
・有限会社伊北青果 福島県支部

・有限会社酪農運送 福島県支部

第2種（ 5年間） ・有限会社的場 福島県支部 第1種（ 3年間） ・広府興産有限会社広島本社 広島県支部

・藤本運輸株式会社 福島県支部 ・株式会社中村建運会津営業所 福島県支部

・有限会社カーサービスこんの 福島県支部

・日本郵便輸送株式会社福島営業所 福島県支部

・金川産業株式会社 広島県支部

・あいば商事株式会社 栃木県支部

・株式会社ロビン 埼玉県支部

・関口運輸有限会社 栃木県支部 ・株式会社梅澤 栃木県支部

・有限会社ＫＫ物流 栃木県支部 ・北港運輸株式会社関東支店 栃木県支部

・有限会社三盛運輸 栃木県支部

・富山運輸株式会社 富山県支部 ・株式会社長岡運送 福島県支部

・互応物流株式会社北陸営業所 石川県支部 ・高橋運輸興業株式会社福島営業所 福島県支部

・名豊運輸株式会社 愛知県支部 ・丸半運輸株式会社 愛知県支部

第4種（10年間） ・株式会社東海ロジテム 愛知県支部 ・中杉運輸有限会社 愛知県支部

・ＵＮＩ-ｃａｓｔ株式会社中部営業所 愛知県支部 ・株式会社丸善運輸本社営業所 愛知県支部

・刈谷高速運輸株式会社 愛知県支部

・坂部名古屋有限会社 愛知県支部

・有限会社アクティブラン 愛知県支部

・株式会社鈴木組陸運一宮営業所 愛知県支部

・有限会社エクストリーム 愛知県支部

・北港運輸株式会社横内センター 愛知県支部

・日進高田運送株式会社島ヶ原営業所 三重県支部

・東北西濃運輸株式会社福島営業所 福島県支部

・有限会社霊山クリーン 福島県支部

・本宮運輸有限会社 福島県支部 ・白金運輸株式会社国見営業所 福島県支部

第5種（15年間） ・株式会社丸勝渡邉運輸本社営業所 長野県支部 ・有限会社森宮運輸本社営業所 長野県支部

・有限会社東和総建運輸 福島県支部

・北安陸送株式会社生坂営業所 長野県支部

第2種（ 5年間） ・有限会社東部急送 福島県支部

・ビジネスサポート株式会社 福島県支部

・株式会社籠島運輸倉庫 福島県支部 ・長野陸送株式会社長野東営業所 長野県支部

・有限会社 山大運輸本社営業所 長野県支部

・高島運輸株式会社本社営業所 長野県支部

・みゆき野運輸株式会社本社営業所 長野県支部

・有限会社ダイセン物流 千葉県支部 第2種（ 5年間） ・有限会社アイシン物流 福島県支部

・株式会社仲岡運輸 岡山県支部 第1種（ 3年間） ・沖藤運送株式会社本社営業所 広島県支部

第2種（ 5年間） ・株式会社古里木材物流 岩手県支部

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29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29年7月〕

第3種（ 7年間）

第4種（10年間）

・有限会社丸信システム流通本社
営業所

長野県支部

・大谷総業運輸倉庫株式会社松本
第2営業所

長野県支部

第1種（ 3年間）

第3種（ 7年間）
・株式会社パワード・エル・コム長
野営業所

・鈴与自動車運送株式会社名古屋
営業所

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29年8月〕

第2種（ 5年間）

・ダイセーロジスティクス株式会社
福島営業所

福島県支部 第1種（ 3年
間）

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29年9月〕

第5種（15年間） 第2種（ 5年間）

第1種（ 3年間）第3種（ 7年間）

・中日本マルエス株式会社名古屋
営業所

愛知県支部

・株式会社サンキュウ・トランスポー
ト・中部名古屋営業所

愛知県支部

第2種（ 5年間）
第1種（ 3年間）

・株式会社シーエムシーネット通商
会津営業所

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29年10月〕

第5種（15年間）

・株式会社メディカルネットワーク
サービス

栃木県支部 第2種（ 5年間）

第1種（ 3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29年12月〕

第3種（ 7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）

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29年11月〕
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・西部建材株式会社 山形県支部 ・有限会社神山運輸 埼玉県支部

・マル元運輸有限会社 山形県支部 ・有限会社須賀原運送本社営業所 岡山県支部

・安達運輸株式会社 福島県支部

・株式会社此川運輸本社営業所 富山県支部

・株式会社此川運輸黒部輸送センター 富山県支部 ・北港運輸株式会社横浜支店 神奈川県支部

・繁屋運送株式会社本社営業所 岡山県支部 ・北港運輸株式会社相模原支店 神奈川県支部

・株式会社トップ・ロジ 山形県支部 ・北港運輸株式会社浜松センター 静岡県支部

・株式会社コスモ運輸 山形県支部 ・北港運輸株式会社滋賀営業所 滋賀県支部

・株式会社ダイヤ運送 山形県支部 ・有限会社九州北港運輸本社営業所 福岡県支部

第4種（10年間） ・真野運輸有限会社 福島県支部 第2種（ 5年間） ・吉村急送有限会社本社営業所 三重県支部

第3種（ 7年間） ・株式会社千葉箱伊運輸本社営業所 千葉県支部

第2種（ 5年間） ・株式会社三葉陸運 福島県支部

第3種（ 7年間） ・有限会社クリーン石川 岩手県支部 第1種（ 3年間） ・株式会社東昇流通 福島県支部

・丸美青果有限会社 福島県支部 ・株式会社暁運輸福島営業所 福島県支部

・東北トラック株式会社福島支店 福島県支部 ・北港運輸株式会社鹿沼センター 栃木県支部

第1種（ 3年間） ・有限会社大藤運輸商事 福島県支部

第4種（10年間） ・讃王興産株式会社 香川県支部

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29年1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29年2月〕

第2種（ 5年間） 第1種（ 3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29年4月〕

第1種（ 3年間）
・北海道北港運輸株式会社奈井江
営業所

北海道支部

第4種（10年間）

・株式会社サンキュウ・トランスポー
ト・東日本君津営業所

千葉県支部 第2種（ 5年間）

第1種（ 3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29年3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29年5月〕

第5種（15年間） 第3種（ 7年間）
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