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出資金 ：244,170,000円（2021年3月末現在）

会員数 ：52,565人（同上）

代表者 ：代表理事平山洋二

職員数 ：45名

事業内容：保険集金代行、損害保険代理店、医

療用品購買、不動産等斡旋、労働保

険事務組合、医院経営サポート

事業地域：東京都・神奈川県・埼玉県・千葉

県・群馬県・栃木県・茨城県・新

潟県・長野県・山梨県・静岡県

会社情報
東京医師歯科医師協同組合は1949年
11月20日に創立された医師、歯科医
師のための組合です。
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当組合の特徴

協同組合

協同組合は株式会社
と違い、運営側の利益
の最大化を目的とせず、
組合員満足だけを考
える組織です。その一
例として、年会費は一
切いただいておりません。

70余年の信頼

1949年の創立以来、
組合員 が喜ぶことだけ
をやってきました。そのた
め、医歯協がやることな
ら安心という信頼感を
会員から得ています。

会員の増加

毎年、1600~1800
人の新規加入がありあ
ます。 1年間の国家試
験合格者数は11000
人強ですので、その
15%が加入しています。

中立独立

行政庁や医師会から
人的に独立しておりま
す。財政的にも行政庁
からの補助金は一切あ
りませんし、民間も含め
特定の大口出資者は
おりません。

安定した財務

70余年の積み重ねで
ゆるぎない財務基盤が
あります。パートナーとし
て末永く協業していた
だくことが可能です。
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中小企業等協同組合法を根拠法令に、株式会社とは全く異なる組織として1949年11月、わずか111
人の医師が集まって創立しました。1992年4月より関東・甲信越・静岡の1都10県に業務エリアを
大幅に拡大し、今では52,000人余りに医師歯科医師が加入し、同種の協同組合としましては、日本
で最も伝統があり会員数最多を誇ります。
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保険集金代行
会員が契約している生
命保険の保険料を、
当組合がとりまとめて保
険会社へ支払うことで、
団体割引が適用され、
割安になります。

損保代理店

医薬品等斡旋
白衣等医療用品や不
動産自動車等をス
ケールメリットを活かして
お得に購買できます。

経営サポート
労働保険事務組合、
法務税務労務等相談
及び専門家紹介等、
会員の医院経営をサ
ポートします。
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事業内容
70年の歴史の中で事業内容
は変化しました。創立時
（戦後の混乱期）は医薬品
の共同購買・医院の建築・
医院運営資金の融資が主力
事業でした。

団体割引が適用され、
一般の保険料より5％
～37％割安になりま
す。個人契約にはない
当組合独自の特約や
補償があります。
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1都10県

東京都・神奈川県・埼
玉県・千葉県・群馬
県・栃木県・茨城県・
新潟県・長野県・山梨
県・静岡県 の1都10
県内にクリニックを開設
しているか、在勤または
在住している方が加入
できます。

有資格者

当組合は医師歯科医
師有資格者だけが加
入できます。看護師、
歯科衛生士、理学療
法士や医院スタッフは
加入できません。

開業医

開業医比率90.4%で
す。（勤務医の先生も
「賛助会員」として加
入できます）

P.5

会員の分析
特に宣伝はしておりません
が、毎年1600～1800人の新
規加入があります。事業エ
リア内有資格者の3割強にあ
たる先生が加入済です。
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会員数の推移
創立70年を経ても毎年1,000人超の純増ペースが続いています。

医師 歯科医師 合計

2018 32,072 18,120 50,192

2019 32,892 18,569 51,461

2020 33,584 18,981 52,565

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2018 2019 2020

会員数の推移

医師

歯科医師

合計

P.6



医歯協

都県別の構成
1都3県で88%を占めています。

会員数

東京 27,597

神奈川 8,586

千葉 5,160

埼玉 4,668

茨城 1,405

静岡 1,060

群馬 1,030

栃木 953

長野 621

新潟 590

山梨 452
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信頼関係

「利益を追求しない」
「会員が喜ぶことだけを
実行する」という当組
合の運営姿勢が会員
に伝わっており、当組
合の発信を聞いていた
だける信頼関係があり
ます。

大手一流企業

提携先は会員にご紹
介するに値する日本を
代表するような大手一
流企業ばかりです。

競合他社

1都10県の事業エリア
内に同種の協同組合
はなく（ごく小規模の
組合を除く）、ドクター
マーケットを寡占してい
ます。
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当組合の実績
左記の特徴と会員53,000人
のスケールメリットを活か
して、小規模な組織にもか
かわらず大規模な事業を営
んでおります。
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当組合の規模感
2021年3月期の主な事業別の取扱高を記載します。

保険集金代行

383億円
会員が契約している生命保
険の保険料を、当組合がと
りまとめて保険会社へ支払
います。年間400億円近い
額を集金しています。

購買とデパートカード

18億円
医療用品や白衣のクリーニ
ング、デパートの外商カード
等の売り上げが約18億円あ
ります。

不動産（1277件）と自
動車（1414件）の紹介

1277件
1414件

上記紹介件数の内、不動
産は263物件、自動車は
721台成約しました。
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ドクターマーケット
ドクターマーケットへ効果的効率的
にアプローチすることができます。
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ドクターマーケットのポータル
母集団にドクターが多い

様々な属性が含まれる

利益追求型 顧客満足追求型
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プレミアムクレジットカード

当組合
会員制医療情報サイト

富裕層向け情報誌 大手新聞雑誌
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協業戦略
協業関係のステップをご紹介します。

純広告出稿

• 会報誌「医歯協ＭＡＴ
Ｅ」誌面掲載やチラシ同
梱、メルマガ等へ広告をご
出稿いただきます。

• 効果測定し、協業のメリッ
トがあるようでしたら、単発
ではなく、継続的な関係を
検討していただけます。

斡旋提携契約

• 会員への特別なメリットを
ご提案いただきます。

• 当組合とのフィーを取り決
めていただきます。

斡旋販売促進

• 当組合の会員向けサービ
スガイドやDM等で会員へ
商材を周知します。

• 記事広告を制作する、体
験型キャンペーンを打つ等
どうしたら更に商材が会員
に広まるか、知恵を出し
合って販促活動を実施し
ます。
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広告媒体
当組合の広告媒体のラインナップを
ご紹介します。

Ｐ.13
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会報誌 医歯協MATE
隔月で全会員に郵送している会報誌です。
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会報誌「医歯協MATE」

会報誌誌面 金額（税別）

表2指定 ￥630,000

表3指定 ￥500,000

表4指定 ￥630,000

場所指定無 A4 ￥380,000

同上 A4 見開き ￥690,000

同上 A4 1/2 ￥250,000

MATE 媒体データ

発行部数 52,000部

発行月 隔月刊 毎奇数月1日発行

体裁 A4フルカラー 48～52頁

内容 医療時事に係る特集記事
著名人のインタビュー
医歯協の活動状況通知
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会報誌 同梱チラシ
会報誌医歯協MATEに総付けで同梱するチラシです。
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同梱チラシサンプル

同梱チラシ 金額（税別）

A4 ￥690,000

A3（二つ折り） ￥880,000

B4（同上） ￥820,000

B3（同上） ￥1,000,000

同梱チラシ 媒体データ

同梱部数 MATE52,000部に総付

同梱月 毎奇数月1日同梱

体裁 A4・A3・B4・B3

その他 ・メール便で発送するため信書該
当物は同梱できません

・アンケート項目を含むもの、貴
社開催セミナーの集客を目的と
するものもお断りしております
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メルマガ
随時または月1回発信するメールマガジンです。
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メルマガイメージ

一般メルマガ 媒体データ

開封数 3,500~4,500通

クリック数 100~1,000通

発信日 毎月第1火曜日

金額（税別） ￥125,000

単独メルマガ 媒体データ

開封数 3,500~4,500通

クリック数 100~1,000通

発信日 随時（毎月第1火曜日除く）

金額（税別） ￥188,000

※コンテンツによりクリック数は大きく変動します。
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バナー広告
当組合HP上のバナーです。
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一般バナー 媒体データ

掲載場所 HPトップページ最下段

掲載期間 毎年4月1日～翌3月31日

金額（税別） ￥250,000

プレミアムバナー 媒体データ

掲載場所 HPトップページ右最上段

掲載期間 毎年4月1日～翌3月31日

金額（税別） ￥625,000

↑一般バナーイメージ

←プレミアムバナーイメージ

※バナー広告は原則として提携契約企業様に限ります
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年間契約割引制度
お得な年間契約割引制度があります。単発より約20%お安くなります。
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MATE誌面 コース内容 通常価格 年間契約価格 割引額

PLAN B-1 A4場所指定無×6回 2,280,000 ¥1,824,000 ▲456,000

PLAN B-2 同×4回 1,520,000 ¥1,216,000 ▲304,000

同梱チラシ コース内容 通常価格 年間契約価格 割引額

PLAN B-3 同梱チラシA4×6回 4,140,000 ¥3,312,000 ▲828,000

PLAN B-4 同A3×6回 5,280,000 ¥4,224,000 ▲1,056,000

メルマガ コース内容 通常価格 年間契約価格 割引額

PLAN B-5 単独メルマガ×12回 2,256,000 ¥1,804,800 ▲451,200

PLAN B-6 同×6回 1,128,000 ¥902,400 ▲225,600
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年間スケジュール
お申込みや校了のスケジュールは下記の通りです。
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MATE誌面 発送予定日 お申込み期限（目安） 完パケ入稿（校了）期限

5月号 2021年4月26日 2021年3月2日 2021年3月22日

7月号 7月9日 4月26日 5月31日

9月号 8月25日 6月15日 7月20日

11月号 10月25日 8月16日 9月21日

1月号 12月24日 10月15日 11月22日

3月号 2022年2月25日 12月15日 2022年1月20日

メルマガ 配信日 お申込み期限（目安） 原稿提出期限

単独 下記を除く営業日 配信ご希望日の3週間前 配信ご希望日の2週間前

通常 毎月第1火曜日（休日なら翌日） 配信日の3週間前 配信日の2週間前

同梱チラシ 発送予定日 お申込み期限（目安） チラシ納品期限

5月号 2021年4月26日 2021年3月22日 2021年4月13日

7月号 7月9日 5月31日 6月21日

9月号 8月25日 7月20日 8月12日

11月号 10月25日 9月21日 10月12日

1月号 12月24日 11月22日 12月6日

3月号 2022年2月25日 2022年1月20日 2022年2月14日
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準備は整っております
購買部：赤松、萱野、木下、岩崎

03-3256-2103

iwasaki@ishikyo.or.jp

https://www.ishikyo.or.jp/


