
東京都情報サービス産業健康保険組合
（ＴＪＫ）

https://www.tjk.gr.jp/

健康保険組合加入のご案内

法定福利費（健康保険料） 大幅削減を実現させます
東京都情報サービス産業健康保険組合（略称：ＴＪＫ）は1975年に設立以来、着実に成長を続け

加入社数1,600社、加入員数40万人の全国でも有数の規模を誇る健康保険組合です。

※健康保険組合とは？
日本の皆保険制度を担う公法人(国からの認可によって設立)
民間の保険会社(医療保険・自動車保険等)ではありません

２０２１．３



東京都情報サービス産業健康保険組合について

東京都情報サービス産業健康保険組合（以下：ＴＪＫ）は厚生労働大臣の認可の
もと、１９７５年に設立しました。

主にＩＴ企業各社様に加入頂いており、事業所数約１，６００社、加入員数約４０万
人を擁する全国でも有数の規模を誇る健康保険組合となっております。

【ＴＪＫ概況】

事業所数 1,591社

被保険者数 262,331人

被扶養者数 139,050人

平均年齢 38.9歳

標準報酬月額 373,913円

★ＴＪＫの組合規模は全国第６位

第６位

１，３９０組合

１

（2021年1月末時点）

（＊2019年4月末時点）



健康保険の切り替えのご検討をお願いします。

【協会けんぽからの切り替えをご検討ください】

協会けんぽ 東京都情報サービス産業
健康保険組合

《ＴＪＫ加入メリット》

①健康保険料の負担削減
②手厚い給付制度（付加給付）
③健診費用の削減
④福利厚生の充実
⑤スケールメリットを活かした共済事業
⑥人材採用に有利（企業ステータス向上）

協会けんぽに比べ、“低負担・高サービス”を実現

２

社員

企業 ＴＪＫ
ＷＩＮ

健康保険を協会けんぽからＴＪＫ
に変更すると数多くのメリットがあり
ます。



協会けんぽ
東京支部

料率差

健康保険料率 ９．８４％ ８．９０％ ▲０．９４％

介護保険料率
（４０歳以上） １．８０％ １．８０％ －

メリット① ：健康保険料の負担が軽減されます

◆法定福利費として毎月支払う健康保険料は加入する健康保険によって負担額が異なります。
協会けんぽの保険料率は全国平均で１０．０％となっています。
「協会けんぽ」と「ＴＪＫ」の保険料率の差、ＴＪＫに加入することで企業負担が軽減されます。

【協会けんぽとの保険料率比較】

ＴＪＫに加入するだけで、会社の法定福利費（健康保険料）がなんと・・・

２，５００，４００円 削減！！（年間）

○社員の負担軽減額（１人当たり）：２５，００４円（年間）

３

【令和３年度健康保険料率および介護保険料率】

※会社の法定福利費がコストカット出来るのと同時に、従業員のお給料の手取り額も増額します。

《健康保険料率》

《介護保険料率》

－協会けんぽ(全国平均） －ＴＪＫ

1.51% 1.55% 1.55%
1.72% 1.58% 1.58% 1.65% 1.57% 1.73% 1.79% 1.80%

1.17% 1.17%
1.29% 1.31% 1.34% 1.34% 1.37%

1.52% 1.55%
1.73% 1.80%

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R1 R2 R3

9.5%
10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

7.9%
8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9%

※従業員１００人（４０歳以上３０人、４０歳未満７０人）、１人当たりの給与３８万円、賞与が年に２ヵ月分支給で試算。
なお、４０歳以上は介護保険料を含めての試算。



協会けんぽ ＴＪＫ

協会けんぽ 東京都情報サービス産業健康保険組合

法定給付 法定給付 付加給付 ★ＴＪＫのメリット

出産したとき
（１児につき）

４２０，０００円 ４２０，０００円 ＋１００，０００円 給付増

死亡したとき ※１ ５０，０００円 ５０，０００円
＋５８，０００ ～

３６０，０００円 給付増

医療費負担が高額に
なったとき ※２

自己負担限度額
約８０，０００円 ～
約２５２，０００円

自己負担額限度額
約８０，０００円 ～
約２５２，０００円

自己負担額２０，０００円限度として
超過分を付加給付として支給

＋約６０，０００円～約２３２，０００円 給付増

メリット② ：福利厚生の充実 手厚い給付金

◆ＴＪＫ独自の手厚い保険給付により、医療費等の自己負担額が軽減されることで、社員の方の
生活の安定が保たれます。
協会けんぽより保険料が安く、さらに支給される給付金もＴＪＫの方が多くなります。

【給付金比較】 （２０２０年度現在）

※１･･･本人が、死亡したときの付加給付に関しましては、１ヵ月分の標準報酬月額に応じて給付いたします。ただし、上限は３６０，０００円となります。

※２・・・医療費が高額になったとき

・入院や手術などでかかる医療費の自己負担額の上限が
協会けんぽでは８万円～２５２，０００円（協会けんぽ自己
負担限度額）なのに対して、ＴＪＫでは２万円（ＴＪＫ自己負
担限度額）で済みます。
・ＴＪＫでは、２万円を超えた自己負担額は付加給付として
ご本人様に給付金のお支払いをいたします。
・自己負担限度額は所得によって異なります。記載例は
月額「28万円～」～「月額83万円以上」の所得区分。

【給付差額】

420,000 円

50,000 円

520,000 円

410,000 円

出産したとき 死亡したとき

《医療費が高額になったとき》

【自己負担額】■：協会けんぽ
■：ＴＪＫ

80,000円～252,600円

20,000円

ＴＪＫから60,000円～
232,000円の付加給付
が支給されます

４



◆“病気にならない健康づくり”として、高精度かつ格安な料金で健診受診が可能になります。
協会けんぽより対象者・対象年齢ともに幅広い健診メニューとなります。※契約健診機関一覧はホームページをご参照ください。

【健診メニューの比較】

※ＴＪＫでは受診後の２次検査（再検査・精密検査）についても、１次検査を受けた健診機関であればＴＪＫで全額負担いたします。（保険診療となる場合を除く）

メリット③ ：福利厚生の充実 充実の健診メニュー

５

※税込料金表示

◆直営健診センターについて
ＴＪＫは都内２ヵ所（東中野・西新橋）において最新の医療機器による直営健診
センターを運営しています。
会員専用の健診センターのためゆったりと高精度な健診を受診いただけます。

【ＴＪＫ直営健診センター】

東中野保健センター 西新橋保健センター

■直営健診のメリット
①午後や土曜日の受診可能 【西新橋】
②脳検診や乳がん検診等、各種専門検診の実施 【東中野】
③希望者には受診当日の午後に医師からの結果説明
④保健指導スタッフ監修の昼食提供

協会けんぽ 東京都情報サービス産業健康保険組合

メニュー 対象者 受診料 メニュー 対象者 受診料

基本健診 費用補助なし 約5,500円～11,000円
基本健診
（Ａ健診）

社員
全年齢

2,750円
（事業主負担）

生活習慣病予防健診
社員

35歳以上75歳未満
7,169円

生活習慣病健診
（Ｂ健診）

社員・家族
35歳以上

3,300円

生活習慣病＋付加健診
社員

40歳、50歳
11,972円

人間ドック
（Ｃ健診）

社員・家族
35歳及び40歳以上

35歳・・・3,300円
40歳以上・・・5,500円

特定健診

（メタボを判定するため
の健診）

家族
40歳以上75歳未満

補助金を利用して
500円～

特定健診
（Ｄ健診）

家族
全年齢

無料
婦人生活習慣病予防健診

（Ｅ健診）
家族

35歳以上（女性）

巡回レディース健診
（Ｆ健診）

家族
35歳以上（女性）



所在地：箱根
宿泊料金：6,600円～
【オススメポイント】
箱根の自然を満喫できる露天
風呂でゆっくりお寛ぎできます。
周囲の自然と調和した外観・洗
練されたデザインの館内はまる
で美術館のようです。

所在地：蓼科
宿泊料金：5,500円～
【オススメポイント】
夕食はフルコースフレンチ
ディナー。多彩なワインも用
意しています。
夏はトレッキング、冬はスキ
ーなど四季折々の楽しみ方
があります。

メリット④ ：福利厚生の充実 心身のリフレッシュ

◆心身のリフレッシュを目的に、日常から離れた空間をリーズナブルな料金で提供しています。

○ＴＪＫリゾート金谷城（千葉）
○ＴＪＫ箱根の森（神奈川）
○ホテルオークラ東京ベイ
○鬼怒川温泉ホテル（栃木）

◆直営・借上保養所

○アルペンドルフ白樺（長野）
○日本リゾートシステム（長野）
○ホテルうみんぴあ（福井）
○森の栖リゾート＆スパ（石川）

【関東エリア】
【甲信越・北陸エリア】

★【ハワイ・ホノルル】●

６

●
○ヒルトン・ハワイアンビレッジ・ラグーンタワー

●
●

●●●

●

●
●

●●

【アルペンドルフ白樺】 【ＴＪＫ箱根の森】 【ＴＪＫリゾート金谷城】

◆直営保養所

●

所在地：富津
宿泊料金：5,500円～
【オススメポイント】
広大な敷地内に体育館、プー
ル、テニスコートなどスポーツ
施設が充実。
都心からのアクセスも良く、周
辺には海水浴場や鋸山などの
観光スポットが多数あります。

◆補助金助成施設

日本全国８,０００ヵ所以上のホテル・旅館が割引や補助金助成を
受けてご利用いただけます。
・パックツアー関連
（ＪＴＢ、近畿日本ツーリスト、日本旅行、ＪＡＬパッケージツアー）
※補助金助成額は１泊５，０００円 （年度内合計２泊まで）

【近畿・東海エリア】

【四国・九州エリア】

○ホテルオークラ
ＪＲハウステンボス（長崎）

○ラビスタ霧島（鹿児島）

－：直営保養所
・宿泊料金：5,500円～

－：借上保養所
・宿泊料金：5,500円～

○ホテル京阪ユニバーサル・タワー（大阪）
○有馬温泉 兆楽（兵庫）
○家族とすごす白濱の宿 柳屋（和歌山）
○ホテルベルヴェデーレ（和歌山）

・日本各地にＴＪＫ会員が格安利用できる
宿泊施設があります。

◆海外施設

【東北エリア】
○秋保温泉 佐勘（宮城）

●

【北海道エリア】

○ルスツリゾート
○ラビスタ函館ベイ

【中京・東海エリア】

○熱川プリンスホテル（静岡）
〇修善寺温泉桂川（静岡）
○舘山寺サゴーロイヤルホテル（静岡）
○鳥羽シーサイドホテル（三重）

【中国・四国エリア】

○安芸グランドホテル（広島）
○道後温泉 ふなや（愛媛）

●



メリット④ ：福利厚生の充実 心身のリフレッシュ

◆病気にならない健康な心と身体づくりを支援します。

◆イベント事業

健康づくりと家族や職場のコミュニケーションの場として各種イベントを開催しています。事業所対抗のスポーツ大会や、ご家族で参加できるファミリーイベン
トなどを実施しています。

【事業所対抗イベント】 【家族向けイベント】

◆運動施設＆レストラン
直営ゴルフ場や直営運動場（野球、サッカー、フットサル、テニス）、全国のフィットネスクラブ、ＴＪＫ会員専用レストランが低料金で利用できます。

【ＴＪＫ成田ビューゴルフコース】

●施設概要
ＴＪＫ会員専用のレストラン。
本格派の中国料理をリーズ
ナブルな料金でお楽しみ頂
けます。

【Ｋ－キャビン（千代田区）】

●利用料金
平 日：3,300円
繁忙日：5,500円

※ラウンドレッスンも実施中。

【フィットネスクラブ】

●契約施設
ティップネス
ルネサンス
コナミスポーツ
セントラルスポーツ
ＪＯＹＦＩＴ
通常料金の半額程度のＴＪＫ
特別価格でご利用頂けます。

【大宮けんぽグラウンド】

●利用料金（※利用時間一単位）
野 球 場：2,200円
サッカー場 ：2,200円
テニスコート ：1,650円
フットサルコート：1,100円

７

★野球大会・フットサル大会・ボウリング大会・ゴルフ大会等

※上記以外にも様々なイベントの企画をしています。

★ＴＤＲ、ＵＳＪの格安利用・宿泊型ハイキング・スキー・スノーボード講習会等

【全国の運動場（補助金）】

●施設概要
全国の野球場・サッカー場・
フットサルコート・テニスコートの
利用に補助金を支給いたします。
※会社公認の部活動限定



▼家庭用常備薬 ▼防災備蓄用品 ▼メンズ・レディーススーツ ▼健康グッズ商品

▼アフラック がん・医療保険 ▼団体傷害保険 ▼ポピンズ ベビーシッター ▼ローチケbiZ+

▼団体定期保険 ▼KIRIN naturals

メリット⑤ ：ＴＪＫベネフィットのサービスについて

８

一般社団法人ＴＪＫベネフィットは、健康保険組合では実施できない福利厚生事業につい

て、組合員ならびに加入事業所にとってメリットの高い事業を積極的に展開しております。

商品斡旋
クローズドマーケットを活かし、
一般市場では提示されない

「価格・特典・商品」を提供

保険斡旋
スケールメリットを活かした有
利な内容でご加入いただけ
る保険商品の提供

施設提供
組合員・経営者からニーズがあり
メリットの高い福利厚生施設の提
携による満足度向上

健保組合限定販売の
“特納品”を中心にお
手ごろ価格で販売し
ています。

ミドリ安全.comの防
災用品を通常価格よ
り10％割引で販売し
ています。

TJK組合員は、割引
クーポンご利用後か
ら、さらに10％割引
でお買い求めいただ
けます。

トータルボディケア
商品や血行改善商品
をＴＪＫ特別価格で
販売しております。

団体（集団）扱いにな
り、個人でご加入いた
だくより割安な保険料
でご加入いただけま
す。

日常生活やスポーツでの
ケガを補償いたします。
通常の保険料から5％割
引でご加入いただけま
す。

入会費・年会費無料
急な残業などの緊急時
のセーフティーネット
としてご活用ください

コンサート、スポーツ観戦
チケット、舞台など豊富な
ラインアップをお取扱いし
ています。

弔慰金制度や見舞金など社員の福利
厚生制度の準備金にご活用くださ
い。

※上記以外にもサービスを多数ご用意しています。

個人向け事業

事業所向け事業

保険料は年齢・性別にかかわらず一律！

保険金100万円あたり200円※

毎年配当金実績あり！

令和2年は配当率約44％※

長期就業不能時の収入不安を軽減し、
「安心して働ける環境づくり」に
ご活用ください。

福利厚生制度の充実と円滑な労使関係
優秀人材の確保やモラルアップをもたらします。

メンタル対策面でのバックアップ
経済的不安を軽減し、安心して療養させることで、早期職場復帰
を支援します。※保険料、配当金は毎年変動します

キリンビバレッジ㈱の手軽に
始められる①～③の「健康経
営ツール」にＴＪＫ限定特典
を付け、ご案内いたします。

①従業員向け健康セミナー

②従業員専用ウェルネスサイト

③オフィス向けスムージーデリバリー



ＴＪＫ加入までの流れ

１
• 電話でのお問合せ

２
• 加入の申請

３
• 加入審査

４
• 関東信越厚生局への認可申請

５
• ＴＪＫ加入

【加入までのスケジュール】

約４ヵ月

９

※事業所に訪問してのご説明も行っております。



〒102-8017
東京都千代田区富士見1-12-8
TJKプラザ
東京都情報サービス産業健康保険組合
マーケティング・編入推進室
ＴＥＬ ０３－３２３９－９８１９
ＦＡＸ ０３－３２３９－９７３５

ＴＪＫの詳しい事業内容を紹介している

ホームページも是非ご覧ください！

URL httpｓ://www.tjk.gr.jp/

お問合せ先

ＴＪＫ加入時に特別な費用は発生しません。
必要書類を提出するだけで、加入の事務手続きは全てＴＪＫで行います。
※加入にあたっては審査がありますので、ご希望に添えないことがあります。予めご了承ください。

●お気軽にご質問、お問合せください。

～ＭＡＰ～

ＴＪＫ で検索

http://www.tjk.gr.jp/

