
■令和4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　太平産業 田川市　

2 株式会社　池間組 北九州市若松区

3 株式会社　緑研産業 福岡市東区

4 株式会社　ミズカミ 北九州市八幡東区

5 日本ヒューム　株式会社九州工場 北九州市若松区

6 社会福祉法人　直方市援護会 直方市

7 福岡市南区

8 株式会社　古江建設 北九州市小倉北区

9 藤井精工　株式会社 鞍手郡鞍手町

10 有限会社　堤建具工業 大川市　

11 不動産工房ゆくはし株式会社 行橋市

12 宮川建設　株式会社 福岡市中央区

13 株式会社　伊都電設工業 福岡市南区

14 株式会社裕建コーポレーション 田川郡香春町

15 鮎川産業　株式会社 北九州市八幡西区

16 株式会社　毛利土建 久留米市

17 株式会社　ＮｅｗＳｕｐｐｏｒｔ 福岡市西区

18 建武工業　株式会社 久留米市

19 株式会社　アビックス 久留米市

20 社会福祉法人　はぜの実会 久留米市

21 株式会社　山急 糟屋郡須恵町

22 株式会社　中原組 京都郡みやこ町

23 石橋工機　株式会社 久留米市

24 株式会社　佐脇建設 大牟田市

25 株式会社　磯野 直方市　

26 福岡運輸システムネット株式会社 福岡市博多区

27 サイテック　株式会社 筑紫野市

28 川本建設工業　株式会社 北九州市八幡西区

29 池上組　池上　利美 宮若市

30 新日本住宅　株式会社 久留米市

31 有限会社　スキルテック 宮若市

32 西日本　印刷工業　株式会社 福岡市博多区

33 医療法人後藤外科胃腸科医院 北九州市八幡西区

34 株式会社　筑豊電気計装 田川郡香春町

35 株式会社　ランクルーズ 北九州市若松区

36 株式会社　環境設備公社 糸島市

37 九州ぺットフ－ド　株式会社 糟屋郡新宮町

38 株式会社　ウノシマ 豊前市

39 有限会社　土成興産 福岡市中央区

40 有限会社　山口組 田川郡福智町

41 株式会社　ヤスナガ 柳川市

42 株式会社　ベストコンサル 八女郡広川町
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43 株式会社　九州工具製作所 直方市

44 有限会社　ファスニング機工 北九州市小倉北区

45 株式会社　九州緑化建設 北九州市八幡西区

46 有限会社フレッシュフルーツメイト 久留米市

47 九州建設　株式会社 福岡市博多区

48 株式会社　ヴェントゥーノ 福岡市中央区

49 有限会社　遠賀観光バス 遠賀郡水巻町

50 株式会社　ＪＲ博多シティ 福岡市博多区

51 一般社団法人　ルートプラス 福津市

52 NOKエラストマー　株式会社 嘉麻市

53 株式会社　下川工業 久留米市

54 永松商事建設　株式会社 うきは市

55 築上印刷　有限会社 豊前市　

56 社会福祉法人　千草会 糸島市

57 株式会社　成斗 北九州市小倉北区

58 有限会社　小郡運送 小郡市

59 有限会社　谷口陸海 大牟田市

60 溝江建設　株式会社 福岡市中央区

61 有限会社　佐藤組 筑後市

62 株式会社　平和メンテ･エンジニアリング 筑紫野市

63 三栄工業　株式会社 北九州市戸畑区

64 有限会社　新鋭工業 北九州市戸畑区

65 株式会社　上成 朝倉市　

66 株式会社　ツクリテ 久留米市

67 佐藤　株式会社 福岡市博多区

68 医療法人社団　江頭会さくら病院 福岡市城南区

69 九星飲料工業　株式会社 糸島市　

70 株式会社　アクエアー 福岡市東区

71 医療法人　泯江堂三野原病院 糟屋郡篠栗町

72 高杉製薬　株式会社 糟屋郡粕屋町

73 ペガサスプラント　株式会社 糟屋郡宇美町

74 一般財団法人九州健康総合センター 北九州市八幡東区

75 社会医療法人　天神会 久留米市

76 社会福祉法人　柚の木福祉会 糟屋郡志免町

77 社会医療法人　喜悦会那珂川病院 福岡市南区

78 株式会社障がい者つくし更生会 大野城市

79 力丸倉庫株式会社 古賀市　

80 力丸運輸　株式会社 古賀市　

81 株式会社　太平　設計 北九州市小倉北区

82 日産プリンス福岡販売株式会社 福岡市中央区

83 社会医療法人　北九州病院 北九州市小倉北区

84 株式会社　明月堂 福岡市博多区

85 株式会社　やまやコミュニケーションズ 福岡市東区

86 株式会社　末岡工務店 北九州市八幡西区
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87 株式会社マツシマメジャテック 北九州市八幡西区

88 西日本ビジネス印刷株式会社 福岡市中央区

89 飯倉タクシー株式会社 福岡市早良区

90 株式会社　博多　印刷 福岡市博多区

91 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

92 株式会社　環境技研 糸島市

93 株式会社　丸信 久留米市

94 九州三菱自動車販売株式会社 福岡市中央区

95 株式会社　シンク 福岡市博多区

96 医療法人　財団博愛会 福岡市中央区

97 一般財団法人西日本産業衛生会 北九州市小倉北区

98 株式会社　新希望 糸島市　

99 直方商工会議所 直方市

100 トヨタカローラ福岡株式会社 福岡市中央区

101 株式会社　エフティーライン みやま市

102 株式会社　重富印刷 糸島市　

103 株式会社　ＳＯＵＫＥＮ 中間市

104 異島電設株式会社 北九州市戸畑区

105 大一通信工業　株式会社 飯塚市

106 株式会社　環境開発 福岡市博多区

107 第一復建　株式会社 福岡市博多区
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