
郵便番号 電話番号 住所

1 94899010 社会保険診療報酬支払基金 105-0004 03-3591-7441 港区新橋2-1-3 http://www.ssk.or.jp その他の公的・医療法人 伊藤　文郎

2 90199027 北海道国民健康保険団体連合会 060-0062 011-231-5161 札幌市中央区南二条西14丁目　国保会館 http://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 石子　彭培

3 90299025 青森県国民健康保険団体連合会 030-0801 017-723-1336 青森市新町2-4-1 青森県共同ビル３階 http://www.aomoriken-kokuhoren.or.jp その他の公的・医療法人 小野寺　晃彦

4 90399023 岩手県国民健康保険団体連合会 020-0025 019-623-4322 盛岡市大沢川原三丁目7-30 http://www.iwate-kokuho.or.jp/ その他の公的・医療法人 谷藤　裕明

5 90499021 宮城県国民健康保険団体連合会 980-0011 022-222-7070 仙台市青葉区上杉1-2-3　宮城県自治会館内 https://www.miyagi-kokuho.or.jp/ その他の公的・医療法人 菊地　啓夫

6 90599028 秋田県国民健康保険団体連合会 010-0951 018-862-6864 秋田市山王四丁目2-3　県市町村会館内（４階） http://www.akita-kokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 齋藤　滋宣

7 90699026 山形県国民健康保険団体連合会 991-0041 0237-87-8000 寒河江市大字寒河江字久保６ http://www.ymgt-kokuho.org/ その他の公的・医療法人 遠藤　直幸

8 90799024 福島県国民健康保険団体連合会 960-8043 024-523-2754 福島市中町3-7 http://www.fukushima-kokuho.jp/ その他の公的・医療法人 三保　恵一

9 90899022 茨城県国民健康保険団体連合会 310-0852 029-301-1550 水戸市笠原町978－26　茨城県市町村会館内 http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 小林　宣夫

10 90999020 栃木県国民健康保険団体連合会 320-0033 028-622-7242 宇都宮市本町3-9　栃木県本町合同ビル http://www.tochigi-kokuho.jp/ その他の公的・医療法人 広瀬　寿雄

11 91099028 群馬県国民健康保険団体連合会 371-0846 027-290-1363 前橋市元総社町335-8 http://gunmakokuho.or.jp/ その他の公的・医療法人 熊川　栄

12 91199026 埼玉県国民健康保険団体連合会 338-0002 048-824-2761 埼玉県さいたま市中央区大字下落合1704番　国保会館 http://www.saikokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 木津　雅晟

13 91299024 千葉県国民健康保険団体連合会 263-8566 043-254-7318 千葉市稲毛区天台6-4-3 http://www.kokuhoren-chiba.or.jp/ その他の公的・医療法人 岩田　利雄

14 91399022 東京都国民健康保険団体連合会 102-0072 03-6238-0011 千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11階 https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 佐藤　広

15 91499020 神奈川県国民健康保険団体連合会 220-0003 045-329-3400 横浜市西区楠町27－1　国保会館 http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/ その他の公的・医療法人 内野　優

16 91599027 新潟県国民健康保険団体連合会 950-8560 025-285-3030 新潟市中央区新光町7-1 新潟県自治会館別館内 http://www.niigata-kokuho.or.jp/ その他の公的・医療法人 小林　則幸

17 91699025 富山県国民健康保険団体連合会 930-8538 076-431-9827 富山市下野字豆田995番地の3　富山県市町村会館内 http://www.toyama-kokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 藤井　裕久

18 91799023 石川県国民健康保険団体連合会 920-0968 076-261-5191 金沢市幸町12-1　石川県幸町庁舎4階 http://www.ishikawa-kokuho.jp/ その他の公的・医療法人 油野　和一郎

19 91899021 福井県国民健康保険団体連合会 910-0843 0776-57-1611 福井市西開発4丁目202-1 福井県自治会館4階 http://www.fukui-kokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 南　英治

20 91999029 山梨県国民健康保険団体連合会 400-8587 055-223-2111 甲府市蓬沢1-15-35 山梨県自治会館4階 http://www.ymnkokuho.or.jp/ その他の公的・医療法人 内藤　久夫

21 92099027 長野県国民健康保険団体連合会 380-0871 026-238-1550 長野県長野市大字西長野字加茂北143-8 長野県自治会館 https://www.kokuho-nagano.or.jp/ その他の公的・医療法人 藤澤　泰彦

22 92199025 岐阜県国民健康保険団体連合会 500-8385 058-275-9820 岐阜市下奈良2-2-1 http://www.gkren.jp/ その他の公的・医療法人 水野　光二

23 92299023 静岡県国民健康保険団体連合会 420-8558 054-253-5530 静岡県静岡市葵区春日2-4-34 http://www.shizukokuhoren.or.jp その他の公的・医療法人 須藤　秀忠

24 92399021 愛知県国民健康保険団体連合会 461-8532 052-962-1221 愛知県名古屋市東区泉1-6-5 https://www.aichi-kokuho.or.jp/ その他の公的・医療法人 村上　浩司

25 92499029 三重県国民健康保険団体連合会 514-8553 059-228-9151 津市桜橋2-96 三重県自治会館内 http://www.kokuhoren-mie.or.jp/ その他の公的・医療法人 亀井　利克

26 92599026 滋賀県国民健康保険団体連合会 520-0043 077-522-2651 大津市中央4-5-9　滋賀県国保会館 http://www.shigakokuho.or.jp/ その他の公的・医療法人 橋川　渉

27 92699024 京都府国民健康保険団体連合会 600-8411 075-354-9011 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地 https://www.kyoto-kokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 中山　泰

28 92799022 大阪府国民健康保険団体連合会 540-0028 06-6949-5309 大阪市中央区常盤町1-3-8　中央大通ＦＮビル内 https://www.osakakokuhoren.jp その他の公的・医療法人 藤原　龍男

29 92899020 兵庫県国民健康保険団体連合会 650-0021 078-332-5601 神戸市中央区三宮町1-9-1-1801 https://www.kokuhoren-hyogo.or.jp その他の公的・医療法人 酒井　隆明

30 92999028 奈良県国民健康保険団体連合会 634-0061 0744-29-8311 橿原市大久保町302-1 奈良県市町村会館内 http://www.kokuhoren-nara.jp/ その他の公的・医療法人 松井　正剛

31 93099026 和歌山県国民健康保険団体連合会 640-8137 073-427-4678 和歌山市吹上2-1-22-501 日赤会館内 http://www.kokuhoren-wakayama.or.jp/ その他の公的・医療法人 中芝　正幸

32 93199024 鳥取県国民健康保険団体連合会 680-0061 0857-20-3680 鳥取市立川町6-176　鳥取県東部総合事務所5階 http://www.kokuho-tottori.or.jp/ その他の公的・医療法人 石田　耕太郎

33 93299022 島根県国民健康保険団体連合会 690-0825 0852-21-2113 松江市学園1-7-14 http://www.shimane-kokuho.or.jp/ その他の公的・医療法人 山本　浩章

34 93399020 岡山県国民健康保険団体連合会 700-8568 086-223-9101 岡山市北区桑田町17-5　国保会館 http://www.okayama-kokuhoren.com/ その他の公的・医療法人 近藤　隆則

35 93499028 広島県国民健康保険団体連合会 730-8503 082-554-0770 広島市中区東白島町19-49 国保会館 http://www.hiroshima-kokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 入山　欣朗

36 93599025 山口県国民健康保険団体連合会 753-8520 083-925-2003 山口市朝田1980-7 https://www.kokuhoren-yamaguchi.or.jp/ その他の公的・医療法人 市川　熙

37 93699023 徳島県国民健康保険団体連合会 771-0135 088-666-0111 徳島市川内町平石若松78-1 https://www.tokushima-kokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 内藤　佐和子

38 93799021 香川県国民健康保険団体連合会 760-0066 087-822-7431 香川県高松市福岡町2-3-2　香川県自治会館内 http://www.kokuhoren-kagawa.or.jp/ その他の公的・医療法人 松永　恭二

39 93899029 愛媛県国民健康保険団体連合会 791-8550 089-968-8800 松山市高岡町101-1 http://www.kokuhoren-ehime.jp/ その他の公的・医療法人 高門　清彦

40 93999027 高知県国民健康保険団体連合会 780-8536 088-820-8400 高知市丸ノ内2-6-5 http://www.kochi-kokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 楠瀬　耕作

41 94099025 福岡県国民健康保険団体連合会 812-8521 092-642-7800 福岡市博多区吉塚本町13-47 http://www.kokuhoren-fukuoka.jp/ その他の公的・医療法人 武末　茂喜

42 94199023 佐賀県国民健康保険団体連合会 840-0824 0952-26-4181 佐賀市呉服元町7-28　佐賀県国保会館 http://www.sagakokuho.or.jp/ その他の公的・医療法人 田島　健一

43 94299021 長崎県国民健康保険団体連合会 850-0025 095-826-7291 長崎市今博多町8-2　国保会館内 http://www.nagasaki-kokuho.or.jp/ その他の公的・医療法人 古庄　剛

44 94399029 熊本県国民健康保険団体連合会 862-8639 096-365-0811 熊本市東区健軍2-4-10　熊本県市町村自治会館 http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/ その他の公的・医療法人 大西　一史

45 94499027 大分県国民健康保険団体連合会 870-0022 097-534-8470 大分市大手町2-3-12 http://www.oita-kokuhoren.or.jp/ その他の公的・医療法人 中野　五郎

46 94599024 宮崎県国民健康保険団体連合会 880-8581 0985-25-4901 宮崎市下原町231-1 http://www.kokuhoren-miyazaki.or.jp/ その他の公的・医療法人 戸敷　正

47 94699022 鹿児島県国民健康保険団体連合会 890-0064 099-206-1029 鹿児島県鹿児島市鴨池新町７－４ https://www.kokuhoren-kagoshima.or.jp/ その他の公的・医療法人 前田　祝成

48 94799020 沖縄県国民健康保険団体連合会 900-8559 098-863-2321 那覇市西3丁目14番18号 http://www.okikoku.or.jp/ その他の公的・医療法人 石嶺　傳實
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49 92399039 特定非営利活動法人　
健康情報処理センターあいち 460-0011 052-241-1351 名古屋市中区大須3-30-40 万松寺ビル10階 http://www.npo-aichimed.or.jp/ ＮＰＯ 姉尾　淑郎

50 91399048 株式会社　バリューＨＲ 150-0013 03-6408-2700 渋谷区恵比寿1-19-19 http://www.valuehr.com/ 株式会社 藤田　美智雄

51 91399055 ホームネット株式会社 162-0045 03-5285-4536 新宿区馬場下町1-1　早稲田SIAビル5F http://www.homenet-24.co.jp 株式会社 藤田　潔

52 91399063 株式会社イーウェル 102-0094 03-3511-1970 千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル５F https://www.ewel.co.jp/common/pdf/jyuyoujikou_gaiyou.pdf 株式会社 二井　勝

55 91399097 株式会社ＪＴＢベネフィット 135-0033 03-5646-5517 江東区深川2-7-6　ネクストサイト深川ビル5F https://www.jtb-benefit.co.jp 株式会社 皆見　薫

56 91499103 バイオコミュニケーションズ株式会社 222-0033 045-470-8001 横浜市港北区新横浜2-15-10 http://www.ii-bio.com/ 株式会社 佐々木　由津子

57 91399113 株式会社ベネフィット・ワン 100-0004 03-6870-2700 千代田区大手町2-6-2 http://www.bohc.co.jp/ 株式会社 白石　徳生

58 91399123 株式会社リラックス・コミュニケーションズ 160-0918 03-3225-1730 新宿区新宿4-2-18 http://www.reloclub.jp 株式会社 越永　堅士

59 91399139 一般財団法人　日本予防医学協会 135-0001 03-3635-1153 東京都江東区毛利1-19-10　江間忠錦糸町ビル https://www.jpm1960.org/ 財団法人 石川　英人

60 91399154 株式会社ニッセイコム　関東支社営業本部　ヘルスケアセンター 103-8325 03-6774-7200 東京都中央区日本橋室町2-1-1 http://www.nisseicom.co.jp/company/harasuma.html 株式会社 小林　毅

61 91399162 一般財団法人日本健康文化振興会 166-0004 03-3316-1111 東京都杉並区阿佐谷南1-14-1 http://www.healthnet.or.jp 財団法人 佐藤　元彦

62 91399170 ヘルスケアトータルソリューションズ株式会社 173-0004 03-3962-5100 東京都板橋区板橋１－６－５　ヒルサイドビル２Ｆ http://www.hcts.co.jp 株式会社 高野　賢裕

63 91399188 株式会社生光会健康管理センター 102-0093 03-3288-8011 東京都千代田区平河町２－６－１　平河町ビル６F http://www.seikokai.or.jp 株式会社 山本　茂

64 91399196 共同印刷株式会社 112-8501 03-3817-2655 東京都文京区小石川４－１４－１２ http://www.kyodoprinting.co.jp/products/bpo/healthcare.html 株式会社 藤森　康彰

65 91399204 大日本印刷株式会社 162-8001 03-3266-2111 東京都新宿区市谷加賀町１－１－１ https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/1191339_1567.html 株式会社 北島　義斉

66 91399212 株式会社フィッツプラス 104-0045 03-4405-4903 東京都中央区築地４－１－１　東劇ビル15階 https://fitsplus.co.jp 株式会社 神林　基

67 92399229 株式会社グッドライフデザイン 471-0821 0565-25-3010 愛知県豊田市平和町１－６６ http://goodld.com/document/daikoukikan202112.pdf 株式会社 樋口　廣

68 91399238 株式会社QOLead 150-0002 03-5774-3631 東京都渋谷区渋谷３－８－１２　渋谷第一生命ビルディング８階 http://qolead.com 株式会社 中山　新

69 91399246 株式会社ＬＳＩメディエンス 101-8517 03-5577-0611 東京都千代田区内神田１－１３－４ https://www.medience.co.jp/prevmed/all/ 株式会社 渡部　晴夫
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