健康保険組合一覧
令和３年４月1日現在
健保組合名称
1 廣貫堂健康保険組合

法人番号
－

郵便番号

所在地

930-0055 富山市梅沢町２－９－１

2 北陸銀行健康保険組合

法人番号2700150071124 930-0085 富山市丸の内１－８－１０

3 北陸電力健康保険組合

法人番号1700150050772 930-8686 富山市牛島町１５－１

4 富山地方鉄道健康保険組合

法人番号8700150069708 930-0003 富山市桜町１－１－３６ 地鉄ビル内

5 北陸電気工事健康保険組合

法人番号5700150050876 939-8183 富山市小中２６９

6 不二越健康保険組合

法人番号2700150050763 930-0966 富山市石金２－３－６０

7 ＹＫＫ健康保険組合

法人番号5700150051040 938-8601 黒部市吉田２００

8 三協・立山健康保険組合
9 日本カーバイド工業健康保険組合

－

933-0957 高岡市早川２８番地

法人番号1700150072676 936-0801 滑川市大島５３０番地

10 富山第一銀行健康保険組合

法人番号2700150050879 930-0062 富山市西町５番１号

11 富山県自動車販売店健康保険組合

法人番号6700150050842 930-0992 富山市新庄町字馬場１８番ノ８ 富山県自販会館内

12 TISインテックグループ健康保険組合

－

930-8577 富山市牛島新町５－５

13 ゴールドウイン健康保険組合

法人番号9700150071778 932-0112 小矢部市清沢２３０番地

14 北陸電気工業健康保険組合

法人番号5700150050876 939-2292 富山市下大久保３１５８番地

15 日本重化学工業健康保険組合

－

933-8505 高岡市吉久１－１－１４５

16 日本高周波鋼業健康保険組合

－

934-8502 射水市八幡町３－１０－１５

17 中越パルプ工業健康保険組合

法人番号3700150097399 933-8533 高岡市米島２８２番地

18 北國銀行健康保険組合

法人番号1700150049286 920-8670 金沢市広岡２－１２－６

19 北陸鉄道健康保険組合

法人番号7700150049363 920-0062 金沢市割出町５５６番地

20 津田駒工業健康保険組合

法人番号3700150049359 921-8031 金沢市野町５－１８－１８

21 石川県自動車販売店健康保険組合

法人番号7700150049322 920-8213 金沢市直江東二丁目１２２番地１

22 小松マテーレ健康保険組合

法人番号1700150074185 929-0124 能美市浜町ヌ１６７

23 北陸地区信用金庫健康保険組合

法人番号2700150049368 920-0902 金沢市尾張町１－４－１５ 信金中央金庫北陸支店内

24 北國新聞健康保険組合

法人番号9700150049287 920-0919 金沢市南町２－１

25 澁谷工業健康保険組合

法人番号7700150070212 920-0047 金沢市大豆田本町甲５８番地

26 北陸情報産業健康保険組合

法人番号2700150049434 920-8203 金沢市鞍月五丁目１８１番地 AUBE６階

27 けいじゅ健康保険組合

－

926-0867 七尾市桜町９１－１

28 十六銀行健康保険組合

法人番号3700150047800 500-8833 岐阜市神田町８－２６

29 イビデン健康保険組合

法人番号3700150074266 503-0916 大垣市日の出町１－１

30 大垣共立銀行健康保険組合

法人番号6700150048143 503-0887 大垣市郭町３－９８

31 岐阜繊維健康保険組合

法人番号6700150047905 500-8335 岐阜市三歳町３－１１－７

32 岐阜信用金庫健康保険組合

法人番号3700150069712 500-8833 岐阜市神田町６－１１

33 関ケ原石材健康保険組合

法人番号6700150048374 503-1595 岐阜県不破郡関ケ原町２６８２

34 岐阜県自動車販売健康保険組合

法人番号2700150047958 501-6133 岐阜市日置江２６４８－２

35 三岐しんきん健康保険組合

法人番号6700150048671 509-0203 可児市下恵土２８８５番地１

36 岐阜県プラスチック事業健康保険組合 法人番号3700150048063 500-8385 岐阜市下奈良２丁目２番１号
37 日興毛織健康保険組合

法人番号3700150071965 501-6224 羽島市正木町大浦３８００

38 中部アイティ産業健康保険組合

法人番号1700150048247 503-0006 大垣市加賀野４－１－７ ソフトピアジャパンセンター９１０

39 KYB健康保険組合

法人番号3700150004611 509-0206 可児市土田５０５番地

40 ヤマハ健康保険組合

法人番号1700150070787 430-8650 浜松市中区中沢町１０－１

41 スズキ健康保険組合

法人番号7700150046419 432-8062 浜松市南区増楽町２０番地

42 エンシュウ健康保険組合

－

432-8065 浜松市南区高塚町４８８８

43 静岡県農業団体健康保険組合

法人番号6700150044596 422-8691 静岡市駿河区西島１０３６－１

44 静岡銀行健康保険組合

法人番号4700150044953 424-8677 静岡市清水区草薙北２－１

45 静岡鉄道健康保険組合

法人番号6700150044893 420-0834 静岡市葵区音羽町２１－２０ 静鉄音羽町ビル２階

46 特種東海健康保険組合

法人番号5700150044688 427-0045 島田市向島町４３７９番地

47 遠州鉄道健康保険組合

法人番号8700150046178 430-0927 浜松市中区旭町１２番地の１

健保組合名称
48 スルガ銀行健康保険組合

法人番号
－

郵便番号

所在地

410-8689 沼津市通横町２３

49 鈴与健康保険組合

法人番号9700150044981 424-0942 静岡市清水区入船町８－２０

50 河合楽器健康保険組合

法人番号9700150072041 430-8665 浜松市中区寺島町２００番地

51 マーレエレクトリック健康保険組合
52 旭テック健康保険組合
53 静岡中央銀行健康保険組合

－

410-0022 沼津市大岡３７４４

法人番号7700150069056 439-8651 菊川市東横地３３１１番地の１
－

410-0801 沼津市大手町４－７６

54 静岡県西部機械工業健康保険組合

法人番号2700150046349 430-0901 浜松市中区曳馬２－１４－１７

55 静岡県東部機械工業健康保険組合

法人番号4700150045266 411-8691 静岡県駿東郡清水町久米田６３

56 フジ健康保険組合
57 報徳同栄健康保険組合
58 矢崎健康保険組合
59 ノダ健康保険組合

－

424-8737 静岡市清水区清開１－４－１０

法人番号5700150045042 424-0053 静岡市清水区渋川１００
－

410-1194 裾野市御宿１５００

－

424-0906 静岡市清水区駒越北町１３－１

60 静岡県信用金庫健康保険組合

法人番号3700150044822 422-8041 静岡市駿河区中田１－４－１７

61 スクロール健康保険組合

法人番号9700150070482 430-0807 浜松市中区佐藤二丁目２５番１１号

62 大興製紙健康保険組合

法人番号2700150045648 416-8660 富士市上横割１０番地

63 静岡県石油健康保険組合

法人番号2700150044823 422-8052 静岡市駿河区緑が丘町１－３ 静岡県石油会館

64 静岡県中部機械工業健康保険組合

法人番号8700150044826 420-0859 静岡市葵区栄町４－１０ 静岡栄町ビル１２階

65 静岡県自動車販売健康保険組合

法人番号7700150044810 422-8074 静岡市駿河区南八幡町２２－８

66 静岡県トラック運送健康保険組合

法人番号4700150044838 420-8557 静岡市葵区宮前町２４

67 静岡県自動車整備健康保険組合

法人番号9700150044809 422-8074 静岡市駿河区南八幡町２２番８号 静岡県自販健保会館２階

68 静岡県電気工事業健康保険組合

法人番号3700150044830 422-8056 静岡市駿河区津島町１２－２７

69 静岡県金属工業健康保険組合

法人番号9700150044791 420-0858 静岡市葵区伝馬町１１－３ 迦葉館４階

70 三保造船健康保険組合

－

424-0901 静岡市清水区三保３７９７番地

71 製紙工業健康保険組合

法人番号6700150045644 417-0056 富士市日乃出町１６５－１ サンミック静岡ビル３階

72 矢崎化工健康保険組合

法人番号2700150044906 422-8519 静岡市駿河区小鹿２－２４－１

73 清水銀行健康保険組合

法人番号9700150044949 424-0941 静岡市清水区富士見町２－１

74 静岡新聞放送健康保険組合

法人番号8700150044867 422-8033 静岡市駿河区登呂３－１－１

75 エム・オー・エー健康保険組合

法人番号4700150045497 413-0011 熱海市田原本町９－１ 熱海第一ビル６階

76 巴川製紙所健康保険組合

法人番号4700150044904 421-0126 静岡市駿河区用宗巴町３－１ ＴＯＭＯＥＧＡＷＡ静岡事業所内

77 ホトニクス・グループ健康保険組合

法人番号1700150046382 433-8102 浜松市北区大原町５０９－６

78 聖隷健康保険組合

法人番号7700150070988 430-0946 浜松市中区元城町２１８－２６ 聖隷ビル

79 芝浦機械健康保険組合

－

410-0031 沼津市三枚橋竹ノ岬７１２

80 ノリタケグループ健康保険組合

法人番号4700150042131 451-0051 名古屋市西区則武新町３－１－３６

81 日本ガイシ健康保険組合

法人番号6700150042451 467-8530 名古屋市瑞穂区須田町２－５６

82 豊和工業健康保険組合

法人番号9700150042135 452-0905 清須市須ケ口１９００－１

83 デンソー健康保険組合

法人番号3700150043527 448-0045 刈谷市新富町２－４１

84 日本車輌健康保険組合

－

456-8691 名古屋市熱田区三本松町１－１

85 近藤紡績健康保険組合

－

460-0002 名古屋市中区丸の内２－１８－２５ 丸の内KSビル8階

86 愛知時計電機健康保険組合

－

456-8691 名古屋市熱田区千年１－２－７０

87 三龍社健康保険組合

－

444-0859 岡崎市上六名町宮前１

88 豊田自動織機健康保険組合

－

448-0847 刈谷市宝町８－１

89 大同特殊鋼健康保険組合

法人番号8700150094391 456-0031 名古屋市熱田区神宮２－３－３０

90 名古屋鉄道健康保険組合

法人番号7700150042104 451-0052 名古屋市西区栄生２－２６－１１

91 トヨタ自動車健康保険組合

法人番号8700150043893 471-0832 豊田市丸山町６－２２

92 オークマ健康保険組合

－

480－0193 愛知県丹羽郡大口町下小口５－２５－１

93 興和健康保険組合

法人番号2700150041465 460-8625 名古屋市中区錦３－６－２９

94 ＵＡＣＪ健康保険組合

法人番号3700150042685 455-8670 名古屋市港区千年３－１－１２

95 愛知製鋼健康保険組合

法人番号3700150071651 476-0003 東海市荒尾町大脇９０

健保組合名称

法人番号

郵便番号

所在地

96 ナオリ健康保険組合

法人番号8700150041781 461-0008 名古屋市東区武平町５－１ 名古屋栄ビルディング４階

97 日本特殊陶業健康保険組合

法人番号3700150042371 467-8525 名古屋市瑞穂区高辻町１４－１８

98 鳴海製陶健康保険組合
99 名古屋港湾健康保険組合

－

458-0844 名古屋市緑区鳴海町字伝治山３

法人番号9700150042754 455-0033 名古屋市港区港町１－１１ 名古屋港湾会館3階

100 トヨタ車体健康保険組合

法人番号6700150043524 448-0002 刈谷市一里山町金山１００

101 愛知県農協健康保険組合

法人番号2700150041630 460-0003 名古屋市中区錦３－３－８

102 中日新聞社健康保険組合

法人番号3700150041497 460-8511 名古屋市中区三の丸１－６－１

103 ブラザー健康保険組合

法人番号5700150042485 467-0841 名古屋市瑞穂区苗代町１５－１

104 トヨタ紡織健康保険組合

法人番号4700150043600 448-8651 刈谷市豊田町１－１

105 アイシン健康保険組合

法人番号5700150043442 446-0057 安城市三河安城東町２－８－１

106 中部電力健康保険組合

法人番号9700150073064 461-0005 名古屋市東区東桜２－６－３０ 東桜会館６階

107 東邦ガス健康保険組合

－

456-8511 名古屋市熱田区桜田町１９－１８

108 トヨタ販売連合健康保険組合

法人番号1700150041771 461-0001 名古屋市東区泉１－２３－３６

109 トーエネック健康保険組合

法人番号9700150041517 460-0008 名古屋市中区栄１－２０－３１

110 豊島健康保険組合

－

460-0003 名古屋市中区錦二丁目１５番１５号

111 名古屋銀行健康保険組合

法人番号7700150041535 460-0003 名古屋市中区錦３－１９－１７

112 愛知銀行健康保険組合

法人番号7700150041502 460-0008 名古屋市中区栄３－１４－１２

113 名古屋薬業健康保険組合

法人番号6700150041536 460-0002 名古屋市中区丸の内３－１－３５

114 中部日本放送健康保険組合

法人番号4700150041694 460-8405 名古屋市中区新栄１－２－８

115 名古屋木材健康保険組合

法人番号5700150041719 460-0017 名古屋市中区松原２－１８－１０

116 アイテックス健康保険組合

－

460-0003 名古屋市中区錦一丁目３番７号 ＳＫ名古屋ビル２Ｆ

117 ＡＴグループ健康保険組合

法人番号7700150042269 466-0054 名古屋市昭和区円上町２６－８

118 豊田合成健康保険組合

法人番号2700150043049 492-8153 稲沢市井之口町中四反畑４５００

119 石塚硝子健康保険組合

法人番号2700150098638 482-0015 岩倉市川井町１８８０番地

120 東海染工健康保険組合

法人番号2700150042075 452-0068 清須市西枇杷島町子新田１番地２

121 ソトー健康保険組合

－

494-8501 一宮市篭屋５－１－１

122 愛知県信用金庫健康保険組合

法人番号9700150041731 461-0005 名古屋市東区東桜２－１３－３０ ＮＴＰプラザ東新町１０階

123 名古屋文具紙製品健康保険組合

法人番号9700150041715 460-0011 名古屋市中区大須２－２－１ 名古屋文具会館内

124 愛知電機健康保険組合

－

486-8666 春日井市愛知町１

125 東海マツダ販売健康保険組合

－

467-0861 名古屋市瑞穂区二野町３－１８

126 ＮＤＳ健康保険組合

－

460-0012 名古屋市中区千代田２－１５－１８ 通信ビル６階

127 中部鋼鈑健康保険組合

法人番号2700150042744 454-8506 名古屋市中川区小碓通５－１

128 東海地区石油業健康保険組合

法人番号5700150041677 460-0024 名古屋市中区正木３－２－７０ 石油会館

129 愛知県トラック事業健康保険組合

法人番号3700150042280 467-0856 名古屋市瑞穂区新開町１２－６ 愛知県トラック会館２階

130 ＮＴＰグループ健康保険組合

法人番号4700150042552 456-0017 名古屋市熱田区尾頭町２－２２ 名古屋トヨペット㈱本社ビル４階

131 岡谷鋼機健康保険組合

法人番号7700150041452 460-0008 名古屋市中区栄２－４－１８

132 住友理工健康保険組合

法人番号5700150073893 485-8550 小牧市東３－１

133 中京銀行健康保険組合

法人番号9700150041681 460-0008 名古屋市中区栄３－３３－１３

134 フジパングループ健康保険組合

－

467-0065 名古屋市瑞穂区松園町２丁目３２番地１

135 愛知紙商健康保険組合

法人番号3700150041588 460-0003 名古屋市中区錦３－８－７ こまビル７階

136 シキシマパン健康保険組合

法人番号4700150041447 461-8721 名古屋市東区白壁５－３

137 イノアック健康保険組合

法人番号8700150041757 450-0003 名古屋市中村区名駅南二丁目１３番４号

138 豊田通商健康保険組合

法人番号1700150072998 450-8575 名古屋市中村区名駅４－９－８

139 愛知陸運健康保険組合

－

473-0939 豊田市堤本町川井１８番地

140 ＣＫＤ健康保険組合

法人番号9700150042903 485-8551 小牧市応時２－２５０

141 愛知県自動車販売健康保険組合

法人番号9700150041418 460-0008 名古屋市中区栄２－１０－１９

142 新東工業健康保険組合
143 フタバ産業健康保険組合

－

442-8505 豊川市穂ノ原３－１ 新東工業㈱豊川製作所２号館３階

法人番号3700150043824 444-0101 愛知県額田郡幸田町大字長嶺字柳沢１－１

健保組合名称

法人番号

郵便番号

所在地

144 愛三工業健康保険組合

法人番号5700150043228 474-0061 大府市共和町４－２８－１

145 大同メタル健康保険組合

法人番号6700150042848 484-0061 犬山市大字前原字天道新田

146 ユニーグループ健康保険組合

法人番号8700150043092 492-8680 稲沢市天池五反田町１番地

147 カゴメ健康保険組合

－

460-0008 名古屋市中区栄３丁目１番１号 広小路本町ビルディング７階

148 東海放送健康保険組合

－

461-0005 名古屋市東区東桜１－１４－２５ テレピア１３階

149 トヨタ関連部品健康保険組合

法人番号1700150043891 471-0026 豊田市若宮町２丁目６６番地 豊田グランドビル２Ｆ

150 愛鉄連健康保険組合

法人番号1700150042225 453-0804 名古屋市中村区黄金通１－１８

151 リンナイ健康保険組合

法人番号8700150091851 454-0802 名古屋市中川区福住町２－２６

152 スズケン健康保険組合

法人番号7700150041808 461-8701 名古屋市東区東片端町８番地 ㈱スズケン本社ビル１階

153 カリモク健康保険組合

－

470-2105 知多郡東浦町大字藤江字皆栄町１０８番地

154 マキタ健康保険組合

－

446-8502 安城市住吉町３－１１－８

155 ＳＭＢＣファイナンスサービス健康保険組合 法人番号1700150041664 460-8670 名古屋市中区丸の内３－２３－２０
156 アペックス健康保険組合

－

474-0053 大府市柊山町２－４１８

157 めいらくグループ健康保険組合

－

468-0065 名古屋市天白区中砂町３１０

158 キクチ健康保険組合

－

487-8622 春日井市高森台４－１１－１

159 サーラグループ健康保険組合

法人番号4700150044268 441-8028 豊橋市立花町５７

160 しんくみ東海北陸健康保険組合

法人番号1700150042233 453-0015 名古屋市中村区椿町３－２１ 信用組合会館内

161 小島健康保険組合

法人番号9700150043991 471-0876 豊田市金谷町７－２０

162 FUJI健康保険組合

法人番号2700150043602 472-0006 知立市山町茶碓山１９

163 ヤマザキマザック健康保険組合

法人番号9700150042911 480-0197 愛知県丹羽郡大口町竹田１丁目１３１番地

164 愛知県情報サービス産業健康保険組合

法人番号3700150041605 460-0003 名古屋市中区錦２－２－１３ 名古屋センタービル４階

165 ケー・ティー・シーグループ健康保険組合

法人番号1700150041920 464-0025 名古屋市千種区桜が丘２９４

166 ＤＭＧ森精機健康保険組合

法人番号6700150042212 450-0002 名古屋市中村区名駅２－３５－１６

167 愛知県医療健康保険組合

法人番号2700150075991 460-0011 名古屋市中区大須３－３０－６０

168 リゾートトラスト健康保険組合

－

460-0008 名古屋市中区栄二丁目６番１号 ＲＴ白川ビル３階

169 サンゲツ健康保険組合

－

451-8575 名古屋市西区幅下一丁目４番１号

170 ネクステージグループ健康保険組合

－

461-0005 名古屋市東区東桜１－１０－３５ セントラル野田ビル ７０２号室

171 トーテックグループ健康保険組合

－

451-0045 名古屋市西区名駅二丁目２７番８号

172 三重交通健康保険組合

－

514-0032 津市中央１－１ 三重会館５階

－

514-0838 津市岩田２１番２７号

173 百五銀行健康保険組合
174 シンフォニアテクノロジー健康保険組合

法人番号9700150047349 516-0005 伊勢市竹ヶ鼻町１００

175 三十三フィナンシャルグループ健康保険組合 法人番号7700150047185 510-0087 四日市市西新地７－８
176 日本トランスシティ健康保険組合

－

510-0011 四日市市霞２丁目１２番地

177 ＪＳＲ健康保険組合

法人番号4700150068746 510-8552 四日市市川尻町１００

178 三重県自動車販売健康保険組合

法人番号8700150046723 514-0303 津市雲出長常町字六ノ割１１９０－１ 三重県自動車会議所会館内

179 三重県農協健康保険組合

法人番号4700150046735 514-0009 津市羽所町５２５－１

180 石原産業健康保険組合

－

510-0842 四日市市石原町１番地

