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医薬品の卸販売に源を発した私たちは、人々の健やかな生活

づくりをお手伝いしてきました。日本が世界一の長寿国を誇り、

平和で豊かな生活を送られるようになった一方で、生活習慣病

の増加や環境破壊など深刻な問題も急増し、私たちの使命もより

一層大きなものとなっています。

私たちは健康づくり文化を創造し、選ばれる会社になるために、

ヘルスケア事業・環境事業のサービス提供を通して、自然と共生

した人類の限りない存続に貢献したいと考えています。商品・

サービスの品質や価格はいうまでもなく、安全性や環境への配慮、

取扱いの容易さなど、すべてのお客様に満足していただける最良

の形でお届けできるよう努力してまいります。また、プロフェッ

ショナルとして、高い専門性とたゆみない探究心を持って、社会

から信頼される良き企業市民をめざします。

何とぞ一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し

上げます。



あまの創健は医薬品の卸販売を源を発し70年余にわたり人々の

健やかな生活づくりをしてきました。日本は世界一の長寿国を

実現し、それをさらに進化、発展させることが求められています。

私たちは人を大切にし自然と共生する日本文化を基盤に、高い

専門性とたゆみない探究心をもって社会に貢献します。

お客様の声に真摯に耳を傾け、独自の発想を伝統と
最新技術の融合により商品化し、新しい価値を社会に

提供します。

健康づくり文化を創造し、選ばれる会社に

企業理念

COMPANY INFORMATION

開拓者精神

共生（ともいき）

継続成長
常に社会の変化に適応します。短・中・長期の視点で
経営資源を配分し、仕事の質を向上させることにより、

健全な企業体質の実現を目指します。

社会の持続的な発展のため、「環境・地域社会との
共生」「お客様・お取引先との共生」、「社員・株主

との共生」の実現に尽力します。
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健康づくり文化を創造し、選ばれる会社に

企業倫理基準

COMPANY INFORMATION

あまの創健は社会の良き一員として法令を遵守し、持続可能な

成長を実現するため、以下の内容に自発的に取り組みます。

人権への配慮

従業員の安全と健康

環境への取り組み

公正で透明な取引・腐敗防止

■本人の意思に反した強制労働、ハラスメントなどの非人道的

扱い、あらゆる差別を排除します。

■労働安全衛生に関する法令および社内ルールを遵守し、安全

第一の職場環境づくりに取り組みます。

■社員の心身にわたる健康の維持・増進の活動を推進します。

■企業活動を通じて、自然環境の保全と資源の保護に貢献すべく、

環境方針に従い、継続的な環境改善活動に取り組みます。

■お客様との取引は誠実かつ公正に行い、健全な関係を構築

します。

■商品、サービス、資材等の購入先は公正に比較、評価して

決定します。

■いかなる贈収賄・談合にも関与しません。
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「健康づくり文化を創造し、選ばれる会社に」

使 命

■私たちはヘルスケア支援とヘルスケア商品を主な事業領域
とし、両分野の相互連携により質の高い健康づくり活動の

実現に尽力します。

■私たちは安全な商品をお届けするとともに、安心いただける

サービスや情報の提供に努めます。

健康づくり文化を創造し、選ばれる会社に

事業ビジョン

COMPANY INFORMATION
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ありたい姿



健康づくり文化を創造し、選ばれる会社に

会社概要
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社名

設立年月日

資本金

代表者名

社員数

事業内容

株式会社あまの創健

昭和22年8月1日

6,325万円

代表取締役社長 天野 源之

103名

1.   企業の従業員、一般団体、個人等の健康管理事業及び体力健康

調査の企画及び代行業務

2. 健康管理のための栄養、運動、メンタルヘルスケア等の指導

及びコンサルタント業務

3.   健康増進器材及計量器具の販売

4. 医療機器のリース事業

5.   一般用医薬品の販売

6.   土地、建物の賃貸事業

7. 前各号の業務に付帯または関連する一切の業務

ヘルスケア事業

ヘルスケア支援

ヘルスケア商品

健康診断支援
保健指導
データヘルス計画支援
健康経営支援

商品販売
ヘルスケアポイント



1947 (昭和22)年

1950 (昭和25)年

1974 (昭和49)年

1975 (昭和50)年

1977 (昭和52)年

1982 (昭和57)年

1984 (昭和59)年

1987 (昭和62)年

1990 (平成 2)年

1993 (平成 5)年

1994 (平成 6)年

1999 (平成11)年

2000 (平成12)年

2001 (平成13)年

2002 (平成14)年

2004 (平成16)年

2005 (平成17)年

2006 (平成18)年

2008 (平成20)年

2015 (平成27)年

2017 (平成29)年

健康づくり文化を創造し、選ばれる会社に

会社沿革

COMPANY INFORMATION

名古屋市中区に高興業株式会社を設立し、事業所向け医薬品販売を開始。

天野商事株式会社が資本参加する。

高興業株式会社を高天野産業株式会社と社名変更し、天野商事株式会社から
業務ならびに社員の一部を継承する。

医療機関と業務提携し、血液検査のみの成人病検査を健康保険組合に初めて
実施。

東京、大阪への営業活動を開始する。

高天野産業株式会社を天野産業株式会社と社名変更する。
名古屋市北区に配送センターを設立。

巡回型主婦健診を初めて実施。

東京営業所を開設。

大阪営業所を開設。

本社ビルを移転、新築する。旧本社跡地にトータルヘルス研究所（Ｔ.Ｈ.Ｌ.）
開設。

天野産業株式会社を株式会社あまの創健と社名変更する。

全豊田巡回健診開始。

あまのトータルヘルスシステム(THS)を構築し、事業展開。

共同巡回健診開始。

プライバシーマークを取得。 医薬品インターネット斡旋を開始。

医療事務代行ビジネスを構築し、インフルエンザ予防接種支払代行業務を開始。
サービスセンターの業務にバーコード検品システムを導入。

全国巡回健診開始。 ネットワーク健診開始。

スクエアステップマット 特許取得。

ポイントサービス事業開始。

健康経営優良法人2017 ～ホワイト500～ 認定。
データヘルス予防・サービス見本市2017 にてグランプリ獲得。

株式会社天野慈善堂と取引を開始する。
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2018 (平成30)年 データヘルス予防・サービス見本市2018 にて優秀賞獲得。

データヘルス予防・サービス見本市2019 にて優秀賞獲得。2019 (令和 元)年



健康づくり文化を創造し、選ばれる会社に

事業案内

COMPANY INFORMATION
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ヘルスケア支援

健康診断支援

家族巡回健診 企業健診 歯科検診

郵送検診 医療機関紹介

保健指導

健康経営支援

データヘルス計画支援

健康診断からその後のフォローアップまで、
組織に適した健康づくりをお手伝いします。

長年、数多くの医療保険者の健康診断支援で培ったノウハウを活かし、より効果的な保健
事業をご提案します。

20年以上の保健指導実績を活かし、3職種（保健師・管理栄養士・健康運動指導士）の
自社スタッフにて、年間約7,000名の健康づくりを支援しています。
目的と対象に応じた指導スタッフ、指導形式（集団・個別・ICT）、指導内容をご提案します。

特定保健指導をはじめ、各種健康セミナー、受診勧奨などの重症化予防、介護予防、体力測定や調理実習等の各種

健康イベントを企画・実行します。

新入社員から高齢労働者まで、組織に応じた幅広い
健康づくり施策をご提案します。

健康経営啓発セミナー、新入社員向け健康セミナー、衛生委員会支援などに

より健康経営を目指す企業を支援します。

分析～具体的な解決策の提示～加入事業所との連携～実行まで、PDCAサイクルをトータル
サポートします。

データヘルス計画の策定および分析支援、また、医療保険者と事業主によるコラボヘルスなどを支援します。

家族巡回健診を医療保険者に
よる共同事業で実施しています。
加入者のお住まいのお近くで
気軽にがん検診や特定健診を
受診いただけます。

労働安全衛生法に則った各種
健康診断を準備段階から受信
後のフォローアップまでお手
伝いします。

職場や家族向けの歯科検診を
企画・実行します。医師、歯科
衛生士などの専門スタッフに
よる予防指導、治療勧奨など
周辺業務も整えています。

自宅で便や血液などを採り、
郵送するだけで手軽にがんなど
の病気について検査できます。
がん項目を始めとして豊富な
メニューを用意しています。

人間ドックやインフルエンザ
予防接種などを行なう医療機
関を紹介し、受付や請求業務
を代行します。



健康づくり文化を創造し、選ばれる会社に

事業案内

COMPANY INFORMATION

ヘルスケア商品

商品販売

医薬品 健康管理用品

健康食品

ヘルスケアポイント

医薬品をはじめ健康管理用品、ヘルスケア
ポイント（インセンティブ事業）の提供など、
お客様の多彩なニーズにお応えします。

医薬品、健康管理用品、健康食品等へのヘルスケア商品を販売しています。

加入者の健康づくり意識を高めるためのインセンティブ事業をお手伝いします。

特納品を中心にセルフメディケーションに
役立つ医薬品を販売しています。
※特納品＝福利厚生団体向けの医薬品で
市販の医薬品に比べお求めやすい価格に
なっています。

運動（フィットネス）、栄養（塩分測定器等）、
休養（枕・布団等）や自己管理（体重計・血圧計
等）をサポートする商品を販売しています。

特定保健用食品や機能性表示食品を中心と
した健康食品を販売しています。

ポイント管理 ポイント交換
加入者に付与したポイントをWeb上で
管理します。

貯まったポイントを交換するための商品や
サービスを数多く取り揃えています。
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健康づくり文化を創造し、選ばれる会社に

事業所所在地

COMPANY INFORMATION

本社 〒461-0001
名古屋市東区泉二丁目20番20号
TEL.052-931-0101
FAX.052-932-1745

トータルヘルス研究所
（T.H.L.）

〒461-0001
名古屋市東区泉二丁目20番20号
TEL.052-931-0102
FAX.052-931-0104

東京オフィス 〒105-0011
東京都港区芝公園一丁目2番8号
AMANO芝公園ビル7階
TEL.03-5472-0776
FAX.03-5472-0578

大阪オフィス 〒541-0059
大阪市中央区博労町二丁目6番7号
東邦ビル9階
TEL.06-6251-0990
FAX.06-6245-3389

サービスセンター 〒462-0011
名古屋市北区五反田町178-5
TEL.052-901-1108
FAX.052-902-0426
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健康づくり文化を創造し、選ばれる会社に

グループ企業

COMPANY INFORMATION
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〒461-8630 名古屋市中区錦一丁目2番7号
TEL.＜営業＞052-211-3032 ＜総務＞052-211-3034
FAX.＜営業＞052-211-3054 ＜総務＞052-211-3038
http://www.amano-enzyme.co.jp/

〒461-0004 名古屋市東区葵一丁目3番15号
TEL.052-979-7892
http://www.amano-ltd.co.jp/

わが国の酵素のトップメーカーとして業界において
"バイオインダストリー“として独自の地位を占めて
います。
その酵素は医薬品、食品、診断用、試薬用など幅広い
分野にわたって利用されています。

天野エンザイム株式会社

ドラッグ・調剤・コスメティックの専門店を
通じて快適で新しい暮らしをご提案しています。

株式会社アマノ

天野商事株式会社

コミュニティに根づいた薬局作りのお手伝い。
一般用医薬品の供給を通じて、ヘルシーライフ
をバックアップしています。

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目13番12号
TEL.052-951-2340
FAX.052-951-7954
http://www.amano-shouji.co.jp/

http://www.amano-ltd.co.jp/
http://www.amano-shouji.co.jp/index.html


天野 源一

健康づくり文化を創造し、選ばれる会社に

天野の精神
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無から有を創れ
■人の頭脳こそ資本である。
自ら物を創りだすこと。新しく開拓せよ。

慈善
■設立した会社を「天野慈善堂（現・天野エンザイム）」と
名づけた。(昭和3年(1928年)10月20日)

■「慈善」は恵み、情け、慈しむこと、事業を通して社会へ
貢献したいとの想いが込められている。

熱と愛と誠
■熱意は人を動かす。何度も何度も挑戦することが不可能
を可能にする。

■すべてに愛情をそそぐ。人を愛す。仕事を愛す。国を愛す。

■誠実は正直であること。それが信頼を生む。



本資料に記載してあります内容は、予告なく変更されることがあります。詳細につきましては弊社までお問い合わせください。

2023年4月

株式会社あまの創健

〒461-0001
名古屋市東区泉二丁目20番20号

TEL.052-931-0101

FAX.052-932-1745

http://www.amano-s.co.jp/
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