
富山県では、会社が従業員の健康づくりに取り組むことを対外
的に公表する「とやま健康企業宣言」という制度があります。

健康企業宣言富山推進協議会は、健康で長く働くことができる
会社を応援しています。みなさまもぜひご確認ください。

富山大学の学生のみなさまへ

従業員の健康を大切にする
会社はこちらです

【Step２認定（金）】

※ 協会けんぽ加入事業所のうち、公表について承諾を得ている事業所様を地区別・五十音順で掲載しています。
※ 認定等に関する詳細は、協会けんぽ富山支部ホームページをご確認ください。

健康企業宣言事業所のみなさま（協会けんぽ富山支部加入事業所、令和3年8月31日現在）

【Step１認定（銀）】

健康企業宣言富山推進協議会

朝日印刷株式会社 （富山市）
株式会社アルト （富山市）
寿電設株式会社 （富山市）
サクラパックス株式会社 （富山市）
株式会社三基精工 （富山市）
竹田運輸倉庫株式会社 （富山市）
前田薬品工業株式会社 （富山市）
医療法人社団秀林会吉見病院 （滑川市）
株式会社タイヨーパッケージ （立山町）
中越合金鋳工株式会社 （立山町）
IRMジャパン株式会社 （高岡市）
GRN株式会社 （高岡市）
双爽コーポレーション株式会社（高岡市）
株式会社タカギセイコー （高岡市）

トナミ運輸株式会社 （高岡市）
トナミホールディングス株式会社 （高岡市）
株式会社富山アメニティシステム （高岡市）
株式会社なぶーる （高岡市）
ハリタ金属株式会社 （高岡市）
株式会社ヒスコム （高岡市）
株式会社ベネフレックス （高岡市）
北陸コカ・コーラプロダクツ株式会社（高岡市）
北陸コカ・コーラボトリング株式会社（高岡市）
株式会社北陸リサイクルセンター （高岡市）
若鶴酒造株式会社 （高岡市）
富山住友電工株式会社 （射水市）
西陵株式会社 （砺波市）

● 富山市
･株式会社アイザック・トランスポ
ート

･アイティ経営コンサルタント株式
会社

･あおぞら経営税理士法人
･朝日印刷ビジネスサポート株式会社
･朝日建設株式会社
･アニマート製薬株式会社

･株式会社アルム東海
･いおざき印刷株式会社
･株式会社エーティーワークス
･株式会社カシイ
･河上金物株式会社
･北日本印刷株式会社
･キュアコード株式会社
･協和カートン株式会社

･協和薬品株式会社
･株式会社久郷一樹園
･クリーン産業株式会社
･株式会社ケーブルテレビ富山
･健康保険組合連合会富山連合会
･近藤建設株式会社
･株式会社シマキュウ
･十全化学株式会社



健康企業宣言事業所のみなさま（協会けんぽ富山支部加入事業所、令和3年8月31日現在）

【Step１認定（銀）】（続き）

健康企業宣言富山推進協議会

※ 協会けんぽ加入事業所のうち、公表について承諾を得ている事業所様を地区別・五十音順で掲載しています。
※ 認定等に関する詳細は、協会けんぽ富山支部ホームページをご確認ください。

● 富山市（続き）
･昭北ラミネート工業株式会社
･株式会社新栄電設
･株式会社シンコー
･新富観光サービス株式会社
･新日本海重工業株式会社
･株式会社ＳＵＤＡＣＨＩ
･株式会社タアフ
･第一薬品工業株式会社
･タカノギケン株式会社
･ダイト株式会社
･タカノ建設株式会社
･タカノ興発株式会社
･タカノホーム株式会社
･株式会社高松メッキ
･株式会社竹原工務店
･立山科学工業株式会社
･株式会社立山システム研究所
･立山総合開発株式会社
･立山マシン株式会社
･株式会社ダンジョウ
･津根精機株式会社
･株式会社テルサウェイズ
･テレ通株式会社
･株式会社でんそく
･株式会社ドアメンテナンス
･東亜薬品株式会社
･株式会社富冷
･株式会社富山育英センター
･公益財団法人富山県健康づくり財団
･富山県小型運輸株式会社
･公益社団法人富山市医師会
･富山商工会議所
･富山スガキ株式会社
･富山通商株式会社
･富山データ機器サービス株式会社
･富山電気ビルデイング株式会社
･トヤマ電話工事株式会社
･株式会社中曽根造園
･株式会社ニッポー
･日本安全産業株式会社
･日本海ガス株式会社
･日本海ガス絆ホールディングス株式
会社

･株式会社ハナガタ

･ハマ企画株式会社
･阪神化成工業株式会社
･富士商事株式会社
･株式会社ＢＥＳＳ北陸
･株式会社宝来
･北産運輸株式会社
･北酸株式会社
･株式会社ホクタテ
･株式会社北陸電機商会
･株式会社北陸フレッシュフーズ
･株式会社北国エネルギー
･株式会社ホンダセンター富山
･株式会社ミズノマシナリー
･株式会社源
･村松建設株式会社
･株式会社森崎
･ヤマイチ株式会社
･有限会社ヤマムラエンジニアリング
･株式会社ユニゾーン
･株式会社リッチェル
･医療法人社団若葉会
･株式会社若林商店

● 滑川市
･株式会社エムダイヤ
･滑川商工会議所
･藤堂工業株式会社

● 立山町
･有限会社山田製作所

● 上市町
･株式会社コージン
･株式会社東洋電制製作所

● 高岡市
･社会福祉法人あかね会
･株式会社アーキジオ
･いなほ化工株式会社
･株式会社アプト・シンコー
･射水建設興業株式会社
･株式会社ウッディパーツ
･株式会社エコネクト物流
･株式会社大越仏壇
･株式会社織田幸銅器

･株式会社開進堂
･金森産業株式会社
･KANAMORI SYSTEM Inc. 
･株式会社北日本通信工業
･キタムラ機械株式会社
･協伸静塗株式会社
･株式会社協和製作所
･ケーズメタル株式会社
･光陽興産株式会社
･光陽電設株式会社
･サニーライブホールディングス株
式会社

･株式会社サンテン・コーポレー
ション
･塩谷建設株式会社
･株式会社システック
･株式会社翔南産業
･助野株式会社
･株式会社創建築事務所
･高岡ガス株式会社
･株式会社高岡ガスサービス
･株式会社高岡ケージ工業
･株式社高岡市衛生公社
･高岡商工会議所
･株式会社竹中製作所グループ
･株式会社ダスキン高岡
･寺崎工業株式会社
･社会福祉法人戸出福祉会
･株式会社富山銀行
･富山興業株式会社
･株式会社永田メディカル
･南陽オモビト株式会社
･南陽吉久株式会社
･西村工業株式会社
･株式会社花金
･株式会社広上製作所
･北陸道路標識株式会社
･一般財団法人北陸予防医学協会
･株式会社ホンダカーズ高岡
･株式会社本保
･株式会社三幸
･有限会社ユニバーサル・リス
ク・コンサルティング

･株式会社ヨシケイ富山
･株式会社ヨシケイライフスタイル



健康企業宣言事業所のみなさま（協会けんぽ富山支部加入事業所、令和3年8月31日現在）

【Step１認定（銀）】（続き）

健康企業宣言富山推進協議会

※ 協会けんぽ加入事業所のうち、公表について承諾を得ている事業所様を地区別・五十音順で掲載しています。
※ 認定等に関する詳細は、協会けんぽ富山支部ホームページをご確認ください。

･株式会社喜八食品
･黒田化学株式会社
･笹嶋工業株式会社
･第一交易株式会社
･タカハタ工業株式会社
･中越興業株式会社
･チューモク株式会社
･砺波重機株式会社
･株式会社南砺工業所
･株式会社なぎさ交通
･野原建設株式会社
･日の出屋製菓産業株式会社

● 魚津市
･株式会社アイザック
･株式会社アイザック・ユー
･オーアイ工業株式会社
･株式会社金閣自動車商会
･医療法人社団七徳会
･株式会社スペースシステム
･株式会社関口組
･中川運輸株式会社
･長田建設株式会社
･株式会社新川インフォメーション
センター

･社会福祉法人新川児童福祉会
･日本海電業株式会社
･株式会社北陸セラミック

● 黒部市
･大高建設株式会社
･共和土木株式会社
･くろべ交通株式会社
･桜井建設株式会社
･ダイヤテックス株式会社
･有限会社新川リサイクルセンター
･吉枝工業株式会社
･株式会社吉田商会

● 入善町
･廣川建設工業株式会社

● 朝日町
･小川建設工業株式会社

● 氷見市
･株式会社アムテック
･株式会社ラポージェ
･能越ケーブルネット株式会社

● 射水市
･株式会社アースクリーン21
･株式会社井波
･魚岸精機工業株式会社
･ウッドリンク株式会社
･協和紙工業株式会社
･くみあい建設株式会社
･構造メンテ株式会社
･株式会社ＴＡＮ-ＥＩ-ＳＹＡ
･トミレ運輸株式会社
･株式会社北陸エンジニアプラス
チック

･株式会社ミヤシゲ
･ヤマサン食品工業株式会社

● 小矢部市
･石黒産業株式会社
･株式会社今村組
･株式会社小矢部精機
･株式会社スギタニ

● 砺波市
･小野医療器株式会社
･株式会社グッドクラスター
･株式会社松榮技研会社
･たち建設株式会社
･たち建設運輸株式会社
･株式会社トナミ産業
･社会福祉法人砺波福祉会
･株式会社日本ビルサービス
･根尾建設株式会社
･株式会社北越
･株式会社ユーキフーズ

● 南砺市
･安達建設株式会社
･アルカスコーポレーション株式
会社

･梅本建設工業株式会社
･上坂建設株式会社

･株式会社深松組北陸支店
･家印株式会社



健康企業宣言事業所のみなさま（協会けんぽ富山支部加入事業所、令和3年8月31日現在）

【Step１応募（宣言）】

健康企業宣言富山推進協議会

※ 協会けんぽ加入事業所のうち、公表について承諾を得ている事業所様を地区別・五十音順で掲載しています。
※ 認定等に関する詳細は、協会けんぽ富山支部ホームページをご確認ください。

･富山医療生活協同組合
･株式会社富山岸グリーンサービス
･社会福祉法人富山城南会
･富山県済生会富山病院
･一般社団法人富山県自家用自動車協会
連合会

･富山県綜合警備保障株式会社
･富山県トラック株式会社
･富山港湾運送株式会社
･株式会社とやまサンホーム
･富山市農業協同組合
･公益財団法人富山市ファミリーパーク
公社

･株式会社富山常備薬グループ
･富山製紙株式会社
･富山石油株式会社
･富山総合ビルセンター株式会社
･株式会社とやまヒューマンサービス
･株式会社トンボ飲料
･有限会社中尾運送
･長岡工業株式会社
･株式会社中田モータース
･株式会社ナカムラ
･株式会社ナリキ
･株式会社西野
･日東メディック株式会社
･日本海綿業株式会社
･一般社団法人日本健康倶楽部北陸支部
･萩浦工業株式会社
･株式会社パーク
･株式会社ハマデン
･林建設株式会社
･株式会社バロン
･阪神ホールディングス株式会社
･株式会社ＰＣＯ
･株式会社ビーマックス
･ファーマパック株式会社
･富士開発株式会社
･藤澤鉄工技研株式会社
･株式会社不二ビル
･株式会社フードシステム
･株式会社ほくつう富山支社
･北陸機材株式会社
･有限会社北陸小型交通
･株式会社北陸シーアイシー研究所
･北陸電子株式会社
･北陸フジクリーン株式会社
･株式会社堀江商会
･前田建設株式会社
･有限会社松井板硝子店
･松田電機工業株式会社
･株式会社マルチョウ神戸屋
･株式会社三田商会
･湊恒成社会保険労務士事務所
･南電気工事株式会社
･株式会社光岡自動車
･宮田自動車工業株式会社
･株式会社三四五建築研究所
･株式会社メガネハウス
･明治薬品株式会社

● 富山市
･株式会社アイペック
･朝日人材サービス株式会社
･株式会社アピアスポーツクラブ
･株式会社アールエムエス保険センター
･アルコット株式会社
･株式会社インカムハウス
･株式会社インディオ富山
･株式会社エキスパート商会
･FCM株式会社富山工場
･株式会社エムエスシー
･MS富山株式会社
･株式会社エムテック
･株式会社大阪屋ショップ
･株式会社岡部
･株式会社OSCAR J.J
･株式会社オフィスケイ
･社会保険労務士法人片境事務所
･金岡忠商事株式会社
･株式会社カネコ
･北日本物産株式会社
･株式会社グラフ
･呉羽観光株式会社
･株式会社光神
･株式会社興和電機システム
･医療法人財団五省会
･小林薬品株式会社
･株式会社サプラ
･三東テクノスチール株式会社
･三和ボーリング株式会社
･株式会社ジオインフォシステム
･株式会社島田樹脂
･十全美装株式会社
･昭和酸素株式会社
･株式会社伸栄商会
･株式会社シンコー
･新光モータース株式会社
･医療法人社団親和会
･鈴木工業株式会社
･株式会社精田建鉄
･有限会社ゼフィール
･式会社太平電工社
･株式会社大宝
･株式会社太陽スポーツ
･株式会社大和富山店
･高尾建設株式会社
･タカノギケン株式会社
･高野精密工業株式会社
･武内プレス工業株式会社
･株式会社中央総合保険事務所
･株式会社チューエツ
･津根興産株式会社
･津根マシンツール株式会社
･株式会社津根ワグナー・カーバイト
･ＴＳＫ株式会社
･ティーエヌケー株式会社
･株式会社ディライト
･株式会社ドアメンテナンス
･医療法人社団藤聖会
･東ソー・セラミックス株式会社富山工場
･株式会社鳥羽

･モトタニ鉄工建設株式会社
･株式会社森の四季社
･山口ニット株式会社
･株式会社山田写真製版所
･株式会社ヤングドライ
･有限会社ヤングドライ四ツ葉
･公益財団法人友愛健康医学セン
ター

･株式会社ユニオンランチ
･株式会社陽進堂
･医療法人財団博仁会横田記念病
院

･株式会社立業社
･リードケミカル株式会社
･菱光商事株式会社
･菱越電機株式会社
･社会福祉法人わかば福祉会

● 滑川市
･株式会社加積製作所
･有限会社カナサン
･株式会社金山産業
･株式会社金山産業舗装部
･株式会社建工ホールディングス
･社会福祉法人廣和会
･三越通信工業株式会社
･株式会社サンフーズ
･ファインプラス株式会社
･北陸建工株式会社
･北陸興業株式会社
･北陸鋼材株式会社
･北陸鋼産株式会社
･北陸トランテック株式
･北陸熔断株式会社

● 立山町
･株式会社ケイエステック
･澤井建設株式会社
･株式会伸和製作所
･有限会社村岡運輸

● 上市町
･アルプス農業協同組合
･株式会社ニッセイテクニカ
･富士化学工業株式会社

● 高岡市
･株式会社アリタ
･石友ホーム株式会社
･イセ株式会社
･いなほ化工株式会社
･株式会社ウッドフレンド
･ウッドライフホーム株式会社
･エアロ工業株式会社
･STメタルズ株式会社
･越中総鎮守射水神社
･有限会社エヌエイチジー
･荻布倉庫株式会社
･株式会社カジメイク
･株式会社金刺金型製作所



健康企業宣言事業所のみなさま（協会けんぽ富山支部加入事業所、令和3年8月31日現在）

【Step１応募（宣言）】（続き）

健康企業宣言富山推進協議会

※ 協会けんぽ加入事業所のうち、公表について承諾を得ている事業所様を地区別・五十音順で掲載しています。
※ 認定等に関する詳細は、協会けんぽ富山支部ホームページをご確認ください。

･有限会社四津川製作所
･株式会社ライフブレイン
･株式会社若野鋳造所
･株式会社渡製作所

● 射水市
･株式会社荒木運輸
･アルビス株式会社
･有限会社アルプス
･井上機材株式会社
･射水商工会議所
･栄徳運輸株式会社
･株式会社エムライン
･オダケホーム株式会社
･海王交通株式会社
･株式会社カーリペア平成
･株式会社ケンチ
･株式会社タカオカメガ
･株式会社寺島研磨工業
･道路技術サービス株式会社
･株式会社ピューマ
･藤田運送株式会社
･株式会社北陸建材社
･明穂輸送株式会社
･メイホ物流株式会社
･株式会社森田木工所
･米田木材株式会社

● 小矢部市
･株式会社スリーティ運輸
･大洋化学工業株式会社
･株式会社北陸LIXIL製作所

● 氷見市
･株式会社あづまコンクリート工業
･株式会社M’pro
･株式会社中村機械
･医療法人財団正友会中村記念病院
･瞳土建工業株式会社
･氷見商工会議所

● 砺波市
･株式会社熊野製作所
･合同会社トナミウエルド
･庄川温泉観光ホテル株式会社
･株式会社砂土居造園
･株式会社スリー・ティ
･砺波商工会議所
･日本キャンバス株式会社
･株式会社北陸コンピュータグラフィック
ス
･北陸ハイウェイ建設株式会社
･株式会社ユーキフーズ
･米原商事株式会社
･リアールプランニング株式会社
･株式会社ワイケーコウキ

● 高岡市（続き）
･株式会社金谷商会
･協伸静塗株式会社
･株式会社旭東機械製作所
･株式会社銀ちろ
･株式会社クマキ
･株式会社弘益建築設計事務所
･幸塚汽力工業株式会社
･三協テック株式会社
･三芝硝材株式会社
･三秀工業株式会社
･株式会社島屋
･医療法人社団紫蘭会
･有限会社関原美術工芸舎
･株式会社創建築事務所
･第一物産株式会社
･株式会社高岡ケージ工業
･高岡市農業協同組合
･株式会社高岡製作所
･田組株式会社
･有限会社竹澤薬局
･立山電化工業株式会社
･タナベ自動車株式会社
･鉄道機器株式会社富山工場
･東洋通信工業株式会社
･トータル・メディカル津沢株式

会社
･公益財団法人富山県下水道公社
･富山県済生会高岡病院
･株式会社ナガエ
･税理士法人中村税務みらい経営
･株式会社夏見
･株式会社庭工房SEKITOH
･株式会社ハシモト清
･株式会社パナケイア製薬
･廣嶋公認会計士事務所
･株式会社広瀬アルミ
･社会福祉法人福鳳会
･富源商事株式会社
･伏木海陸運送株式会社
･富士コン株式会社
･株式会社フジモリ
･株式会社平和合金
･株式会社穂明コーポレーション
･有限会社北砺ビルサービス
･株式会社北陸化成工業所
･株式会社北陸リフォーム
･株式会社北国工業
･株式会社ホテルニューオータニ高岡
･株式会社丸伸製作所
･丸共シーランド株式会社
･丸福石油産業株式会社
･有限会社水上工業
･水持産業株式会社
･株式会社宮木製作所
･宮越工芸株式会社
･山岡石材工業株式会社
･株式会社山口久乗
･ヤヨイ化学工業株式会社
･有限会社ヤングドライ高岡
･株式会社ヨシケイライフスタイル

● 南砺市
･石黒自動車工業株式会社
･株式会社今井機業場
･大窪建設株式会社
･勝星産業株式会社
･株式会社かな和工業
･ケーシーアイワープニット株式会社
･株式会社斉藤組
･三和食品株式会社
･スタジオパール株式会社
･東洋道路興業株式会社
･株式会社南砺工業所
･西川産業株式会社
･福光運輸株式会社
･株式会社福光組
･株式会社藤井組
･株式会社リバン・イシカワ

● 魚津市
･石川製麺株式会社
･栄産業株式会社魚津工場
･株式会社桜井工業
･株式会社スギノマシン
･株式会社富山第一ドライクリーニング
･株式会社北陸精機
･医療法人社団ホスピィー
･株式会社丸八
･山形建鐵株式会社

● 黒部市
･株式会社延楽
･荻生運輸倉庫株式会社
･川端鐵工株式会社
･黒部市農業協同組合
･株式会社此川運輸
･此川建設株式会社
･有限会社真成
･有限会社ヤングドライ黒部

● 入善町
･株式会社アイティ興産
･株式会社新川ビルサービス
･社会福祉法人新川むつみ園
･株式会社山口技研



健康企業宣言事業所のみなさま（健康保険組合加入事業所、令和3年8月31日現在）

健康企業宣言富山推進協議会

※ 健康保険組合連合会富山連合会に所属する健康保険組合に加入する事業所様を、健康保険組合別に掲載しています。

【Step１応募（宣言）】
● 中越パルプ工業健康保険組合

･中越パルプ工業株式会社

● 富山県自動車販売店健康保険組合
･株式会社北陸マツダ
･富山いすゞ自動車株式会社
･富山ヤナセ株式会社

● 廣貫堂健康保険組合
･日本薬剤株式会社

● 北陸電力健康保険組合
･日本海環境サービス株式会社
･日本海コンクリート工業株式会社
･北陸電機製造株式会社
･一般財団法人北陸電気保安協会
･北陸プラントサービス株式会社

● 富山県自動車販売店健康保険組合
･コマツ富山株式会社
･株式会社品川グループ本社
･富山県自動車販売店健康保険組合
･富山ダイハツ販売株式会社
･富山日産自動車株式会社
･富山日野自動車株式会社
･トヨタＬ＆Ｆ富山株式会社
･トヨタカローラ富山株式会社
･トヨタモビリティ富山株式会社
･株式会社トヨタレンタリース富山
･株式会社日産サティオ富山
･一般財団法人日本自動車査定協会富山県支所
･一般社団法人日本自動車販売協会連合会富山
県支部

･ネッツトヨタ富山株式会社
･山室重機株式会社

● 富山第一銀行健康保険組合
･富山第一銀行

● 三協・立山健康保険組合
･ST物流サービス株式会社
･三協立山株式会社

● 廣貫堂健康保険組合
･株式会社廣貫堂

● 北陸銀行健康保険組合
･堤商事株式会社
･株式会社北陸銀行
･北陸銀行企業年金基金
･北陸銀行健康保険組合
･一般財団法人北陸経済研究所

● 北陸電気工事健康保険組合
･北陸電気工事株式会社

● ＹＫＫ健康保険組合
･株式会社エッセン
･黒部エムテック株式会社

【Step１認定（銀）】

【Step２認定（金）】
● 日本カーバイド工業健康保険組合

・ユウホー設備株式会社 （魚津市）

● ＹＫＫ健康保険組合
・黒部クリーンアンドグリーンサービス株式会社（黒部市）
・黒部モビリティサービス株式会社 （黒部市）
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