
第2種（ 5年間） ・有限会社カネカ運輸 福島県支部 第1種（ 3年間） ・有限会社九州北港運輸大分センター 大分県支部

第1種（ 3年間） ・北港運輸株式会社広島支店　 広島県支部

第5種（15年間） ・日星運輸株式会社 神奈川県支部 第2種（ 5年間） ・有限会社栗田産業本社営業所 静岡県支部

・北和運輸有限会社 岩手県支部 ・株式会社コラビス花巻営業所 岩手県支部

・アイシン運輸株式会社 栃木県支部 ・有限会社サイワ運輸 岩手県支部

・有限会社八大物流 福島県支部 ・株式会社佐藤組 岩手県支部

・有限会社原田運送本社営業所 千葉県支部 ・有限会社セブン配送 岩手県支部

・有限会社大原葬祭 栃木県支部 ・株式会社ダイニチ花巻営業所 岩手県支部

・野田運送株式会社 大阪府支部 ・有限会社東武運送 岩手県支部

・株式会社イーストブレーン本社営業所 福島県支部 ・富博運輸有限会社 岩手県支部

・桑折運送有限会社 福島県支部 ・日の出運輸企業株式会社岩手営業所 岩手県支部

・株式会社三河運輸 栃木県支部 ・丸幸運輸有限会社 岩手県支部

・関東エアカーゴ株式会社鹿沼営業所 栃木県支部 ・丸和運送有限会社 岩手県支部

・有限会社下野総業 栃木県支部 ・龍北運輸株式会社石鳥谷営業所 岩手県支部

・有限会社村上急送 栃木県支部

・那須運送有限会社 千葉県支部

・カトーレック株式会社富山営業所 富山県支部 ・株式会社フコックス葛生営業所 栃木県支部

・株式会社菊池砂利産業 岩手県支部 ・有限会社春山運送店 栃木県支部

・松田重機工業株式会社 岩手県支部

・株式会社安部商事花巻営業所 岩手県支部

・有限会社石鳥谷運送 岩手県支部

・株式会社イトー急行花巻営業所 岩手県支部

・有限会社太田代運送 岩手県支部 ・北港運輸株式会社西大阪支店 大阪府支部

・株式会社グリーン・ライフ 岩手県支部 ・北港運輸株式会社岡山支店 岡山県支部

・巴運輸株式会社本社営業所 愛知県支部

・ミツマル運輸有限会社 愛知県支部

・有限会社栄和興業 岩手県支部 ・有限会社中鋳物流 愛知県支部

・株式会社名北運輸 愛知県支部 ・エスケイライン株式会社 愛知県支部

・新興運送株式会社 愛知県支部 ・株式会社安達運輸 愛知県支部

・有限会社ムラヨシ運輸 岩手県支部

・青葉運輸株式会社 愛知県支部

・トヨタ倉庫運輸株式会社 愛知県支部

・中京運輸株式会社 愛知県支部

・オリソー物流株式会社名古屋支店 愛知県支部

・信州牛乳輸送有限会社本社営業所 長野県支部

・南信郵便逓送株式会社松本営業所 長野県支部 ・株式会社サンワＮＥＴＳ 愛知県支部

・有限会社スター物流本社営業所 長野県支部 ・株式会社三栄建材 愛知県支部

・東北鉄道運輸株式会社盛岡営業所 岩手県支部 ・三河重機興業株式会社 愛知県支部

・株式会社鈴木組陸運 愛知県支部 ・斉藤運送有限会社本社営業所 愛知県支部

・株式会社ツグリク 愛知県支部 ・株式会社朝日運輸本社営業所 長野県支部

・株式会社ワリク松本営業所 長野県支部

・髙原急配株式会社本社営業所 長野県支部

・東陶運送株式会社 愛知県支部 ・武川総業株式会社本社営業所 長野県支部

・下伊那自動車株式会社松本営業所 長野県支部 ・株式会社都市貨物輸送松本営業所 長野県支部

・三ツ輪物流株式会社大谷地営業所 北海道支部 ・株式会社新潟食品運輸松本営業所 長野県支部

・浪江運送有限会社 福島県支部 ・日本図書輸送株式会社松本営業所 長野県支部

・国際運輸株式会社 愛知県支部

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成28年12月〕

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成28年11月〕

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成28年10月〕

第5種（15年間）

第1種（ 3年間）

第4種（10年間）

第3種（ 7年間）

第2種（ 5年間）

・丸全電産ロジステック株式会社福
島営業所

福島県支部

第1種（ 3年間）

・北港運輸株式会社南大阪支店泉
南センター

大阪府支部

・北港運輸株式会社南大阪支店熊
取営業所

大阪府支部

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成28年8月〕

第5種（15年間）

第1種（ 3年間）

・株式会社ユーティー・サービス堤
営業所

愛知県支部

第4種（10年間）

第3種（ 7年間）

・ＳＢＳフレックネット株式会社中部
運営部岡崎営業所

愛知県支部

・ＳＢＳフレックネット株式会社中部
運営部小牧営業所

愛知県支部

・ＳＢＳフレックネット株式会社中部
運営部豊橋営業所

愛知県支部

第2種（ 5年間） ・中日本マルエス株式会社名古屋
営業所

愛知県支部

第1種（ 3年間） ・有限会社ロジスティクス信州本社
営業所

長野県支部
・株式会社ユーティー・サービス前
野営業所

愛知県支部
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・諏訪梱包運輸株式会社長野営業所 長野県支部 ・中部急送株式会社福島営業所 福島県支部

・三鱗運送株式会社長野営業所 長野県支部 ・株式会社長岡運送 福島県支部

・甲信越福山通運株式会社飯山営業所 長野県支部 ・神奈川臨海通運株式会社川崎支店 神奈川県支部

・三鱗運送株式会社佐久平営業所 長野県支部 ・神奈川臨海通運株式会社横浜支店 神奈川県支部

・三鱗運送株式会社諏訪営業所 長野県支部

・有限会社合津運輸 長野県支部

・信濃物流株式会社本社営業所 長野県支部 ・長野運輸株式会社本社営業所 長野県支部

・信州名鉄流通株式会社佐久営業所 長野県支部

・信州名鉄流通株式会社伊那営業所 長野県支部

・有限会社志賀運輸 福島県支部 ・有限会社シンヨー運輸須坂営業所 長野県支部

・有限会社橋本総業 福島県支部 ・福山エクスプレス株式会社長野営業所 長野県支部

・有限会社こがね車両サービス 福島県支部 ・株式会社群馬グリーン配送長野営業所 長野県支部

・フレッシュテック有限会社 福島県支部 ・下伊那自動車株式会社上田営業所 長野県支部

・有限会社渡辺工機梱包 福島県支部 ・長野陸送株式会社上田営業所 長野県支部

・信州名鉄流通株式会社長野営業所 長野県支部

・昭和運送株式会社 長野県支部

・冨士重機株式会社 長野県支部 ・南信郵便逓送株式会社飯田営業所 長野県支部

・辰野貨物運送株式会社飯田営業所 長野県支部

・一関配送株式会社 岩手県支部 第4種（10年間） ・室根運輸株式会社 岩手県支部

・株式会社サンライズトランスポート 岩手県支部 第1種（ 3年間） ・岡山生コン運送株式会社水島営業所 岡山県支部

・株式会社此川運輸宮城営業所 宮城県支部

・有限会社勝又運輸 宮城県支部

・高橋運輸興業株式会社米沢営業所 山形県支部 ・河北トラック株式会社 宮城県支部

・富樫運輸建設株式会社 山形県支部 ・有限会社武山商運 宮城県支部

・有限会社丸伝運輸 宮城県支部 ・京極運輸商事株式会社蔵王事業所 宮城県支部

・有限会社東和総建運輸 福島県支部 ・カトーレック株式会社富山営業所 富山県支部

・有限会社タカシン運輸サービス 福島県支部 ・米田運輸有限会社本社営業所 富山県支部

・株式会社マルサセフティー物流 岡山県支部

・有限会社丸治運送 千葉県支部 第3種（ 7年間） ・有限会社江崎運送 岡山県支部

・株式会社田中運輸本社営業所 三重県支部 ・株式会社籠島運輸倉庫 福島県支部

・株式会社播磨運送本社・多度営業所 三重県支部 ・株式会社フクヨシ 福島県支部

・株式会社福良梱包 福島県支部

第1種（ 3年間） ・株式会社青運 福島県支部

・株式会社丹治運輸 北海道支部

・佐竹運輸株式会社 福島県支部

第4種（10年間） ・株式会社髙橋運送 群馬県支部
第2種（ 5年間）

・フットワークエクスプレス関東株式
会社東北支店

福島県支部

第2種（ 5年間）
・フットワークエクスプレス関東株式
会社郡山営業所

福島県支部

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成28年3月〕

第3種（ 7年間）
・株式会社丸運トランスポート札幌
苫小牧営業所

北海道支部 第2種（ 5年間）

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成28年2月〕

・有限会社アスカエクスプレス本社
営業所

岡山県支部

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成28年6月〕

第4種（10年間）

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成28年4月〕

第5種（15年間）

第2種（ 5年間）

第3種（ 7年間）
・株式会社ＮＳロジ東日本君津支
店市川営業所

千葉県支部

・ＳＢＳフレイトサービス株式会社仙
台支店

宮城県支部
・東北三八五流通株式会社仙台南
営業所

宮城県支部

・有限会社ユニバーサル・エクスプ
レス富山営業所

富山県支部

第4種（10年間）

・株式会社バイタルエクスプレス山
形営業所

山形県支部
第2種（ 5年間） ・三菱電機ロジスティクス株式会社

通信機事業所郡山分室
福島県支部

・株式会社バイタルエクスプレス米
沢営業所

山形県支部

第1種（ 3年間）

第3種（ 7年間）

長野県支部
・南佐久合同貨物自動車有限会社
本社営業所

長野県支部

・有限会社ロジスティクス信州あづ
み野営業所

長野県支部

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成28年5月〕

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成28年7月〕

第4種（10年間）

第1種（ 3年間）

・株式会社ＪＡアグリエール長野篠
ノ井営業所

長野県支部

第3種（ 7年間） ・有限会社ユニバーサル運輸本社
営業所

長野県支部

第2種（ 5年間）
・株式会社ＪＡアグリエール長野飯
田営業所
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第5種（15年間） 千葉県支部

陸運労災防止協会の表彰制度による小企業無災害記録事業場 〔平成28年1月〕

・株式会社NSロジ東日本関東支店千葉営業所
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