
平成21年7月7日

御中　

委託元保険者一覧表情報変更届（平成２１年７月変更分）

項番 委託元保険者名 変更事項 変更前 変更後 変更年月日

1 リクルート健康保険組合 郵便番号 104-0061 100-6640 2009/3/23

2 リクルート健康保険組合 所在地
東京都中央区銀座７－２－６（リクルートア
ネックス１ビル５階）

東京都千代田区丸の内１－９－２
（グラントウキョウサウスタワー）

2009/3/23

3 リクルート健康保険組合 電話番号 03-3575-0450 03-6705-0450 2009/3/23

4 セントラルファイナンス健康保険組合 委託元保険者名 セントラルファイナンス健康保険組合 セディナ健康保険組合 2009/4/1

記

　平成２１年度特定健診･特定保健指導委託契約の別表１「委託元保険者一覧表」に記載されている情報につ
きまして、契約に関する委任を受けた健康保険組合より下記のとおり変更が生じた旨の報告がありましたの
で、お知らせいたします。

社団法人　全日本病院協会

健保連→健診6団体

（住所） 東京都港区南青山1-24-4

（氏名） 健康保険組合連合会

会長 平井 克彦

4 セントラルファイナンス健康保険組合 委託元保険者名 セントラルファイナンス健康保険組合 セディナ健康保険組合 2009/4/1

5 セントラルファイナンス健康保険組合 所在地 愛知県名古屋市中区錦３－２０－２７
愛知県名古屋市中区丸の内３－２３－２０
（桜通MIDビル６階)

2009/3/23

6 セントラルファイナンス健康保険組合 電話番号 052-203-5343 052-310-1590 2009/3/23

7 西日本シティ銀行健康保険組合 所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１－１ 福岡県福岡市博多区博多駅前１－３－６ 2009/3/30

8 総武健康保険組合 委託元保険者名 総武健康保険組合 プログレス健康保険組合 2009/4/1

9 住友不動産販売健康保険組合 郵便番号 160-0023 163-0819 2009/4/1

10 住友不動産販売健康保険組合 所在地
東京都新宿区西新宿３－１－４（ウエル新
都心ビル９階）

東京都新宿区西新宿２－４－１
（新宿ＮＳビル１９階）

2009/4/1

11 神鋼電機健康保険組合 委託元保険者名 神鋼電機健康保険組合 シンフォニアテクノロジー健康保険組合 2009/4/1

12 神鋼電機健康保険組合豊橋支部 委託元保険者名 神鋼電機健康保険組合豊橋支部
シンフォニアテクノロジー健康保険組合豊
橋支部

2009/4/1

13 佐伯国総建設健康保険組合 委託元保険者名 佐伯国総建設健康保険組合 あおみ建設健康保険組合 2009/4/1

14 近畿コカ・コーラ健康保険組合 委託元保険者名 近畿コカ・コーラ健康保険組合
コカ・コーラウエストグループ健康保険組
合

2009/4/1

15 東京薬業健康保険組合日本橋支部 （支部の廃止） 2009/4/1

16 東亜紡織健康保険組合宮崎支部 （支部の廃止） 2009/4/1

17 中越パルプ工業健康保険組合 保険者番号 06133896 06160493 2009/4/1

18 中越パルプ工業健康保険組合 郵便番号 104-8124 933-8533 2009/4/1

19 中越パルプ工業健康保険組合 所在地 東京都中央区銀座２－１０－６ 富山県高岡市米島２８２ 2009/4/1

20 中越パルプ工業健康保険組合 電話番号 03-3544-1537 0766-26-2450 2009/4/1

21 三貴健康保険組合 郵便番号 101-0051 111-0053 2009/4/8

22 三貴健康保険組合 所在地 東京都千代田区神田神保町３－２９－１
東京都台東区浅草橋５－２５－１０
（浅草橋１ｓｔビル）

2009/4/8

健保連→健診6団体

（住所） 東京都港区南青山1-24-4

（氏名） 健康保険組合連合会

会長 平井 克彦



項番 委託元保険者名 変更事項 変更前 変更後 変更年月日

23 三貴健康保険組合 電話番号 03-3238-1014 03-5833-8349 2009/4/8

24
日立製作所健康保険組合茨城支部
（特）

保険者番号 63080014 支部情報の追加

25
日立製作所健康保険組合茨城支部
（特）

委託元保険者名 日立製作所健康保険組合茨城支部（特） 支部情報の追加

26
日立製作所健康保険組合茨城支部
（特）

郵便番号 317-0073 支部情報の追加

27
日立製作所健康保険組合茨城支部
（特）

所在地 茨城県日立市幸町３－１－１ 支部情報の追加

28
日立製作所健康保険組合茨城支部
（特）

電話番号 0294-55-7480 支部情報の追加

29
富士フイルムグループ健康保険組合
大宮支部（特）

保険者番号 63110332 支部情報の追加

30
富士フイルムグループ健康保険組合
大宮支部（特）

委託元保険者名
富士フイルムグループ健康保険組合大宮
支部（特）

支部情報の追加

31
富士フイルムグループ健康保険組合
大宮支部（特）

郵便番号 331-9624 支部情報の追加

32
富士フイルムグループ健康保険組合
大宮支部（特）

所在地 埼玉県さいたま市北区植竹町１－３２４  支部情報の追加

33
富士フイルムグループ健康保険組合
大宮支部（特）

電話番号 048-668-2116 支部情報の追加

34
富士フイルムグループ健康保険組合
富士ゼロックス支部（特）

保険者番号 63136287 支部情報の追加

35
富士フイルムグループ健康保険組合
富士ゼロックス支部（特）

委託元保険者名
富士フイルムグループ健康保険組合富士
ゼロックス支部（特）

支部情報の追加

36
富士フイルムグループ健康保険組合
富士ゼロックス支部（特）

郵便番号 107-0052 支部情報の追加

37
富士フイルムグループ健康保険組合
富士ゼロックス支部（特）

所在地 東京都港区赤坂９－７－３ 支部情報の追加

38
富士フイルムグループ健康保険組合
富士ゼロックス支部（特）

電話番号 03-6271-5140 支部情報の追加

39 阪急電鉄健康保険組合 委託元保険者名 阪急電鉄健康保険組合 阪急阪神健康保険組合 2009/4/1

40 阪急電鉄健康保険組合（特） 委託元保険者名 阪急電鉄健康保険組合（特） 阪急阪神健康保険組合（特） 2009/4/1

41 阪神電気鉄道健康保険組合 （吸収合併） （阪急阪神健康保険組合へ移管） 2009/4/141 阪神電気鉄道健康保険組合 （吸収合併） （阪急阪神健康保険組合へ移管） 2009/4/1

42 大丸健康保険組合 委託元保険者名 大丸健康保険組合 J.フロント健康保険組合 2009/4/1

43 会津中央健康保険組合 所在地 福島県会津若松市鶴賀町１－１ 福島県会津若松市鶴賀町１－７ 2009/4/7

44 エスアールエルグループ健康保険組合 郵便番号 190-8567 191-0002 2009/4/27

45 エスアールエルグループ健康保険組合 所在地 東京都立川市曙町２－４１－１９  東京都日野市新町５－４－２ 2009/4/27

46 エスアールエルグループ健康保険組合 電話番号 042-526-7166 042-586-4571 2009/4/27

47 鈴屋健康保険組合 郵便番号 107-0061 107-0062 2009/4/28

48 鈴屋健康保険組合 所在地
東京都港区北青山２－１２－２３
（Ｕビル１０２号）

東京都港区南青山２－２４－１５ 2009/4/29

49 太平洋セメント健康保険組合 郵便番号 104-8518 135-8578 2009/5/1

50 太平洋セメント健康保険組合 所在地 東京都中央区明石町８－１  東京都港区台場２－３－５ 2009/5/1

51 太平洋セメント健康保険組合 電話番号 03-6226-9037 03-5531-7322 2009/5/1

52 東芝機械健康保険組合 郵便番号 410-8510 410-0031 2009/5/1

53 東芝機械健康保険組合 所在地 静岡県沼津市大岡２０６８－３  静岡県沼津市三枚橋竹ノ岬７１２ 2009/5/1

54 沖電気工業健康保険組合 所在地 東京都港区芝浦４－１１－１６  東京都港区芝浦４－１１－１５ 2009/5/7

55 市田健康保険組合 郵便番号 103-8558 111-0051 2009/5/7

56 市田健康保険組合 所在地 東京都中央区日本橋浜町１－１２－９  
東京都台東区蔵前１－５－１
（ツカモト市田浅草橋ビル）

2009/5/7

57 第一屋製パン健康保険組合 郵便番号 144-8558 187-0031 2009/5/7

58 第一屋製パン健康保険組合 所在地
東京都大田区南蒲田２－１６－２
（テクノポート３階）

東京都小平市小川東町３－６－１ 2009/5/7

59 第一屋製パン健康保険組合 電話番号 03-3730-6145 042-344-7568 2009/5/7



項番 委託元保険者名 変更事項 変更前 変更後 変更年月日

60 日本製紙健康保険組合 郵便番号 100-0006 100-0003 2009/5/7

61 日本製紙健康保険組合 所在地 東京都千代田区有楽町１－１２－１  東京都千代田区一ツ橋１－２－２ 2009/5/7

62 三菱伸銅健康保険組合 電話番号 0242-22-7111 0242-22-3730 2009/5/15

63 安田健康保険組合 郵便番号 100-0004 100-6806 2009/5/18

64 安田健康保険組合 所在地
東京都千代田区大手町１－５－４
（大手町フィナンシャルセンター４階）

東京都千代田区大手町１－３－１
（JAビル6階）

2009/5/18

65 新潟運輸グループ健康保険組合 （解散） （全国健康保険協会へ移管） 2009/6/1

66 きらやか健康保険組合 郵便番号 990-8654 990-8611 2009/6/1

67 きらやか健康保険組合 所在地 山形県山形市桜町７－３５  山形県旅籠町３－２－３ 2009/6/1

68 金商健康保険組合 委託元保険者名 金商健康保険組合 三菱商事ユニメタルズ健康保険組合 2009/6/1

69 日本山村硝子健康保険組合 郵便番号 662-0923 660-0857 2009/6/1

70 日本山村硝子健康保険組合 所在地 兵庫県西宮市浜松原町２－１６  兵庫県尼崎市西向島町１５－１ 2009/6/1

71 日本山村硝子健康保険組合 電話番号 0798-32-2475 06-4300-6455 2009/6/1

72 日研総業健康保険組合 所在地 東京都大田区西蒲田７－２６－１１  
東京都大田区西蒲田７－２３－３
（日研第一ビル）

2009/6/1

73 フランスベッドグループ健康保険組合 郵便番号 169-0073 196-0022 2009/6/8

74 フランスベッドグループ健康保険組合 所在地
東京都新宿区百人町１－２１－５
（新宿ＳＴビル１階）

東京都昭島市中神町１１４８ 2009/6/8

75 フランスベッドグループ健康保険組合 電話番号 03-3363-9013 042-543-3605 2009/6/8

76 昭和リケン健康保険組合 郵便番号 103-0001 103-0023 2009/6/29

77 昭和リケン健康保険組合 所在地
東京都中央区日本橋小伝馬町４－１１
（サンコー・フジスタービル４階）

東京都中央区日本橋本町３－１１－５ 2009/6/29

以上


