令和元年無事故運動 最優秀・優秀事業所表彰名簿
◎最優秀事業所【福岡県警察本部長表彰（10事業所）】
事業所名

事業所名

西日本ジェット・ライン(株)

平田運送(有)

明光運輸（株）

谷口運輸(株)

福岡熊交(株)

ユニプレス物流（株） 北九州支店

力丸運輸(株)

ジェット・ラインエクスプレス(株)

(株)松田

(有)共栄資源管理センター小郡

○優秀事業所【福岡県警察本部交通部長表彰（10事業所）】
事業所名

事業所名

(株)白川運輸

市村運送(有)

(株)大富

(有)福昌運輸

佐川急便(株) 東福岡営業所

菊竹産業（株） 八幡事業所

日鉄物流八幡(株) 構外物流部

大成運輸（株） 行橋営業所

(株)ジャパンエキスプレス

(株)コウノ運輸

○優秀事業所【九州運輸局福岡運輸支局長表彰（10事業所）】
事業所名

事業所名

(有)福富運送

鳥飼機工(有)

(株)柳川合同トランスポート

福岡倉庫(株)

（株）ＮＳロジ西日本 小倉営業所

(有)三栄運輸機工

（株）ＮＳロジ西日本 八幡支店

(株)東洋ナビックス

立花運輸倉庫(株) 八女営業所

九州液送（株）

○優秀事業所【交通事故をなくす福岡県県民運動本部長表彰（10事業所）】
事業所名

事業所名

福岡都市配送(株)

(有)賀和運送

大成運輸(株)

為頼運送（株）

ウチダロジテム(株)

ユニプレス物流（株） 北九州支店苅田営業所

久富産業（株）

野中産業（株）

(株)チクホー

福岡興業(株)

○優秀事業所【（一財）福岡県交通安全協会長表彰（10事業所）】
事業所名

事業所名

玄海産業（株）

（株）マルセコ－ポレ－ション

東港運輸（株）

(有)大盛運送

（株）石松商会

小原運輸(有) 福岡営業所

（株）丸勢運輸

マルタ産業(有)

小原運輸(有) 北九州営業所

宗像貨物運送(有)

優良事業所表彰【福岡県トラック協会長表彰】（165事業所）
福岡支部
１ (有)アイ・ティ・ケイ

３１ 西新運輸(株)

２ (有)朝倉運輸

３２ ㈱西物

３ ㈱岩室商会

３３ ニシリク㈱ 九州支店

４ エー・エス・ケイライン㈱

３４ 日新工業(有)

５ ㈲オーエムトランスポート

３５ 博多井住(株)

６ ㈲かねは

３６ ㈱林運送 福岡営業所

７ 九州トラック(有)

３７ 速見物流(株)

８ 九州双葉運輸㈱

３８ ㈱福岡ケイエス物流

９ 航空ネットワーク(株)

３９ 福岡流通輸送(株)

１０ 幸運トラック(株) 福岡営業所

４０ 福糧運輸㈱

１１ ㈲光栄急配

４１ (有)藤崎運輸

１２ ㈱サンキ 福岡営業所

４２ ㈱プロップ

１３ ㈱産恵運輸

４３ 宝栄運送㈱

１４ (株)サンゴールド

４４ 宝来貨物運送㈲

１５ ㈲三洋運輸

４５ ㈱ホクエー

１６ Ｇライン㈱

４６ ほまれ物流(株) 福岡営業所

１７ シカゴ運輸(株)

４７ (株)前田運送 福岡営業所

１８ 城東重量㈱

４８ ㈱マキトランス福岡

１９ 新美和石油㈱

４９ (株)守エクスプレス

２０ 西部逓送(株)

５０ マルゼンレックス㈱

２１ ダイコク運輸(株)

５１ 三笠運送(有)

２２ 大成運輸(株) 福岡営業所

５２ ㈲ミスミ運送

２３ 高山運送㈱

５３ (株)三友ロジスティクス

２４ タカライン(株)

５４ 三輪運送㈲

２５ ㈲竹山建設

５５ ㈲夜須運送

２６ 多仲流通㈱

５６ 安武運送㈲

２７ ２-ＮＥＴ合同会社

５７ ㈱ヤマックス 福岡本社

２８ ドーネル運輸(有)

５８ (株)ヤマトインテグレート

２９ ㈱トキワ 福岡営業所

５９ ㈲勇進運輸

３０ ㈱長野トランスポート

６０ ㈱ラント

北九州支部
１ 旭梱包運輸（株）

３５ CEREZOLINE（株）

２ 新手運輸(有)

３６ 第一運送（株）

３ 池田興業（株） 門司支店

３７ 竹原運送（株）

４

３８ 田町運送(有)

石原産業（株）

５ （株）イマナガ

３９ (有)長運輸

６ (有)内本開発

４０ (資)恒見産業

７ (有)榎金属

４１ 藤博運輸（株） 新門司営業所

８ （株）上組 八幡支店

４２ 戸畑港運輸（株）

９ （株）河本商事

４３ 戸畑物流（株）

１０ 菊竹産業（株） 苅田事業所

４４ （株）ＮＡＯ

１１ (有)北九ドラム産業

４５ 西小倉運輸（株）

１２ 九州高速運輸（株）

４６ （株）西酪運輸

１３ 九州シティフレイト（株）

４７ 日鹸運輸(有)

１４ 九州メタル産業（株）

４８ （株）野原商会

１５ 共栄商事（株） 北九州事業所

４９ （株）林運送 北九州営業所

１６ ケイ･エフ･ティ物流(有)

５０ （株）東谷山家

１７ （株）ケイ・エム運輸機工

５１ （株）福屋工業

１８ 幸運トラック（株） 若松営業所

５２ (有)富士丸運送

１９ 興国運輸（株）

５３ 平和運送（株）

２０ 小倉運送（株）

５４ （株）ベストワ－ク運輸

２１ 小倉貨物運輸（株）

５５ ホクザイ運輸（株）

２２ （株）五菱

５６ （株）牧運輸

２３ 埼九運輸（株） 行橋営業所

５７ 丸王運輸(有)

２４ 西京運輸倉庫（株）

５８ (有)水谷土木運輸

２５ 西部産業センタ－（株）

５９ （株）メディックス

２６ (有)境川運輸

６０ （株）森若商会

２７ 三星運輸（株）

６１ （株）モンリク

２８ 山王起業（株）

６２ 八幡陸運（株）

２９ (有)シ－・アイ

６３ (有)やまき運送

３０ ＪＲ九州エンジニアリング（株） 小倉車両事業所 ６４ (資)山下組
３１ 正栄運輸（株）

６５ （株）ヤマックス

３２ 昭和運輸(有)

６６ (有)行橋鎮西運送

３３ 伸陽運輸（株）

６７ リバティトラックス（株）

３４ (有)砂山エキスプレス

６８ 輪島屋鮮冷（株） 小倉営業所

筑豊支部
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２

(有)梅林運送
(有)金村組
上嘉穂貨物自動車運送(株)
河津産業(有)
(株)寛物流
(有)喜久運輸
(株)サクラ物流
(株)サンキ
(有)三共貨物
三興貨物運送(株)
(株)聖徳 鞍手営業所
(株) 太平運輸
(株)高瀬組
田中運送(有)
(有)東福興産
(有)永井運輸
(株)ナワタ
西運送(有)
原田運輸(有)
福友運送(有)
(有)藤山運送
(有)ワイズ

筑後支部
１ (株)内田貨物
２ 大坪GSI(株)
３ 岡﨑運送（岡﨑 敏弘）
４ (株)柿添トラック
５ (株)加月組
６ 川島運送(株)
７ (有)窪山運送店
８ (株)コスモトランスポート 福岡支店
９ 大栄砕石販売協同組合
１０ ニッポンロジ(株) 久留米支店
１１ (株)橋本屋 大刀洗センター
１２ 福島貨物(有)
１３ (株)富士鳩急送
１４ 的場運送(株)
１５ 三池通運 合資会社

