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認定番号 所在地 企業名 取組内容 ブロンズ プラス

2023001 北海道札幌市 道路建設株式会社
始業時のラジオ体操、ウォーキングイベントの開催、社内サークル制度による運動

機会の奨励などを実施。

2023002 北海道札幌市 株式会社北海道銀行
社内ウォーキングイベントの開催（職員組合共催）、社内部活動の支援、どうぎん

体操等

2023003 北海道札幌市 伊藤組土建株式会社
週１回３０分程度のオンライントレーニング、年２回の歩行奨励イベント、社員有

志のクラブ活動や単発イベントへの補助を行っています

2023004 北海道札幌市
ダイアモンドヘッド株式会社

札幌本社

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

2023005 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

公認サークル制度を設け、従業員がスポーツをはじめとする様々な活動を実施する

ことを支援

2023006 北海道釧路市
特定非営利活動法人東北海道

スポーツコミッション

自社施設内に設置されているトレーニング室を無料利用。専任コーチによるアイス

ホッケー教室、筋力トレーニング講習を受講可能

2023007 北海道帯広市 北王コンサルタント株式会社
社用自転車の活用、社内スポーツ大会などを通して運動機会の増進に取り組んでい

ます。

2023008 北海道苫小牧市 トヨタ自動車北海道株式会社
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

2023009 北海道苫小牧市
出光興産株式会社北海道製油

所

健康増進活動を通じた運動習慣定着の促進や、勤務時のスタンディングミーティン

グ推奨。

2023010 北海道幕別町 株式会社笹原商産
アプリを利用したウオーキングラリーに取り組んでいます。社内で全社員参加の

チーム対抗戦の開催と、全国の企業と戦う団体戦に参戦しています。

2023011 青森県八戸市 合同会社マルカネ
従業員の健康保持増進のため、毎朝ラジオ体操「南部弁（青森県南地方）バージョ

ン」を実施。

2023012 青森県八戸市 ウェルネスワーク株式会社
毎朝30分間を「スポーツの時間」とし、ラジオ体操やストレッチ、ウォーキングな

どを行っている。

2023013 岩手県盛岡市 株式会社共栄薬品
ラジオ体操、地域のイベント参加、フィットネスクラブ無料利用、スモールチェン

ジ活動カードで運動習慣継続を応援！
●

2023014 岩手県大船渡市
株式会社菊池技研コンサルタ

ント

昭和38年の創業時より継続しているラジオ体操、ホコタッチを利用した取り組み、

健康増進ウォーキングの開催などを実施。
●

2023015 岩手県一関市 東北フローズン株式会社
「すこやかな毎日、ゆたかな人生」の実現に向け、社員自身が主体的な健康づくり

を実践・習慣化！

2023016 宮城県仙台市 株式会社 アースライフ
健康経営に力を入れており、健康に関するセミナーに積極的に参加や日常的に運動

習慣を身に着けるようにしている。
●

2023017 宮城県仙台市 株式会社いちたす 積極的な階段利用および徒歩通勤の促進、昇降デスクおよびバランスボールの導入

2023018 宮城県仙台市 株式会社ガスパル東北 ゴミ拾いウォーキングイベントなど、Withコロナ時代に実施できる運動機会を提供

2023019 宮城県仙台市 株式会社CYBER DREAM
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を行なっています。

2023020 宮城県仙台市 株式会社 ANDBRO 健康増進活動を通じたスポーツ実施の促進や、定期的な社内全員での運動

2023021 宮城県仙台市 仙台ターミナルビル株式会社
社内クラブ活動への支援と奨励、部署対抗のウォーキングイベントの定期開催、

フィットネスクラブの利用費用援助など

2023022 宮城県登米市 株式会社日新クリエーション
勤務中や休憩時間にできる簡単なストレッチ体操の紹介、朝のスタンディングミー

ティングの取組。

2023023 山形県米沢市
AGCディスプレイグラス米沢

株式会社

ラジオ体操・腰痛ストレッチは毎日実施、ウォーキングイベント、からだ測定会の

実施

2023024 福島県双葉郡 株式会社　Jヴィレッジ
サッカーやニュースポーツに挑戦するなど、気軽に運動を行える環境づくりや多様

なスポーツの振興に努めています
●

2023025 福島県福島市 税理士法人ケーエフエス
ケーエフエスグループ全体で、健康経営の一環として健康セミナー、社内クラブ活

動の支援、ウォークビズなどを実施。

2023026 福島県福島市 株式会社福島製作所 ラジオ体操の実施、階段利用の促進、エコ通勤の実施等 ●

2023027 福島県福島市 株式会社ケーエフエス
ケーエフエスグループ全体で、健康経営の一環として健康セミナー、社内クラブ活

動の支援、ウォークビズなどを実施。

2023028 福島県郡山市 福島トヨペット株式会社
法人契約スポーツクラブ・健康チャレンジキャンペーン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！

2023029 福島県郡山市 福島スバル自動車株式会社
社員のスポーツ活動が運動の習慣化とコミュニティ拡大に貢献！心身ともに健康

に！
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2023030 福島県郡山市 株式会社有明
専任講師の健康セミナー実施。社内スポーツテスト。全社員バーチャルウォーキン

グ大会参加。契約スポーツジムの会費補助。

2023031 福島県郡山市 株式会社エフコム
社内ウォーキングイベント（レクリエーション、ごみ拾いなど）やソフトボール大

会、部活動などを実施

2023032 福島県郡山市
ネッツトヨタノヴェルふくし

ま株式会社

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！

2023033 福島県郡山市 ダイハツ福島株式会社 スポーツクラブの法人契約利用、健康チャレンジキャンペーンの実施

2023034 福島県郡山市 ゼビオ株式会社
全店・事業での始業前ストレッチ、休憩時間等の運動習慣の推奨、スポーツ活動費

用の支援。
●

2023035 福島県いわき市 いわきヤクルト販売株式会社 従業員の仕事と家庭の中で、自然とスポーツが取り入れられる環境の構築

2023036 茨城県水戸市 株式会社ユードム
社内運動会、クラブ活動(野球・ゴルフ）、水戸黄門漫遊マラソンランナー応援隊参

加他

2023037 茨城県古河市 関東通運株式会社 ラジオ体操、社内歩数ランキング、地元サッカーチームとのサッカー教室等

2023038 茨城県鹿嶋市 日鉄物流鹿島株式会社
体組成分測定、インセンティブ付の運動実践報告制度。体力診断、始業前ラジオ体

操実施。

2023039 茨城県那珂市 株式会社アンク
眠気スッキリ　集中力アップ　体幹トレーニング！・カラダの歪みを矯正　バラン

スボールチェア！
●

2023040 茨城県神栖市 株式会社カネカ　鹿島工場
就業時間中のストレッチ実施、体力測定会の実施、社内ウォーキングイベントの実

施、寮へのジム設置等

2023041 茨城県小美玉市
特定非営利活動法人そらのし

た

少年団育成、地域部活動、社内運動会、栄養学や体の動かし方など健康づくりセミ

ナー、パーソナルトレーニングなどを実施。

2023042 栃木県宇都宮市 株式会社コジマ 地域に根付いた運動機会の提供、健康促進に向けたアプリの活用などを実施

2023043 栃木県栃木市 株式会社福田土木
空き時間に出来る運動や勤務時間中に出来る簡単な運動のご紹介。ウォークビズ。

朝礼のスタンディングミーティング。

2023044 栃木県壬生町 大久保クリニック 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 ●

2023045 群馬県利根郡 上牧温泉病院 ウォーキングイベントや理学療法士による歩き方講座・筋トレ講座を開催します。

2023046 群馬県高崎市 医療法人社団美心会
施設内メディカルフィットネスにて、生活習慣病予備軍に健康サポートプログラム

を提供。地元開催スポーツイベントに積極参加。

2023047 群馬県高崎市 産科婦人科舘出張佐藤病院
クラブ活動の支援、高崎美スタイルマラソン大会への参加、階段利用促進、G-

Walkアプリの活用等
●

2023048 群馬県伊勢崎市 株式会社新鮮便
社内の部活動（スポーツ関連）へ支援や始業前に毎日ラジオ体操を実施し、社内全

体のスポーツ・運動意識の向上

2023049 埼玉県児玉郡
キヤノン・コンポーネンツ株

式会社

始業前に「キヤノン体操」を実施、アプリを活用したウォーキングイベント「みん

なで歩活」の実施

2023050 埼玉県さいたま市 株式会社富士薬品
「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、社内

サークル補助制度の運用等

2023051 埼玉県川越市 株式会社エコーステーション ラジオ体操、体力トレーニング、小江戸マラソンへの参加奨励

2023052 埼玉県川越市
ハスクバーナ・ゼノア株式会

社

朝と昼のラジオ体操・ウェブサイトのエクササイズプログラム・健保健康キャン

ペーンなど、従業員への運動機会の支援と提供
●

2023053 埼玉県川越市 株式会社小江戸
ラジオ体操の実施、社内セミナーの実施、万歩計アプリを利用しウォーキングを奨

励

2023054 埼玉県川口市 伊藤超短波株式会社
靴やデバイスの購入補助制度やオリジナル体操、ウォーキングイベントで運動促進

を中心に施策を展開しています。

2023055 埼玉県川口市 社会保険労務士法人 ＹＥＬＬ
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

2023056 埼玉県秩父市 キヤノン電子株式会社
ウォーキングイベント、スタンディングミーティングの実施や、早歩き、階段利用

の推奨

2023057 埼玉県加須市 ブリヂストンBRM株式会社
毎朝のブリヂストン体操や、社内クラブ活動支援、50才以上対象のロコモ診断、声

磨き体操等、積極的に取り組んでいます！
●

2023058 埼玉県東松山市 ボッシュ健康保険組合
当健保直営運動施設を保有し、この施設を利用した運動を奨励。及び、スタンディ

ングワークの奨励。
●
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2023059 埼玉県東松山市 野口精機株式会社 スタンディングミーティングの実施

2023060 埼玉県越谷市 ホダカ株式会社
自転車通勤距離をポイント換算し直営店で商品交換が可能な通勤奨励策。全社で行

うサイクリングデー。スポーツ活動費用一部負担。
●

2023061 埼玉県戸田市 株式会社アジェクト スポーツイベントへの開催・参加

2023062 埼玉県戸田市

戸田中央メディカルケアグ

ループ　TMソリューション株

式会社

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023063 埼玉県戸田市
戸田中央メディカルケアグ

ループ　株式会社ＴＬＣ

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023064 埼玉県戸田市
戸田中央メディカルケアグ

ループ　立花商事株式会社

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023065 埼玉県戸田市
戸田中央メディカルケアグ

ループ医療法人社団東光会

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023066 埼玉県戸田市
戸田中央メディカルケアグ

ループ一般社団法人TMG本部

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023067 埼玉県戸田市
戸田中央メディカルケアグ

ループ株式会社ふれあい広場

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023068 埼玉県戸田市
戸田中央メディカルケアグ

ループ株式会社日本白十字社

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023069 埼玉県戸田市
戸田中央メディカルケアグ

ループ社会福祉法人優美会

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023070 埼玉県戸田市 株式会社RICO・RICO 部活動奨励制度、健康体操の実施等

2023071 埼玉県新座市
放課後等デイサービスきずな

ハウス新座

部活動、資格取得に取り組む他、ユニバーサルスポーツチームを社員全員で運営し

ながら、選手・コーチとしても活動しています。

2023072 埼玉県新座市
戸田中央メディカルケアグ

ループ医療法人社団武蔵野会

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023073 埼玉県三郷市 株式会社保険室
毎日運動！を目標に取り組み定着し運動への意識が高まりました。一日1万歩を実

行しており歩く習慣も身についてきています。
●

2023074 埼玉県毛呂山町 株式会社　福しん毛呂山工場
工場一丸からのスタート。運動機会コバトン健康マイレージの活用した歩行、ラジ

オ体操、自転車通勤の推奨し健康経営を実践中。

2023075 千葉県千葉市 イオンリテール株式会社
健康ポータルサイトの登録・活用推進、健康チャレンジやウオーキングキャンペー

ンの実施

2023076 千葉県千葉市 イオン株式会社
ナイトヨガ（ヘルシー夕食と研修付）、健康目標チャレンジやウオーキングキャン

ペーン

2023077 千葉県千葉市 株式会社ELAN
筋トレ・有酸素運動・ストレッチの推奨。社内運動会・球技大会・ボーリング大会

などの実施
●

2023078 千葉県千葉市
キヤノンカスタマーサポート

株式会社
健康第一主義に基づき、ICTを活用し運動の情報提供やイベントを組織的に推進。

2023079 千葉県成田市
株式会社フォーリーフナゲッ

ト

スポーツを取り入れた放課後等デイサービスを主事業とし、その知識を活かして従

業員にも積極的にスポーツを行っています。

2023080 千葉県柏市
株式会社つくばウエルネスリ

サーチ
毎日２回の筋トレ実施、スポーツジムの法人登録、活動量計の提供

2023081 千葉県八千代市 小久保製氷冷蔵株式会社
従業員向けにスポーツ機会の創出と健康増進を目的に自宅でできるストレッチや運

動を推奨しています。

2023082 千葉県浦安市 株式会社ウラタ
地域スポーツを支援するだけではなく、組織体質の健全性の育成に向けた世代間・

部署間連携の部活動の導入

2023083 千葉県浦安市 株式会社wash-plus 外部スポーツジムと提携した個人負担のない定期的なトレーニングの実施

2023085 千葉県匝瑳市 有限会社毎日薬局
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

2023086 千葉県匝瑳市
株式会社八日市場調剤セン

ター

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

2023087 千葉県横芝光町 SOSA株式会社
社内運動部の設置と補助、アプリを利用したウォーキングランキング、オフィスに

ヨガマットを設置等

2023088 東京都千代田区 明治安田生命保険相互会社
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
● ●
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2023089 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

従業員全員で就業開始前にラジオ体操実施。転倒防止のためのスロースクワット、

心身の健康維持のために社内ヨガレッスンを実施

2023090 東京都千代田区 能美防災株式会社
毎日、午後3時に全館にラジオ体操の音楽を流して、全従業員が体のストレッチを

行っている。

2023091 東京都千代田区 NOMON株式会社
社員のウェルビーイング度を上げるために、マインドフルネスやヨガ、ストレッ

チ、睡眠などの時間を社員が主催し毎週開催

2023092 東京都千代田区 日本郵便株式会社 ストレッチ等の勧奨、健康応援アプリの登録推奨などを実施

2023093 東京都千代田区 日本郵政株式会社
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などを実施

2023094 東京都新宿区 日本ステリ株式会社
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

2023095 東京都千代田区
日本コンベンションサービス

株式会社
各種スポーツ同好会の発足、朝礼時の３分間ストレッチの実施等

2023096 東京都千代田区
東京海上日動火災保険株式会

社
障がい者スポーツ支援活動「知る」「見る」「体験する」 ●

2023097 東京都千代田区
東京海上ディーアール株式会

社
健康増進月間の実施、ラジオ体操の実施、健康アプリを活用した運動機会の提供等

2023098 東京都千代田区 鉄建建設株式会社
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

2023099 東京都千代田区 大鵬薬品工業株式会社
運動アプリを活用し、多様な働き方・生活様式に応じた運動機会の提案および習慣

化を効果的に支援

2023100 東京都千代田区 ＮＳＫ株式会社
部活動奨励、アプリによる健康活動やイベント参加、ラジオ体操、健康セミナーの

実施。

2023101 東京都千代田区 大塚製薬株式会社
新しい生活様式でも自宅や職場でのきめ細やかな運動機会の提供により健康づくり

を促進
●

2023102 東京都千代田区 Zホールディングス株式会社 全社員対象のオンライン体操・健康イベントの実施

2023103 東京都千代田区 旭化成株式会社
エクササイズ動画の配信、運動施設の提供、各事業所ごとのウォーキングイベント

の開催等

2023104 東京都千代田区 アドバンスソフト株式会社
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。

2023105 東京都千代田区
アビームコンサルティング株

式会社

海外拠点を巻き込んだグローバルオンライン駅伝、肩こり等の症状改善動画の提

供、インセンティブ付きウォーキング施策等の実施
●

2023106 東京都千代田区 アルフレッサ株式会社 ウォーキングイベントやオンラインヨガを開催

2023107 東京都千代田区 いちご株式会社
社員による部活動と、ユニバーサルデザインオフィスの導入による社員の健康推進

環境を準備
●

2023108 東京都千代田区 伊藤忠エネクス株式会社 社内スポーツ活動支援制度による健康増進・コミュニケーション活性化への取組 ●

2023109 東京都千代田区 石油資源開発株式会社
ラジオ体操やウォーキングキャンペーンの実施。社員のクラブ活動への助成金の支

給。

2023110 東京都千代田区
株式会社日清製粉グループ本

社
運動セミナーの実施、運動コラムの発行、スタンディングデスクの整備

2023111 東京都千代田区
株式会社大和証券グループ本

社
スポーツ活動費の支援、イベントの実施、アプリの導入を通じて運動機会を提供。

2023112 東京都千代田区
株式会社ユナイテッドリバー

ズ

ラジオ体操・ストレッチ体操、階段利用の促進、スタンディングミーティングの実

施

2023113 東京都千代田区 株式会社ゆうちょ銀行
運動イベント開催や自社サイトへのストレッチ動画掲載、スポーツレク実施費用の

補助等

2023114 東京都千代田区 株式会社メタルワン
スタンディングワーク、運動習慣セミナー、体力測定会の実施、ウォーキングイベ

ントへの参画 等

2023115 東京都千代田区 株式会社マルハン
ポイントがもらえる健康ICTツールを活用したまるけんウォーキングイベントの継

続実施

2023116 東京都千代田区 株式会社マッシュライフラボ
従業員へのヨガ等の講座に参加する機会提供として、ウェルネスウェンズデーを実

施。

2023117 東京都千代田区
株式会社マッシュホールディ

ングス

従業員へのヨガ等の講座に参加する機会提供として、ウェルネスウェンズデーを実

施。
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2023118 東京都千代田区
株式会社マッシュビュー

ティーラボ

従業員へのヨガ等の講座に参加する機会提供として、ウェルネスウェンズデーを実

施。

2023119 東京都千代田区
株式会社マッシュデザインラ

ボ

従業員へのヨガ等の講座に参加する機会提供として、ウェルネスウェンズデーを実

施。

2023120 東京都千代田区
株式会社マッシュスタイルラ

ボ

従業員へのヨガ等の講座に参加する機会提供として、ウェルネスウェンズデーを実

施。

2023122 東京都千代田区 株式会社フルタイムシステム 毎朝全社員ラジオ体操実施、定期的に研修会において競技大会を開催。

2023123 東京都千代田区 株式会社パソナグループ
パソナファミリー全員で、スポーツを通じた「キャリア×社会貢献・地方創生×健

康×コミュニケーション」を推進
●

2023124 東京都千代田区 株式会社ニュー・オータニ 職場環境に合わせたストレッチ体操の指導やウォーキングイベントの継続実施 ●

2023125 東京都千代田区 株式会社シンク スポーツで災害に強くなる「防災スポーツ®/防リーグ®」の実施

2023126 東京都千代田区 株式会社ゴルフパートナー ゴルフ用品やレッスン等の社員割引の拡大、部活動奨励制度

2023127 東京都千代田区
株式会社キャリアコンサル

ティング
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

2023128 東京都千代田区 株式会社かんぽ生命保険 全社での勤務時間内のラジオ体操の実施等

2023129 東京都千代田区 株式会社ウサギオンライン
従業員へのヨガ等の講座に参加する機会提供として、ウェルネスウェンズデーを実

施。

2023130 東京都千代田区 株式会社ヴィクトリア
スポーツを愛するお客様へ最適な情報・商品・サポートを提案できる、販売員に留

まらないスポーツナビゲーター人財を育成

2023131 東京都千代田区 株式会社Link Sports
月1のスポーツイベントの実施、社員のスポーツ活動への支援、始業前のラジオ体

操の実施

2023132 東京都千代田区 株式会社JPF
日常での階段・自転車利用推進、社員のコミュニケーション強化に繋がる部活動を

設置

2023133 東京都千代田区 株式会社FiNC Technologies
毎日の体操、FiNCアプリを使用した歩数競争イベント、健康セミナーの実施

運動器具の設置

2023134 東京都千代田区 計機健康保険組合
健康保持・増進のため、年1回歩数年間ランキング表彰やスポーツイベントへの参

加奨励

2023135 東京都港区
伊藤忠テクノソリューション

ズ株式会社

健保と連携したウォーキングイベント年２回開催、テレワーク中のバーチャルオ

フィス運動展開等

2023136 東京都千代田区 ヤフー株式会社 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 ●

2023137 東京都千代田区 三菱マテリアル株式会社
健康支援アプリを用いたウォーキングイベントの実施、各拠点でのラジオ体操の実

施

2023138 東京都千代田区 三菱電機株式会社
健康アプリを活用し、個人やチームごとに競い合うウォーキングキャンペーンの実

施。

2023139 東京都千代田区
ヒューマンリレーションネク

スト株式会社
弊社の全社員と派遣社員等を対象に歩行奨励と半年に１回の表彰を行っている

2023140 東京都千代田区 日本工営株式会社
当社オリジナル体操の実施・啓発、社内クラブ活動の支援等、様々なスポーツ機会

の提供・推奨を行っております。

2023141 東京都千代田区 帝人株式会社
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などのイベントを継続

して実施
●

2023142 東京都千代田区 第一生命保険株式会社
オーダーメイドの健康サポートが得られる「QOLism」アプリを活用した社員の健

康増進取組みを推進
● ●

2023143 東京都千代田区 スガツネ工業株式会社
RUN＆WALK週間、スタンディングワーク奨励、健康維持に役立つ情報発信などを

実施。

2023144 東京都千代田区 コニカミノルタ株式会社
当社では会社を支える全社員が心身共に健康で、イキイキ働ける会社作りに努めて

おり、毎日のラジオ体操実施や、階段利用の促進を行っています。

2023145 東京都千代田区 クーリード株式会社
健康維持・増進や社内活性等を目的に、「総合スポーツ部」を設置し活動を支援。

リレーマラソン大会への定期参加
●

2023146 東京都千代田区 株式会社ソフマップ 従業員の健康促進活動、階段利用の促進、スタンディングミーテングの実施

2023147 東京都千代田区 株式会社イーウェル 健康経営を推進するために自社の健康管理アプリで運動習慣化のイベントを実施
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2023148 東京都千代田区 株式会社NSD
毎週1回社会人フットサル、社会人サッカーでの活動。月に数回練習試合や公式戦

などの試合への参加。

2023149 東京都千代田区 株式会社IHIビジネスサポート さつきラン＆ウォークへの参加、健康セミナーでのストレッチの実施等

2023150 東京都千代田区
三井住友ファイナンス＆リー

ス株式会社
産業医LIVEの配信、プロのジムトレーナーによる運動セミナー、部活動の費用補助

2023151 東京都千代田区
三井住友海上火災保険株式会

社

職場ラン教室の開催、運動習慣促進ツールの掲載、自社アプリ『ココカラダイア

リー』の提供、社内公認部活動への費用支援等
●

2023152 東京都千代田区 三菱UFJ信託銀行株式会社 ウォーキングイベント等の実施、部活動奨励制度

2023153 東京都千代田区 出版健康保険組合
健康保持増進のため各種スポーツ大会・練習会・ファミリースポーツ大会のイベン

ト等を企画・実施している。
●

2023154 東京都千代田区 KDDI株式会社 毎日のウォーキングチャレンジ、ウォーキングイベントの開催

2023155 東京都千代田区 JCOM株式会社
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、社内ツー

ルを活用した健康リテラシー向上施策の実施。

2023156 東京都千代田区 BSP社会保険労務士法人 ウオーキングボーナス制度の導入

2023157 東京都千代田区 ＡＧＣ株式会社
ウォーキング大会、オンラインヨガ講座の開催、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

2023408 東京都千代田区 セロトーレ株式会社
オンライントレーニングの開催、スポーツスクール・イベントの参加促進、スポー

ツ用品購入促進等
●

2023084 東京都中央区 株式会社バズベイト スタッフ心身ともに健全である状態で業務推進します。

2023158 東京都中央区
明治ホールディングス株式会

社
部活動費の補助、ウォーキングマイレージの実施、ラジオ体操の実施等

2023159 東京都中央区 日産化学株式会社
毎日の体操、ストレッチや瞑想のセミナー、ウォーキング大会、クラブ活動への補

助等

2023160 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

ウォーキングイベントの開催、アスリート社員による運動動画の配信、部活動補助

金制度等

2023161 東京都中央区 通信機器産業健康保険組合 毎朝のラジオ体操やウォーキングイベント「通さんぽ」の実施 ● ●

2023162 東京都中央区 大同生命保険株式会社
健康支援プログラム・アプリの提供、ウェアラブル端末購入費用の補助、ウォーキ

ングキャンペーンの実施
●

2023163 東京都中央区 太陽誘電株式会社
健康保険組合や労働組合と連携し、全社員向けにウォーキングイベント、RIZAPセ

ミナー等の健康増進施策を開催

2023164 東京都中央区 太陽生命保険株式会社 クアオルト健康ウオーキングによる健康寿命延伸への取り組み ●

2023165 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

当社は「スポーツを通じて人々の健康と地域社会に貢献する」を経営理念としてお

り、従業員ひとり一人がスポーツをEnjoyしています。

2023166 東京都中央区
いちよしビジネスサービス株

式会社
毎朝始業時に役職員全員でラジオ体操の実施 ● ●

2023167 東京都中央区 花王株式会社
在宅など多様な働き方に健康経営もフレキシブルに、ＤＸ技術とホコタッチでカ

ジュアルな「どこでもスポーツ（環境）」を実現
●

2023168 東京都中央区 株式会社オーエンス
リレーイベントへの参加や、職務中にバランスボールを活用し、社員の健康維持を

図る
●

2023169 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

健康経営の方針のもと、グループ会社全体で、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

2023170 東京都中央区 株式会社明治
文化体育活動の会社補助、ウェルネスチャレンジ、ウォーキングマイレージ等を実

施。

2023171 東京都中央区 株式会社内田洋行 クラブ活動の奨励や健康増進施策により健康への意識向上と連帯感を醸成。

2023172 東京都中央区 株式会社朝日新聞社
階段利用の促進、職場体操の実施、廊下にぶら下がり健康器具の設置、クラブ活動

費用補助等

2023173 東京都中央区 株式会社イトーキ
オフィスで働きながら健康活動を展開。

中階段の活用、スタンディングワーク、ストレッチ会議等
●

2023174 東京都中央区 株式会社ヨネイ スポーツ奨励金の支給、ウォーキング・エクササイズイベントの開催 ●
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2023175 東京都中央区 株式会社ニチレイ
従業員体験型健康支援プログラムの実施、ウォーキングキャンペーンの実施、部活

動奨励制度等

2023176 東京都中央区
株式会社ナガセビューティ

ケァ

健康増進、運動習慣の定着化に向け、アプリを活用したウォーキングラリーを実

施。スタンディングワーク＆ミーティングの実践等

2023177 東京都中央区 株式会社スポーツビズ 社内スポーツ活動推進制度による、スポーツを通したコミュニケーションの活性化 ●

2023178 東京都中央区
株式会社スポーツインダスト

リー
社内で楽しむダーツを実施

2023179 東京都中央区 株式会社クレハ
ウォーキングイベントを中心に、社員のクラブ活動支援や健康関連ウェブセミナー

実施等、運動習慣を意識させることに成功した。

2023180 東京都中央区 株式会社クボタ東京本社 毎朝のラジオ体操の実施、社内部活動の奨励・運営支援 ●

2023181 東京都中央区 株式会社LainZ 日本で一番健康意識の高いエンジニア集団になる

2023182 東京都中央区 株式会社DTS
健康セミナー（オンラインヨガ）,健康ポイント制度（インセンティブ）,ウォーキ

ングイベントによる運動推奨

2023183 東京都中央区 株式会社　三鱗
社員の健康増進のため、グループ会社とともに、オンラインウォークラリーイベン

トを実施

2023184 東京都中央区 株式会社　協栄
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
●

2023185 東京都中央区 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
オンライン開催を含めたオフィスでストレッチ、ウォーキングイベント開催など従

業員の運動機会の提供。
●

2023186 東京都中央区 リンレイテープ株式会社 健康寿命延伸の為に必要な運動習慣を身に付ける為、イベントを開催。

2023187 東京都中央区 ヤマトシステム開発株式会社 ウォーキングによる運動習慣の継続、運動クラブの活動支援を実施しています。

2023188 東京都中央区 ミツウロコ健康保険組合
ミツウロコグループホールディングスの方針のもと、事業主と協力して、運動セミ

ナーやオンライン体操などを企画し継続実施

2023189 東京都中央区 平和不動産株式会社 社内クラブ活動への活動費補助、階段利用・スタンディングワークの促進等 ●

2023190 東京都中央区 ブリヂストン健康保険組合 1日5000歩を目標に約2か月間取り組むウォーキングキャンペーン ●

2023191 東京都中央区
ブリヂストンスポーツ株式会

社

スポーツ休暇制度、ウォーキングキャンペーンの実施等、リモートワークでも参加

出来る取組みにより、従業員の健康づくりを支援
●

2023192 東京都中央区
パナソニック　コネクト株式

会社

健康パナソニックエクササイズの導入、女子陸上部の指導によるスポーツ塾、職場

対抗ウォークラリ等

2023193 東京都中央区 セントラルスポーツ株式会社
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

など
●

2023194 東京都中央区 シンコースポーツ株式会社
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。

2023195 東京都中央区 サンウィン株式会社
就業中の散歩タイムの励行、ラジオ体操の実施、サンウィンシーサイドマラソンの

参加等

2023196 東京都中央区
コナミビジネスエキスパート

株式会社

提携スポーツクラブ利用料の補助、アプリを利用したウォーキング大会への参加奨

励や健康増進に関する情報の発信

2023197 東京都中央区
コナミゲーミングテクノロ

ジー株式会社

提携スポーツクラブ利用料の補助、アプリを利用したウォーキング大会への参加奨

励や健康増進に関する情報の発信

2023198 東京都中央区
コナミゲーミングジャパン株

式会社

提携スポーツクラブ利用料の補助、アプリを利用したウォーキング大会への参加奨

励や健康増進に関する情報の発信

2023199 東京都中央区 コナミグループ株式会社
提携スポーツクラブ利用料の補助、アプリを利用したウォーキング大会への参加奨

励や健康増進に関する情報の発信

2023200 東京都中央区 株式会社不動テトラ 朝のラジオ体操、ウォ－キングイベントの参加、ウォ－キングアプリの展開等

2023201 東京都中央区 株式会社シモン 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を実施しています ●

2023202 東京都中央区
株式会社コナミデジタルエン

タテインメント

提携スポーツクラブ利用料の補助、アプリを利用したウォーキング大会への参加奨

励や健康増進に関する情報の発信

2023203 東京都中央区
株式会社コナミアミューズメ

ント

提携スポーツクラブ利用料の補助、アプリを利用したウォーキング大会への参加奨

励や健康増進に関する情報の発信
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2023204 東京都中央区 株式会社イトー 北海道一周チャレンジウォークを実施；年間283.8万歩を目指す ● ●

2023205 東京都中央区 株式会社浅野製版所
オンラインでのラジオ体操の実施、ARポスターと連動した運動イベント、自転車利

用の推進

2023206 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

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

2023207 東京都中央区
三井不動産レジデンシャル株

式会社

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

2023208 東京都中央区 住友生命保険相互会社
ウォーキングイベントの継続実施、「parkrun」の推奨、親子スポーツイベント開

催
●

2023209 東京都中央区 MeijiSeikaファルマ株式会社
従来の取り組みに加え、自身の置かれた環境下で行える運動としてKenko My

Boom宣言を開始した

2023210 東京都中央区
Konami Gaming, Inc. 日本支

店

提携スポーツクラブ利用料の補助、アプリを利用したウォーキング大会への参加奨

励や健康増進に関する情報の発信

2023211 東京都中央区 DIC株式会社 職場体操やオンラインセミナーの開催で身近なスポーツを日々実践

2023212 東京都中央区
野村ホールディングス株式会

社

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
●

2023213 東京都港区 富士通Japan株式会社
全社ウォーキングイベントの実施、福利厚生補助ポイントの付与、フィットネスジ

ムの法人契約

2023214 東京都港区
富士フイルムホールディング

ス株式会社

全社ウォーキングイベント「歩活(あるかつ)」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

2023215 東京都港区
富士フイルムビジネスエキス

パ―ト株式会社

従業員が健康でいきいきと働ける会社をめざし、若手からベテラン社員まで一丸一

緒になり楽しみながら活動しています。
●

2023217 東京都港区 飛島建設株式会社
「歩活」への参加、毎朝ラジオ体操実施・ラジオ体操グランプリの開催、社内ポー

タルサイトにて健康づくり情報の提供

2023218 東京都港区 日本電気株式会社 オンラインとリアルを組み合わせたハイブリットな活動に進化！

2023219 東京都港区 ＮＯＫ株式会社
始業前のラジオ体操、「けんこう通信」の運動紹介コーナー掲載、ウォークラ

リー、アスリート社員が講師のストレッチ教室等を実施
●

2023220 東京都港区 日本国土開発株式会社
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
●

2023221 東京都港区 日本たばこ産業株式会社
社会貢献活動を兼ねたウォーキングラリーを開催するとともに従業員が楽しみなが

ら運動できる「JT健康づくりプログラム」を展開

2023222 東京都港区 日鉄興和不動産株式会社
ウォーキングイベント等スポーツイベントの実施や、従業員の運動機会創出のため

の手厚い福利厚生制度があります。

2023223 東京都港区
東京海上日動事務アウトソー

シング株式会社

運動の機会を通じて、社員の心身の健康保持・増進と組織活性化を推進していま

す。

2023224 東京都港区
東京海上日動メディカルサー

ビス株式会社

社内ウォーキングイベントや家族参加型イベントを開催。その他、スタンディング

ミーティングを推奨している。

2023225 東京都港区 都築電気株式会社
テレワーク等の多様な働き方に対応し、オンラインを組み合わせた運動の習慣化の

推進

2023226 東京都港区 大和ライフネクスト株式会社
スポーツクラブ活動支援(費用補助)、バーチャルウォーキングラリーの開催、健康

セミナーの開催。

2023227 東京都港区 大東建託健康保険組合 アプリを活用したイベント・チャレンジプログラム・運動メニューを実施

2023228 東京都港区 大東建託株式会社
全社一斉ラジオ体操、アプリ・有線によるストレッチ、アスリート交流によるス

ポーツ促進、専門家によるオンライン運動動画配信
●

2023229 東京都港区 大東建託リーシング株式会社
ウォーキングキャンペーンや、健康増進アプリによる各自にあった運動コンテンツ

の提供

2023230 東京都港区 大東建設不動産株式会社
英国発祥のクリケットを普及させるため20年以上前から全国の学校や行政のイベン

トでクリケット体験会や講習会を実施

2023231 東京都港区 PHC株式会社 毎日の職場体操をはじめ、各個人が実施しやすい運動の場を提供

2023232 東京都港区 SBアットワーク株式会社
ウォーキングイベント、社内オンライン運動会、全社朝礼でのストレッチや体操等

を実施

2023233 東京都港区
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保

険株式会社
社内クラブ活動と活動費の一部補助、オンラインスポーツイベントの開催等 ●

8 / 32 ページ



スポーツエールカンパニー2023認定企業一覧 令和５年３月31日公開

認定番号 所在地 企業名 取組内容 ブロンズ プラス

2023234 東京都港区 TMES株式会社 ラジオ体操の推進、運動情報の紹介などを実施。

2023235 東京都港区 アクサ生命保険株式会社
ウォーキングを通じたチャリティー活動やデジタルコンテンツを活用した運動機会

の提供

2023236 東京都港区 出光ユニテック株式会社
社内スポーツクラブ補助やリモートでの運動に繋がる動画配信等による運動機会提

供
●

2023237 東京都港区 ウイングアーク1ｓｔ株式会社 全社ウォーキング大会とリモート健康祭りでリモートワーク環境下でも健康に！

2023238 東京都港区
ウェルネス・コミュニケー

ションズ株式会社

スマートウォッチを全社員に支給／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
●

2023239 東京都港区 エームサービス株式会社
リアル×デジタルでのイベントで、全従業員の心と体の健康づくりと社内の一体感

醸成に努める

2023240 東京都港区 株式会社　安藤・間 健保主催のウォーキングイベントへの参加、ラジオ体操の実施、クラブ活動の補助

2023241 東京都港区
株式会社

BodyDesignStudioASK

スポーツを通して、心も身体も健やかに働き続けられるように、社員と会社は、ス

ポーツと関わり続けます

2023242 東京都港区

キヤノンプロダクションプリ

ンティングシステムズ株式会

社

健康第一主義に基づき、ＩＣＴを活用した運動の情報提供やイベントを組織的に推

進。

2023243 東京都港区
株式会社長谷工コーポレー

ション
社内オンライン駅伝大会や、歩数やスポーツによる活動量を競うイベント等を実施

2023244 東京都港区 株式会社フットトレーナーズ 各種スポーツ大会への参加費と旅費の補助及び就業前のラジオ体操を実施。

2023245 東京都港区 株式会社ビズファン
自社の運営するスポーツジム[BULKFIT24]の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。

2023246 東京都港区 株式会社ピーエスシー
スポーツサークル活動の実施、運動促進補助金、PSC体操の実施、ウォーキングイ

ベントへの参加
●

2023247 東京都港区 株式会社ニッスイ
運動習慣改善を促すキャンペーン、チームで取り組むカラダ改善コンテスト、

ウォーキングイベント・運動セミナー等

2023248 東京都港区 株式会社ダイショウ
毎朝のラジオ体操、健康増進アプリの利用、勤務時間中にできる簡単なストレッチ

の紹介

2023249 東京都港区 株式会社シンカーミクセル
社員同士が「つながる」ことに着目し、アプリや外部イベントでのウォーキング推

奨！
●

2023250 東京都港区 株式会社システナ スタンディングミーティングスペースの設置、サークル活動への補助金の支給

2023251 東京都港区 株式会社クレスコ
ウォーキングイベント、健康セミナー、簡単運動メニュー動画案内、クラブ活動支

援など実施

2023252 東京都港区 株式会社きらぼし銀行 ラグビーイベントの開催、ラジオ体操の実施

2023253 東京都港区 株式会社キープレイヤーズ 毎週社員のオンラインでの合同トレーニング会を開いています。

2023254 東京都港区 株式会社カーブスジャパン 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 ●

2023255 東京都港区 株式会社オークネット
ストレッチ器具やスタンディングミーティングスペースの設置とウォーキングの実

施

2023256 東京都港区
株式会社インフルエンシャル

パーソンズ
オンラインフィットネスとアプリを利用した法人内ウォーキングイベントの実施

2023257 東京都港区
株式会社メンタルヘルス・リ

サーチ＆コンサルティング

健康増進とストレス対処のために、初年度は歩数を増やす取り組みや勤務時間内の

ストレッチなどの活動を推進しています。

2023258 東京都港区 株式会社アスポ
階段利用や自転車通勤の推奨、活動量計測アプリの活用、「テレワーク体操」の開

発等
●

2023259 東京都港区 株式会社Phone Appli
毎月「全従業員を対象としたウォーキングイベント」を開催、お昼時間に「オンラ

イン宅トレ」開催など運動推進を企画

2023260 東京都港区
株式会社NTTファシリティー

ズ
サークル活動奨励制度、スポーツジムの利用支援などを実施。

2023261 東京都港区
株式会社JTBコミュニケーショ

ンデザイン

オンラインフィットネスの開催、社内クラブ活動の実施、ウォーキングラリーの開

催等

2023262 東京都港区 株式会社NEXTAGE GROUP
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「これだけ体操（3

秒）」、ウォークラリー、スタンディングワークの実施
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2023263 東京都港区 ユニ･チャーム株式会社
毎朝のラジオ体操、月1回の健康新聞、階段奨励等体を動かすきっかけを提供して

います

2023264 東京都港区 ヘルスグリッド株式会社 勤務時間中に社員・役員でスロースクワットなど筋肉トレーニングを実施。

2023265 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

ウォークラリーの開催、毎朝始業前のラジオ体操の実施、オリジナルエクササイズ

の導入

2023266 東京都港区 八洲電機株式会社
ウォーキングラリー、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、徒歩・階段利用の促進等.

2023267 東京都港区
パーソルホールディングス株

式会社

パーソルグループ全社員対象のコミュニティサイト「みんなの部活」を運営し幅広

いスポーツ活動推進を支援

2023268 東京都港区 日産自動車販売株式会社 健康増進の目標設定、階段利用の促進、ジムの割引利用等の福利厚生制度

2023269 東京都港区
トヨタモビリティ東京株式会

社
ウォーキングアプリを活用したウォーキングキャンペーンの実施

2023270 東京都港区
トッパン・フォームズ株式会

社

社内の部活動（スポーツ関連）へ支援や始業前に毎日ラジオ体操を実施し、社内全

体のスポーツ・運動意識の向上
●

2023271 東京都港区 ディップ株式会社 ウォーキングプログラムとオンラインストレッチの実施

2023272 東京都港区
大東建託パートナーズ株式会

社
アプリを活用した運動促進イベントや、従業員データに基づいた施策を実施。 ● ●

2023273 東京都港区
ダイアモンドヘッド株式会社

東京本社

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

2023274 東京都港区 ソフトバンク株式会社
全社ヨガ・ウォーキングイベント・体力測定・クラブ活動支援等、運動の習慣化に

向けた取り組み
●

2023275 東京都港区
サトーホールディングス株式

会社

健康増進アクション手当の開催、リアル及びアプリを活用したウォーキングイベン

トの開催
●

2023276 東京都港区 コマツ 健康寿命100歳を目指して、運動・身体活動向上の取組みを推進

2023277 東京都港区
コカ・コーラボトラーズジャ

パン株式会社
健康管理アプリを活用したウォーキングイベントによる運動の習慣化率向上

2023278 東京都港区 クオール株式会社
月刊健康情報誌「セルフメディケーションTRENDY」による全社員向けの健康情報

発信＆運動実施機会の創出

2023279 東京都港区
キヤノンマーケティングジャ

パン株式会社
健康第一主義に基づき、ICTを活用し運動の情報提供やイベントを組織的に推進。

2023280 東京都港区
キヤノンビズアテンダ株式会

社
社員の健康活動の一環として、運動の情報提供やイベントを組織的に推進。

2023281 東京都港区
キヤノンビジネスサポート株

式会社

健康第一主義に基づき、ヘルシーアクションカードを携行・実行する取組や定期的

にウォーキングイベントを実施しています。

2023282 東京都港区
キヤノンシステムアンドサ

ポート株式会社
健康第一主義に基づき、ICTを活用し運動の情報提供やイベントを組織的に推進。

2023283 東京都港区
キヤノンＩＴソリューション

ズ株式会社

「健康第一主義」のもと、総合ヘルスケアウェブサービス（アプリ）を活用した情

報発信やイベント開催で運動を促進

2023284 東京都港区 株式会社ライフィ 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

2023285 東京都港区 株式会社ヤクルト本社 各事業所において当社オリジナル体操「ヤクルトストレッチ」を毎日実施。 ●

2023286 東京都港区 株式会社ファミリーマート
「みんなで参加！健康イベント！」オンラインを活用し、健康増進と職場活性化を

目指す

2023287 東京都港区
株式会社ビジネスブレイン太

田昭和

健康保持・増進に取り組み、クラブ活動の支援や、全社でのウォーキングイベント

を実施。

2023288 東京都港区 株式会社バイタルエリア
サッカー大会参加、取引先等とも一緒に楽しむ「土曜日サッカー」実施、全社員で

のボーリング大会の実施
● ●

2023289 東京都港区 株式会社JALインフォテック
「Wellness委員会メンバー」を中心としたウォーキング/ランニングイベントの実

施、ラジオ体操、健康増進セミナーの開催等

2023290 東京都港区 広友サービス株式会社
隙間時間にリフレッシュ。健康経営のもと社員にいつでもスポーツのできる環境を

整備。
●

2023291 東京都港区 広友物産株式会社 お手軽スポーツのモルックで、働きながらスポーツできる職場づくりを推進。 ●
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2023292 東京都港区 森永製菓株式会社
工場勤務者向けの体操開発を通した運動の継続実施促進と全従業員の健康増進を目

的とした自発的活動支援

2023293 東京都港区 西松建設株式会社 全社的なウォーキングイベントの開催、ラジオ体操の実施。

2023121 東京都新宿区 株式会社ベネフィット・ワン
健康ポイントプログラムを活用したイベント開催や、就業前・就業中の体操時間の

設置
●

2023294 東京都新宿区 湧永製薬株式会社 ラジオ体操の実施、体育館及びトレーニング室の開放等

2023295 東京都新宿区
野村不動産パートナーズ株式

会社

継続的なスポーツ実施のために同好会活動の支援およびフィットネスクラブの利用

促進
●

2023296 東京都新宿区 富士レビオ株式会社
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

2023297 東京都新宿区 富士テレコム株式会社
健保組合等のウォークラリーやイベントへの参加推奨、昇降式スタンディングデス

クの設置等

2023298 東京都新宿区 日本シグマックス株式会社 クラブ活動費の支給、スポーツ活動費の支給、スポーツケア用品の購入支援等 ●

2023299 東京都新宿区
日清食品ホールディングス株

式会社

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
●

2023300 東京都新宿区 東急住宅リース株式会社
体組成と体力測定「カラダ測定会」、アプリを活用した全社ウォーキングイベント

や運動習慣化イベント開催、及びクラブ活動の支援

2023301 東京都新宿区 東亜ディーケーケー株式会社 階段利用の促進、歩数競争大会の実施、社員クラブ活動の支援 ●

2023302 東京都新宿区
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険

株式会社

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など、新しい日常下で健

康維持・増進をサポートする取組み
●

2023303 東京都新宿区
SOMPOホールディングス株式

会社
SOMPOグループ横断でのウォーキングイベントの実施

2023304 東京都新宿区 アキレス株式会社
ウォーキングの推奨やラジオ体操、イベントを通じたトレーニング･運動の実践で

スポーティに。運動支援活動で一体感を醸成。

2023305 東京都新宿区 アフラック生命保険株式会社
運動不足解消に加え、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運動に関するオンラインセミナー等を実施
●

2023306 東京都新宿区
アフラック保険サービス株式

会社

スニーカー通勤の推奨、ウォーキン グ キャンペーンの実施、FUN+WALK へ の参

加等
●

2023307 東京都新宿区 オリンパス株式会社
オンライン運動プログラム、健康支援ツールを活用した取り組み、ラジオ体操の実

施等

2023308 東京都新宿区
オリンパスマーケティング株

式会社

ウォークラリーの開催と自宅で取り組める運動動画の配信、及び運動促進に関する

啓蒙活動

2023309 東京都新宿区
株式会社マーストーケンソ

リューション

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

2023310 東京都新宿区 株式会社ブール・ジャパン
『イキイキ活動』と銘打って、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

2023311 東京都新宿区
株式会社ヒューマックスエン

タテイメント

社内のスポーツ系部活動を推奨しています。また、ジムと提携し会費を助成してい

ます。

2023312 東京都新宿区
株式会社グリーンハウスフー

ズ

スポーツイベントの開催と、動画配信等を活用し、個々の環境で選べる運動の機会

を提供

2023313 東京都新宿区 株式会社グリーンハウス
いつでもどこでも視聴できる運動動画と定期的なウォーキングイベントで活動量

アップ

2023314 東京都新宿区 株式会社グッピーズ
全社員へスマートウォッチ支給、健康管理アプリ「グッピー ヘルスケア」を活用し

た歩数イベントや健康ポイントの付与
●

2023315 東京都新宿区 株式会社エフピコ 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 ●

2023316 東京都新宿区 株式会社エビデント
年数回の定期的なウォークラリーイベントと環境整備により、運動への動機づけ支

援を実施

2023317 東京都新宿区 株式会社エスアールエル
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

2023318 東京都新宿区 株式会社nobitel
自社制作したストレッチウェル体操を解禁！毎月17日（10と７で柔軟）は朝礼で実

施中！
●

2023319 東京都新宿区 株式会社JDRONE
『イキイキ活動』と銘打って、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
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2023320 東京都新宿区 株式会社ANSIN-LINK 社員に積極的なスポーツの参加を呼びかけ、社内チームを作り定期的に大会へ参加

2023321 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

コロナ対策をとり、ラジオ体操実施。階段利用・徒歩通勤推奨。健康者に奨励金を

支給。

2023322 東京都新宿区
一般財団法人明治安田健康開

発財団

ウォーキングアプリの活用促進、毎月のランチウォーク、歩行姿勢・速度測定会、

ヨガ体験会の実施など評価・情報共有して継続

2023323 東京都新宿区 茂木商事株式会社 社内を移動する際は階段を使用することを推奨

2023324 東京都新宿区 セントラル警備保障株式会社 職場でのラジオ体操、及び運動部活動奨励制度の取組み ●

2023325 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

ボルダリング教室の開催、社内部活動への補助、トレーニング機器の導入、ラジオ

体操の実施
●

2023326 東京都新宿区
公益財団法人東京都予防医学

協会
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 ●

2023327 東京都新宿区 グッドモーゲージ株式会社 社内部活動の実施、フィットネスジムの利用補助、ウォーキングの推奨

2023328 東京都新宿区 株式会社スポーツフィールド
働き方を中心に「スポーツが持つ可能性を様々なフィールドで発揮する」活動を推

進

2023329 東京都新宿区
公益財団法人明治安田厚生事

業団

夕活テニスの実施、ながらミーティングの実施、各種ウォーキングイベントの実

施、ウォーキングアプリの活用等
● ●

2023330 東京都新宿区
合同会社クリニカルネット

ワーク

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

2023331 東京都新宿区 新宿税理士事務所 スポーツ推進、月1回のボルダリングの実施

2023332 東京都新宿区 双信商事株式会社 さつき・ラン＆ウォーク企業対抗戦への参加 ●

2023333 東京都新宿区 損害保険ジャパン株式会社
運動不足解消・健康増進を目的とした社内ウォーキングイベントの開催、ダンス動

画の提供等
●

2023334 東京都新宿区
損保ジャパンパートナーズ株

式会社

ウォーキングによる健康ポイントの付与、全社員による健康増進に関する目標設

定・宣言、スポーツジムの割引料金での利用制度提供

2023335 東京都新宿区 大日本印刷株式会社
ウォーキングイベントやオンラインセミナーで従業員の運動習慣獲得・健康保持増

進を支援
●

2023336 東京都新宿区
KNT－CTホールディングス株

式会社

社員の健康な身体作りと社会貢献活動を目的としたウォーキングのオンラインイベ

ント実施
●

2023337 東京都新宿区 INSIGHT LAB株式会社 外部レースの参加や福利厚生の活用など、それぞれのペースで行えるスポーツを！

2023338 東京都新宿区 H.U.フロンティア株式会社
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

2023339 東京都新宿区
H.U.グループホールディング

ス株式会社

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

2023340 東京都文京区 凸版印刷株式会社
従業員の「働きがい・健康」の増進に向け、スポーツを日常に取入れることを推奨

しパラスポーツも含めたスポーツ機運向上を目指す
●

2023341 東京都文京区 東京都電機健康保険組合 ウォーキングイベントの実施、就業時間内のストレッチ、階段利用促進

2023342 東京都文京区 東京都鉄二健康保険組合
年齢や性別、障がいの有無に関わらず、誰もがスポーツに取り組める環境を提供し

ます。

2023343 東京都文京区 株式会社光陽社
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

2023344 東京都文京区
株式会社マツキヨココカラ＆

カンパニー
健康増進Web・アプリサービスの提供と、チーム対抗ウォーキングイベントの実施

2023345 東京都文京区 株式会社タニタヘルスリンク
全社員配付の活動量計による歩数競争や在宅勤務時のオンライン体操による運動機

会創出

2023346 東京都文京区 株式会社 東京ドームスポーツ 各自治体開催のスポーツイベントへの参加、夏休み期間のラジオ体操の実施 ●

2023347 東京都文京区 医療法人社団同友会 階段利用推進、運動費補助制度、健康だより配信

2023348 東京都文京区 ヨネックス株式会社
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
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2023349 東京都文京区 山本光学株式会社 身近なところで身体を動かす習慣を定着 ●

2023350 東京都文京区 商工組合　日本医療機器協会
今年度より感染対策を十分にし野球大会を開催予定、職員の健康づくりも継続推進

中

2023351 東京都台東区 東京地下鉄株式会社 歩数対抗イベントや駅伝大会の開催に加え、スニーカー通勤を推奨しています。

2023352 東京都台東区 医療法人社団　せいおう会 階段利用の促進やスポーツクラブ会費助成、健康イベントへの参加促進等の実施

2023353 東京都台東区 ティーペック株式会社
ウェアラブルデバイスを配付し歩数に応じ表彰、スポーツクラブ利用補助・表彰、

クラブ活動の補助

2023354 東京都台東区 株式会社日立保険サービス 始業前のラジオ体操、社内ウォーキングイベントを実施

2023358 東京都台東区 ライオン株式会社
社内でのスポーツ機会提供や奨励、情報発信に加え、協賛する社外ウオークイベン

トに従業員の参加を促している。

2023355 東京都墨田区 東武鉄道株式会社 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 ●

2023356 東京都墨田区 アサヒ飲料株式会社
『Walk for a smile』プロジェクトの実施、健康ポイントプログラムの実施、

ウォーキングイベントの実施

2023357 東京都墨田区 アルケア株式会社
クラブ活動の支援やオンラインスポーツイベント開催で、楽しく社員の健康増進と

コミュニケーションアップ！
●

2023359 東京都墨田区 ナガセケンコー株式会社
スポーツ用品製造会社として、社員の健康を第一にレクリエーション実施や就業環

境の改善を行っている。

2023360 東京都墨田区 株式会社東京鋲兼 部活動への活動費補助や階段利用の推奨、健康づくり冊子の配布及び推奨。

2023361 東京都墨田区 株式会社ルネサンス
『スポーツの力で、生きがい創造企業』を実現する

「する」「みる」「ささえる」スポーツを、リアルとオンラインの両面から支援
●

2023362 東京都墨田区 株式会社キャプティ 労使共催による『日本縦断ウォーキングイベント』の開催、ラジオ体操の実施

2023216 東京都江東区
富士フイルムビジネスイノ

ベーションジャパン株式会社
健康ポータルサイトを活用したウォーキングイベント開催、社内運動部の支援等

2023363 東京都江東区
NECソリューションイノベー

タ株式会社

自主的な部活動の奨励制度、健康づくりセミナー、自社開発の社員向け健康促進ア

プリでイベントを実施。

2023364 東京都江東区
東京中央卸売市場健康保険組

合

歩数計を配布しウォーキングの推奨、毎日のラジオ体操を実施、健康管理アプリの

提供

2023365 東京都江東区 大樹生命保険株式会社
ウォーキングアプリを利用したウォーキングイベントの開催、就業時間中のラジオ

体操の実施等

2023366 東京都江東区 SCSK株式会社
IOTを活用した健康増進（健康わくわくマイレージ）、セミナー開催、社内ポータ

ルでの取り組み発信、社内同好会活動の支援等
●

2023367 東京都江東区
一般財団法人日本予防医学協

会

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
●

2023368 東京都江東区 株式会社 IHIエスキューブ 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 ●

2023370 東京都江東区
株式会社オートバックスセブ

ン
社内クラブ活動支援、ウォーキングキャンペーンの実施、ラジオ体操の動画共有 ●

2023371 東京都江東区 株式会社THINKフィットネス フィットネスジムの利用促進、会社公認クラブチーム活動の支援を実施

2023372 東京都江東区 マルハニチロ株式会社
参加者自身で健康目標を設定！健康に寄与する当社食品の活用と歩数競争で健康強

化を目指す取組「well-Bチャレンジ」を実施

2023373 東京都江東区 藤倉コンポジット株式会社
始業時のラジオ体操の実施、社内スポーツ活動の実施、アプリを利用した事業所対

抗ウォークラリーの開催等

2023374 東京都江東区 ネグロス電工株式会社
社員のスポーツ活動費支援（クラブ活動）・全社員が参加可能なオフィスヨガの開

催など運動習慣率向上のための施策を実施

2023375 東京都江東区
サイショウ.エクスプレス株式

会社

トラックで腰痛改善！プロドライバーにトラック内での骨盤矯正トレーニングプロ

グラム

2023376 東京都江東区
公益財団法人江東区健康ス

ポーツ公社

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などを

実施。

2023377 東京都江東区 佐川アドバンス株式会社
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
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2023378 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
社内外での活動を通し、従業員のコミュニケーション促進・健康増進へ！ ●

2023369 東京都品川区 株式会社 ＬＩＸＩＬ
全社ウォーキングイベント実施 および社内SNSにて室内での運動奨励を含む健康情

報発信
●

2023379 東京都品川区 日本航空株式会社
健康推進プロジェクト　「JAL Wellness」　と　「JAL 本気の！ラジオ体操」の実

践
●

2023380 東京都品川区 東洋製罐株式会社 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

2023381 東京都品川区 大陽日酸株式会社
多摩川ラフティングごみ拾いの実施、ウェアラブルデバイスの活用、スタンディン

グワークの活用等

2023382 東京都品川区
大東コーポレートサービス株

式会社

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

2023383 東京都品川区 大成温調株式会社
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

2023384 東京都品川区 コナミスポーツ株式会社 アスリートの雇用やコロナ禍における従業員への運動機会の創出

2023385 東京都品川区 タイムズ２４株式会社
全国から参加できるオンラインイベントの開催や、運動機会を創出するオフィスデ

ザイン等

2023386 東京都品川区 株式会社第一テクノ 毎日体操（始業前はラジオ体操・15時はストレッチ体操）、部活動の積極支援 ●

2023387 東京都品川区 株式会社ジャルパック 出来ることから始めよう続けよう、スポーツを通して心身ともにリフレッシュ!

2023388 東京都品川区 株式会社クレオ
全社員にウェアラブル端末とスマートフォンを配布。それらを用いて歩数を計測す

るイベントや、毎日各事業所でラジオ体操を実施。

2023389 東京都品川区 株式会社ガスパル ゴミ拾いウォーキングイベントなど、Withコロナ時代に実施できる運動機会を提供

2023390 東京都品川区 株式会社JTB
健康サポートアプリの活用、ウォーキングイベント、社員オリンピアンによるスト

レッチ動画配信、運動スタートアップセミナーの開催

2023391 東京都品川区 株式会社ＪＡＬサンライト
職場のウェルネスリーダーを中心に従業員のスポーツ活動(ラジオ体操、ストレッ

チ、ヘルスツーリズム）を推進

2023392 東京都品川区 ヤスマ株式会社
毎朝ラジオ体操の実施、健康的な行動の習慣化を目的とした健康増進イベントへの

参加
●

2023393 東京都品川区 パーク２４株式会社
全国から参加できるオンラインイベントの開催や、運動機会を創出するオフィスデ

ザイン等

2023394 東京都品川区
パーク２４ビジネスサポート

株式会社

全国から参加できるオンラインイベントの開催や、運動機会を創出するオフィスデ

ザイン等

2023395 東京都品川区
トヨタエルアンドエフ東京株

式会社

毎朝のラジオ体操、階段利用の推奨、ウォーキングイベントの実施、自転車通勤の

推進等

2023396 東京都品川区 トピー工業株式会社
各種クラブ活動、グループ会社を含めたクラブ全社大会や始業前のラジオ体操など

を実施

2023397 東京都品川区 タイムズモビリティ株式会社
全国から参加できるオンラインイベントの開催や、運動機会を創出するオフィスデ

ザイン等

2023398 東京都品川区 タイムズサポート株式会社
全国から参加できるオンラインイベントの開催や、運動機会を創出するオフィスデ

ザイン等

2023399 東京都品川区 タイムズサービス株式会社
全国から参加できるオンラインイベントの開催や、運動機会を創出するオフィスデ

ザイン等

2023400 東京都品川区
タイムズコミュニケーション

株式会社

全国から参加できるオンラインイベントの開催や、運動機会を創出するオフィスデ

ザイン等

2023401 東京都品川区 スーパーストリーム株式会社
ICTを活用したウォーキングイベント（歩活）の実施、キヤノン体操の実施、体育

施設の無料利用等

2023402 東京都品川区 シーイーシー健康保険組合
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

2023403 東京都品川区 ケアパートナー株式会社
社内部活制度、腰痛予防動画配信、屋内運動動画配信、健康増進アプリ“QOLism”

運用

2023404 東京都品川区 株式会社ローソン
「元気チャレンジ！」と銘打ちアプリへの運動メニュー配信やチーム対抗運動イベ

ントを実施。「明るく 楽しく 元気に働く！」を目指し取組んでいます。
●

2023405 東京都品川区 株式会社ジャルセールス
老若男女問わず、気軽に参加できるチーム制ウォーキングで健康維持に努めていま

す！
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2023406 東京都品川区 ANAテレマート株式会社 社員の「アイディア力」で健康イベントを各部署で開催！ ●

2023407 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

ウォーキングイベント「あゆみ」の開催、部活動費用への補助、自転車通勤の奨励

等

2023409 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
オンラインフィットネスとアプリを利用した法人内ウォーキングイベントの実施 ●

2023410 東京都大田区 株式会社荏原製作所 fitibitを使用したウォーキングイベントやオンラインエクササイズの推進

2023411 東京都大田区 キヤノン株式会社 プロギングの実施、自転車通勤/徒歩通勤の推奨、日々の階段利用等

2023412 東京都大田区 株式会社JALスカイ
オンラインと対面の両方でスポーツ活動に取組むとともに、社員・会社・健保が一

体となり楽しみながら健康促進を図りました。

2023413 東京都大田区 株式会社JALエンジニアリング
本気のラジオ体操周知、各種健康セミナー、Wellnessリーダーによる各職場での健

康推進活動等

2023414 東京都大田区
戸田中央メディカルケアグ

ループ医療法人社団七仁会

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023415 東京都大田区
戸田中央メディカルケアグ

ループ医療法人社団松井病院

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023416 東京都世田谷区 SHIRO GYM
オリジナルトレーニング　シットビクス®を実施して、スタッフ、市民の皆様と楽

しく快活なカラダ作りをしています！

2023417 東京都世田谷区 一般社団法人鬼ごっこ協会
鬼ごっこや各種スポーツで、オンラインやオフラインを問わず、世代や運動神経も

関係なく、楽しく童心に戻って健康改善
●

2023418 東京都世田谷区
株式会社玉川ホールディング

ス

社内報での社内スポーツ活動の紹介、スポーツ実施者へのタオル支給・スポーツ用

具の支給、ゴルフコンペの開催

2023419 東京都世田谷区 株式会社メディヴァ
オンライン×リアルで運動習慣のきっかけづくり・実践支援（ウォーキングイベン

ト、サークル活動、社員自主運営の”運動班”）

2023420 東京都世田谷区 株式会社オオゼキ
業務を通じた運動習慣の奨励し、ヘルスアップセミナーを定期的に開催。健康意識

を利用しウオーキングラリーを開催。

2023421 東京都世田谷区 株式会社アロー
毎月のミーティングで運動機会を提供。自転車通勤手当の実施。階段に応援メッ

セージ。

2023422 東京都世田谷区 楽天グループ株式会社
毎週月曜日のウェルネスタイム、ストレッチ動画の作成・提供、ウォークラリーイ

ベントの開催等

2023423 東京都世田谷区 医療法人社団創福会 歩行イベント開催・運動ジム・機器の施設利用・運動教室(トレーナー・ヨガ)

2023424 東京都渋谷区 東急建設株式会社
毎朝のラジオ体操実施、建設現場従事者のコミュニケーション活性化を目的とした

国内方言・海外言語でのラジオ体操BGMの作成・配信

2023425 東京都渋谷区
東急スポーツシステム株式会

社
企業対抗ウォークラリーへの参加、エクササイズ動画の配信 ●

2023426 東京都渋谷区 VAJデジタルデザイン株式会社
従業員が日々手軽に運動を行う事が出来るようにエアロバイクなどのスポーツ器具

を設置している。

2023427 東京都渋谷区
あいおいニッセイ同和損害保

険株式会社
社内部活動の奨励、オンライン駅伝の開催、ウォーキングキャンペーンの開催等 ●

2023428 東京都渋谷区 アクシス株式会社 社員の健康活動の一環として、運動の情報提供やイベントを組織的に推進。

2023429 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
社員のスポーツイベント参加促進

2023430 東京都渋谷区
株式会社ジェイアール東日本

都市開発
1日2回の体操、クラブ活動への支援、健康に配慮したオフィス環境づくりを実施。

2023431 東京都渋谷区 共同カイテック株式会社 毎日のラジオ体操をはじめ、公式野球部、ランニングクラブの支援 ●

2023432 東京都渋谷区 京王観光株式会社 クラブ活動への補助金支給 ●

2023433 東京都渋谷区 株式会社二期 自社ジムの設置、ゴルフコンペの実施、スポーツイベントの開催

2023434 東京都渋谷区 株式会社伊藤園
スポーツジムと法人契約を締結し社員の利用を支援、ラジオ体操の推奨、歩数アプ

リの入ったスマートフォンを配布

2023435 東京都渋谷区 株式会社フジタ
毎日のラジオ体操や健康づくりセミナー、社内クラブ活動への補助金の支給、アプ

リを活用した歩数チェック開催などを実施
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2023436 東京都渋谷区 株式会社フォーバル 離れていても、オンラインでつながるこころとからだの健康UPマラソン

2023437 東京都渋谷区 株式会社ドクタートラスト
勤務中のラジオ対象の実施、スポーツジム費用の会社負担、ウォーキングイベント

の実施
●

2023438 東京都渋谷区 株式会社ティーガイア
コロナ禍の運動不足解消を目的とした「ウォーキングイベント」の実施、社内クラ

ブ活動の運営支援

2023439 東京都新宿区 株式会社スタイル・エッジ 全従業員が参加できるオンラインヨガの開催 ●

2023440 東京都渋谷区 株式会社ゴールドウイン スポーツと環境を第一に考え、スポーツを通じて豊かで健やかな暮らしを実現する ●

2023441 東京都渋谷区 株式会社うぇるなす
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

して健康と交流を図っています

2023442 東京都渋谷区 株式会社インターテック
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、不定

期で社内ウォーキングイベントを行っています。

2023443 東京都渋谷区 リーフラス株式会社 スポーツ用品の割引購入、業務時間中のストレッチ体操の実施 ●

2023444 東京都渋谷区 東日本旅客鉄道株式会社
クラブ活動奨励、運動習慣奨励セミナー開催、運動動画の社内ネットワーク掲載等

を実施

2023445 東京都渋谷区 テルモ株式会社
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
●

2023446 東京都渋谷区 セコム医療システム株式会社
アプリを活用した健康チャレンジキャンペーン、健康体操の実施、バランスボー

ル・スタンディングテーブル設置等

2023447 東京都渋谷区
スポーツ・ファシリティ・マ

ネジメント株式会社
社員でサーフトリップの実施

2023448 東京都渋谷区 シダックス株式会社
ラジオ体操の実施、「お家でできる簡単な体操・運動」の紹介と呼びかけなどを実

施。

2023449 東京都渋谷区 株式会社バリューHR
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

2023450 東京都渋谷区 株式会社コロプラ
ラジオ体操やウォーキングで社員が健康で長期的にハイパフォーマンスを維持でき

る環境作り
●

2023451 東京都渋谷区 株式会社moovy
社内スポーツイベントの定期的な開催、昇降デスク及びバランスボールの導入、朝

礼ラジオ体操の実施

2023452 東京都品川区 株式会社KOMPEITO
ボディビルダーや理学療法士の従業員が気軽にストレッチできる機会を提供しまし

た。

2023453 東京都渋谷区 株式会社hacomono
専門トレーナーによるウェルネスセミナー開催、フィットネス利用制度や社内に

ワークアウトルームを導入。

2023454 東京都渋谷区 税理士法人アイ・タックス
朝礼時に全社員でストレッチを実施、全社で健康情報の共有、年３回ウォーキング

キャンペーンへの参加で運動習慣定着を促進
●

2023455 東京都中野区
野村不動産ライフ＆スポーツ

株式会社
オンラインデスクdeストレッチ、従業員用健康アプリ活用、スポーツ施設無料利用 ●

2023456 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

従業員の健康増進へ向け、年2回開催のウォーキングイベント、毎日1日30分以上歩

く健康習慣促進

2023457 東京都中野区 P4MATCH株式会社 勤務時間の休憩時間の卓球の実施、卓球レッスン代の補助 ●

2023458 東京都中野区
株式会社プライムアシスタン

ス

ヘルスアップ月間の実施、オンデマンド版健康プログラム提供、社内サークル活動

支援、SOMPOグループのスポーツイベント参加

2023459 東京都中野区 株式会社　丸井グループ
「自ら手を挙げて行動する」社風のもと、社員が事業所ごとに主体的に運動の取り

組みを企画し実践！

2023460 東京都中野区
医療法人財団健貢会総合東京

病院
部活活動(フットサル、野球、バスケ、バレー)の実施・再開

2023461 東京都豊島区 アポクリート株式会社 健康アプリやWeｂを使用して健康管理！

2023462 東京都豊島区 株式会社ビックカメラ 運動機会の向上、定着支援及び健康促進に関する情報の提供

2023463 東京都豊島区
株式会社ナウイエンタープラ

イズ

社員の健康促進として社内エクササイズの実施、通勤時・休憩時間を利用した

ウォーキング等の推奨

2023464 東京都豊島区 株式会社セレスポ 社内クラブ活動の推進、『リレーフェスティバル2022』への参加 ●
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2023465 東京都豊島区 株式会社Wiz
社内運動会、パートナー運動会、ジムdeリフ（ジム代を補助する制度）の取り組み

を実施。

2023466 東京都豊島区 株式会社M.and.Agency クラブ活動への支援、定期的な勤務中に行える日常的なストレッチ方法の提案等

2023467 東京都豊島区
ライトウェイプロダクツジャ

パン株式会社

スポーツ自転車を用いた自転車通勤を推奨。安全講習会の開催や、自転車消耗品手

当を支給。社内ライドイベント等も積極的に開催
●

2023468 東京都豊島区 デサントジャパン株式会社 ウォーキングイベントの実施、クラブ活動支援、スポーツ活動支援金の支給 ●

2023469 東京都豊島区 システム・エナジー株式会社
社員とその家族を対象にしたウォーキングイベントの開催、クラブ活動の推進・助

成等

2023470 東京都豊島区 JR東日本スポーツ株式会社 ウォーキングイベントの開催、３分間フィットネスの実施

2023471 東京都北区 株式会社サンアメニティ
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の積み重ねを推

奨
●

2023472 東京都北区 図書印刷株式会社
始業開始前のラジオ体操実施や階段利用への促進、健康維持及び増進に繋がる福祉

会でのスポーツクラブ利用のサポート斡旋の提供

2023473 東京都板橋区 株式会社タニタ 全社員配付の活動量計による歩数競争

2023474 東京都板橋区 株式会社ウィンゲート
「心拍計を利用した活動量増加プロジェクト」活動量を社内共有することで運動意

識が高まり自然と体を動かす習慣をつける試み。

2023475 東京都板橋区 ８マーケティング株式会社 テレワーク時の定期的な運動の推進、手軽にできる運動の社内向け講座を実施

2023476 東京都江戸川区
一般社団法人城東スポーツク

ラブ

健康維持・促進のため、ウォーキングやストレッチの取り組み支援、運動イベント

の開催

2023477 東京都八王子市 SDGusサポーターズ株式会社 徒歩や自転車でのエコ通勤

2023478 東京都立川市
東京西サトー製品販売株式会

社

就業時間内に社内で1時間の本格ヨガ！お揃いのスマホショルダーでウォークイベ

ント！

2023479 東京都立川市
ＳＯＭＰＯシステムズ株式会

社

運動イベントへの参加支援、執務中や日常生活での運動機会を増やす施策を通し

て、従業員の運動習慣率向上を図る

2023480 東京都立川市
株式会社立飛ホールディング

ス

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
●

2023481 東京都武蔵野市
株式会社トーシンパートナー

ズ
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 ●

2023482 東京都武蔵野市 横河電機株式会社
ウオーキングイベントの開催や隙間時間にできるエクササイズ動画・情報の配信、

同好会活動の支援
●

2023483 東京都武蔵野市
横河ソリューションサービス

株式会社
ライブ配信で「いきいきフィットネス」を実施する他、イベントにて運動を推進

2023484 東京都三鷹市 エムズスマイル
移動時における自転車・徒歩の奨励、地元スポーツイベントへのボランティア参

加・従業員の健康施設利用への環境醸成

2023485 東京都青梅市
太陽誘電モバイルテクノロ

ジー株式会社

身近に運動が習慣づけられるよう、イベントの開催やクラブ活動制度の推進、

「2UP 3DOWN運動（階段利用）」を展開。

2023486 東京都国立市 有限会社マイ・エス国立 自社施設利用推進・社内同好会のサポート・従業員へ健康情報の提供の実施

2023487 東京都国立市 株式会社アミックグループ 社員のスポーツ活動を日常的に継続的して行う事を実施 ●

2023488 東京都多摩市
株式会社レアコーポレーショ

ン
社内での定期的な体づくり勉強会の開催、スポーツ交流事業への参加促進

2023489 東京都稲城市
株式会社ＫＳＫテクノサポー

ト

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

2023490 東京都稲城市 株式会社ＫＳＫ
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

2023491 東京都西東京市
戸田中央メディカルケアグ

ループ医療法人社団時正会

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023492 神奈川県横浜市 ＢＸ ＴＯＳＨＯ株式会社
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全額

補助、在宅勤務時の簡単な運動の推奨

2023493 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

全社ウォーキングイベントやオンライン運動セミナーを実施し、社員の健康意識を

向上させています
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2023861 神奈川県横浜市
富士通コミュニケーション

サービス株式会社

ウォーキングイベント、片足立ち(フラミンゴ)大会の実施、健康に関するお役立ち

情報の定期発信

2023494 神奈川県横浜市 日産自動車株式会社
無理なく、楽しく、従業員全員が参加できるようなウォーキングラリー、オンライ

ン運動、セミナーの企画・実施

2023495 神奈川県横浜市 アネスト岩田株式会社 社内ジム・ウォーキングイベントの実施など、従業員の健康づくりを積極的に支援

2023496 神奈川県横浜市 株式会社トライプランニング
ストレッチタイムの設定、階段利用の促進、健康づくりの情報共有、ウォーキング

イベントの実施

2023497 神奈川県横浜市 株式会社ソディック
社内クラブ活動（テニス・相撲部等）の活動費補助、ウォーキングイベントへの参

加

2023498 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
マイME-BYOカルテ企業対抗ウォーキングに参加、日々のラジオ体操活動を実施

2023500 神奈川県横浜市 株式会社JVCケンウッド
WEBウォーキングイベントの開催、スポーツ系サークルに大会参加費や施設料など

を補助、事業所内の階段利用の促進

2023501 神奈川県横浜市 株式会社CUZMAT スポーツ教室への無料参加、アプリを利用したウォークラリーの実施

2023502 神奈川県横浜市 古河電池株式会社
拠点ごとの各種スポーツ活動支援・手軽なオンラインフィットネスによる健康増

進・就業前のラジオ体操による怪我防止を実施。

2023503 神奈川県横浜市 学校法人五大
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
●

2023504 神奈川県横浜市 学校法人横浜YMCA ストレッチや体操、動画配信による運動習慣の啓発。 ●

2023505 神奈川県横浜市
リコーITソリューションズ株

式会社

オリジナルエクササイズの作成・展開、オンラインを活用した健康イベント・エク

ササイズの実施

2023506 神奈川県横浜市 パナソニックITS株式会社 クラブ活動奨励制度、ウォーキングイベントの開催、ヨガ教室の開催

2023507 神奈川県横浜市 日本発条株式会社 健康見える化プログラムの導入、部活動の推奨、ラジオ体操の実施等

2023508 神奈川県横浜市

戸田中央メディカルケアグ

ループ医療法人横浜未来ヘル

スケアシステム

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023509 神奈川県横浜市
戸田中央メディカルケアグ

ループ学校法人栄戸学園

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023510 神奈川県横浜市

戸田中央メディカルケアグ

ループ株式会社横浜メディカ

ルケア

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。

2023511 神奈川県横浜市
公益財団法人横浜市スポーツ

協会

朝の1分間体操の導入、サークル活動の支援、オンラインや動画配信による運動習

慣の啓発

2023512 神奈川県横浜市 公益財団法人横浜YMCA ストレッチや体操、動画配信による運動習慣の啓発。 ●

2023513 神奈川県横浜市 株式会社オカムラ
年2回の健康月間での「スプリング・オータムヨガ」、上下昇降デスクでの立ち姿

勢を取り入れた働き方の推奨、卓球イベント開催等

2023514 神奈川県横浜市
社会福祉法人横浜YMCA福祉

会
ストレッチや体操、動画配信による運動習慣の啓発。 ●

2023515 神奈川県横浜市 青葉プランニング株式会社
タニタが提供する健康情報発信、女性専用30分フィットネスで体力づくりをサポー

ト。

2023516 神奈川県川崎市 東芝健康保険組合
健康づくりセミナー(身体管理・防衛体力等)、勤務時間内にできるストレッチング

の紹介などを実施。

2023517 神奈川県川崎市 アップコン株式会社
毎朝のラジオ体操の実施、月一回の健康活動(運動やセミナー)及び社内イベント

(ウォーキング)の実施

2023518 神奈川県川崎市 株式会社富士通ゼネラル
いつでも利用できる社内運動施設の提供、自社開発アプリを活用したイベントの開

催、パーソナライズされた体づくりイベントの開催

2023519 神奈川県川崎市 株式会社日本サーキット
『イキイキ活動』と銘打って、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

2023520 神奈川県川崎市
東芝産業機器システム株式会

社
①全社ウォーキングアプリイベントの開催　　②自社オリジナル体操の制作配信

2023521 神奈川県川崎市 東京応化工業株式会社
ウォーキング大会開催、従業員の健康増進、運動部の支援、就業前のラジオ体操・

就業時間中のストレッチタイムの実施
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2023522 神奈川県川崎市
昭和電線ケーブルシステム株

式会社

ラジオ体操、運動セミナー（対面、オンライン）、健康づくりキャンペーンなどを

実施。

2023523 神奈川県川崎市
昭和電線ホールディングス株

式会社
運動セミナー（対面、オンライン）、健康づくりキャンペーンなどを実施。

2023524 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
ストレッチや体操、動画配信による運動習慣の啓発。

2023525 神奈川県横須賀市 東芝ライテック株式会社
長期・短期のウォーキングイベントをはじめ、様々な機会を設け従業員の運動習慣

を定着

2023526 神奈川県鎌倉市 株式会社Crepas
家族との絆をスポーツによって深めるための呼びかけ、ストレッチ器具をオフィス

内に設置

2023527 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

始業時のストレッチ体操の実施、歩くイベントへの参加奨励、部活動報奨金の支給

等

2023528 神奈川県小田原市
富士フイルムグループ健康保

険組合

日常生活の中で楽しみながら基礎体力向上に取り組みます。（ストレッチ、ウォー

キング大会、バランスボールでの体幹強化、など）

2023529 神奈川県小田原市
ヒューマンズ・ネット株式会

社

社内部活動への費用補助を行う事でスポーツ活動の推進を支援したり、運動に関す

る情報を毎月発信し、運動機会の増進を推進しています。

2023530 神奈川県大和市 FCNT株式会社
ストレッチ動画等の配信や健保主催のウォーキングイベントの通知をはじめとする

運動機会創出を促す各種情報発信や制度の周知。

2023531 神奈川県海老名市
富士フイルムマニュファク

チャリング株式会社
ウォーキングイベントの開催（年2回）、ラジオ体操の実施（毎朝）

2023532 神奈川県座間市 株式会社D4D 始業前の体操時間の導入、昼休憩後のストレッチ時間の導入 ●

2023533 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

日常生活の中で楽しみながら体力向上・健康増進に取り組みます。また、地域やグ

ループ会社のスポーツイベントへ参加します。

2023534 新潟県新潟市 株式会社アイセック
自治体主催のウォーキングイベントへの参加、就業時間中の10分間の運動タイムの

設定等

2023535 新潟県新潟市
一般社団法人新潟県労働衛生

医学協会

就業時間内の体操の実施、ウォーキングイベントの参加推奨、運動に関する情報配

信

2023536 新潟県新潟市 福田道路株式会社
ウォーキングイベントへの参加、始業前ラジオ体操の実施、ｅラーニングによる運

動情報の提供

2023537 新潟県新潟市 新潟信用金庫
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
●

2023538 新潟県新潟市 株式会社新潟クボタ
全社的に毎朝ラジオ体操の実施している他、新潟県健康アプリを活用した健康イベ

ントの参加等を通じて、社員の健康・増進を促進
●

2023539 新潟県新潟市 株式会社第四北越銀行
運動習慣定着のきっかけ作りとして健保・従業員組合と連携したウォーキングイベ

ントの実施、クラブ活動支援等を実施しています

2023540 新潟県新潟市
社会福祉法人新潟みずほ福祉

会

運動クラブ（野球、ランニング、ウォーキング、フットサル、ソフトボール）活動

の実施
●

2023541 新潟県新潟市
新潟勤労者医療協会　かえつ

クリニック

職員の健康増進のため、併設フィットネスの健康運動指導士と連携して定期的に体

操を実施しています。

2023542 新潟県新潟市 新潟県労働金庫
職員が生き生きと働けるよう、スポーツを通じて健康の保持・増進に努めていま

す。

2023543 新潟県長岡市 ソリマチ株式会社 スポーツサークル活動への支援、歩く機会増加の推奨

2023544 新潟県長岡市 株式会社ソリマチ技研
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・促進に取り組んでいます
●

2023545 新潟県三条市 株式会社丸富 朝礼時のラジオ体操の実施、健康アプリを活用しウォーキングを推奨

2023546 新潟県三条市 パール金属株式会社 毎日朝礼でラジオ体操、階段利用の促進等 ●

2023547 新潟県三条市 シマト工業株式会社 始業前のラジオ体操、ちょこっと筋トレの推奨、スポーツ活動への助成 ●

2023548 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

近隣住民を対象とした体操教室や、職員を対象とした運動イベントの開催、運動と

食事に関する目標の設定による健康増活動の実施。

2023549 新潟県新発田市
株式会社ハードオフコーポ

レーション

新潟シティマラソンへのスポンサー協力、年１回障がい者スポーツ大会を兼ねた

アーチェリー大会の開催、社内部活動への支援

2023550 新潟県新発田市 新発田ヤクルト販売株式会社
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』を推進する。また、

ウォーキング意識向上、スポーツ活動推奨を行う。
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2023551 新潟県上越市 株式会社　高舘組
アクティブステップ in高舘組」の階段利用の推進、アプリを利用したウォーキング

イベントの参加
● ●

2023552 新潟県魚沼市 株式会社三友組 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

2023553 新潟県田上町 一般社団法人みどり福祉会 自転車レースを主催し従業員の参加を奨励、週末に「朝サイクリング」を実施 ●

2023554 富山県富山市 医療法人社団　香泉会
メディカルフィットネスジムを無料開放。運動指導士が社員の運動メニューを作成

し、運動履歴管理、相談を実施。

2023555 富山県富山市 株式会社インテック インテックはスポーツで「和」を深め、社員の「健康増進」に取り組んでいます。 ●

2023556 富山県富山市
株式会社アピアスポーツクラ

ブ
弊社スポーツ施設の利用促進、サークル活動のサポート、野外活動備品の貸与等

2023557 富山県富山市 コマツ富山株式会社
勤務開始時にラジオ体操実施、階段に消費カロリー表示、ウオーキングイベントへ

の参加・自社開催

2023558 富山県砺波市 松本建設株式会社 各種イベント・スポーツ大会等の参加費補助、ライフスタイル充実応援補助金

2023559 石川県金沢市 中村住宅開発株式会社 金沢城リレーマラソンへの参加

2023560 石川県金沢市
アール・ビー・コントロール

ズ株式会社
社内サークル活動の奨励制度、スポーツクラブの法人契約、歩数コンペの開催等

2023561 石川県金沢市
株式会社北國フィナンシャル

ホールディングス

定期的なウォーキングキャンペーン、ストレッチ・筋トレのオンラインセミナー開

催

2023562 石川県金沢市 ルーチェワーク株式会社
週に一度スポーツインストラクターに指導していただき、体操、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
●

2023563 石川県小松市 ライオンパワー株式会社
外部インストラクターによる運動教室、トレーニングジム機器の設置、テニスフッ

トサルコートを整備

2023564 石川県小松市
公益財団法人北陸体力科学研

究所

スポーツサークル活動の費用補助、体力測定の実施、身体活動量促進、フィットネ

スDAYの制定

2023565 石川県白山市 創屋株式会社
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、

スマホウォークラリーの団体戦に参加

2023566 石川県野々市市 医療法人社団　洋和会 スタンディング朝礼の実施、階段利用の促進等

2023567 石川県志賀町 石川サンケン株式会社 クラブ活動の費用補助、スタンディングワークのためのハイテーブルの導入等

2023568 福井県福井市
株式会社日本エー・エム・

シー

毎朝ラジオ体操と腰痛予防体操の実施、企業対抗ウォーキング大会や運動会への参

加

2023569 福井県福井市 株式会社ナカニシビジョン
毎日、全従業員一斉にラジオ体操を実施・ウォーキング大会を開催・健康運動プロ

グラムの実施

2023570 福井県福井市 高井不動産エルピス
従業員の健康保持増進のため、毎朝礼時に全員でストレッチを実施。社内スポーツ

サークルも発足し運営費用会社負担にて鋭意活動中です。

2023571 福井県福井市 坂川建設株式会社
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
●

2023572 福井県福井市 清川メッキ工業株式会社 スポーツイベントの参加促進、スポーツ同好会の費用補助

2023573 福井県敦賀市 ＦＴＥＣ株式会社
運動促進アプリの導入、スマートウォッチ配布による社員の運動意欲向上及び福利

厚生増進を実施。

2023574 福井県坂井市 川﨑物流株式会社 スポーツクラブ法人契約、朝礼時のストレッチ体操、社内体力測定会を実施 ●

2023575 山梨県中巨摩郡 株式会社アルプス スポーツイベントの開催、運動アプリの運用などを実施

2023576 山梨県甲府市 武山工業株式会社 朝のラジオ体操、ウォーキングを兼ねた清掃活動の実施

2023577 山梨県甲府市 株式会社冨士健幸 地元スポーツイベントへの参加

2023578 山梨県山梨市 冨士食品工業株式会社
ラジオ体操・部活動・ウォークラリー・【冨士食健康通信】にて情報紹介などを実

施。

2023579 長野県上伊那郡 株式会社COZY
ジュニアアスリートからトップアスリートの指導に当たるので、スタッフ達も常に

学びトレーニングや運動を楽しんでいます。
●
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2023580 長野県長野市 高木建設株式会社
クラブ活動（45年以上の野球部、マラソン部、登山部、フットサル部）、健康セミ

ナー、ウォーキング等の実施

2023499 長野県松本市 株式会社アイネット
全社員での朝礼前のラジオ体操、スポーツ部活動費の金銭的補助、スポーツ大会の

開催等。

2023581 長野県松本市 ルピナ中部工業株式会社
松本市の協力をもとに独自の健康プログラムをブラッシュアップ。自分らしくいき

いきと働ける身体づくりが目標です！

2023582 長野県諏訪市 エルシーブイ株式会社
ウォーキングイベントの開催、短時間でできるストレッチなどを紹介する運動セミ

ナーの実施

2023583 長野県佐久市 社会福祉法人からし種の会 ウォーキングラリー参加、健康づくりセミナーの開催

2023584 長野県千曲市 エムケー精工株式会社
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

2023585 岐阜県大垣市 太平洋精工株式会社 毎朝ラジオ体操の実施、社内運動施設の設置、定期的なスポーツイベントの開催

2023586 岐阜県大垣市
PECホールディングス株式会

社
毎朝ラジオ体操の実施、社内運動施設の設置、定期的なスポーツイベントの開催

2023587 岐阜県関市 東海理研株式会社
毎朝のラジオ体操、昼休み後（勤務時間中）のストレッチ体操、健康管理活動の取

り組み、歩数管理の取り組み
●

2023588 岐阜県各務原市 株式会社 五月商店
スポーツを通して、心も身体も健やかに働き続けられるように、社員と会社は、ス

ポーツと関わり続けます

2023589 岐阜県可児市 株式会社アクトス
運動不足に陥りやすい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しております。
●

2023590 岐阜県飛騨市 アルプス薬品工業株式会社
運動機会を習慣づける事を目的にウオーキングイベントを年に4回開催と運動促進

アプリを導入しました。

2023591 静岡県静岡市 鈴与商事株式会社
ウォーキング＆スポーツイベントの実施及び、スポーツジム利用やクラブ活動・健

康増進活動に関する補助。

2023592 静岡県静岡市 鈴与健康保険組合
ＩＣＴを利用したウォーキング大会を春と秋の年2回実施。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。

2023593 静岡県静岡市 株式会社リバティー 社内スポーツイベント実施、スポーツ教室の福利厚生開放。

2023594 静岡県静岡市
株式会社ＴＯＫＡＩホール

ディングス

健康経営の一環として、ウォーキングイベントや体育クラブへの助成金付与などを

実施

2023595 静岡県静岡市 静清信用金庫 ウォーキングイベントへの参加(全役職員が対象)や、厚生会活動などを実施。

2023596 静岡県静岡市 しずおか焼津信用金庫 信和会活動（部活動）の実施、全社員対象のウォーキングイベントの実施

2023597 静岡県静岡市 株式会社杏林堂薬局 従業員のスポーツ参加促進を進める施策を、社長筆頭に実施 ●

2023598 静岡県静岡市 静岡県信用金庫健康保険組合
「＋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。

2023599 静岡県静岡市 静岡県石油健康保険組合
携帯アプリを使用し、1日8,000歩以上を目標として年2回ウォーキングイベントを

実施。

2023600 静岡県浜松市 浜松いわた信用金庫
部活動・同好会活動の奨励　運動や健康に関するセミナー・研修の開催　運動・体

操の実施　アプリ・職員向けメディアの活用

2023601 神奈川県横浜市 株式会社ライフウェル
全スタッフの体づくり応援、ペアトレーニングの実施、スタッフ家族の施設利用、

スタッフ他店舗利用無料、サプリメント無料提供

2023602 静岡県浜松市 遠州信用金庫
コロナ禍でも職員の運動不足解消のためウォーキングイベントを主軸に運動の機会

を設けるよう企画している。

2023603 静岡県浜松市 一般社団法人ブレス浜松 始業時の体操実施、チーム練習時の球拾い

2023604 静岡県浜松市 株式会社ソミック石川
始業時と休憩時のオリジナル体操の実施、クラブ活動費補助、ヘルスマチャレンジ

の実施等

2023605 静岡県沼津市 一般財団法人　芙蓉協会 スポーツイベントの開催、スタンディングワーク＆ミーティングの実践等 ●

2023606 静岡県沼津市 株式会社イワサキ経営
運動イベント、健康セミナー、スマホアプリを使った企業対抗戦ウォーキングイベ

ントの参加等

2023607 静岡県熱海市

戸田中央メディカルケアグ

ループ医療法人社団伊豆七海

会

組織の団結と職員間のコミュニケーション活性化を目的に、グループ伝統行事とし

て毎年運動会とソフトボール大会を実施。
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2023608 静岡県三島市 三島信用金庫
アプリを活用したウォーキングイベントへの参加、クラブ活動の奨励・支援、法人

契約しているスポーツ

2023609 静岡県富士市 東名電機株式会社
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して社員の健康を推

進。

2023610 静岡県富士市 株式会社アイ・ブロード
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して社員の健康を推

進。

2023611 静岡県富士市 株式会社アイ・ネクスト
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して社員の健康を推

進。

2023612 静岡県富士市
ジヤトコプラントテック株式

会社
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

2023613 静岡県富士市 ジヤトコツール株式会社 始業前ラジオ体操や健康ポータルアプリ利用による運動イベントの実施

2023614 静岡県富士市 ジヤトコ株式会社
始業前のラジオ体操実施やウォーキング、体力測定など運動への関心を高めること

で健康意識を高めます

2023615 静岡県富士市
ジヤトコエンジニアリング株

式会社
ラジオ体操の実施、ウォーキングイベントの開催等

2023616 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
社員が出勤の際に階段利用をするなどウォーキングを推進する取組をする

2023617 静岡県焼津市 大東スチール株式会社 毎朝のラジオ体操・健康増進アプリでのウォーキング促進

2023618 静岡県掛川市 島田掛川信用金庫
アプリを利用したウオーキングイベントへの参加、部活動費の補助、法人契約した

スポーツジムの積極的活用

2023619 静岡県袋井市 株式会社佐野
毎朝のラジオ体操や会社周辺のゴミ拾い兼ウォーキング、家族参加のウォーキング

イベントの実施

2023620 静岡県裾野市 矢崎総業株式会社
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

2023621 静岡県湖西市 羽立工業株式会社
職場における体操の実施、スタンディングデスクによる勤務中の運動量向上、

ウォーキングイベントへの参加	

2023622 静岡県湖西市
プライムアースＥＶエナジー

株式会社
社内スポーツイベントを開催し、健康づくり支援活動を実施

2023623 静岡県牧之原市 貫工業株式会社
ぶら下がり健康器の設置、年1～2回　健康づくりセミナー開催、簡単にできるスト

レッチの紹介コーナー設置

2023624 静岡県清水町
静岡県東部機械工業健康保険

組合
健康体操の実施、健康ポータルサイトの提供、エクササイズ動画の提供

2023625 愛知県海部郡 名正運輸株式会社 提携ジムの費用補助、健康管理webサイトの活用

2023626 愛知県名古屋市 豊田通商株式会社
体操・ストレッチのオンラインセミナーの開催や動画の配信、チャリティーウォー

キングイベントの開催、スタンディングデスクの活用

2023627 愛知県名古屋市 日本特殊陶業株式会社
健康啓発セミナーを開催。社内クラブ活動のほか、運動習慣をつけてもらう施策を

行っています。

2023628 愛知県名古屋市 ATグループ健康保険組合
保健事業の一環として、組合員が気軽に参加できる健康イベントや、機関紙等を

使ったPRを実施
●

2023629 愛知県名古屋市 日本ガイシ健康保険組合 「1日8,000歩がんばろー」キャンペーン、「歩活」の実施

2023630 愛知県名古屋市 天野エンザイム株式会社
社内企画・制作の健康セミナー、スポーツ関連の費用補助、ストレッチやラジオ体

操、同好会制度、健康啓発ポスター発行等を実施

2023631 愛知県名古屋市 中部電力健康保険組合
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

全員で実施中
●

2023632 愛知県名古屋市 大有建設株式会社 始業前のラジオ体操、ウォーキングイベントの照会、スポーツ施設との契約

2023633 愛知県名古屋市
アクティス・ジャパン株式会

社

スポーツレクリエーションの実施、シミュレーションゴルフ施設の無料利用、リ

レーマラソン大会への参加

2023634 愛知県名古屋市 イーバリュー株式会社
健康チャレンジカップ、社内運動会、社内ランニングサークル「ランナーズ・ハ

イ！」の実施

2023635 愛知県名古屋市
シンコースポーツ中部株式会

社

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。

2023636 愛知県名古屋市 株式会社名古屋銀行
始業前にラジオ体操の実施、全従業員対象のコラボヘルス「ウォーキングキャン

ペーン」の実施
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2023637 愛知県名古屋市 株式会社愛知銀行 運動習慣改善にむけた運動機会の提供および健康に関する情報発信等の施策を実施

2023638 愛知県名古屋市 株式会社ホンダカーズ愛知
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。

2023639 愛知県名古屋市
株式会社ブラザーエンタープ

ライズ

「メタボ率」を下げることを最重要テーマに掲げ、運動する機会を増やす目的で

ウォーキング活動を実施した。

2023640 愛知県名古屋市 株式会社トヨタシステムズ
アプリを使ってのウオーキングイベントや健康ポイント制度導入、毎日の職場体操

でコロナ禍の運動不足解消対策を実施

2023641 愛知県名古屋市
株式会社トヨタエンタプライ

ズ

全従業員対象ゴミ拾い＆ウォーキングイベント開催

運動指標：1日30分以上の運動週1日以上を設定

2023642 愛知県名古屋市 株式会社サンゲツ
ジムの無料利用やスポーツ活動への助成金給付、ウォーキングイベントの開催をし

ています。

2023643 愛知県名古屋市 株式会社アルペン
毎月社員全員へ「スポーツ実施アンケート」、社内SNSにてスポーツ実施の共有、

オンラインフィットネスによる運動機会の提供

2023644 愛知県名古屋市 株式会社あまの創健
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等の実施。

2023645 愛知県名古屋市 株式会社ＩＴＡＧＥ 健康アプリの導入、ウォーキングイベント等の実施、スポーツジム費用の会社負担 ●

2023646 愛知県名古屋市 株式会社APEX 健康経営の一環として、階段利用の促進に取り組んでいます。

2023647 愛知県名古屋市 愛知電子工業株式会社 勤務時間中に簡単にできる体操を実施

2023648 愛知県名古屋市
愛知県トラック事業健康保険

組合
ウェアラブル端末の配布、階段利用の促進、体力測定の実施

2023649 愛知県名古屋市 リンナイ株式会社
始業時の全社員でのラジオ体操の実施、スポーツフェスティバルの開催、各種ス

ポーツ系クラブ活動の支援などを実施しています。

2023650 愛知県名古屋市 ブラザー工業株式会社 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等 ●

2023651 愛知県名古屋市 ブラザー健康保険組合
毎朝のストレッチの実施、ウォーキングイベントの開催、昼休憩時のオリジナル体

操の実施

2023652 愛知県名古屋市 ブラザーロジテック株式会社
毎朝ラジオ体操を実施。ブラザー健康生活月間などの健康・運動イベントあり。健

康意識・スポーツ意識向上に努めています。

2023653 愛知県名古屋市 ヒロセ合金株式会社
社員が生涯安全・健康で働ける職場にする為、自転車通勤やスタンディングミー

ティングの推奨などにより、自発的に体を動かしたくなる取り組みをしています

2023654 愛知県名古屋市 ビーエム工業株式会社
健康的な生活習慣の向上と事故防止のために、毎朝　就業開始時にラジオ体操を

行っております。

2023655 愛知県名古屋市 バディクラフト株式会社
勤務時間中にリフレッシュタイムを取り入れ、好きな時間に最大90分まで近隣のジ

ムへ自由に行ける制度を設けている
●

2023656 愛知県名古屋市 トヨタ販売連合健康保険組合
社内の健康づくりのために、ストレッチや簡単なエクササイズを定期的に実施して

います

2023657 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

全従業員によるラジオ体操の実施及びウオーキングキャンペーンの展開更にスポー

ツ取組み支援

2023658 愛知県名古屋市 トヨタファイナンス株式会社
全社スマホ・ウォーキング・イベント、ウェルネス教育オンラインセミナー、提携

スポーツクラブのオンラインレッスン紹介を実施

2023659 愛知県名古屋市
トーテックフロンティア株式

会社

『イキイキ活動』と銘打って、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

2023660 愛知県名古屋市
トーテックビジネスサポート

株式会社

『イキイキ活動』と銘打って、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

2023661 愛知県名古屋市
トーテックアメニティ株式会

社

『イキイキ活動』と銘打って、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

2023662 愛知県名古屋市 中部グリコ栄食株式会社 ヘルスケアアプリを使った運動、歩行習慣形成

2023663 愛知県名古屋市 大同メタル工業株式会社
スマホアプリを活用したウォーキングイベントの実施、クラブ活動の支援、健康セ

ミナーの開催

2023664 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

生活習慣で取り組める手軽な運動を、声かけあって無理なく実行する事に取組んで

いる
●

2023665 愛知県名古屋市
株式会社トヨタ名古屋教育セ

ンター

アプリを使ったウォーキングイベントへの参加、自社歩数イベントとして達成賞と

しての目標設置
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2023666 愛知県名古屋市 株式会社エクシング
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、全社員向けに健康イ

ベントやオンラインセミナー等を実施

2023667 愛知県名古屋市 株式会社シイエム・シイ 「CMC GROUP Way体操」を毎日実施

2023668 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
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

2023669 愛知県名古屋市 株式会社アイ・シー・アール からだ測定会、健康管理webサイトの活用

2023670 愛知県名古屋市 佐久間特殊鋼株式会社
就業前ラジオ体操の実施や健康器具の設置、スマホアプリを使ったウォーキングイ

ベントの実施。
●

2023671 愛知県名古屋市 avivo株式会社
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

放
●

2023672 愛知県豊橋市 ユタカ産業株式会社
社員全員参加によるリクリエーション大会、朝礼時のオリジナルストレッチ体操、

各種スポーツクラブ活動など実施。

2023673 愛知県豊橋市
ユタカコーポレーション株式

会社

社員全員参加によるリクリエーション大会、朝礼時のオリジナルストレッチ体操、

各種スポーツクラブ活動など実施。

2023674 愛知県豊橋市 株式会社大森鉄工所
スポーツ活動費補助、朝や就業中の体操、階段利用の推奨、スタンディングミー

ティングの実施等

2023675 愛知県豊橋市 昭和製薬株式会社
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
●

2023676 愛知県一宮市 TGロジスティクス株式会社
あいち健康プラスを活用したウォーキングイベント・健康かみしばい動画の配信・

モーニングストレッチを実施

2023677 愛知県瀬戸市 大橋運輸株式会社
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健康器具追加、社外ス

ポーツジムの法人契約、なわとびイベント実施

2023678 愛知県瀬戸市
株式会社ジェイテクトギヤシ

ステム

始業前のラジオ体操、再雇用者の転倒リスクチェック、昼休みのウォーキング勧

奨、部活動奨励制度を実施中

2023679 愛知県半田市 株式会社　中京医薬品 ラジオ体操の実施・ウォーキングの推奨・SNSによる運動の奨励などを実施

2023680 愛知県半田市 ツカサ工業株式会社 毎朝ラジオ体操、スタンディングワークの推奨、運動イベントの実施

2023681 愛知県春日井市 医療法人社団喜峰会
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、同好会活動へ

の支援等を実施

2023682 愛知県春日井市
パナソニックエコシステムズ

株式会社

毎日の職場体操、健康づくりセミナー、健康イベント等で社員の運動習慣の定着と

健康保持・増進に取り組んでいます
●

2023683 愛知県春日井市 昭和精機株式会社 運動・スポーツの専門的情報交換・実践

2023684 愛知県津島市 株式会社服部商会
朝のラジオ体操の実施・課対抗ウオーキングラリーの実施・筋肉トレーニング器具

の提供・ゴルフ練習場の設置

2023685 愛知県刈谷市 トヨタ車体株式会社
毎日の朝礼前の『おはよう体操』や各種体育施設の無料開放、定時後の運動教室

（ヨガ教室など）等

2023686 愛知県刈谷市 トヨタ紡織株式会社
始業前のラジオ体操、健康セミナーの実施、社内駅伝大会などのスポーツイベント

を開催

2023687 愛知県刈谷市 株式会社デンソー
オンラインセミナーの開催、ウォーキングイベントの開催、始業前のラジオ体操の

実施等

2023688 愛知県豊田市 トヨタ自動車健康保険組合
就業時間中に職場体操の実施、ヘルスケアエリアに健康器具の設置、自宅でスト

レッチ等のレッスンを受講できるようにアプリを導入
● ●

2023689 愛知県豊田市 トリニティ工業株式会社
朝のラジオ体操、昼のストレッチ、運動を点数換算し目標達成を目指すイベント、

歩数計アプリを使ったウォーキングイベントを実施

2023690 愛知県豊田市 株式会社FTS
ウォーキングイベント『チャレンジ健歩』、全員参加活動「運動習慣チャレンジ」

の開催、始業前のラジオ体操の実施

2023691 愛知県安城市 株式会社ニッセイ チームＤＥウォーク実施、家族とも楽しめるファミリーウォークの実施

2023692 愛知県安城市
株式会社デンソーエレクトロ

ニクス

始業前ラジオ体操の実施、社内スポーツクラブの活動支援、疲労が溜まらないカラ

ダのケア動画公開

2023693 愛知県西尾市 壽金属株式会社 野球クラブへの費用等の補助、スポーツイベントの開催等

2023694 愛知県西尾市 三周全工業株式会社
従業員とその家族、それぞれの個人に適した運動メニューの紹介、実践、毎月健康

づくりセミナーなどを実施

24 / 32 ページ



スポーツエールカンパニー2023認定企業一覧 令和５年３月31日公開

認定番号 所在地 企業名 取組内容 ブロンズ プラス

2023695 愛知県蒲郡市 山八商事株式会社
運動機会増進アプリの提供、エクササイズ用具・スタンディングデスク設置、スト

レッチ制度や健康セミナーの実施等

2023696 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
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

2023697 愛知県日進市 株式会社ＳＯＫＥＮ
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

2023698 愛知県日進市 三幸土木株式会社
アプリを使ったウォーキングの奨励等コロナ禍でも継続可能な方法を模索して運動

機会を提供

2023699 愛知県清須市 豊田合成株式会社
始業前『モーニングストレッチ』の実施、健康支援アプリの活用、『職場単位の健

康づくり活動』の展開、運動動画作成/配信等

2023700 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

階段利用の推奨、業務におけるスタンディングデスク使用の推奨、従業員希望者に

はスポーツジム使用料の一部補助

2023701 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
自分で決めた目標だからこそ頑張れる。選んで自由に健康づくり

2023702 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
社内で簡単トレーニングとストレッチ！～楽しく歩いて、健康づくり～

2023703 三重県津市 株式会社百五銀行 ウォーキングイベントの開催

2023704 三重県津市 株式会社光機械製作所 全社員を対象に毎朝ラジオ体操と週2回昼休憩後にストレッチ体操を実施	 ●

2023705 三重県伊勢市 株式会社ゴーリキ
毎朝ラジオ体操、ジム利用を全額会社負担、個別診断付体力測定、健康アプリで情

報発信

2023706 三重県伊賀市 DMG森精機株式会社
スポーツ活動と健康増進活動の促進に多様な機会提供－クラブ活動支援や社内ジム

設置－

2023707 滋賀県守山市 ワコール流通株式会社
【社員の健康は重要な財産】毎朝オリジナル体操実施、運動習慣の定着、自分の身

体を知ってヘルスリテラシー向上！

2023708 京都府京都市 日本新薬株式会社 クラブ活動奨励制度、健康リテラシーを高めることを目的としたイベント等の開催

2023709 京都府京都市 TOWA株式会社 社内運動イベントの開催・就業前ラジオ体操・クラブ活動補助などを実施。

2023710 京都府京都市
オムロン エキスパートリンク

株式会社

始業前に身体のバランスを整える体操等を実施。また、社内のいたるところに運動

情報を掲示して社員の運動習慣を促進しています。

2023711 京都府京都市 オムロン株式会社
ウォーキングイベントの実施、就業時間前のラジオ体操の実施、京都マラソンへの

参加、スタンディングミーティングの実施等

2023712 京都府京都市
株式会社ワコールホールディ

ングス

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に取り組んで

いる

2023713 京都府京都市 株式会社RASCAL’s
スポーツやフィットネスのサービスを展開しているため、常に運動や健康に関する

情報を取り扱い、メンバーの健康意識も高いです。

2023714 京都府京都市 株式会社　タナカ善
万歩計アプリ搭載の社用携帯電話を全社員に配布、歩こう会の実施、会長･社長以

下全社員階段を利用し運動促進している。

2023715 京都府京都市 ローム株式会社
アプリを活用したウォーキングキャンペーン、歩こう会、運動セミナー、運動参考

資料の発行等による運動習慣向上の取組を実施
●

2023716 京都府京都市 もりした循環器科クリニック 診察前のラジオ体操・京都マラソンへの参加・階段の利用促進等を実施している ●

2023717 京都府京都市 トクデン株式会社
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
●

2023718 京都府京都市 第一工業製薬株式会社
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

など従業員の健康増進につながる取り組みを実施しています。

2023719 京都府京都市
京セラコミュニケーションシ

ステム株式会社

体操動画の配信、健康器具の導入、社内クラブ活動、スポーツクラブの利用補助等

を実施。						

2023720 京都府京都市 株式会社西田製作所 月1フットサルの実施、勤務時間中のストレッチ体操の実施

2023721 京都府京都市 村田機械株式会社 運動イベントの実施や始業前のラジオ体操、健康アプリの導入等

2023722 京都府綾部市 日東精工株式会社
毎朝のラジオ体操、健康経営の一環として体力測定、ウォーキングキャンペーン

Nicotto7、社内部活動の支援を実施

2023723 京都府綾部市 日東公進株式会社
毎朝のラジオ体操、健康経営の一環として体力年齢チェック、Nicotto7（7項目の

健康習慣）、ウォーキングイベント等を実施
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2023724 京都府向日市 オムロンヘルスケア株式会社
IoT活動量計を活用したウォーキング促進イベントの実施・運動イベントの開催・

体操の奨励・運動機会の提供
●

2023725 京都府八幡市 関西フローズン株式会社
「すこやかな毎日、ゆたかな人生」の実現に向け、社員自身が主体的な健康づくり

を実践・習慣化！

2023726 大阪府大阪市 林株式会社 HAYASHI健康プログラムの実施、ラジオ体操の実施、クラブ活動の奨励 ●

2023727 大阪府大阪市 美津濃株式会社 従業員のスポーツ実践奨励及び地域のスポーツ振興活動の実施 ● ●

2023728 大阪府大阪市 日立造船株式会社
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る

職員の健康増進等

2023729 大阪府大阪市 日本臓器製薬株式会社
自社オリジナル体操「エクササイズZ」の制作と実施および社外への公開、社員が

自由に使用できる健康器具の設置等を行っています

2023730 大阪府大阪市 日東電工株式会社
Nittoの全従業員は「健康であるべき」というコンセプトのもと全従業員に向けて、

ウォーキングイベント「てくてくトリノ」の実施

2023731 大阪府大阪市 蝶理株式会社 従業員のスポーツの取り組みへの支援、ウォーキングイベントやヨガ教室の実施 ●

2023732 大阪府大阪市 大和鋼業株式会社 月に一度のフットサル活動

2023733 大阪府大阪市 大阪日野自動車株式会社 毎朝、ラジオ体操を全社員対象として実施。参加率は８７％。

2023734 大阪府大阪市 大阪信用金庫
オリジナルの「だいしん100年体操」を全店・全部署で朝礼時に実施、クラブ活動

推奨、ウォーキングイベントの継続実施
●

2023735 大阪府大阪市 大阪港湾健康保険組合
ワークサイズ導入、ラジオ体操・ストレッチタイムの実施、健康目標の設定・報

告、アプリを活用したウォーキングイベント開催
● ●

2023736 大阪府大阪市 大阪シティ信用金庫
ウオーキングイベントや健康サポートアプリ、セミナーを通して、役職員の健康保

持・増進に繋げています。
●

2023737 大阪府大阪市 ＮＴＮ株式会社
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

2023738 大阪府大阪市 積水ハウス株式会社
チーム毎の平均歩数を順位付けし、健康増進をモチベートする「ウォーキングチャ

レンジ」に取り組む。

2023739 大阪府大阪市 アーカス・ジャパン株式会社 テレワーク時の定期的な運動の推進、手軽にできる運動の社内向け講座を実施

2023740 大阪府大阪市
インテリジェントヘルスケア

株式会社
社内福利厚生イベント「フォーシーズンズウォーキング」の企画・開催

2023741 大阪府大阪市 エムダブ株式会社
朝礼時の軽運動の実施、スマートウォッチを用いたウォーキング大会、健康部の設

立

2023742 大阪府大阪市 オーウエル株式会社
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

イベントといった取組を推進しています。

2023743 大阪府大阪市 大阪瓦斯株式会社
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

2023744 大阪府大阪市
シンコースポーツ大阪株式会

社

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。

2023745 大阪府大阪市 株式会社三栄金属製作所 就業前社内ラジオ体操・就業中も腰痛予防・移動はアプリを使ってウォーキング

2023746 大阪府大阪市 株式会社奥村組
ラジオ体操及びけんせつ体幹体操を毎日実施、

健康保険組合主催のウォーキングイベントの参加を推進

2023747 大阪府大阪市 株式会社ヱビス製袋所 からだ測定会、健康管理webサイトの活用

2023748 大阪府大阪市
株式会社ニッセイ・ニューク

リエーション

毎朝・昼の体操実施、社内スポーツ大会の開催、公式大会に参加する社員の支援・

表彰等

2023749 大阪府大阪市 株式会社ドコモCS関西
社員全員に運動アプリを提供、定期的に部署・個人対抗イベントを実施することに

より、健康増進を図っています。

2023750 大阪府大阪市 株式会社ダイヤアクセス 歩数計アプリを利用した歩数競争イベントを実施

2023751 大阪府大阪市 株式会社コンテック 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。

2023752 大阪府大阪市 株式会社イモト 野球部の活動補助、階段利用の推奨、スタンディングミーティングの実施等
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2023753 大阪府大阪市
株式会社OSU Health Support

Academy

全社員参加の運動プログラム（ヨガ、ストレッチング、筋力トレーニング等）の実

施、勤務中でも実践できる運動メニューの提供などを実施。

2023754 大阪府大阪市
株式会社OSGコーポレーショ

ン

「健康を自分ゴト化にする！」をテーマに、スポーツ継続習慣のキッカケを楽し

く、仲間と一緒に実施

2023755 大阪府大阪市 株式会社 J.みらいメディカル
全社員参加型の社内ウォーキングイベントの実施、社内勉強会開始前にストレッチ

運動の実施

2023756 大阪府大阪市 塩野義製薬株式会社
アスリート社員による、オフィスや自宅で出来るストレッチ＆エクササイズ動画の

配信

2023757 大阪府大阪市 医療法人医誠会 社内福利厚生イベント「フォーシーズンズウォーキング」の企画・開催

2023758 大阪府大阪市 ロート製薬株式会社 全社体力測定、ウォーキングイベント、肩こり腰痛エクササイズを実施。 ● ●

2023759 大阪府大阪市
ホロニクスヘルスケア株式会

社
社内福利厚生イベント「フォーシーズンズウォーキング」の企画・開催

2023760 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

スポーツを「観る人」「する人」を支える環境作り、スポーツインフラの整備、健

康増進活動を応援していきます
●

2023761 大阪府大阪市 ネクストウェア株式会社 社内ラジオ体操、健康セミナー、運動イベントの実施

2023762 大阪府大阪市 ニッタ株式会社
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

2023763 大阪府大阪市 東洋紡株式会社 クラブ活動、ラジオ体操、アプリを利用した運動習慣化活動

2023764 大阪府大阪市 田辺三菱製薬株式会社
ウェアラブルデバイスを活用による健康施策の実施、健康イベントの開催、スタン

ディングデスクとスィンギーの設置等

2023765 大阪府大阪市 ダイドードリンコ株式会社 ウォーキングイベントの実施、社内スポーツクラブの活動支援、ラジオ体操の実施

2023766 大阪府大阪市
サワイグループホールディン

グス株式会社

健康づくりに関する記事掲載、運動に関するセミナーの実施、部活動への補助金支

給などを実施。

2023767 大阪府大阪市
グリコマニュファクチャリン

グジャパン株式会社

ヘルスケアアプリの歩数計機能を活用した「ウォーキングイベント」の開催、スト

レッチ・エクセサイズ動画の配信等

2023768 大阪府大阪市 グリコ栄養食品株式会社
オンラインヨガの開催、ストレッチやトレーニング動画の配信、ヘルスケアアプリ

の活用等

2023769 大阪府大阪市 キャル株式会社 健康管理webサイトの活用により、様々な目的に合わせた運動動画を配信

2023770 大阪府大阪市 株式会社ガスパル近畿 ゴミ拾いウォーキングイベントなど、Withコロナ時代に実施できる運動機会を提供

2023771 大阪府大阪市 株式会社アプロ総研 健康レースの実施、健康管理webサイトの活用

2023772 大阪府大阪市 江崎グリコ株式会社
オンラインヨガの定期開催、ストレッチやトレーニング動画の配信、社内運動サー

クル制度の導入等

2023773 大阪府大阪市 合同会社ユー・エス・ジェイ
健康増進とコミュニケーション活性化を目指し、ウォーキングイベントやセミナー

を開催

2023774 大阪府大阪市 阪神高速パトロール株式会社 オリジナル体操の実施、部署ごとのトレーニングの実施

2023775 大阪府大阪市 実紀コスミオン株式会社 歩数計アプリを活用したウォーキング、健康講座への参加推奨

2023776 大阪府大阪市 住友電気工業株式会社 社内スポーツイベントや教室、スポーツ実施に関する費用の補助等を実施 ●

2023777 大阪府大阪市 小野薬品工業株式会社
社内ウォーキングキャンペーンやオンライン動画を活用したエクササイズなどを実

施

2023778 大阪府大阪市 積水化学工業株式会社 健康アプリの導入、健康イベントの開催、在宅でもできる運動メニューの紹介

2023779 大阪府大阪市 Dice JAPAN株式会社
事業所内で、プロアスリート（プロボクサー）が直接指導する社内フィットネスを

実施。

2023780 大阪府堺市 株式会社サカイ引越センター 従業員のクラブ活動・部活動・スポーツ・習い事を支援

2023781 大阪府堺市 株式会社IHIインフラシステム
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
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2023782 大阪府堺市 社会医療法人ペガサス
クラブ活動、スポーツ教室、自転車通勤の推進、ペガサス大運動会・球技大会の開

催

2023783 大阪府岸和田市 フジ住宅株式会社
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

2023784 大阪府豊中市 株式会社JALスカイ大阪
スタンディングミーティングの実施、階段利用促進月間の実施、さんぽdeゴミ拾い

の実施等

2023785 大阪府池田市 ダイハツ工業株式会社
健康セミナー（運動）を職場ニーズに合わせてカスタマイズ実施し、運動習慣の定

着を後押し

2023786 大阪府吹田市 関西イシダ株式会社 福利厚生としての運動提案で、それぞれのペースで行えるスポーツを！

2023787 大阪府守口市 株式会社パナソニック共済会 社内イベント、体操やトレーニングセミナーなどを実施。 ●

2023788 大阪府枚方市 河本工業株式会社 健康促進セミナー実施、スポーツクラブの会費一部負担等

2023789 大阪府枚方市
公益財団法人枚方市スポーツ

協会

ワーク・エンゲイジメントやコミュニケーション向上を目指してスポーツ習慣を高

めます
● ●

2023790 大阪府八尾市 株式会社シナジア
毎朝10分の運動の励行、昼食後のウォーキング、地域住民も参加する年１回の

スポーツイベントの開催
●

2023791 大阪府大東市 株式会社アカカベ ウォーキング大会、クラブ活動の推奨、マラソン大会費用補助

2023792 大阪府羽曳野市 はぁとふるグループ
私たちは、併設フィットネスジムの利用や階段利用の推進など、職員の運動機会を

提供しています。
●

2023793 大阪府東大阪市 株式会社吉建ウォール 運動機器を設置したジム室の新設、ストレッチメニューの紹介

2023794 大阪府東大阪市 株式会社F.C.大阪
プロサッカークラブのコーチが教える大人を対象とした「大人のサッカースクー

ル」の開催、社員と共にサッカー大会への参加

2023795 大阪府四條畷市 サン電子工業株式会社
全拠点で始業前のラジオ体操の実施。卓球台、体重計、血圧計を設置、ウォーキン

グ支援アプリを提供。スポーツイベントへの参加。

2023796 兵庫県神戸市 兵庫トヨタ自動車株式会社
毎朝の弊社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、健康アプリでの健康管理を実施

2023797 兵庫県神戸市 兵庫ダイハツ販売株式会社
毎朝の運動とスタンディングワーク導入による筋力低下の防止、定期的に開催する

スポーツ大会の実施

2023798 兵庫県神戸市 株式会社神防社
コロナ禍でも安心してアウトドアを楽しめる「KOBOhut」事業を展開し、従業員が

家族と共に利用できる施設を提供している。

2023799 兵庫県神戸市 株式会社合食 1日1回のラジオ体操、7つのクラブ活動の支援と、スタンディングワークの実施

2023800 兵庫県神戸市 株式会社アシックス
オンライン駅伝大会、体力測定の実施、身体のゆがみ改善セミナー等の運動イベン

トの開催
●

2023802 兵庫県神戸市 株式会社ITC
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

2023803 兵庫県神戸市 株式会社 神戸マツダ
スポーツ施設の優待利用ができる福利厚生カードの発行、社内ウォーキング大会の

開催

2023804 兵庫県神戸市 マサニ電気株式会社 ラジオ体操の実施、ウォーキング大会の実施、スポーツ活動促進制度の導入

2023805 兵庫県神戸市
ネッツトヨタウエスト兵庫株

式会社

毎朝、全員参加のラジオ体操を実施、野球・フットサルなどスポーツ活動の推奨、

支援

2023806 兵庫県神戸市 住友ゴム工業株式会社 社員と家族向けのウォーキングラリーの実施。フィットネスクラブ利用費補助。

2023807 兵庫県神戸市
シンコースポーツ兵庫株式会

社

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。

2023808 兵庫県神戸市 神戸日野自動車株式会社 ウォーキングキャンペーンやラジオ体操の実施、部活動の奨励等

2023809 兵庫県神戸市 株式会社デンソーテン
対象者の年代に合わせた運動教室、ウォーキング等6種の運動を含む健康チャレン

ジイベントやソフトボール大会を開催

2023810 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
フレイル予防に役立つヨガ実施＆オンラインヨガ＆オンデマンドヨガ

2023811 兵庫県尼崎市 心幸ウェルネス株式会社 からだ測定会、自社開発の健康管理webサイトの活用
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2023812 兵庫県尼崎市 心幸クリエイト株式会社 からだ測定会、自社開発の健康管理webサイトの活用

2023813 兵庫県尼崎市 心幸サービス株式会社 からだ測定会、自社開発の健康管理webサイトの活用

2023814 兵庫県尼崎市
心幸サポートシステム株式会

社
からだ測定会、自社開発の健康管理webサイトの活用

2023815 兵庫県尼崎市
心幸ホールディングス株式会

社
からだ測定会、自社開発の健康管理webサイトの活用

2023816 兵庫県尼崎市 心幸株式会社 からだ測定会、自社開発の健康管理webサイトの活用

2023801 兵庫県西宮市 極東開発工業株式会社 ウォーキングキャンペーンの実施、ラジオ体操の実施、クラブ活動助成制度の拡充

2023817 兵庫県西宮市 株式会社サップス 1日5分間フィットネスの実施、階段利用の推奨、従業員施設利用料無料 ●

2023818 兵庫県西宮市 古野電気株式会社
1日1回のラジオ体操、1分間リフレッシュ体操の動画配信、社内ウォーキングイベ

ントや健康づくりセミナーの開催、社内部活動の支援等

2023819 兵庫県洲本市 株式会社 AWJ
すべてのプロセスに地域の視点を取り入れ、地域の「しあわせ」を創るトモツクプ

ロジェクトを実施。

2023820 兵庫県伊丹市
ハウスウェルネスフーズ株式

会社
健康eラーニングの配信、ウォーキングイベントの開催、WELLNESS通信の発行

2023821 兵庫県加古川市 株式会社　Empathy 事務所への運動器具の設置、スタンディングミーティングの実施

2023822 奈良県奈良市 奈良トヨタ株式会社
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

2023823 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

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・スポーツ施設利用補助

の実施

2023824 和歌山県南海市 株式会社サンコー
体力づくり、健康維持のためラジオ体操、階段の使用の推奨。ソフトボール大会も

開催。

2023825 和歌山県和歌山市 株式会社インテリックス
毎朝のラジオ体操の実施、ウォーキングの推奨、太極拳講座の開催、健康研修、ス

ポーツ大会の開催など

2023826 和歌山県和歌山市 小西化学工業株式会社
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

2023827 和歌山県和歌山市 新中村化学工業株式会社 ウォーキング大会、サッカー教室、野球部など運動機会の増進をすすめています。

2023828 和歌山県新宮市 三和建設株式会社 スポーツジムと法人契約を結び、利用を推奨

2023829 鳥取県米子市 鳥取大学医学部附属病院 階段昇降の推奨、院内ウォーキングイベントの開催

2023830 鳥取県倉吉市 有限会社向井組
健康情報の提供、ウォーキングイベントの推奨、会社独自のウォーキング企画で社

員の健康意識を高める。

2023831 鳥取県境港市 米子空港サービス株式会社 月一回の健康づくり運動の実施

2023832 島根県松江市 サンベ電気株式会社 スポーツレクリエーションの開催、運動機会増進アプリの利用推奨

2023833 島根県出雲市 社会福祉法人あすなろ会
毎日の体操、社内スポーツレク、スタンディングミーティングの実施と徒歩通勤な

どの推奨

2023834 岡山県岡山市 株式会社 グロップサンセリテ
実業団チームの保有、会社が運営しているフィットネスジムの福利厚生利用、業務

椅子としてバランスボールの導入、健康情報の発信

2023835 岡山県岡山市 特定医療法人自由会
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

2023836 岡山県岡山市 株式会社林原 健康体操WebLIVEセミナー開催、クラブ活動費支援、ラジオ体操の実施

2023837 岡山県岡山市 株式会社両備システムズ
ラジオ体操・オフィスで行うエクササイズ「おふぃえく」の継続実施により、運動

習慣づくりを行っています。
●

2023838 岡山県岡山市 株式会社ガスパル中国 ゴミ拾いウォーキングイベントなど、Withコロナ時代に実施できる運動機会を提供

2023839 岡山県岡山市 株式会社ガスパル四国 ゴミ拾いウォーキングイベントなど、Withコロナ時代に実施できる運動機会を提供
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2023840 岡山県岡山市
一般財団法人淳風会淳風会健

康管理センター

入退室管理機能を付与した活動量計を職員全員に貸与し、各人の活動量を見える化

し、日々の運動量増加を目指している。

2023841 岡山県岡山市 御津電子株式会社 毎朝の真剣なラジオ体操で、健康スポーツ活動

2023842 岡山県倉敷市
山﨑プラント株式会社水島営

業所
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 ●

2023843 岡山県津山市 オーエヌ工業株式会社
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
●

2023844 岡山県美作市 株式会社アイダメカシステム
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に取り組ん

でいます。

2023845 広島県広島市 一般社団法人ライフステージ
法人内ストレッチ体操・健康セミナー・個別ストレッチ・出社毎のラジオ体操・健

康相談

2023846 広島県広島市 株式会社広島銀行
全従事者を対象とした健康促進プロジェクトの開催、階段の利用や自転車通勤の促

進等を行い、運動習慣の改善・定着を図った。

2023847 広島県広島市 株式会社ユニサス
運動に関する社内イベントへの参加、階段利用の促進、健康づくり・運動啓発メー

ルの社内配信。

2023848 広島県広島市
株式会社ひろぎんホールディ

ングス
健康促進プロジェクトの開催、階段の利用や自転車通勤の促進等

2023849 広島県広島市 ハーコブ株式会社
ウォーキングや運動増進を促す年２回の社内イベント「健やか活動」、社内報での

ストレッチ動画なども配信

2023850 広島県広島市
シンコースポーツ中国株式会

社

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。

2023851 広島県広島市
公益財団法人広島県教育事業

団（広島県立総合体育館）

通勤時のウォーキングや体育館内での階段利用，朝礼時のリフレッシュ体操などを

実施。

2023852 広島県福山市
公益財団法人中国労働衛生協

会

就業時間中の体操運動を含む運動量を集計する活動を実施し、健康増進を目的とす

るサークル活動には助成金を給付している。

2023853 山口県宇部市 かわむらクリニック
ウィズコロナにも対応したイベントも新たに取り入れ、体を動かすことに楽しさを

感じながら習慣化できるよう取り組んでいます。

2023854 山口県岩国市 株式会社キネマティクス 健康体操の実施、運動メニュー運動の提供、職場へのトレーニンググッズの配置 ●

2023855 山口県周南市 株式会社トクヤマ
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

2023856 徳島県徳島市 喜多機械産業株式会社
ラジオ体操、ウォーキングイベントへの参加、社内俱楽部活動支援、トレーニング

マシン活用による健康増進、exercise動画配信

2023857 徳島県北島町
株式会社フジタ建設コンサル

タント

「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
● ●

2023858 香川県高松市
シンコースポーツ四国株式会

社
ウォーキングイベントの開催、社外活動への支援

2023859 香川県高松市 葵機工株式会社
毎日のラジオ体操、月一回健康新聞の発行、ウォーキングアプリを活用した社内

ウォーキングイベントの開催
●

2023860 香川県高松市 株式会社穴吹工務店
社員の健康維持増進のためスポーツイベントや社内設備の企画運営を推進していき

ます。

2023862 愛媛県松山市 株式会社伊予銀行
Workcise、職場体操、ウェアラブル端末の無償貸与、スポーツクラブとの提携、定

期的なスポーツイベントの開催・案内などを実施

2023863 愛媛県宇和島市 株式会社ガイヤエクスプレス 継続的なラジオ体操の実施、ジムの法人契約、クラブ活動（ゴルフ）の実施

2023864 高知県高知市 大旺新洋株式会社
毎朝の体操から始まり、マラソン大会・オンラインウォーキングイベントの参加。

フィットネスクラブと法人契約

2023865 高知県高知市 株式会社高知銀行
社内部活動、オンラインセミナー、地域貢献×運動の「お遍路ウォーキング」等を

実施

2023866 高知県高知市 ニッポン高度紙工業株式会社 クラブ活動やマラソンへの参加促進、会議前のストレッチ、始業前のラジオ体操等

2023867 福岡県福岡市 株式会社富士ピー・エス 業務中のストレッチや、スマホアプリを利用したウォーキングイベントなどを実施

2023868 福岡県福岡市 株式会社正興電機製作所
バーチャルウォーキング、ボルダリング教室など運動メニューをミッション化。

ミッション達成毎に健康ポイント付与で、運動を促進
●

2023869 福岡県福岡市 株式会社ランテック
朝礼時に健やか体操を実施、企業対抗型ウォークラリーイベントへの参加、階段移

動の推進。
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2023870 福岡県福岡市
株式会社ジャパネットホール

ディングス
徒歩や自転車通勤ができるよう徒歩通勤手当や拠点増設を実施。

2023871 福岡県福岡市 株式会社グリーンクロス 朝礼時のラジオ体操実施、ウォーキングイベントの開催、健康LIVEセミナーの開催 ●

2023872 福岡県福岡市 株式会社ガスパル九州 ゴミ拾いウォーキングイベントなど、Withコロナ時代に実施できる運動機会を提供

2023873 福岡県福岡市 株式会社九州日立システムズ
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

み

2023874 福岡県福岡市 株式会社アトル
経営者が「1万歩友の会」を企画し歩く事の重要性を発信し、勤務中の隙間時間に

ストレッチが出来る環境作りを行っています。

2023875 福岡県福岡市 株式会社ＱＴｎｅｔ
ウェアラブル端末を利用したウォーキングイベント、インフォーマルクラブへの活

動支援、ヨガ教室などを実施。

2023876 福岡県福岡市 株式会社NewSupport
スポーツイベントや練習・試合時等の特別有給休暇の支給、週１回または出勤日の

必須のスポーツ活動
●

2023877 福岡県福岡市 九州電力株式会社
毎年10月を「健康づくり月間」と定め、ラジオ体操、ウォーキングキャンペーン、

体力測定等を実施

2023878 福岡県福岡市 福岡トヨペット株式会社
クラブ活動、運動会等を通じ社員一人ひとりが健康でいきいきと輝くことを目指し

ています

2023879 福岡県福岡市 西日本ビジネス印刷株式会社 毎朝のラジオ体操･歩行通勤への切替･歩数8,000~10,000歩／日目標

2023880 福岡県福岡市
シンコースポーツ九州株式会

社

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。

2023881 福岡県福岡市
社会保険労務士法人アドバン

ス
オフィスでもできるエクササイズを日常に取り入れて、健康増進に取組んでいる。 ●

2023882 福岡県福岡市 Body Hackers Lab 毎月の社員の運動レクリエーション実施

2023883 福岡県小郡市
有限会社共栄資源管理セン

ター小郡
就業前体操の実施、部位別ストレッチの実施 ●

2023884 福岡県福津市 一般社団法人ルートプラス
就業後の時間に毎週3回、ニュースポーツや取り組みやすい球技をレクリエーショ

ンレベルで実施しています。
● ●

2023885 福岡県篠栗町 医療法人泯江堂　三野原病院 職場体操、職員体力測定の実施 ●

2023886 佐賀県佐賀市
株式会社ホンダカーズ中央佐

賀

クラブ活動への活動支援、社内スポーツ大会の開催、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

2023887 長崎県波佐見町 長崎キヤノン株式会社
始業前に「キヤノン体操」を実施、年二回のウォーキングイベントで経営層チーム

対抗戦及び社内運動教室を開催

2023888 熊本県熊本市
幼保連携型認定こども園　木

の葉こども園

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。

2023889 熊本県熊本市 株式会社えがお
社内ジム施設の設置及び、インストラクターによるレッスンも実施。

また、社屋内は階段利用ルールの導入等を実施。

2023890 熊本県熊本市 株式会社肥後銀行
くまモンアプリを活用したウォーキングコンペ開催、運動会実施、部活動支援、エ

クササイズ動画配信等

2023891 熊本県熊本市 KMバイオロジクス 株式会社
従業員全員で就業開始前にラジオ体操、転倒防止のためのスロースクワット、心身

の健康維持のために社内ヨガレッスンを実施

2023892 熊本県宇土市 西田鉄工株式会社
毎朝のラジオ体操、ボーリング大会、ウォーキングチャレンジ制度、部活動への支

援

2023893 大分県大分市 株式会社大分銀行
ウォーキングイベントの開催、朝夕2回全員参加の職場体操、健保とコラボしたエ

クササイズ動画配信、部活動およびサークル活動。

2023894 大分県杵築市
大分キヤノンマテリアル株式

会社

始業時の「キヤノン体操」、立ち会議の推奨、アプリを活用したウォーキングイベ

ント（社内対抗戦）や森林セラピーの実施

2023895 大分県国東市 大分キヤノン株式会社
始業前に「キヤノン体操」を実施、年二回のウォーキングイベントで経営層チーム

対抗戦を開催

2023896 宮崎県宮崎市 株式会社ラヴィータ
トレーニング器具の自社保有、ランニングイベントの開催、アスリート活動奨励制

度

2023897 宮崎県宮崎市 株式会社オロ宮崎 健康促進手当、ラジオ体操、スポーツ同好会への同好会費の補助などを実施。

2023898 宮崎県宮崎市 株式会社宮崎銀行
ウォーキング大会を開催し健康増進および職場活性のきっかけ作りに取り組んでい

ます！
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2023899 宮崎県宮崎市 MLT株式会社
自社デバイスGaminの無償貸出、スポーツイベントの企画、スポーツイベント参加

費補助

2023900 宮崎県日向市 旭建設株式会社
朝のラジオ体操、社内レクレーション（スポーツ大会）、社内でウォーキングアプ

リを活用し歩数の競い合い、クラブ活動費の助成
●

2023901 宮崎県国富町 株式会社デンソー宮崎 社内運動イベント、健康づくりセミナー実施の他、社内クラブ活動の支援

2023902 宮崎県高鍋町 宮崎キヤノン株式会社
始業前の体操やアプリを活用したウォーキングイベント、社内スポーツイベントな

どを実施

2023903 鹿児島県鹿児島市 株式会社南九州マツダ
定期的な健康ニュースの発行、簡単な運動メニューの紹介、社内部活動促進への助

成などを実施

2023904 鹿児島県鹿児島市
社会保険労務士法人ＨＲＴｒ

ｕｓｔ

朝礼終了後、各出身地の方言で毎日楽しくラジオ体操を実施。法人契約しているス

ポーツジムを無料で利用可能にしている。

2023905 鹿児島県薩摩川内市 株式会社外薗運輸機工 勤務時間中にできる簡単な運動メニューの実施

2023906 鹿児島県霧島市 株式会社トヨタ車体研究所
健康促進支援手当で社員の健康意識を向上・敷地内に運動器具の設置でスポーツ機

会の提供

2023907 沖縄県那覇市 株式会社ダスキン沖縄
スマホｄｅ東海道53次ウォークラリーへの参加、歩活（ウォーキングイベント）の

開催

2023908 沖縄県浦添市 大東ガスパートナー株式会社 ゴミ拾いウォーキングイベントなど、Withコロナ時代に実施できる運動機会を提供

2023909 沖縄県名護市
クオリサイトテクノロジーズ

株式会社

「健康第一主義」に基づき、ICTを活用したウォーキングイベント、ヘルシーアク

ション等、健康増進イベントを実施。

2023910 沖縄県糸満市 薬局えぱーわーな～
社員自ら運動を継続し地域住民・来局者たちに説得力を持って無理のない運動を促

進し、健康サポート薬局として地域全体の健康長寿をめざす
●

2023911 宮城県仙台市 株式会社仙台銘板 ラジオ体操の実施、ウォーキング大会の実施、スポーツ活動促進制度の導入

2023912 東京都港区 沖電気工業株式会社
ウィズコロナにも対応したイベントも新たに取り入れ、体を動かすことに楽しさを

感じながら習慣化できるよう取り組んでいます。

2023913 東京都北区
日本交通株式会社　赤羽営業

所
ソフトボール大会の実施、各種サークル活動の支援、スポーツジムの開設等 ●

2023914 兵庫県姫路市 株式会社三機サービス
各拠点をオンラインで繋いで実施したボーリング大会、アプリを活用したウォーキ

ングイベント、運動器具の職場への設置等を実施。

2023915 熊本県熊本市
株式会社えがおホールディン

グス

社内ジム施設の設置及び、インストラクターによるレッスンも実施。また、社屋内

は階段利用ルールの導入等を実施。

【参考】

令和5年2月17日時点 同3月31時点

通常 718 718

+(プラ

ス）
41 45

ブロンズ 135 136

ブロンズ

＋（プラ

ス）

16 16

910 915

認定別
認定数
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