
　　　平成３０年度　健康づくり優良事業所認定事業所一覧

○ 健康づくり優良事業所ゴールド （並びは五十音順）
通番 事業所様の名称 住所

1 株式会社愛しとーと 那珂川市
2 特定医療法人財団博愛会 福岡市中央区
3 株式会社ヴェントゥーノ 福岡市中央区
4 株式会社ＦＢＳコーポレーション みやま市
5 川本建設工業株式会社 北九州市八幡西区
6 株式会社環境設備公社 糸島市
7 社会医療法人喜悦会那珂川病院 福岡市南区
8 株式会社クライミング みやま市
9 株式会社太平設計 北九州市小倉北区
10 社会福祉法人たちばな福祉会小富士園 糸島市
11 トヨタカローラ福岡株式会社 福岡市中央区
12 日産プリンス福岡販売株式会社 福岡市中央区
13 日本ヒューム株式会社九州工場 北九州市若松区
14 株式会社平和メンテ･エンジニアリング 筑紫野市
15 理研印刷工業株式会社 糟屋郡志免町

○ 健康づくり優良事業所 （並びは五十音順）
通番 事業所様の名称 住所

1 有限会社アイダー 糸島市
2 暁酵素産業株式会社 福岡市博多区
3 あけぼのタクシ－有限会社 福岡市東区
4 株式会社旭商会 福岡市中央区
5 有限会社アステック福岡 久留米市
6 アド印刷株式会社 福岡市博多区
7 有限会社安部商会 福岡市博多区
8 飯倉タクシー株式会社 福岡市早良区
9 有限会社飯野鉄工所 直方市
10 社会福祉法人育誠会引津保育園 糸島市
11 株式会社石川鉄工所 北九州市八幡西区
12 異島電設株式会社 北九州市戸畑区
13 一般財団法人九州健康総合センター 北九州市八幡東区
14 一般財団法人福岡県交通安全協会 福岡市博多区
15 糸島医師会病院冨田昌良 糸島市
16 糸島漁業協同組合 糸島市
17 社会福祉法人糸島市社会福祉協議会 糸島市
18 井上工業株式会社 福岡市西区
19 エイリツ電子産業株式会社 福岡市南区
20 株式会社永和ビルテック 田川市
21 エスエス産業株式会社 福岡市東区
22 SKソリューション株式会社 福岡市博多区
23 株式会社エッチ・ピー・エス 糟屋郡新宮町
24 株式会社エヌエフティ 太宰府市
25 株式会社エヌ･ティ･エム 直方市
26 NOKエラストマー株式会社 嘉麻市
27 株式会社ＮＣＣＡヒューマンズ 福岡市中央区
28 有限会社えびす水産 福岡市中央区
29 株式会社オークマ 朝倉市
30 大谷鉄工株式会社 直方市
31 有限会社大曲商事 柳川市
32 株式会社岡崎製作所 北九州市戸畑区
33 有限会社小郡運送 小郡市
34 株式会社小野原鉄工所 直方市
35 久留米市
36 金沢石油株式会社 直方市
37 株式会社環境技研 糸島市
38 株式会社環境サポート 小郡市



（並びは五十音順）
通番 事業所様の名称 住所
39 社会福祉法人菊陽会すずらん保育所 田川郡福智町
40 株式会社キューオキ 福岡市南区
41 九州安全モ－タ－株式会社 福岡市東区
42 九州運輸建設株式会社 北九州市八幡西区
43 株式会社九州栄電社 久留米市
44 株式会社九州工具製作所 直方市
45 九州三建サービス株式会社 福岡市中央区
46 九州商機株式会社 福岡市西区
47 九州ダンボール株式会社 筑後市
48 九州地理情報株式会社 福岡市東区
49 九州日植株式会社 福岡市南区
50 九州日野自動車株式会社 福岡市東区
51 九州ペットフード株式会社 糟屋郡新宮町
52 九州包装機材工業株式会社 大野城市
53 九石プロパンガス株式会社 直方市
54 有限会社共栄資源管理センター小郡 小郡市
55 共栄舗道株式会社 八女市
56 協和建設株式会社 直方市
57 有限会社グッドパースン 太宰府市
58 グッドパースンコンサルティング株式会社 太宰府市
59 株式会社熊本精研工業 糸島市
60 株式会社クリーン春日 春日市
61 計測検査株式会社 北九州市八幡西区
62 株式会社ケイティライン 八女郡広川町
63 ＫＳテックエンジニア株式会社 北九州市戸畑区
64 株式会社ケービーシーメディア 福岡市中央区
65 株式会社ゲット 福岡市博多区
66 株式会社健康科学研究所 福岡市中央区
67 有限会社構造保全技術 飯塚市
68 交通器材株式会社 福岡市博多区
69 株式会社コスモス 福岡市西区
70 株式会社五生 飯塚市
71 株式会社小玉商店 北九州市若松区
72 株式会社サイバネテック 直方市
73 株式会社サカヒラ 飯塚市
74 坂本産業株式会社 久留米市
75 佐藤株式会社 福岡市博多区
76 株式会社サニクリーン九州 福岡市博多区
77 サノ･テクノ株式会社 飯塚市
78 早良第一交通株式会社 福岡市早良区
79 三栄工業株式会社 北九州市戸畑区
80 三色建設株式会社 福岡市早良区
81 三和陸運株式会社 糸島市
82 株式会社シーエス・プレナー 福岡市博多区
83 株式会社ジェイエイいとしま 糸島市
84 株式会社重富印刷 糸島市
85 東雲建設株式会社 久留米市
86 社会福祉法人志摩会 糸島市
87 社会保険労務士法人ＨＲサポート 福岡市中央区
88 株式会社シュテルン福岡 福岡市東区
89 株式会社障がい者つくし更生会 大野城市
90 社会福祉法人浄水会平尾保育園 福岡市中央区
91 株式会社白金鉄工所 大牟田市
92 株式会社しろみず 北九州市若松区
93 有限会社新鋭工業 北九州市戸畑区
94 株式会社シンク 田川市
95 新美和石油株式会社 福岡市中央区
96 親和工業株式会社 糟屋郡須惠町
97 株式会社杉工場 うきは市
98 株式会社スラクトリー 宮若市
99 正晃株式会社 福岡市東区



（並びは五十音順）
通番 事業所様の名称 住所
100 株式会社ＳＥＩＫＯＪＩＮＳＥＩ 福岡市博多区
101 正興電気建設株式会社 福岡市南区
102 誠新産業株式会社 福岡市中央区
103 株式会社西部技研 古賀市
104 正和電機株式会社 久留米市
105 株式会社関屋電設 大野城市
106 株式会社瀬利宗助商店 田川市
107 大成管理開発株式会社 福岡市中央区
108 ΒＯＣ株式会社 太宰府市
109 株式会社大日建設 福岡市西区
110 泰平印刷株式会社 北九州市小倉北区
111 太平洋貿易株式会社 福岡市博多区
112 大和コンサル株式会社 久留米市
113 高杉製薬株式会社 糟屋郡粕屋町
114 株式会社高田工務所 福岡市中央区
115 株式会社鷹取製作所 うきは市
116 鷹取鋳造株式会社 うきは市
117 高藤建設株式会社 北九州市門司区
118 田川産業株式会社 田川市
119 田川産業商事株式会社 田川市
120 瀧口観花苑株式会社 宗像市
121 有限会社竹下衛生舎 田川郡川崎町
122 田中食品産業株式会社 柳川市
123 有限会社田中凸版 福岡市博多区
124 タニミズ企画株式会社 宮若市
125 株式会社玉屋 福岡市中央区
126 有限会社田村環境開発工業 嘉麻市
127 チクシ電気株式会社 福岡市中央区
128 築上印刷有限会社 豊前市
129 中央製袋株式会社 久留米市
130 株式会社司建築設計事務所 福岡市中央区
131 津福工業株式会社 久留米市
132 柳川市
133 株式会社デイーシー 福岡市東区
134 東陽建設工機株式会社福岡工場 福岡市東区
135 東洋ステンレス研磨工業株式会社 太宰府市
136 有限会社土成興産 福岡市中央区
137 株式会社トモス 嘉麻市
138 ナカソネ住設株式会社 築上郡吉富町
139 西田工業株式会社 飯塚市
140 西鉄不動産株式会社 福岡市中央区
141 株式会社西日本計装 福岡市東区
142 日通エネルギー九州株式会社 宗像市
143 株式会社ＮｅｗＳｕｐｐｏｒｔ 福岡市西区
144 ネッツトヨタ西日本株式会社 福岡市博多区
145 株式会社ネットワーク応用技術研究所 福岡市博多区
146 ノアメディカルシステム株式会社 福岡市博多区
147 株式会社直方自動車学校 直方市
148 社会福祉法人直方市援護会 直方市
149 直方商工会議所 直方市
150 株式会社乗富鉄工所 柳川市
151 株式会社パーツ・フォアマン 糸島市
152 株式会社ハートソフトウェア 福岡市博多区
153 株式会社博多印刷 福岡市博多区
154 株式会社鋼ライン 北九州市若松区
155 八光オ－トメ－ション株式会社 糟屋郡粕屋町
156 株式会社羽野組 福岡市中央区
157 株式会社Ｂ･Ａ 久留米市
158 株式会社久山温泉 糟屋郡久山町
159 株式会社ヒューマン＆アソシエイツ 福岡市中央区
160 株式会社平田組 朝倉市



（並びは五十音順）
通番 事業所様の名称 住所
161 有限会社平田鉄工所 直方市
162 有限会社平山食品 福岡市中央区
163 ファーマインド新筑豊青果株式会社 飯塚市
164 株式会社ファミリー 福岡市中央区
165 福岡アルミ工業株式会社 糟屋郡久山町
166 福岡県教科図書株式会社 福岡市中央区
167 福岡第一交通株式会社那珂川営業所 那珂川市
168 福岡地下街開発株式会社 福岡市中央区
169 福岡地区生コンクリ―ト協同組合 福岡市博多区
170 社会福祉法人福岡福祉会 福岡市城南区
171 株式会社福岡防災 福岡市博多区
172 公益財団法人福岡労働衛生研究所 福岡市南区
173 株式会社福田印刷 北九州市門司区
174 フクハン株式会社 福岡市博多区
175 株式会社富士ピー・エス 福岡市中央区
176 不動産工房ゆくはし株式会社 行橋市
177 船尾鉱山株式会社 田川市
178 株式会社へいせい 糸島市
179 ペガサスプラント株式会社 糟屋郡宇美町
180 株式会社ベストサプライ 福岡市中央区
181 株式会社ベツプ物流 久留米市
182 株式会社包研 福岡市東区
183 社会福祉法人豊徳会みろく園 田川郡福智町
184 ホーク工業株式会社 うきは市
185 株式会社まちかん設計 福岡市博多区
186 株式会社マツシマメジャテック 北九州市八幡西区
187 社会保険労務士法人マッチアップ 福岡市東区
188 株式会社松原組 福津市
189 株式会社円 大川市中
190 丸亀観光株式会社 直方市
191 株式会社丸和技研 直方市
192 株式会社ミズカミ 北九州市八幡東区
193 溝江建設株式会社 福岡市中央区
194 株式会社みぞえ住宅 飯塚市
195 株式会社南福岡自動車学校 大野城市
196 社会福祉法人みやこ老人ホーム 行橋市
197 社会福祉法人宮田親和会ケアハウスくつろぎ 宮若市
198 社会福祉法人宮田親和会宮田学園 宮若市
199 宗像西鉄タクシ－株式会社 宗像市
200 株式会社メイホー 直方市
201 株式会社明和製作所 糸島市
202 社会福祉法人弥光会特別養護老人ホームライフ 田川郡川崎町
203 株式会社柳川合同 柳川市
204 株式会社柳川合同トランスポート 柳川市
205 北九州市八幡西区
206 悠悠ホ―ム株式会社 大野城市
207 社会福祉法人弓削田福祉会弓削田保育所 田川市
208 ライジングサン企画株式会社 福岡市博多区
209 ライズロード株式会社 福岡市東区
210 力丸運輸株式会社 古賀市
211 力丸倉庫株式会社 古賀市
212 株式会社良地 北九州市若松区
213 株式会社レイメイ藤井 福岡市博多区
214 株式会社和田設計コンサルタント 福岡市中央区
215 渡辺重機株式会社 八女郡広川町


