
令和5年4月１日現在

基金名称 法人番号 郵便番号 所在地

1 三光合成企業年金基金 法人番号1700150068039 939-1756 富山県南砺市土生新１２００番地

2 米原商事企業年金基金 法人番号2700150068995 939-1371 富山県砺波市栄町６番２７号

3 トナミ運輸企業年金基金 法人番号2700150051150 939-0401 富山県射水市流通センター水戸田２丁目１番地１

4 三協立山企業年金基金 法人番号7700150067992 933-8610 富山県高岡市早川７０番地

5 ゴールドウイン企業年金基金 法人番号4700150069067 932-0112 富山県小矢部市清沢２３０番地

6 北陸銀行企業年金基金 法人番号1700150067973 930-8637 富山県富山市堤町通り１丁目２番２６号

7 インテック企業年金基金 法人番号9700150070581 930-0856 富山県富山市牛島新町５番５号

8 品川グループ企業年金基金 法人番号6700150068067 930-0018 富山県富山市千歳町２丁目５番２６号

9 富山県医療福祉企業年金基金 法人番号4700150073432 939-8222 富山県富山市蜷川３３６番地

10 富山県トラック企業年金基金 法人番号1700150050707 939-2708 富山県富山市婦中町島本郷１番地５

11 スギノマシン企業年金基金 法人番号6700150096101 937-0805 富山県魚津市本江２４１０番地

12 津田駒工業企業年金基金 法人番号8700150069187 921-8031 石川県金沢市野町４丁目８番１３号

13 ぜんこくＤＢ企業年金基金 法人番号3700150071148 920-8203 石川県金沢市鞍月２丁目３番地

14 石川県機械工業企業年金基金 法人番号7700150049388 920-8203 石川県金沢市鞍月２丁目三番地

15 北國新聞企業年金基金 法人番号6700150049406 920-0919 石川県金沢市南町２番１号

16 北國銀行企業年金基金 法人番号5700150068068 920-0917 石川県金沢市広岡２丁目１２番６号

17 澁谷工業企業年金基金 法人番号6700150070213 920-8681 石川県金沢市大豆田本町甲５８番地

18 石川県食品製造業企業年金基金 法人番号7700150049405 920-0901 石川県金沢市彦三町２丁目１番４５号

19 ほくりく地域産業企業年金基金 法人番号3700150095543 921-8062 石川県金沢市新保本４丁目６５番２２

20 太平洋工業企業年金基金 法人番号4700150068036 503-8603 岐阜県大垣市久徳町１００番地

21 大垣共立銀行企業年金基金 法人番号8700150069699 503-0887 岐阜県大垣市郭町３丁目９８番地

22 濃飛倉庫運輸企業年金基金 法人番号4700150070421 500-8856 岐阜県岐阜市橋本町２丁目２０番地

23 岐阜プラスチック工業企業年金基金 法人番号5700150069702 500-8721 岐阜県岐阜市神田町９丁目２７番地

24 十六銀行企業年金基金 法人番号6700150069024 500-8516 岐阜県岐阜市神田町８丁目２６番地

25 ヤマハ発動機企業年金基金 法人番号5700150068043 438-0025 静岡県磐田市新貝２５００番地

26 スズキ連合企業年金基金 法人番号5700150046420 432-8062 静岡県浜松市南区増楽町２０番地　

27 ヤマハ企業年金基金 法人番号6700150069057 430-8650 静岡県浜松市中区中沢町１０番１号

28 小糸製作所企業年金基金 法人番号1700150068071 424-8764 静岡県静岡市清水区北脇５００番地

29 東海澱粉企業年金基金 法人番号2700150068054 420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町２４番地の１５

30 トヨタユナイテッド静岡企業年金基金 法人番号2700150044872 420-0837 静岡県静岡市葵区日出町８番３号

31 静岡銀行企業年金基金 法人番号2700150069028 424-0883 静岡県静岡市清水区草薙北２番１号

32 静岡新聞放送企業年金基金 法人番号4700150044771 422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂３丁目１番１号

33 静岡県金属工業企業年金基金 法人番号1700150077849 420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町１１番３

34 ユニプレス企業年金基金 法人番号1700150068006 416-8510 静岡県富士市青葉町１９番地の１

35 矢崎企業年金基金 法人番号5700150070214 410-1194 静岡県裾野市御宿１５００番地

36 スルガ銀行企業年金基金 法人番号2700150067989 410-0891 静岡県沼津市通横町２３番地

37 コイト電工企業年金基金 法人番号9700150067974 411-0932 静岡県駿東郡長泉町南一色７２０

38 豊田合成企業年金基金 法人番号4700150068077 492-8153 愛知県稲沢市井之口町中四反畑４５００番地

39 ＣＫＤ企業年金基金 法人番号8700150067959 485-8551 愛知県小牧市応時２丁目２５０番地

40 住友理工企業年金基金 法人番号2700150067964 485-8550 愛知県小牧市東３丁目１番地

41 愛知陸運企業年金基金 法人番号4700150068060 473-0939 愛知県豊田市堤本町川井１８番地

42 大同メタル企業年金基金 法人番号5700150042849 484-0061 愛知県犬山市大字前原字天道新田

43 オークマ企業年金基金 法人番号4700150068069 480-0193 愛知県丹羽郡大口町下小口５丁目２５番地の１

44 愛知製鋼企業年金基金 法人番号1700150068030 476-0003 愛知県東海市荒尾町大脇９０番地　　　　　　

45 愛三工業企業年金基金 法人番号4700150043229 474-0061 愛知県大府市共和町４丁目２８番地の１            

46 アペックス企業年金基金 法人番号6700150070329 474-0053 愛知県大府市柊山町２丁目４１８番地
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47 小島企業年金基金 法人番号4700150043996 471-0876 愛知県豊田市金谷町７丁目20番地

48 三五グループ企業年金基金 法人番号9700150068031 470-0224 愛知県みよし市福田町宮下１番地１

49 ブラザー企業年金基金 法人番号7700150069007 467-0841 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町１５番１号

50 フジパングループ企業年金基金 法人番号9700150068064 467-0065 愛知県名古屋市瑞穂区松園町２丁目３２番地１

51 スズケン企業年金基金 法人番号3700150069010 461-8701 愛知県名古屋市東区東片端町８

52 矢作建設企業年基金 法人番号6700150068059 461-0004 愛知県名古屋市東区葵３丁目１９番７号

53 トヨタ連合企業年金基金 法人番号5700150041818 461-0001 愛知県名古屋市東区泉１丁目２３番３６号

54 興和企業年金基金 法人番号7700150068000 460-8625 愛知県名古屋市中区錦３丁目６番２９号

55 林テレンプ企業年金基金 法人番号9700150068980 460-0013 愛知県名古屋市中区上前津１丁目４番５号

56 中京銀行企業年金基金 法人番号4700150069034 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目３３番１３号

57 愛知銀行企業年金基金 法人番号4700150070231 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目１４番１２号

58 キムラユニティー企業年金基金 法人番号6700150068018 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目８番３２号

59 名古屋銀行企業年金基金 法人番号8700150068998 460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目１９番１７号

60 愛知県建設業企業年金基金 法人番号3700150075826 461-0001 愛知県名古屋市東区泉２丁目11番22号

61 中央発條企業年金基金 法人番号9700150066869 458-8505 愛知県名古屋市緑区鳴海町上汐田６８番地

62 愛知時計電機企業年金基金 法人番号9700150068007 456-8691 愛知県名古屋市熱田区千年１丁目２番７０号

63 全国タイル業企業年金基金 法人番号6700150041800 461-0002 愛知県名古屋市東区代官町３９番１８号

64 イノアック企業年金基金 法人番号2700150068038 450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南２丁目１３番４号

65 リンナイグループ企業年金基金 法人番号6700150069701 454-0802 愛知県名古屋市中川区福住町２番２６号

66 アイ企業年金基金 法人番号3700150042140 453-0804 愛知県名古屋市中村区黄金通１丁目１８番地

67 サンゲツ企業年金基金 法人番号6700150067960 451-0041 愛知県名古屋市西区幅下１丁目４番１号

68 豊田通商企業年金基金 法人番号2700150067972 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目９番８号

69 名古屋薬業企業年金基金 法人番号3700150041720 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目１番３５号

70 ノリタケグループ企業年金基金 法人番号5700150068002 470-0293 愛知県みよし市三好町東山３００番地

71 キクチ企業年金基金 法人番号4700150072863 487-0032 愛知県春日井市高森台４丁目11番１号

72 トヨタ車体企業年金基金 法人番号5700150043525 448-8666 愛知県刈谷市一里山町金山１００番地　　　

73 津田工業企業年金基金 法人番号4700150067970 448-8657 愛知県刈谷市幸町２丁目７番地１３

74 トヨタ紡織企業年金基金 法人番号3700150068004 448-8651 愛知県刈谷市豊田町１丁目１番地　　　　　　

75 小林クリエイト企業年金基金 法人番号3700150069027 448-0813 愛知県刈谷市小垣江町北高根１１５番地

76 デンソー企業年金基金 法人番号8700150043522 448-0045 愛知県刈谷市新富町２丁目４１番地

77 デンソーグループ企業年金基金 法人番号2700150067948 448-0045 愛知県刈谷市新富町２丁目４１番地

78 マキタ企業年金基金 法人番号9700150068023 446-8502 愛知県安城市住吉町３丁目１１番８号

79 アイシン企業年金基金 法人番号5700150043450 446-0057 愛知県安城市三河安城東町２丁目８番地１

80 トヨタ自動車企業年金基金 法人番号9700150043892 444-2225 愛知県豊田市岩倉町一本松１番地            

81 トヨタ関連部品企業年金基金 法人番号2700150043981 471-0826 愛知県豊田市トヨタ町１番地

82 フタバ産業企業年金基金 法人番号2700150043825 444-0101 愛知県額田郡幸田町長嶺字柳沢１番１

83 シロキ工業企業年金基金 法人番号6700150044299 442-0001 愛知県豊川市千両町下野市場３５－１

84 サーラグループ企業年金基金 法人番号9700150044263 441-8028 愛知県豊橋市立花町５７番地

85 中部設備工事業企業年金基金 法人番号6700150091069 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜１丁目２番１４号

86 愛知県プラスチック成形企業年金基金 法人番号4700150041604 460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町２丁目１３番地

87 富士精工企業年金基金 法人番号1700150091189 473-8511 愛知県豊田市吉原町平子２６番地

88 ジェイテクト企業年金基金 法人番号1700150066854 448ｰ8652 愛知県刈谷市朝日町一丁目１番地

89 百五銀行企業年金基金 法人番号9700150069120 514-0838 三重県津市岩田２１番２７号

90 日本トランスシティ企業年金基金 法人番号3700150067971 510-0011 三重県四日市市霞２丁目１２番地

91 ＪＳＲ企業年金基金 法人番号3700150068061 510-8552 三重県四日市市川尻町１００番地

92 ＪＳＲグループ企業年金基金 法人番号1700150069128 510-8552 三重県四日市市川尻町１００番地

93 住友電装企業年金基金 法人番号4700150068003 510-0067 三重県四日市市浜田町５番２８号

94 三十三銀行企業年金基金 法人番号3700150066858 510-0087 三重県四日市市西新地７番８号
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