
事業場名 労働者数 支部名

第4種 有限会社神山運輸 13名 埼玉県

第2種 ワイアールテック株式会社 8名 福島県

第1種 株式会社福島輸送福島支社 22名 福島県

第5種（15年間） ・あさひ物流株式会社 愛知県支部 ・株式会社丸善運輸 愛知県支部

・株式会社鈴木組陸運一宮営業所 愛知県支部 ・山路運送株式会社 愛知県支部

・有限会社アクティブラン 愛知県支部 ・有限会社鎌田運送 岩手県支部

・株式会社安達運輸 愛知県支部 ・有限会社渡部運輸本社営業所 岩手県支部

・株式会社サンワネッツ豊川営業所 愛知県支部 ・株式会社山紀北関東営業所 群馬県支部

・株式会社安部商事花巻営業所 岩手県支部 ・有限会社村田建材 愛知県支部

・日の出運輸企業株式会社岩手営業所 岩手県支部 ・株式会社杉田商店 愛知県支部

・龍北運輸株式会社石鳥谷営業所 岩手県支部 ・株式会社武知豊田営業所 愛知県支部

・松田重機工業株式会社 岩手県支部 ・加藤機工株式会社 愛知県支部

・株式会社コラビス花巻営業所 岩手県支部 ・堀尾物産株式会社 愛知県支部

・株式会社アイ・エイチサービス 愛知県支部

・株式会社久田組本社 愛知県支部

・株式会社マルシゲ商会 愛知県支部

第4種（10年間） ・株式会社千葉箱伊運輸本社営業所 千葉県支部

・浪江運送有限会社 福島県支部

・中部急送株式会社福島営業所 福島県支部

第5種（15年間） ・押田運送有限会社 千葉県支部 ・株式会社キャリックス 岐阜県支部

第4種（10年間） ・京成運輸株式会社 京都府支部 ・有限会社サンラインコーポレーション 岐阜県支部

・新東運輸有限会社 岐阜県支部

第1種（ 3年間） ・有限会社さくら運輸福島営業所 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 〔令和2年12月〕

第2種（ 5年間）

・有限会社サンケイエクスプレス本
社営業所

愛知県支部

平成22年4月13日～令和2年4月12日

無災害期間

平成27年8月4日～令和2年8月3日

平成28年12月1日～令和元年11月30日

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 〔令和2年10月〕

第3種（ 7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3種（ 7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 〔令和2年11月〕

第2種（ 5年間）

第4種（10年間）

第1種（ 3年間）

第3種（ 7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 〔令和2年8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 〔令和2年9月〕

第1種（ 3年間）
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・真野運輸有限会社 福島県支部 ・有限会社鈴木運送 福島県支部

・株式会社千曲物流本社営業所 長野県支部 ・株式会社アジア運輸前橋営業所 群馬県支部

・丸利急送有限会社本社営業所 長野県支部 ・柴山流通管理株式会社本社営業所 群馬県支部

・株式会社籠島運輸倉庫 福島県支部 ・南信貨物自動車株式会社佐久営業所 長野県支部

・有限会社佐藤運輸本社営業所 群馬県支部 ・ホクアン運輸有限会社本社営業所 長野県支部

・信濃物流株式会社本社営業所 長野県支部 ・ホクアン運輸有限会社豊科営業所 長野県支部

・平沢運輸株式会社飯田営業所 長野県支部 ・イーエフ物流株式会社 岡山県支部

・有限会社丸信システム流通本社営業所 長野県支部 ・株式会社森藤運輸 福島県支部

・白金運輸株式会社国見営業所 福島県支部 ・塩釜陸運株式会社福島営業所 福島県支部

・株式会社林環境本社営業所 群馬県支部 ・株式会社新日本 神奈川県支部

・平安運輸株式会社本社営業所 群馬県支部

・王子陸運株式会社藤岡営業所 群馬県支部

・南毛運送株式会社本社営業所 群馬県支部 ・上組陸運株式会社松本営業所 長野県支部

・信幸運輸株式会社本社営業所 長野県支部

・長野運輸株式会社飯山営業所 長野県支部

・有限会社熊木仏具造花店本店営業所 長野県支部 ・株式会社山信運輸本社営業所 長野県支部

・有限会社シンヨー運輸本社営業所 長野県支部 ・有限会社やまに重機本社営業所 長野県支部

第5種（15年間） ・株式会社ビーシー工業 岡山県支部 ・小野田運輸倉庫株式会社 宮城県支部

・株式会社此川運輸宮城営業所 宮城県支部 ・株式会社大一物流 宮城県支部

・遠州トラック株式会社富山営業所 富山県支部 ・有限会社センヨウテックス 宮城県支部

・有限会社須賀原運送本社営業所 岡山県支部 ・有限会社魚心会運送 宮城県支部

・有限会社勝又運輸 宮城県支部 ・七福運送株式会社横浜営業所 神奈川県支部

・有限会社トランスポート竹内 岡山県支部 ・株式会社イエローライン山陽 岡山県支部

・岡山丸善運輸株式会社本社営業所 岡山県支部

・京極運輸商事株式会社倉敷事業所 岡山県支部

・株式会社ブライト本社営業所 宮城県支部 ・有限会社倉敷運送センター 岡山県支部

・株式会社トミナガ仙台支店 宮城県支部

・株式会社よろずライフ 山形県支部 ・株式会社平賀興業所 神奈川県支部

・株式会社利根総業本社営業所 群馬県支部

・株式会社大崎若松営業所 福島県支部

・福島運送株式会社若松営業所 福島県支部 ・鈴木運送株式会社平塚営業所 神奈川県支部

・有限会社新利根流通本社営業所 群馬県支部 ・阿倉川物流株式会社本社営業所 三重県支部

・株式会社パイプライン運輸 神奈川県支部 ・岡山中央陸運倉庫株式会社 岡山県支部

・福島運送株式会社若松営業所 福島県支部 ・株式会社大崎若松営業所 福島県支部

・福島ロジネット株式会社 福島県支部 ・株式会社グリーン・カーゴ 福島県支部

第3種（ 7年間） ・本宮運輸有限会社 福島県支部 第2種（ 5年間） ・有限会社藤沢物流 福島県支部

・大谷総業運輸倉庫株式会社飯田
営業所

長野県支部

・大谷総業運輸倉庫株式会社松本
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 〔令和2年7月〕

第5種（15年間）

第2種（ 5年間）

第4種（10年間）

第1種（ 3年間）
第3種（ 7年間）

・大谷総業運輸倉庫株式会社伊那
営業所

長野県支部
・株式会社スパークルライン伊勢崎
営業本部

群馬県支部

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 〔令和2年6月〕

第2種（ 5年間）

第4種（10年間）

第1種（ 3年間）
第3種（ 7年間）

・アペニンコーポレーション株式会
社岡山営業所

岡山県支部

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 〔令和2年5月〕

第4種（10年間）

第1種（ 3年間）

・日産物流株式会社東日本支店川
崎物流センター

神奈川県支部

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 〔令和2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 〔令和2年4月〕

第1種（ 3年間） 第1種（ 3年間）
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第4種（10年間） ・UNI-cast株式会社中部営業所 愛知県支部 ・有限会社丸真運輸 神奈川県支部

第3種（ 7年間） ・株式会社アイテック 神奈川県支部 ・有限会社相模湖水質管理センター 神奈川県支部

・株式会社厚成社 福島県支部 ・太平洋陸送株式会社伊達営業所 福島県支部

・株式会社ＮＳロジ東日本群馬事業所 群馬県支部 ・ロジトライ東北株式会社会津事業所 福島県支部

・株式会社アスカ輸送 神奈川県支部 ・有限会社グローバル 神奈川県支部

・新祥運輸株式会社 神奈川県支部 ・株式会社エー＆エーマリン 神奈川県支部

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 〔令和2年1月〕

第2種（ 5年間）

第2種（ 5年間）

第1種（ 3年間）
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