
2023年5月1日現在の会員数、計1,213
　厚生年金基金　　　　　　　　　　：5
　確定給付企業年金（基金型）　：690
　確定給付企業年金（規約型）　：322
　確定拠出年金　　　　　　　　　　：196

会員名

全国信用金庫厚生年金基金

国会議員秘書厚生年金基金

全国信用保証協会厚生年金基金

道路施設協会厚生年金基金

三井不動産リアルティ厚生年金基金

トヨタ自動車企業年金基金

アイシン企業年金基金

愛三工業企業年金基金

株式会社東海理化電機製作所

デンソー企業年金基金

平和堂企業年金基金

日立企業年金基金

昭和産業企業年金基金

トヨタ車体企業年金基金

株式会社　プロテリアル

パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社

コーセー企業年金基金

スズキ連合企業年金基金

スズケン企業年金基金

愛知製鋼企業年金基金

BIPROGY企業年金基金
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会員名

東京會舘企業年金基金

ヤマハ発動機企業年金基金

菅公学生服株式会社

大京企業年金基金

ＹＫＫ企業年金基金

パレット企業年金基金

大丸松坂屋企業年金基金

アフラック企業年金基金

敷島製パン株式会社

太平洋工業企業年金基金

東芝企業年金基金

フジパングループ企業年金基金

トヨタ紡織企業年金基金

三菱鉛筆企業年金基金

小野薬品工業株式会社

ＮＥＣ企業年金基金

シャープ企業年金基金

矢作建設企業年金基金

文化シヤッター企業年金基金

ＣＫＤ企業年金基金

三井物産企業年金基金

株式会社ジェイテクトコラムシステム

村田製作所企業年金基金

花王グループ企業年金基金

住友電装企業年金基金
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会員名

豊田通商企業年金基金

株式会社あらた

豊田合成企業年金基金

日本碍子株式会社

津田工業企業年金基金

オリンパス企業年金基金

東京製綱企業年金基金

日鉄物流企業年金基金

福伸電機株式会社

住友電気工業企業年金基金

サッポロビール企業年金基金

三菱電機企業年金基金

伊藤忠企業年金基金

コニカミノルタ株式会社

オークワ企業年金基金

セイコーエプソン企業年金基金

ＯＴＧ企業年金基金

イノアック企業年金基金

高田工業所企業年金基金

株式会社リコー

高砂熱学工業株式会社

ＪＶＣケンウッド企業年金基金

東ソー企業年金基金

ゼンリン企業年金基金

藤倉コンポジット株式会社
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会員名

旭化成ホームズ企業年金基金

西日本シティ銀行企業年金基金

キムラユニティー企業年金基金

長瀬産業株式会社

株式会社レゾナック

古野電気企業年金基金

三井化学株式会社

トヨタユナイテッド静岡企業年金基金

株式会社関電工

トキハ企業年金基金

共和レザー株式会社

旭化成企業年金基金

西川ゴム工業企業年金基金

中央発條企業年金基金

サンケン電気企業年金基金

インテック企業年金基金

株式会社テクノ菱和

ライフコーポレーション企業年金基金

グンゼ株式会社

スルガ銀行企業年金基金

ＪＦＥ商事株式会社

秋田銀行企業年金基金

レンタルのニッケン企業年金基金

ユーコープ企業年金基金

小糸製作所企業年金基金
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会員名

フタバ産業企業年金基金

三島光産企業年金基金

株式会社TOTOKU

ジェイテクト企業年金基金

帝都自動車交通株式会社

イトキン企業年金基金

ノリタケグループ企業年金基金

ＮＳＤ企業年金基金

フジクラ企業年金基金

ヤンマーアグリジャパン企業年金基金

亀田製菓企業年金基金

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

株式会社ビー・エム・エル

日新電機グループ企業年金基金

ダイヘン企業年金基金

パナソニック関係会社企業年金基金

キヤノン電子企業年金基金

キヤノン企業年金基金

ぺんてる企業年金基金

トヨタ生活協同組合

武蔵野銀行企業年金基金

愛知陸運企業年金基金

札幌トヨタ自動車株式会社

筑波銀行企業年金基金

プリマハム企業年金基金
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会員名

ＳＣＳＫ企業年金基金

四電工企業年金基金

三井住友海上企業年金基金

鳥取銀行企業年金基金

サクサ企業年金基金

富士電機企業年金基金

ＳＭＫ企業年金基金

大同メタル企業年金基金

パナソニックEWグループ企業年金基金

百五銀行企業年金基金

日本空港ビルデング企業年金基金

エア・ウォーター企業年金基金

三菱ＵＦＪニコス企業年金基金

コイト電工企業年金基金

広島銀行企業年金基金

サンエス企業年金基金

トヨタ連合企業年金基金

日東紡企業年金基金

キヤノンアネルバ企業年金基金

三五グループ企業年金基金

ハウス食品企業年金基金

北日本銀行企業年金基金

ＮＥＣネッツエスアイ企業年金基金

カルビー株式会社

ホクシン株式会社
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会員名

シマノ企業年金基金

マキタ企業年金基金

静岡銀行企業年金基金

アペックス企業年金基金

カネカ企業年金基金

エクシオグループ株式会社

アスティ・フジ企業年金基金

ニッタ株式会社

オリエントコーポレーション企業年金基金

徳島大正銀行企業年金基金

テルモ企業年金基金

サカタインクス企業年金基金

美津濃株式会社

セキスイ企業年金基金

住友ゴム連合企業年金基金

株式会社キリウ

矢崎企業年金基金

株式会社トーエネック

日本新薬企業年金基金

東レ企業年金基金

山形銀行企業年金基金

株式会社滋賀銀行

ベネッセグループ企業年金基金

愛知銀行企業年金基金

倉敷紡績株式会社
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会員名

大日本塗料企業年金基金

住友理工企業年金基金

ダイハツ企業年金基金

帝人グループ企業年金基金

東武流通企業年金基金

キユーピー企業年金基金

大垣共立銀行企業年金基金

親和企業年金基金

東洋インキＳＣホールディングス株式会社

トプコン企業年金基金

大日精化企業年金基金

山崎製パン企業年金基金

沖縄銀行企業年金基金

福岡トヨペット株式会社

内田洋行企業年金基金

バルカー企業年金基金

協和キリン企業年金基金

ニチアス企業年金基金

三十三銀行企業年金基金

デサント企業年金基金

大和工業株式会社

新家工業企業年金基金

東光高岳企業年金基金

船場企業年金基金

ジョンソンコントロールズ株式会社
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会員名

ＬＩＸＩＬ企業年金基金

田辺三菱製薬企業年金基金

大丸株式会社

中京銀行企業年金基金

キーコーヒー企業年金基金

サンリオ企業年金基金

南都銀行企業年金基金

渡辺パイプ企業年金基金

日本ハウスホールディングス企業年金基金

株式会社SBI新生銀行

日産車体株式会社

アンリツ企業年金基金

出光企業年金基金

山洋電気株式会社

丸紅企業年金基金

関西みらい企業年金基金

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社

京葉銀行企業年金基金

東亜建設工業企業年金基金

日比谷花壇グループ企業年金基金

東海澱粉企業年金基金

ＧＳユアサ企業年金基金

日本無線株式会社

株式会社学研ホールディングス

丸大食品企業年金基金
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会員名

株式会社日本触媒

ダイダン企業年金基金

株式会社川島織物セルコン

日清紡ホールディングス株式会社

ダイハツ九州株式会社

リンナイグループ企業年金基金

トヨタ自動車東日本株式会社

ジェコス株式会社

リョービ企業年金基金

東洋水産株式会社

AIG企業年金基金

コクヨ企業年金基金

ユーシーシー企業年金基金

北海道コカ・コーラ企業年金基金

株式会社ツカモトコーポレーション

ＪＳＲ企業年金基金

日本ケミコン企業年金基金

北川鉄工所企業年金基金

太平洋セメント株式会社

ＮＴＮ企業年金基金

ミツトヨ企業年金基金

いなげや企業年金基金

大和ハウス工業企業年金基金

イオン企業年金基金

池田泉州銀行企業年金基金
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会員名

きんでん企業年金基金

グローリー企業年金基金

興和企業年金基金

新明和工業企業年金基金

大光銀行企業年金基金

ライオン企業年金基金

名古屋銀行企業年金基金

ＣＣＢＪＩグループ企業年金基金

十六フィナンシャルグループ企業年金基金

ノーリツ企業年金基金

アマダ企業年金基金

住友電設企業年金基金

トナミ運輸企業年金基金

大建工業企業年金基金

株式会社百十四銀行

東プレ企業年金基金

大阪トヨタグループ企業年金基金

三菱電機エンジニアリング企業年金基金

日新企業年金基金

アルプス電気企業年金基金

佐賀銀行企業年金基金

株式会社山口フィナンシャルグループ

神戸屋企業年金基金

河西工業企業年金基金

コダック企業年金基金
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会員名

ユニ・チャーム企業年金基金

ＮＯＫ第一企業年金基金

アイシン福井企業年金基金

株式会社ソトー

日鉄物産企業年金基金

ダイワボウ企業年金基金

加藤産業企業年金基金

フィデア企業年金基金

カスミ企業年金基金

髙島屋企業年金基金

阿波銀行企業年金基金

横浜銀行企業年金基金

クボタ企業年金基金

積水ハウス企業年金基金

阪急阪神百貨店企業年金基金

中川製袋化工株式会社

山形屋企業年金基金

千葉銀行企業年金基金

セブン＆アイ・ホールディングス企業年金基金

セントラル警備保障企業年金基金

グリコ企業年金基金

全国労働金庫企業年金基金

ヤンマー企業年金基金

三菱商事企業年金基金

ＥＮＥＯＳ株式会社（ジャパンエナジー企業年金）
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会員名

八十二銀行企業年金基金

アークスグループ企業年金基金

アドバンテスト企業年金基金

東和銀行企業年金基金

リンテック企業年金基金

住友林業グループ企業年金基金

新菱冷熱工業株式会社

住商連合企業年金基金

サーラグループ企業年金基金

ＡＮＡ企業年金基金

タイヨー企業年金基金

株式会社北海道新聞社

三井精機工業企業年金基金

センコーグループホールディングス株式会社

中国銀行企業年金基金

三菱HCキャピタル企業年金基金

日立建機企業年金基金

キッセイ企業年金基金

ＤＩＣ企業年金基金

トマト銀行企業年金基金

北九州病院グループ企業年金基金

昭和グループ企業年金基金

ティラド企業年金基金

マックス企業年金基金

株式会社九電工
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会員名

三菱ＵＦＪ銀行企業年金基金

東邦銀行企業年金基金

株式会社白洋舎

関西ペイント企業年金基金

工機ホールディングス企業年金基金

ジェーシービー企業年金基金

吉野工業所企業年金基金

ジェイティービー企業年金基金

三菱電機システムサービス企業年金基金

キリンビバレッジ企業年金基金

日立ハイテク企業年金基金

日本化学工業企業年金基金

日本コムシス企業年金基金

コープこうべ企業年金基金

ヤクルト企業年金基金

米原商事企業年金基金

マクセル企業年金基金

ワタキューグループ企業年金基金

品川グループ企業年金基金

京都銀行企業年金基金

津田駒工業企業年金基金

田島ルーフィング企業年金基金

オリックスグループ企業年金基金

曙ブレーキ工業企業年金基金

キリンビール企業年金基金
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会員名

ヤマハ企業年金基金

三浦グループ企業年金基金

積水ハウス関係会社企業年金基金

ＴＤＫ企業年金基金

日本電産企業年金基金

三協立山企業年金基金

住友ファーマ企業年金基金

エフワン企業年金基金

あいおいニッセイ同和企業年金基金

マレリ企業年金基金

青森銀行企業年金基金

エーザイ企業年金基金

ナカバヤシ株式会社

村田機械企業年金基金

常陽銀行企業年金基金

近畿日本ツーリスト企業年金基金

北興化学企業年金基金

キョーリン企業年金基金

亀田総合病院グループ企業年金基金

ＯＫＩ企業年金基金

パイオニア企業年金基金

鬼怒川ゴム企業年金基金

あおぞら銀行企業年金基金

東京エレクトロン企業年金基金

松井建設企業年金基金
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会員名

キヤノンシステムアンドサポート株式会社

ＮＴＴデータ ルウィーブ企業年金基金

三光合成企業年金基金

フクダグループ企業年金基金

日本トランスシティ企業年金基金

勝又企業年金基金

栃木トヨタ自動車株式会社

第一三共グループ企業年金基金

東京応化工業企業年金基金

ジャックス企業年金基金

日本発条企業年金基金

三菱製鋼企業年金基金

本間ゴルフ企業年金基金

不二製油株式会社

リケン企業年金基金

阪和興業企業年金基金

東リ企業年金基金

熊本日日新聞企業年金基金

中村屋企業年金基金

北陸銀行企業年金基金

ＢＩＪ企業年金基金

アイコム企業年金基金

三菱マヒンドラ農機株式会社

森紙業企業年金基金

カシオ企業年金基金
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会員名

濃飛倉庫運輸企業年金基金

白十字会企業年金基金

伊予銀行企業年金基金

大日本印刷企業年金基金

日生協企業年金基金

群馬銀行企業年金基金

明治グループ企業年金基金

紀陽銀行企業年金基金

三菱ふそうバス製造株式会社

都市ガス企業年金基金

愛知時計電機企業年金基金

サントリー企業年金基金

ユニプレス企業年金基金

株式会社ジーシー

大分銀行企業年金基金

北國銀行企業年金基金

マルヤス工業株式会社

ブリヂストン企業年金基金

東洋紡企業年金基金

日産連合企業年金基金

綜合警備保障企業年金基金

大塚製薬企業年金基金

タキロンシーアイ株式会社

株式会社シーイーシー

日東電工企業年金基金
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会員名

四国銀行企業年金基金

伊藤ハム企業年金基金

林テレンプ企業年金基金

三和シヤッター企業年金基金

神戸マツダ企業年金基金

日本製紙企業年金基金

バンドー化学企業年金基金

銀座アスター食品株式会社

ジャパンビバレッジ企業年金基金

日本ペイント企業年金基金

朝信企業年金基金

みずほ企業年金基金

アプラス企業年金基金

日清オイリオグループ企業年金基金

栃木銀行企業年金基金

平田機工企業年金基金

千葉興業銀行企業年金基金

第四北越銀行企業年金基金

双葉電子工業株式会社

タムラ製作所企業年金基金

武田薬品企業年金基金

ラピーヌ企業年金基金

日本ハム企業年金基金

ミツバ企業年金基金

三菱電機ビルソリューションズ企業年金基金
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会員名

ティエフケー企業年金基金

三機工業株式会社

馬淵企業年金基金

きらぼし銀行企業年金基金

アステラス企業年金基金

来島どっく企業年金基金

東洋建設企業年金基金

鹿児島銀行企業年金基金

ふくおかフィナンシャルグループ企業年金基金

宮崎銀行企業年金基金

株式会社ヨコオ

商工中金企業年金基金

香川銀行企業年金基金

サンゲツ企業年金基金

オムロン株式会社

鶴屋百貨店企業年金基金

前田建設工業企業年金基金

オークマ企業年金基金

RYODEN企業年金基金

山善企業年金基金

金井トクセン企業年金基金

スリーエム ジャパン イノベーション株式会社

ＡＧＣ企業年金基金

ホンダ企業年金基金

肥後銀行企業年金基金
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会員名

味の素ＡＧＦ企業年金基金

大正製薬グループ企業年金基金

コロナ企業年金基金

フランスベッド株式会社

株式会社ヤマウ

資生堂企業年金基金

長谷工企業年金基金

マツダ企業年金基金

小林クリエイト企業年金基金

キリングループロジスティクス株式会社

関西テレビ放送株式会社

中外製薬企業年金基金

株式会社埼玉村田製作所

三井住友銀行企業年金基金

山梨中央銀行企業年金基金

富士通企業年金基金

ノーリツプレシジョン株式会社

全国日産自動車販売企業年金基金

岩手銀行企業年金基金

片倉工業株式会社

三菱プレシジョン企業年金基金

りそな企業年金基金

ブラザー企業年金基金

東京海上日動企業年金基金

ダスキン企業年金基金
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会員名

三谷商事企業年金基金

三菱電機ロジスティクス企業年金基金

船井電機企業年金基金

ゴールドウイン企業年金基金

東洋製罐株式会社

タイトー企業年金基金

日本金属企業年金基金

久光製薬企業年金基金

ゼロ企業年金基金

日本アビオニクス株式会社

トーホー企業年金基金

高速道路トールテクノロジー企業年金基金

ミクニ企業年金基金

足利銀行企業年金基金

東海マツダ販売株式会社

あけぼの企業年金基金

株式会社デンソーエレクトロニクス

リケンテクノス企業年金基金

三愛オブリ企業年金基金

北海道銀行企業年金基金

ＪＡＬグループ企業年金基金

株式会社南日本新聞社

株式会社トーハン

ファイザー企業年金基金

いすゞ自動車企業年金基金
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会員名

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス企業年金基金

いすゞ自動車販売企業年金基金

栗原工業企業年金基金

株式会社丹青社

創聖企業年金基金

小倉記念病院企業年金基金

東京スバル企業年金基金

山陰合同銀行企業年金基金

鷺宮企業年金基金

北國新聞企業年金基金

岡山県自動車販売店企業年金基金

岐阜プラスチック工業企業年金基金

株式会社大島造船所

ゼビオ企業年金基金

山日ＹＢＳ企業年金基金

三菱電機グループ企業年金基金

ミネベアミツミ株式会社

公認会計士企業年金基金

三菱化工機企業年金基金

東洋シヤッター企業年金基金

株式会社ダイゾー

エヌ・ティ・ティ企業年金基金

Ｐ＆Ｇグループ企業年金基金

植村グループ企業年金基金

日揮ホールディングス株式会社
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会員名

きらやか銀行企業年金基金

木村化工機企業年金基金

市光企業年金基金

東京ガス工事企業年金基金

ＪＡＬグランドサービス企業年金基金

株式会社アルペン

ＴＯＴＯ株式会社

ＪＡＬ企業年金基金

紀文企業年金基金

アンデルセングループ企業年金基金

株式会社ＦＴＳ

公文企業年金基金

東亜外業企業年金基金

H.U.グループ企業年金基金

スタンレー企業年金基金

綾羽企業年金基金

サニクリーン九州企業年金基金

丸紅連合企業年金基金

日本ヒューレット・パッカード企業年金基金

シロキ工業企業年金基金

三井住友信託銀行企業年金基金

九電工グループ企業年金基金

ＴＴＧ企業年金基金

日清食品企業年金基金

中央コンピューター企業年金基金
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会員名

日本テキサス・インスツルメンツ合同会社

ＳＭＣ企業年金基金

日本経済新聞企業年金基金

朝日新聞企業年金基金

第一交通グループ企業年金基金

七十七銀行企業年金基金

日本政策投資銀行企業年金基金

MRKホールディングス株式会社

象印マホービン企業年金基金

小山企業年金基金

マルハニチロ企業年金基金

味の素企業年金基金

株式会社パロマ

三菱ＵＦＪ信託銀行企業年金基金

日本クロージャー株式会社

全労済グループ企業年金基金

セガ企業年金基金

日本飛行機企業年金基金

田中貴金属グループ企業年金基金

電興企業年金基金

伊藤忠連合企業年金基金

小島企業年金基金

株式会社山本工作所

株式会社ぎょうせい

イシダ企業年金基金
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会員名

ヤマザキ・サングループ企業年金基金

一般財団法人日本食品分析センター

ユニマット企業年金基金

極洋企業年金基金

群馬県自動車販売企業年金基金

八千代工業企業年金基金

全日空商事企業年金基金

公庫企業年金基金

鶴崎海陸運輸株式会社

株式会社佐賀鉄工所

三井物産連合企業年金基金

さくらグループ企業年金基金

経済産業関係法人企業年金基金

澁谷工業企業年金基金

全環境企業年金基金

日本熱機器工業企業年金基金

株式会社はとバス

ＫＴグループ企業年金基金

兵庫トヨタ自動車企業年金基金

東京都電機企業年金基金

全国クリーニング業企業年金基金

フェニテックセミコンダクター株式会社

日本毛織株式会社

秋田県自動車販売企業年金基金

全国新聞業企業年金基金
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会員名

日本建設機械レンタル企業年金基金

群馬県病院企業年金基金

ヤマキ企業年金基金

非破壊検査業企業年金基金

社会保険支払基金企業年金基金

株式会社東日本銀行

トヨタ関連部品企業年金基金

全国印刷製本包装機械企業年金基金

栃木トヨペットグループ企業年金基金

御幸毛織株式会社

ミドリ安全企業年金基金

建設コンサルタンツ企業年金基金

空調衛生企業年金基金

日本冷凍食品企業年金基金

石川県機械工業企業年金基金

沖縄県建設業企業年金基金

広島県東部機械金属企業年金基金

愛媛県医療機関企業年金基金

アジレント・テクノロジー企業年金基金

キーサイト・テクノロジー企業年金基金

新潟トヨタ自動車連合企業年金基金

全国そうごう企業年金基金

西日本電設資材卸業企業年金基金

京都府病院企業年金基金

全国ホンダ販売企業年金基金
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会員名

運輸関係法人企業年金基金

日本酒造企業年金基金

科学技術企業年金基金

出版企業年金基金

富山県トラック企業年金基金

群馬製造業関連企業年金基金

長野県病院企業年金基金

名古屋薬業企業年金基金

MIL‐AI企業年金基金

立正佼成会

石川県食品製造業企業年金基金

近畿化粧品企業年金基金

日本自動車部品工業企業年金基金

そくりょう＆デザイン企業年金基金

全国農協関連企業年金基金

民間放送企業年金基金

長野県機械工業企業年金基金

愛媛県機械金属工業企業年金基金

高知県機械金属工業企業年金基金

成田国際空港企業年金基金

東京都私的病院企業年金基金

倉庫業企業年金基金

岡山県病院企業年金基金

山口県病院企業年金基金

神奈川県医療福祉企業年金基金
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会員名

埼玉県医師会企業年金基金

日本LPガス企業年金基金

船員保険会企業年金基金

ウシオ電機企業年金基金

高圧ガス溶材企業年金基金

島根県医療機関企業年金基金

千葉県日産自動車企業年金基金

文教関係団体企業年金基金

和歌山県病院企業年金基金

全国タイル業企業年金基金

月桂冠企業年金基金

セコム企業年金基金

西日本プラスチック工業企業年金基金

鉄リサイクル企業年金基金

前田道路企業年金基金

鹿児島県病院企業年金基金

大阪府病院企業年金基金

中国薬業企業年金基金

熊本県病院企業年金基金

東京薬業企業年金基金

東京都電設工業企業年金基金

全国不動産業企業年金基金

日本ケーブルテレビ企業年金基金

四国薬業企業年金基金

東北薬業企業年金基金

28



会員名

愛知県プラスチック成形企業年金基金

北海道病院企業年金基金

日本税理士企業年金基金

日本機械土工企業年金基金

日本赤十字社企業年金基金

はごろもフーズ株式会社

富士精工企業年金基金

経済産業省関係公益法人企業年金基金

ファナック企業年金基金

スギノマシン企業年金基金

フジ企業年金基金

全国ビジネス企業年金基金

福岡県食品産業企業年金基金

全国シルバー人材センター企業年金基金

全国信用組合企業年金基金

第一生命保険株式会社

パナソニック ホームズ企業年金基金

太陽生命保険株式会社　人事部給与厚生課

日本生命保険相互会社

株式会社日本取引所グループ

ＫＤＤＩ企業年金基金

パルコ企業年金基金

ＥＮＥＯＳ株式会社（東燃ゼネラルグループ確定給付企業年金）

株式会社日阪製作所

ソニー生命保険株式会社
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会員名

サンケングループ企業年金基金

セゾン情報システムズ企業年金基金

ＮＤＳ株式会社

岡三証券株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

ルネサス企業年金基金

株式会社ファルテック

みずほ証券株式会社

ユーシービージャパン株式会社

明治安田オフィスパートナーズ株式会社

株式会社スタッフサービス・ホールディングス

東洋エンジニアリング株式会社

株式会社ニッスイ

バークレイズ証券株式会社

共栄火災海上保険株式会社

株式会社大塚商会

株式会社神奈川銀行

株式会社野村総合研究所

三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社

日本ロレアル株式会社

東レ・メディカル株式会社

日本オーチス・エレベータ株式会社

持田製薬株式会社

丸善石油化学株式会社

日鉄環境株式会社
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会員名

アサヒビール株式会社

関東バス株式会社

株式会社ルックホールディングス

ＮＳユナイテッド海運株式会社

野村證券株式会社

株式会社ポーラ

小林製薬株式会社

株式会社日本カストディ銀行

クレディ・アグリコル証券会社東京支店

日野自動車株式会社

大同生命保険株式会社

株式会社法研

株式会社社会保険研究所

一般財団法人日本自動車研究所

安田不動産株式会社

理想科学工業株式会社

日新火災海上保険株式会社

参天製薬株式会社

株式会社シー・アイ・シー

三菱地所株式会社

積水メディカル株式会社

日野グループ企業年金基金

日本証券金融株式会社

三井不動産株式会社

EY新日本有限責任監査法人
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会員名

アクセンチュア株式会社

飯野海運株式会社

城北信用金庫

全国共済農業協同組合連合会

明治安田生命保険相互会社

一般社団法人金融財政事情研究会

三菱倉庫株式会社

ロート製薬株式会社

京浜急行電鉄株式会社

ジローレストランシステム株式会社

ポーラ化成工業株式会社

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

一般財団法人関東電気保安協会

ブラックロック・ジャパン株式会社

野村不動産株式会社

明治安田アセットマネジメント株式会社

トヨタモビリティ東京株式会社

東京建物株式会社

ミサワホーム株式会社

UBSアセット・マネジメント株式会社

住友生命保険相互会社

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

三和コンピュータ株式会社

ステート・ストリート信託銀行株式会社

石油資源開発株式会社
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会員名

テイ・エス　テック株式会社

株式会社三井住友トラスト基礎研究所

宝ホールディングス株式会社

富国生命保険相互会社

株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道

ＥＮＥＯＳ株式会社（新日本石油企業年金）

住友化学株式会社

株式会社シーエーシー

ダイビル株式会社

平和不動産株式会社

日本電子計算株式会社

豊田スチールセンター株式会社

公益財団法人東京動物園協会

第一貨物株式会社

株式会社豊田自動織機

一般社団法人日本自動車連盟

東洋紙業株式会社

ぜんこくＤＢ企業年金基金

三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社

一般財団法人日本環境衛生センター

有限責任監査法人トーマツ

コスモ石油株式会社

有限責任 あずさ監査法人

株式会社共和

株式会社鈴乃屋
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会員名

日本紙パルプ商事株式会社

高砂香料工業株式会社

株式会社ピーエイチピー研究所

コマツカスタマーサポート株式会社

天藤製薬株式会社

ベネフィット・ワン企業年金基金

株式会社ＪＥＣＣ

ジボダンジャパン株式会社

株式会社アーレスティ

株式会社ヤヨイサンフーズ

株式会社カナデン

株式会社ADKホールディングス

株式会社グローセル

明和産業株式会社

三菱重工エンジンシステム株式会社

株式会社毎日放送

日本システム技術株式会社

日本造園企業年金基金

情報サービス企業年金基金

千葉県病院企業年金基金

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

株式会社メタルワン

若築建設株式会社

株式会社ファミリーマート

大阪ゴム工業企業年金基金
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会員名

すこやか企業年金基金

全国塗料企業年金基金

関東北陸信越自動車整備企業年金基金

味の素食品株式会社

新日本空調株式会社

広島県総合企業年金基金

日本精工株式会社

東武鉄道株式会社

生化学工業株式会社

西友グループ企業年金基金

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社

大分県病院企業年金基金

ＦＤＫ株式会社

株式会社トーキン

宮崎県病院企業年金基金

経済産業医療企業年金基金

マツダ販売企業年金基金

兵庫県病院企業年金基金

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

株式会社クロスキャット

株式会社宮城テレビ放送

ニチモウ株式会社

鉄建建設株式会社

日本広告業企業年金基金

東洋アルミニウム株式会社
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会員名

アムンディ・ジャパン株式会社

ホッカンホールディングス株式会社

株式会社やまびこ

株式会社ツムラ

ニッカウヰスキー株式会社

ラサ工業株式会社

ケイミュー株式会社

株式会社大気社

日本モレックス合同会社

アイ企業年金基金

キクチ企業年金基金

G＆Eみらい企業年金基金

総合すまいる企業年金基金

富山県医療福祉企業年金基金

鳥取県医療機関企業年金基金

全国製紙原料企業年金基金

印刷メディア企業年金基金

東北自動車産業企業年金基金

全国情報通信企業年金基金

東京建築設計企業年金基金

鹿児島県建設業企業年金基金

エスタカヤ電子工業企業年金基金

ANT企業年金基金

秋田県工業会企業年金基金

東海テレビ放送株式会社
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会員名

千代田化工建設株式会社

株式会社インターネットイニシアティブ

農業機械販売企業年金基金

東亜石油株式会社

全国システムハウス業企業年金基金

日本総合住生活株式会社

ネスレ日本株式会社

国際紙パルプ商事株式会社

株式会社日本ＨＰ

名古屋テレビ放送株式会社

富士港運株式会社

株式会社ユニエツクスＮＣＴ

芙蓉総合リース株式会社

株式会社オリジン

日本ＩＴソフトウェア企業年金基金

オイレス工業株式会社

ＢＡＳＦジャパン株式会社

株式会社帝国データバンク

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社

日本リーテック株式会社

株式会社ニュー・オータニ

日本製紙クレシア株式会社

愛知県建設業企業年金基金

西日本電気工事企業年金基金

東洋鋼鈑株式会社
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会員名

株式会社セコニック

広島県病院企業年金基金

日本ハム・ソーセージ工業企業年金基金

東京実業企業年金基金

JMSA福祉企業年金基金

パン企業年金基金

全国計機企業年金基金

新潟県病院企業年金基金

宅建企業年金基金

静岡県金属工業企業年金基金

東京エレクトロン デバイス株式会社

日本工作機械関連企業年金基金

全国建設企業年金基金

岩手県建設業企業年金基金

日本機械設計業企業年金基金

東京信用保証協会

広島県食品企業年金基金

電子回路企業年金基金

ゼリア新薬工業株式会社

石井食品株式会社

全国電器製造企業年金基金

トープラ企業年金基金

金属事業企業年金基金

彩企業年金基金

茨城県医療機関企業年金基金
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会員名

群馬県トラック企業年金基金

酒フーズ企業年金基金

富士通株式会社

東日本紙器企業年金基金

関東電気工事業企業年金基金

大阪鉄商企業年金基金

大阪府電設工業企業年金基金

全日本冠婚葬祭互助会企業年金基金

全国鐵構工業企業年金基金

神奈川産業企業年金基金

日本産業機械工業企業年金基金

大陽日酸株式会社

東北オアシス企業年金基金

日本高速道路企業年金基金

首都高速道路株式会社

独立行政法人都市再生機構

水資源機構企業年金基金

阪神高速道路株式会社

本州四国連絡高速道路株式会社

労働関係法人企業年金基金

労働者健康安全機構企業年金基金

全国労働衛生機関企業年金基金

全国産業資源循環企業年金基金

大阪府建築企業年金基金

弁理士企業年金基金
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会員名

全国情報サービス産業企業年金基金

株式会社松原組

ほくりく地域産業企業年金基金

阪神高速技術株式会社

小売・サービス業企業年金基金

大成温調株式会社

東日本電機流通企業年金基金

ソレキア株式会社

建築士事務所企業年金基金

株式会社ＴＦ‐ＭＥＴＡＬ

神奈川県食品製造企業年金基金

大阪金属問屋企業年金基金

ローランド株式会社

電子情報技術産業企業年金基金

大阪薬業企業年金基金

中部設備工事業企業年金基金

サンヨー連合企業年金基金

屋外広告ディスプレイ企業年金基金

東北七県電気工事業企業年金基金

株式会社ＴＭＪ

株式会社リーガルコーポレーション

報道事業企業年金基金

日本金型工業企業年金基金

情報通信設備企業年金基金

外食産業ジェフ企業年金基金
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会員名

ＡＩメカテック株式会社

ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ企業年金基金

三井住友カード株式会社

三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社

パッケージ企業年金基金

ニチレキ株式会社

アッヴィ合同会社

TDKラムダ株式会社

株式会社シーエックスカーゴ

森平舞台機構株式会社

株式会社タケエイ

阪神高速パトロール株式会社

上田八木証券株式会社

福祉はぐくみ企業年金基金

塩野義製薬株式会社

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

遊技関連企業年金基金

日産東京販売株式会社

電源開発株式会社

鳥居薬品株式会社

株式会社中日新聞社

カゴメ株式会社

損害保険ジャパン株式会社

大豊建設株式会社

サンデン株式会社
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会員名

野村アセットマネジメント株式会社

ＪＰアクチュアリーコンサルティング株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

三ツ星ベルト株式会社

ジャフコ グループ株式会社

ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社

シダックス株式会社

株式会社大和証券グループ本社

野村信託銀行株式会社

ラッセル・インベストメント株式会社

ユアサ商事株式会社

日本電気計器検定所

伊藤忠エネクス株式会社

株式会社そごう・西武

株式会社ジェイエスエス

大樹生命保険株式会社

株式会社ＩＩＣパートナーズ

東京海上アセットマネジメント株式会社

神鋼商事株式会社

フィデリティ投信株式会社

株式会社ダイドーリミテッド

株式会社フジトランス コーポレーション

住江織物株式会社

アセットマネジメントOne株式会社

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
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会員名

日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社

アストラゼネカ株式会社

日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社

ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

メルセデス・ベンツ日本株式会社

損保ジャパンＤＣ証券株式会社

株式会社エコス

株式会社大和ファンド・コンサルティング

ソニー損害保険株式会社

株式会社日建設計

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

大和企業投資株式会社

株式会社伊藤園

日興アセットマネジメント株式会社

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

岩井コスモ証券株式会社

ゴールドマン・サックス・ジャパン・サービス株式会社

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド

ＭＵ投資顧問株式会社

野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー株式会社

ＰＷＭ日本証券株式会社

株式会社みずほ銀行

ドイツ証券株式会社

大和アセットマネジメント株式会社

43



会員名

ユニチカ株式会社

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

日本証券業協会

第一法規株式会社

ヘリオステクノホールディング株式会社

クレディ・スイス証券株式会社

ＭＦＳインベストメント・マネジメント株式会社

アールワイ保険サービス株式会社

東急不動産株式会社

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

ＭＳＣＩ合同会社

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社

株式会社NXワンビシアーカイブズ

株式会社４０１Ｋ推進機構

労働金庫連合会

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社

株式会社サーラコーポレーション

中西金属工業株式会社

アライアンス・バーンスタイン株式会社

タワーズワトソン株式会社

株式会社ブレインコンサルティングオフィス

佐鳥電機株式会社

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

株式会社プリマジェスト
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会員名

ニッセイ情報テクノロジー株式会社

株式会社ニチレイ

日産東京販売ホールディングス株式会社

損保ジャパンパートナーズ株式会社

岡三アセットマネジメント株式会社

インフォコム株式会社

株式会社京樽

SOMPOシステムズ株式会社

ジブラルタ生命保険株式会社

セイコーグループ株式会社

株式会社ＷＯＷＯＷ

パーソルテンプスタッフ株式会社

ＳＧホールディングス株式会社

ＴＩＳ株式会社

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社

セゾン自動車火災保険株式会社

サカイオーベックス株式会社

三菱地所レジデンス株式会社

株式会社みちのく銀行

株式会社ＴＡＳＡＫＩ

日本出版販売株式会社

トランス・コスモス株式会社

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社

アネスト岩田株式会社

図書印刷株式会社
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会員名

プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社

三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

ナブテスコ株式会社

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

株式会社ポニーキャニオン

株式会社ＣＩＪネクスト

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

ピクテ・ジャパン株式会社

日本自動車ターミナル株式会社

株式会社エクセディ

株式会社大東銀行

株式会社システムアドバンス

株式会社電通

株式会社ＡＮＡケータリングサービス

株式会社インフィニトラベルインフォメーション

アズビル株式会社

日本テレビ放送網株式会社

株式会社日伝

ロベコ・ジャパン株式会社

株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア

ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社

合同製鐵株式会社

日本コロムビア株式会社

PwC あらた有限責任監査法人

伊藤組土建株式会社
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会員名

アラヤ特殊金属株式会社

株式会社裕和フィナンシャルマネジメント

株式会社三越伊勢丹

株式会社エ．ラベル

株式会社中国新聞社

株式会社ノエビア

株式会社リロクラブ

池上通信機株式会社

株式会社アシックス

株式会社タニタハウジングウエア

アルカンジュ合同会社

株式会社ファイブコンサル

商船三井ロジスティクス株式会社

千葉トヨタ自動車株式会社

ラクオリア創薬株式会社

ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

王子マネジメントオフィス株式会社

明治フレッシュネットワーク株式会社

ＡＮＡエアポートサービス株式会社

みずほ信託銀行株式会社

株式会社博報堂

株式会社ネクストプレナーズ

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

カルネコ株式会社

まごころフィナンシャルサービス株式会社
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会員名

湘南証券年金プランニング株式会社

ソニーピープルソリューションズ株式会社

ＭＵＴＯＨホールディングス株式会社

キャピタル・インターナショナル株式会社

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社

ロンバー・オディエ信託株式会社

サンスター株式会社

株式会社大広

株式会社オカムラ

ユニー株式会社

鹿島建物総合管理株式会社

みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社

株式会社ベター・プレイス

医療法人岸会　岸病院

広島テレビ放送株式会社

日本ギア工業株式会社

株式会社日立国際電気

株式会社明電舎

プルーデント・ジャパン株式会社

フィード・ワン株式会社

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

株式会社葵総合保険

ヤマト運輸株式会社　人事部EX推進チーム

株式会社イトーキ

株式会社琉球銀行
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会員名

株式会社不動テトラ

ティアック株式会社

株式会社安川電機

ナイス株式会社

株式会社南日本銀行

株式会社電通国際情報サービス

ＳＷＳ西日本株式会社

株式会社ファッション須賀

イサム塗料株式会社

前田製管株式会社

ソフトバンクグループ株式会社

エンシュウ株式会社

野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社

アイザワ証券株式会社

凸版印刷株式会社

メルシャン株式会社

株式会社日経ビーピー
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