
納入先一覧（敬称略）

食品製造加工工場

納入先会社名 住所 業種 使用目的

アサヒビール吹田工場 吹田市 ビール 洗瓶

アサヒビール博多工場 博多市 ビール ケグライン

オリオンビール名護工場 沖縄県名護市 ビール ケグライン

キッコーマン 沖縄県名護市

キューピー㈱白川ファーム 福島県白河市 無菌野菜 野菜保管システムに使用

キューピー㈱ 埼玉県栗橋

階上キューピー㈱ 青森県階上町 デリカフーズ 工場内床洗浄・手指洗浄

（株）カワイコーポレイション 千葉県富里町 アイスクリーム製造

アスザックフーズ㈱ 長野県 惣菜 食材の殺菌洗浄

㈱ニチロ久里浜工場 神奈川県三浦市 冷凍・レトルト・食品製造 消臭

みちのく食品㈱ 山形県 餅製造業 番重・ベルト洗浄

㈱ニチロ畜産 北海道札幌市 冷凍食品製造 食肉殺菌

㈱ニチロ石巻工場 宮城県石巻市 冷凍食品製造 消臭・床壁洗浄

㈱ニチロ十勝食品 北海道更別 冷凍食品製造 食材の殺菌洗浄

㈱大地フーズ 宮城県石巻市 冷凍ハンバーグ 製造機器類洗浄・手洗い

三和缶詰㈱ 山形県 缶詰加工 缶耐熱殺菌

美川タンパク 石川県 豆腐 豆腐包装フィルム殺菌

㈱あじかん 広島市 惣菜, 卵焼類,蒲鉾

㈱スギヨ 石川県七尾市 ちくわ製造 工場内噴霧･手指洗浄・器具殺菌

サンタ㈱ 愛媛県伊予市 ｱｲｽｸﾘｰﾑ製造 CIP洗浄･原料タンク上部空間殺菌

丸上食品工業株式会社 東京都足立区

寿食品 神奈川県相模原市 ハム･燻製 工場内空間殺菌

丸紅エッグ液卵事業部 兵庫県加古川市 鶏卵加工

マルコメ 長野県

ジャパンフーズ㈱ 千葉県長柄町 ベンダー業務洗瓶

㈲高南食品 高知県高知市

屠場･食肉工場

納入先会社名 住所 業種 使用目的

㈱千葉食肉公社 千葉県旭市 屠場 牛・豚枝肉殺菌洗浄

JAあいち豊橋ミートｾﾝﾀｰ 愛知県豊橋市

㈱カミチク鹿児島食肉センター 鹿児島市 食肉製造

丸トポートリー食品 千葉県佐倉市 食肉製造 ブロイラー洗浄

畜産食品 兵庫県 畜産 畜産物殺菌洗浄

㈱ゼンショー南関東第一工場 川崎市 食肉加工 食肉の殺菌洗浄

㈱大成 長野県駒ヶ根市 畜産(馬） 馬肉殺菌洗浄・床洗浄

滝沢ハム 栃木県栃木市 ハム･畜産品加工
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納入先一覧（敬称略）

乳業・乳製品工場

納入先会社名 住所 業種 使用目的

日本ミルクコミュニティ（雪印） 千葉県野田市 乳製品加工 洗瓶ライン

日本ミルクコミュニティ（雪印） 東京都日野市 乳製品加工 洗瓶ライン

らくのうマザーズ熊本工場 熊本県熊本市 乳製品加工 ライン洗浄・ローリー洗浄

ホテルなどの厨房

納入先会社名 住所 業種 使用目的

㈱パストラル虎ノ門 東京都 ホテル 手指･厨房洗浄殺菌

酪農･養豚･養鶏・洗卵

納入先会社名 住所 業種 使用目的

SPFこがねや 長野県飯田市 畜産 豚舎の細霧

SPFこがねや第一豚舎 長野県飯田市 畜産 豚舎の細霧

SPFこがねや第二豚舎 長野県飯田市 畜産 豚舎の細霧

松本米穀精麦㈱ 埼玉県熊谷市 米・卵・小麦粉等の卸売 空間殺菌・手指洗浄

ミタカエッグ 愛知県春日井郡 卵加工販売 ＧＰセンター

（有）安藤鶏卵問屋 静岡県浜松市 卵加工販売ＧＰセンター

生野菜のカット工場

納入先会社名 住所 業種 使用目的

北海道フーズ 北海道 惣菜 野菜洗浄

藤光蒲鉾工業㈱ 山口県 水産加工 器具洗浄

昭島野菜加工 東京都昭島市 カット野菜 野菜洗浄・カット野菜洗浄

㈱デリカスノー川越工場 埼玉県川越市 惣菜 野菜洗浄

㈱ファーストフーズ 神奈川県大和市 惣菜製造 野菜洗浄

NECライベックス 東京都 企業内食堂への食材供給 野菜洗浄

㈱爽健亭 千葉県船橋市 カット野菜製造

㈱ニッカ食品 埼玉県春日部市 惣菜 カット野菜洗浄

サラダコスモ関西ﾌｰﾄﾞｾﾝﾀｰ 兵庫県三木市 カット野菜製造 野菜洗浄・カット野菜殺菌洗浄

常盤食品㈱ 埼玉県熊谷市 弁当製造 惣菜・カット野菜洗浄殺菌

サラダコスモ信州工場 長野県駒ヶ根市 カット野菜製造 野菜洗浄・カット野菜殺菌洗浄

サラダコスモ宇都宮工場 栃木県宇都宮市 カット野菜製造 野菜洗浄・カット野菜殺菌洗浄

㈱上原園 栃木県栃木市 カット野菜製造 野菜洗浄・カット野菜殺菌洗浄

中部フレッシュパック 山梨県甲府市 カット野菜製造 惣菜・カット野菜洗浄殺菌

ニッセイデリカ 神奈川県津久井郡 惣菜加工 カット野菜洗浄殺菌
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納入先一覧（敬称略）

水産加工場

納入先会社名 住所 業種 使用目的

平庄食品 兵庫県 水産 水産物殺菌洗浄

太海㈱ 千葉県富里町 マグロ加工 まぐろ解凍･工場内全般

笹谷商店 北海道釧路市 イクラ加工 イクラ殺菌洗浄

㈱尾鷲物産 三重県尾鷲市 水産品加工 水産加工センター㈱日本屋

カネサン水産㈱ 東京都江戸川区 マグロ加工 まぐろ解凍

丸都食品 中央区豊海町 生産加工 床洗浄・加工工場消臭

㈱オーク 鳥取県境港市 水産品加工 ライン洗浄

㈱米田商店 函館市 水産品加工 水産物殺菌洗浄

ゆう屋 千葉県香取郡 水産加工 工場内空間殺菌・床･器具洗浄

金子産業㈱食品事業部 佐賀県唐津市 水産加工

㈲坂本食品 佐賀県肥前町 水産加工

㈲熊本水産 長崎県野母崎町 水産加工

㈱協同食品センター 兵庫県西宮市 食品加工 水産物加工過程殺菌洗浄

鮮魚加工・魚市場

納入先会社名 住所 業種 使用目的

㈱ヨンキュウ三崎事業部 神奈川県三浦市 養殖魚・飼料加工 鮮魚殺菌洗浄

㈱ヨンキュウ本社工場 愛媛県宇和島市 水産品加工 鮮魚殺菌洗浄

三重県漁業協同組合連合会 神奈川県三浦市 水産品加工 鮮魚殺菌洗浄

鹿屋漁業協同組合連合会 鹿屋市 水産品加工 鮮魚殺菌洗浄

㈱ビージョイ 愛媛県松山市 水産加工 鮮魚殺菌洗浄・空間殺菌

熊本生鮮市場(帯山店） 熊本県熊本市 スーパー 魚調理殺菌・洗浄

株式会社横須賀魚市場 神奈川県横須賀市 魚市場

スーパーなどのバックヤード

納入先会社名 住所 業種 使用目的

㈱Ａ－ＣＯＯＰえひめ 愛媛県伊予郡 小売スーパー バックヤード内殺菌洗浄

ファミリーレストラン・居酒屋などの厨房

納入先会社名 住所 業種 使用目的

函館市場 奈良市秋篠町 回転寿司 野菜洗浄･器具殺菌空間噴霧

つばめグリル 東京都 レストラン 食肉製造過程殺菌
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納入先一覧（敬称略）

医療関連施設・老人福祉施設・介護施設

納入先会社名 住所 業種 使用目的

社会福祉法人クピド・フェア 北海道岩見沢市 医療センター 医療センター内殺菌消臭

医療法人社団医新会 東京都千代田区 病院 外来待合所噴霧・手指洗浄

(財）太田西の内病院 福島県 病院 院内厨房食材･手指洗浄

深谷赤十字病院 埼玉県深谷市 病院 厨房内・食材、器具殺菌洗浄

福井県立病院 福井県 病院 病院内厨房食材洗浄

長崎新小浜病院 長崎県南高来郡 病院 病院内厨房食材洗浄

愛香苑 福岡県北九州市 老人介護施設 介護用･風呂場ﾐｽﾄｶｰﾄ噴霧

社会福祉法人恵和学園 横浜市保土ヶ谷区

山腰診療所 横浜市都筑区

長瀞倶楽部 長瀞市

沼風苑 千葉県沼南町 老人ホーム

曹洞宗東松山養松院 宮城県宮城郡

こはぎ荘 岩手県 老人ホーム 厨房食材洗浄

ほうらい会 岩手県 老人保健施設 厨房食材洗浄

狭山市第２学校給食センター 埼玉県狭山市 生ゴミ処理 消臭

シルヴァーウィング 東京都中央区 老人ホーム 食材洗浄・風呂場洗浄

県立群馬小児医療センター 群馬県北橘村 病院 厨房内食材洗浄・手指洗浄

八王子福祉園 東京都八王子市 老人ホーム 厨房内食材洗浄・手指洗浄

逍遥の郷 埼玉県寄居町 老人ホーム
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納入先一覧（敬称略）

その他

納入先会社名 住所 業種 使用目的

月桂冠 京都府 酒造業

コープ神戸 兵庫県神戸市 手指の消毒器具洗浄

ソニーマニュファクチャリングシステムズ埼玉県久喜市 社員食堂

伊藤ハム 東京支店 社員食堂

扇港興産㈱ 兵庫県 マッシュルーム 床洗浄・その他

大松運輸㈱ 北海道 運送業 海水殺菌

㈱シャトレーゼ 山梨県･豊富工場 和菓子製造 和菓子ライン洗浄

IGARASHI資材リサイクルセンター 東京都北区 生ゴミ処理 消臭

世界貿易センタービル 東京都港区 ビル清掃業 ゴミ置き場消臭

夏目製作所 東京都文京区 動物実験研究所 動物消臭

大洋技研（株） 大阪府吹田市

不二製油（株） 大阪府泉佐野市

（有）武井農園 群馬県富岡市

（株）オーヤラックス東京工場 東京都八王子市

（有）高橋キノコ園 長野県豊田村

自然の湯 埼玉県所沢市 入浴施設 厨房・浴場の殺菌

（株）リーデンパウム遠野 岩手県遠野市

(株）ダイニチ 和歌山県

佐藤鉄工株式会社 富山県立山町

住友製薬愛媛バイオ工場 愛媛県新居浜市

鴻池メディカル 栃木県芳賀町 医療用具殺菌

DHC栗駒工場 宮城県栗駒町 化粧品・健康食品製造手洗い

㈲上川製作所 千葉県八千代市 製品洗浄・除菌

日立プラント建設㈱ 千葉県松戸市 松戸研究所
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