送 9330002029921 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 人吉市 運輸業

480 株式会社KDS菊池自動車学校 5330001009614 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 菊池市 サービス業（他に分類されないもの）

481 天草設備株式会社 7330001015073 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 天草市 建設業

482 株式会社池松機工 7330001009298 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 大津町 製造業

483 富士フイルム九州株式会社 2330001009542 富士フイルムグループ健康保険組合 熊本県 菊陽町 製造業

484 株式会社丸立 2330001012397 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 南阿蘇村 建設業

485 熊本旭運輸株式会社 5330001016908 全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部 熊本県 益城町 運輸業

486 医療法人柊優会 5320005009784 全国健康保険協会（協会けんぽ）大分支部 大分県 大分市
医療法人、社会福祉法人、健康保険組

合等保険者

487 株式会社プロアルファ 3320202001133 全国健康保険協会（協会けんぽ）大分支部 大分県 臼杵市 保険業

488 株式会社くだものかふぇ 3320001013759 全国健康保険協会（協会けんぽ）大分支部 大分県 宇佐市 卸売業

489 江坂設備工業株式会社 6350001000215 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮崎支部 宮崎県 宮崎市 建設業

490 宮崎商工会議所 2350005000636 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮崎支部 宮崎県 宮崎市
社団法人、財団法人、商工会議所・商工

会

491 宮崎電子機器株式会社 4350001001842 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮崎支部 宮崎県 宮崎市 卸売業

492 外山木材株式会社 2350001008146 全国健康保険協会（協会けんぽ）宮崎支部 宮崎県 都城市 製造業

493 株式会社デンソー宮崎 4350001004184 デンソー健康保険組合 宮崎県 国富町 製造業

494 三洋工機株式会社 2340001001952 全国健康保険協会（協会けんぽ）鹿児島支部 鹿児島県 鹿児島市 建設業

495 株式会社新日本技術コンサルタント 6340001002105 全国健康保険協会（協会けんぽ）鹿児島支部 鹿児島県 鹿児島市 専門・技術サービス業

496 南生建設株式会社 2340001003131 全国健康保険協会（協会けんぽ）鹿児島支部 鹿児島県 鹿児島市 建設業

497 株式会社渡辺組 5340001004663 全国土木建築国民健康保険組合 鹿児島県 鹿児島市 建設業

498 豊明建設株式会社 5340001014101 全国健康保険協会（協会けんぽ）鹿児島支部 鹿児島県 鹿屋市 建設業

499 株式会社沖縄債権回収サービス 3360001002444 全国健康保険協会（協会けんぽ）沖縄支部 沖縄県 那覇市 サービス業（他に分類されないもの）

500 沖縄ツーリスト株式会社 7360001000428 全国健康保険協会（協会けんぽ）沖縄支部 沖縄県 那覇市 生活関連サービス業

501 有限会社三崎工業 5360002000008 全国健康保険協会（協会けんぽ）沖縄支部 沖縄県 那覇市 建設業
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502 興南施設管理株式会社 9360001008774 全国健康保険協会（協会けんぽ）沖縄支部 沖縄県 浦添市 専門・技術サービス業

503 株式会社りゅうせき建設 4360001009257 全国健康保険協会（協会けんぽ）沖縄支部 沖縄県 浦添市 建設業


