全衛連賛助会員
平成30年8月1日現在
会社名・連絡先
株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント
東京都目黒区上目黒2-1-1
中目黒GTﾀﾜｰ17F
tel:03-5794-3800

取扱い商品内容
セーティネット構築･運用から､人材採用･教育組織活性化、メンタルヘル
スケアまで､働く人々の「安心」と「活力」に関するソリューション提供

http://www.armg.jp
アトムメディカル株式会社
東京都文京区本郷3-18-15
tel:03-6779-4148

医療機器（産婦人科用機器）のうち、婦人科検診台などを製造・販売

http://www.atomed.co.jp
アボットジャパン株式会社
東京都港区三田3-5-27
tel:03-4555-1000

【診断薬・検査用機器システムの開発、製造販売】
・自動免疫測定システム：AxSYMアナライザー他自動血液学分析システ
ム：セルダインサファイア他

http://www.abbott.co.jp
株式会社アルファ インターナショナル
東京都港区三田1-3-33
三田ネクサスビル5F
tel:03-5446-5961

総合健康情報システム、健康管理サポートシステム、住民健康評価シス
テム、特定健康診査・特定保健指導対応システム

http://www.alpha-inter.co.jp
株式会社石川コンピュータ・センター
石川県金沢市無量寺町ハ6-1
tel:076-268-8315

健診・検査・栄養・物品等の部門パッケージシステム『ＰＣ』シリーズ、医
事・オーダリング・電子力ルテ等の基幹システムの導入・サポート

http://www.icc.co.jp/medical
株式会社イズミ車体製作所
熊本県菊池郡大津町大字岩坂3258－4
tel:096-279-1733

各種医療法人防疫車の製造・販売 ・胃胸部検診車、マンモグラフィー検
診車、CT検診車、超音波検診車、循環器検診車、人間ドック車、婦人検診
車、総合検診車など

http://www.izumishatai.co.jp
栄研化学株式会社
東京都台東区台東4-19-9
山口ビル7 4F
tel:03-5846-3265

【臨床検査用医薬品及び分析装置の製造･販売】
・血清ペプシノゲン検査用､血清/尿ヘリコバクターピロリ抗体測定用､血清
PSA検査用他

http://www.eiken.co.jp
EIZO株式会社
東京都港区港南2-15-2
品川インターシティB棟5F
tel:03-5715-2014

医療用などの画像表示用モニターの開発・生産・販売

http://www.eizo.co.jp/
株式会社エス アール エル
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビルディング
tel:03-6279-0959

受託臨床検査事業、滅菌･院内物流管理、治験(医薬品開発)支援、食品
衛生検査、環境関連検査、感染防止商品販売、健康食品販売他

http://www.srl-group.co.jp
NKメディコ株式会社
東京都港区芝大門2-5-5
住友芝大門ビル11F
tel:03-5776-1105

http://www.nk-m.co.jp/index.html
株式会社LSIメディエンス
東京都千代田区内神田1-13-4
tel:03-5577-0611

http://www.medience.co.jp

【予防医療事業】
・OX-index検査」脳梗塞、心筋梗塞の発症リスク検査
・「サインポスト遺伝子検査」遺伝子による運動&栄養ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・「マイクロアレイ血液検査」消化器がんスクリーニング
・ＭＣＩ (軽度認知障害) スクリーニング検査
◇臨床検査◇予防医学関連サービス◇医療関連サービス◇体外診断
用医薬品◇遺伝子･タンパク解析◇食品衛生検査等

キャノンライフケアソリューションズ株式会社
東京都文京区湯島2－17－4
tel:03-3814-4956

コダック医療用Ｘ線フィルム、自動現像機、ＣＲシステム、ドライレーザー
プリンター、キヤノンＸ線デジタルラジオグラフィ、眼底カメラ他

http://www.canon-lcs.co.jp/
京成自動車工業株式会社
千葉県市川市東大和田2－5－3
tel:047-377-0131

各種レントゲン検診車の車体製造(胃部検診車･胸部検診車･胃胸部検
診車･乳房検診車･ＣＴ検診車・婦人検診車・超音波検診車等)

http://www.keiseimotors.co.jp
株式会社ケーアイエス
東京都中央区日本橋蛎殻町1-36-7
蛎殻町千葉ビル7F
tel:03-5652-0890

http://www.kis-inc.jp
株式会社健康管理推進協会
埼玉県戸田市美女木1-29-9
tel:048-422-3862

・StandardEdition:中小企業向け健診センター等システムパッケージ
・EnterpriseEdition:大規模向け健診センターの健診システムパッケージ
・特定保健指導管理システム:特定保健指導管理業務に特化したﾊﾟｯｹｰｼﾞ
・CMM:電子化に特化したシステム 既存システムからCSVで連携すること
により、あらゆるXMLを作成し、電子化業務を削減
・組立式衝立『フリーパーテイション』
・三つ折り式衝立『「折りパーくん』
・簡易式表示板『あんない君』
・健診用超軽量机『多目的テーブル』

http://www.kensuikyo.jp/company.html
公益財団法人国際人材育成機構
東京都中央区日本橋堀留町2-4-3
新堀留ビル7F
tel:03-5645-5622

ベトナム、インドネシア及びタイから、政府派遣の実習生を受け入れ（〔帰
国後〕起業・就職：母国の経済発展に大きく寄与）

http://www.imm.or.jp
コニカミノルタジャパン株式会社
東京都港区芝浦1-1-1
浜松町ビルディング23F
tel:03-6324-1080

Ｘレイフィルム、Ｘレイ自動現像機、レーザーイメ一ジャー、CRシステム、
PACSシステム、デジタルマンモグラフィシステム、尿路・血管造影剤

http://www.konicaminolta.jp/healthcare
小林クリエイト株式会社
東京都中央区新富1-18-1
tel:03-3553-4664

健診のお知らせ作成業務（アウトソーシングサービス）誤封入撲滅等の
品質向上・フルカラーバリアブル健診結果表（アウトソーシングサービス）
安心体制で業務を強力にバックアップ

http://k-cr.jp/
さんぎょうい株式会社
東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSビル6F
tel:03-6304-5560

「医療機関そして産業医と企業の橋渡し役」として、全国各地の産業医と
協力して企業の労働安全衛生業務の支援をしています

http://www.sangyoui.co.jp
公益財団法人産業医学振興財団
東京都千代田区神田司町2-2-11
tel:03-3525-8291

http://www.zsisz.or.jp/
一般社団法人産業保健振興会
東京都台東区根岸2-19-19
tel:03-5824-0180

【産業医業情報の提供】
・産業医学情報の普及・提供を図るため、産業医学図書の発行・産業医学
定期紙「産業医学ジャーナル」及び「産業医学レビュー」を発行
【その他講習会等】
・産業医の資質向上を目的とする講習会を実施するなどの事業
・産業医業務
・保健師業務

http://sangyohoken.or.jp/
シスメックス株式会社
兵庫県神戸市西区室谷1-3-2
tel:078-992-6218

血球計数検査、血液凝固検査、免疫血清検査、生化学検査、一般検査
など

http://www.sysmex.co.jp
積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋313ビル
tel:03-3272-0681

http://www.sekisuimedical.jp

【生活習慣病関連検査用診断薬】
・コレステストLDL､コレステストN HDL､ノルディアN HbA1c､ルシカGA-L､ナ
ノピアP-FDP他

大日本印刷株式会社
愛知県名古屋市守山区瀬古3-201
tel:052-758-2215

http://www.dnp.co.jp/infosol/
タック株式会社
岐阜県大垣市小野4-35-12
tel: 0584-75-6514

①効率化、コスト削減の観点から、
・全衛連メンタルヘルスサービス事業に関する受託運用サービス
・健康診断部材セット・発送及び診断結果レポート出力・封入封緘・発送
②健康・医療分野の観点から、
・医療用画像管理システム、健康管理のデータプラットフォーム構築・運用
ヘルスケア分野におけるトータルなシステム化を提案・社会に貢献する
ソリューションの提供

http://www.taknet.co.jp
株式会社ディ・アイ・システム
東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト2Ｆ
tel:03-5318-6940

http://www.di-system.co.jp/
東京特殊車体株式会社
東京都八王子市長沼町1304－1
tel:042-644-3518

・システム開発
・通信インフラ構築
・各種ＩＴ機器
・ＩＴ研修
・営業支援
【医療防疫車の製造・販売】
・胃部レントゲン検診車､胸部レントゲン検診車､マンモ検診車､循環器検
診車､超音波検診車他

http://www.toutoku.co.jp
株式会社トーメーコーポレーション
愛知県名古屋市西区則武新町2－11－33
tel:052-581-5321

コンパクト視力計、オートレフケラトメーター、自動屈折検査器、ノンコンタ
クトトノメーター、自動眼圧検査器、オートレンズメーター

http://www.tomey.co.jp
株式会社トプコン
東京都板橋区蓮沼町75－1
tel:03-3558-2506

【眼科・健診用検査機器及びシステムの販売】
・スクリーノスコープ、無散瞳眼底カメラ、ノンコンタクトタイプトノメーター、
オートレフラクトメータ等

http://www.topcon.co.jp
DeSCヘルスケア株式会社
東京都渋谷区渋谷2-21-1
渋谷ヒカリエ
tel:03-4366-7278

ＩＣＴを活用した健康維持・増進のための情報サービスの提供
〈特徴〉 ◇健診結果のＷｅｂ化・アプリ化 ◇健診結果から最適化された
ニュース・コラムの配信 ◇ポイントインセンティブ ◇健診基幹システム
との連携対応

https://www.desc-hc.co.jp/company
日本事務器株式会社
東京都渋谷区本町3-12-１
住友不動産西新宿ビル6号館
tel:050-3000-1508

新総合健康管理システム：健診機関向けシステム特定保健指導支援シ
ステム：受診者管理、指導支援票作成･スケジュール管理･データ報告

http://www.njc.co.jp
日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内1-6-6
日本生命丸の内ビル
tel:03-5533-5638

【経営者様・会社役員様への商晶ラインアップ】
・新逓増定期保険
・スーパーフェニックス

http://www.nissay.co.jp
株式会社日本メディスタッフ
千葉県習志野市実籾4-1-1
tel: 047-403-6255

医師および看護師の派遣・紹介

http://www.nihon-medistaff.co.jp/
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

東京都港区芝4-4-5
三田労働基準協会ビル5F
tel:03-3453-7935

コンサルタントの資質向上に関する講習会、研修会等の開催、コンサル
タント業務の開発・調査研究、コンサルタント業務に関する情報の収集及
び提供

http://www.jashcon.or.jp
バイオコミュニケーションズ株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10
tel:045-470-8005

http://www.ii-bio.com

【予防医療を専門とする情報処理】
・人間ドック・健診機関向け健診データ処理システム、企業・健康保険組合
向け健康開発支援システムなど

株式会社ビー・エム・エル
東京都杉並区高円寺南1-32-7
tel:03-3316-0013

全国84箇所の営業所網を活かした集配ネットワークでの即日検体搬送、
情報ネットワークによるスピーディーな結果報告体制を構築

http://www.bml.co.jp
株式会社日立製作所
東京都台東区東上野2-16-1
上野イーストタワー10Ｆ
tel:050-3188-3005

Ｘ線診断システム、ＣＴスキャナシステム、ＭＲＩシステム、超音波診断装
置、核医学システム、治療システム、予防情報システム、その他関連機器

http://www.hitachi.co.jp/products/healthcare/
フクダ電子株式会社
東京都文京区本郷2-35-8
tel:03-5684-1276

ＭＥ機器全般、治療蘇生用装置、健康管理、検体検査装置、超音波診
断装置、その他の検査装置、生理検査･急性期･一般病棟システムソ
リューションなど

http://www.fukuda.co.jp/
富士フイルムメディカル株式会社
東京都港区西麻布2－26－30
富士フイルム西麻布ビル
tel:03-6419-8075

医用画像情報システム、FUJIRLM DR、富士コンピューテッドラジオグラ
フィ、医用画像ワークステーション、ドライイメージャ等

http://www.fujifilm.co.jp
伏見製薬株式会社
香川県丸亀市中津町1676
tel:0877-22-7284

【硫酸バリウム製剤】
・高濃度用粉末製剤、注腸用粉末製剤、ゾル状製剤二重造影用発泡剤、
緩下剤

http://www.fushimi.co.jp
株式会社ベストライフ・プロモーション
神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-5
富士通中原ビル5階
tel:044-754-4100

健康増進に関わるコンサルティング、健康増進に関わる業務システムの
ＡＳＰサービス提供、特定健診･特定保健指導に関わる業務運用受託など

http://www.blp.co.jp
株式会社保健科学研究所
神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町106
tel:045-333-1661

《臨床検査》生化学的検査・内分泌学的検査・腫瘍マーカー・免疫学的検
査・血液学的検査《鉛・有機溶剤関連検査》《計量証明事業》

http://www.hkk.co.jp
リオン株式会社
東京都文京区本郷2-27-8
太陽館ビル2階
tel:03-3818-4133

オージオメータ、聴力検査室、振動感覚計、騒音計、パーティクルカウン
タなど

http://www.rion.co.jp
株式会社両備システムズ
岡山県岡山市南区豊成2-7-16
tel:086-264-0111

・巡回健診支援システム「スマート・ワン」
・総合健診システム「DOC R」
・電子カルテシステム「OCS-Cube・CL」の開発、販売、導入、サポート

http://www.ryobi.co.jp/
株式会社リンケージ
東京都港区愛宕2-5-1
愛宕グリーンヒルズ5階
tel:03-6452-8915

http://www.linkage-inc.co.jp

健康診断事業コンサルティング､ヘルスケアサービス販売代理業、医療、
健診関連のソフトウェア開発・販売、教育・セミナーの運営

