（平成３０年１１月２６日現在）
健康保険組合名称
セーレン
福井銀行
福井県自動車販売整備
サカイ
福井県機械工業
福井村田製作所
三谷
福邦銀行
オリオン電機
健康保険組合名称
東レ
滋賀銀行
綾羽
日本電気硝子
滋賀県自動車
平和堂
滋賀県農協
富士車輌
フジテック
健康保険組合名称

法人番号
2700150050177
9700150050113

6700150050462
3700150050143
2700150050144
2700150050466

所 在 地
福井県福井市毛矢１－１０－１ セーレンビル９階
福井県福井市順化１－３－３ 福銀センタービル５階
福井県福井市日之出５－６－１７ 日之出ビル４階
福井県福井市花堂中２－１４－２１
福井県福井市若栄町５０８
福井県越前市岡本町１３－１
福井県福井市豊島１－３－１
福井県福井市田原１－５－１
福井県越前市家久町４１－１

法人番号
所
7700150031073 滋賀県大津市園山１－１－１
滋賀県大津市浜町１－３８
滋賀県草津市西渋川１－１７－２５
2700150071776 滋賀県大津市晴嵐２－７－１
2700150031292 滋賀県守山市木浜町２２９８－１
滋賀県彦根市西今町１番地
5700150031125 滋賀県大津市松本１－２－２０
1700150031244 滋賀県守山市千代町１３－１
滋賀県彦根市宮田町５９１－１
法人番号

所

在

地

在

地

グンゼ
島津製作所
ジーエス・ユアサ
京都銀行
日新電機
宝グループ
京都自動車
オムロン
京都新聞
ニチコン
村田製作所
日本新薬
京都信用金庫
村田機械
京都中央信用金庫
ワコール
三洋化成工業
京都府農協
近畿しんきん
ＳＧホールディングスグループ
京セラ
堀場製作所
アイフル
椿本チエイン
ＣＮＣグループ
トータルビューティー

京都府綾部市青野町膳所１
5700150026653 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町１
7700150026841 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１
3700150026795 京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町７００
京都府京都市右京区梅津高畝町４７
京都府京都市下京区四条烏丸東入
京都府京都市伏見区竹田向代町５１－５ 京都自動車会館内
7700150026759 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町８０１番地
6700150026702 京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町２３９ 京都新聞社ビル
京都府京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町５５１番地
9700150027029 京都府長岡京市東神足１－１０－１
京都府京都市南区吉祥院西ノ庄門口町１４
京都府京都市下京区四条通柳馬場東入る立売東町７
8700150026907 京都府京都市伏見区竹田向代町１３６
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町９１
6700150026909 京都府京都市南区吉祥院中島町２９
京都府京都市東山区一橋野本町１１－１
5700150026876 京都府京都市右京区西院上今田町１７－１
6700150026883 京都府京都市南区上鳥羽勧進橋町２９－２ 山幸ビル５階
2700150026813 京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６３７ 第五長谷ビル９階
京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６番地
9700150072553 京都府京都市南区吉祥院宮の東町２
京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町３８１－１
京都府京田辺市甘南備台１－１－３
京都府京都市中京区烏丸通四条上る笋町６８９番地 京都御幸ビル９階
5700150027247 京都府京都市伏見区東大手町７６３ 若由ビル３階

健康保険組合名称
住友電気工業
東洋アルミニウム
シキボウ
ユニチカ
東洋紡
森下仁丹
クボタ
中山製鋼所
阪急阪神
ダイセル
近畿車輛
パナソニック

法人番号
7700150023277
2700150070596
1700150071777
1700150070424

所 在 地
大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３
大阪府八尾市相生町４－８－１
大阪府大阪市中央区備後町３－２－６
大阪府大阪市中央区久太郎町４－１－３
大阪府大阪市北区堂島浜２－２－８ 東洋紡ビルディング内
大阪府大阪市中央区玉造１－２－４０
9700150023795 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７
大阪府大阪市大正区船町１丁目１番６６号
大阪府大阪市北区芝田１－１６－１
大阪府大阪市北区大深町３番１号
大阪府東大阪市徳庵本町８－２５
6700150026413 大阪府守口市外島町５－５５

健康保険組合名称
ダイキン工業
ダイワボウ
大阪港湾
ジェイテクト
武田薬品
Ｊ．フロント
水産連合
野村
大阪瓦斯
塩野義
近畿日本鉄道
大阪食糧連合
日本生命
住友生命
鴻池
住友商事
南海電気鉄道
クラシエ
東淀川
田辺三菱製薬
大日本住友製薬
東亜紡織
伊藤忠
りそな
京阪グループ
カネカ
日本板硝子
日本合成化学
関西電力
クラレ
サンヨー連合
オーミケンシ
大阪読売
石原産業
栗本鐵工
ダイハツ
大阪ニット
大阪織物商
関西アーバン銀行
きんでん
ヤンマー
サンスター
電線工業
しんくみ関西
日本ペイント
大阪紙商
ダイハツ系連合
大阪既製服
シャープ
セキスイ
日東電工
大阪府信用金庫
サントリー
大阪薬業
ダイヘン
蝶理
住友倉庫
日本触媒
大阪自転車
日立造船
西日本パッケージング
大阪自動車販売店
大和ハウス工業
岩谷産業
ダイダン
合同製鐵

法人番号
所 在 地
7700150024787 大阪府大阪市北区中崎西２－４－１２ 梅田センタービル
大阪府大阪市中央区南本町１丁目８番１４号
4700150023585 大阪府大阪市港区港晴２－１４－２５
5700150026158 大阪府柏原市国分東条町２４－１
7700150024886 大阪府大阪市淀川区十三本町２－１７－８５
大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－７－１
4700150024121 大阪府大阪市福島区野田１－１－８６ 大阪市中央卸売市場本場業務管理棟４階
6700150023311 大阪府大阪市中央区備後町２－１－８
大阪府大阪市中央区平野町４－１－２
大阪府大阪市中央区道修町４－７－６ シオノギ道修町ビル４階
大阪府大阪市天王寺区上本町６－１－５５
5700150023898 大阪府大阪市北区兎我野町５－１２
大阪府大阪市中央区今橋３－５－１２
大阪府大阪市中央区城見１－４－３５
4700150023420 大阪府大阪市中央区博労町３－６－１ 御堂筋エスジービル７階
6700150023278 大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３
大阪府大阪市浪速区敷津東２－１－４１
1700150023225 大阪府大阪市中央区本町２丁目１番６号 堺筋本町センタービル２階
7700150024911 大阪府大阪市東淀川区淡路３－２－２１
大阪府大阪市淀川区加島三丁目１６番８９号
大阪府大阪市中央区道修町２－６－８
大阪府大阪市中央区城見１－２－２７ クリスタルタワー１８階
3700150023891 大阪府大阪市北区梅田３丁目１番３号
9700150023291 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１
9700150023250 大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１ OMMビル私書箱３５号
3700150072864 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８
大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３
大阪府大阪市北区小松原町２－４
4700150023924 大阪府大阪市北区中之島６－２－２７ 中之島センタービル内
大阪府大阪市北区角田町８－１梅田阪急ビルオフィスタワー
4700150026373 大阪府大阪市中央区高麗橋４－５－２
大阪府大阪市中央区南本町４丁目１番１号
8700150023920 大阪府大阪市北区野崎町５－９
大阪府大阪市西区江戸堀１－３－１５
大阪府大阪市西区北堀江１－１２－１９
6700150025299 大阪府池田市桃園１－２－１３
7700150023211 大阪府大阪市中央区久太郎町３－１－６
8700150023210 大阪府大阪市中央区瓦町２－６－９
6700150023666 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－２－４
2700150024767 大阪府大阪市北区本庄東２－３－４１
2700150024825 大阪府大阪市北区鶴野町１－９
大阪府大阪市中央区今橋１丁目３番３号
9700150024819 大阪府大阪市北区芝田２－８－１５
2700150023389 大阪府大阪市中央区内本町２－３－９
4700150024798 大阪府大阪市北区大淀北２－１－２
4700150023206 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目６番１０号
大阪府大阪市北区中津３－１０－４－２０２ 西田ビル
大阪府大阪市中央区谷町二丁目４番５号
2700150024429 大阪府八尾市北亀井町３丁目１番７２号
8700150069063 大阪府大阪市中央区北浜３－７－１２
4700150069117 大阪府茨木市下穂積１－１－２
3700150023405 大阪府大阪市中央区本町橋１－３１
大阪府大阪市北区堂島浜２－１－４０
1700150023209 大阪府大阪市中央区内平野町３－２－５
大阪府大阪市淀川区田川２－１－１１
6700150069115 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目７番３号
大阪府大阪市北区中之島三丁目２番１８号
3700150072410 大阪府吹田市西御旅町５－８
4700150024443 大阪府大阪市阿倍野区王子町１－４－２８
4700150024088 大阪府大阪市此花区西九条５－３－２８ ナインティビル９階
2700150023208 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１－１６－１６ 大阪紙器会館５階
5700150024062 大阪府大阪市福島区鷺洲１－１１－１９ 大阪福島セントラルビル３階
大阪府大阪市北区梅田３－３－５
2700150023158 大阪府大阪市中央区本町３－６－４
1700150079218 大阪府大阪市西区江戸堀１－９－２５
大阪府大阪市西淀川区西島１－１－２

健康保険組合名称
長瀬産業
タキロン
サノヤス
関西文紙情報産業
大阪金属問屋
神鋼商事
大日本塗料
大阪婦人子供既製服
永大産業
大阪線材製品
大阪府電設工業
くろがね
コクヨ
大阪府石油
西日本プラスチック工業
バルカー
大阪府木材
大阪府貨物運送
タツタ電線
大阪菓子
大同生命
レンゴー
大阪鉄商
大阪府管工事業
駒井ハルテック
大広
大阪装粧
ロイヤルホテル
大阪府建築
サカタインクス
大阪自動車整備
稲畑産業
ＯＴＧ
日本ハム
イズミヤグループ
ダイフク
エクセディ
大建工業
大末建設
イトーキ
山善
大阪府電気工事
池田泉州銀行
象印マホービン
丸紅連合
タカラベルモント
近畿電子産業
阪神高速道路
近畿化粧品
中井
兼松連合
住商連合
ダスキン
大阪産業機械工業
大阪工作機械
グリコ
大阪府農協
大阪機械工具商
阪和興業
毎放
タカラスタンダード
万代
デサント
ライフコーポレーション
京セラドキュメントソリューションズ
小野薬品
大倉
公文

法人番号
所 在 地
8700150023516 大阪府大阪市西区新町１－１－１７
4700150070215 大阪府大阪市北区梅田三丁目１番３号
大阪府大阪市北区中之島３－３－２３ 中之島ダイビル９階
9700150023663 大阪府大阪市中央区安堂寺町２－４－１４
大阪府大阪市中央区南船場１－１２－２７
2700150072626 大阪府大阪市中央区北浜二丁目６番１８号
7700150024085 大阪府大阪市此花区西九条６－１－１２４
大阪府大阪市中央区久太郎町２－３－１５
5700150024624 大阪府大阪市住之江区平林南２－１０－６０
7700150026107 大阪府東大阪市小阪１－９－１－３０４ 小阪第１近鉄ビル
6700150025118 大阪府吹田市江坂町１－１４－２２
3700150023487 大阪府大阪市西区新町１－４－２４
4700150024229 大阪府大阪市東成区大今里南６－１－１
2700150023199 大阪府大阪市中央区本町２－１－６
1700150023704 大阪府大阪市中央区南船場２丁目１番１０号
9700150023531 大阪府八尾市安中町六丁目３番３０号
大阪府大阪市西区北堀江２丁目２番２５号
3700150024345 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１１－２
大阪府東大阪市岩田町２－３－１
大阪府大阪市中央区谷町９丁目１番１８号 アクセス谷町ビル９階
大阪府大阪市西区江戸堀１－２－１
大阪府大阪市北区中之島２－２－７
2700150023471 大阪府大阪市西区新町１－５－７
4700150024014 大阪府大阪市北区東天満１－９－１０
大阪府大阪市西淀川区中島２－５－１
1700150023968 大阪府大阪市北区中之島２－２－７ 中之島セントラルタワー１２階
3700150023207 大阪府大阪市中央区南久宝寺町２－２－９
9700150072545 大阪府大阪市北区中之島５－３－６８
5700150023213 大阪府大阪市中央区和泉町２－１－１１
大阪府大阪市西区江戸堀１－２３－３７
1700150023729 大阪府大阪市中央区瓦屋町２－３－１
7700150069114 大阪府大阪市中央区南船場１－１５－１４ 堺筋稲畑ビル
2700150024008 大阪府大阪市北区梅田２－５－５ 横山ビル内
8700150068065 大阪府大阪市北区梅田２丁目４番９号
大阪府大阪市西成区花園南１－４－４
1700150069169 大阪府大阪市西淀川区御幣島３－２－１１
大阪府寝屋川市木田元宮１－１－１
8700150068016 大阪府大阪市北区中之島３－２－４
1700150067949 大阪府大阪市中央区久太郎町２－５－２８
6700150024375 大阪府大阪市中央区平野町１丁目８番１３号
6700150071905 大阪府大阪市西区立売堀２－３－１６
1700150024017 大阪府大阪市北区梅田１丁目３番１－５００ 大阪駅前第１ビル５階
大阪府大阪市北区豊崎３－４－１４
大阪府大阪市北区天満１－２０－５
4700150023445 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目２番１号
2700150069011 大阪府大阪市中央区東心斎橋２－１－１
4700150023742 大阪府大阪市中央区南船場１丁目１６番１３号
1700150070218 大阪府大阪市中央区久太郎町４－１－３
2700150023414 大阪府大阪市中央区内本町２丁目１番１３号 住友生命・大西ビル３階
大阪府大阪市中央区淡路町４－４－１５
6700150023410 大阪府大阪市中央区瓦町２－６－９
6700150023427 大阪府大阪市中央区北浜４－７－２８ 住友ビル２号館６階
大阪府吹田市豊津町９－１
7700150024754 大阪府大阪市北区芝田２－８－１０ 光栄ビル４階
5700150023865 大阪府大阪市天王寺区上本町７－１－２４ 松下ビル８階
3700150080520 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５
7700150023392 大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目３番７号
2700150023554 大阪府大阪市西区新町３－７－１５
3700150066841 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目３番９号
大阪府大阪市北区茶屋町１７－１
大阪府大阪市城東区鴫野東１－２－１
2700150026128 大阪府東大阪市渋川町３－９－２５
2700150072543 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝１－１１－３
大阪府大阪市淀川区西宮原２－２－２２
大阪府大阪市中央区玉造１－２－２８
9700150073353 大阪府大阪市中央区道修町２－１－５
6700150072275 大阪府大阪市北区天神橋２丁目北２－１１
大阪府大阪市北区梅田１丁目２番２号 大阪駅前第２ビル９階

健康保険組合名称
中山鋼業
関西テレビ放送
ＴＡＩＹＯ
徳洲会
生長会
髙島屋
ＮＴＮ
キーエンスグループ
ラウンドワン
日本イーライリリー
バイエル
アストラゼネカ
ペガサス
住友化学
P&Gグループ
関西ペイント
USEN-NEXT GROUP
パルグループ
きつこう会
健康保険組合名称
住友ゴム工業
小泉製麻
川崎重工業
神戸製鋼所
兵庫県運輸業
阪神内燃機工業
新明和工業
神栄
みづほ
山陽電鉄
OKK
東洋機械金属
神戸電鉄
神戸新聞
住友精化
多木
サニーピア
大和製衡
兵庫県信用金庫
日本山村硝子
ナブテスコグループ
山陽特殊製鋼
日本毛織
三ツ星ベルト
シバタ工業
虹技
バンドー化学
日工
ノザワ
宝塚歌劇
兵庫トヨタ自動車
神戸貿易
伊藤ハム
みなと銀行
兵庫自動車販売店
古野電気
極東開発
兵庫県建築
ネスレ
神戸機械金属
尼崎機械金属
東リ
ワールド
ノーリツ
大真空
ユーシーシー
尼崎信用金庫

法人番号
2700150024032
9700150024950
8700150023978
5700150071897
2700150023463
8700150024852
4700150025581
6700150024895
5700150024905

6700150028500
1700150070481

法人番号

9700150027689
7700150028037

3700150074431
7700150028185
1700150028587
5700150028220
2700150027729
9700150029157

8700150028663
4700150029203
3700150028255

4700150028816

5700150027833
1700150027936
5700150028278
2700150027811
6700150028533
9700150028646
5700150028807
5700150027924
7700150028680
2700150069036
6700150027915

6700150072639
1700150028694

所 在 地
大阪府大阪市西淀川区酉島１－２－１３３
大阪府大阪市北区扇町２－１－７
大阪府大阪市東淀川区北江口１－１－１
大阪府大阪市北区梅田１丁目３番１－９００号 大阪駅前第１ビル９階
大阪府和泉市府中町二丁目１番２号
大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１番５号
大阪府大阪市西区京町堀１－３－１７
大阪府大阪市東淀川区東中島１－３－１４
大阪府堺市堺区戎島町四丁４５番地１
大阪府大阪市淀川区宮原４－１－６ アクロス新大阪２階
大阪府大阪市淀川区宮原４丁目１番６号
大阪府大阪市福島区福島７丁目１５番２６号
大阪府堺市西区浜寺船尾町東４丁２４４番地
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番３３号
大阪府大阪市北区堂島浜２丁目２番２８号
大阪府大阪市中央区今橋２－６－１４
大阪府大阪市中央区高津３丁目１６番６号
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目６番１０号 肥後橋渡辺ビル6階
大阪府大阪市港区南市岡１丁目６番１８号 メゾンアンジュ２０５号
所 在 地
兵庫県神戸市中央区脇浜町３－６－９
兵庫県神戸市灘区新在家南町１－２－１
兵庫県神戸市中央区東川崎町１－１－３
兵庫県神戸市灘区岩屋中町５－２－２０
兵庫県神戸市中央区相生町４－６－４
兵庫県明石市貴崎５－８－７０
兵庫県宝塚市新明和町１－１
兵庫県神戸市中央区京町７７－１
兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号
兵庫県神戸市長田区御屋敷通３－１－１
兵庫県伊丹市北伊丹８－１０
兵庫県明石市二見町福里５２３－１
兵庫県神戸市兵庫区新開地１－３－２４
兵庫県神戸市中央区東川崎町１－５－７ 神戸情報文化ビル９階
兵庫県加古郡播磨町宮西３４６－１
兵庫県加古川市別府町緑町２番地
兵庫県神戸市中央区海岸通３－１－１ KCCビル８階
兵庫県明石市茶園場町５－２２
兵庫県神戸市中央区楠町５－１－２０
兵庫県尼崎市西向島町１５番１
兵庫県神戸市西区高塚台７－３－３
兵庫県姫路市飾磨区清水３丁目４０－１０２
大阪府大阪市中央区瓦町３－３－１０
兵庫県神戸市長田区浜添通４－１－２１
兵庫県明石市魚住町中尾１０５８
兵庫県姫路市大津区勘兵衛町４－１
兵庫県神戸市中央区港島南町４－６－６
兵庫県明石市大久保町江井島１０１３－１
兵庫県神戸市中央区浪花町１５番地
兵庫県宝塚市栄町１－１－５７ 宝塚歌劇団内７階
兵庫県神戸市中央区磯辺通４－２－１２
兵庫県神戸市中央区浜辺通５－１－１４ 神戸商工貿易センタービル
西宮市高畑町４番２７号
兵庫県神戸市中央区多聞通２丁目１番２号
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町３３
兵庫県西宮市芦原町９－５２
兵庫県尼崎市水堂町２－４０－５
兵庫県神戸市西区美賀多台１－１－２ 兵庫建設会館内
兵庫県神戸市中央区御幸通７－１－１５ 三宮ビル南館１１階
兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号
兵庫県尼崎市昭和通２－６－６８
兵庫県伊丹市東有岡５－１２５
兵庫県神戸市中央区港島中町６－８－１
兵庫県明石市二見町南二見５ 環境機器開発センター
兵庫県加古川市平岡町新在家字鴻野１３８９
兵庫県神戸市中央区古湊通一丁目１番１１号
兵庫県尼崎市開明町２－１２ 尼信開明ビル６階

健康保険組合名称
ジャヴァグループ
タクマ
本州四国連絡高速道路
ノエビア
東洋ゴム工業
尼崎中央病院

法人番号
所 在 地
6700150027766 兵庫県神戸市中央区港島中町６－８－２
兵庫県尼崎市金楽寺町２－２－３３ タクマビル
5700150028022 兵庫県神戸市中央区小野柄通４－１－２２ アーバンエース三宮ビル１２階
兵庫県神戸市中央区港島中町６－１３－１
兵庫県伊丹市藤ノ木２丁目２番１３号
兵庫県尼崎市潮江一丁目１２番１号

健康保険組合名称
南都銀行
天理よろづ相談所

法人番号
2700150030006 奈良県奈良市橋本町１６
5700150030119 奈良県天理市三島町２００

健康保険組合名称
和歌山染工
紀陽銀行
住金関係会社
和歌山県自動車販売店
和歌山県農協

法人番号
所 在 地
5700150030589 和歌山県和歌山市納定３２
8700150030479 和歌山県和歌山市本町１－３５
7700150030496 和歌山県和歌山市湊１８５０番地
和歌山県和歌山市手平２丁目１番２号 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛６階
1700150030634 和歌山県和歌山市美園町５－１－１ 和歌山県ＪＡビル８階
※ 法人番号については、国税庁ホームページより転載

所

在

地

