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見逃した本誌のバックナンバーは
こちらで閲覧

恒例事業の「ヘルシーウォーキング大会」
特設ページです

最新のお知らせがここに掲載されています

※掲載内容は随時更新されます。

https://www.sindenkenpo.or.jp
神電けんぽ 検索

健保連神奈川連合会の2022年度100キロウォークの開催可否等の情報は
同連合会ホームページでご確認ください。  https://kenpo-kanagawa.or.jp/general/

お知らせ

「保険証に関する手続き」「病気やケガを
したとき」など、キーワードをもとに知
りたい情報を検索できます

各種申請用紙のダウンロードはこちらから
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☎ 045-320-1188　FAX  045-320-0011神電けんぽ　第 227 号 ご家庭に持ち帰ってみなさんでご覧ください。
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題字は堀之内初代理事長揮毫

D A T A 	 　 　 　 	（2022年11月末日現在）
被保険者数. 20,130人

平均年齢. 44.82歳

被扶養者数. 13,540人

扶養率. 0.67

平均標準報酬月額. 384,099円

事業所数. 177

健康保険料率. 92/1000（一般保険料率+調整保険料率）

介護保険料率. 19/1000

箱根・芦ノ湖（神奈川県）

　当健保組合では、みなさまへの情報提供のためにホームページを公開しています。健康保険のしく
みや給付の内容、健康づくりにお役立ていただくための保健事業などをご覧になることが可能なほか、
各種申請のための用紙も掲載していますので、必要なときに手軽にダウンロードしてご活用ください。
もちろんスマートフォンにも対応しています。

健保組合のホームページ、
実は結構使えるんです。

令和4年10月、
ホームページが
新しくなりました！



い な ば
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　あけましておめでとうございます。
　被保険者ならびにご家族のみなさまに
おかれましては、清々しい新年を迎えら
れたこととお慶び申し上げます。また、
日頃より当健保組合の事業運営につきま
して多大なるご理解とご協力を賜り、深
く感謝を申し上げます。
　健保組合を取り巻く状況は年々厳しさ
を増しており、2025年には団塊の世代
がすべて後期高齢者となることでさらな
る納付金の急増が危惧されています。昨
年10月より、一定所得以上の後期高齢
者の医療費窓口負担が２割に引き上げら
れましたが、現役世代の負担軽減効果は
不十分です。少子高齢化にも歯止めがか
からず、2042年には高齢者人口がピー
クを迎える一方で、国民皆保険制度の支
え手である現役世代の人口は減少が続い
ています。国民皆保険制度の持続性確保
のためにも、75歳以上の中・高所得層
の高齢者の保険料負担分を拡大し、限界
に達しつつある現役世代の負担増を抑え
ることで、全ての世代が支え合う「全世
代型社会保障制度」への転換が急がれま
す。
　また、新型コロナウイルス感染症の流
行を契機に、医療提供体制の逼迫やデ
ジタル化の遅れなどの問題点も浮き彫り

になりました。こうした状況を受け、政
府は「骨太方針2022」のなかで、医療
分野のデジタル化推進を目的として「医
療ＤＸ推進本部」の設置を明記し、昨年
10月に発足させました。本年４月から
はオンライン資格確認を原則義務化し、
2024年秋を目途に現行の健康保険証を
廃止して、マイナンバーカードとの一体
化をめざすこととなりました。あわせて、
マイナンバーカードの保険証利用促進の
ため、医療機関等での導入加速化に向け
た取り組みが強化されています。さらに、
オンライン資格確認システムを利用した
電子処方箋の運用も本年１月より開始と
なり、医療のデジタル化による医療費適
正化、サービスの効率化・質の向上に向
けた改革が進められています。
　当健保組合も、データを活用した効率
的・効果的な保健事業をさらに推進して
まいります。みなさまにおかれましては、
健保組合が実施する各種健診や健康づく
り事業を積極的にご活用ください。日々
の健康づくりに留意され、医療費節減に
ご協力いただければ幸いです。
　結びに、本年がみなさまにとって実り
多き1年となりますことをご祈念申し上
げて、新年のご挨拶とさせていただきま
す。

　子どものころに満月を見て、「ほら、うさぎがもち
をついているよ」と大人から教えられた人は多いで
しょう。文部省唱歌「うさぎ」でも、「うさぎうさぎ
／なに見てはねる／十五夜お月さま／見てはねる」
と歌われます。月の表面の模様は確かにそのように
見えますが、うさぎにたとえるのは、日本を含む東
アジアの国がほとんどだそうです。
　月にいるうさぎの由来は、ブッダの前世の逸話を
集めたインドの『ジャータカ物語』という文献と、
それをベースにした『今

こん

昔
じゃく

物語集』に掲載されてい
る、次のような逸話であるといわれています。

　「猿やヤマイヌ（またはキツネ）、カワウソと暮ら
すうさぎの前に、施しを求める老人が現れた。ほか
の動物と違い何も施すものがないうさぎは、自ら火
に飛び込んでその身を捧げた。老人は帝釈天で、う
さぎの慈悲深い行動をほかの生き物の手本にするた
め、月にうさぎの形を描いた」。（諸説あり）
　よい行いをすれば報われる、ということを説いた
話です。満月の夜には、献身的なうさぎに思いをは
せて見上げてみませんか。

　島根県の出
い ず も

雲大
たいしゃ

社には、うさぎの石像がたくさん
あります。これは、出雲大社の祭神・大

おおくにぬしのみこと

国主命にま
つわる、次のような「因幡の白うさぎ」の神話にち
なんだものです。
　大国主命とその兄弟神たちが、八

や が み

上比
ひ め

売という姫
と結婚するため、因幡に向かっていたときのこと。
白うさぎが、隠

お き

岐の島から因幡の国へと海を渡るた
め、ワニザメをだまして背中の上を通ろうとしてい
ました。しかし、ワニザメにばれて体中の毛をむし
りとられ、痛がって泣いているところへ、いじわる
な兄弟神たちが通りかかったのです。「海で洗って風

にあたって乾かすように」と言われてそのようにす
ると、痛みがさらにひどくなってしまいました。次
に大国主命が通りかかり、「真水で洗ってガマの花粉
をつけるとよい」と言うので従うと、すっかりよく
なりました。喜んだ白うさぎは大国主命と八上比売
との仲を取りもち、縁結びの象徴となったそうです。
　鳥取県には白うさぎを祀った白

はく

兎
と

神社があり、縁
結びだけでなく、やけどや皮膚病などにもご利益が
あるとされています。近くには、この神話の舞台と
される白兎海岸の美しい海と白砂が広がっています。
出雲大社を訪れた際には足を延ばしてみてください。

監　事	 原山　恵一	 ㈱タイツウ
　〃	 櫻井　　満	 ㈱ガステック
議　員	 中村　俊朗	 三波工業㈱
　〃	 大島恵美子	 ㈱日本アシスト
　〃	 名達　雅充	 ㈱五十嵐電機製作所
　〃	 山室　信哉	 三和エレクトロニクス㈱
　〃	 本間　靖浩　	 内藤電誠工業㈱
　〃	 石田　　茂	 協立電子㈱
　〃	 今　　秋男　	 アラクサラネットワークス㈱
　〃	 小島　孝之　	 日本端子㈱
　〃	 小島　　満	 ㈱半導体エネルギー研究所
　〃	 藤井由紀彦	 日本ピーマック㈱

議　員	 渡部　伸也	 UMC・Hエレクトロニクス㈱

事務長	 工藤　俊博	
次　長	 落合　綾子	
総務課長	 吉永　茂樹	
業務課長	 澤村知恵子	
総務係長	 荒井　　香	
保健・医療係長	 林　　麻由	

（敬称略、順不同）
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理事長	 藤田　　力	 ㈱藤田電機製作所
副理事長	 楢山　一男	 コペル電子㈱
常務理事	 阿部　邦和	 神奈川県電子電気機器健康保険組合
理　事	 鎌田　昌樹	 日本高周波㈱
　〃	 長尾　行造	 リーダー電子㈱
　〃	 鈴木　康治	 大井電気㈱
　〃	 小林　伸光	 大森電機工業㈱
　〃	 北條　賢吾	 トム通信工業㈱
　〃	 齋藤　士郎	 菊水ホールディングス㈱
　〃	 水流　勇二	 栄通信工業㈱
　〃	 髙梨　栄二	 信号器材㈱
　〃	 岩瀬　正文	 東信電気㈱

干支の話2023年 卯

満月でもちつきをするのは献身的なうさぎ

因幡の白うさぎの縁結び



「健康保険法制定100年 これからも健康を支え、
皆保険を守る健保組合であるために」をテーマとして、
令和4年度健康保険組合全国大会が10月18日、
東京国際フォーラムで開催されました。
感染症対策のため来場者は約1,200名とし、
その他の健保組合関係者はウェブ配信を視聴して、
合計約3,000名が参加しました。

大会決議を厚労副大臣に手交し、実現を強く要請
　これら４つのスローガンを含む決議文案が大会決議として満場一致で採択され、宮永会長が決議を伊佐進
一厚生労働副大臣に手交し、実現を強く要請しました。これで議事は終了となり、特別企画の「全世代型社
会保障」に関する講演の後、閉会しました。

●  現役世代の負担軽減、
　 全世代で支え合う制度への転換
　給付は高齢者中心、負担は現役世代中心という、これまでの社
会保障の構造を見直すことは「待ったなし」である。

●  国民が身近で信頼できる
　 「かかりつけ医」の推進
　国民にとって最も重要な「必要なときに必要な医療にアクセス
できる体制」は何としても堅持されなければならない。

●  オンライン資格確認などICT化の推進による
　 医療の効率化・質の向上
　今後、電子処方箋情報や電子カルテ情報の共有、全国医療情
報プラットフォームの創設などにも取り組むべきである。

●  健康寿命の延伸に向けた保健事業のさらなる推進
　引き続き特定健診・特定保健指導をはじめ、データヘルスやコ
ラボヘルスによる健康経営の推進、加入者への健康教育・広報に
よる取組みを実践していく。
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後期高齢者の2割負担化
「十分な内容ではない」
　大会では初めに宮永俊一会長が基調演説を行いました。
宮永会長はまず、少子化や人口減少に歯止めがかからない
うえ、団塊の世代が後期高齢者に入り始めたことで高齢者
医療費が急増してきた問題について、「現役世代だけで支え
ていくのはもはや不可能です。一定以上の所得がある後期
高齢者の方の窓口負担2割化がスタートしましたが、現役世
代の負担を軽減するには十分な内容とはいえません」と述
べました。
　続いて、健保組合全体の決算について、4年度は拠出金
の精算戻りの発生により収支が一時的に改善する見通しで
あるものの、4年7月以降、外来医療費が予想を大きく上回
る勢いで伸びていることから、「今後の動向を慎重に見極め
る必要があります」との見方を示しました。
　決算についてはさらに、来年度以降、後期高齢者に到達
する団塊の世代の増加が続くことで、「拠出金負担の急増か
ら再び赤字に転じ、さらなる財政悪化が見込まれる状況で
す。こうした状況を打開していくためには、負担能力に応じ
て、皆が支え合う全世代型の社会保障制度への転換を強力
に進めていく必要があります」と訴えかけました。
　また、全世代型社会保障構築会議についても話を進め、
「子ども・子育て支援の充実」「医療・介護制度改革」「働き
方に中立的な社会保障制度構築」の3本の柱で議論が進め
られているとして、「こうした検討に健保組合の主張を反映
させることが極めて重要です」と強調しました。

皆保険を堅持し、未来に
引き継ぐのは「使命」
　次に、大会のテーマの「健康保険法制定100年」に関連
して、「人生百年時代といわれるなかで、これからの100年
を加入者の健康と安心を支え、誰もが安全・安心な医療を
受けられる国民皆保険制度を維持し、未来に引き継いでい
くことは私たちの使命であります。その強い決意のもとで、
本日の全国大会では4つのスローガンを掲げております」と
述べ、それぞれの主旨を解説しました。

令和４年度 健 康 保 険 組 合 全 国 大 会

全世代で支え合う制度への転換を 免疫力免疫力アアッッププのの生活習慣生活習慣

◆◆バランスのよい食事で腸内環境を整えるバランスのよい食事で腸内環境を整える
　肉類中心の食事は、腸内環境が悪化する原因になります。
１日３食、栄養バランスのよい食事を心がけましょう。腸内
環境を整えるには、発酵食品や食物繊維をうまく取り入れる
のがコツです。そこで、おすすめなのが「具だくさん味噌汁」。
発酵食品である味噌に、食物繊維が豊富な野菜やきのこ、海
藻などの具材をプラスすることで、栄養バランスも◎です。

◆◆質の高い眠りのためにリラックスして過ごす質の高い眠りのためにリラックスして過ごす
　免疫力は睡眠中に強化されますので、夜の時間はリラック
スして過ごすことが大切です。そこで入浴の仕方をひと工夫。
就寝の１～２時間前に、39～40℃のぬるめのお湯に15分ほ
どつかってみましょう。入浴後は深部体温が徐々に下がり、
心地よい眠りにつくことができます。なお、スマートフォン
の明かりは脳と自律神経を強く刺激します。就寝前は使用し
ないでください。

毎朝、決まった時間に起きられないＡさん。時間がない

ときは、やむなく朝食を抜いて出勤します。

職場の人間関係にストレスを感じているＢさん。いつもイ

ライラしていて、心身ともに疲れています。

大好きなお肉ばかり食べていて、間食も多いＤさん。

小さいころから野菜は苦手であまり食べません。

毎晩、布団に入っても、目が冴えてなかなか眠れないＣ

さん。日中はいつも眠気を感じています。

◆◆30分早く起床し、朝食は必ず食べる30分早く起床し、朝食は必ず食べる
　朝の時間があわただしいと、１日の自律神経のリズムが乱
れてしまいます。時間に余裕をもって、通常よりも30分早く
起きることを実践しましょう。また、朝食は日中に活動する
ための貴重なエネルギー源です。朝食を抜いてしまいがちな
人は、まずはバナナ１本からでも食べる習慣を。バナナは食
物繊維やオリゴ糖が多い食材で、腸内環境を整えるのにも役
立ちます。

食生活のバランスに偏りがある夜、なかなか眠れない

監修⃝関谷　剛（東京大学未来ビジョン研究センター　ライフスタイルデザイン研究ユニット　客員准教授　医師　医学博士）

◆◆ストレスを受け流すストレスを受け流す術術
すべ

を身につけるを身につける
　慢性的なストレスは免疫力を低下させる原因になります。
ここで大切なのは「ストレスをうまく受け流すこと」。たとえ
ば、深呼吸には自律神経のバランスを整える効果があり、ス
トレスの緩和に役立ちます。また、適度に体を動かすことは
ストレス解消になり、免疫力アップにも有効です。早歩きの
ウオーキングや階段の利用などを日常生活に取り入れていき
ましょう。

日中、イライラしていることが多い朝、出勤前の時間があわただしい

ちょっとした工夫で続けられる！

　不規則な生活やストレスの多い生活が続くと、免疫力が低下して、感染症などにかかりやすくなっ　不規則な生活やストレスの多い生活が続くと、免疫力が低下して、感染症などにかかりやすくなっ
てしまいます。免疫力を高めるカギは「自律神経」と「腸内環境」の改善。そのヒントを紹介しまてしまいます。免疫力を高めるカギは「自律神経」と「腸内環境」の改善。そのヒントを紹介しま
すので、今日から習慣にして健康な体を維持しましょう。すので、今日から習慣にして健康な体を維持しましょう。



（90万歩以上）

チーム対抗戦　結果（上位3チーム） （敬称略）
順位 チーム名 合計総歩数 平均総歩数 平均1日歩数 参加者数 事業所名 氏名 総歩数

1 RYT 7,107,646 2,369,215 26,035 3 オータッ
クス㈱

萩原 有紀 4,054,445
萩原 俊明 1,624,958
萩原 龍之介 1,428,243

2 Heart 
Mind 8,934,194 2,233,548 24,544 4

協同電子
エンジニア
リング㈱

大野 善彦 2,306,230
大野 雅美 3,282,884
高原 渉 1,950,001
鵜久森 渉 1,395,079

3 キングス
ライム♥ 6,695,666 2,231,888 24,526 3 オータッ

クス㈱

尾留川 光雄 2,951,000
岩瀬 雄太 2,487,066
尾留川 典子 1,257,600

チーム対抗戦　全ランキング
順位 チーム名 合計総歩数 平均総歩数 平均1日歩数 参加者数
1 RYT 7,107,646 2,369,215 26,035 3
2 Heart Mind 8,934,194 2,233,548 24,544 4
3 キングスライム♥ 6,695,666 2,231,888 24,526 3
4 重慶大厦 6,239,198 2,079,732 22,854 3
5 ＧｏｄＰｅａｋ 8,550,185 1,710,037 18,792 5
6 Rag Shoes 7,914,619 1,582,923 17,395 5
7 文ちゃん 5,972,504 1,493,126 16,408 4
8 SOTT 4,123,823 1,374,607 15,106 3
9 進撃の地ならし 4,003,139 1,334,379 14,664 3
10 チームきら 6,222,636 1,244,527 13,676 5
11 お菊さん３ 6,033,910 1,206,782 13,261 5
12 ＫＤＫ（うさぎ） 4,804,900 1,201,225 13,200 4
13 team38 4,738,490 1,184,622 13,018 4
14 SEVLAV 5,886,769 1,177,353 12,938 5
15 チームとみ 3,420,281 1,140,093 12,528 3
16 チームNIKOHA 5,670,773 1,134,154 12,463 5
17 異世界おじさん 5,481,950 1,096,390 12,048 5
18 タカル 4,379,725 1,094,931 12,032 4
19 朝焼きどらやき 3,254,873 1,084,957 11,923 3
20 キャッチボールクラブ 4,192,387 1,048,096 11,518 4
21 倍ビックマック 4,004,504 1,001,126 11,001 4
22 チームかーに 4,941,236 988,247 10,860 5
23 旧SSG 2,906,724 968,908 10,647 3
24 WATER pull 4,372,945 874,589 9,611 5
25 ちょび 3,802,431 760,486 8,357 5
26 ミナトの玉子 3,788,969 757,793 8,327 5
27 +Ultra 3,463,810 692,762 7,613 5
28 かたつむり 2,683,914 670,978 7,373 4
29 ＫＤＫ（かめ） 1,968,919 656,306 7,212 3
30 PKMN 3,278,840 655,768 7,206 5
31 1日10万歩 3,007,423 601,484 6,610 5
32 仙台視察団 2,333,964 583,491 6,412 4
33 sneaker’ s 2,583,771 516,754 5,679 5
34 日進月歩 2,257,165 451,433 4,961 5
35 ウォーキングチーム 1,625,066 406,266 4,464 4
36 俊足軍団 1,467,498 366,874 4,032 4
37 82 1,831,622 366,324 4,026 5
38 一日一歩 1,163,093 290,773 3,195 4

30歳未満
124名

30代
143名

40代
237名

50代
312名

60代 118名
70歳以上  4名

男性  663名
報告者数  606名
平均歩数  11,240歩

女性  275名
報告者数  259名
平均歩数  11,099歩

30歳未満
124名

30代
143名

40代
237名

50代
312名

60代 118名
70歳以上  4名

男性  663名
報告者数  606名
平均歩数  11,240歩

女性  275名
報告者数  259名
平均歩数  11,099歩

◦本人／家族別内訳
 被保険者本人‥‥ 893 名
 家族 ‥‥‥‥‥‥45 名
◦参加媒体別内訳
 WEB ‥‥‥‥ 852 名
 紙 ‥‥‥‥‥‥‥86 名

◦報告者数 ‥‥‥ 865 名
◦結果内訳
 完歩者 ‥‥‥‥ 602 名
 非完歩者（非報告者を含む）
  ‥‥‥‥‥‥‥ 336 名
◦平均歩数 ‥ 11,198 歩

エントリー数 年代別

総エントリー数   （938名）

　昨年9月1日から11月30日までの3カ月間にわたり、1
日平均1万歩以上をめざしてウォーキングにチャレンジして
いただいた「ヘルシーウォーキング大会」が、盛況のうち
に終了しました。
　結果報告を提出された方は865名、1位の方は1日平均
で50,001歩を歩かれたことになります。また、合計歩数が
90万歩を超えた完歩者は602名となりました。
　今回もチーム対抗戦を併せて開催しました。3 ～ 5名を1

チームとし、全38チーム・160名の方々にご参加いただき
ました。結果については下表のとおりですのでご覧ください。
　参加されたみなさま、たいへんお疲れさまでした！　来年
度もチーム対抗戦と併せて開催予定ですので、たくさんの
方のエントリーをお待ちしています。
　 なお、当健 保 組 合のホームページ（https://www.
sindenkenpo.or.jp）では、大会結果および参加された方
の感想を掲載しています。ぜひご覧ください。

完歩者一覧 （敬称略）

1 4,550,163 清水 初子 海洋電子工業㈱
2 4,283,136 大野 征士 ㈱システムステーショングループ
3 4,157,810 沓掛 祐子 海洋電子工業㈱
4 4,068,758 辻 雅敏 大井電気㈱
5 4,066,350 鈴木 祐吾 神峯電子㈱
6 4,054,445 萩原 有紀 オータックス㈱
7 4,052,568 河内 卓朗 大井電気㈱
8 3,882,292 竹之内 静香 海洋電子工業㈱
9 3,841,821 成瀬 一 神明電機㈱

10 3,429,797 浜中 史郎 信号器材㈱
11 3,282,884 大野 雅美 協同電子エンジニアリング㈱
12 2,951,000 尾留川 光雄 オータックス㈱
13 2,895,007 山中 帝人 ㈱東横エルメス
14 2,870,565 臼田 恵子 ㈱藤田電機製作所
15 2,851,493 小川 武 大森電機工業㈱
16 2,487,066 岩瀬 雄太 オータックス㈱
17 2,402,131 竹内 真 三和エレクトロニクス㈱
18 2,316,374 工藤 いつ子 東一電機㈱
19 2,306,230 大野 善彦 協同電子エンジニアリング㈱
20 2,300,122 相崎 美香 海洋電子工業㈱
21 2,297,028 市川 良行 海洋電子工業㈱
22 2,292,789 親松 雅代 栄通信工業㈱
23 2,246,153 松永 洋輔 ㈱松永製作所
24 2,244,179 五木田 弘 信号器材㈱
25 2,090,813 柳澤 浩幸 関東航空計器㈱
26 2,057,514 手塚 祐朗 ㈱半導体エネルギー研究所
27 2,037,982 比企 光好 アキュフェーズ㈱
28 2,035,800 佐々木 忠朗 大森電子㈱
29 2,020,752 小林 祐一 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ㈱
30 2,006,064 鈴木 拓也 内藤電誠工業㈱
31 1,993,903 野谷 順孝 内藤電誠工業㈱
32 1,990,375 廣政 一巳 海洋電子工業㈱
33 1,950,001 高原 渉 協同電子エンジニアリング㈱
34 1,946,553 長川 佳代子 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ㈱
35 1,899,639 大野 陽子 三和エレクトロニクス㈱
36 1,869,084 齋藤 士郎 菊水ホールディングス㈱
37 1,836,895 工藤 俊博 神奈川県電子電気機器健康保険組合
38 1,780,745 林 榕 フォックスコン・ジャパン㈱
39 1,734,317 菊地 正次 日本高周波㈱
40 1,721,222 高山 吉明 菊水ホールディングス㈱
41 1,714,991 （本人の希望により非掲載）

42 1,702,016 平野 勝彦 イチコーエンジニアリング㈱
43 1,701,178 秋元 一弘 ㈱ティー・エス・ジー
44 1,665,054 若山 健彦 ミナトホールディングス㈱
45 1,652,166 山本 和輝 内藤電誠工業㈱
46 1,652,073 坂上 拡 日本ルメンタム㈱
47 1,650,066 清水 未加 ミナトホールディングス㈱
48 1,648,451 上原 圭一 東一電機㈱
49 1,642,900 齋藤 利彦 ㈱半導体エネルギー研究所
50 1,639,502 門井 豊 ミナトホールディングス㈱
51 1,624,958 萩原 俊明 オータックス㈱
52 1,621,993 飯村 由美 日本ヒルティ㈱
53 1,618,705 菅原 正 ㈱千厩マランツ
54 1,613,602 （本人の希望により非掲載）

55 1,611,726 関本 歩美 栄通信工業㈱
56 1,586,830 （本人の希望により非掲載）

57 1,586,368 並木 功司 ㈱東横エルメス

58 1,580,227 森 清美 レーザーテック㈱
59 1,562,326 池上ウイリアムス 裕枝 日本ヒルティ㈱
60 1,560,773 森重 みどり 大森電機工業㈱
61 1,548,837 テラダ ヨシフミ 東横化学㈱
62 1,540,875 （本人の希望により非掲載）

63 1,534,263 岸 友之 UMC・Hエレクトロニクス㈱
64 1,533,503 李 若玫 東京レーダー㈱
65 1,520,619 照井 文子 桜総業㈱
66 1,519,389 今井 和弥 ㈱ガステック
67 1,492,699 野村 勇介 海洋電子工業㈱
68 1,484,289 山内 義典 ㈱五十嵐電機製作所
69 1,473,143 大庭 典之 日本通信機㈱
70 1,472,351 田澤 牧子 東一電機㈱
71 1,469,696 神崎 勝則 信号器材㈱
72 1,456,295 相澤 修一 日本高周波㈱
73 1,456,235 木村 茂 東一電機㈱
74 1,449,936 岩渕 浩 海洋電子工業㈱
75 1,448,981 渡辺 峰隆 東横化学㈱
76 1,436,412 工藤 信幸 東一電機㈱
77 1,431,230 上野 陽治 日電工業㈱
78 1,428,243 萩原 龍之介 オータックス㈱
79 1,426,744 佐藤 雄也 菊水ホールディングス㈱
80 1,421,125 甲斐 文雄 海洋電子工業㈱
81 1,420,620 毛木 健太 日本ピーマック㈱
82 1,417,661 青木 一郎 日本高周波㈱
83 1,417,550 大川 正司 ㈱ガステック
84 1,411,828 池上 雅史 内藤電誠工業㈱
85 1,409,771 里 裕二 UMC・Hエレクトロニクス㈱
86 1,406,642 星 俊弘 大森電機工業㈱
87 1,406,302 （本人の希望により非掲載）

88 1,398,751 金山 光男 イチコーエンジニアリング㈱
89 1,395,079 鵜久森 渉 協同電子エンジニアリング㈱
90 1,382,939 下平木 宏明 東横化学㈱
91 1,367,125 吉田 正 ㈱野毛電気工業九州事業部
92 1,346,168 小澤 祥平 海洋電子工業㈱
93 1,344,262 安井 宏樹 大井電気㈱
94 1,341,216 鶴岡 誠弘 内藤電誠工業㈱
95 1,340,042 柳原 進一 内藤電誠工業㈱
96 1,339,711 飯田 浩二 日本ピーマック㈱
97 1,339,705 坂寄 洋行 信号器材㈱
98 1,336,724 松原 純一 三和エレクトロニクス㈱
99 1,333,582 （本人の希望により非掲載）

100 1,329,426 府川 義典 神奈川県電子電気機器健康保険組合
101 1,326,514 川村 裕二 協同電子エンジニアリング㈱
102 1,324,115 久保田 泰弘 三波工業㈱
103 1,316,966 小平 弘 穂高電子㈱
104 1,311,375 本間 弘三 ㈱電産エンジニアリング
105 1,310,127 荒井 啓 AI TECHNOLOGY㈱
106 1,304,644 坪山 洋幸 日本ピーマック㈱
107 1,304,225 神代 昌布 海洋電子工業㈱
108 1,295,029 遠藤 友理子 新潟通信機㈱
109 1,293,460 井上 昌巳 日本端子㈱
110 1,288,329 近藤 正美 栄通信工業㈱
111 1,287,390 山下 哲朗 三和エレクトロニクス㈱
112 1,286,038 土方 浩一 日本高周波㈱
113 1,284,665 上園 睦男 内藤電誠工業㈱
114 1,274,764 渡邉 孝太 菊水ホールディングス㈱
115 1,272,413 管生 直樹 レーザーテック㈱

116 1,263,437 吉良 千亜季 海洋電子工業㈱
117 1,261,067 （本人の希望により非掲載）

118 1,257,600 尾留川 典子 オータックス㈱
119 1,254,206 福冨 一実 日本ルメンタム㈱
120 1,245,703 吉村 賢次 ㈱光学技研
121 1,241,973 深野 義昭 ㈱トライテック
122 1,241,572 （本人の希望により非掲載）

123 1,240,557 上村 祐二 関東航空計器㈱
124 1,240,064 （本人の希望により非掲載）

125 1,237,601 渡辺 仁美 東横化学㈱
126 1,233,948 森脇 猛 桜総業㈱
127 1,233,781 戸田 晋作 フォックスコン・インターコネクト・テクノロジー・ジャパン㈱
128 1,233,171 （本人の希望により非掲載）

129 1,232,501 鳴神 友美 リーダー電子㈱
130 1,224,960 石原 愼二 三和エレクトロニクス㈱
131 1,223,009 清井 秋男 海洋電子工業㈱
132 1,222,739 鈴木 保則 日本端子㈱
133 1,212,389 鈴木 克洋 神峯電子㈱
134 1,209,583 池田 英司 フォックスコン・ジャパン㈱
135 1,208,405 飯澤 賢護 関東航空計器㈱
136 1,205,108 廣田 啓 日電工業㈱
137 1,201,905 坪川 富裕 神奈川県電子電気機器健康保険組合
138 1,195,951 大井川 誠 オオイテクノ㈱
139 1,193,379 佐藤 卓也 大井電気㈱
140 1,191,234 小林 孝洋 ㈱フジ電科
141 1,191,127 中島 宏幸 内藤電誠工業㈱
142 1,190,777 山下 祐司 大井電気㈱
143 1,189,989 （本人の希望により非掲載）

144 1,189,110 （本人の希望により非掲載）

145 1,189,106 福岡 康夫 日本ピーマック㈱
146 1,188,897 内田 良久 日本端子㈱
147 1,184,926 駒澤 和宏 日電工業㈱
148 1,184,773 渡部 敦子 内藤電誠工業㈱
149 1,182,923 池田 絢子 ㈱ガステック
150 1,181,817 熊倉 敦美 三波工業㈱
151 1,179,894 成瀬 栄 日本ピーマック㈱
152 1,178,548 平井 将之 イチコーエンジニアリング㈱
153 1,177,491 矢花 光 イチコーエンジニアリング㈱
154 1,171,181 蓮沼 健二 三波工業㈱
155 1,170,808 小林 そめの 東一電機㈱
156 1,167,791 保谷 友美 日本端子㈱
157 1,165,866 大庭 昌彦 神峯電子㈱
158 1,164,062 小林 充 ソムフィ㈱
159 1,162,874 小松 悠己 レーザーテック㈱
160 1,162,026 武井 聡子 海洋電子工業㈱
161 1,159,887 竹内 敏彦 ㈱半導体エネルギー研究所
162 1,158,235 下平木 陽子 東横化学㈱
163 1,157,537 大野 久美子 三和エレクトロニクス㈱
164 1,157,455 内山 稔夫 レーザーテック㈱
165 1,155,295 工藤 佑介 イチコーエンジニアリング㈱
166 1,154,108 （本人の希望により非掲載）

167 1,154,054 （本人の希望により非掲載）

168 1,153,070 阿部 邦和 神奈川県電子電気機器健康保険組合
169 1,151,529 小嶋 俊一 ㈱ティー・エス・ジー
170 1,149,676 田中 真紀 ㈱ニイガタイワキ
171 1,147,927 （本人の希望により非掲載）

172 1,146,311 清水 真由美 ㈱エムイーエス
173 1,140,543 遠藤 修一 日本ピーマック㈱

清水 初子さん
海洋電子工業㈱
合計 455万163 歩

1位

順位	 総歩数	 氏 名	 事業所名
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　前回に続き、今回も1位になることができ嬉しく思います。
　9月のスタートから皆様の歩数に圧倒され、私も頑張ろうという気持ちになり、こんな
に歩くことができたのだと思います。
　大会期間中の休日は、仲間と8万歩を目標とし早朝から12時間近く歩いていました。
とても疲れましたが、歩き終えた後は達成感でいっぱいになり気持ちよく感じました。
　次回は歩き方を変え、もっとウォーキングを楽しんでいきたいです。

コメント

第17回 
ヘルシーウォーキング大会 
結果報告 602名のみなさまが
完歩賞　　　　を達成しました！

完歩賞、
おめでとう
ございます！



174 1,138,755 阿部 満 関東航空計器㈱
175 1,138,694 齋藤 英示 協同電子エンジニアリング㈱
176 1,136,006 松田 淳 ㈱野毛電気工業九州事業部
177 1,134,487 加藤 桂輔 三波工業㈱
178 1,133,066 日高 博之 アラクサラネットワークス㈱
179 1,132,991 柳田 敬 日本端子㈱
180 1,132,943 島川 義隆 イチコーエンジニアリング㈱
181 1,129,590 熱海 知昭 ㈱半導体エネルギー研究所
182 1,128,914 佐々木 仁一 東横化学㈱
183 1,128,333 渡辺 学 オオイテクノ㈱
184 1,127,762 水越 祐介 ㈱五十嵐電機製作所
185 1,126,412 尾形 公 ㈱千厩マランツ
186 1,126,206 佐藤 綾香 イチコーエンジニアリング㈱
187 1,126,104 山田 誠 ㈱ティー・エス・ジー
188 1,126,069 （本人の希望により非掲載）

189 1,125,509 （本人の希望により非掲載）

190 1,124,028 （本人の希望により非掲載）

191 1,123,854 斉藤 大司 内藤電誠工業㈱
192 1,123,688 谷口 学 海洋電子工業㈱
193 1,120,946 佐伯 博幸 ㈱ユタカ電機製作所
194 1,120,499 （本人の希望により非掲載）

195 1,118,770 高橋 靖 三波工業㈱
196 1,116,314 野武 稔 東横化学㈱
197 1,115,467 越野 宏幸 内藤電誠工業㈱
198 1,115,272 髙山 悠 ㈱計測技術研究所
199 1,114,973 小沢 悟 日本端子㈱
200 1,114,736 原田 康弘 東横化学㈱
201 1,112,215 西野 美紀 日本端子㈱
202 1,107,407 （本人の希望により非掲載）

203 1,106,186 加藤 哲康 内藤電誠工業㈱
204 1,106,146 （本人の希望により非掲載）

205 1,103,606 大友 寛 日本ピーマック㈱
206 1,103,589 根崎 光男 内藤電誠工業㈱
207 1,103,084 石井 利夫 神峯電子㈱
208 1,102,261 宮城 京子 東一電機㈱
209 1,101,916 川野 賢司 協同電子エンジニアリング㈱
210 1,098,550 （本人の希望により非掲載）

211 1,097,520 巌 新一 内藤電誠工業㈱
212 1,095,966 （本人の希望により非掲載）

213 1,092,462 藤原 英一郎 日本ピーマック㈱
214 1,091,899 白根 美佳子 日本ヒルティ㈱
215 1,091,253 高橋 征紀 栄通信工業㈱
216 1,090,414 石田 謙一 リーダー電子㈱
217 1,090,372 （本人の希望により非掲載）

218 1,089,534 炭谷 直樹 ㈱東横エルメス
219 1,089,340 東 憲一 ㈱野毛電気工業九州事業部
220 1,088,270 森山 仁志 内藤電誠工業㈱
221 1,087,776 遠藤 寛 オオイテクノ㈱
222 1,087,321 平野 好美 フォックスコン・ジャパン㈱
223 1,087,317 河辺 博樹 オオイテクノ㈱
224 1,086,485 飯田 美子 ㈱OECシステム
225 1,085,363 村上 八千代 ㈱千厩マランツ
226 1,083,849 河口 英二 ㈱OECシステム
227 1,083,389 元嶋 一修 日本ピーマック㈱
228 1,083,118 高林 晶子 協和工業㈱
229 1,082,248 秋場 恵理 東横化学㈱
230 1,079,752 清水 正一 オータックス㈱
231 1,077,266 松崎 剛 菊水ホールディングス㈱
232 1,076,096 緑川 修 協同電子エンジニアリング㈱
233 1,071,000 大坂 雅樹 ㈱東横エルメス
234 1,070,586 吉岡 拓馬 大井電気㈱
235 1,070,475 澁谷 久美 三和エレクトロニクス㈱
236 1,069,768 （本人の希望により非掲載）

237 1,065,306 吉永 茂樹 神奈川県電子電気機器健康保険組合
238 1,062,829 佐藤 隆治 日本ピーマック㈱
239 1,062,766 （本人の希望により非掲載）

240 1,062,559 （本人の希望により非掲載）

241 1,061,697 （本人の希望により非掲載）

242 1,061,377 東 隆雄 三波工業㈱
243 1,059,443 西川 泰央 日本高周波㈱
244 1,058,341 （本人の希望により非掲載）

245 1,058,246 中島 雅樹 オータックス㈱
246 1,058,064 （本人の希望により非掲載）

247 1,056,638 （本人の希望により非掲載）

248 1,054,527 田中 秀和 内藤電誠工業㈱
249 1,053,898 河村 諒真 日電工業㈱
250 1,053,267 原 雅人 コペル電子㈱
251 1,052,953 宮本 徹 日本ヒルティ㈱
252 1,052,630 （本人の希望により非掲載）

253 1,052,447 松田 武 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ㈱
254 1,051,901 鈴木 祐里 日本ヒルティ㈱
255 1,051,770 矢野 浩二 リーダー電子㈱
256 1,049,902 山本 秀樹 ㈱計測技術研究所
257 1,049,133 諸岡 和宏 内藤電誠工業㈱
258 1,047,889 高橋 邑弥 三和エレクトロニクス㈱
259 1,046,286 松川 安子 日本端子㈱
260 1,045,612 （本人の希望により非掲載）

261 1,045,470 湊 ゆう子 加藤電機㈱
262 1,045,463 濵本 甲緒美 三波工業㈱
263 1,043,752 石川 大介 イチコーエンジニアリング㈱
264 1,042,478 舩倉 純明 トム通信工業㈱
265 1,042,282 米田 祐美子 ㈱半導体エネルギー研究所
266 1,041,139 加藤 賢 協同電子エンジニアリング㈱
267 1,040,516 山﨑 良之 内藤電誠工業㈱
268 1,040,505 野口 祐希子 ㈱野毛電気工業
269 1,040,317 福士 信雄 桜総業㈱
270 1,039,931 （本人の希望により非掲載）

271 1,039,455 八木橋 元 マランツエレクトロニクス㈱
272 1,039,263 伊藤 勲 栄通信工業㈱
273 1,037,758 （本人の希望により非掲載）

274 1,036,341 風間 昂 栄通信工業㈱
275 1,035,784 片庭 正敏 ㈱半導体エネルギー研究所　栃木事業所
276 1,034,293 大久 朋寛 ㈱五十嵐電機製作所
277 1,033,827 染野 弘哉 マランツエレクトロニクス㈱
278 1,033,753 新野 憲子 協和工業㈱
279 1,032,793 （本人の希望により非掲載）

280 1,032,578 菅 洋美 ㈱ワコー技研
281 1,030,449 山路 孝志 内藤電誠工業㈱
282 1,030,090 （本人の希望により非掲載）

283 1,029,950 （本人の希望により非掲載）

284 1,029,860 舟橋 久美子 リーダー電子㈱
285 1,029,248 川畑 めぐみ 大森電機工業㈱
286 1,029,124 高橋 そのみ 栄通信工業㈱
287 1,028,307 （本人の希望により非掲載）

288 1,028,022 （本人の希望により非掲載）

289 1,025,391 （本人の希望により非掲載）

290 1,024,895 柳田 豊 日本端子㈱
291 1,022,984 加藤 滉 協同電子エンジニアリング㈱
292 1,021,202 赤池 隆寛 三和エレクトロニクス㈱
293 1,020,364 吉川 浩 ㈱ユタカ電機製作所
294 1,018,935 （本人の希望により非掲載）

295 1,017,946 土屋 直道 日本端子㈱
296 1,017,837 佐久間 雅人 内藤電誠工業㈱
297 1,017,662 九鬼 美之 内藤電誠工業㈱
298 1,015,723 （本人の希望により非掲載）

299 1,015,127 （本人の希望により非掲載）

300 1,014,721 道野 正実 協同電子エンジニアリング㈱
301 1,013,216 （本人の希望により非掲載）

302 1,013,211 風間 美樹 栄通信工業㈱
303 1,011,885 猪狩 克己 ㈱ワコー技研
304 1,011,793 （本人の希望により非掲載）

305 1,011,607 竹本 和広 日電工業㈱
306 1,010,931 本間 新一 内藤電誠工業㈱
307 1,010,488 舟山 幸一 菊水ホールディングス㈱
308 1,010,128 （本人の希望により非掲載）

309 1,009,143 （本人の希望により非掲載）

310 1,008,890 （本人の希望により非掲載）

311 1,008,111 田沼 英明 日本高周波㈱
312 1,004,264 山田 信哉 イチコーエンジニアリング㈱
313 1,003,277 久我 いつ子 栄通信工業㈱
314 1,002,500 （本人の希望により非掲載）

315 1,002,496 堀 誠 神峯電子㈱
316 1,001,207 （本人の希望により非掲載）

317 1,000,972 大石 学 リーダー電子㈱
318 1,000,662 佐藤 康子 栄通信工業㈱
319 1,000,613 根本 景子 大森電機工業㈱
320 999,450 （本人の希望により非掲載）

321 998,587 井原 典彦 桜総業㈱
322 998,265 （本人の希望により非掲載）

323 997,689 原 武史 ㈱山水製作所
324 997,529 （本人の希望により非掲載）

325 997,506 井上 広樹 ㈱半導体エネルギー研究所
326 996,840 （本人の希望により非掲載）

327 996,822 （本人の希望により非掲載）

328 993,482 （本人の希望により非掲載）

329 993,227 （本人の希望により非掲載）

330 991,759 佐々木 薫 日本端子㈱
331 991,166 三宅 哲史 ミナトホールディングス㈱
332 990,371 大内 真実 協同電子エンジニアリング㈱
333 989,885 北村 浩一 日本ヒルティ㈱
334 989,751 （本人の希望により非掲載）

335 989,450 森元 亜希子 リーダー電子㈱
336 988,593 松浦 好隆 ㈱野毛電気工業九州事業部
337 987,016 （本人の希望により非掲載）

338 986,971 （本人の希望により非掲載）

339 986,837 （本人の希望により非掲載）

340 986,000 （本人の希望により非掲載）

341 985,865 鈴木 雅之 内藤電誠工業㈱
342 985,693 （本人の希望により非掲載）

343 984,878 中尾 信一 ㈱野毛電気工業九州事業部
344 984,795 藤原 隆久 協和工業㈱
345 984,746 田代 覚 日本端子㈱
346 984,480 （本人の希望により非掲載）

347 984,005 川島 勇樹 桜総業㈱
348 983,963 （本人の希望により非掲載）

349 983,902 満永 一輝 イチコーエンジニアリング㈱
350 983,733 （本人の希望により非掲載）

351 983,120 丸山 博之 ㈱野毛電気工業九州事業部
352 982,012 佐藤 弘樹 ㈱フジ電科
353 980,852 森田 信之 桜総業㈱
354 980,700 水流 勇二 栄通信工業㈱
355 980,423 （本人の希望により非掲載）

356 980,141 （本人の希望により非掲載）

357 980,003 小長谷 明宏 ㈱ティー・エス・ジー
358 979,656 （本人の希望により非掲載）

359 979,474 （本人の希望により非掲載）

360 979,210 （本人の希望により非掲載）

361 979,063 （本人の希望により非掲載）

362 977,590 （本人の希望により非掲載）

363 977,459 荒木 享 ㈱五十嵐電機製作所
364 977,106 中嶋 千治 東横化学㈱
365 976,973 （本人の希望により非掲載）

366 976,965 岡野 博光 オオイテクノ㈱
367 976,259 小浦 宏美 協同電子エンジニアリング㈱
368 975,745 山地 久子 ㈱タイツウ
369 975,657 沖 美和子 ㈱エムイーエス
370 975,459 （本人の希望により非掲載）

371 974,218 珍田 知明 関東航空計器㈱
372 974,075 （本人の希望により非掲載）

373 973,948 （本人の希望により非掲載）

374 973,895 （本人の希望により非掲載）

375 973,644 藤田 淳也 三和エレクトロニクス㈱
376 972,824 両田 幸子 栄通信工業㈱
377 971,507 原田 愛美 三和エレクトロニクス㈱
378 971,489 藤井 修 協同電子エンジニアリング㈱
379 971,388 （本人の希望により非掲載）

380 970,910 （本人の希望により非掲載）

381 970,668 古川 修 内藤電誠工業㈱
382 970,616 麻生 和浩 三和エレクトロニクス㈱
383 970,602 吉井 彩子 リーダー電子㈱
384 970,258 日比 泰也 イチコーエンジニアリング㈱
385 969,903 鈴木 優人 ㈱フジ電科
386 969,766 松石 健司 ㈱野毛電気工業九州事業部
387 969,439 （本人の希望により非掲載）

388 967,909 （本人の希望により非掲載）

389 967,395 竹中 秀明 イチコーエンジニアリング㈱
390 966,757 船木 裕治 ㈱ガステック
391 965,153 斎藤 裕之 信号器材㈱
392 964,600 沼田 涼 日本端子㈱
393 963,708 （本人の希望により非掲載）

394 963,629 早矢仕 明美 協和工業㈱
395 963,198 室井 正江 AI TECHNOLOGY㈱
396 962,467 （本人の希望により非掲載）

397 962,442 （本人の希望により非掲載）

398 962,396 （本人の希望により非掲載）

399 961,865 （本人の希望により非掲載）

400 961,808 （本人の希望により非掲載）

401 961,486 森永 洋昭 ミナトホールディングス㈱
402 961,058 （本人の希望により非掲載）

403 960,460 （本人の希望により非掲載）

404 960,271 （本人の希望により非掲載）

405 960,265 （本人の希望により非掲載）

406 958,413 杉山 瑞穂 ㈱計測技術研究所
407 958,195 坂本 一之 菊水ホールディングス㈱
408 957,131 石原 由美 ソムフィ㈱
409 956,187 （本人の希望により非掲載）

410 954,458 （本人の希望により非掲載）

411 953,759 （本人の希望により非掲載）

412 953,675 一森 康広 ㈱野毛電気工業九州事業部
413 953,102 齊藤 優紀 内藤電誠工業㈱
414 952,939 亀井 陽介 ㈱半導体エネルギー研究所
415 952,491 原山 恵一 ㈱タイツウ
416 950,635 上野 友理絵 ㈱半導体エネルギー研究所
417 950,440 （本人の希望により非掲載）

418 950,413 （本人の希望により非掲載）

419 950,184 （本人の希望により非掲載）

420 949,686 （本人の希望により非掲載）

421 949,183 遠藤 正己 ㈱半導体エネルギー研究所
422 948,229 大澤 力也 レーザーテック㈱
423 948,122 金坂 直也 内藤電誠工業㈱
424 947,801 及川 るみ ㈱千厩マランツ
425 947,064 （本人の希望により非掲載）

426 946,757 山下 真未 内藤電誠工業㈱
427 946,648 三枝 賢一郎 東横化学㈱
428 945,058 （本人の希望により非掲載）

429 944,759 安井 義隆 協同電子エンジニアリング㈱
430 944,677 中島 耕司 ㈱エムイーエス
431 944,174 片岸 雅樹 協同電子エンジニアリング㈱
432 943,828 田辺 秀樹 協同電子エンジニアリング㈱
433 943,455 （本人の希望により非掲載）

434 943,282 関口 崇 内藤電誠工業㈱
435 942,918 （本人の希望により非掲載）

436 942,467 山城 政彰 内藤電誠工業㈱
437 942,302 （本人の希望により非掲載）

438 941,576 折井 健太郎 菊水ホールディングス㈱
439 941,400 （本人の希望により非掲載）

440 941,394 成田 さやか 協同電子エンジニアリング㈱
441 941,100 （本人の希望により非掲載）

442 940,591 （本人の希望により非掲載）

443 940,372 （本人の希望により非掲載）

444 940,120 佐々木 康弘 オオイテクノ㈱
444 940,120 笹川 知美 ㈱野毛電気工業
446 939,245 村井 啓泰 ミナトホールディングス㈱
447 939,218 奥津 英樹 協同電子エンジニアリング㈱
448 939,047 櫻井 律男 加藤電機㈱
449 938,387 （本人の希望により非掲載）

450 937,623 土屋 康彦 菊水ホールディングス㈱
451 937,508 内柴 智博 ㈱野毛電気工業九州事業部
452 937,220 （本人の希望により非掲載）

453 937,016 （本人の希望により非掲載）

454 936,987 広瀬 啓 東横化学㈱
455 936,905 （本人の希望により非掲載）

456 935,239 （本人の希望により非掲載）

457 935,225 内田 美恵子 日本端子㈱
458 934,998 （本人の希望により非掲載）

459 934,985 陸川 香 ㈱プリンテック
460 934,883 栗山 祐治 ソムフィ㈱

461 934,639 （本人の希望により非掲載）

462 934,479 浅野 康子 ソムフィ㈱
463 933,571 菊池 美香 桜総業㈱
464 933,260 長坂 恵 栄通信工業㈱
465 933,129 （本人の希望により非掲載）

466 932,736 （本人の希望により非掲載）

467 932,716 （本人の希望により非掲載）

468 932,503 姉崎 一郎 オータックス㈱
469 932,415 （本人の希望により非掲載）

470 932,307 伊佐地 明 ㈱ワコー技研
471 932,063 松本 健志 ㈱野毛電気工業九州事業部
472 931,900 （本人の希望により非掲載）

473 930,932 川俣 明 内藤電誠工業㈱
474 930,900 （本人の希望により非掲載）

475 930,777 山﨑 政則 栄通信工業㈱
476 930,455 久冨 修司 三和エレクトロニクス㈱
477 930,428 丸山 浩史 桜総業㈱
478 930,269 岩佐 友希 ミナトホールディングス㈱
479 929,799 山本 浩之 イチコーエンジニアリング㈱
480 928,758 鈴木 美佐子 栄通信工業㈱
481 928,093 宇都宮 浩 イチコーエンジニアリング㈱
482 928,023 丸山 貢 栄通信工業㈱
483 927,860 五十畑 有一 菊水ホールディングス㈱
484 927,840 （本人の希望により非掲載）

485 927,819 （本人の希望により非掲載）

486 927,757 （本人の希望により非掲載）

487 927,752 瀬川 久美子 栄通信工業㈱
488 927,394 山本 由美子 ㈱野毛電気工業
489 927,177 井田 憲孝 レーザーテック㈱
490 926,875 親松 巌 栄通信工業㈱
491 926,648 （本人の希望により非掲載）

492 925,984 （本人の希望により非掲載）

493 925,679 （本人の希望により非掲載）

494 925,592 （本人の希望により非掲載）

495 924,811 鈴木 直人 イチコーエンジニアリング㈱
496 924,623 披田野 良一 神明電機㈱
497 923,734 （本人の希望により非掲載）

498 923,685 （本人の希望により非掲載）

499 923,662 斉藤 英明 三和エレクトロニクス㈱
500 923,360 （本人の希望により非掲載）

501 923,339 （本人の希望により非掲載）

502 923,256 （本人の希望により非掲載）

503 923,208 （本人の希望により非掲載）

504 922,613 （本人の希望により非掲載）

505 922,302 宮崎 弘美 ㈱東横エルメス
506 922,288 須藤 克彦 三波工業㈱
507 922,179 田中 るみ子 栄通信工業㈱
508 922,123 大塚 健太 菊水ホールディングス㈱
509 921,916 田崎 純子 栄通信工業㈱
510 921,410 （本人の希望により非掲載）

511 920,899 （本人の希望により非掲載）

512 920,771 北條 駿 菊水ホールディングス㈱
513 920,765 （本人の希望により非掲載）

514 919,911 （本人の希望により非掲載）

515 919,849 （本人の希望により非掲載）

516 919,800 （本人の希望により非掲載）

517 919,346 （本人の希望により非掲載）

518 919,336 （本人の希望により非掲載）

519 919,278 （本人の希望により非掲載）

520 918,680 小山 寛子 協同電子エンジニアリング㈱
521 918,198 大塚 悠太 大森電機工業㈱
522 918,068 （本人の希望により非掲載）

523 917,220 （本人の希望により非掲載）

524 917,181 輪島 さやか 東横化学㈱
525 917,046 廣瀬 貴史 ㈱半導体エネルギー研究所
526 917,000 （本人の希望により非掲載）

526 917,000 （本人の希望により非掲載）

528 916,963 中川 文人 ㈱東横エルメス
529 916,327 （本人の希望により非掲載）

530 916,036 森 万寿也 ㈱野毛電気工業九州事業部
531 915,964 （本人の希望により非掲載）

532 915,935 小山 勝広 内藤電誠工業㈱

533 915,143 小山 静 ㈱計測技術研究所
534 914,944 （本人の希望により非掲載）

535 914,869 （本人の希望により非掲載）

536 914,637 （本人の希望により非掲載）

537 914,585 （本人の希望により非掲載）

538 914,562 冨田 純子 イチコーエンジニアリング㈱
539 914,445 （本人の希望により非掲載）

540 914,136 （本人の希望により非掲載）

541 914,068 （本人の希望により非掲載）

542 912,961 （本人の希望により非掲載）

543 912,738 （本人の希望により非掲載）

544 912,520 （本人の希望により非掲載）

545 912,039 （本人の希望により非掲載）

546 911,506 寺田 真人 海洋電子工業㈱
547 911,280 木津 英夫 栄通信工業㈱
548 911,211 （本人の希望により非掲載）

549 910,961 山口 翔 イチコーエンジニアリング㈱
550 910,862 池田 元 ㈱日本アシスト
551 910,699 宮久保 祐司 ㈱木梨電機製作所
552 910,538 鞭木 知也 協同電子エンジニアリング㈱
553 910,468 西川 美栄 協同電子エンジニアリング㈱
554 910,260 服部 一英 関東航空計器㈱
555 910,150 羽田 定生 日本ヒルティ㈱
556 910,088 浅野 妙子 型研精工㈱
557 909,943 藪内 正三 三和エレクトロニクス㈱
558 908,903 大塚 禎之 リーダー電子㈱
559 908,792 澁谷 基樹 協同電子エンジニアリング㈱
560 908,606 （本人の希望により非掲載）

561 908,594 飯野 秋彦 協同電子エンジニアリング㈱
562 908,473 鈴木 瑞紀 ㈱野毛電気工業
563 908,466 伊田 正樹 協同電子エンジニアリング㈱
564 908,233 （本人の希望により非掲載）

565 907,528 （本人の希望により非掲載）

566 907,191 （本人の希望により非掲載）

567 907,024 （本人の希望により非掲載）

568 906,924 吉田 勲 ミナトホールディングス㈱
569 906,668 （本人の希望により非掲載）

570 906,616 吉本 智史 ㈱半導体エネルギー研究所
571 906,422 澤井 寛美 ㈱半導体エネルギー研究所
572 906,378 （本人の希望により非掲載）

573 905,673 （本人の希望により非掲載）

574 905,615 船橋 伸也 内藤電誠工業㈱
575 905,603 石川 美樹 穂高電子㈱
576 905,506 長岡 諒 協同電子エンジニアリング㈱
577 905,433 阿部 真佐美 大井電気㈱
578 905,372 斉藤 賢一 内藤電誠工業㈱
579 905,271 山神 守 協同電子エンジニアリング㈱
580 905,064 （本人の希望により非掲載）

581 904,727 （本人の希望により非掲載）

582 904,599 辻中 利生 イチコーエンジニアリング㈱
583 904,376 （本人の希望により非掲載）

584 904,337 堀口 洋生 日本ピーマック㈱
585 903,758 （本人の希望により非掲載）

586 903,496 （本人の希望により非掲載）

587 903,145 （本人の希望により非掲載）

588 902,919 加藤 由紀子 大森電機工業㈱
589 902,684 小野 陽介 協同電子エンジニアリング㈱
590 902,511 鈴木 祐一 内藤電誠工業㈱
591 902,506 三尾 佳子 ㈱計測技術研究所
592 901,918 小野塚 由夏 菊水ホールディングス㈱
593 901,742 （本人の希望により非掲載）

594 901,378 （本人の希望により非掲載）

595 900,947 中野 剛宏 海洋電子工業㈱
596 900,535 （本人の希望により非掲載）

597 900,459 （本人の希望により非掲載）

598 900,364 村川 幸江 三和エレクトロニクス㈱
599 900,266 栗原 菜緒 内藤電誠工業㈱
600 900,150 箱田 裕子 海洋電子工業㈱
601 900,148 （本人の希望により非掲載）

602 900,003 （本人の希望により非掲載）

順位	 総歩数	 氏 名	 事業所名

98
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健 康 診 査

人 間 ド ッ ク 歯 科 健 診 そ の 他

検 査 名 種 目 補 助 金 支 給 限 度 額 対 象 者

特定健康診査

診察（質問票）、身体検査（身長・体重・BMI・腹囲）、血圧測定、
肝機能〈AST（GOT）・ALT（GPT）・γ-GT（γ-GTP）〉、脂質検査〈中
性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロールまたはNon-
HDLコレステロール〉、血糖〈①空腹時血糖（または随時血糖） 
②HbA1c（①②どちらか実施）〉、尿糖・尿蛋白
以上の全種目

6,000 円
満 40 歳以上の
①被扶養者
②任意継続被保険者

健康診査
（特定健康診査に係る

詳細検査を含む）

一般健康診査、胃検査、心電図検査、聴力検査、便潜血検査、
HCV 抗体検査等実施 6,000 円

満 35 歳以上の
①被保険者
②被扶養者

婦人健診 乳がん健診、子宮がん健診
10,000 円
※乳がん健診のみは5,000円、
子宮がん健診のみは5,000円

①被保険者
②被扶養者

検 査 名 補助金支給
限度額 対 象 者

人間ドック 30,000円 満35歳以上の
①被保険者 
②被扶養者脳ドック 15,000円

歯 科 健 診 の 種 類 補助金支給
限度額 対 象 者

口腔診査、口腔衛生指導、予防
処置、歯周疾患予防のための簡
単な歯石除去（保険診療は除く）

2,000 円
①被保険者
②被扶養者

種 類 補助金支給
限度額 対 象 者

インフルエンザ
予防接種補助 3,500 円

①被保険者
②被扶養者

　当健保組合では、被保険者のみなさまおよびご家族の健康管理にお役立ていただくため、
健康診査、人間ドック、インフルエンザ予防接種、歯科健診などに対し、補助金を支給しています。
　詳しくは、当健保組合のホームページ（https://www.sindenkenpo.or.jp）をご覧ください。

当健保組合の各種補助金のご案内
みなさまの健康管理を応援します！

事 務 局 だ よ り

補 助 金 の 支 給 に は 申 請 が 必 要 で す ！
申請方法 添付書類とともに、お勤めの事業所を通して当健保組合までご提出ください。

注意事項 ⃝実費額（税込）が補助額未満の時は、実費額を補助します。
 ⃝�各種補助金の申請は、年度内1検査につき1回に限ります。
� ⃝��被保険者（任意継続被保険者を除く）にかかる健康診査について、実費額（税込）から事業

主負担相当額 4,000 円を控除した額に対して 6,000 円を限度に補助します。

【対象者の年齢】受診日の属する年度末現在の年齢

　去る令和4年11月10日（木）、各事業所
の健康管理委員の方にご出席いただき、
神電けんぽ会館での会場参加と併せて
WEB配信による、健康管理委員研修会を
開催いたしました。
　当日は阿部常務理事より、当健保組合の
令和４年度事業状況等の説明がなされま
した。続いて、株式会社ルネサンスの木ノ

下憲子氏を迎え「折れない心と体をつくる
メンタルタフネスセミナー」と題した講演を
行いました。

　当健保組合では、加入者のみなさまに「ご自身の治療等にかかっ
た医療費」について確認していただき、健康保険事業の健全な運
営を図るために、年に4回「医療費のお知らせ」を発行しています。
　医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」
の添付が必要となっています。また、「医療費のお知らせ」を添付
すると、明細の記入を省略できます。
※ ただし、医療費のお知らせに記載されていない医療費および柔道整復等の

費用は、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」
を確定申告書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

「医療費のお知らせ」は医療費控除の
申告手続きに使用可能です

健康管理委員研修会を開催いたしました

　「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」
のいずれかのパークチケットを特別料金でご利用いただけ
ます。ご利用料金等詳細については、当健保組合ホーム
ページ「健保からのお知らせ」をご覧ください。

　機関紙「神電けんぽ」のバックナン
バーはホームページでもご確認いただ
けます。印刷物のお届けが不要の場合、
また、部数に変更が生じた場合につい
ては、当健保組合までご連絡ください。

総合健診センターヘルチェック
大宮センター（埼玉県さいたま市大宮区）

　ジェネリック医薬品の有効成分は先発
医薬品と同じですが、右記のように子ど
もや高齢者にものみやすくなるよう製剤
上の工夫が施されたものもあります。

▶木ノ下憲子氏による講演

▲水流理事による挨拶

10月～12月診療分は
領収書に基づき申告しましょう！
　10月～12月診療分のお知らせは4月発行とな
るため、確定申告に間に合いません。
　医療機関からの領収書に基づき作成した「医
療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、そ
れらの領収書を5年間保存する必要があります。

 東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポートのご案内

機関紙
「神電けんぽ」の
印刷物のお届けが
不要な場合には

新規契約健診機関の
ご案内

ジェネリック医薬品を
ご活用ください

利用期間
2023年1月4日（水）～ 3月17日（金）
※実施期間中の平日（2 月 24 日（金）を除く）

錠剤を小さく

のみ間違いを防ぐデザイン

錠剤をゼリー状や液状に

味やにおいを改良

※ 現在ジェネリック医薬品
の供給が滞っている状況
が継続しています。一部
のジェネリック医薬品に
つ い て は 利 用 で き な い
ケースもあるかもしれま
せんので、薬局等でお問
い合わせください。

※ すべての薬にジェネリッ
ク医薬品があるわけでは
ありません。

特定健康診査のデータ提供のお願い
　特定健康診査のデータは、保健指導実施の際に必要となりますので、健診実施後、必ず健
診機関から結果データを当健保組合にご提供いただくようご協力をお願いいたします。なお、
XMLデータ作成にかかる費用は「データ提供料」として当健保組合に請求してください。

10月～	12月診療分	→		4月上旬

		1月～			3月診療分	→			7月上旬
		4月～			6月診療分	→10月上旬
		7月～			9月診療分	→			1月上旬

発行
スケジュール

コーポレートプログラム利用券との併用で、さらにお得にご購入いただけます！

事業所
事務担当者の
みなさまへ

お願い
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◉今回の斡旋は、健康保険組合の助成はありません。

ご存知ですか？ ！！
のついた商品は、
市販のものと比べて

割安です!

特

健康保険組合・共済組合団体で、
限定発売されている一流メーカー
の商品が、特納品と呼ばれています。

特
感染症対策

チェック欄

1

特 290円オープン
希望小売価格

30mL
のどの殺菌、
消毒、洗浄等
に

イソジンうがい薬
シオノギ

第３類医薬品

申 込 方 法
商品一覧表をご参照の上、FAX兼郵便申込書にお届け先ご住所・お名前・TEL・数量・
合計金額等をご記入いただき、FAXまたは郵便でお申込みください。
なお、郵便でお申込みされる方は封筒のご用意をお願いいたします。

（このあっせんは、組合員を対象にしておこなうものです。関係者以外へ申込書
を持ち出さないようお願いいたします）
◉職場単位・部単位での共同購入でも結構ですが、申込書は、代表者の方より1枚で
お申込みください。

送 　 　 料

納 品 方 法

支 払 方 法
商品到着後、商品に同封の振込用紙により郵便局もしくは、コンビニエンスストア
にて1週間以内にお振込みください。
◉振込手数料は、販売会社が負担いたします（但し2022年1月17日よりゆうちょ銀行のサービス
変更にともない、郵便局にて現金でお支払いの場合には別途110円のお客様負担がございます）。

2023年1月

神奈川県電子電気機器健康保険組合

H.U.ウェルネス株式会社　神奈川県電子電気機器健康保険組合 係

お問い合わせ先
●商品に関するお問い合わせ先（販売会社）

〒350-0166 埼玉県比企郡川島町戸守678-1
店舗販売業  許可番号：第211489号 　店舗管理者： 水野 敏江

0120-107-701

申込書到着から約10日でお届け先ご住所に送付いたします。

購入金額が4,000円以上の場合は、送料が無料となります。4,000円未満の場合は、
送料を500円ご負担願います。

家庭用常備薬等のあっせんのご案内家庭用常備薬等のあっせんのご案内

送付先：〒170-8789　東京都豊島区東池袋3-1-1　サンシャイン60内
　　　　　　　　　　 私書箱1061号　NTTMA内
 神奈川県電子電気機器健康保険組合係 行　FAX0800-919-0335

申込方法が選べます！！

〒FAX
&郵便

被保険者とご家族の皆様限定被保険者とご家族の皆様限定
締切後の受付はできませんので、お早めにお申込みください。

申込締切日 2023年2月28日（火）

商
品
一
覧
表

◉医薬品を服用の際は、「使用上の注意書」をよく読んで正しくお使いください。　◉表示価格には、消費税が含まれております。　◉パッケージは予告なく変更する場合があります。

神奈川県電子電気機器健康保険組合では、被保険者ならびにご家族の皆様に特別価格にて
家庭用常備薬等のあっせんをいたします。ご希望の方は、申込要領によりお申込みください。

感染症対策、かぜ薬等を
取り揃えました。
この機会をぜひご利用ください。

かぜ薬

せき・のど

感染症対策

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

280 420 520 120 290 380

920 1,280 500 730 600

450 590 1,470 890 600

円 円 円1,480 720 280

オープン 550円 オープン 165円 330円 550円

1,320円 1,870円 1,518円 3,080円 1,495円

1,133円 1,430円 オープン 1,540円 1,430円

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

2,200円 オープン オープン
希望小売価格 希望小売価格希望小売価格 希望小売価格

小さめ7枚 60mL 420mL 10枚（アルコールタイプ） フリージア&ティー
ツリー240mL

18枚

75錠 28包 18カプセル 24包 50錠

50錠 12包 30包 50錠 30mL×3本

ゲルタイプ150g 50枚 ふつう7枚

阿蘇 健栄 健栄 ライオン ユニリーバ ラクール

大正 大正 グラクソ 第一三共 アリナミン

第一三共 シオノギ 大峰堂 クラシエ 本草製薬

紀陽除虫菊 東京企画 阿蘇

耳ゴムがふわ
ふわで柔らか
い。長時間付
けていても耳
が痛くなりに
くい。不織布
が柔らかい肌
触り

水もタオルも
いらないすり
込み式消毒用
ジェル

手指・皮膚の
洗浄・消毒

いつでもどこ
でも気軽に使
え、手・指のバ
イ菌をしっか
りふき取り除
菌するウエッ
トシート

フレグランス
付き泡ハンド
ソープ フリー
ジアとティー
ツリーの香り

急な発熱時
に、冷却時間
が10時間持
続するひんや
り爽快大人用。
お肌に優しい
弱酸性な冷却
ジェルシート

かぜの諸症状の緩和に。飲みやすい小型
錠です

かぜの諸症状（せき、たん、のどの痛み、
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、発熱、頭痛、
関節の痛み）の緩和

かぜの諸症状の緩和に かぜの諸症状の緩和に（眠くなる成分を
含まない）

6歳から服用
いただけま
す。7つの成
分でかぜの諸
症状を緩和し
ます

かぜの諸症状の緩和に かぜの諸症状
の緩和に（漢
方処方）感
冒、肩こり、頭
痛、鼻かぜ、
筋肉痛、手や
肩の痛み

かぜの諸症状
の緩和に（漢
方処方）

かぜの諸症状
の緩和に（漢
方処方）

感冒、鼻か
ぜ、頭痛、肩こ
り、筋肉痛、手
や肩の痛み

二酸化塩素の
力で空間除
菌。室内に漂
う悪臭成分、
菌、ウィルス
を除去

3層不織布マスク。
BFE/PFE/VFE99%以上カットフィル
ター使用

耳ゴムがふわ
ふわで柔らか
い。長時間付
けていても耳
が痛くなりに
くい。不織布
が柔らかい肌
触り

デルガードやわふわマスク 手ピカジェル 手ピカスプレー キレイキレイ除菌ウェットシート ラックスボタニカル 
泡タイプハンドソープ 熱ちゅクール 大人用

★パブロンSα〈錠〉 ★パブロンゴールドA〈微粒〉 ★コンタック総合感冒薬EX ★新プレコールS顆粒 ★ベンザエースA錠

★新ルルエース ★シオノギ葛根湯エキス顆粒 ★葛根湯エキス顆粒（大峰） ★葛根湯エキス錠クラシエ ★本草 葛根湯シロップ

エアドクター空間除菌 お部屋用 立体不織布マスク デルガードやわふわマスク

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

2 3 4

11

22

1

第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品

第２類医薬品 第２類医薬品 第２類医薬品 第２類医薬品 第２類医薬品

特 特 特

特 特 特

特

特

特

910

520

円

円

290円

1,650円

792円

オープン

30錠

40錠

30mL

のどの痛み・発熱に、速く溶けるイブプロ
フェン配合! かぜの諸症状の緩和

せき・声がれ・
のどの痛み等
に・シュガーレ
ス

のどの殺菌、
消毒、洗浄等
に

★ルルカゼブロックα

★固形浅田飴クールS

イソジンうがい薬

第一三共

浅田飴

シオノギ

第②類 医 薬 品

第②類 医 薬 品

第３類医薬品

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）を受けようと考えている方は、商品に同封の納品書（購入品目のわかるもの）と領収書（お支払いの際の
振込用紙の控え）が控除申請時に必要となりますので、ご使用時まで大切に保管してください。
◉詳細についてはH.U.ウェルネス㈱ ホームページ「セルフメディケーション税制の説明」をご覧ください。

商品名の前に★が付いている商品はセルフメディケーション税制（医療費控除の特例）の対象商品となります。セルフメディケーション
税 控除対象

JQA-QMA15633
JQA-IM1448

ＩＳＯ9001は、商品・サービスの利用だけでなく、提供プロセス
に至る品質と顧客満足を高い水準でマネジメントするための国
際規格です。
ＩＳＯ/ＩＥＣ27001は、個人情報だけではなく、すべての情報資
産を高い水準で保護するための国際規格です。
私たちH.U.ウェルネスは、お客様よりお預かりするすべての情報の
セキュリティマネジメントシステムと、当社からお届けする商品・サー
ビスの品質マネジメントシステムの継続的な改善と向上に努めるた
めに２つの国際規格を取得いたしました。

絆創膏 オーラルケア

スキンケア

防災対策

日用品

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

指定第2類医薬品とは、小児や妊婦、高齢者、病院で治療を受けている方等、服用者の状態によって重篤
な副作用を生じる可能性があるとして、厚生労働大臣が指定する医薬品です。使用上の注意をよく読み正
しくお使いください。又、ご質問やご相談については、お問い合わせ先までご連絡ください。当店舗の薬
剤師又は登録販売者が対応致します。

指定第2類医薬品について

1 店舗の管理及び運営に関する事項

2 医薬品の販売制度に関する事項
3 特定販売に関する事項医薬品に関する定義及び解説

医薬品の表示に関する解説

要指導医薬品の陳列に関する解説

医薬品本体、各商品の外箱、外装に、それぞれの区分が表記されております

一般用医薬品と混在しないよう区別し、購入者が直接触れられないよう陳列します

医薬品情報提供・指導に関する解説

指定第２類医薬品に関する解説

医薬品の陳列に関する解説

医薬品による健康被害救済制度に関する解説
医薬品のリスク区分ごとに分類し、陳列します

現在勤務している
薬剤師・登録販売者
開店時間と特定販売を
行う時間

特定販売を行う
医薬品の使用期限

薬剤師：水野 敏江 
 
月曜日～金曜日 9：00～17：15
 （土日祝日 年末年始を除く） 
◉特定販売のみを行う時間はありません
医薬品については原則、使用期限1年以上の
商品を販売致します店舗の主要外観写真外観写真 医薬品陳列状況を

示す写真

円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

1,350 580 390 510

990 950 730 700 520 350

780 140 460 1,140 360

540 1,020 420 490 660

480 380 820 480 360

2,310円 オープン 1,100円 605円

1,716円 2,464円 オープン オープン 1,011円 440円

880円 308円 1,188円 1,980円 395円

1,320円 1,518円 583円 660円 990円

580円 オープン オープン オープン オープン

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

30粒 ふつうサイズ
10枚入

1サイズ70枚 5g

120g 2本セット 150g 90g 50g プレミアムミント100g

500mL ふつう紙箱入 P-028×3本 6本セット（M） SS～Mサイズ20本

45g 90g 40g 120g 1個

1缶 220mL 3枚入 20枚 10枚

共立 JNTLコンシューマーヘルス 共立 玉川

佐藤 第一三共 G&G グラクソ 第一三共 サンスター

サンスター デンタルプロ JHP サンスター 小林

第一三共 近江兄弟 ユースキン ロゼット オシザワ

江差福祉会 協和インターナショナル 東京企画 阿蘇 タカビシ化学

コリをほぐし血行をよくする 先端医療テク
ノロジーで開
発され、自然
治癒力を高め
傷を早く治し
ます

完全防水の極
薄タイプ（一
般医療機器）

早く乾いてピッタリ保護、消毒もできる
液体絆創膏です。水に強くはがれにくい
ので水仕事等に最適です

生薬配合の医薬品。歯肉炎・歯槽膿漏の
諸症状の緩和

9種類の薬用成分が歯槽膿漏・歯肉炎・歯
石沈着の予防に効果的（チューブ50g2
本+歯ブラシ2本付）

お口の事でお
悩みの方に
「なた豆歯磨
き」でスッキリ

知覚過敏で歯がシミるのを防ぎ、ムシ歯・
歯周病（歯肉炎・歯周炎の総称）も予防

歯周病（歯肉炎+歯周炎）の予防、白い歯
+口臭ケアに

ワンランク上
のステインケ
アで、歯本来
の白さを取り
戻し、更に輝
き力をプラス
します

歯周病菌の殺
菌に加え、殺
菌後の『菌の
破片（LPS）』
までしっかり
吸着除去し
て、効果的に
歯周病を予防

「歯ぐきが敏感」、「歯周病」にお悩みの
方におすすめです

歯科医院推奨歯ブラシ 歯ブラシセッ
ト

ハブラシが届
きにくい歯と
歯の間などの、
歯周病、虫歯
の原因となる
食べカス、歯垢
を除去（SSー
Mの方向け）

尿素（ウレア）
20%配合。
角質水分保持
量増加作用に
より皮膚に体
内から水分を
取り込み肌を
しっとり

乾燥肌の手荒
れ、カチカチ
かかとに（尿
素20%配
合）

手に馴染みや
すく、最後ま
で使いきれる
チューブタイ
プ

ミネラルを豊
富に含む海泥
（かいでい）と
植物エキスを
配合した洗顔
フォームです

コンパクトにたたむことができて約62gと
軽量。広げると135cm×210cm体温低
下を防ぎ身体を守る

ふんわり感を
長期保存（5
年間）、災害時
の備蓄用とし
て最適です。
イージーオー
プン缶なので
簡単に開封

足のニオイや
ムレをおさえ
てパウダーが
サラサラ感を
持続!

3枚入りでお
得。置くだけ
でダニを一網
打尽! 有害な
物質は使って
いません

鼻通りスッキ
リ! いびきの
軽減、睡眠中
の鼻づまりに

12時間経ってもまだあと6時間、40度
以上を保持する使い捨てカイロです。衣
類に貼るタイプ

ピップエレキバン130 バンドエイドキズパワーパッド 防水救急ばんそう膏 消毒もできる液体ばんそうこう

アセス クリーンデンタルFセット なた豆歯磨き粉 薬用シュミテクト 歯周病ケア シルクスターホワイト
エクストラミント

Ora2プレミアム
ステインクリアペースト

GUMデンタルリンス
ノンアルコールタイプ

デンタルプロダブル
マイルド毛 4列コンパクト

プラクリン歯ブラシ
（歯科医院用） GUMデンタル歯ブラシ#211 歯ぐきにやさしい

やわらか歯間ブラシ

ニューウレアクリーム20% メンタームU20クリーム ユースキン ロゼット洗顔パスタ
海泥スムース エマージェンシーブランケット

※災害備蓄用パン プチヴェール くつ&ブーツ消臭AGスプレー ダニ捕りシートDX デルガード
鼻腔拡張テープ 透明 はるっ子 長時間

71 73 74 75

77 78 79 80 81 82

83 84 85 86 87

89 90 91 92 94

95 97 98 99 100

72 76

88

93
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第３類医薬品

第３類医薬品 第３類医薬品

440 880

1,380

630

160

円 円

円

円

円

1,100円 1,078円

1,705円

660円

オープン

3サイズ80枚 250mL

60g

KB01-01

200本入

切り傷・靴ずれ等の創傷面の保護に ムシ歯の予防

手指のあれ、ひ
じ・ひざ・かかと・
くるぶしの角
化症、手足のひ
び・あかぎれ、
乾皮症、小児
の乾燥性皮膚

トイレ袋、凝固剤、持ち運び袋がワン
セット  1袋1回分

お風呂あがり
や水泳の後の
耳のお手入れ
に。細かい部
分の掃除・塗
布に

カットバン ★クリニカフッ素メディカルコート

ヒルマイルドクリーム

緊急トイレ袋 2枚セット〈150〉

FCファミリー綿棒（円筒ケース付）

祐徳 ライオン

健栄

ナカガワ

白十字

第３類医薬品

第２類医薬品

特

特 特

特

特

　の付いた商品は医薬品医療機器等法の規定により、下記確認が必要です。
　●他の薬局などで同様の医薬品を購入している　●最近、同様の医薬品を大量購入・頻回購入している

上述に該当する方は、お申込み頂く前に、お問い合わせ先までご連絡ください。

　の付いた商品をご購入のお客様へ

◉商品は充分に用意しておりますが、万一品切れの際は、ご容赦ください。　◉お客さまの都合による返品・交換につきましては、送料等はお客様負担となります。　◉商品開封後の返品は、一切お受けできませんので、ご了承ください。
◉商品名の前に※が付いている商品は軽減税率対象です。

許可区分
店舗販売業者名称
店舗販売業許可証記載事項

店舗管理者名
取扱医薬品区分
当該店舗に勤務する薬剤師
又は登録販売者
当該店舗勤務者の名札等による区別
営業時間・相談応需時間

相談時・緊急時連絡先

要指導医薬品
第1類医薬品

第2類医薬品

第3類医薬品

要指導医薬品

第1類医薬品
第2類医薬品
第3類医薬品

表記・陳列

注意事項

病院、診療所で処方された医薬品や薬局等で購入した医薬品を適正に使用したのにも関わらず発生した副作用で、入院が必要な程
度の疾病や障害等の健康被害について救済給付を行う制度です （独） 医薬品医療機器総合機構 （TEL：0120-149-931）

【第②類医薬品】等と表示されており、当店舗内では、医薬品情報提供カウンターから7m
以内の範囲に陳列します
小児や妊婦に重篤な副作用が出る可能性があります。詳しくは当店舗の薬剤師か登録販
売者にお問い合わせください

個人情報取扱

その他必要事項

薬剤師による対面販売が義務付けられている医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れがあり、厚生労働大
臣が指定するもの。医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しな
いもの
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れがあり、厚生労働大
臣が指定するもの （第1類医薬品を除く）
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品

薬剤師により購入者が使用者本人である事を確認の上、対面且つ書面を用いた情報提供
を行います
薬剤師により、書面を用いた情報提供を行います
薬剤師又は登録販売者により、必要な情報を提供するよう努めます 
要望に応じて必要な情報提供を行います

店舗販売業
H.U.ウェルネス株式会社 川島店 （許可番号：第211489号）
店舗所在地：埼玉県比企郡川島町戸守678-1
有効期間：令和1年9月5日～令和7年9月4日
水野 敏江 
第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
水野 敏江 （薬剤師 医薬品販売全般業務） 

【薬剤師】【登録販売者】と記した名札を着用
月曜日～金曜日 9：00～17：15 （土日祝日 年末年始を除く） 
◉営業時間外での相談応需はしておりません
フリーダイヤル 0120-107-701

お客様の個人情報は、医薬品の安全性確保及び商品の確実なお届けの為に使用するも
ので、それ以外の目的には使用しません 
（ISO/IEC27001登録証番号：JQA-IM1448）      
所轄保健所：東松山保健所生活衛生・薬事担当 （TEL：0493-22-0280）   

◉今回の斡旋は、健康保険組合の助成はありません。

ご存知ですか？ ！！
のついた商品は、
市販のものと比べて

割安です!

特

健康保険組合・共済組合団体で、
限定発売されている一流メーカー
の商品が、特納品と呼ばれています。

特
感染症対策

チェック欄

1

特 290円オープン
希望小売価格

30mL
のどの殺菌、
消毒、洗浄等
に

イソジンうがい薬
シオノギ

第３類医薬品

申 込 方 法
商品一覧表をご参照の上、FAX兼郵便申込書にお届け先ご住所・お名前・TEL・数量・
合計金額等をご記入いただき、FAXまたは郵便でお申込みください。
なお、郵便でお申込みされる方は封筒のご用意をお願いいたします。

（このあっせんは、組合員を対象にしておこなうものです。関係者以外へ申込書
を持ち出さないようお願いいたします）
◉職場単位・部単位での共同購入でも結構ですが、申込書は、代表者の方より1枚で
お申込みください。

送 　 　 料

納 品 方 法

支 払 方 法
商品到着後、商品に同封の振込用紙により郵便局もしくは、コンビニエンスストア
にて1週間以内にお振込みください。
◉振込手数料は、販売会社が負担いたします（但し2022年1月17日よりゆうちょ銀行のサービス
変更にともない、郵便局にて現金でお支払いの場合には別途110円のお客様負担がございます）。

2023年1月

神奈川県電子電気機器健康保険組合

H.U.ウェルネス株式会社　神奈川県電子電気機器健康保険組合 係

お問い合わせ先
●商品に関するお問い合わせ先（販売会社）

〒350-0166 埼玉県比企郡川島町戸守678-1
店舗販売業  許可番号：第211489号 　店舗管理者： 水野 敏江

0120-107-701

申込書到着から約10日でお届け先ご住所に送付いたします。

購入金額が4,000円以上の場合は、送料が無料となります。4,000円未満の場合は、
送料を500円ご負担願います。

家庭用常備薬等のあっせんのご案内家庭用常備薬等のあっせんのご案内

送付先：〒170-8789　東京都豊島区東池袋3-1-1　サンシャイン60内
　　　　　　　　　　 私書箱1061号　NTTMA内
 神奈川県電子電気機器健康保険組合係 行　FAX0800-919-0335

申込方法が選べます！！

〒FAX
&郵便

被保険者とご家族の皆様限定被保険者とご家族の皆様限定
締切後の受付はできませんので、お早めにお申込みください。

申込締切日 2023年2月28日（火）

商
品
一
覧
表

◉医薬品を服用の際は、「使用上の注意書」をよく読んで正しくお使いください。　◉表示価格には、消費税が含まれております。　◉パッケージは予告なく変更する場合があります。

神奈川県電子電気機器健康保険組合では、被保険者ならびにご家族の皆様に特別価格にて
家庭用常備薬等のあっせんをいたします。ご希望の方は、申込要領によりお申込みください。

感染症対策、かぜ薬等を
取り揃えました。
この機会をぜひご利用ください。

かぜ薬

せき・のど

感染症対策

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

280 420 520 120 290 380

920 1,280 500 730 600

450 590 1,470 890 600

円 円 円1,480 720 280

オープン 550円 オープン 165円 330円 550円

1,320円 1,870円 1,518円 3,080円 1,495円

1,133円 1,430円 オープン 1,540円 1,430円

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

2,200円 オープン オープン
希望小売価格 希望小売価格希望小売価格 希望小売価格

小さめ7枚 60mL 420mL 10枚（アルコールタイプ） フリージア&ティー
ツリー240mL

18枚

75錠 28包 18カプセル 24包 50錠

50錠 12包 30包 50錠 30mL×3本

ゲルタイプ150g 50枚 ふつう7枚

阿蘇 健栄 健栄 ライオン ユニリーバ ラクール

大正 大正 グラクソ 第一三共 アリナミン

第一三共 シオノギ 大峰堂 クラシエ 本草製薬

紀陽除虫菊 東京企画 阿蘇

耳ゴムがふわ
ふわで柔らか
い。長時間付
けていても耳
が痛くなりに
くい。不織布
が柔らかい肌
触り

水もタオルも
いらないすり
込み式消毒用
ジェル

手指・皮膚の
洗浄・消毒

いつでもどこ
でも気軽に使
え、手・指のバ
イ菌をしっか
りふき取り除
菌するウエッ
トシート

フレグランス
付き泡ハンド
ソープ フリー
ジアとティー
ツリーの香り

急な発熱時
に、冷却時間
が10時間持
続するひんや
り爽快大人用。
お肌に優しい
弱酸性な冷却
ジェルシート

かぜの諸症状の緩和に。飲みやすい小型
錠です

かぜの諸症状（せき、たん、のどの痛み、
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、発熱、頭痛、
関節の痛み）の緩和

かぜの諸症状の緩和に かぜの諸症状の緩和に（眠くなる成分を
含まない）

6歳から服用
いただけま
す。7つの成
分でかぜの諸
症状を緩和し
ます

かぜの諸症状の緩和に かぜの諸症状
の緩和に（漢
方処方）感
冒、肩こり、頭
痛、鼻かぜ、
筋肉痛、手や
肩の痛み

かぜの諸症状
の緩和に（漢
方処方）

かぜの諸症状
の緩和に（漢
方処方）

感冒、鼻か
ぜ、頭痛、肩こ
り、筋肉痛、手
や肩の痛み

二酸化塩素の
力で空間除
菌。室内に漂
う悪臭成分、
菌、ウィルス
を除去

3層不織布マスク。
BFE/PFE/VFE99%以上カットフィル
ター使用

耳ゴムがふわ
ふわで柔らか
い。長時間付
けていても耳
が痛くなりに
くい。不織布
が柔らかい肌
触り

デルガードやわふわマスク 手ピカジェル 手ピカスプレー キレイキレイ除菌ウェットシート ラックスボタニカル 
泡タイプハンドソープ 熱ちゅクール 大人用

★パブロンSα〈錠〉 ★パブロンゴールドA〈微粒〉 ★コンタック総合感冒薬EX ★新プレコールS顆粒 ★ベンザエースA錠

★新ルルエース ★シオノギ葛根湯エキス顆粒 ★葛根湯エキス顆粒（大峰） ★葛根湯エキス錠クラシエ ★本草 葛根湯シロップ

エアドクター空間除菌 お部屋用 立体不織布マスク デルガードやわふわマスク

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

2 3 4

11

22

1

第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品

第２類医薬品 第２類医薬品 第２類医薬品 第２類医薬品 第２類医薬品

特 特 特

特 特 特

特

特

特

910

520

円

円

290円

1,650円

792円

オープン

30錠

40錠

30mL

のどの痛み・発熱に、速く溶けるイブプロ
フェン配合! かぜの諸症状の緩和

せき・声がれ・
のどの痛み等
に・シュガーレ
ス

のどの殺菌、
消毒、洗浄等
に

★ルルカゼブロックα

★固形浅田飴クールS

イソジンうがい薬

第一三共

浅田飴

シオノギ

第②類 医 薬 品

第②類 医 薬 品

第３類医薬品

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）を受けようと考えている方は、商品に同封の納品書（購入品目のわかるもの）と領収書（お支払いの際の
振込用紙の控え）が控除申請時に必要となりますので、ご使用時まで大切に保管してください。
◉詳細についてはH.U.ウェルネス㈱ ホームページ「セルフメディケーション税制の説明」をご覧ください。

商品名の前に★が付いている商品はセルフメディケーション税制（医療費控除の特例）の対象商品となります。セルフメディケーション
税 控除対象

JQA-QMA15633
JQA-IM1448

ＩＳＯ9001は、商品・サービスの利用だけでなく、提供プロセス
に至る品質と顧客満足を高い水準でマネジメントするための国
際規格です。
ＩＳＯ/ＩＥＣ27001は、個人情報だけではなく、すべての情報資
産を高い水準で保護するための国際規格です。
私たちH.U.ウェルネスは、お客様よりお預かりするすべての情報の
セキュリティマネジメントシステムと、当社からお届けする商品・サー
ビスの品質マネジメントシステムの継続的な改善と向上に努めるた
めに２つの国際規格を取得いたしました。

絆創膏 オーラルケア

スキンケア

防災対策

日用品

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

指定第2類医薬品とは、小児や妊婦、高齢者、病院で治療を受けている方等、服用者の状態によって重篤
な副作用を生じる可能性があるとして、厚生労働大臣が指定する医薬品です。使用上の注意をよく読み正
しくお使いください。又、ご質問やご相談については、お問い合わせ先までご連絡ください。当店舗の薬
剤師又は登録販売者が対応致します。

指定第2類医薬品について

1 店舗の管理及び運営に関する事項

2 医薬品の販売制度に関する事項
3 特定販売に関する事項医薬品に関する定義及び解説

医薬品の表示に関する解説

要指導医薬品の陳列に関する解説

医薬品本体、各商品の外箱、外装に、それぞれの区分が表記されております

一般用医薬品と混在しないよう区別し、購入者が直接触れられないよう陳列します

医薬品情報提供・指導に関する解説

指定第２類医薬品に関する解説

医薬品の陳列に関する解説

医薬品による健康被害救済制度に関する解説
医薬品のリスク区分ごとに分類し、陳列します

現在勤務している
薬剤師・登録販売者
開店時間と特定販売を
行う時間

特定販売を行う
医薬品の使用期限

薬剤師：水野 敏江 
 
月曜日～金曜日 9：00～17：15
 （土日祝日 年末年始を除く） 
◉特定販売のみを行う時間はありません
医薬品については原則、使用期限1年以上の
商品を販売致します店舗の主要外観写真外観写真 医薬品陳列状況を

示す写真

円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

1,350 580 390 510

990 950 730 700 520 350

780 140 460 1,140 360

540 1,020 420 490 660

480 380 820 480 360

2,310円 オープン 1,100円 605円

1,716円 2,464円 オープン オープン 1,011円 440円

880円 308円 1,188円 1,980円 395円

1,320円 1,518円 583円 660円 990円

580円 オープン オープン オープン オープン

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

30粒 ふつうサイズ
10枚入

1サイズ70枚 5g

120g 2本セット 150g 90g 50g プレミアムミント100g

500mL ふつう紙箱入 P-028×3本 6本セット（M） SS～Mサイズ20本

45g 90g 40g 120g 1個

1缶 220mL 3枚入 20枚 10枚

共立 JNTLコンシューマーヘルス 共立 玉川

佐藤 第一三共 G&G グラクソ 第一三共 サンスター

サンスター デンタルプロ JHP サンスター 小林

第一三共 近江兄弟 ユースキン ロゼット オシザワ

江差福祉会 協和インターナショナル 東京企画 阿蘇 タカビシ化学

コリをほぐし血行をよくする 先端医療テク
ノロジーで開
発され、自然
治癒力を高め
傷を早く治し
ます

完全防水の極
薄タイプ（一
般医療機器）

早く乾いてピッタリ保護、消毒もできる
液体絆創膏です。水に強くはがれにくい
ので水仕事等に最適です

生薬配合の医薬品。歯肉炎・歯槽膿漏の
諸症状の緩和

9種類の薬用成分が歯槽膿漏・歯肉炎・歯
石沈着の予防に効果的（チューブ50g2
本+歯ブラシ2本付）

お口の事でお
悩みの方に
「なた豆歯磨
き」でスッキリ

知覚過敏で歯がシミるのを防ぎ、ムシ歯・
歯周病（歯肉炎・歯周炎の総称）も予防

歯周病（歯肉炎+歯周炎）の予防、白い歯
+口臭ケアに

ワンランク上
のステインケ
アで、歯本来
の白さを取り
戻し、更に輝
き力をプラス
します

歯周病菌の殺
菌に加え、殺
菌後の『菌の
破片（LPS）』
までしっかり
吸着除去し
て、効果的に
歯周病を予防

「歯ぐきが敏感」、「歯周病」にお悩みの
方におすすめです

歯科医院推奨歯ブラシ 歯ブラシセッ
ト

ハブラシが届
きにくい歯と
歯の間などの、
歯周病、虫歯
の原因となる
食べカス、歯垢
を除去（SSー
Mの方向け）

尿素（ウレア）
20%配合。
角質水分保持
量増加作用に
より皮膚に体
内から水分を
取り込み肌を
しっとり

乾燥肌の手荒
れ、カチカチ
かかとに（尿
素20%配
合）

手に馴染みや
すく、最後ま
で使いきれる
チューブタイ
プ

ミネラルを豊
富に含む海泥
（かいでい）と
植物エキスを
配合した洗顔
フォームです

コンパクトにたたむことができて約62gと
軽量。広げると135cm×210cm体温低
下を防ぎ身体を守る

ふんわり感を
長期保存（5
年間）、災害時
の備蓄用とし
て最適です。
イージーオー
プン缶なので
簡単に開封

足のニオイや
ムレをおさえ
てパウダーが
サラサラ感を
持続!

3枚入りでお
得。置くだけ
でダニを一網
打尽! 有害な
物質は使って
いません

鼻通りスッキ
リ! いびきの
軽減、睡眠中
の鼻づまりに

12時間経ってもまだあと6時間、40度
以上を保持する使い捨てカイロです。衣
類に貼るタイプ

ピップエレキバン130 バンドエイドキズパワーパッド 防水救急ばんそう膏 消毒もできる液体ばんそうこう

アセス クリーンデンタルFセット なた豆歯磨き粉 薬用シュミテクト 歯周病ケア シルクスターホワイト
エクストラミント

Ora2プレミアム
ステインクリアペースト

GUMデンタルリンス
ノンアルコールタイプ

デンタルプロダブル
マイルド毛 4列コンパクト

プラクリン歯ブラシ
（歯科医院用） GUMデンタル歯ブラシ#211 歯ぐきにやさしい

やわらか歯間ブラシ

ニューウレアクリーム20% メンタームU20クリーム ユースキン ロゼット洗顔パスタ
海泥スムース エマージェンシーブランケット

※災害備蓄用パン プチヴェール くつ&ブーツ消臭AGスプレー ダニ捕りシートDX デルガード
鼻腔拡張テープ 透明 はるっ子 長時間

71 73 74 75

77 78 79 80 81 82

83 84 85 86 87

89 90 91 92 94

95 97 98 99 100

72 76

88

93

96

第３類医薬品

第３類医薬品 第３類医薬品

440 880

1,380

630

160

円 円

円

円

円

1,100円 1,078円

1,705円

660円

オープン

3サイズ80枚 250mL

60g

KB01-01

200本入

切り傷・靴ずれ等の創傷面の保護に ムシ歯の予防

手指のあれ、ひ
じ・ひざ・かかと・
くるぶしの角
化症、手足のひ
び・あかぎれ、
乾皮症、小児
の乾燥性皮膚

トイレ袋、凝固剤、持ち運び袋がワン
セット  1袋1回分

お風呂あがり
や水泳の後の
耳のお手入れ
に。細かい部
分の掃除・塗
布に

カットバン ★クリニカフッ素メディカルコート

ヒルマイルドクリーム

緊急トイレ袋 2枚セット〈150〉

FCファミリー綿棒（円筒ケース付）

祐徳 ライオン

健栄

ナカガワ

白十字

第３類医薬品

第２類医薬品

特

特 特

特

特

　の付いた商品は医薬品医療機器等法の規定により、下記確認が必要です。
　●他の薬局などで同様の医薬品を購入している　●最近、同様の医薬品を大量購入・頻回購入している

上述に該当する方は、お申込み頂く前に、お問い合わせ先までご連絡ください。

　の付いた商品をご購入のお客様へ

◉商品は充分に用意しておりますが、万一品切れの際は、ご容赦ください。　◉お客さまの都合による返品・交換につきましては、送料等はお客様負担となります。　◉商品開封後の返品は、一切お受けできませんので、ご了承ください。
◉商品名の前に※が付いている商品は軽減税率対象です。

許可区分
店舗販売業者名称
店舗販売業許可証記載事項

店舗管理者名
取扱医薬品区分
当該店舗に勤務する薬剤師
又は登録販売者
当該店舗勤務者の名札等による区別
営業時間・相談応需時間

相談時・緊急時連絡先

要指導医薬品
第1類医薬品

第2類医薬品

第3類医薬品

要指導医薬品

第1類医薬品
第2類医薬品
第3類医薬品

表記・陳列

注意事項

病院、診療所で処方された医薬品や薬局等で購入した医薬品を適正に使用したのにも関わらず発生した副作用で、入院が必要な程
度の疾病や障害等の健康被害について救済給付を行う制度です （独） 医薬品医療機器総合機構 （TEL：0120-149-931）

【第②類医薬品】等と表示されており、当店舗内では、医薬品情報提供カウンターから7m
以内の範囲に陳列します
小児や妊婦に重篤な副作用が出る可能性があります。詳しくは当店舗の薬剤師か登録販
売者にお問い合わせください

個人情報取扱

その他必要事項

薬剤師による対面販売が義務付けられている医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れがあり、厚生労働大
臣が指定するもの。医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しな
いもの
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる恐れがあり、厚生労働大
臣が指定するもの （第1類医薬品を除く）
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品

薬剤師により購入者が使用者本人である事を確認の上、対面且つ書面を用いた情報提供
を行います
薬剤師により、書面を用いた情報提供を行います
薬剤師又は登録販売者により、必要な情報を提供するよう努めます 
要望に応じて必要な情報提供を行います

店舗販売業
H.U.ウェルネス株式会社 川島店 （許可番号：第211489号）
店舗所在地：埼玉県比企郡川島町戸守678-1
有効期間：令和1年9月5日～令和7年9月4日
水野 敏江 
第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
水野 敏江 （薬剤師 医薬品販売全般業務） 

【薬剤師】【登録販売者】と記した名札を着用
月曜日～金曜日 9：00～17：15 （土日祝日 年末年始を除く） 
◉営業時間外での相談応需はしておりません
フリーダイヤル 0120-107-701

お客様の個人情報は、医薬品の安全性確保及び商品の確実なお届けの為に使用するも
ので、それ以外の目的には使用しません 
（ISO/IEC27001登録証番号：JQA-IM1448）      
所轄保健所：東松山保健所生活衛生・薬事担当 （TEL：0493-22-0280）   
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鼻炎薬 目薬

メタボ対策

鎮痛薬

胃腸薬

整腸薬 ビタミン剤

外傷・外用 消炎・パップ剤

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄チェック欄 チェック欄 チェック欄

チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄 チェック欄

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円

円 円円 円

円 円 円 円 円 円

530 1,120 380 630 450 320

340 1,230 440 460

280 630 300 980 330

5,980 3,970 660 400 870

610 440 450 380 850

900 540 960 2,190

380 260380 360

580 1,380 1,440 520 600 940

858円 1,870円 550円 1,650円 1,650円 オープン

748円 1,320円 880円 1,408円

1,100円 990円 1,100円 1,320円 660円

12,650円 5,500円 715円 オープン オープン

902円 704円 770円 649円 オープン

1,067円 638円 1,023円 2,420円

550円 495円880円 615円

1,980円 1,760円 3,465円 1,078円 1,320円 1,320円

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

12カプセル 40錠 12包 30mL 30mL 18錠

12錠 24カプセル 10カプセル 16mL

12mL 13mL 15mL 500mL 15mL

HCR-7107 HBF-912 20錠 24錠 20錠

24錠 20錠 12包 16包 110錠

12包 6錠 130錠 90錠

20g 40mL10g 6g×2個

40mL 20枚 32枚 12枚 30枚 156枚

大正 第一三共 龍角散 第一三共 共立 健栄

第一三共 大正 龍角散 第一三共

テイカ製薬 ライオン テイカ製薬 小林 第一三共

オムロン オムロン ライオン エスエス エスエス

大正 アラクス 第一三共 太田胃散 興和

大正 ライオン 大正 興和

大塚 第一三共第一三共 池田

第一三共 久光 共立 第一三共 祐徳 ニチバン

せき、たんに つらいせき・たんに。 15歳以上1回3錠 たん、せき、の
どの炎症によ
る声かれ・の
どのあれ・の
どの不快感

のどの炎症・
のどの痛み・
のどの不快
感・声がれ・口
内炎などの緩
和

のどの炎症に
よるのどあ
れ、のどのい
たみ、のどの
はれ、のどの
不快感、声が
れ

せき、のどの痛み、炎症、殺菌に

のどの不快感・のどの痛み・声がれ 鼻みず、鼻づまりでつらい時に（1日2回
の服用）

1回1カプセル1日2回。急性鼻炎・アレ
ルギー性鼻炎・鼻みず・くしゃみ（眠くなり
にくく口が渇きにくい）

急性鼻炎、ア
レルギー性鼻
炎又は副鼻腔
炎による諸症
状の緩和

目の疲れ、目
のかゆみ、目
のかすみ、結
膜充血、眼病
予防、紫外線
その他の光線
による眼炎、
眼瞼炎に

目を酷使する
人のつらい目
の疲れ、目の
かすみに8種
類の有効成分
が効く目薬

目の疲れ、目
のかすみ、結
膜充血、眼病
予防、紫外線
その他の光線
による眼炎、年
齢や目の酷使
による眼疲労

ビタミン最大
量配合（プレ
ミアム処方 
ビタミンB6、
B12、E）

全てのコンタ
クトレンズで
OK。目の疲
れ・かすみ・か
わきに

ひとめで血圧
が高めかどう
かがわかる
「血圧確認機
能」メモリー
90回分

コンパクトで収納しやすいA4サイズ。シ
ンプル機能&ガラス仕様のスリムデザイ
ン

頭痛、生理痛に早く効く。腰痛、肩こり痛、
筋肉痛、関節痛、打撲痛、骨折痛、月経
痛、歯痛

頭痛・歯痛・生理痛等に 頭痛・肩こり痛・歯痛・生理痛・咽喉痛・関節
痛・筋肉痛・神経痛他 悪寒・発熱時の解熱

頭痛・月経痛（生理痛）・歯痛・抜歯後の疼
痛・腰痛・肩こり痛・筋肉痛・関節痛・打撲
痛・捻挫痛・骨折痛

頭痛、歯痛、生理痛等に もたれ、食べ
すぎ、飲みす
ぎ、胸やけな
どの胃の不快
感にスーッと
とけて効く

食べすぎ・飲みすぎ・胸やけ等に 食べすぎ・飲
みすぎ・胸や
け等に

食前または食間に飲む胃薬。胃のもた
れ・不快感に

突発性の下痢に水なし1錠で効く（腹痛
を伴う下痢、食べすぎによる下痢）

腹部膨満感、
軟便、便秘等
に（乳酸菌製
剤）

滋養強壮、虚
弱体質、肉体
疲労、病後の
体力低下、食
欲不振、栄養
障害、発熱性
消耗性疾患

にきび、吹出物、はたけ、やけど（かるい
もの）、ひび、しもやけ、あかぎれ、きず、
たむし、いんきん

スプレー式殺
菌・消毒液

湿疹・かぶれ等のかゆみ止めに 虫さされ等のかゆみ止めに

筋肉痛・腰痛・
関節痛・腱鞘
炎にインドメ
タシンが効く

肩こりに伴う
肩の痛み、関
節痛、腰痛な
どに（フェルビ
ナク5.0%配
合）

関節痛、筋肉
痛、腰痛、腱
鞘炎（手・手
首・足首の痛
み）、肘の痛
み（テニス肘
など）の緩和

肩こり、腰痛、筋肉痛、関節痛に（膏体が
スミまでついているからはがれにくい）

肩こり・腰痛・
筋肉痛・打撲・
捻挫

生薬配合。肩
こり・腰痛・筋
肉痛・打撲・捻
挫

★パブロンSせき止め ★プレコールせき止め錠A 龍角散ダイレクト
スティックミント 新ルルエースのどスプレーa ポピクルX クール&クール 健栄Gトローチ

新ルルエーストローチ ★パブロン鼻炎カプセルSα 龍角散鼻炎朝夕カプセル ★爽AL点鼻薬a

★アイビットFX スマイル40EXゴールドクール アイビットE40 アイボンWビタミンプレミアム ティアリッチ目薬

オムロン 上腕式血圧計 オムロン体重体組成計 ★バファリンルナi ★イブ ★イブクイック頭痛薬

★ナロンエースT ★ノーシンピュア 第一三共胃腸薬細粒s 太田胃散〈分包〉 新キャベジンコーワS

大正漢方胃腸薬 ストッパ下痢止めEX 新ビオフェルミンS錠 キューピーコーワゴールドα

オロナインH軟膏 マキロンS新オイラックスHクリーム ★ムヒS

★パテックス液ID ★フェイタス5.0 ★ハリワンFb50EG ★パテックスうすぴたシップ ★パスタイムプラス ★ロイヒつぼ膏

23 24 25 26 27 28

29 31 32 33

35 36 37 38 39

41 42 44 45 46

47 48 50 51 52

53 55 56 58

60 61 62 63

65 66 67 68 69 70

30 34

40

43

49

54 57

59 64

第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品 第３類医薬品 第３類医薬品 第３類医薬品

第②類 医 薬 品 第２類医薬品 第２類医薬品

第２類医薬品 第２類医薬品 第３類医薬品 第３類医薬品 第３類医薬品

第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品

第②類 医 薬 品 第②類 医 薬 品 第２類医薬品 第２類医薬品 第２類医薬品

第２類医薬品 第２類医薬品 第３類医薬品

第２類医薬品 第３類医薬品第②類 医 薬 品 第３類医薬品

第２類医薬品 第２類医薬品 第２類医薬品 第３類医薬品 第３類医薬品 第３類医薬品

1 箱 2 日 分 1 箱 4 日 分

1 箱 6 日 分

1 箱 4 日 分

いずれか
1個限り

いずれか
1個限り

1個限り

特 特 特

特 特 特

特 特 特

特

特 特 特

特

特特 特

特 特 特

特 特

特

特

特

特

420 290

1,780

400

450

400 2,190

800 880

円 円

円

円

円

円 円

円 円

1,540円 1,738円

3,300円

495円

770円

1,078円 2,398円

1,100円 1,320円

12カプセル 16mL

168錠

16錠

50錠

12錠 60錠

6g 12包

くしゃみ・鼻みず・急性鼻炎等に 目のかゆみ・
結膜充血等に

有効成分防風通
聖散エキス
3,420mg配合。
おなかにたまっ
た脂肪を落とす。
持ち運びやすい
パウチタイプ

頭痛・歯痛・生理痛等に

胃のもたれ、不快感にのんで爽やか

下痢・軟便・食あたりに。水なしで服用でき
るソフトチュアブルタイプ（8歳以上から
服用可能）

ビタミンB1・
B6・B12主
薬製剤。肉体
疲労・筋肉痛・
眼精疲労等に

化膿をともなう湿疹、皮膚炎に。 あせも、
かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん、
化膿性皮膚疾患

筋肉のけいれ
んを伴う痛
み、こむらが
えりなどに効
果がありま
す。よく足が
つる方に

★プレコール鼻炎カプセルA ★爽AL目薬

★クラシエ漢方防風
通聖散料エキスEX錠

★バファリンA

第一三共胃腸薬錠剤s

タントーゼ下痢止め アリナミンEXプラス

テラ・コートリル軟膏 クラシエ芍薬甘草湯エキス顆粒

第一三共 第一三共

クラシエ

ライオン

第一三共

第一三共 アリナミン

アリナミン クラシエ

第②類 医 薬 品 第２類医薬品

第２類医薬品

第②類 医 薬 品

第２類医薬品

第２類医薬品 第３類医薬品

第②類 医 薬 品 第２類医薬品

1 箱 4 日 分

◉医薬品を服用の際は、「使用上の注意書」をよく読んで正しくお使いください。　◉表示価格には、消費税が含まれております。　◉パッケージは予告なく変更する場合があります。

郵便でお申込みされる方は封筒のご用意をお願いいたします。

◉今回の斡旋は、健康保険組合の助成はありません。

品　名 金　額斡旋価格 No. 数量 品　名 金　額斡旋価格 No. 数量 品　名 金　額斡旋価格 No. 数量
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販売会社用QR

申 込 金 額

合 計 金 額

送 料
（4 , 0 0 0円以上無料）

円

円

500円  ･  無料
（どちらかに○をしてください）

イソジンうがい薬 290
エアドクター空間除菌 お部屋用 1,480
立体不織布マスク 720
デルガードやわふわマスク（ふつう） 280
デルガードやわふわマスク（小さめ） 280
手ピカジェル 420
手ピカスプレー 520
キレイキレイ除菌ウェットシート 120
ラックスボタニカル 泡タイプハンドソープ 290
熱ちゅクール 大人用 380
★ルルカゼブロックα 910
★パブロンSα〈錠〉 920
★パブロンゴールドA〈微粒〉 1,280
★コンタック総合感冒薬EX 500
★新プレコールS顆粒 730
★ベンザエースA錠 600
★新ルルエース 450
★シオノギ葛根湯エキス顆粒 590
★葛根湯エキス顆粒（大峰） 1,470
★葛根湯エキス錠クラシエ 890
★本草 葛根湯シロップ 600
★固形浅田飴クールS 520
★パブロンSせき止め 530
★プレコールせき止め錠A 1,120
龍角散ダイレクトスティックミント 380
新ルルエースのどスプレーa 630
ポピクルX クール&クール 450
健栄Gトローチ 320
新ルルエーストローチ 340
★プレコール鼻炎カプセルA 420
★パブロン鼻炎カプセルSα 1,230
龍角散鼻炎朝夕カプセル 440
★爽AL点鼻薬a 460
★爽AL目薬 290
★アイビットFX 280

スマイル40EXゴールドクール 630
アイビットE40 300
アイボンWビタミンプレミアム 980
ティアリッチ目薬 330
★クラシエ漢方防風通聖散料エキスEX錠 1,780
オムロン 上腕式血圧計 5,980
オムロン体重体組成計 3,970
★バファリンA 400
★バファリンルナi 660
★イブ 400
★イブクイック頭痛薬 870
★ナロンエースT 610
★ノーシンピュア 440
第一三共胃腸薬錠剤s 450
第一三共胃腸薬細粒s 450
太田胃散〈分包〉 380
新キャベジンコーワS 850
大正漢方胃腸薬 900
タントーゼ下痢止め 400
ストッパ下痢止めEX 540
新ビオフェルミンS錠 960
アリナミンEXプラス 2,190
キューピーコーワゴールドα 2,190
テラ・コートリル軟膏 800
新オイラックスHクリーム 380
オロナインH軟膏 380
マキロンS 260
★ムヒS 360
クラシエ芍薬甘草湯エキス顆粒 880
★パテックス液ID 580
★フェイタス5.0 1,380
★ハリワンFb50EG 1,440
★パテックスうすぴたシップ 520
★パスタイムプラス 600
★ロイヒつぼ膏 940

ピップエレキバン130 1,350
カットバン 440
バンドエイドキズパワーパッド 580
防水救急ばんそう膏 390
消毒もできる液体ばんそうこう 510
★クリニカフッ素メディカルコート 880
アセス 990
クリーンデンタルFセット 950
なた豆歯磨き粉 730
薬用シュミテクト 歯周病ケア 700
シルクスターホワイトエクストラミント 520
Ora2プレミアムステインクリアペースト 350
GUMデンタルリンス ノンアルコールタイプ 780
デンタルプロダブル マイルド毛 4列コンパクト 140
プラクリン歯ブラシ（歯科医院用） 460
GUMデンタル歯ブラシ#211 1,140
歯ぐきにやさしいやわらか歯間ブラシ 360
ヒルマイルドクリーム 1,380
ニューウレアクリーム20% 540
メンタームU20クリーム 1,020
ユースキン 420
ロゼット洗顔パスタ 海泥スムース 490
緊急トイレ袋 2枚セット〈150〉 630
エマージェンシーブランケット 660
※災害備蓄用パン プチヴェール 480
FCファミリー綿棒（円筒ケース付） 160
くつ&ブーツ消臭AGスプレー 380
ダニ捕りシートDX 820
デルガード鼻腔拡張テープ 透明 480
はるっ子 長時間 360

02834000-7FAX兼郵便申込書

神奈川県電子電気機器健康保険組合

204

被保険者証 勤務先 部署名

お名前 様

フリガナ

記号

◉会社へお送りする場合は、こちらに住所と事業所名・部署名もご記入ください。

番号

お届け先
ご住所勤務先・自宅

連絡先
TEL

お届け先
どちらかに
○印

〒

（　　　　）  　　 ‒
組合員から収集する個人情報は、本件の申込受付や商品の発送等に利用し、他の目的には利用いたしません。

FAX 0800-919-0335

◉控えが必要な方は、商品一覧表（申込控え）のチェック欄をご活用ください。

◉FAX受付時、裏面送付・途切れ・その他不鮮明などによりお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2023年2月28日（火）まで申込
受付

申込
締切日

き
り
と
り
せ
ん

　1個制限の商品のご購入をご検討いただいている方にお願いです。
　の商品は、お薬の販売に関する法律（薬機法）により、購入数量が制限されている商品です。薬効（鼻炎薬、

せき止め等）ごとに、１回の購入につき１箱の販売です。2個以上お申込みされた場合は、数を1個に修正し納品

させていただきますので予めご了承ください。
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向


