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認定証番号

（2022～）
所在地 企業名 業種 取組事例 ブロンズ プラス

2022001 北海道札幌市 株式会社two.seven
フィットネス関連・

介護事業
パーソナルトレーニング利用者への補助、クラブ活動への支援等

2022002 北海道札幌市 株式会社田中組 建設業
健康保険組合主催のウォーキングイベント参加や、フィットネスジムとの法人契約による利用促進、徒

歩・自転車通勤・社内階段利用の奨励等

2022003 北海道札幌市
株式会社メディカルシステムネット

ワーク
サービス業 アプリを利用したウォーキング活動の実施、スポーツジムとの連携、サークル活動の実施等

2022004 北海道札幌市
ダイアモンドヘッド株式会社　札幌本

社
情報通信業 社員のクラブ活動など、各種スポーツイベントへの積極的な参加及び参加費や活動費の助成金支給

2022005 北海道札幌市
主治医のような社会保険労務士法

人
サービス業 トレーナーによるコンディショニング指導、朝礼時のストレッチの実施

2022006 北海道苫小牧市 トヨタ自動車北海道株式会社 製造業
全従業員を対象とした始業前体操や歩数競争イベント、50歳以上の従業員を対象とした体力見え

る化「アクティブ60」等の実施

2022007 北海道苫小牧市 出光興産株式会社　北海道製油所 製造業
健康増進活動を通じたスポーツ実施の促進や、勤務時のスタンディングミーティングや、退勤ウォーキン

グの推奨等

2022008 北海道幕別町 株式会社笹原商産 建設業
手軽に継続的な運動を行うため、ウォーキングを推奨。全社員がアプリを活用し、チームごとに励ましあ

いながら積極的に運動に取り組むことを実践

2022009 青森県青森市 青森スバル自動車株式会社 小売業 全社員による朝のラジオ体操、社内スポーツサークルへの援助、簡単な運動メニューの紹介

2022010 青森県八戸市 ウェルネスワーク株式会社
その他のサービス

業
ヨガやストレッチの講習会の開催、ラジオ体操の実施

2022011 青森県八戸市 合同会社西尾経営管理事務所
その他のサービス

業
ヨガやストレッチの講習会の開催、ラジオ体操の実施

2022012 青森県八戸市 合同会社マルカネ 製造業 ラジオ体操の実施

2022013 岩手県大船渡市 株式会社菊池技研コンサルタント
学術・専門サービ

ス業
ラジオ体操、ホコタッチを利用した取組、部活動奨励制度、健康増進ウォーキングの開催

2022014 宮城県仙台市 株式会社CYBER DREAM
教育・学習支援

業

オリジナル社内イベント「歩数チャレンジ」を毎月開催し、1日8,000歩以上を目標に従業員の健康と

運動への意識向上

2022015 宮城県仙台市 宮城スバル自動車株式会社 小売業
毎朝のラジオ体操や部活動への参加推奨・支援、健康器具設置、健康アプリ提供等を通じて、運

動習慣率向上を図る

2022016 宮城県仙台市 仙台ターミナルビル株式会社
不動産賃貸業及

び宿泊業

会社部活動への支援・奨励、グループ会社マラソン大会の参加、フィットネスクラブ・スポーツクラブの利

用料補助等

2022017 宮城県仙台市 株式会社いちたす サービス業 階段利用及び徒歩通勤の促進、昇降デスク及びバランスボールの導入

2022018 宮城県仙台市 株式会社ガスパル東北 ガス小売業
健康増進スマホアプリの導入、健康ポータルサイトを活用したウォーキング促進、ラジオ体操動画の配

信

2022019 福島県郡山市 ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社 小売業 法人契約スポーツクラブの積極的な利用促進

2022020 福島県郡山市 福島トヨペット株式会社 自動車小売業 法人契約スポーツクラブを積極的に利用して運動不足解消、健康増進、生活習慣病予防を目指す
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2022021 福島県郡山市 ダイハツ福島株式会社 小売業 法人契約スポーツクラブを積極的に利用して運動不足解消、健康増進、生活習慣病予防を目指す

2022022 福島県郡山市 株式会社有明 卸売業
健康づくりセミナー、毎朝のラジオ体操の実施、スポーツトレーナーを迎えてのストレッチ教室の開催、

全従業員で外部ウォーキングイベントへ参加

2022023 福島県郡山市 ゼビオ株式会社 小売業
全店・事業所での始業前ラジオ体操・ストレッチの実施、休憩時間等の運動習慣の推奨、スポーツ

活動費用の支援

2022024 福島県郡山市 福島スバル自動車株式会社 卸売業・小売業 ラジオ体操の実施、運動器具の設置、サークル活動の推奨等

2022025 茨城県水戸市 水戸ヤクルト販売株式会社 卸売業 朝礼前のラジオ体操の実施、各同好会活動費の補助

2022026 茨城県鹿嶋市 日鉄物流鹿島株式会社
港湾貨物運送事

業

部を挙げた"職場にいる間にできる運動促進"「８部でフラッグリレー」の開催、ウォークイベントの開

催、プライベートでの運動活動促進、毎日のラジオ体操

2022027 茨城県那珂市 株式会社アンク

サービス業（他に

分類されないも

の）

眠気スッキリ、集中力アップ体幹トレーニングやカラダのゆがみを矯正するバランスボールチェアの使用等

2022028 茨城県神栖市 株式会社カネカ　鹿島工場 製造業
就業時間中のストレッチ実施、体力測定会の実施、トレーニング動画の配信、社内ウォーキングイベ

ントの実施等

2022029 栃木県宇都宮市 栃木トヨタ自動車株式会社 小売業
オンラインを活用した全社員参加型ウォーキングイベントの実施、就業前のラジオ体操の実施、喫煙

室を廃止しトレーニングルームを設置

2022030 栃木県宇都宮市 株式会社コジマ 小売業 野球教室の開催、階段利用の促進、運動動画の配信、健康促進アプリの活用等

2022031 栃木県栃木市 株式会社福田土木 建設業
空き時間に出来る運動やストレッチ・勤務時間中に出来る簡単な運動メニューのご紹介、ウォークビズ

の実践、朝礼時のスタンディングミーティングの実施

2022032 栃木県小山市 アクリーグ株式会社 サービス業 スポーツジムと法人契約を結び、利用を推奨

2022033 栃木県壬生町 大久保クリニック 医療 始業前のラジオ体操・ウォーキング・イベント等に歩いて参加

2022034 群馬県高崎市 産科婦人科舘出張佐藤病院 医療・福祉
クラブ活動の支援、階段利用の促進、バランスクッションの設置、群馬県の健康アプリ「G-Walk+」の

利用等

2022035 群馬県伊勢崎市 株式会社新鮮便 運輸倉庫業 自治体のウォーキングアプリを利用しウォーキンググループを設置

2022036 群馬県藤岡市 株式会社鐵建 製造業 ラジオ体操の実施、部活動の積極的な支援、階段利用の推奨などを実施

2022037 埼玉県さいたま市 医療法人大宮シティクリニック 医業
職員向けのストレッチ、筋力アップトレーニングなどの運動講座及び職員の運動クラブ活動（テニス同

好会等）の実施

2022038 埼玉県さいたま市 株式会社富士薬品 小売業
健康づくりアプリ「埼玉県コバトン健康マイレージ」を使用したウォーキングイベントの開催や、文化・体

育活動の社内サークル補助制度の運用等

2022039 埼玉県さいたま市 株式会社エフェクトプラン
教育コンサルティ

ング

自社フィットネスジムの社割制度、社内スポーツ活動・サークル活動の奨励や活動に対する補助金の

支給等

2022040 埼玉県さいたま市 株式会社ＮＴＴ東日本-関信越 情報通信業 ラジオ体操の実施、ウォーキングチャレンジ月間の設定、ヨガ・ストレッチチャレンジ月間の設定等
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2022041 埼玉県川越市 株式会社エコーステーション 小売業
ラジオ体操や階段利用、徒歩・自転車通勤の推奨、健保と連携したウォーキングイベントや健康増

進施策の実施

2022042 埼玉県川越市 ハスクバーナ・ゼノア株式会社 製造業
ラジオ体操月間の設定、「KENPOS」キャンペーンへの参加、クラブ活動支援、自社体育館の開放

等

2022043 埼玉県川口市 伊藤超短波株式会社 製造業 オリジナル体操制作や歩数アプリによるウォーキング大会開催などで積極的な運動促進を実施

2022044 埼玉県川口市 社会保険労務士法人ＹＥＬＬ 専門サービス業
フィットネス部の設立、フィットネス会の開催、FUN+WALKプロジェクトへの参加、階段利用の促進、

歩数ランキングの開催

2022045 埼玉県加須市 ブリヂストンBRM株式会社 製造卸売業
オリジナルの体操や、社内クラブ活動支援、ボウリング大会、ウォーキングイベント開催、50才以上対

象のロコモ診断等

2022046 埼玉県東松山市 うぇる・なす 教育指導業
休日や就業後に運動を行う「大人の部活」を設立し、取引先も一緒にスポーツを通して健康と交流

を推奨

2022047 埼玉県東松山市 ボッシュ健康保険組合
健康保険組合業

務
ウォーキングの奨励、運動施設「健康増進センター」利用の奨励等

2022048 埼玉県越谷市 ホダカ株式会社 製造業
出勤日での社内サイクリングデー、自転車通勤奨励のため距離に応じた通勤ポイント制度（商品へ

の交換）、サイクリング活動支援の実施等
●

2022049 埼玉県戸田市
戸田中央医科グループ　医療法人社団

東光会
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022050 埼玉県戸田市
戸田中央医科グループ　社会福祉法人

優美会
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022051 埼玉県戸田市
戸田中央医科グループ　株式会社日本

白十字社
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022052 埼玉県戸田市
戸田中央医科グループ　株式会社ＴＬ

Ｃ
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022053 埼玉県戸田市
戸田中央医科グループ　株式会社ふれ

あい広場
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022054 埼玉県戸田市
戸田中央医科グループ　一般社団法人

TMG本部
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022055 埼玉県戸田市
戸田中央医科グループ　TMソリューショ

ン株式会社
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022056 埼玉県戸田市
戸田中央医科グループ　立花商事株式

会社
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022057 埼玉県新座市
放課後等デイサービスきずなハウス

新座

障害福祉サービ

ス

社員の自主的な運動機会の提供のための運動部活動を奨励、練習しながらの資格取得や、大会

への出場も支援

2022058 埼玉県三郷市 株式会社保険室 保険業 毎日体操の実施、週一ストレッチの実施、自転車通勤・ラン通勤の推奨

2022059 埼玉県毛呂山町 株式会社福しん毛呂山工場 飲食業
朝礼前や会議前にラジオ体操を実施、自転車通勤の推奨、歩数計を貸与し一年間の歩数で表彰

等を行う歩数競争の実施

2022060 埼玉県	新座市
戸田中央医科グループ　医療法人社団

武蔵野会
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信
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2022061 千葉県千葉市 株式会社S-DRIVE
スポーツビジネス

業

リモートワークを主とし、スポーツと仕事と生活の調和を実現するため仕事時間のカスタマイズを可とす

る制度やスポーツ休暇制度などを実施

2022062 千葉県千葉市 株式会社ELAN
生活関連サービ

ス業・娯楽業

部活動推奨、マラソン大会などのイベントへの参加、社内運動会・球技大会・ボーリング大会などの

実施

2022063 千葉県千葉市 株式会社ザオバ 卸売業 トレーニングスペースの設置、スポーツイベント参加費の補助 ●

2022064 千葉県成田市 株式会社フォーリーフナゲット
社会福祉施設、

教育・研究業
昼休みのストレッチの実施、バルシューレ教室の開催、階段利用促進

2022065 千葉県柏市 株式会社つくばウエルネスリサーチ

学術研究、専

門・技術サービス

業

毎日２回全社員で筋トレを実施、また歩数計を提供し、歩数をチーム対抗戦で競い、表彰する

2022066 千葉県八千代市 小久保製氷冷蔵株式会社 製造業 アイシングケア教室の開催、協賛によるスポーツの魅力の発信等

2022067 千葉県匝瑳市 有限会社毎日薬局 薬局 アプリを活用したウォーキング推奨、オンラインヨガレッスン開催、スタンディングワーク推奨等を実施

2022068 千葉県匝瑳市 株式会社八日市場調剤センター 薬局 アプリを活用したウォーキング推奨、オンラインヨガレッスン開催、スタンディングワーク推奨等を実施

2022069 千葉県横芝光町 SOSA株式会社 建設業 社内運動部、体力測定の実施、ウォーキングランキングの計測

2022070 千葉県長南町 社会福祉法人信和会 福祉業
フットサル、ボウリング等の部活動の推奨、隣接地を利用した昼休みのフットサル、ヨガ教室やストレッ

チセミナーの実施

2022071 東京都千代田区 株式会社NSD 情報通信業 自社開発アプリを活用しウォーキングをはじめとした社員の健康推進を支援

2022072 東京都千代田区 株式会社キャリアコンサルティング 卸売業・小売業 希望者参加のチーム制歩数コンテストや全社的に縄文ストレッチの実施

2022073 東京都千代田区 コニカミノルタ株式会社 製造業 年間を通したウォーキングイベントや運動セミナーを開催するほか、提携スポーツ施設の活用を推奨

2022074 東京都千代田区 東京海上ディーアール株式会社
ｻｰﾋﾞｽ業(他に分

類されないもの)

健康づくりと社内コミュニケーション活性化、在宅勤務中でもオンラインを活用し継続した取り組みを実

施

2022075 東京都千代田区 一般社団法人アセアンパートナーズ 人材紹介
朝の始業後に階段の上り下り運動を実施、日常的にウォーキングを奨励（皇居回り、隣駅での乗降

など）

2022076 東京都千代田区 日本ステリ株式会社

その他の医療に

付帯するサービス

業

春・秋にウォーキングイベントを実施、運動に関する資料展開や、コロナウイルス禍にも行える運動メ

ニューを紹介

2022077 東京都千代田区 東京商工会議所 経済団体
毎朝のラジオ体操や階段での移動の奨励（２アップ３ダウン運動）の実施等、職員誰もがスポーツ

に接することができる機会作りに取り組む

2022078 東京都千代田区 三井住友海上火災保険株式会社 金融業・保険業
健康増進「MS健康マイレージ」の推進、オンライン運動会の実施、ココカラダイアリーの活用、スポーツ

部の支援等
●

2022079 東京都千代田区 株式会社 ヴィクトリア 小売業 スポーツ支援金制度、スポーツ用品割引券の配布、階段利用の促進

2022080 東京都千代田区 計機健康保険組合 医療・福祉 歩数計を配布し歩数ランキングを実施、ウォーキング大会の実施、フットサル大会への参加
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（2022～）
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2022081 東京都千代田区 株式会社蔵守 情報通信業 帰宅時の徒歩推奨、快晴時の青空会議

2022082 東京都千代田区 大鵬薬品工業株式会社 化学工業 アプリを利用した健康イベントの実施、ラジオ体操の実施、スタンディングデスクの活用

2022083 東京都千代田区 株式会社ゆうちょ銀行 金融業，保険業 eラーニングサイトにラジオ体操・ストレッチ動画を掲載、スポーツ課外活動費用の補助

2022084 東京都千代田区
株式会社リンクアンドコミュニケーショ

ン
サービス業 健康ランキングイベントの実施、スタンディングワークスペースの設置、バランスボールチェアの設置

2022085 東京都千代田区 日本郵便株式会社 通信業 「郵便体操」の実施、健康応援アプリの登録推奨等

2022086 東京都千代田区 BSP社会保険労務士法人
社会保険労務士

業
スポーツで健康経営。ウオーキングボーナス制度で従業員全員楽しく運動！

2022087 東京都千代田区 株式会社ニュー・オータニ サービス業
従業員の健康増進の為、職場環境に合わせたストレッチ体操の指導やWEB動画の配信やウォーキ

ングイベントの奨励

2022088 東京都千代田区 株式会社イーウェル サービス業
自社WEBサービス「KENPOS」の利用、ウォーキングキャンペーン実施、肩こり腰痛対策プログラムの

実施

2022089 東京都千代田区 明治安田生命保険相互会社 金融業・保険業
健康増進プログラムの実施、ウォーキングアプリ「MYログ」の活用、自宅で参加可能な運動コンテンツ

を社内外に発信等
● ●

2022090 東京都千代田区 伊藤忠エネクス株式会社 卸売業
社内スポーツ活動支援制度による健康増進や、NPO法人支援、アルティメットをはじめとした各ス

ポーツへの協賛
●

2022091 東京都千代田区 株式会社バリュー・エージェント 保険・金融
テレワーク中でもZoomを使用して朝礼でのラジオ体操実施。社内での階段利用等、社員の健康維

持への取組を推奨

2022092 東京都千代田区 第一生命保険株式会社 金融業・保険業
「QOLism」アプリによるウォーキングサポート、エクササイズ動画の提供、歩数に応じた自分へのインセ

ンティブと寄付による社会貢献の取組、スニーカー通勤、朝礼時の体操等
● ●

2022093 東京都千代田区 出版健康保険組合 医療福祉
コロナ禍でも密を避け個人で参加できるスマホウォーキングの開催や、ファミリースポーツ「歩け歩け大

会（潮干狩り）」を実施

2022094 東京都千代田区
MS＆ADインターリスク総研株式会

社
サービス業

2か月間の身体活動量UPプログラム（講義、活動量・姿勢測定結果のフィードバック、歩数対抗イ

ベント等）、健康けん玉部の発足、SDGｓウォーキングの実施等）

2022095 東京都千代田区 アドバンスソフト株式会社 情報通信業 通勤を利用した運動や在宅勤務時のストレッチを推奨、またウォーキングイベントへの参加を推進

2022096 東京都千代田区 ヤフー株式会社 情報・通信業
クラブ・同好会活動の支援、全社員対象のオンライン体操・健康イベントの実施、「グッドコンディション

ボーナス」の支給等

2022097 東京都千代田区 Zホールディングス株式会社 情報・通信業 全社員対象のオンライン体操・健康イベントの実施、「歩幅チェックスペース」の設置

2022098 東京都千代田区 大塚製薬株式会社
医薬品等製造販

売業

週1回のリフレッシュ体操ダイム「ポカリフレッシュ」のオンライン公開やメルマガ配信、スマホアプリを用いた

ウォークラリーの開催、バーチャルランへの参加等
●

2022099 東京都千代田区 JCOM株式会社 放送業
ウォーキングアプリを活用した歩数管理とウォーキング・コンペの開催、コロナ禍に鑑みた従業員の運動

習慣定着に向けた取組の実施

2022100 東京都千代田区 AGC株式会社 製造業
ウォーキング大会、オンラインヨガ講座、オンラインイベント「ゆるすぽ」の開催、職場や単身寮内に運動

室を設置、任意参加の朝体操を実施
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2022101 東京都千代田区 株式会社FiNC Technologies
サービス業（ヘル

スケア）

「FiNC for BUSINESS」のオンラインウェルネスタイムの導入、歩数競争イベント、ウェルネスEラーニ

ング、健康セミナーを実施

2022102 東京都千代田区 鉄建建設株式会社 総合建設業 健保組合主催のウォーキングイベントへの参加促進、クラブ活動の活動費の一部を補助

2022103 東京都千代田区 株式会社ベネフィット・ワン サービス
健康ポイントプログラムやアプリを活用したイベント開催、就業前・就業中の体操時間の設置、オフィス

内スポーツジムの利用等

2022104 東京都千代田区 株式会社大和証券グループ本社 金融業・保険業 スポーツ活動費の支援、スポーツイベントの実施、フィットネスアプリの導入

2022105 東京都千代田区
三井住友ファイナンス＆リース株式

会社
金融その他

ウォーキングキャンペーンの実施、ラジオ体操やeラーニングコンテンツの提供、産業医通信の定期発信

等

2022106 東京都千代田区 サーチファーム・ジャパン株式会社 サービス業 ラジオ体操の実施

2022107 東京都千代田区 日本郵政株式会社 サービス業
ラジオ体操の実施推奨、健康セミナーの実施やストレッチ動画の社内イントラネットへの掲載、健康応

援アプリの登録推奨等

2022108 東京都千代田区 帝人株式会社 繊維製品 社員の健康保持増進のため、ラジオ体操やウォーキング大会、ヘルスアップキャンペーン等を実施 ●

2022109 東京都千代田区 株式会社かんぽ生命保険 保険業
ラジオ体操の普及促進を通じた全国の社員の健康増進、健康応援アプリ「すこやかんぽ」を活用した

歩数管理の実施等

2022110 東京都千代田区 株式会社日清製粉グループ本社 製造業 健康アプリを利用した歩行奨励、運動セミナーの実施、スタンディングデスクの整備

2022111 東京都千代田区
富士フイルムシステムサービス株式会

社
情報・通信業 ウォーキングイベントの開催（年2回）、健康情報の発信等

2022112 東京都千代田区 クーリード株式会社 情報通信業 オフィスで筋トレ、在宅ワーク時の筋トレ、リレーマラソン大会への参加

2022113 東京都千代田区 株式会社パソナグループ サービス業 スポーツを通じた「キャリア×社会貢献×健康×コミュニケーション」を全社的に推進 ●

2022114 東京都千代田区 東京海上日動火災保険株式会社 金融業 ラジオ体操のオンライン動画配信、健康支援ツールの提供等 ●

2022115 東京都千代田区 株式会社シンク サービス業
スポーツで災害に強くなる「防災スポーツ®」の実施により従業員にスポーツ、防災両面の意識向上を

促す取組

2022116 東京都千代田区 アルフレッサ株式会社 卸売業 ウォーキングイベントの開催、オンラインヨガの開催、階段利用の促進

2022117 東京都千代田区 株式会社マッシュホールディングス 卸売・小売業
従業員のウェルビーイングを目的とした、ヨガ講座等のアクティビティ機会を提供する「ウェルネスウェンズ

デー」を実施

2022118 東京都千代田区 株式会社マッシュスタイルラボ 卸売・小売業
従業員のウェルビーイングを目的とした、ヨガ講座等のアクティビティ機会を提供する「ウェルネスウェンズ

デー」を実施

2022119 東京都千代田区 株式会社マッシュデザインラボ 情報通信業
従業員のウェルビーイングを目的とした、ヨガ講座等のアクティビティ機会を提供する「ウェルネスウェンズ

デー」を実施

2022120 東京都千代田区 株式会社マッシュビューティーラボ 卸売・小売業
従業員のウェルビーイングを目的とした、ヨガ講座等のアクティビティ機会を提供する「ウェルネスウェンズ

デー」を実施
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2022121 東京都千代田区 株式会社マッシュライフラボ 卸売・小売業
従業員のウェルビーイングを目的とした、ヨガ講座等のアクティビティ機会を提供する「ウェルネスウェンズ

デー」を実施

2022122 東京都千代田区 株式会社ウサギオンライン 卸売・小売業
従業員のウェルビーイングを目的とした、ヨガ講座等のアクティビティ機会を提供する「ウェルネスウェンズ

デー」を実施

2022123 東京都千代田区
一般社団法人ウェルネスウェンズデー

協会
サービス業

従業員のウェルビーイングを目的とした、ヨガ講座等のアクティビティ機会を提供する「ウェルネスウェンズ

デー」を実施

2022124 東京都千代田区 アビームコンサルティング株式会社 サービス業 ウォーキングチャレンジの実施、ストレッチ講座の開催、スタンディングミーティングの導入等 ●

2022125 東京都千代田区 いちご株式会社 不動産業 朝礼時のストレッチの実施、スタンディングデスク等のユニバーサルデザインオフィスの導入等 ●

2022126 東京都中央区 株式会社イトー 卸売業 毎月集計した歩数を消費カロリーに換算して「72,000kcal消費せよ！」を実施 ●

2022127 東京都中央区 株式会社オーエンス
ｻｰﾋﾞｽ業(他に分

類されないもの)
職務中のバランスボールの活用を通し、社員の気分転換及び健康維持・増進を促進 ●

2022128 東京都中央区 株式会社スポーツインダストリー サービス業 スポーツイベント会社らしいゴルフコンペの開催と社内で楽しむダーツを実施

2022129 東京都中央区 通信機器産業健康保険組合 社会保険事業 毎朝のラジオ体操や、職員の健康増進を目的としたウォーキングイベント「通さんぽ」を実施

2022130 東京都中央区 太陽誘電株式会社 製造業
ラジオ体操や階段利用の推進、健保と連携したウォーキングイベントの実施、体力測定・運動セミ

ナーの開催

2022131 東京都中央区 株式会社シモン 製造業 朝のラジオ体操・ウォーキング推奨活動・スポーツ補助金制度の実施 ●

2022132 東京都中央区 株式会社ヨネイ 卸売業 スポーツ活動の費用補助、ウォーキング大会の実施

2022133 東京都中央区 株式会社三鱗 保険業 テレワーク時の運動推進、ストレッチや筋トレ講座の実施

2022134 東京都中央区 三井不動産レジデンシャル株式会社
不動産業・物品

賃貸業
社内部活動への補助・チーム対抗ウォークイベント開催・アプリを用いたエクササイズ機会の提供

2022135 東京都中央区 シンコースポーツ株式会社 サービス業
従業員向けに自社開発の運動プログラムや月毎に有資格社員（健康運動指導士等）による健康

情報を提供

2022136 東京都中央区 株式会社ナガセビューティケァ 卸売業
健康増進を目的としてからだカルテアプリによる年2～3回のウォーキングラリーを開催し、1日7500歩

以上を目標として全社員で取り組む

2022137 東京都中央区 ライフログテクノロジー株式会社 情報通信業
アプリを活用し、運動消費カロリーに応じて運動関連費用の補助をする制度の導入、定期的なチー

ム戦による歩数競争イベントの実施

2022138 東京都中央区 DIC株式会社 製造業 職場体操の実施、スポーツのオンラインセミナー開催、身体機能測定イベントの開催

2022139 東京都中央区 ヤマトシステム開発株式会社 情報通信業 「みんなで歩活」ウォーキングイベント、オンラインでのジムトレーニングセミナー、運動クラブ活動の推進

2022140 東京都中央区 野村ホールディングス株式会社 金融業
役職員の健康促進と社会貢献活動への寄付を主な目的としたバーチャルイベントや部署対抗ウォー

キングイベントを実施
●
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2022141 東京都中央区 株式会社明治 食品製造業 文化体育活動の会社補助、ウォーキングキャンペーンの実施、ラジオ体操の実施等

2022142 東京都中央区 株式会社LainZ 情報通信業 ラジオ体操の実施、運動プログラムの実施、スポーツジムの利用費用全額補助等

2022143 東京都中央区 株式会社クレハ 化学工業 ウォーキングイベントの実施、ラジオ体操の実施、スポーツクラブ利用促進等

2022144 東京都中央区 サンウィン株式会社
スポーツ広告代

理店
就業時間中の「散歩タイム」制度を新たに創設し、意識的な運動時間の確保を奨励

2022145 東京都中央区 平和不動産株式会社 不動産業 職員の健康維持・増進のため、webを活用した健康セミナー等を実施

2022146 東京都中央区 住友生命保険相互会社 金融業・保険業 ウォーキングイベントの継続実施、「parkrun」の推奨、スニーカー通勤の推奨 ●

2022147 東京都中央区 ミツウロコ健康保険組合 健康保険組合 運動セミナー実施や日々のオンラインでの体操などの企画を継続して実施

2022148 東京都中央区 いちよしビジネスサービス株式会社
不動産業・物品

賃貸業
毎朝始業時に役職員全員でラジオ体操の実施 ● ●

2022149 東京都中央区 ブリヂストン健康保険組合 医療 1日5000歩を目標に2か月間取り組むウォーキングキャンペーンの実施

2022150 東京都中央区 ブリヂストンスポーツ株式会社 製造業
健康意識調査を毎年実施し、課題を抽出・テレワーク在宅勤務者向けにオンラインを活用した健康

増進サービスの提供

2022151 東京都中央区 株式会社クボタ　東京本社 製造業 毎日のラジオ体操や健康マイレージを実施することにより従業員の健康づくりを支援

2022152 東京都中央区 日産化学株式会社 製造業 毎日のラジオ体操やストレッチ体操の実施、クラブ活動への補助金・厚生施設の提供等

2022153 東京都中央区 清水建設株式会社 建設業 健康保険組合主催のウォーキングイベント参加、健康増進強化期間の設定、社内同好会の奨励

2022154 東京都中央区 株式会社ニチレイ 食品製造業 ウォーキングキャンペーン、健康増進イベント実施、部活動奨励、ストレッチ・ラジオ体操動画配信

2022155 東京都中央区 株式会社協栄 サービス業 メタボリック対策として、階段利用の促進、バランスボールミーティング、スポーツゴミ拾いを実施 ●

2022156 東京都中央区 花王株式会社 製造業
「スポーツ×デジタル」で健康経営を推進。歩行速度計ホコタッチの活用、オンラインウォーキング・スト

レッチセミナーの開催等

2022157 東京都中央区
東海東京フィナンシャル・ホールディン

グス株式会社
金融業

全役社員を対象に歩数計アプリを活用したウォーキングイベント、アスリート社員による「健康運動動

画」、「ウエルビーイング通信」の定期配信等

2022158 東京都中央区 株式会社朝日新聞社 情報通信業 職場内体操の実施、ウォーキングプログラムの実施、ウェルネスプログラムのLIVE配信等

2022159 東京都中央区 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 卸売業 運動系相互会活動、オフィスでのストレッチ、健康ポータルサイトの作成、ウォーキングイベントの実施 ●

2022160 東京都中央区
三井住友海上プライマリー生命保険

株式会社
保険業 健康増進イベントの開催、社内の階段利用推奨、スニーカー通勤の推進、社内公認クラブ活動等
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2022161 東京都中央区 toBeマーケティング株式会社 IT 社内クラブ活動の実施

2022162 東京都中央区 MeijiSeikaファルマ株式会社 化学工業 文化体育活動の会社補助、ウォーキングキャンペーンの実施、ラジオ体操の実施等

2022163 東京都中央区 明治ホールディングス株式会社 製造業 ウォーキングキャンペーン、文化体育活動の会社補助、ラジオ体操の実施等

2022164 東京都中央区 株式会社スポーツビズ
スポーツマネジメン

ト業
社内スポーツ活動推進制度 ●

2022165 東京都中央区 株式会社イトーキ 製造業
Workcise（ワーククサイズ）の取組、スタンディングミーティングの実施、タニタ健康プログラムの導入

等
●

2022166 東京都中央区 太陽生命保険株式会社 金融・保険業 クアオルト健康ウォーキングへの参加、ウォーキングイベントの実施 ●

2022167 東京都中央区 大同生命保険株式会社 保険業 従業員向け健康プログラムの導入、ウェアラブル端末の提供、ウォーキングキャンペーンの実施 ●

2022168 東京都中央区
株式会社ミツウロコグループホール

ディングス
卸売業 オンラインラジオ体操の実施、オンラインハンドクラップの実施、オンラインセミナーの開催

2022169 東京都中央区 セントラルスポーツ株式会社 サービス業
スポーツ同好会活動の支援、スニーカー通勤の推進、自社スポーツ施設の利用推進、Run&Walk

イベントの開催
●

2022170 東京都中央区
イオン・シグナ・スポーツ・ユナイテッド

株式会社
小売業 スポーツレクリエーションの開催、就業時間中のストレッチタイム

2022171 東京都港区 株式会社ビズファン 広告代理業 自社の運営するスポーツジム施設を従業員に無料で提供、ジム利用中も勤務時間としてカウント

2022172 東京都港区 PHC株式会社
電気機械器具製

造業
毎日定時時間での職場体操（5分間）と、年2回、１ヶ月間のウォークラリーイベントを開催

2022173 東京都港区 飛島建設株式会社 総合建設業
年１回ウォーキングイベント「歩活」への参加、毎朝ラジオ体操実施・ラジオ体操教室の開催、「トビシ

マヘルスプロモーションサイト」による健康づくり情報の提供

2022174 東京都港区 出光ユニテック株式会社 製造業 社内スポーツクラブへの補助、動画を活用した運動奨励で在宅でも運動できる機会を提供

2022175 東京都港区 都築電気株式会社 情報・通信業 社員向け「健康増進セルフケアシステム」の作成、活用および社外への無償公開を実施

2022176 東京都港区 株式会社オークネット 情報通信業 ストレッチ器具の設置、スタンディングミーティングスペースの設置、ウォーキングイベントなどを実施

2022177 東京都港区 株式会社ダイショウ 不動産業 毎朝のラジオ体操、健康増進アプリの導入、勤務時間中にできる簡単なストレッチの紹介

2022178 東京都港区 本田技研工業株式会社 輸送用機器
始業時に簡単な体操等の導入、ジムやスポーツ用品購入等の費用補助、健保組合と連携しウォー

キングの推奨等を実施

2022179 東京都港区 矢崎総業株式会社 製造業
社内運動会の開催、オンラインウェルネス、クラブ活動の支援、ウォーキングイベント（Smart

Walk）等の実施

2022180 東京都港区 エームサービス株式会社
宿泊業・飲食

サービス業

企業対抗オンラインウォーキングイベント（歩数競争）への参加、「歩こう会」の実施、社内部活動・

サークルの設置と活動支援



認定証番号

（2022～）
所在地 企業名 業種 取組事例 ブロンズ プラス

2022181 東京都港区 富士フイルムメディカル株式会社 卸売業 ７つの健康行動を制定し、手軽に取り組める歩く習慣を身につける施策を実施

2022182 東京都港区 大東建託パートナーズ株式会社 不動産業
全社ラジオ体操の実施、8週間の運動記録チャレンジ、ウォーキングラリー、運動促進のための情報発

信等

2022183 東京都港区 日産自動車販売株式会社 小売業 健康増進のための個人目標設定、階段利用の促進、ジムなどの割引制度の提供

2022184 東京都港区 TMES株式会社 サービス業 さつきラン＆ウォークへの参加、ラジオ体操の推進、スポーツジムの費用補助など

2022185 東京都港区 NOK株式会社 輸送用機器
毎朝始業前のラジオ体操、「けんこう通信」への運動紹介コーナー掲載、アプリを活用したウォークラ

リー、アスリート社員を講師としたストレッチ教室等を実施

2022186 東京都港区 トッパン・フォームズ株式会社 その他製品
社内の部活動（スポーツ関連）への支援、始業前のラジオ体操の実施、ウォーキングイベントの開催

等
● ●

2022187 東京都港区 株式会社システナ 情報通信業
社員のみならず家族の健康促進とコミュニケーション促進を目的とした綱引き大会の開催、社員の

サークル活動補助

2022188 東京都港区 ウイングアーク１ｓｔ株式会社 情報通信業
毎日3,000歩以上を目標に、社員やグループの総歩数で月や全国のオフィス巡りを目指す、アプリを

活用した全社ウォーキング大会や、リモート健康祭り等を実施

2022189 東京都港区
ウェルネス・コミュニケーションズ株式

会社
サービス業

週１回定時前退社し、その時間を運動に充てることを許可する制度を実施/ AppleWatchを全社

員に支給

2022190 東京都港区 東亞合成株式会社 製造業 ラジオ体操の実施、スポーツ活動の費用補助、健康づくりニュースの発行

2022191 東京都港区 日鉄興和不動産株式会社 不動産業 ウォーキングイベントの開催、昇降式デスクの採用、スポーツクラブ利用補助等

2022192 東京都港区 株式会社長谷工コーポレーション 建設業 クラブ活動の補助、健康関連イベントの実施、社内オンライン駅伝イベントの開催等

2022193 東京都港区 富士通Japan株式会社 情報通信業 年2回のウォーキングイベント開催、筋力トレーニングメニュー動画の公開、VDT対策ストレッチ等

2022194 東京都港区 西松建設株式会社 総合建設業
健保組合主催ウォーキングイベントに年２回参加、作業前ラジオ体操実施、社員自身が自主的な

運動（登山等）を社内サイトに紹介

2022195 東京都港区 株式会社ライフィ 金融 社員全員で朝のラジオ体操、仕事の合間のストレッチ、歩数競争を実施

2022196 東京都港区 株式会社オーエルシージャパン 専門サービス業 週１回のオンラインエクササイズで、リモートワークでの健康づくりへの取組を維持

2022197 東京都港区 株式会社カーブスジャパン
生活関連ｻｰﾋﾞｽ

業・娯楽業
社内のトレーニングスペースにて全社員が筋トレと有酸素運動を習慣化

2022198 東京都港区 株式会社アスポ サービス業 テレワーク中の体操の推奨、階段利用推奨、ミーティングスペースにバランスボールの設置等

2022199 東京都港区 株式会社きらぼし銀行 金融業 アスリートよるオンラインセミナーを開催し、運動機会やコミュニケーション機会を提供

2022200 東京都港区 八洲電機株式会社 機械器具卸売業
ウォーキングイベント、毎朝の全社員によるラジオ体操、運動部の活動支援、職場スポーツ大会補

助、徒歩・階段利用の促進、スタンディング会議等を実施



認定証番号

（2022～）
所在地 企業名 業種 取組事例 ブロンズ プラス

2022201 東京都港区 株式会社NEXTAGEGROUP 建設業
建設業の動きを取り入れたユニークな体操と、腰痛予防のための「これだけ体操（3秒）」の実施、

ウォークラリー、スタンディングワークの実施等

2022202 東京都港区 パーソルホールディングス株式会社 サービス業
全事業・全社員を対象としたコミュニティサイト「みんなの部活」を運営し、社員が行うスポーツ活動支

援、イベント含めた部活動の推進・支援などを実施

2022203 東京都港区 株式会社ファミリーマート 小売業
全社ウォーキングイベント「みんなで参加！健康イベント！」、健康冊子の配布、オンラインイベントの

開催等

2022204 東京都港区
富士フイルムホールディングス株式会

社
化学

全社ウォーキングイベント（歩活）の実施・1日30分以上歩く運動習慣の定着・社内運動部の支

援

2022205 東京都港区
パナソニックソリューションテクノロジー

株式会社
情報通信業

従来の全社運動イベントのほか、在宅でも実施できる各種運動イベントを実施し、社員のスポーツ実

施率の向上に取り組む

2022206 東京都港区 大東建託株式会社 建設業
全社一斉ラジオ体操、健康増進アプリをによる在宅勤務下での運動方法周知、有線放送による肩

こり防止ストレッチ、アスリート交流によるスポーツ促進等

2022207 東京都港区
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会

社
食料品 オリジナルアプリを活用したウォーキングイベントとスポーツ活動支援

2022208 東京都港区 ディップ株式会社 サービス業 スマートウォッチを活用したウォーキングプログラム、オンラインストレッチの実施、社内同好会のサポート

2022209 東京都港区 日本国土開発株式会社 建設業 運動サークルへの費用支援、ラジオ体操の実施、日々歩くための仕組みづくり等を実施

2022210 東京都港区 東亜道路工業株式会社 道路建設業 社内ウォーキングイベントの実施

2022211 東京都港区 サトーホールディングス株式会社 機械 「健康増進アクション手当」の支給、オリジナル体操動画の作成・運用、オンライン運動会の開催

2022212 東京都港区
フロンティアコンストラクション＆パー

トナーズ株式会社

ｻｰﾋﾞｽ業(他に分

類されないもの)
社内ポータルでの健康管理情報の配信、社内クラブ活動支援

2022213 東京都港区 大東建託健康保険組合 健康保険組合 健康増進アプリにおける運動メニュー配信、運動促進プログラムの実施

2022214 東京都港区 株式会社PHONEAPPLI
ソフトウェア・情報

処理/コンサル
ウォーキングイベントの開催、オンライン宅トレの実施、健康ワークショップの開催等

2022215 東京都港区
株式会社Works Human

Intelligence
情報通信業 就業中のストレッチの推奨、ウォーキングイベントの実施

2022216 東京都港区 SBアットワーク株式会社 サービス業 ウォーキングイベントの定期開催、社内オンライン運動会の実施、「ながら運動」の動画配信等

2022217 東京都港区
富士フィルムビジネスエキスパート株

式会社
サービス業 全社ウォーキングイベントの開催、クラブ活動の推奨等

2022218 東京都港区 株式会社シンカーミクセル 情報通信業 ウォーキングの推奨、自宅での運動推奨、社員参加型ダイエットプログラムの実施等 ●

2022219 東京都港区 日本水産株式会社 食品製造業
運動習慣改善を促す健康キャンペーンの実施、歩数を競うカラダ改善コンテストの開催、運動セミ

ナーの実施等

2022220 東京都港区 株式会社ヤクルト本社 食品製造業
オリジナル体操「ヤクルトストレッチ」の実施、「ヤクルト健康２１」にて、ウォーキングとラジオ体操を推

奨



認定証番号

（2022～）
所在地 企業名 業種 取組事例 ブロンズ プラス

2022221 東京都港区 ソフトバンク株式会社 情報通信業 朝ヨガ・夜ヨガの配信、社員によるながら運動動画の配信、ウォーキングイベント「歩Fes」の開催等

2022222 東京都港区
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式

会社
保険業 オンラインスポーツイベントの開催、社内クラブ活動の実施、運動不足解消につながる情報の配信等

2022223 東京都港区 広友物産株式会社
卸売業・サービス

業
モルックの導入、モルック大会出場、オフィスへの健康器具の実施、ラジオ体操の実施等 ●

2022224 東京都港区 広友サービス株式会社
卸売業・サービス

業
モルックの導入、モルック大会出場、オフィスへの健康器具の実施、ラジオ体操の実施等

2022225 東京都港区 アクサ生命保険株式会社 金融・保険業
ウォーキングとチャリティーを組み合わせた「ウォーキングチャレンジ」の実施やデジタルコンテンツを活用し

た運動機会の提供

2022226 東京都新宿区 セントラル警備保障株式会社 サービス業 職場でのラジオ体操、及び運動部活動奨励制度の取り組み

2022227 東京都新宿区 湧永製薬株式会社 製造業 ラジオ体操の実施、トレーニングルームの開放、ウォーキングの推奨

2022228 東京都新宿区
株式会社マーストーケンソリューショ

ン
製造業

毎朝ラジオ体操の実施、社内階段利用の推奨、ウォーキングイベントへの参加、健康維持者への奨

励金支給等

2022229 東京都新宿区 マニュライフ生命保険株式会社 金融・保険業 グローバル規模のオンラインイベントで社員のマインドフルネスや健康増進を促進 ●

2022230 東京都新宿区 株式会社エフピコ 製造業 ユニバーサルスポーツであるフロアホッケー活動をグループ企業あげて推進

2022231 東京都新宿区
公益財団法人東京都予防医学協

会
医療業 ウォーキング＆運動キャンペーンや出張ストレッチ教室などを実施

2022232 東京都新宿区 株式会社JDRONE サービス業 スポーツ大会、クラブ活動推進、スポーツ施設利用料補助、スポーツ活動費補助

2022233 東京都新宿区 株式会社ブール・ジャパン社 サービス業 スポーツ大会、クラブ活動推進、スポーツ施設利用料補助、スポーツ活動費補助

2022234 東京都新宿区 富士テレコム株式会社 情報通信業
健保組合等のウォークラリーや、健康増進イベントへの参加推奨、昇降式スタンディングデスクやバラン

スチェアによる運動不足解消の他、全社イベントとしてゴルフコンペを開催

2022235 東京都新宿区 日清食品ホールディングス株式会社 製造業 自宅で気軽に楽しめるフィットネスアプリ導入による、コロナ禍における社員の運動不足解消支援

2022236 東京都新宿区
H.U.グループホールディングス株式

会社

その他の医療に

付帯するサービス

業

春・秋にウォーキングイベントを実施、運動に関する資料展開や、コロナウイルス禍にも行える運動メ

ニューを紹介

2022237 東京都新宿区 H.U.フロンティア株式会社

その他の医療に

付帯するサービス

業

春・秋にウォーキングイベントを実施、運動に関する資料展開や、コロナウイルス禍にも行える運動メ

ニューを紹介

2022238 東京都新宿区 株式会社エスアールエル

その他の医療に

付帯するサービス

業

春・秋にウォーキングイベントを実施、運動に関する資料展開や、コロナウイルス禍にも行える運動メ

ニューを紹介

2022239 東京都新宿区 合同会社クリニカルネットワーク

その他の医療に

付帯するサービス

業

春・秋にウォーキングイベントを実施、運動に関する資料展開や、コロナウイルス禍にも行える運動メ

ニューを紹介

2022240 東京都新宿区 富士レビオ株式会社

その他の医療に

付帯するサービス

業

春・秋にウォーキングイベントを実施、運動に関する資料展開や、コロナウイルス禍にも行える運動メ

ニューを紹介
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（2022～）
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2022241 東京都新宿区 株式会社ANSIN-LINK 保険業 社員に積極的なスポーツへの参加を呼びかけ、社内チームを作り定期的に大会へ参加

2022242 東京都新宿区
ジェイレックス・コーポレーション株式

会社
不動産 スポーツ健康研修の実施、ラジオ体操の実施、トレーニング器具の設置等

2022243 東京都新宿区 大日本印刷株式会社 製造業 ウォーキングイベントの開催、オンラインでのエクササイズ動画配信 ●

2022244 東京都新宿区 野村不動産パートナーズ株式会社 不動産管理業 継続的なスポーツ実施のために同好会活動およびフィットネスクラブの利用促進 ●

2022245 東京都新宿区 株式会社グリーンハウス
宿泊業・飲食ｻｰ

ﾋﾞｽ業
運動機会の継続提供と健康意識の向上へ働き方に合わせたウォーキングイベントを開催

2022246 東京都新宿区 双信商事株式会社 小売業 全社員参加型のオンラインマラソン、ゴルフコンペ、さつきラン＆ウォークへの参加

2022247 東京都新宿区 株式会社グリーンハウスフーズ フードサービス業
チーム戦でウォーキングイベントの開催、企業対抗ウォーキングイベントへの参加。推奨エクササイズの

メルマガでの定期配信

2022248 東京都新宿区 東亜ディーケーケー株式会社 製造業 社員クラブ活動の支援、階段利用の促進、歩数競争大会の実施

2022249 東京都新宿区 株式会社nobitel ヘルスケア事業 朝礼時のストレッチ・ヨガの実施、社内運動部活動、社内通貨アプリでのストレッチ

2022250 東京都新宿区 グッドモーゲージ株式会社 銀行代理業
フットサル、ボーリング等の社内部活動の費用負担や、フィットネスジム利用料補助により体を動かすこ

とを推進

2022251 東京都新宿区 オリンパス株式会社 精密機器
オンラインでの運動セミナーや健康支援ツールを活用したウォーキングキャンペーン、ラジオ体操・安全

体操の実施等の取組

2022252 東京都新宿区 朝日生命保険相互会社 生命保険業 就業前等の職場体操実施・職員の健康増進実現と健康意識向上のための健康アプリ導入

2022253 東京都新宿区
株式会社マースグループホールディン

グス
製造業 毎朝全拠点でラジオ体操を実施。階段利用・徒歩通勤推奨、健康者に奨励金を支給

2022254 東京都新宿区
公益財団法人明治安田厚生事業

団

学術研究・健康

増進サービス
職場内での朝活・昼活・夕活、ながらミーティング、職場外での日活・月活＋ウォーキングアプリ活用 ● ●

2022255 東京都新宿区 オリンパスマーケティング株式会社 卸売業
ウォーキングキャンペーンの実施とオンラインを活用した運動セミナーの開催、ウェブサイトによる安全か

つ効果的な運動習慣の啓発

2022256 東京都新宿区 アキレス株式会社 化学（製造業）
ラジオ体操の実施、ウォーキングキャンペーン、スポーツサークルへの助成、健康イベントセミナー等の実

施

2022257 東京都新宿区 日本シグマックス株式会社

医療機器・スポー

ツ用品製造販売

業

スポーツ活動費の支給制度、自社スポーツケア用品の購入費支援制度、社内ネットでのスポーツ活

動情報の共有と呼びかけ

2022258 東京都新宿区
一般財団法人明治安田健康開発

財団

専門・技術サービ

ス業

上席6名が率いるエクササイズを会議や朝礼で実施、ウォーキングアプリ内トークルーム活用、防疫清

掃時のエクササイズ等

2022259 東京都新宿区 アフラック生命保険株式会社 保険業
運動不足解消や社員間のコミュニケーション活性化を目指し、全社員向けにウォーキングキャンペーン

やオンラインセミナー等を実施

2022260 東京都新宿区
KNT－CTホールディングス株式会

社
旅行業 『全国一斉 秋のゴミ０ウォーキング大作戦！』の実施、サッカークリニック活動 ●
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2022261 東京都新宿区 東急住宅リース株式会社 不動産業
アプリを活用した全社ウォーキングイベント及びスキマ時間を活用した運動イベントの開催、クラブ活動

の支援

2022262 東京都新宿区
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式

会社
金融業・保険業 ウェアラブル端末の活用やオンライン運動セミナーの実施、スポーツジム利用費補助等 ●

2022263 東京都新宿区 株式会社グッピーズ 情報通信業 ウェアラブル端末の支給、健康管理アプリ「グッピー ヘルスケア」を活用した健康ポイントの付与

2022264 東京都新宿区 損害保険ジャパン株式会社 金融・保険業
「安心・安全・健康のテーマパーク」の実現に向け、クラブ活動やイベント支援と活動記録の発信、「足

が速くなるダンス」動画配信
●

2022265 東京都新宿区 INSIGHT LAB株式会社 情報通信業 社内コミュニケーションツールでの運動情報共有、健康情報の配信

2022266 東京都文京区 株式会社東京ドームスポーツ 複合ｻｰﾋﾞｽ事業 スポーツイベントへの参加奨励、エクササイズ動画の作成及び提供 ●

2022267 東京都文京区 東京都鉄二健康保険組合 健康保険事業 ストレッチ・ラジオ体操・活動量計を活用した健康活動事業を実施

2022268 東京都文京区 株式会社光陽社 製造業 クラブ活動への補助金支給、月間25万歩達成社員へのQUOカード支給による運動機会の促進

2022269 東京都文京区 東京都電機健康保険組合 社会保険 ウォーキングイベントの実施、朝礼時のストレッチ、階段利用の推進など

2022270 東京都文京区 ヨネックス株式会社 製造販売業
業務の一環としてのラジオ体操や社内組織である親和会(親睦会）によるスポーツ大会、バドミントン

練習会等を実施

2022271 東京都文京区 医療法人社団同友会 医業
ウォーキングイベント開催、地域マラソンイベント参加、階段利用推進、運動費補助制度、健康だよ

り配信

2022272 東京都文京区
株式会社マツキヨココカラ＆カンパ

ニー
卸売業、小売業 健康管理アプリの利用訴求、企業対抗ラン＆ウォークイベントへの参加

2022273 東京都台東区 医療法人社団せいおう会 医療・福祉 階段利用の促進やオンラインフィットネスによる3密を避けた運動を支援

2022274 東京都台東区 ティーペック株式会社 サービス業
Fitbitを配付し歩数に応じた表彰や寄付を行う他、スポーツクラブ利用補助・表彰、クラブ活動の補

助を実施

2022275 東京都台東区 東京地下鉄株式会社 旅客運輸業 歩数対抗イベントの開催、駅伝大会の開催、スニーカー通勤の推奨

2022276 東京都墨田区 ナガセケンコー株式会社
スポーツ用品製

造業
ボッチャの外部大会への積極的な参加、有志のテニス練習、毎日15時に行う柔軟体操の実施

2022277 東京都墨田区 ライオン株式会社 化学
徒歩・自転車通勤の推奨、健保と連携したイベントの実施、身体活動量を増やすコツ等の情報発

信、社員を中心とした健康イベント等の活動を奨励

2022278 東京都墨田区 アルケア株式会社

医療機器、医療

用消耗材料の開

発、製造、販売

および輸出入

「スポーツ＆レクリエーション制度」による職場単位での運動活性化、クラブ活動の支援、ラジオ体操の

実施
●

2022279 東京都墨田区 東武鉄道株式会社 運輸業 本社全館での体操と階段利用促進による健康増進の実施 ●

2022280 東京都墨田区 アサヒ飲料株式会社 製造業
社員の歩数分に応じた飲料を世の中に提供する「Walk for a smile」、オンラインセルフケアプログラ

ムの開催、ウォーキングキャンペーン等
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2022281 東京都墨田区 株式会社東京鋲兼 商社 部活動への活動費補助、階段利用の推奨、健康づくり冊子の配布

2022282 東京都墨田区 株式会社ルネサンス サービス業 オンラインレッスンの配信、健康づくりイベントの開催、勤務時間中の運動時間の提供等 ●

2022283 東京都江東区 株式会社LIXIL 金属製品 全社ウォーキングイベントや社内SNSで運動奨励を含む健康情報発信を実施

2022284 東京都江東区 株式会社IHIエスキューブ 情報通信業 オリジナル体操の継続と健康支援アプリ等を用いた活動量の見える化

2022285 東京都江東区 SMBCファイナンスサービス株式会社 その他金融業
年間を通したウォーキングイベント、健康増進セミナーの定期開催、健康支援サイト「QUPiO　Plus」

のポイントプログラムの導入

2022286 東京都江東区 佐川アドバンス株式会社 保険代理業等
毎日15時のストレッチ、アプリを活用したウォーキングイベント、毎月１回健康セミナーの動画配信を

実施

2022287 東京都江東区 株式会社THINKフィットネス
フィットネス関連

サービス業

従業員の各店舗施設の無償利用、会社公認クラブチーム活動、本社社員への加圧サイクルデバイ

スの貸与等

2022288 東京都江東区
三井不動産レジデンシャルサービス株

式会社
不動産業 運動不足解消や健康促進を目的とした社内イベント（ヨガ・ウォーキング等）を実施

2022289 東京都江東区 藤倉コンポジット株式会社 製造業 お昼休みにみんなでノルディックウォーキングを実施。心も体もリフレッシュ

2022290 東京都江東区 一般財団法人日本予防医学協会 医療・福祉 作業環境に応じたオリジナル体操「JPMアクティビティ」や各種イベントで組織活性化

2022291 東京都江東区 株式会社オートバックスセブン 卸小売業
社内クラブ活動の推進、社内情報共有サイトにてテレワーク下で実施可能な運動の案内や動画提

供、年2回のウォーキングキャンペーンの実施

2022292 東京都江東区
公益財団法人江東区健康スポーツ

公社
サービス業 施設対抗の歩数対決、毎日のスタンディングミーティングおよびラジオ体操等の実施

2022293 東京都江東区 ネグロス電工株式会社 製造業
全社員が参加可能なオフィスヨガの開催、ラジオ体操の実施、クラブ活動の社員のスポーツ活動費支

援

2022294 東京都江東区 三井住友カード株式会社 その他金融業
クラブ活動の実施、ウォーキング・ランニングイベントの開催、健康支援アプリ「QUPiO＋」におけるポイ

ントプログラム導入等

2022295 東京都江東区 マルハニチロ株式会社 水産業
歩数や身体活動をポイント化して競う健康支援イベントの開催、エクササイズセミナーの開催や動画

配信等

2022296 東京都品川区 ケアパートナー株式会社 社会福祉事業
社内部活制度、腰痛予防動画配信（介護職員向け）、屋内運動動画配信（テレワーク職員向

け）、健康増進アプリ“QOLism”運用

2022297 東京都品川区 大東コーポレートサービス株式会社
シェアードサービス

業、印刷業
徒歩や自転車での通勤の推奨や、健康増進アプリを活用した運動習慣の定着促進の実施

2022298 東京都品川区 大成温調株式会社 建設業
毎朝のラジオ体操で社員の健康増進、社内スポーツサークルの活動支援、毎年２回ウォーキングキャ

ンペーン実施

2022299 東京都品川区 大陽日酸株式会社 化学 無料配布のウェアラブルデバイス活用、スタンディングワークの実施、ミニ運動会の開催等

2022300 東京都品川区 株式会社ジャルセールス 航空運輸業 ウォーキングイベントの実施、「本気のラジオ体操」の実施、健康セミナー開催等
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2022301 東京都品川区 株式会社第一テクノ 建設業 部活動の積極支援及び毎日始業前にラジオ体操・午後3時にストレッチ体操を励行 ●

2022302 東京都品川区 東洋製罐株式会社 製造業
オンラインによるストレッチセミナーの開催・活動量計を用いた健康増進プログラム、歩数イベントの開

催

2022303 東京都品川区 シーイーシー健康保険組合 健康保険組合 日常的な運動を推奨するため、スマートフォンアプリを使用したウォーキングイベントを実施

2022304 東京都品川区 ANAテレマート株式会社 情報通信業
健康増進アプリの導入、就業中の軽運動推奨、スタンディングデスク導入、オンラインでのスポーツイベ

ント推奨等

2022305 東京都品川区 ヤスマ株式会社 食品製造業 毎朝のラジオ体操で社員の健康維持・増進 ●

2022306 東京都品川区 日本航空株式会社 運輸業
「wellnessリーダー」を中心としたウォーキングやヨガなどの実施、オリンピック開幕100日前から開幕ま

での運動できるオンラインイベントや毎日のエクササイズ動画アップ
●

2022307 東京都品川区 株式会社ジャルパック 旅行業 社員の半数以上が在宅勤務の環境下においても、オンラインによる一斉ラジオ体操を実施

2022308 東京都品川区 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 卸売・小売業 ラジオ体操の実施、階段利用の推進

2022309 東京都品川区 コナミスポーツ株式会社
生活関連サービ

ス業・娯楽業
ジョギングしながら清掃活動を行う「ブロギング」の推進、スポーツのオンライン動画の配信

2022310 東京都品川区 株式会社クレオ
情報通信サービ

ス業
チャリティーウォークの開催、カラダ改善コンテストの開催、階段の利用推奨等

2022311 東京都品川区 株式会社ローソン 小売業
「元気チャレンジ！」と銘打ち、アプリでの運動メニューの配信やチーム対抗の「歩く」スポーツイベントの

開催等
●

2022312 東京都品川区 株式会社JALサンライト 事務サービス業 ラジオ体操の実施、オンライン研修の実施、オンラインストレッチ教室の開催等

2022313 東京都品川区 パーク２４株式会社 不動産業
オンラインラン＆ウォークイベントへの参加、立会議スペース等運動機会を創出するオフィスの設置、ク

ラブ活動費用補助等

2022314 東京都品川区 タイムズ２４株式会社 不動産業
オンラインラン＆ウォークイベントへの参加、立会議スペース等運動機会を創出するオフィスの設置、ク

ラブ活動費用補助等

2022315 東京都品川区 タイムズモビリティ株式会社 サービス業
オンラインラン＆ウォークイベントへの参加、立会議スペース等運動機会を創出するオフィスの設置、ク

ラブ活動費用補助等

2022316 東京都品川区 タイムズサービス株式会社 不動産業
オンラインラン＆ウォークイベントへの参加、立会議スペース等運動機会を創出するオフィスの設置、ク

ラブ活動費用補助等

2022317 東京都品川区 タイムズコミュニケーション株式会社 不動産業
オンラインラン＆ウォークイベントへの参加、立会議スペース等運動機会を創出するオフィスの設置、ク

ラブ活動費用補助等

2022318 東京都品川区 タイムズサポート株式会社 金融・保険業
オンラインラン＆ウォークイベントへの参加、立会議スペース等運動機会を創出するオフィスの設置、ク

ラブ活動費用補助等

2022319 東京都品川区 パーク24ビジネスサポート株式会社 不動産業
オンラインラン＆ウォークイベントへの参加、立会議スペース等運動機会を創出するオフィスの設置、ク

ラブ活動費用補助等

2022320 東京都品川区 株式会社カロコ ITサービス業 全社総括会にてスポーツ活動を実施、健康アプリ利用費用補助



認定証番号

（2022～）
所在地 企業名 業種 取組事例 ブロンズ プラス

2022321 東京都品川区 株式会社ガスパル ガス小売業
健康増進スマホアプリの導入、健康ポータルサイトを活用したウォーキング促進、ラジオ体操動画の配

信

2022322 東京都目黒区 セロトーレ株式会社

イベント運営、ス

ポーツスクール運

営

オンライントレーニング、スポーツイベントへの参加促進、スポーツ用品の購入補助

2022323 東京都目黒区
株式会社アドバンテッジリスクマネジ

メント
サービス業 ウォーキングイベントの開催、部活動費用の補助、自転車通勤の奨励等

2022324 東京都大田区 キヤノン株式会社 製造業
60年代から継続している「キヤノン体操」をリニューアルし、就業前や各種イベントで実施、アプリを活

用したウォーキングイベントの実施、クラブ活動支援等

2022325 東京都大田区
医療法人社団涓泉会　山王リハビ

リ・クリニック
医療・福祉 ランニングサークルの創設と法人内メディカルフィットネス施設のスタッフ利用 ●

2022326 東京都大田区 株式会社JALスカイ 旅客サービス業 健康セミナーの開催、ラジオ体操の実施、ダンスイベントの開催、ダイエット勉強会の開催等

2022327 東京都大田区
戸田中央医科グループ　医療法人社団

七仁会
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022328 東京都大田区
戸田中央医科グループ　医療法人社団

松井病院
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022329 東京都大田区 株式会社荏原製作所 製造業 ウォーキングプログラムの実施、オンラインフィットネスイベントの開催、フィットネス動画配信

2022330 東京都世田谷区 一般社団法人鬼ごっこ協会
教育学習・支援

業
月数回のウォーキング、ジョギング、フットサル活動 ●

2022331 東京都世田谷区 株式会社メディヴァ コンサルティング
全社のチャットでメンション機能を活用し、多くの社員を巻き込んだ運動習慣のきっかけづくり、ウォーク

ラリーイベントの実施等

2022332 東京都世田谷区 SHIROGYM サービス業 イスを利用したSITbics.（シットビクス）トレーニングの発案・実施

2022333 東京都世田谷区 楽天グループ株式会社 サービス業
朝会でのストレッチ実施始め、健康セミナー・イベントの定期的な開催。ウェルネスポータルサイトで、健

康情報を随時共有

2022334 東京都渋谷区
オリンパステルモバイオマテリアル株式

会社
販売製造業

健保組合の主催するＷｅｂでの体操教室やウォーキングキャンペーンへの参加促進やスポーツジムの

使用補助等

2022335 東京都渋谷区 株式会社東急スポーツオアシス サービス業
フィットネスクラブの無料利用、アプリを使用した部署別対抗の歩数競争や運動メニューの提供、運動

量が向上するオフィス設備の配置等

2022336 東京都渋谷区 株式会社インターテック 卸売業 毎朝のラジオ体操、月例のヨガレッスン、休憩室にトレーニング機器の設置

2022337 東京都渋谷区 株式会社サンブリッジ 情報通信業
認定部活動制度によるスポーツ実践促進、健康促進に関する情報提供、WEB配信によるストレッ

チを実施

2022338 東京都渋谷区 リーフラス株式会社 サービス業
野球、フットサル、マラソン大会等の各種スポーツイベントへの社員の参加推奨、毎朝の本社社員に

よる会社周辺清掃を兼ねたウォーキング等
●

2022339 東京都渋谷区 株式会社二期 不動産業
自社１階にジム兼サロンを設立しパーソナルトレーナーの常駐指導、週２回のフィットネスコーチによる

グループ指導を実施、また定期的にゴルフコンペ等を実施

2022340 東京都渋谷区 株式会社TENTIAL
IT・通信／流

通・小売
社内フットサル活動の実施
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2022341 東京都渋谷区 株式会社バリューHR サービス業 自社事業「くうねるあるく+ふせぐ」で、コロナ禍での安全な歩き方を学びながらウォーキングを実施

2022342 東京都渋谷区 株式会社フォーバル 卸売業 WEB動画コンテンツで運動機会を提供、離れていてもチームでマラソン大会

2022343 東京都渋谷区 明和地所株式会社 不動産業 社内に従業員専用のトレーニングジムを完備、フロア移動は階段利用を促進 ●

2022344 東京都渋谷区 株式会社ゼットン 飲食・サービス業
リモートマラソンや、エリア・店舗・役職・部署等の枠を超えた社内部活動の実施、毎月 1回の清掃

活動を兼ねたウォーキング「ビーチクリーン」の実施

2022345 東京都渋谷区 テルモ株式会社 精密機器 歩数を入力し画面上で果物を育てると、本物の果物が自宅に届く「WEBウォーキング大会」を実施 ●

2022346 東京都渋谷区 株式会社スタイル・エッジ
経営コンサルティ

ング
全従業員が参加できるオンラインヨガの開催

2022347 東京都渋谷区 セコム医療システム株式会社 サービス業
健康アプリによる「歩数」と「健康スコア」（食事や歩行以外の運動）対決、階段カロリー表示・バラン

スボール・スタンディングテーブルの設置による運動促進等

2022348 東京都渋谷区 VAJデジタルデザイン株式会社 情報通信業
ラジオ体操実施、エアロバイクの設置、スタンディングミーティングの実施、フリースペースにバランスボー

ルを設置、階段利用の促進

2022349 東京都渋谷区 共同カイテック株式会社 製造業 ラジオ体操の実施、公式部活動の継続

2022350 東京都渋谷区 株式会社フジタ 建設業
ラジオ体操の実施、トレーニング動画の配信、社内クラブ活動への補助金の支給、健康アプリを活用

した運動の推進等

2022351 東京都渋谷区 株式会社コロプラ 情報通信業 健康ポータルの開設、ウォーキングイベントの参加、管理栄養士や看護師による指導等

2022352 東京都渋谷区 東急株式会社 不動産業 社内イントラの活用、ウォーキング大会の開催、毎日２回の体操実施、スポーツ施設利用補助等

2022353 東京都渋谷区 東急電鉄株式会社 鉄軌道事業 社内イントラの活用、ウォーキング大会の開催、毎日２回の体操実施、スポーツ施設利用補助等

2022354 東京都渋谷区 株式会社ティーガイア 情報通信業 エクササイズ動画の配信、社内クラブ活動の運営支援、ラジオ体操の実施、スタンディングミーティング

2022355 東京都渋谷区
株式会社ジェイアール東日本都市

開発
不動産業 ラジオ体操の実施、健康管理アプリの導入、階段利用の促進等

2022356 東京都渋谷区 シダックス株式会社 給食事業 ラジオ体操の実施、「お家でできる簡単な体操・運動」の紹介と呼びかけ

2022357 東京都渋谷区 株式会社KOMPEITO その他サービス業 エクササイズ動画の配信、自転車通勤の推奨、徒歩移動の促進

2022358 東京都渋谷区 東急スポーツシステム株式会社 サービス業 エクササイズ動画の配信、オンラインマラソン大会の開催 ●

2022359 東京都中野区 株式会社丸井グループ 小売業
各職場で社員が主体的に企画して実践。ウォーキングイベント、ラジオ体操・オリジナル体操、ヨガ教

室、階段利用促進などを実施

2022360 東京都中野区
富士フイルムサービスクリエイティブ

株式会社
その他サービス業 年2回のウォーキングイベント、１日３０分歩く健康習慣の促進
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2022361 東京都中野区 株式会社プライムアシスタンス サービス業 ヘルスアップ月間の実施、オンデマンド版健康づくりプログラムの提供、社内サークル活動の支援等

2022362 東京都豊島区 ライトウェイプロダクツ株式会社 輸入卸売商社
自転車通勤を推奨し、自転車通勤規程を作成。安全講習会の開催や、駐輪場の設置、自転車

消耗品手当支給等を実施
●

2022363 東京都豊島区 株式会社サプリポート IT
社員全員で毎日朝礼後の３分間ラジオ体操や、希望者が参加可能な毎週水曜朝のランニング活

動の実施

2022364 東京都豊島区 株式会社スタルジー IT
他社の企業等とのフットサルを始めとしたスポーツ交流会の実施、スタンディングテスクの導入等、就業

時間内外で楽しく運動できる環境の推進

2022365 東京都豊島区 株式会社フジサワ・コーポレーション
サイン・ディスプレ

イ・内装
年3，4回のフットサル活動

2022366 東京都豊島区 株式会社ナウイエンタープライズ サービス関連
社内エクササイズの実施、通勤時・休憩時を利用したウォーキング等の推奨、スクーバダイビング実施

費用の補助

2022367 東京都豊島区 株式会社スポスル 情報通信業 従業員への各種スポーツ関連手当の実施及び活動の推進

2022368 東京都豊島区 アポクリート株式会社 小売業 健康管理アプリの導入、トレーニング器具の設置、パーソナルジムの利用促進

2022369 東京都豊島区 株式会社ビックカメラ 小売業
スポーツ活動費用の一部負担や、階段利用の促進、スタンディングテーブルの設置等による運動機

会の向上及び定着の支援

2022370 東京都豊島区 システム・エナジー株式会社 情報通信業 ウォーキングイベントの開催、運動啓発メールの社内配信、部活動奨励制度等

2022371 東京都豊島区 株式会社セレスポ イベント ウォーキングイベントの開催、クラブ活動支援 ●

2022372 東京都豊島区 パーソルワークスデザイン株式会社
アウトソーシング

業

ストレッチセミナーの実施、歩数によってポイントがたまる健康増進アプリ「Suntory+」の導入、ウォー

キングラリーの実施

2022373 東京都豊島区 JR東日本スポーツ株式会社 サービス業
ウォーキングイベントの実施、3分間フィットネスの開催、MY BEST PROGRAMと称し定期的な運動

の実施など年度初に定めた健康目標をリーフレットに記載

2022374 東京都豊島区 デサントジャパン株式会社 製造業
社員のクラブ活動やスポーツ活動の支援、チーム対抗で楽しく歩数を競うウォーキングキャンペーン「歩

活」の実施

2022375 東京都北区 図書印刷株式会社 製造業 ラジオ体操の実施、階段利用への促進、スポーツ施設利用補助等

2022376 東京都北区 日本交通株式会社　赤羽営業所 旅客運送業
感染予防対策しながらのウォーキングを兼ねた清掃ボランティアの実施やスポーツイベントの開催、所

内サークル活動の支援、所内スポーツジムの開設
●

2022377 東京都北区 株式会社サンアメニティ サービス業
地域のスポーツイベント参加のほか、様々な機会を活用した小活動（ラジオ体操、階段利用、自転

車通勤）の積み重ねを推奨
●

2022378 東京都板橋区 ねづクリニック 医療
徒歩・自転車通勤の推奨、音楽に合わせて体を動かしながらの清掃実施、地域の運動イベントへの

参加や、ウォーキングサッカーを定期的に開催して患者と共に参加
●

2022379 東京都板橋区
株式会社スマートスポーツエンターテ

イメント

スポーツマネジメン

ト業
スポーツ活動（フットサル、バスケットボール、ランニング、スキー等）を実施 ●

2022380 東京都立川市 株式会社立飛ホールディングス 不動産業 従業員への運動機会提供を目的としたスポーツクラブとの法人契約、並びに部活動の推進 ●
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2022381 東京都立川市 東京西サトー製品販売株式会社 小売り
週2回、勤務時間中に社内で本格ヨガ教室の開催、Zoom朝礼で簡単ヨガを実施、休憩室にスト

レッチバンドと使用例画像を設置

2022382 東京都武蔵野市 横河電機株式会社 製造業 場所を選ばず隙間時間にできるエクササイズ動画や情報の配信、ウォーキングイベントの開催

2022383 東京都武蔵野市 横河ソリューションサービス株式会社 製造業 オンラインフィットネスの実施、6か月に及ぶウォーキングイベントの開催、新人研修でのエクササイズ等

2022384 東京都武蔵野市 株式会社トーシンパートナーズ 不動産業 朝のラジオ体操実施、サッカー部・野球部の部活活動、ウォーキングイベント実施 ●

2022385 東京都青梅市
太陽誘電モバイルテクノロジー株式

会社
製造業 ウォーキングキャンペーンの実施、クラブ活動制度、スポーツイベントの開催、階段利用促進

2022386 東京都小平市
戸田中央医科グループ　医療法人社団

青葉会
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022387 東京都国立市 株式会社アミックグループ 卸売業・小売業 通勤時のインターバル競歩の実施 ●

2022388 東京都多摩市 トヨタ西東京カローラ株式会社 卸売業・小売業
始業時に全部門・全拠点でラジオ体操・ストレッチを実施、本社社屋の階段移動の推奨や、社内運

動部への活動費支援等
●

2022389 東京都稲城市 株式会社KSK 情報通信業 従業員が自由に健康増進活動を行う「わくわく健康プラン」の実施や、ラジオ体操の推奨

2022390 東京都稲城市 株式会社KSKテクノサポート 情報通信業 従業員が自由に健康増進活動を行う「わくわく健康プラン」の実施や、ラジオ体操の推奨

2022391 東京都	西東京市
戸田中央医科グループ　医療法人社団

時正会
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022392 神奈川県横浜市
株式会社コア・エレクトロニックシステ

ム

電気機械器具修

理業

よこはまウォーキング事業並びに「マイME-BYOカルテ」企業対抗ウォーキングに参加、毎日のラジオ体

操機会と年1～2回のスポーツ大会を実施。

2022393 神奈川県横浜市 公益財団法人横浜市スポーツ協会 その他 朝の1 分体操やオンラインレッスンの導入、健康な生活習慣に関する情報提供

2022394 神奈川県横浜市 BXTOSHO株式会社 技術サービス業
階段利用の推奨、スタンディングミーティングの実施、スポーツクラブ利用料補助、在宅勤務時の簡単

な運動の推奨

2022395 神奈川県横浜市 株式会社JVCケンウッド
電気機械器具製

造業
スポーツ系サークルに大会参加費・施設料などを補助及び事業所内階段の利用促進

2022396 神奈川県横浜市 株式会社CUZMAT サービス業 自社の管理する運動施設で開催するスポーツ教室（水泳・スタジオ）への従業員参加の促進

2022397 神奈川県横浜市 株式会社アイネット 情報通信業 社内クラブ活動（野球部・フットサル部）の活動費補助、社内フットサル大会を実施

2022398 神奈川県横浜市 学校法人五大

生活関連ｻｰﾋﾞｽ

業・娯楽業、教

育・学習支援業

従業員及び家族へのスポーツスクールの受講優待・補助制度を通じたスポーツ実施機会の提供 ●

2022399 神奈川県横浜市
戸田中央医科グループ　医療法人横浜

未来ヘルスケアシステム
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022400 神奈川県横浜市
戸田中央医科グループ　学校法人栄戸

学園
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信
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2022401 神奈川県横浜市
戸田中央医科グループ　株式会社横浜

メディカルケア
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022402 神奈川県横浜市 学校法人横浜YMCA
教育・学習支援

業
業務中のストレッチや軽運動の推奨、歩数計の配布、ウォーキングチャレンジの実施

2022403 神奈川県横浜市 公益財団法人横浜YMCA サービス業 業務中のストレッチや軽運動の推奨、歩数計の配布、ウォーキングチャレンジの実施

2022404 神奈川県横浜市 社会福祉法人横浜YMCA福祉会 医療・福祉 業務中のストレッチや軽運動の推奨、歩数計の配布、ウォーキングチャレンジの実施

2022405 神奈川県横浜市 株式会社トライプランニング サービス業 ストレッチタイムの設定、階段利用の促進、健康セミナー受講

2022406 神奈川県横浜市 株式会社オカムラ 製造業
社内講師によるオンラインヨガの実施、健康アプリを活用したウォーキング等の運動機創出と健康意識

向上、エクササイズ器具設置等

2022407 神奈川県横浜市 日本発条株式会社 製造業
健康見える化プログラムの実施、立ち会議の推奨、ラジオ体操の実施、社内ウォーキングコースの作

成等

2022408 神奈川県横浜市 株式会社スポーツワン サービス業
毎朝の脳活でリフレッシュと定期的な体力測定の実施、スポーツイベント参加費用の支給で運動機

会の推奨

2022409 神奈川県横浜市 株式会社ウエルアップ 卸売 運動指導有資格者によるストレッチ指導、ウォーキングイベント等に参加

2022410 神奈川県横浜市 日産自動車株式会社
輸送用機械器具

製造業
ウォーキングラリーの実施、オンライン運動動画の配信、職場訪問運動レッスンの実施等

2022411 神奈川県横浜市 古河電池株式会社 電気機器製造業 スポーツ活動の費用補助、オンラインフィットネスの開催

2022412 神奈川県横浜市 アネスト岩田株式会社 製造業（機械）
ラジオ体操の実施、体操教室の開催、社内トレーニングジムの設置、部活動奨励、昇降デスクの活

用、ウォーキングイベントの開催等

2022413 神奈川県横浜市 クロゴ株式会社
専門・技術サービ

ス業

自転車・ジョギング・徒歩通勤の推奨、オフィス内シャワー慣行の整備、活動計を身につけることを推

奨

2022414 神奈川県川崎市 株式会社日本サーキット 精密機器業 スポーツ大会、クラブ活動推進、スポーツ施設利用料補助、スポーツ活動費補助

2022415 神奈川県川崎市 株式会社富士通ゼネラル 製造業
「健康デザインセンター」でのスポーツ・運動機会の提供、「健康いきいきチャレンジプログラム」アプリに

よるイベント活動、スポーツインストラクターによるイベント開催など

2022416 神奈川県川崎市 昭和電線ケーブルシステム株式会社 製造業 ラジオ体操、オンライントレーニング動画配信、健康づくりキャンペーンなどを実施

2022417 神奈川県川崎市 昭和電線ホールディングス株式会社 製造業 オンライントレーニング動画配信、健康づくりキャンペーン、スタンディングミーティングの実施

2022418 神奈川県川崎市
富士通ネットワークソリューションズ

株式会社

建設業・情報通

信業

年2回のウォーキングイベントの開催、健康増進セミナーの開催、社内ポータルサイトでの健康情報の

発信等

2022419 神奈川県相模原市
公益財団法人相模原市スポーツ協

会
サービス業 スタンディングミーティングの実施、階段利用や自転車・徒歩による通勤の推奨

2022420 神奈川県横須賀市 東芝ライテック株式会社 電機関連製造業
『FUN+WALK』バーチャルウォーク日本縦断、ダーツ大会、これだけ体操・いきいき健康体操の推

奨、拠点ごとのプチ運動会、始業前のラジオ体操実施
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2022421 神奈川県横須賀市
特定非営利活動法人YMCAコミュ

ニティサポート
社会福祉事業 業務中のストレッチや軽運動の推奨、歩数計の配布、ウォーキングチャレンジの実施

2022422 神奈川県小田原市 富士フイルムグループ健康保険組合 医療・福祉
業務時間中のストレッチ、アプリを用いたウォーキング大会、バランスボールを用いた業務中の体幹強

化等

2022423 神奈川県小田原市
富士フイルムメディアマニュファクチャ

リング株式会社
製造業 始業前のストレッチの実施、ウォーキングイベントの実施、スポーツジムの利用促進等

2022424 神奈川県大和市 FCNT株式会社 情報通信業 ストレッチ動画・歩き方動画の配信、アプリを利用したウォーキングの推進等

2022425 神奈川県南足柄市
富士フイルムエンジニアリング株式会

社
製造業

事業場でのラジオ体操、ウォーキングの推奨及び歩数に応じて寄付を行うイベントへの参加、地域や

グループ会社のスポーツイベントへの参加・応援等

2022426 新潟県新潟市 株式会社アイセック 情報通信業 新潟市が主催するウォーキングイベントへの参加

2022427 新潟県新潟市 新潟信用金庫 金融業 庫内運動部・愛好会・同好会活動（野球部・卓球部・マラソン・サッカー等）への支援 ●

2022428 新潟県新潟市 社会福祉法人新潟みずほ福祉会 社会福祉事業 ウォーキングやランニングなどのクラブ活動の実施 ●

2022429 新潟県新潟市 株式会社新潟クボタ 卸売業・小売業
健康経営宣言を行い、社員の健康増進をはかるため、全社的に毎朝ラジオ体操を実施し、さらに新

潟県健康アプリの活用を推奨
●

2022430 新潟県新潟市 新潟県労働金庫 金融業 ラジオ体操の実施、健康強調月間、スポーツ活動の補助

2022431 新潟県長岡市 株式会社ソリマチ技研 情報通信業
ラジオ体操、サークル活動の積極的支援、地域主催大会の参加等を通じて、社員の心身健康維

持・促進に取り組む

2022432 新潟県長岡市 ソリマチ株式会社 情報通信業 各種サークル活動への支援、階段利用の促進、ウォーキングアプリの紹介

2022433 新潟県三条市 シマト工業株式会社 製造業 始業前のラジオ体操、ちょこっと筋トレの推奨、スポーツ活動への補助 ●

2022434 新潟県三条市 パール金属株式会社 卸売業 ラジオ体操の実施、階段利用の促進、三条市主催の「ちょこっと筋トレ」への参加など

2022435 新潟県新発田市 新発田ヤクルト販売株式会社 卸売・小売業
従業員が自ら目標を設定して実践する、自己管理『健康宣言』の推進、ウォーキング・スポーツ活動

推奨

2022436 新潟県新発田市
一般財団法人下越総合健康開発セ

ンター
医療・福祉

職員を対象とした運動イベント（体力測定、筋トレ・ストレッチ教室）の開催、「日常で行えるエクサ

サイズ」の提案と、運動と食事に関する目標の設定

2022437 新潟県燕市 スワロー工業株式会社 製造業
毎朝のラジオ体操、外部講師を招いての健康づくりセミナー、社内ボウリング大会の開催、市内ソフト

ボール大会、県内マラソン大会への参加等

2022438 新潟県上越市 株式会社高舘組 建設業 握力測定で自分の筋力を自覚しよう、ラジオ体操継続50年、社屋の階段利用促進実施中

2022439 新潟県魚沼市 株式会社三友組 建設業 ラジオ体操の実施、腰痛、肩こり予防のストレッチ講義の開催

2022440 新潟県田上町 一般社団法人みどり福祉会 地域福祉活動 自転車レースを主催し参加を奨励、同レースの合同練習の実施、週末の朝サイクリングの実施
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2022441 富山県富山市 株式会社アピアスポーツクラブ
生活関連サービ

ス業・娯楽業

高地トレーニング施設を含めた所有施設の開放や所有備品の貸与、従業員と会員が参加するサー

クル活動のサポート等

2022442 富山県富山市 コマツ富山株式会社 卸売業 勤務開始時にラジオ体操実施、階段に消費カロリー表示、勤務時間中にできるストレッチの紹介

2022443 富山県富山市 株式会社インテック 情報通信業 ウォーキングイベントの開催、健康セミナーの実施

2022444 石川県金沢市 ルーチェワーク株式会社
インターネット付

随サービス業

社内で、毎週スポーツインストラクターに指導していただき、筋トレ、有酸素運動、ストレッチ、体のケア

などをスタッフ全員で毎日行う

2022445 石川県金沢市 アール・ビー・コントロールズ株式会社
電子制御機器製

造

ウォーキング・イベントの開催、社内運動会･球技大会の開催、社内スポーツサークルの活動支援、ス

ポーツクラブの法人契約

2022446 石川県金沢市 株式会社山岸製作所 小売業 自動昇降デスクを設置、スタンディングミーティング・スタンディングワークの実施

2022447 石川県小松市
公益財団法人北陸体力科学研究

所
サービス業 スポーツサークル活動の費用補助、体力測定の実施、トレーニング実施強化月間の設定

2022448 石川県白山市 創屋株式会社 情報通信業 従業員全員参加の身体を動かす会、オフィスの椅子をバランスボールにチェンジ、昼休みに散歩

2022449 石川県志賀町 石川サンケン株式会社 製造業 健康増進に向けた社内運動講座の開催、クラブ活動費の補助などを実施

2022450 福井県福井市 坂川建設株式会社 建設業 ウォーキングを推奨目標に達成時に月3,000円、3ヶ月連続達成した人に健康食材を支給

2022451 福井県福井市 株式会社ナカニシビジョン 製造業 業務前のラジオ体操、月1回の社内ヨガ教室、ウォーキング大会等を実施

2022452 福井県坂井市 川﨑物流株式会社 倉庫業 スポーツクラブ法人契約、朝礼時のストレッチ体操を実施

2022453 山梨県山梨市 冨士食品工業株式会社 製造業 ラジオ体操、部活動、スポーツ大会開催、【冨士食健康通信】にて情報紹介などを実施

2022454 長野県長野市 高木建設株式会社 建設業
朝礼時のラジオ体操、クラブ活動（45年以上の野球部、マラソン部、登山部）、健康セミナー、体

力測定等の実施

2022455 長野県松本市 ルピナ中部工業株式会社 建設設備業
『1015motion』運動の実施、松本市との協力による健康プログラムの実施、健康飲料の支給と健

康づくり情報の発信

2022456 長野県佐久市 社会福祉法人からし種の会 福祉サービス ウォーキングラリー参加　健康づくりセミナーの開催

2022457 長野県千曲市 エムケー精工株式会社 製造業
スポーツ活動をポイント加算できる研修マイレージ制度や高年齢者の転倒予防のための歩行改善体

操などを実施

2022458 長野県坂城町 寿製薬株式会社 製造業
朝礼時のラジオ体操、各種スポーツ行事（ソフトボール、スキー、ゴルフ）、年1回のノーマイカーウィー

ク等を実施

2022459 岐阜県可児市 株式会社アクトス サービス業 本部員は朝礼時に体操・ストレッチ運動を実施。店舗従業員にはトレーニング設備を無料で提供 ●

2022460 岐阜県飛騨市 アルプス薬品工業株式会社 製造業
全社員を対象としたウォーキングイベント「ALPS　Walk」の実施、運動部活動の支援、毎月１回の

「健康新聞」の発行
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2022461 静岡県静岡市 鈴与健康保険組合 健康保険組合
ICTを利用したウォーキング大会を実施、ロコモ予防運動測定の実施、ルネサンス等運動施設利用

補助、肩こり、腰痛予防ヨガオンラインセミナーの実施

2022462 静岡県静岡市 静岡県石油健康保険組合 健康保険組合 携帯アプリを使用し、1日8,000歩以上を目標として年1回ウォーキングイベントを実施

2022463 静岡県静岡市 静岡県信用金庫健康保険組合 健康保険組合
「＋１０」いつもより１０分多く体を動かそうという目標のもと運動習慣作りを応援、健康増進アプリ

を活用したウォーキングラリーへの参加

2022464 静岡県静岡市 しずおか焼津信用金庫
金融業（信用金

庫）
信和会活動（部活動）の活動補助、全役職員参加のウォーキングイベント（歩数競争）を実施

2022465 静岡県静岡市 株式会社TOKAIホールディングス 卸売業 ウォーキングイベントの開催、体育クラブへの助成金付与

2022466 静岡県静岡市 静清信用金庫 金融業 ウォーキングイベントへの参加、部活動費の補助、健康経営ニュースの発行

2022467 静岡県静岡市 鈴与商事株式会社 卸売業 ウォーキング＆スポーツイベントの実施、スポーツジム利用補助、クラブ活動の補助等

2022468 静岡県浜松市 株式会社杏林堂薬局 小売業
初心者から上級者まで参加可能な社内ランニングクラブの運営とオンライントレーニングの配信、ス

ポーツジムの利用料や社内部活動の補助

2022469 静岡県浜松市 一般社団法人ブレス浜松 スポーツ事業 週に2回の就業前の体操の実施

2022470 静岡県浜松市 浜松いわた信用金庫 信用金庫
部活動の奨励、運動や健康に関するセミナーの開催、階段の２UP３DOWN運動の実施、就業前

体操の実施、ウォーキング支援アプリの活用

2022471 静岡県浜松市 遠州信用金庫 金融業 ウォーキングイベントの開催、ラジオ体操の実施等

2022472 静岡県浜松市 株式会社ソミック石川 製造業
地元女子バレーボールチームと協働して作ったオリジナル体操を始業時・休憩時に実践、クラブ活動

費の補助等

2022473 静岡県沼津市 一般財団法人芙蓉協会 医療・福祉
チームに分かれてウォーキングや筋力トレーニング等の健康づくり活動に取り組んでいるほか、健康セミ

ナーの開催、スタンディングワークの実践等を実施
●

2022474 静岡県熱海市
戸田中央医科グループ　医療法人社団

伊豆七海会
医療・福祉 グループでの大運動会の実施、ソフトボール大会の実施、両大会のオンライン配信

2022475 静岡県富士市 ジヤトコエンジニアリング株式会社 製造業 業務開始前にラジオ体操の実施、PepUpで楽しい運動（健康）イベントの開催

2022476 静岡県富士市 ジヤトコツール株式会社
製造業（金属製

品加工業）
始業前ラジオ体操やウォーキングイベントの実施

2022477 静岡県富士市 ジヤトコプラントテック株式会社 機械器具製造業 朝のラジオ体操、アプリを使ったウォーキングラリー大会を実施

2022478 静岡県富士市 東名電機株式会社 製造業 毎朝ラジオ体操を実施。ウォーキングイベントに参加するなど社員の健康を推進

2022479 静岡県富士市 株式会社アイ・ブロード 人材派遣業 毎朝ラジオ体操を実施、ウォーキングイベントへの参加などで社員の健康を推進

2022480 静岡県富士市 株式会社アイ・ネクスト
情報 処理・通信

技術
毎朝ラジオ体操を実施、ウォーキングイベントへの参加などで社員の健康を推進
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2022481 静岡県富士市 ジヤトコ株式会社 製造業 始業前のラジオ体操実施、健康増進アプリの登録促進、ウォーキングイベントの開催等

2022482 静岡県磐田市
ヤマハモーターエンジニアリング株式

会社
輸送用機器 ウォーキングイベント、朝のストレッチ、健康情報の発信、クラブ活動の支援などを実施

2022483 静岡県焼津市 大東スチール株式会社 製造業 毎朝のラジオ体操・健康ポータルサイト等でのウォーキング促進

2022484 静岡県袋井市 NSKワーナー株式会社 製造業 オリジナル腰痛体操の実施、健康アプリの導入、クラブ活動の支援

2022485 静岡県清水町
静岡県東部機械工業健康保険組

合

社会保険事業団

体
健康体操の実施、健康ポータルサイトの提供、ウォーキングイベントへの参加促進

2022486 愛知県名古屋市 大有建設株式会社 建設業
健康づくりセミナー、ボーリング大会の開催、始業前のラジオ体操の実施、階段の消費カロリー表示、

スポーツ施設との契約と利用推奨等

2022487 愛知県名古屋市
公益財団法人名古屋市教育スポー

ツ協会
サービス業

休憩時間やおうち時間のすき間を活用して気軽に実施できるストレッチメニューを、職員向けに

YouTubeで公開

2022488 愛知県名古屋市 株式会社エクシング 卸売業
毎年10，11月に健康づくり活動を実施、歩数に着目した会社別チーム対抗や個人別でウオーキン

グ事業を実施

2022489 愛知県名古屋市 ブラザー工業株式会社 製造業 健康保険組合、労働組合と共同しての体操の促進、スポーツカーニバルなどを幅広く実施

2022490 愛知県名古屋市 株式会社ITAGE 情報通信業
「社員皆スポーツ」に向けて、スポーツ施設利用補助、健保組合の「健康ウォーク」への参加推奨、家

族も参加できるゴルフコンペ会等を実施

2022491 愛知県名古屋市 株式会社ホンダカーズ愛知 自動車小売 部活動奨励制度、健康づくりセミナー、勤務時間中にできる簡単な運動メニュー紹介などを実施

2022492 愛知県名古屋市 avivo株式会社 健康支援業 ウェアラブル活動量計の提供・利用、ウォーキングイベント実施、運動スペース開設

2022493 愛知県名古屋市 株式会社APEX 卸売業 健康経営の一環として、階段利用の促進を実施

2022494 愛知県名古屋市 瑞穂ミシン株式会社 製造業 ラジオ体操の実施、健康保険組合主催の健康イベントへの参加等

2022495 愛知県名古屋市 ビーエム工業株式会社 製造業 運動不足解消と日常生活での事故防止のため、毎朝、就業開始時にラジオ体操を実施

2022496 愛知県名古屋市 中部電力健康保険組合 健康保険組合 1日8,000歩以上のウォーキングと、毎日のラジオ体操、スクワット、ストレッチを全員で実施

2022497 愛知県名古屋市 ブラザーリビングサービス株式会社 ビルメンテナンス業 ロコモ防止トレーニング「ロコトレ」、階段利用促進、スポーツカーニバル、社内スポーツ大会の実施

2022498 愛知県名古屋市 シンコースポーツ中部株式会社 サービス業
自社開発の運動プログラム動画配信、有資格社員（健康運動指導士等）による健康情報の提

供

2022499 愛知県名古屋市 イーバリュー株式会社 その他サービス
企業対抗ランニングイベントへの参加、社内ランニングサークルの設置、チーム制の健康づくり活動、ス

タンディングミーティングの実施

2022500 愛知県名古屋市 株式会社ブラザーエンタープライズ 卸売業
「メタボ率」を下げることを最重要テーマに掲げ、ウォーキング活動の実施や、体操、ストレッチ、筋トレ

などの運動を推奨
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（2022～）
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2022501 愛知県名古屋市 ブラザーインターナショナル株式会社 機械器具卸売業 階段利用の促進

2022502 愛知県名古屋市 ブラザーロジテック株式会社 物流 ラジオ体操の実施、健康づくりイベントの開催

2022503 愛知県名古屋市 ヒロセ合金株式会社 製造業 自転車通勤の推奨、ストレッチ動画の配信等

2022504 愛知県名古屋市 株式会社トヨタエンタプライズ 総合サービス業 ウォーキングイベントの開催、健康増進活動「健康チャレンジ８」の実施、スポーツジム利用促進

2022505 愛知県名古屋市 トヨタ販売連合健康保険組合 社会保険
毎昼休憩後に全職員で「トヨタ職場体操」を実施、希望に応じて配付した健康グッズ（ヨガマット、縄

無し縄跳び、ストレッチチューブ等）を活用し自宅や職場での運動を継続

2022506 愛知県名古屋市 ブラザー健康保険組合
ｻｰﾋﾞｽ業(他に分

類されないもの)
オリジナルのBrother体操の作成、オフィスストレッチ、ウォーキングイベントの実施

2022507 愛知県名古屋市 株式会社トヨタシステムズ 情報・通信業
オンラインとアプリを活用し、コロナ禍の運動不足解消に向けてのセミナー、ウォーキングイベント等を開

催

2022508 愛知県名古屋市 ATグループ健康保険組合 医療・福祉
契約スポーツクラブの利用促進や機関誌による運動・トレーニング関連記事の紹介、日々の運動やバ

イタル情報を記録できる「健康ポータルサイト」の開設

2022509 愛知県名古屋市 トーテックアメニティ株式会社 情報通信業
『イキイキ活動』と銘打って、スポーツ大会、クラブ活動推進、スポーツ施設利用料補助、スポーツ活

動費補助等を実施

2022510 愛知県名古屋市 トーテックビジネスサポート株式会社 卸売業 スポーツ大会、クラブ活動推進、スポーツ施設利用料補助、スポーツ活動費補助

2022511 愛知県名古屋市 トーテックフロンティア株式会社 サービス業 スポーツ大会、クラブ活動推進、スポーツ施設利用料補助、スポーツ活動費補助

2022512 愛知県名古屋市 日本特殊陶業株式会社 製造業
健康啓発セミナーの開催、社内クラブ活動の実施、各種スポーツイベントへの参加、始業前のラジオ

体操の実施等

2022513 愛知県名古屋市 天野エンザイム株式会社
化学工業製品製

造業

社内企画・制作の健康セミナー（動画）、運動指導士による健康セミナー、ストレッチやラジオ体操

等の実施

2022514 愛知県名古屋市
トヨタモビリティパーツ株式会社　愛

知支社
卸売業 全従業員によるラジオ体操およびウオーキングキャンペーンの積極展開に加えスポーツへの取組支援

2022515 愛知県名古屋市 株式会社あまの創健 サービス業
社内健康セミナーの開催、健康情報LINEで簡単なエクササイズの情報配信、ウォーキングキャンペー

ン、職場でのストレッチ等の実施

2022516 愛知県名古屋市 豊田通商株式会社 卸売業
健康アプリを活用したウォーキング大会の開催や、体操・ストレッチのオンラインセミナー、および動画の

配信実施等

2022517 愛知県名古屋市 佐久間特殊鋼株式会社 卸売 就業前ラジオ体操の実施や健康器具の設置 ●

2022518 愛知県名古屋市
株式会社モンペルランエンタープライ

ズ
卸売・小売 クリーンアップウォーキングの開催、マラソン練習会の開催、体力測定の実施等 ●

2022519 愛知県豊橋市 昭和製薬株式会社 製造業 毎朝のストレッチ＆エクササイズ、テニス同好会、ミニ運動会、毎日30分ウォーキング

2022520 愛知県瀬戸市 大橋運輸株式会社 運輸業
社内ウォーキングイベント、勤務時間中にスポーツ教室を実施、社内トレーニングルーム設置などの環

境づくりも実施
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2022521 愛知県半田市 株式会社中京医薬品 小売業 ラジオ体操の実施、ウォーキングの推奨、SNSによる運動の奨励

2022522 愛知県半田市 ツカサ工業株式会社 製造業 毎朝ラジオ体操の実施、スタンディングワークの推奨等

2022523 愛知県春日井市 医療法人社団喜峰会 医療業 ラジオ体操やウォーキング、階段昇降の推奨、スポーツ大会の開催等を実施

2022524 愛知県春日井市 昭和精機株式会社 製造業 健康生活月間への参画、毎朝のラジオ体操実施

2022525 愛知県津島市 株式会社服部商会 卸売業 ラジオ体操の実施・課対抗ウォーキングラリーの実施・トレーニングスペースの設置

2022526 愛知県刈谷市 株式会社デンソー 製造業
オンラインフィットネス開催、社内トレーニング施設の充実、チーム対抗歩数レース、始業前ラジオ体操

の実施、テーマ別の運動動画作成と配信、歩幅スケール設置等

2022527 愛知県刈谷市 トヨタ紡織株式会社 輸送用機器
始業前のラジオ体操、年2回の90日間チャレンジウォーク、健康セミナーの開催、社内スポーツイベン

トの開催等

2022528 愛知県刈谷市 トヨタ車体株式会社
輸送用機器製造

業
朝礼前の『おはよう体操』の実施、体力測定の実施、定時後の運動教室（ヨガ教室等）の実施等

2022529 愛知県豊田市 トリニティ工業株式会社 機械
朝のラジオ体操、昼のストレッチ、運動をポイント換算し、目標達成者にインセンティブを付与するイベ

ントを実施

2022530 愛知県豊田市 トヨタ自動車健康保険組合
医療法人・サービ

ス業
職員にウエアラブル端末を配布し運動イベントを開催。就業時間中に職場体操の実施

2022531 愛知県豊田市 豊田安全衛生マネジメント株式会社 サービス業 毎日の職場体操、体力測定の実施、STOP座りすぎアラームの実施等

2022532 愛知県豊田市
トヨタテクニカルディベロップメント株

式会社

サービス業(他に

分類されないも

の）

計る/知る→運動･食事改善をコンセプトに活動量計を活用したウォーキングイベントを実施

2022533 愛知県安城市 株式会社ニッセイ 機械
若年メタボ向けの3か月しっかり運動サポートプログラムと55歳からのエイジマネジメントによる生涯健

康づくり

2022534 愛知県尾張旭市
グリーンシティケーブルテレビ株式会

社
情報通信業 朝のラジオ体操、階段利用の推奨、立ちミーティングの実施、ストレッチ体操の推奨

2022535 愛知県日進市 三幸土木株式会社 建設業 始業前のラジオ体操、部活動の助成、アプリを使ったウォーキングの奨励

2022536 愛知県日進市 株式会社ＳＯＫＥＮ 研究開発
社内フィットネスジムの整備及び利用促進、グループ会社主催の健康保持・増進イベントへの積極的

参加、地域の清掃活動を兼ねたウォーキングの実施

2022537 愛知県清須市 豊田合成株式会社 製造業
『モーニングストレッチ』や健康支援アプリの活用により日々の運動を推進、毎年『職場単位の健康づく

り活動』を展開

2022538 愛知県大口町
特定非営利活動法人ウィル大口ス

ポーツクラブ
サービス業

行動変容メッセージによる健康への意識の向上、フィットネスルームの開放、スポーツイベントを通した

社員間交流などを実施

2022539 愛知県東浦町
公益財団法人愛知県健康づくり振

興事業団
医療・福祉

階段利用・就業中のストレッチ・歩数の計測・ノー残業デーでの運動実施のうち１つを社員が選び実

践

2022540 三重県津市
特定非営利活動法人三重県生涯ス

ポーツ協会
技能教習業

「グッピーヘルスケア」アプリでの健康管理、「Sportip Pro」アプリでの月一度の姿勢チェック、オンライン

会議前のエクササイズ導入
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2022541 三重県四日市市 株式会社ファーストステップ サービス業
運動不足解消とコミュニケーション強化を兼ねた、フットサル・ボーリング・ソフトボール等のスポーツ大会

の開催

2022542 三重県四日市市 株式会社三十三銀行 銀行（地銀） 社内ウォーキングイベントの実施、勤務時間中にできるストレッチの紹介

2022543 三重県伊勢市 株式会社ゴーリキ 製造業 朝礼前のラジオ体操、スポーツジムの提供、社内運動会、歩数チャレンジ

2022544 三重県伊勢市 株式会社ナカムラ工業図研 サービス業
スタンディングデスクや健康器具の活用、お昼の5分間体操、階段の使用と徒歩・自転車通勤金の

推奨

2022545 三重県伊賀市 DMG森精機株式会社 製造業 クラブ活動支援、社内ジムの設置、運動教室の開催

2022546 滋賀県守山市 ワコール流通株式会社 倉庫業
毎朝オリジナル体操実施、ウォーキングイベントの開催、階段利用・適正歩幅の啓発、ヘルスアップス

ペースの設置等

2022547 滋賀県高島市 新旭電子工業株式会社 製造業 毎朝のラジオ体操や社内スポーツ大会、積極的なクラブ活動の実施

2022548 京都府京都市 株式会社タナカ善 機械工具卸売業
階段利用の促進や万歩計アプリ搭載の社用携帯の配布などにより日常生活の中での運動促進、業

界団体主催の「歩こう会」「ボーリング大会」への参加等

2022549 京都府京都市 有限会社アドバンク 印刷業 「従業員の健康を企業の成長に！！」をスローガンにウォーキングキャンペーンを年３回実施

2022550 京都府京都市 株式会社ワコールホールディングス 繊維製品 「ワコールGENKI計画2025」を策定し、社員のカラダとココロの健康対策を実施

2022551 京都府京都市 第一工業製薬株式会社 製造業
毎朝のラジオ体操に毎日のオリジナル体操、ウォーキングイベント、運動セミナー、スポーツジム利用促

進制度などの取組を実施

2022552 京都府京都市 村田機械株式会社 製造業 スポーツクラブ活動への支援、健康に関するセミナー、始業前のラジオ体操、健康アプリの導入等

2022553 京都府京都市 ローム株式会社
電気機械器具製

造業
ウォーキングキャンペーン、ヘルスアップキャンペーン、自宅でできるエクササイズプログラムの紹介等

2022554 京都府京都市 もりした循環器科クリニック 医療 診察前のラジオ体操・オンライン京都マラソンへの参加・階段の利用促進等を実施 ●

2022555 京都府京都市 トクデン株式会社 製造業 健康運動指導士による運動講座開催、毎朝のラジオ体操実施、健康づくりブースの設置等

2022556 京都府京都市 オムロン株式会社 製造業 ウォーキングイベントの開催、始業前の体操実施、運動推奨案内の掲示等

2022557 京都府京都市 日本新薬株式会社 製造業 ウォーキングイベントの実施、毎日のストレッチの実施等

2022558 京都府綾部市 日東公進株式会社 製造業 毎朝のラジオ体操、アプリを活用したウォーキングイベントの実施等

2022559 京都府綾部市 日東精工株式会社 製造業 毎朝のラジオ体操、健康経営の一環として体力測定、Nicotto7、社内部活動の支援を実施

2022560 京都府向日市 オムロンヘルスケア株式会社 電気機器 IoT活動量計を活用したオムゼロウォーク・セルフケアオンラインイベント・朝のラジオ体操の実施
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2022561 大阪府大阪市 株式会社コンテック 製造業 部活動の奨励、ウォーキングイベントの実施、階段利用の啓蒙などを実施

2022562 大阪府大阪市 株式会社アスライト サービス業 アプリを活用したウォーキング大会の開催、朝のラジオ体操＆３分間ストレッチの実施

2022563 大阪府大阪市 ニッタ株式会社 製造業 趣味部への援助、ウォーキングイベント実施、協会けんぽ実施の『職場まるごと健康宣言』に参加

2022564 大阪府大阪市 精工理化医療電機株式会社 製造業 全従業員による毎日のラジオ体操、休憩室への運動器具の設置、運動活動サポート制度の運用等

2022565 大阪府大阪市 日立造船株式会社 製造業
毎日の職場体操、定期的な健康情報の発信、健康づくりキャンペーンの実施により職員の健康増進

を支援

2022566 大阪府大阪市 シンコースポーツ大阪株式会社 サービス業
従業員向けに自社開発の運動プログラムや月毎に有資格社員（健康運動指導士等）による健康

情報を提供

2022567 大阪府大阪市 日本生命保険相互会社 生命保険業 空手の動きを取り入れた「美カラテエクササイズ」や「1日プラス10分」の運動企画などの実施 ●

2022568 大阪府大阪市 日本たばこ産業株式会社大阪支社 製造業 就業前の「本気のラジオ体操」の実施、ウォーキングラリーイベントの実施等

2022569 大阪府大阪市
社会保険労務士法人オフィス人事

労務

社労士業務(事

務）

週1回のパーソナルトレーニングの実施、YOUTUBE動画を活用したストレッチ、バランスボールの使用

等

2022570 大阪府大阪市 大阪信用金庫 金融業
オリジナルの「だいしん100年体操」を全役職員が朝礼時に実施する他、クラブ活動の奨励、歩数を

競うウォーキングイベント等を開催

2022571 大阪府大阪市 オーウエル株式会社 卸売業
社員の継続的なスポーツ実施のためにウォーキングアプリを導入し、ウォーキングイベント等の取組を推

進

2022572 大阪府大阪市 大阪港湾健康保険組合 健康保険組合 ワークサイズ導入、ストレッチタイムの実施、健康目標の設定・報告、アプリを活用したイベント開催

2022573 大阪府大阪市 大阪府住宅供給公社 不動産 スニーカー通勤の推奨活動、健康ハンドブックの作成、ｅラーニングによる研修等

2022574 大阪府大阪市 NTN株式会社 製造業
社内クラブ活動支援、駅伝大会・ゴルフ大会などのスポーツイベントの開催、スタンディングミーティング

の実施や運動習慣の定着に向けた支援

2022575 大阪府大阪市 蝶理株式会社 卸売業
従業員のスポーツ活動の取組への支援、自宅や職場でできるストレッチ・ヨガ教室の実施、ウォーキン

グ大会への参加等

2022576 大阪府大阪市 阪神高速パトロール株式会社 サービス 全社員対象にオリジナル体操を実施、半期に一度の体力測定、部署ごとのトレーニング活動

2022577 大阪府大阪市 株式会社ＳＳＫエンタープライズ サービス業 ウォーキングの促進、ストレッチ時間の設定、体力測定会やアウトドアイベントの実施

2022578 大阪府大阪市 株式会社イモト 卸売業 野球部の活動、階段利用の推奨、スタンディングミーティングの実施

2022579 大阪府大阪市 田辺三菱製薬株式会社 医薬
従業員貸与のウェアラブル端末から取得した活動量・睡眠データや働き方データを可視化することで、

健康意識の向上や健康増進を目指す

2022580 大阪府大阪市 小野薬品工業株式会社 医薬品 社内ウォーキングキャンペーンの実施、RIZAPコラムの提供、エクササイズ動画の配信
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2022581 大阪府大阪市 積水ハウス株式会社 建設業
健康経営において運動を重点項目に位置付け、積極的に推奨。日々の平均歩数を組織ごとに順

位付けし、モチベートする「ウォーキングチャレンジ」に取り組む

2022582 大阪府大阪市
パソナ・パナソニック ビジネスサービス

株式会社
総合サービス業 朝礼、昼食時の体操・ストレッチ、シッティングバレー同好会の発足等 ●

2022583 大阪府大阪市 塩野義製薬株式会社 製造業 アスリート社員によるストレッチ＆エクササイズ動画の配信、健康ウォークイベントの開催等

2022584 大阪府大阪市 株式会社OSGコーポレーション 電気機器 毎日の習慣に階段選択や業務中のストレッチ

2022585 大阪府大阪市
株式会社ニッセイ・ニュークリエーショ

ン
サービス業

椅子ヨガセミナーの実施、部活動支援の充実、社内ジムの設置、ウェアラブル端末の一定期間貸与

等

2022586 大阪府大阪市 ロート製薬株式会社 製造業
全社体力測定、全社ウォーキングイベント「とこチャレ」、オリジナルオンライン運動企画「ロートレ」の実

施等
● ●

2022587 大阪府大阪市 江崎グリコ株式会社 製造業
オンラインヨガ教室の開催、ストレッチ動画の配信、運動サークル認定制度、ヘルスケアアプリの活用

等

2022588 大阪府大阪市 富士フイルム和光純薬株式会社 製造業 クラブ活動の奨励、バランスチェア会議室の設置、ラジオ体操の実施等

2022589 大阪府大阪市 大阪ガス株式会社 ガス業 始業前の独自の健康体操の実施、ウォーキングイベントの開催、社内イントラでの健康情報の配信

2022590 大阪府大阪市 株式会社三栄金属製作所

金属プレス・金型

設計製作・樹脂

成形

ラジオ体操の実施、スタンディングワーク・スタンディングミーティングの実施

2022591 大阪府大阪市 株式会社ガスパル近畿 ガス小売業
健康増進スマホアプリの導入、健康ポータルサイトを活用したウォーキング促進、ラジオ体操動画の配

信

2022592 大阪府大阪市 大阪シティ信用金庫 金融業 役職員と家族のウォーキングイベント参加、社内部活動の推進・支援等の実施

2022593 大阪府大阪市 美津濃株式会社 その他製造業
社内報で「ながら運動（隙間時間向け簡単運動プログラム）」動画の配信、ウォーキングイベントの

開催、運動クラブ活動費用補助等
● ●

2022594 大阪府大阪市 住友電気工業株式会社 製造業
社員及びその家族向けのスポーツ大会・教室の開催、ウォーキングイベント開催、フィットネスクラブ利

用補助・競技用品購入費補助

2022595 大阪府堺市 社会医療法人ペガサス 医療・福祉 大縄跳び大会の開催、靴購入の費用負担、自転車通勤の推進等

2022596 大阪府堺市 株式会社IHIインフラシステム 金属製品製造業
健康セミナーやアプリ活用による健康イベントを開催し、健康づくりニュース発行等で簡単に取り組める

運動習慣の紹介を実施

2022597 大阪府岸和田市 フジ住宅株式会社 不動産業 ウォーキングイベント実施やストレッチ時間の設定、昇降式デスクや健康機器の各拠点への設置

2022598 大阪府枚方市 公益財団法人枚方市スポーツ協会 サービス業 年4回ほどの運動イベントの開催、企業対抗ウォーキングイベントへの参加、オリジナル体操の実施等

2022599 大阪府茨木市
西日本高速道路エンジニアリング関

西株式会社

インフラ（高速道

路管理）
ラジオ体操の励行、スポーツ運動系同好会の活動および健康管理を兼ねた周辺清掃活動を実施

2022600 大阪府八尾市 株式会社シナジア 情報通信業
毎朝10分の運動の励行、昼食後の社内交流も兼ねたウォーキング、地域住民も参加する年１回の

スポーツイベントの開催
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2022601 大阪府八尾市 日本精器株式会社 製造業 ウォーキングチャレンジの実施、ラジオ体操の実施、自転車通勤の推奨

2022602 大阪府柏原市 パナソニックサイクルテック株式会社 製造業 １日２回のエクササイズ実施や、サイクルラリ―・ウォークラリーの全社推進、クラブ活動支援等

2022603 大阪府羽曳野市 はぁとふるグループ 医療・福祉 併設フィットネスジムの利用や階段利用の推進などにより職員の運動機会を提供 ●

2022604 大阪府四條畷市 サン電子工業株式会社 電子部品製造業 ラジオ体操の実施、卓球台・体重計・血圧計の設置、ウォーキング支援アプリの提供等

2022605 兵庫県神戸市 マサニ電気株式会社 卸売業・小売業
社内運動会(MASANI RECREATION)、社内運動部（MASANI RUN部）、企業対抗駅伝

への出場支援などを実施

2022606 兵庫県神戸市 株式会社ITC
生活関連サービ

ス業、娯楽業

スタッフのテニススクールのスポット受講制度・定例受講補助制度、年末テニス大会の開催、健康づく

りニュースで日常の運動メニューを発信

2022607 兵庫県神戸市 株式会社神戸マツダ 小売業
”こころと体の健康”と”運動”に関する情報提供、高年齢社員向けの体組成測定会の実施、コロナ

禍考慮した社内ウォーキング大会の開催等

2022608 兵庫県神戸市 株式会社プレオン ＩＴ関連
前月の歩数より3000歩アップを目標にする「+3000」に社員全員で取り組み、毎月の歩数に応じた

表彰の実施、社内部活動の支援、ラジオ体操

2022609 兵庫県神戸市 神戸日野自動車株式会社 自動車ディーラー
ウォーキングキャンペーンやラジオ体操、健康増進セミナーを全従業員向けに開催し、従業員の運動

機会を増やす活動を実施

2022610 兵庫県神戸市 株式会社神防社 設備工事業 ラジオ体操の実施、スタンディングミーティングスペースの設置、アウトドア活動「KOBOhut」の推進

2022611 兵庫県神戸市 シンコースポーツ兵庫株式会社 サービス業
自社開発の運動プログラムの配信、健康運動指導士等有資格社員による社内ツールでの健康情

報提供

2022612 兵庫県神戸市 兵庫トヨタ自動車株式会社 小売業 オリジナルラジオ体操、社内ウォーキング大会の実施、社内部活動の支援等

2022613 兵庫県神戸市 株式会社アシックス 製造業 ランニングアプリ活用によるオンライン駅伝大会、体力測定の実施、運動イベントの開催等 ● ●

2022614 兵庫県尼崎市 心幸サービス株式会社 小売業 からだ測定会、健康セミナー、自社開発の健康管理webサイトの活用

2022615 兵庫県尼崎市 心幸クリエイト株式会社 飲食サービス業 からだ測定会、健康セミナー、自社開発の健康管理webサイトの活用

2022616 兵庫県尼崎市 心幸ウェルネス株式会社 サービス業 からだ測定会、健康セミナー、自社開発の健康管理webサイトの活用

2022617 兵庫県尼崎市 SKサポート株式会社 情報通信業 からだ測定会、健康セミナー、自社開発の健康管理webサイトの活用

2022618 兵庫県尼崎市
兵庫県生涯学習インストラクターの

会阪神ブロック

出帳ヨガ＆オンラ

インヨガ教室

簡単ストレッチヨガ・ラジヨガ体操・ココロとカラダのバランスヨガ・初心者向けやさしいピラティス・ラジオ体

操を社内にて月1～２実施

2022619 兵庫県尼崎市 心幸ホールディングス株式会社 持株会社 からだ測定会、健康セミナー、自社開発の健康管理webサイトの活用

2022620 兵庫県尼崎市 心幸株式会社 卸売業 からだ測定会、健康セミナー、自社開発の健康管理webサイトの活用
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2022621 兵庫県尼崎市 永伸商事株式会社
サービス業／製

造業

工場は朝礼時のラジオ体操、本部ではインストラクターを招いた月2回のヨガを実施（他事業所はリ

モート参加）、年数回の大山登山・自転車⾛行会・ゴルフコンペの開催等

2022622 兵庫県西宮市 古野電気株式会社 製造業
１日１回のラジオ体操、社内ウオーキングイベントや健康づくりセミナーの開催、社内部活動の支援

等

2022623 兵庫県加古川市 株式会社Empathy 印操業 事業所内でのヨガ教室の開催、事務所に運動器具を設置

2022624 兵庫県宝塚市 株式会社ホンダカーズ兵庫 卸売業・小売業 健康づくりの個人ポータルサイトの活用、ウォーキング活動の普及、社内クラブﾞ活動の充実等

2022625 奈良県奈良市
トヨタモビリティパーツ株式会社奈良

支社
卸売業 社内ウォーキング大会や健康セミナー、スポーツ大会参加・スポーツ施設補助の実施

2022626 奈良県奈良市 奈良トヨタ株式会社 自動車小売業 従業員の健康増進のため、毎朝のラジオ体操実施やマラソン大会への参加支援等を実施

2022627 和歌山県和歌山市 株式会社インテリックス 製造業 太極拳講座の開催、健康研修、毎朝のラジオ体操の実施、ウォーキングの推奨など

2022628 和歌山県和歌山市 小西化学工業株式会社 製造業 毎朝のラジオ体操、社内運動施設の設置、アプリを使用したウォーキングイベントの開催等

2022629 鳥取県倉吉市 有限会社向井組 建設業 会議での健康情報の提供、スポーツイベントへの参加推奨、ウォーキングイベントの開催

2022630 島根県松江市 サンベ電気株式会社 建設業 運動機能増進アプリの利用、健康づくりニュースの発行

2022631 島根県出雲市 社会福祉法人あすなろ会
福祉（保育・介

護）
毎日体操やダンスを実施、社内スポーツレクの開催、スタンディングミーティングの実施等

2022632 岡山県岡山市 特定医療法人自由会 医療 同好会活動の支援、フィットネスクラブの無料開放、ラジオ体操など様々な運動機会を提供

2022633 岡山県岡山市 株式会社ガスパル四国 ガス小売業
健康増進スマホアプリの導入、健康ポータルサイトを活用したウォーキング促進、ラジオ体操動画の配

信

2022634 岡山県岡山市 株式会社ガスパル中国 ガス小売業
健康増進スマホアプリの導入、健康ポータルサイトを活用したウォーキング促進、ラジオ体操動画の配

信

2022635 岡山県倉敷市 山﨑プラント株式会社　水島営業所 金属精錬業 新しい生活様式におけるケガをしない為の運動不足解消のストレッチ

2022636 岡山県津山市 山陽ロード工業株式会社 建設業
朝礼時のラジオ体操/ストレッチ体操、年一回の全社対象のレクリエーション大会（球技）、希望者

全員参加可能なクラブ活動

2022637 岡山県津山市 オーエヌ工業株式会社 製造業
始業前に全従業員参加によるラジオ体操の実施と社員のスポーツ活動（ゴルフ、スキー、スノーボー

ド）の推奨

2022638 岡山県津山市 株式会社アリモト 製造業 毎朝のラジオ体操と徒歩通勤の実施

2022639 岡山県真庭市 株式会社村松木工所
家具・装備品製

造業
ラジオ体操の実施、ストレッチ時間の導入

2022640 岡山県美作市 株式会社アイダメカシステム 製造業 朝礼前のラジオ体操、昼休みのウォーキングや休憩室の健康器具活用等の実施
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2022641 岡山県鏡野町 株式会社アイ・エス 製造業 当社独自のラジオ体操の実施による健康管理

2022642 広島県広島市 シンコースポーツ中国株式会社 サービス業
従業員向けに自社開発の運動プログラムや月毎に有資格社員（健康運動指導士等）による健康

情報を提供

2022643 広島県広島市 株式会社ひろぎんホールディングス 金融業
グループ会社等を含む全従事者対象の健康促進プロジェクトの開催、階段の利用等による従事者の

運動習慣の改善・定着を促進

2022644 広島県福山市 公益財団法人中国労働衛生協会 保健衛生業
ラジオ体操・柔軟体操の実施、チャレンジエクササイズの実施、アフターランチウォーキング、健康づくり

セミナーの開催等

2022645 山口県宇部市 かわむらクリニック 病院
朝礼時間に「ひざ裏のばし」及びストレッチの実施、併設された施設で開催されるヨガ教室への、就業

時間中の参加

2022646 山口県岩国市 株式会社キネマティクス サービス事業 健康講座、就業後にトレーニング、運動メニューの提供

2022647 山口県周南市 株式会社トクヤマ 化学
従業員やグループ会社の社員も一緒のチームで参加できる、年間計2回・合計3か月半を実施期間

としたウォーキングイベントを実施

2022648 徳島県徳島市 喜多機械産業株式会社 卸売業
ラジオ体操、健康づくりセミナー、社外でのスポーツ取組のサポート、社内俱楽部活動支援、トレーニ

ングルーム・マシンの活用等による健康増進、健康トレーニングDAYの実施

2022649 徳島県北島町 株式会社フジタ建設コンサルタント
建設コンサルタン

ト業
「どこでもラジオ体操」「上に向かって歩こう！」「フジタアドプトお遍路さん」等

2022650 香川県高松市 シンコースポーツ四国株式会社 サービス業
FUN+WALK PROJECTアプリ及び自治体の健康施策を利用したウォーキングイベントの開催、社

内健康新聞の発行等

2022651 香川県高松市 株式会社穴吹工務店 建設業
社員の健康維持増進のため、全職場で毎朝のラジオ体操、チーム対抗の歩数イベントへの参加、社

内クラブ活動支援、階段利用の奨励等を実施

2022652 愛媛県宇和島市 株式会社ガイヤエクスプレス 運輸業 継続的なラジオ体操の実施、スポーツジムとの法人契約、クラブ活動（ゴルフ部）の支援等

2022653 愛媛県新居浜市 株式会社大石工作所 製造業 朝昼礼時のラジオ体操実施、スポーツジムの法人会員、社内クラブ活動への支援

2022654 高知県高知市 株式会社高知銀行 金融業・保険業 社内部活動、オンライン運動セミナー、地域貢献×運動の「お遍路ウォーキング」を実施

2022655 高知県高知市 大旺新洋株式会社 建設業
毎朝ラジオ体操の実施、フィットネスクラブ法人会員による施設利用、マラソン・ウォーキングイベントへ

の参加、クラブ活動補助等

2022656 高知県高知市 ニッポン高度紙工業株式会社 製造業 クラブ活動の実施、「高知龍馬マラソン」参加費用補助、始業前のラジオ体操等

2022657 福岡県福岡市 株式会社NewSupport
健康支援サービ

ス業

社内スタジオでの運動や通勤及び営業活動時の自転車活用促進と、マラソン等のイベントやスポーツ

競技の練習・試合日の特別休暇

2022658 福岡県福岡市 株式会社アスパートナー 不動産業
介護予防のための運動教室の開催、勤務時間中または自宅でできる簡単な運動メニューの紹介な

どを実施

2022659 福岡県福岡市 福岡トヨペット株式会社 小売業 ラジオ体操の実施、階段利用の促進、クラブ活動の実施等

2022660 福岡県福岡市 株式会社QTnet 情報通信業 ウォーキングイベントの開催、ヨガ教室の開催等



認定証番号

（2022～）
所在地 企業名 業種 取組事例 ブロンズ プラス

2022661 福岡県福岡市 株式会社九州日立システムズ 情報通信業 従業員へ体組成計/活動量計/健康習慣のアプリを提供、継続的ウォーキングの取組

2022662 福岡県福岡市 株式会社正興電機製作所 製造業
健康管理アプリを使ったウォーキングイベントの開催、階段の使用、ラジオ体操、アクティビティスペース

利用等での健康ポイント付与を実施

2022663 福岡県福岡市 社会保険労務士法人アドバンス
学術研究・専門・

技術ｻｰﾋﾞｽ業

出勤者によるラジオ体操の実施、グループチャットを活用したスポーツ・ストレッチ情報の配信、スタン

ディング席の設置、バランスボール型椅子の導入
●

2022664 福岡県福岡市 シンコースポーツ九州株式会社 サービス業 運動プログラムの配信、社内共有ツールでの健康情報配信

2022665 福岡県福岡市 株式会社ガスパル九州 ガス小売業
健康増進スマホアプリの導入、健康ポータルサイトを活用したウォーキング促進、ラジオ体操動画の配

信

2022666 福岡県福岡市 九州電力株式会社 電気
健康づくり月間(毎年10月)での運動イベントの開催の他、社内運動部の活動支援、運動用のウェ

ア、シューズの購入補助等

2022667 福岡県久留米市 株式会社フクナン開発
産業廃棄物収集

運搬業・処分業

毎朝のラジオ体操、提携ジムの優待利用、事務所に簡易フィットネス設備を常設、スポーツ部活動

（野球部・ゴルフ部）の創設

2022668 福岡県福津市 一般社団法人ルートプラス
教育・学習支援

業
仕事終わりに球技やニュースポーツを楽しめるような、日常にスポーツを取り入れられる環境を準備 ● ●

2022669 福岡県篠栗町 医療法人泯江堂三野原病院 医療業 職場内でのストレッチの実施、体力測定の実施

2022670 福岡県苅田町 日産自動車九州株式会社
輸送用機械器具

製造業
ラジオ体操の実施、オンライン運動動画の配信、スタンディングデスクの設置等

2022671 佐賀県佐賀市 株式会社ホンダカーズ中央佐賀 小売業
社内スポーツ大会の開催、クラブ活動への活動費支援、地域スポーツ活動への参加奨励、社員の

健康増進のための補助制度などを実施

2022672 長崎県波佐見町 長崎キヤノン株式会社 製造業 始業前の体操を実施、アプリを活用したウォーキングイベントの実施、社内スポーツクラブ活動の推進

2022673 熊本県熊本市
幼保連携型認定こども園

木の葉こども園
福祉・教育業

腰痛・肩こり予防等の健康づくりセミナー、休憩中にできる簡単な運動ストレッチメニュー紹介などを実

施

2022674 熊本県熊本市 株式会社えがお 小売業 社内ジム施設の設置、インストラクターによるレッスン、階段利用促進ルールの導入

2022675 熊本県熊本市 九州電機工業株式会社 製造業 ラジオ体操の実施

2022676 大分県大分市 ジェイリース株式会社　大分本社 その他金融 スポーツ交流会、障がい者スポーツ体験会の実施、健康アプリを活用した職場対抗戦に参加

2022677 大分県国東市 大分キヤノン株式会社 製造業 始業前に「キヤノン体操」を実施、1min.運動の推奨、アプリを活用したウォーキングイベントの実施

2022678 宮崎県宮崎市 株式会社ラヴィータ
生活関連サービ

ス業
自社保有のトレーニングマシンを活用して体力の維持・向上

2022679 宮崎県宮崎市 株式会社宮崎銀行 銀行業 アプリを利用したウォーキング大会の開催、スポーツジムとの連携、サークル活動の実施等

2022680 宮崎県日向市 旭建設株式会社 建設業
毎朝ラジオ体操第１・第２及びオリジナル３分間体操の実施、年２回健康に関するセミナーの実

施、クラブ活動費の助成
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2022681 宮崎県高鍋町 宮崎キヤノン株式会社 製造業 始業前の体操を実施、アプリを活用したウォーキングイベントの実施、社内スポーツクラブ活動の推進

2022682 鹿児島県霧島市 株式会社トヨタ車体研究所 その他サービス業
健康促進支援手当、職場ミーティング内で健康テーマでのディスカッションの設定、歩数競争などを実

施

2022683 沖縄県那覇市 株式会社ダスキン沖縄 サービス業
社員の健康維持・増進を目的に歩数競争や、地図上で沖縄一周を目指すウォーキングイベント等の

実施

2022684 沖縄県浦添市 大東ガスパートナー株式会社 ガス小売業
健康増進スマホアプリの導入、健康ポータルサイトを活用したウォーキング促進、ラジオ体操動画の配

信

2022685 沖縄県糸満市 薬局えぱーわーな～ 医療 朝一体操の実施、社内に運動器具を設置、ロコモ度チェックの実施等

【参考】

令和4年1月26日時点 同12月22日時点

通常 611 608

ブロンズ 74 77

（うちブロンズプラス） (9) (9)

計 685 685

認定数

認定内容


