
参加料
無 料

健康づくりについて、楽しく学べるイベントが盛りだくさんです。
会社の仲間やご家族など、お誘い合わせのうえご参加ください。
各イベントには定員がありますので、お申し込みはお早めに！

＊健康講演会では、健康相談コーナーを設置し、血管年齢・血圧・骨密度・体脂肪測定、
　健康相談等を実施します。

株式会社　エポック社
株式会社　オンダ
株式会社　真多呂人形
株式会社　カワダ
株式会社　久月
株式会社　テンヨ－
株式会社　バンダイ
株式会社　マルギン
株式会社　吉德
株式会社　鈴梅
東葛樹脂工業　株式会社
株式会社　やのまん
イワヤ　株式会社
株式会社　一秀
株式会社　キデイランド
株式会社　西賀
株式会社　イリサワ
株式会社　ハピネット
株式会社　マスターピース
レゴジャパン　株式会社
株式会社　ゆしまの小林
株式会社　ハピネット・べンディングサービス
株式会社　サン・アロ－
株式会社　五光　宇都宮店
株式会社　内藤デザイン研究所

アイデス　株式会社
株式会社　京丸
株式会社　イガラシ
株式会社　陽光社
株式会社　ハナヤマ
株式会社　東玉
株式会社　ビバリー
株式会社　丸惣
株式会社　タミヤ
株式会社　プレックス
株式会社　エイコー
株式会社　ショット
ピープル　株式会社
株式会社　ニッケン
東京大西造花装飾　株式会社
株式会社　トイカード
バンダイビジュアル　株式会社
株式会社　レイアップ
株式会社　青島文化教材社
株式会社　ダイショープレイン
株式会社　シ－ズ
株式会社　バンジハンエース
京商　株式会社
株式会社　ケイブ
一般財団法人　日本文化用品安全試験所

株式会社　コンフォ－ト
株式会社　サンル－ジュ
株式会社　バンダイナムコビジネスアーク
株式会社　エポックロジスティクス
株式会社　シャイン
株式会社　ハピネット・ロジスティクスサ－ビス
株式会社　ソル・インターナショナル
マテル・インターナショナル　株式会社
株式会社　イマ・グル－プ
株式会社　サーファーズパラダイス
株式会社　エムアイシー
株式会社　シー・シー・ピー
株式会社　ｅｐｉｃｓ
株式会社　ハピネット・マーケティング
株式会社　壽屋
株式会社　モリゲームズ
株式会社　フォワードジャパン
株式会社　ボーネルンド
株式会社　コンパンプレイスケープ
株式会社　サンライズ
株式会社　エス　アンド　エス
株式会社　ｉｉｙｏ
株式会社　田宮模型

参加者募集中！

申し込み方法

東振協 健康フェスティバル2014

平成25年度に上記２つの条件等を満たした、73事業所を表彰いたしました。
今後とも皆さまのご協力をお願いいたします。

第31回 健康管理優良事業所が決まりました！
健診受診率80％以上 保険料対給付費80％以下

（事業所記号順）

◦東振協ＨＰ http://www.toshinkyo.or.jp/event
◦申込締切	 9月30日（火）当日消印有効
	 ※ウォークラリー（小江戸	川越）は9月26日（金）

イベント名 開催日 会　場

血管年齢・血圧測定・
骨密度・体脂肪測定・

健康相談

10月	7日（火） 健保連	東京連合会（新宿区）

10月22日（水） 健保連	東京連合会（新宿区）

11月	1日（土） 立川商工会議所（立川市）

健康講演会
（講師　有森裕子氏）

10月15日（水） 大手町サンケイプラザ（千代田区）

ウォークラリー

10月	5日（日） 小江戸	川越（川越市）

10月11日（土） 鎌倉（鎌倉市）

10月13日（月・祝） 国営昭和記念公園（立川市）

10月18日（土） 高尾山（八王子市）

10月26日（日） 高尾山（八王子市）

11月	2日(日) 横浜みなとみらい21（横浜市）

ウォーターフェスティバル 10月19日（日） 東京サマーランド（あきる野市）

申込用紙を東振協ホームページからダウンロード
し、必要事項を記入して、「東振協健康フェスティバル
2014	事務局」まで郵送してください。
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当健保組合ホームページに写真・試合結果を掲載しています！

ハピネットAが

6連勝！！

　当健保組合では、増加する薬剤費の削減対策として、医療機関で薬剤処方を受けている方に「ジェネリック医薬品への切り
替えに関するお願い」を送付しております。
　対象となった方へは、ご自宅へ親展扱いで送付いたします。ジェネリックに切り替えることで、皆さまの自己負担が軽減され
るだけでなく、健保組合の医療費増加抑制にもつながります。ぜひご確認いただき、ジェネリックの使用をご検討ください。

1 次の事業所が新規加入しました。 4 次の事業所が所在地を変更しました。

2 次の事業所を削除しました。

3 次の事業所が名称を変更しました。

公告番号 事業所名 加入年月日 所在地
第1469号 （株）コウダイ 26.	6.	1 埼玉県春日部市
第1470号 （株）ウララキューブ 26.	7.	1 東京都中央区

公告番号 事業所名 変更後

第1468号 （株）三共

埼玉県志木市館2-5-2
鹿島ビル4階

変更前
東京都文京区大塚3-18-7
エスエスビル101

第1472号
（株）バンダイ
チャンネル

変更後
東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2

変更前
東京都港区南青山5-10-2

公告番号 事業所名 削除年月日 所在地
第1474号 （株）モリゲームズ 26.	6.30 大阪府大阪市

公告番号 変更後 変更前
第1471号 （株）ウッドトイズ （株）ウッド・トイズ
第1473号 （株）マックスゲームズ トイズユニオン（株）

第44回 事業所対抗軟式野球大会

7月6日・7月13日に開催された事業所対抗軟式野球大会の全試合の写真、優勝チーム代表者・受賞者の写真とコメントなどを
掲載しています。写真のダウンロードもできますので、ぜひアクセスしてご覧ください。

玩具人形健康保険組合ＨＰ　http://www.gangukenpo.or.jp/

ＫＥＮＰＯ 掲示板

◦
表
面

◦
裏
面

削減効果の大きい順に
最大3つ掲載されます

ジェネリックに切り替
えると節約できる額

ココに
注目！

○○診療所 △△錠 1.0mg ××製薬120.5 30.0 680 400

○×錠 1.0mg ××製薬 600 480

×○錠 1.0mg ××製薬 500 580

○○錠 0.2mg ××製薬 770 900

××錠 0.5mg ××製薬 250 850

○△錠 10mg ××製薬 700 240

1,080

△△クリニック 62.0 90.0 1,670

××病院 40.9 90.0 1,100

○△×医院 104.5 30.0 940

4,790 2,3904,790 2,390

削減効果の大きい
順に最大3つ掲載
されます

ジェネリックに
切り替えると節
約できる額

ココに
注目！

ココに
注目！

すべて切り替え
ると自 己 負 担
が半分になる
ケースも！！

△△錠 1.0mg

○×錠 1.0mg

×○錠 1.0mg

○○錠 0.2mg

××錠 0.5mg

○△錠 10mg

××製薬 680 400

××製薬 600 480

××製薬 500 580

××製薬 770 900

××製薬 250 850

××製薬 700 240

○○診療所 120.5 30.0 1,080

△△クリニック 62.0 90.0 1,670

××病院 40.9 90.0 1,100

○△×医院 104.5 30.0 940

医療費適正化の取り組みにご協力ください

ジェネリック医薬品の差額通知を実施しています
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