
■令和３年度健康づくり優良事業所ゴールド （順不同）

通番 事業所様の名称 所在地

1 株式会社 川口建設 柳川市

2 株式会社 さくら保険サービス 久留米市

3 株式会社 ランクルーズ 北九州市若松区

4 株式会社 サイリョウ 福岡市博多区

5 もりた住機設備 株式会社 大川市

6 株式会社 ミドリ印刷 福岡市博多区

7 株式会社 ヤスナガ 柳川市

8 株式会社 裕建コーポレーション 田川郡香春町

9 不動産工房ゆくはし 株式会社 行橋市

10 芦屋産業 株式会社 遠賀郡芦屋町

11 有限会社 山口組 田川郡福智町

12 鮎川産業 株式会社 北九州市八幡西区

13 株式会社 磯野 直方市

14 勇物流サービス 有限会社 糟屋郡宇美町

15 大和建設 株式会社 久留米市

16 株式会社 佐脇建設 大牟田市

17 株式会社 樋口金十郎商店 福岡市博多区

18 一般社団法人 ルートプラス 福津市

19 有限会社 丸政 田川郡川崎町

20 有限会社 DS.Company 田川郡川崎町

21 小倉合成工業 株式会社 北九州市小倉北区

22 エース設備 有限会社 福岡市早良区

23 株式会社 JR博多シティ 福岡市博多区

24 築上印刷 有限会社 豊前市

25 株式会社 みつ葉グループ 福岡市博多区

26 日産プリンス福岡販売 株式会社 福岡市中央区

27 誠新産業 株式会社 福岡市中央区

28 ペガサスプラント 株式会社 糟屋郡宇美町

29 一般財団法人 九州健康総合センター 北九州市八幡東区

30 新美和石油 株式会社 福岡市中央区

31 藤井精工 株式会社 鞍手郡鞍手町

32 株式会社 環境設備公社 糸島市

33 株式会社 ベストコンサル 八女郡広川町

34 日本ヒューム 株式会社 九州工場 北九州市若松区

35 株式会社 九州工具製作所 直方市

36 九州クリーン工業 株式会社 福岡市早良区

37 力丸運輸 株式会社 古賀市

38 三栄工業 株式会社 北九州市戸畑区

39 粕屋殖産 株式会社 糟屋郡粕屋町

40 力丸倉庫 株式会社 古賀市

41 株式会社 ヴェントゥーノ 福岡市中央区

42 社会医療法人 喜悦会 那珂川病院 福岡市南区

43 社会福祉法人 直方市援護会 直方市

44 最所産業 株式会社 久留米市

45 有限会社 新鋭工業 北九州市戸畑区

46 イトケンテクノ 株式会社 福岡市南区

47 有限会社 介護センターこころ 糟屋郡篠栗町

48 株式会社 障がい者つくし更生会 大野城市

49 医療法人泯江堂 三野原病院 糟屋郡篠栗町

50 株式会社 環境開発 福岡市博多区



通番 事業所様の名称 所在地

51 株式会社 明月堂 福岡市博多区

52 株式会社 新希望 糸島市

53 株式会社 太平設計 北九州市小倉北区

54 有限会社 豊永重機建設 田川市

55 株式会社 博多印刷 福岡市博多区

56 社会医療法人 福西会 福岡市早良区

57 高杉製薬 株式会社 糟屋郡粕屋町

58 株式会社 上成 朝倉市

59 株式会社 大熊 飯塚市

60 有限会社 ファスニング機工 北九州市小倉北区

61 一般財団法人 西日本産業衛生会 北九州健診診療所 北九州市小倉北区

62 西日本高速道路エンジニアリング九州 株式会社 福岡市中央区

63 株式会社 サン電工社 福岡市中央区

64 宮川建設 株式会社 福岡市中央区

65 九州地理情報 株式会社 福岡市東区

66 株式会社 平和メンテ・エンジニアリング 筑紫野市

67 有限会社 土成興産 福岡市中央区

68 九州日野自動車 株式会社 福岡市東区

69 社会医療法人 北九州病院 北九州市小倉北区

70 株式会社 ツクリテ 久留米市

71 溝江建設 株式会社 福岡市中央区

72 トヨタカローラ福岡 株式会社 福岡市中央区

73 有限会社 谷口陸海 大牟田市

74 株式会社 環境技研 糸島市

75 株式会社 やまやコミュニケーションズ 福岡市東区

76 有限会社 遠賀観光バス 遠賀郡水巻町

77 医療法人社団 久英会 久留米市

78 社会福祉法人 久英会 軽費老人ホーム ゆのそ苑 久留米市

79 九州三菱自動車販売 株式会社 福岡市中央区

80 株式会社 シンク 福岡市博多区

81 NOKエラストマー 株式会社 嘉麻市

82 株式会社 福田印刷 北九州市門司区

83 医療法人 財団博愛会 福岡市中央区

84 株式会社 エフティーライン みやま市

85 社会福祉法人 久英会 特別養護老人ホーム 若久園 八女郡広川町

86 株式会社 九州マツダ 福岡市博多区

87 株式会社 サンコービルド 福岡市博多区

88 石松建設 有限会社 朝倉市

89 株式会社アクエアー 福岡市東区

90 大輝ロード　株式会社 福岡市東区

91 九星飲料工業　株式会社 糸島市

92 株式会社 成斗 北九州市小倉北区

93 株式会社 NewSupport 福岡市西区

94 社会福祉法人 豊徳会 田川郡福智町


