
｢健康経営優良法人 2017｣認定法人一覧 

「健康経営優良法人 2017（大規模法人部門）～ホワイト 500～」認定法人（五十音順） 

※平成 29 年２月２３日現在 

No. 認定法人名 左記法人と共に認定された法人名 

1 株式会社アートネイチャー 

2 株式会社IHI 

3 株式会社IHIエスキューブ 

4 IHIプラント建設株式会社 

5 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

6 アイシン精機株式会社 

7 株式会社青森銀行 

8 アクサ生命保険株式会社 

9 アサヒ飲料株式会社 

10 アサヒグループホールディングス株式会社 アサヒビール株式会社 

11 味の素株式会社 

12 株式会社あまの創健 

13 アンリツ株式会社 

14 イオン株式会社 イオンリテール株式会社 

15 出光興産株式会社 

16 伊藤忠エネクス株式会社 

17 伊藤忠商事株式会社 

18 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

19 株式会社イトーキ 

20 イビデン株式会社 

21 宇部興産株式会社 

22 ANAホールディングス株式会社 全日本空輸株式会社 

23 SCSK株式会社 

24 NECネッツエスアイ株式会社 

25 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 

26 株式会社NTTドコモ 

27 株式会社荏原製作所 

28 MS&ADインシュアランスグループホールディングス

株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

29 大塚製薬株式会社 

30 株式会社大林組 

31 沖電気工業株式会社 

32 株式会社オートバックスセブン 

参考資料



 
No. 認定法人名 左記法人と共に認定された法人名 

33 オムロン株式会社  

34 オムロン ヘルスケア株式会社   

35 オリックス株式会社  

36 オリンパス株式会社  

37 花王株式会社  

38 カゴメ株式会社 カゴメアクシス株式会社 

カゴメ物流サービス株式会社 

39 カルビー株式会社  

40 川崎重工業株式会社  

41 関西電力株式会社  

42 キーコーヒー株式会社  

43 キヤノン株式会社  

44 キヤノンマーケティングジャパン株式会社  

45 一般財団法人京都工場保健会  

46 京都信用金庫  

47 株式会社協和エクシオ  

48 協和発酵キリン株式会社  

49 キリンホールディングス株式会社 キリンビール株式会社 

キリン株式会社 

キリンビバレッジ株式会社 

メルシャン株式会社 

協和発酵キリン株式会社 

50 株式会社熊谷組  

51 グラクソ・スミスクライン株式会社 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・

ジャパン株式会社 

ヴィーヴヘルスケア株式会社 

52 株式会社クレディセゾン  

53 株式会社KSK  

54 京王電鉄株式会社  

55 株式会社神戸製鋼所  

56 コクヨ株式会社  

57 株式会社コーセー 国内全グループ企業 

58 コナミホールディングス株式会社 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 

株式会社インターネットレボリューション 

コナミビジネスエキスパート株式会社 

株式会社コナミアミューズメント 

KPE株式会社 

KPE・高砂販売株式会社 

コナミリアルエステート株式会社 



 
No. 認定法人名 左記法人と共に認定された法人名 

Konami Gaming,Inc.ｱｼﾞｱ支店 

株式会社コナミスポーツライフ 

59 コニカミノルタ株式会社  

60 コネクシオ株式会社  

61 株式会社ゴールドウイン 国内全グループ企業 

62 サッポロホールディングス株式会社 サッポロビール株式会社 

63 サトーホールディングス株式会社 国内全グループ企業 

64 三愛石油株式会社  

65 一般財団法人サンスター財団 サンスター株式会社 

サンスター技研株式会社 

ＳＴＡＲＬＥＣＳ株式会社 

サンスターマーケティング株式会社 

66 参天製薬株式会社  

67 サントリー食品インターナショナル株式会社 サントリーフーズ株式会社 

サントリービバレッジソリューション株式会社 

68 サントリーホールディングス株式会社 サントリー酒類株式会社 

サントリービジネスエキスパート株式会社 

サントリーウエルネス株式会社 

サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 

69 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション 株式会社ＧＳユアサ 

株式会社ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス 

株式会社ジーエス・ユアサ テクノロジー 

70 JSR株式会社  

71 株式会社ジェイテクト  

72 塩野義製薬株式会社  

73 シスメックス株式会社  

74 株式会社資生堂 国内全グループ企業 

75 株式会社島津製作所  

76 JUKI株式会社  

77 一般財団法人淳風会  

78 JOHNAN株式会社  

79 昭和電工株式会社  

80 株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス  

81 新東工業株式会社  

82 新日鐵住金株式会社  



 
No. 認定法人名 左記法人と共に認定された法人名 

83 株式会社新日本科学 株式会社新日本科学臨床薬理研究所 

SNBL Nature株式会社 

84 新日本無線株式会社  

85 株式会社すかいらーく 株式会社すかいらーくレストランツ 

86 株式会社ストライプインターナショナル  

87 住友ゴム工業株式会社  

88 住友商事株式会社  

89 住友不動産販売株式会社 ステップ・インベストメント株式会社 

ステップ・プロパティーズ株式会社 

ステップ・ローン・パートナーズ株式会社 

90 住友理工株式会社  

91 住友林業株式会社  

92 スリープログループ株式会社 スリープロ株式会社 

スリープロウィズテック株式会社 

スリープロエージェンシー株式会社 

93 セイコーエプソン株式会社  

94 積水化学工業株式会社  

95 石油資源開発株式会社  

96 セコム株式会社  

97 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

株式会社イトーヨーカ堂 

株式会社ヨークベニマル 

株式会社ヨークマート 

株式会社そごう・西武 

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 

株式会社セブン・カードサービス 

98 綜合警備保障株式会社  

99 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会

社 

 

100 損害保険ジャパン日本興亜株式会社  

101 SOMPOビジネスサービス株式会社  

102 SOMPOホールディングス株式会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 

103 SOMPOリスケアマネジメント株式会社  

104 第一生命ホールディングス株式会社  

105 株式会社大京  

106 大正製薬ホールディングス株式会社 大正製薬株式会社 

107 大成建設株式会社  

108 大東建託株式会社  



 
No. 認定法人名 左記法人と共に認定された法人名 

109 大同生命保険株式会社  

110 大日本印刷株式会社  

111 大日本住友製薬株式会社  

112 株式会社ダイフク  

113 太陽生命保険株式会社  

114 株式会社大和証券グループ本社 大和証券株式会社 

大和証券投資信託委託株式会社 

株式会社大和総研ホールディングス 

大和住銀投信投資顧問株式会社 

株式会社大和証券ビジネスセンター 

大和プロパティ株式会社 

株式会社大和ネクスト銀行 

株式会社大和総研 

株式会社大和総研ビジネス・イノベーション 

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会

社 

大和オフィスサービス株式会社 

115 大和ハウス工業株式会社  

116 株式会社ダスキン  

117 田辺三菱製薬株式会社 国内全グループ企業 

118 株式会社千葉銀行  

119 中越パルプ工業株式会社  

120 株式会社ディー・エヌ・エー 株式会社モバオク 

株式会社ペイジェント 

株式会社エブリスタ 

株式会社DeNAライフサイエンス 

株式会社DeSCヘルスケア 

121 ティーペック株式会社  

122 帝人株式会社 帝人ファーマ株式会社 

帝人フロンティア株式会社 

東邦テナックス株式会社 

株式会社インフォコム 

123 株式会社ディスコ  

124 株式会社データホライゾン  

125 株式会社デサント  

126 テルモ株式会社  

127 電源開発株式会社  

128 株式会社デンソー  

129 株式会社東急スポーツオアシス  



 
No. 認定法人名 左記法人と共に認定された法人名 

130 東急不動産株式会社  

131 東急不動産ホールディングス株式会社 東急不動産株式会社 

132 東急リバブル株式会社  

133 東京海上日動あんしん生命保険株式会社  

134 東京海上日動火災保険株式会社  

135 東京海上ホールディングス株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 

136 東京ガス株式会社  

137 東京急行電鉄株式会社  

138 東京東信用金庫  

139 東京センチュリー株式会社  

140 東京建物株式会社  

141 TOTO株式会社  

142 東燃ゼネラル石油株式会社 EMGマーケティング合同会社 

東燃化学合同会社 

143 医療法人社団同友会  

144 東洋インキSCホールディングス株式会社 国内全グループ企業 

145 株式会社TOKAIホールディングス 株式会社TOKAI 

株式会社TOKAIコミュニケーションズ 

東海ガス株式会社 

株式会社TOKAIケーブルネットワーク 

株式会社TOKAIマネジメントサービス 

146 凸版印刷株式会社  

147 トッパン・フォームズ株式会社  

148 豊田合成株式会社  

149 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング  

150 トヨタ紡織株式会社  

151 トラスコ中山株式会社  

152 新潟原動機株式会社  

153 西日本旅客鉄道株式会社  

154 株式会社ニチレイ 株式会社ニチレイフーズ 

株式会社ニチレイフレッシュ 

株式会社ニチレイバイオサイエンス 

株式会社ニチレイロジグループ本社 

株式会社ニチレイ・ロジスティクス北海道 

株式会社ニチレイ・ロジスティクス東北 

株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東 

株式会社キョクレイ 

株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海 

株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西 



 
No. 認定法人名 左記法人と共に認定された法人名 

株式会社ニチレイ・ロジスティクス中四国 

株式会社ニチレイ・ロジスティクス九州 

株式会社ロジスティクス・ネットワーク 

株式会社ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング 

155 日産化学工業株式会社  

156 日清オイリオグループ株式会社  

157 株式会社日清製粉グループ本社  

158 日清紡ホールディングス株式会社 日清紡ブレーキ株式会社 

日清紡メカトロニクス株式会社 

日清紡ケミカル株式会社 

日清紡テキスタイル株式会社 

日清紡ペーパープロダクツ株式会社 

159 日本通運株式会社  

160 日本特殊陶業株式会社  

161 日本郵船株式会社  

162 株式会社ニトリホールディングス 国内全グループ企業 

163 日本写真印刷株式会社  

164 日本生命保険相互会社  

165 日本たばこ産業株式会社  

166 日本電信電話株式会社 東日本電信電話株式会社 

西日本電信電話株式会社 

NTTコミュニケーションズ株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

株式会社NTTドコモ 

株式会社NTTファシリティーズ 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 

167 株式会社日本トリム  

168 日本ユニシス株式会社  

169 株式会社ネクスト  

170 株式会社野村総合研究所  

171 野村ホールディングス株式会社 野村證券株式会社 

172 特定医療法人財団博愛会  

173 株式会社パソナグループ 株式会社パソナ 

174 株式会社八十二銀行  

175 株式会社バリューHR 国内全グループ企業 



 
No. 認定法人名 左記法人と共に認定された法人名 

176 株式会社PFU  

177 東日本高速道路株式会社  

178 東日本旅客鉄道株式会社  

179 株式会社日立製作所  

180 日野自動車株式会社  

181 広島電鉄株式会社  

182 株式会社ファンケル 株式会社ファンケル化粧品 

株式会社ファンケルヘルスサイエンス 

183 株式会社FiNC  

184 株式会社フジクラ  

185 フジ住宅株式会社 フジ・アメニティサービス株式会社 

186 富士ソフト株式会社  

187 富士通株式会社  

188 株式会社富士通マーケティング  

189 富士フイルムホールディングス株式会社 富士フイルム株式会社 

富士ゼロックス株式会社 

富山化学工業株式会社 

190 一般財団法人芙蓉協会  

191 ブラザー工業株式会社  

192 株式会社ブリヂストン  

193 古河機械金属株式会社 国内全グループ企業 

194 古河電気工業株式会社  

195 平和不動産株式会社  

196 ＨＯＹＡ株式会社 国内全グループ企業 

197 一般財団法人北陸予防医学協会  

198 ボッシュ株式会社  

199 株式会社堀場製作所  

200 マツダ株式会社  

201 株式会社丸井グループ 国内全グループ企業 

202 株式会社みずほフィナンシャルグループ 株式会社みずほ銀行 

みずほ信託銀行株式会社 

みずほ情報総研株式会社 

203 株式会社みちのく銀行  

204 三井化学株式会社  

205 株式会社三井住友フィナンシャルグループ  

206 三井物産株式会社  

207 三井不動産株式会社  

208 株式会社三菱ケミカルホールディングス 三菱化学株式会社 

209 三菱地所株式会社  



 
No. 認定法人名 左記法人と共に認定された法人名 

210 三菱電機株式会社  

211 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ  

212 株式会社Minoriソリューションズ  

213 株式会社村田製作所  

214 明治ホールディングス株式会社 株式会社明治 

Meiji Seika ファルマ株式会社 

215 明治安田生命保険相互会社  

216 株式会社メンバーズ  

217 八千代エンジニヤリング株式会社  

218 ヤフー株式会社  

219 株式会社ヤマウラ  

220 ヤマハ株式会社  

221 ユニアデックス株式会社  

222 横河電機株式会社  

223 ライオン株式会社  

224 株式会社LIXILグループ 株式会社LIXIL 

225 株式会社リコー  

226 リコーリース株式会社  

227 リゾートトラスト株式会社  

228 リソル生命の森株式会社  

229 リンナイ株式会社  

230 株式会社ルネサンス  

231 株式会社レオパレス21  

232 ロイヤルホールディングス株式会社 ロイヤルコントラクトサービス株式会社 

ロイヤルインフライトケイタリング株式会社 

ア－ルエヌティーホテルズ株式会社 

ロイヤル株式会社 

ロイヤル空港高速フードサービス株式会社 

ロイヤルマネジメント株式会社 

アールアンドケーフードサ－ビス株式会社 

ロイヤルホスト株式会社 

株式会社テンコーポレ－ション 

233 株式会社ローソン  

234 ロート製薬株式会社  

235 株式会社ワコールホールディングス 株式会社ワコール 

 

 

 

 



 
２．｢健康経営優良法人 中小規模法人部門｣認定法人（都道府県別・五十音順） 

 ※平成 29 年２月２３日現在 

認定法人名 

1 北海道 勇建設株式会社 

2 北海道 江別製粉株式会社 

3 北海道 北ガスフレアスト西株式会社 

4 北海道 株式会社セイショウ 

5 北海道 日本ハム北海道販売株式会社 

6 北海道 株式会社Right job 

7 青森 株式会社野呂建設 

8 岩手 株式会社小田島組 

9 秋田 秋田活版印刷株式会社 

10 福島 有限会社会津建設 

11 福島 大槻電設工業株式会社 

12 福島 株式会社三本杉ジオテック 

13 福島 堀江工業株式会社 

14 栃木 大古精機株式会社 

15 栃木 株式会社スキット 

16 群馬 桐生建設株式会社 

17 群馬 三幸機械株式会社 

18 群馬 株式会社ソフィア 

19 群馬 日本精密測器株式会社 

20 千葉 日新パルス電子株式会社 

21 千葉 日本環境開発株式会社 

22 千葉 ビィー・トランセホールディングス株式会

社 

23 千葉 松原建設株式会社 

24 東京 株式会社iCARE 

25 東京 東京クリアランス工業株式会社 

26 東京 一般財団法人土木建築厚生会 

27 東京 株式会社VOYAGE 

28 東京 株式会社ミナケア 

認定法人名 

29 東京 森平舞台機構株式会社 

30 東京 ヤスマ株式会社 

31 神奈川 日舗建設株式会社 

32 新潟 長岡運輸株式会社 

33 新潟 社会福祉法人なかよし福祉会 

34 福井 旭日繊維株式会社 

35 福井 坂川建設株式会社 

36 福井 敦賀セメント株式会社 

37 福井 株式会社ナカニシビジョン 

38 長野 石井瓦工業株式会社 

39 長野 株式会社エールシステム 

40 長野 社会福祉法人からし種の会  緑の牧場

学園 

41 長野 株式会社相模組 

42 長野 高木建設株式会社 

43 長野 高島産業株式会社 

44 岐阜 中日本ダイカスト工業株式会社 

45 静岡 旭テック株式会社 

46 静岡 株式会社アトランス 

47 静岡 有限会社栗田産業 

48 静岡 五光建設株式会社 

49 静岡 株式会社サカエ 

50 静岡 静岡コンサルタント株式会社 

51 静岡 株式会社ソフトウェアプロダクツ 

52 静岡 株式会社デイシス 

53 静岡 中村建設株式会社 

54 静岡 株式会社マルハナ 

55 静岡 株式会社ロジック 

56 愛知 三幸土木株式会社 



 
認定法人名 

57 愛知 株式会社鈴木軌道 

58 愛知 千秋技研株式会社 

59 愛知 大有建設株式会社 

60 愛知 株式会社高尾 

61 愛知 株式会社ヘルスケアシステムズ 

62 愛知 社会保険労務士法人名南経営 

63 三重 稲葉建設株式会社 

64 三重 宇野重工株式会社 

65 三重 株式会社佐野テック 

66 京都 株式会社オリソー 

67 京都 有限会社長岡美装社 

68 大阪 北浜グローバル経営株式会社 

69 大阪 共和ゴム株式会社 

70 大阪 シー・システム株式会社 

71 大阪 新品川商事株式会社 

72 大阪 社会福祉法人なにわの里 

73 大阪 ハウスあいファクトリー株式会社 

74 兵庫 永伸商事株式会社 

75 兵庫 日本テクノロジーソリューション株式会社 

76 兵庫 株式会社フクユ 

認定法人名 

77 兵庫 株式会社ヨシダ商事運輸 

78 和歌山 小西化学工業株式会社 

79 鳥取 株式会社エナテクス 

80 鳥取 株式会社桑本総合設計 

81 鳥取 大和建設株式会社 

82 鳥取 鳥取県金属熱処理協業組合 

83 鳥取 株式会社鳥取県倉吉自動車学校 

84 島根 大畑建設株式会社 

85 島根 高橋建設株式会社 

86 岡山 ナガオ株式会社 

87 岡山 蜂谷工業株式会社 

88 広島 株式会社オガワエコノス 

89 広島 オタフクホールディングス株式会社 

90 徳島 株式会社フジタ建設コンサルタント 

91 香川 横田建設株式会社 

92 福岡 株式会社クライミング 

93 熊本 株式会社菊池自動車学校 

94 熊本 株式会社熊本自動車教習所 

95 鹿児島 株式会社渡辺組 

 

※健康経営は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。 

 


