
１．

あ ADEKA健康保険組合 イトーキ健康保険組合
AGC健康保険組合 稲畑産業健康保険組合
AIG健康保険組合 イマジカ健康保険組合
ANA ウイングス健康保険組合 上野グループ健康保険組合
azbilグループ健康保険組合 ウシオ電機健康保険組合
MBK連合健康保険組合 内田洋行健康保険組合
あいおいニッセイ同和健康保険組合 エーアンドエーマテリアル健康保険組合
アイシン健康保険組合 エービービー健康保険組合
アクサ生命健康保険組合 SCSK健康保険組合
朝日生命健康保険組合 エヌ・ティ・ティ健康保険組合
旭ファイバーグラス健康保険組合 大阪ガス健康保険組合
味の素健康保険組合 大阪府貨物運送健康保険組合
アボット健康保険組合 岡村製作所健康保険組合
アマダ健康保険組合 岡谷鋼機健康保険組合
アメリカンファミリー生命健康保険組合 沖電気工業健康保険組合
アンリツ健康保険組合 沖縄電力健康保険組合
イオン健康保険組合 小野薬品健康保険組合
市光工業健康保険組合 オムロン健康保険組合
伊藤忠連合健康保険組合 オリエントコーポレーション健康保険組合
伊藤ハム健康保険組合 オリンパス健康保険組合

か 花王健康保険組合 近畿日本ツーリスト健康保険組合
KYB健康保険組合 クボタ健康保険組合
科研製薬健康保険組合 グリコ健康保険組合
カシオ健康保険組合 栗林商会健康保険組合
片倉健康保険組合 グンゼ健康保険組合
神奈川県食品製造健康保険組合 経済団体健康保険組合
カネボウ健康保険組合 京阪電気鉄道健康保険組合
川口工業健康保険組合 小糸健康保険組合　
川崎汽船健康保険組合 厚生年金事業振興団健康保険組合
関西電力健康保険組合 公文健康保険組合
関西ペイント健康保険組合 コーセー健康保険組合
キッコーマン健康保険組合 国際・政策銀健康保険組合
紀文健康保険組合 コスモスイニシアグループ健康保険組合
キヤノン健康保険組合 コスモ石油健康保険組合
九州電力健康保険組合 小松製作所健康保険組合
キユーピー・アヲハタ健康保険組合 コムシスホールディングス健康保険組合
協和発酵キリン健康保険組合 五洋建設健康保険組合
キリンビール健康保険組合 京成電鉄健康保険組合

さ JFE健康保険組合 三機工業健康保険組合
JUKI健康保険組合 三晃金属工業健康保険組合
J-オイルミルズ健康保険組合 三洋化成工業健康保険組合
埼玉機械工業健康保険組合 三陽商会健康保険組合
埼玉県建設業健康保険組合 山陽電鉄健康保険組合
埼玉県農協健康保険組合 サンリオ健康保険組合
鷺宮健康保険組合 ジェイアールグループ健康保険組合
サクサ健康保険組合 ジェイティ健康保険組合
サッポロビール健康保険組合 塩野義健康保険組合
システナ健康保険組合 住友重機械健康保険組合
静岡鉄道健康保険組合 住友商事健康保険組合

　健康保険組合　(五十音順)　/計328組合　（非公開10組合含む）

「歯の予防健診」登録健康保険組合・その他法人会員組織一覧 
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１． 　健康保険組合　(五十音順)　/計328組合　（非公開10組合含む）

「歯の予防健診」登録健康保険組合・その他法人会員組織一覧 

さ 資生堂健康保険組合 住友金属鉱山健康保険組合
シティグループ健康保険組合 住友スリーエム健康保険組合
ジブラルタ健康保険組合 住友ベークライト健康保険組合
シャープ健康保険組合 セキスイ健康保険組合
商工中金健康保険組合 セコム健康保険組合
商船三井健康保険組合 全国硝子業健康保険組合
昭和電線健康保険組合 全国商品取引業健康保険組合
神栄健康保険組合 全国労働金庫健康保険組合
神姫健康保険組合 セントラル警備保障健康保険組合
しんくみ関西健康保険組合 全日本空輸健康保険組合
新電元工業健康保険組合 全農健康保険組合
新日本製鐵健康保険組合 船場健康保険組合
すかいらーくグループ健康保険組合 全労済健康保険組合
住商連合健康保険組合 双日健康保険組合
住友化学健康保険組合 象印マホービン健康保険組合
住友金属健康保険組合 ソニー健康保険組合

た TAIYO健康保険組合 帝石健康保険組合
TCSグループ健康保険組合 テレビ朝日健康保険組合
ダイエー健康保険組合 電源開発健康保険組合
第一三共グループ健康保険組合 天満屋健康保険組合
第一屋製パン健康保険組合 東亞合成健康保険組合
ダイキン工業健康保険組合 東海ゴム工業健康保険組合
大東建託健康保険組合 東京エレクトロン健康保険組合
大同メタル健康保険組合 東京瓦斯健康保険組合
大日本印刷健康保険組合 東京片倉健康保険組合
大平洋金属健康保険組合 東京貨物運送健康保険組合
太平洋セメント健康保険組合 東京港健康保険組合
大明健康保険組合 東京スター銀行健康保険組合
ダイヤ連合健康保険組合 東京西南私鉄連合健康保険組合
太陽生命健康保険組合 東京電力健康保険組合
大陽日酸健康保険組合 東京不動産業健康保険組合
大和ハウス工業健康保険組合 東京都農林漁業団体健康保険組合
宝グループ健康保険組合 東京都皮革産業健康保険組合
武田薬品健康保険組合 東光健康保険組合
武富士健康保険組合 東芝健康保険組合
ダスキン健康保険組合 東ソー関連健康保険組合
タチエス健康保険組合 東燃ゼネラルグループ健康保険組合
千葉県機械金属健康保険組合 東宝健康保険組合
中越パルプ工業健康保険組合 東北電力健康保険組合
中央大学健康保険組合 東洋ガラス健康保険組合
中央ラジオ・テレビ健康保険組合 東リ健康保険組合
中外製薬健康保険組合 トナミ運輸健康保険組合
中国電力健康保険組合 トピー健康保険組合
中電工健康保険組合 豊田合成健康保険組合
駐留軍要員健康保険組合 トヨタ自動車東日本健康保険組合
千代田グラビヤ健康保険組合 豊田通商健康保険組合
月島機械健康保険組合 トヨタ紡織健康保険組合
ディスコ健康保険組合

な ナイガイ健康保険組合 日本ユニシス健康保険組合
ナブテスコグループ健康保険組合　 日本経済新聞社健康保険組合
ニコン健康保険組合 日本軽金属健康保険組合
ニチレイ健康保険組合 日本交通健康保険組合
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な NIPPO健康保険組合 日本高速道路健康保険組合
ニューオータニ健康保険組合 日本合成化学健康保険組合
ニユートーキヨー健康保険組合 日本水産健康保険組合
ノーリツ健康保険組合 日本製粉健康保険組合
中村屋健康保険組合 日本通運健康保険組合
南海電気鉄道健康保険組合 日本電気健康保険組合
日揮健康保険組合 日本電子健康保険組合
日産自動車プリンス健康保険組合 日本発条健康保険組合
日新電機健康保険組合 日本板硝子健康保険組合
日清オイリオグループ健康保険組合 日本飛行機健康保険組合
日清製粉健康保険組合 日本無線健康保険組合
日本NCR健康保険組合 日本輸送機健康保険組合
日本ゼオン健康保険組合 日本郵船健康保険組合
日本ハム健康保険組合 日本旅行健康保険組合
日本ビクター健康保険組合 野村健康保険組合
日本マクドナルド健康保険組合 野村證券健康保険組合

は HOYA健康保険組合 不二サッシ健康保険組合
P&Gグループ健康保険組合 富士重工業健康保険組合
BIJ健康保険組合 藤田観光健康保険組合
パイロット健康保険組合 不二家健康保険組合
博報堂健康保険組合 双葉電子健康保険組合
パッケージ工業健康保険組合 不動テトラ健康保険組合
阪急バス健康保険組合 ブラザー健康保険組合
東淀川健康保険組合 古河健康保険組合
ひかり健康保険組合 古河電工健康保険組合
日立国際電気健康保険組合 北海道コカ・コーラ健康保険組合
日立物流健康保険組合 北海道コンピュータ関連産業健康保険組合
日野自動車健康保険組合 プルデンシャル健康保険組合
富国生命健康保険組合 ベルシステム２４健康保険組合
ファイザー健康保険組合 保土谷化学健康保険組合

ま 松屋健康保険組合 三菱重工健康保険組合
ミクニ健康保険組合 三菱電機ビルテクノサービス健康保険組合
三国コカ・コーラ健康保険組合 三菱マテリアル健康保険組合
ミサワホーム健康保険組合 三菱ＵＦＪ証券健康保険組合
みずほ健康保険組合 三菱ＵＦＪ信託銀行健康保険組合
三井化学健康保険組合 三菱ＵＦＪニコス健康保険組合
三井健康保険組合 三菱レイヨン健康保険組合
三井住友銀行健康保険組合 明治製菓健康保険組合
三井住友トラスト・グループ健康保険組合 明治グループ健康保険組合
三井精機工業健康保険組合 明治屋健康保険組合
三井造船健康保険組合 明治安田生命健康保険組合
三井物産健康保険組合 メイテック健康保険組合
三菱健康保険組合 明電舎健康保険組合
三菱化学健康保険組合 メットライフアリコ健康保険組合
三菱化工機健康保険組合 メルシャン健康保険組合
三菱地所健康保険組合 森永健康保険組合

や USEN健康保険組合 雪印メグミルク健康保険組合
安田健康保険組合 ユニチカ健康保険組合
山崎製パン健康保険組合 横河電機健康保険組合
やまと健康保険組合 横浜港運健康保険組合
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や ヤマトグループ健康保険組合 横浜ゴム健康保険組合
ユアサ健康保険組合 読売健康保険組合　

ら リーガル健康保険組合 LIXIL健康保険組合
リクルート健康保険組合 旅行業健康保険組合
リケン健康保険組合 ルネサス健康保険組合
リケンテクノス健康保険組合 レナウングループ健康保険組合
リコー三愛グループ健康保険組合 ロイヤル健康保険組合
りそな健康保険組合 ロッテ健康保険組合　

わ ワコール健康保険組合

２． 国民健康保険組合・共済組合／計7組合
全国土木建築国民健康保険組合
東京自転車商国民健康保険組合
東京土建国民健康保険組合
東京美容国民健康保険組合
埼玉土建国民健康保険組合
東京浴場国民健康保険組合
農林水産省共済組合

３． 福利厚生倶楽部・その他法人会員組織／計7組合

TOHOヒューマンセンター
リゾートソリューション株式会社（旧ミサワリゾート）　「りぞなび・ライフサポート倶楽部」
株式会社ＪＴＢベネフィット　「えらべる倶楽部」
株式会社イーウェル　「ウェルボックス・ＷＥＬＢＯＸ」
株式会社ベネフィットワン　「ベネフィットステーション」
株式会社リロクラブ　「福利厚生倶楽部」
第一生命保険相互会社　「ウィズパートナーネット」

ジーレップス・パートナーズ株式会社
〒101-0065
東京都千代田区西神田2丁目5番8号
共和壱伍番館ビル３階
TEL.03-5210-5607/FAX.03-5210-5609
URL:www.ee-kenshin.com
                                          2012年10月現在
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