
機密性2

会社で健康づくりを行うと、従業員の生産性を高め、業績にも良い影響を与えるといわれています。

みなさまの取組みをサポートしますので、健康づくりの第一歩を踏み出しましょう！

登 録 事 業 所 数

（令和4年4月末現在）

広 げ よ う ！ ！

わ か や ま 健 康 づ く り チ ャ レ ン ジ 運 動

協会けんぽは、健康づくりに取り組む事業所を応援しています。

672 事 業 所
健康城主けんわか君（協会けんぽ） きいちゃん（和歌山県）

ア行
・医療法人愛晋会 中江病院

・株式会社アイスティサイエンス

・社会福祉法人愛徳園

・株式会社青木実業

・株式会社赤土建設

・明楽ダンボール工業株式会社

・アクロナイネン株式会社

・株式会社浅井良工務店

・株式会社アストライン

・株式会社東組

・アズマハウス株式会社

・ASMILE株式会社

・アドバン工業株式会社

・有限会社ALLURE

・株式会社庵田自動車商会

・有限会社石橋工務店

・is myホーム株式会社

・泉鋼管工事株式会社

・株式会社稲葉

・株式会社岩本商店

・岩本石油株式会社

・株式会社インテリックス

・株式会社ウイルバーン商事

・株式会社ウイング

・植野電気株式会社

・株式会社ウチハタ

・株式会社栄和

※申し込み時に事業所名の紹介をすることに同意されていない事業所様は掲載していません。

－ １ －

・エコマネジメント株式会社

・eniceed株式会社

・ＮＩＴコンサルティング合同会社

・株式会社エヌテック

・株式会社エビス商会

・株式会社尾石

・大浦建設株式会社

・株式会社オークワ

・大阪精機工作株式会社

・株式会社大山

・岡崎鉄鋼陸運株式会社

・岡野エンジニアリング株式会社

・岡本工業株式会社

・沖株式会社

カ行
・株式会社快養

・社会福祉法人河西福祉会

・笠野興産株式会社

・角谷産業株式会社

・有限会社亀井産業

・特定非営利活動法人かめのこ会

・株式会社河住産業

・税理士法人

川邑・中合同会計事務所

・関西名鉄運輸株式会社

・社会福祉法人紀伊松風苑

・株式会社貴志

・岸山建設工業株式会社

・社会福祉法人喜成会

・株式会社喜多

・キタヤマトーヨー住器株式会社

・株式会社喜多陸送

・紀ノ川倉庫株式会社

・株式会社キャリア・ブレスユー

・株式会社紀洋

・株式会社共栄テクシード

・紀陽建設機械株式会社

・医療法人匡慈会

伏虎リハビリテーション病院

・株式会社玉林園

・株式会社グッドライフ

・株式会社クリーンテック

・株式会社クローバー

・クローバー司法書士事務所

・医療法人研医会 紀の川すみれホーム

・健康保険組合連合会和歌山連合会

・株式会社健康まんてん

みらい発達塾ダック

・コアラ保険パートナーズ株式会社

・株式会社小池組

・医療法人弘愛会

介護老人保健施設こすも

・弘安建設株式会社

・社会福祉法人弘心会

・公認会計士税理士 山中静事務所

和歌山市

わかやま健康づくりチャレンジ運動登録事業所
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サ行
・株式会社 際

・一般財団法人雑賀技術研究所

・剤盛堂薬品株式会社

・株式会社サイバーリンクス

・株式会社酒直

・株式会社サニコン

・株式会社サンブレスト

・三友工業株式会社

・株式会社サンライズ

・酸和運送株式会社

・社会福祉法人しあわせ

・株式会社シード

・株式会社信濃路

・株式会社シマモト

・島本海運株式会社

・有限会社島本化繊起毛工場

・嶋本脳神経外科内科

・医療法人甃友会

・社会福祉法人順風会

・株式会社松鶴

・株式会社勝僖梅

・有限会社城東メディカルサービス

・社会福祉法人しろがね福祉会

しろがね保育園

・新栄陸運株式会社

・新光産業有限会社

・医療法人須佐病院

・有限会社すずらん

・株式会社ステアーズ

・社会福祉法人スミや

プチパレス紀三井寺

・スワロー物流株式会社

・セイカ株式会社

・精伸興業株式会社

・医療法人誠佑記念病院

・株式会社関組

・株式会社仙石

・センゴクベンダー株式会社

・相互タクシー株式会社

タ行
・株式会社第一製版印刷

・株式会社ダイキョウ

・大弘建材株式会社

・株式会社大黒

・第五工業株式会社

・大揚興業株式会社

・太洋工業株式会社

・株式会社太陽産商

・株式会社大和パッケージ

・髙木彫刻株式会社

・多喜建設株式会社

・医療法人卓麻会

・株式会社竹下組

・株式会社竹本建築エ房

・株式会社タニノプラント産業

・有限会社谷村塗装工業

・ダブル・エッチ・エヌ株式会社

・医療法人田村病院

・株式会社ちひろ

・中和印刷紙器株式会社

・株式会社調剤薬局ホンダ

・株式会社テイクイン

・株式会社データ技研

・有限会社テクノサービス

・医療法人稲祥会

・東洋ライス株式会社

・株式会社東横インJR和歌山駅東口

・東和冷機株式会社

・社会福祉法人虎伏学園

ナ行
・内藤会計事務所

・株式会社中口板金工作所

・長宅電業株式会社

・株式会社仲村工業

・南海化学株式会社 和歌山工場

・株式会社南北

・株式会社ニーフテック

・株式会社ニシオカ

・有限会社仁志工業

・西岡総合印刷株式会社

・有限会社西庄西本建設

・株式会社西本商店

・日中金属貿易株式会社

・株式会社日本化学工業所

・有限会社ニューズネット

・株式会社ニューモンブランフード

・根岸運送株式会社

・有限会社ネスト

・ノイエス株式会社

・ノーリツプレシジョン株式会社

・野際産業株式会社

ハ行
・合同会社ハギヤマ設計

・有限会社ハザマエンジニアリング

・白光印刷株式会社

・株式会社春風会

・株式会社ぱるる

・パワーハウス株式会社

・有限会社阪和化工

・阪和電子工業株式会社

・阪和郵便輸送株式会社

・光運輸株式会社

・ヒカリネッツ株式会社

・ひので産業株式会社

・株式会社ビューティーデライト

・株式会社ヒラマツ

・広田産業株式会社

・株式会社ファーストオーエー

・株式会社ファーストライン

・フォーユー有限会社

・社会福祉法人福美会

・富士化学工業株式会社

・株式会社フジ田産業

・医療法人藤民病院

・社会福祉法人布施屋保育園

・株式会社プラム

・北広ケミカル株式会社

・株式会社堀治療院

マ行
・有限会社まついコーポレーション

・有限会社松下環衛サービス

・株式会社丸昌

・株式会社丸和食品

・株式会社Ｍｉｋｉ

・三木理研工業株式会社

・株式会社ミニジューク関西

・医療法人宮本病院

・株式会社ミラック

・明光電機株式会社

・株式会社明治冷機

・一般社団法人メディカル・プラン

・モバイル・メディア・リンク株式会社

・株式会社桃の香

和歌山市

わかやま健康づくりチャレンジ運動登録事業所

－ ２ －

・株式会社興和冠婚葬祭互育会

・株式会社興和製作所

・株式会社国際テック

・株式会社COCOプランニング

・五二化学工業株式会社

・小西化学工業株式会社

・株式会社小向商会
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ヤ行
・八栄モーター株式会社

・安井管材株式会社

・安田金属興業株式会社 本社工場

・ヤマイチエステート株式会社

・社会福祉法人山口葵会

特別養護老人ホーム山口葵園

・株式会社山添印刷店

・山本化学工業株式会社

・山本産業株式会社

・株式会社ヤマヨジャージィ

・株式会社ユウキ土木

・医療法人裕紫会 中谷病院

・株式会社豊工業所

・株式会社吉建

・株式会社𠮷永建設

ラ行
・株式会社ライフサポート

・株式会社ＲｅＲ建築事務所

・ローレル株式会社

ワ行
・社会福祉法人わかうら会

・有限会社和歌浦電業

・和歌山イシダ株式会社

・和歌山警備保障株式会社

・労働保険事務組合

和歌山県ＳＲ経営労務センター

・和歌山県経営者協会

・和歌山県国民健康保険団体連合会

・和歌山県国民年金基金

・株式会社和歌山建材リサイクルセンター

・社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会

・一般財団法人和歌山県社会保険協会

・和歌山県商工会連合会

・和歌山県森林組合連合会

・公益財団法人

和歌山県スポーツ振興財団

・和歌山建設労働組合

・和歌山県中小企業団体中央会

・公益社団法人和歌山県トラック協会

・和歌山県農業共済組合

・和歌山県病院企業年金基金

・公益財団法人わかやま産業振興財団

・一般社団法人和歌山市医師会

・一般財団法人和歌山社会経済研究所

・公益社団法人

和歌山市夜間・休日急患対策協会

・和歌山商工会議所

・和歌山精化工業株式会社

・和歌山ゼロックス株式会社

・株式会社アイセン

・社会福祉法人あおい会 太陽の丘

・株式会社上島鉄工所

・株式会社ウェルネス・コート

・株式会社Ｍ＆Ｓジャパン

・オカ株式会社

・海南工機株式会社

・海南在宅福祉企業組合

・海南商工会議所

・木下吉商事株式会社

・医療法人喜望会

・紀陽除虫菊株式会社

・株式会社協和

・株式会社クロシオ

・株式会社クロシオインターナショナル

・経営サービス協同組合

・医療法人恵友会 恵友病院

・医療法人晃和会 谷口病院

・小久保運送有限会社

・株式会社小久保工業所

・有限会社サカモト電機工業

・株式会社サンコー

・下津建設株式会社

・下津町商工会

・大十株式会社

・株式会社タカショー

・高田機工株式会社 和歌山工場

・社会福祉法人たちばな福祉会

養護老人ホーム橘寮

・中野ＢＣ株式会社

・ニッティド株式会社

・株式会社ハヤシ海運

・フォーユープランニング有限会社

・社会福祉法人平成福祉会

特別養護老人ホームかぐのみ苑

・株式会社ホームズ

・株式会社丸山組

・株式会社宮尾組

・株式会社山一屋

・株式会社山田利

・株式会社湯川工務店

・株式会社ラントランス

・株式会社レインボーブリッジ

・社会福祉法人和生福会

・有田食品株式会社

・石垣工業株式会社

・紀州有田商工会議所

・木本産業株式会社

・株式会社ＫＬ

・光亜建設株式会社

・株式会社早和果樹園

・大日本除虫菊株式会社 紀州工場

・株式会社ＴＯＡ

・株式会社松江建設

・三菱電線工業株式会社 箕島製作所

・有限会社メディカルサービス有田

・有限会社優心の郷

・赤井工業株式会社

・伊藤工業株式会社

・株式会社尾高工作所

・株式会社キノクニエンタープライズ

・社会福祉法人紀の国福樹会

・株式会社近代技研

・株式会社くるまだるまや

・有限会社サンコー運輸

・Ｇプロ・リサーチ株式会社

・有限会社セカンドパーツ

・株式会社相互商会

・株式会社ソワン

・タイワ株式会社

・株式会社タカノ建設

・株式会社トーワ建設

・医療法人富田会 富田病院

・藤本食品株式会社

和歌山市

有田市

海南市

岩出市

わかやま健康づくりチャレンジ運動登録事業所

－ 3 －

・和歌山測量株式会社

・和歌山第一交通株式会社

・和歌山中央医療生活協同組合

・和歌山電鐵株式会社

・和歌山電力株式会社

・社会福祉法人わかやま虹の会

・和歌山配管工事株式会社

・社会福祉法人和歌山ひまわり会

・和島興産株式会社

・株式会社和秋建設

・株式会社渡辺産業運輸

・株式会社和田物流

・株式会社ワッソ物流

・一般社団法人和乃絆

・株式会社ワユー・インシュアランス

・株式会社丸善

・医療法人宮本会 紀の川病院

・医療法人彌栄会

・株式会社吉岡商店

・社会福祉法人和歌山つくし会
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・秋山逓送株式会社

・株式会社オリロク

・株式会社狩谷電気店

・紀伊商事株式会社

・紀州ファスナー工業株式会社

・紀南電設株式会社

・社会福祉法人きのくに福祉会

・御坊商工会議所

・有限会社白山農園

・有限会社樽の味

・株式会社中紀バス観光社

・幕末株式会社

・日高卸売市場株式会社

・有限会社ヤナギヤ

・株式会社やまだ

・株式会社青建

・有限会社アークコーポレーション

・阿和建設工業株式会社

・株式会社泉組

・株式会社伊藤組

・株式会社裏地工務店

・株式会社岡畑農園

・社会福祉法人紀心会

こどものへや保育園

・紀南パンジー株式会社

・株式会社熊野実測

・社会福祉法人熊野福祉会

・医療法人研医会

田辺すみれ訪問介護ステーション

・医療法人玄竜会

・株式会社光明電設

・有限会社小藪

・株式会社三幸商事

・株式会社サンコーテック

・社会福祉法人三養福祉会 田辺の郷

・株式会社資源開発

・医療法人社団菫会

介護老人保健施設田辺すみれ苑

・株式会社第一テック

・医療法人竹村医院

・社会福祉法人田辺市社会福祉事業団

田辺市高齢者複合福祉施設たきの里

・田辺商工会議所

・田辺ダイハツ販売株式会社

・株式会社出口組

・テクノ富貴株式会社

・手嶋建設株式会社

・株式会社デックス

・株式会社中川

・社会福祉法人南紀のぞみ会 のぞみ園

・有限会社ヒカリ住建

・株式会社深瀬組

・福洋産業株式会社

・社会福祉法人ふたば福祉会

・有限会社まごころ

・株式会社マルチョウ

・丸長食品加工株式会社

・丸長水産株式会社

・株式会社モリカワ

・社会福祉法人やおき福祉会

・株式会社山長商店

・和歌山電工株式会社

・有限会社あおぞら

・株式会社アドホック

・井上工業株式会社

・株式会社海邊組

・株式会社エムアファブリー

・株式会社川合組

・社会福祉法人紀新会

・熊野小型運送株式会社

・熊野酸素株式会社

・社会福祉法人熊野緑会

・グランドール紀の風

・三港産業株式会社

・三和建設株式会社

・新宮運送株式会社

・新宮港埠頭株式会社

・新宮酸素株式会社

・社会福祉法人新宮市社会福祉協議会

・新宮商工会議所

・株式会社新誠

・有限会社鈴木運輸社

・株式会社関三吉商店

・谷地建設株式会社

・株式会社夏山組

・南紀プロパンガス株式会社

・株式会社野平組

・医療法人八紀会

老人保健施設みさき

・株式会社ベストパートナー

・有限会社丸国電話設備工事店

・社会福祉法人美熊野福祉会

・有限会社南クレーン

・有限会社横田工作所

・医療法人両茂会

・医療法人稻穂会

・有限会社大原運送

・株式会社おかい商店

・株式会社小川製作所

・小田建設株式会社

・有限会社柑香園

・貴志川工業株式会社

・公益社団法人

紀の川市シルバー人材センター

・医療法人共栄会 名手病院

・協和プレス工業株式会社

・有限会社熊井自動車

・有限会社グローバルシノミヤ

・社会福祉法人光栄会

・社会福祉法人髙陽会

・こおの交通株式会社

・社会福祉法人山水会 三幸園

・医療法人慈愛会

勝田胃腸内科外科医院

・株式会社スマイルシード

・社会福祉法人聖アンナ福祉会

貴志川聖アンナの家

・株式会社大輝製作所

・司建設工業株式会社

・デュプロ精工株式会社

・社会福祉法人篤眞会

・有限会社中川工作所

・株式会社ナカタニ組

・株式会社なだいコーポレーション

・西前瓦産業株式会社

・株式会社林工業所

・株式会社平和エンジニアリング

・株式会社丸和

・農事組合法人桃山町植木組合

紀の川市

御坊市

新宮市

田辺市

わかやま健康づくりチャレンジ運動登録事業所
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・有限会社ヤマダ

・ヨシダエルシス株式会社

・社会医療法人黎明会

・社会福祉法人黎明菫会



機密性2

・紀美野町商工会

・社会福祉法人清和福祉会

特別養護老人ホーム美里園

・株式会社大十ロジスティクス

・大洋鋳造株式会社

・根来鈑創株式会社

・株式会社野上建設

・株式会社天野組

・かつらぎ町森林組合

・社会福祉法人かつらぎ福祉会

・紀州食品株式会社

・株式会社共栄産業

・社会福祉法人紀和福祉会

・築野食品工業株式会社

・築野ライスファインケミカルズ株式会社

・中谷電気工事株式会社

・西組

・医療法人明美会 有田南病院

・株式会社梅谷製作所

・株式会社オレンジライフ

・株式会社紀州コーポレーション

・株式会社合同興業

・三共機械株式会社

・三洋建設株式会社

・三洋住宅株式会社

・一般社団法人生涯学習支援協会

・株式会社セキネ

・竹島鉄工建設株式会社

・株式会社田中建設

・株式会社ＴiＲ

・株式会社中屋組

・阪和自動車株式会社

・株式会社フォーラル

・株式会社フジメック

・株式会社三和

・社会福祉法人広川町社会福祉協議会

・松屋電工株式会社

・社会福祉法人和歌山ひまわり会

介護老人福祉施設広川苑

・株式会社アルプス

・エバグリーン廣甚株式会社

・蔵野製材株式会社

・協同組合中紀環境科学

・株式会社中井組

・有限会社LOHAS

・社会福祉法人

九度山町社会福祉協議会

・宗教法人一乗院

・社会福祉法人聖愛会

特別養護老人ホーム南山苑

・宗教法人赤松院

・総本山金剛峯寺

・株式会社アステムソリューション

・株式会社あん心保険事務所

・株式会社後工務店

・株式会社NTN紀南製作所

・株式会社テクモ

・一般社団法人

南紀ウエルネスツーリズム協議会

・プラム食品株式会社

・株式会社マージネット

・有限会社よこて土木

・社会福祉法人和歌山県福祉事業団

・株式会社アワーズ

・株式会社エムアンドオー

・株式会社紀の国食品

・株式会社白浜館

・社会福祉法人三養福祉会白浜日置の郷

・社会福祉法人白浜町社会福祉協議会

・社会福祉法人南紀白浜福祉会

・日置川開発株式会社

・前川石油株式会社

・株式会社明豊

・株式会社イブファーム

・社会福祉法人すさみ福祉会

特別養護老人ホームはまゆう園

・堀本興業株式会社

・株式会社じゃばらいず北山

・株式会社下山組

・串本食品株式会社

・社会福祉法人串本町社会福祉協議会

・社会福祉法人串本福祉会

特別養護老人ホームにしき園

・株式会社小森組

・株式会社潮岬製作所

・有限会社ダイキ・サービス

・弁天前定置水産株式会社

・有限会社和深建設

有田郡（有田川町）

有田郡（広川町）

有田郡（湯浅町）

伊都郡（かつらぎ町）

伊都郡（九度山町）

伊都郡（高野町）

海草郡（紀美野町）

西牟婁郡（上富田町）

西牟婁郡（白浜町）

西牟婁郡（すさみ町）

東牟婁郡（北山村）

東牟婁郡（串本町）

わかやま健康づくりチャレンジ運動登録事業所
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・株式会社上田石油商店

・有限会社海邦ライン

・株式会社キーポイント

・社会福祉法人紀之川寮

・有限会社クライススズキ

・株式会社興栄ケミカル工業所

・医療法人志嗣会

介護老人保健施設メディケアはしもと

・社会福祉法人筍憩会

・株式会社ダイケン

・妙中パイル織物株式会社

・医療法人辻本クリニツク

・株式会社9Ｔｉｍｅｓ

・奈和建設株式会社

・社会福祉法人博寿会

特別養護老人ホームさくら苑

・社会福祉法人博芳福祉会

・公益財団法人橋本市文化スポーツ振興

公社

・橋本市民病院

・橋本商工会議所

・土生株式会社

・広門興業株式会社

・富士香料化工株式会社

・株式会社松谷佛具店

・水落工業株式会社

・社会福祉法人ゆたか会

・株式会社よしの保険 橋本営業所

橋本市 ・株式会社フレック

・株式会社みちうえ



機密性2

和歌山市六番丁５ 日進和歌山ビル3階

Tel ：073-421-3101（企画総務グループ）

■お申込み・お問い合わせ

・株式会社ナカヱ

・浅田電機株式会社

・社会福祉法人敬愛会

・株式会社清水

・有限会社圡井ブロック

・中津産業協同組合

・なごみ・みよせの里

・有限会社北斗産業

・株式会社うえだ

・株式会社ウメタ

・社会福祉法人清英会

介護老人福祉施設 虹

・南紀ポリエチレン株式会社

・有限会社西原商会

・社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会

・宮本石油株式会社

・グリーンヒル株式会社

・御坊日高老人福祉施設事務組合

・株式会社小松

・有限会社塩﨑工務店

・アクサ生命保険株式会社 和歌山営業所（和歌山市）

・淺川道路株式会社（和歌山市）

・朝日生命保険相互会社 和歌山支社（和歌山市）

・井上工業株式会社（新宮市）

・大塚製薬株式会社 和歌山出張所（和歌山市）

・きのくに信用金庫（和歌山市）

・株式会社紀陽銀行（和歌山市）

・紀陽情報システム株式会社（和歌山市）

・株式会社ケーエスケー（和歌山市）

・駒澤電気工事（かつらぎ町）

・住友生命保険相互会社 和歌山支社（和歌山市）

・第一生命保険株式会社 和歌山支社（和歌山市）

・大和リース株式会社 和歌山営業所（和歌山市）

・中外製薬株式会社 奈良･和歌山支店 和歌山オフィス（和歌山市）

・テレビ和歌山（和歌山市）

・東京海上日動火災保険株式会社（和歌山市）

・株式会社ドコモＣＳ関西 和歌山支店（和歌山市）

・中井工業（湯浅町）

・日本郵便株式会社 和歌山中央郵便局（和歌山市）

・松本電気工事（有田川町）

・三井住友海上火災保険株式会社（和歌山市）

・明治安田生命保険相互会社 和歌山支社（和歌山市）

・山本組（田辺市）

・和歌山県信用保証協会（和歌山市）

・株式会社和歌山放送（和歌山市）

・和歌山ヤクルト販売株式会社（和歌山市）

日高郡（印南町）

日高郡（日高川町）

日高郡（みなべ町）

日高郡（美浜町）

わかやま健康づくりチャレンジ運動登録事業所

－ 6 －

健康長寿日本一わかやま

・井筒建設株式会社

・紀伊宝大納言本舗株式会社

・木原造林株式会社 勝浦事業所

・株式会社クイックコミュニケート

・ＫＳ陸運株式会社

・医療法人北斗大洋会

介護老人保健施設ルピナス

・株式会社モリカワ

東牟婁郡（那智勝浦町）

・有限会社東組

・見瀬組

東牟婁郡（古座川町）


