
サニタクリーン®シリーズ納品実績

■民間企業(416箇所)
（株）IHIビジネスサポート 株式会社コバヤシ 大豊建設株式会社 日研トータルソーシング株式会社 三井金属鉱業株式会社

アイシン精機株式会社 株式会社コトブキコーポレーション ダウ化工株式会社 株式会社日能研 三井住友海上火災保険株式会社

株式会社アーバンコミュニティ 株式会社小松製作所 ダウ・ケミカル日本株式会社 日経メディアマーケティング株式会社 三井住友建設株式会社

株式会社アイ･シー･ティー 株式会社コムドアーズ 高砂熱学工業株式会社 株式会社日産クリエイティブサービス 三井住友銀オートリース株式会社

旭化成株式会社 サーチファーム・ジャパン株式会社 タカセ株式会社 日商エレクトロニクス株式会社 三井生命保険株式会社

朝日スチール工業株式会社 埼玉日産自動車株式会社 タカタ株式会社 日清医療食品株式会社 三井物産株式会社

朝日生命キャピタル株式会社 株式会社さくら不動産 竹内金属箔粉工業株式会社 日清オイリオグループ株式会社 三井物産フィナンシャルサービス株式会社

味の素物流株式会社 佐世保中央病院 株式会社竹中工務店 ニッシン・トーア株式会社 三井不動産株式会社

あずさ監査法人 名古屋営業所 サトーパーツ株式会社 辰巳出版株式会社 ニッセイ信用保証株式会社 三井不動産ビルマネジメント株式会社

アステラス製薬株式会社 サニーヘルス株式会社 田辺製薬株式会社 日鉄環境プラントサービス株式会社 三菱重工業株式会社

アストモスエネルギー株式会社 株式会社SUMCO チェルシージャパン 日鉄パイプライン株式会社 三菱商事株式会社

株式会社アートネイチャー SUMCO TECHXIV株式会社 株式会社チャイルド本社 ニフティ株式会社 三菱伸銅株式会社

ALSOKビルサービス株式会社 三共ライフテック株式会社 中京テレビ放送株式会社 日本IBM株式会社 三菱電機システムサービス株式会社

イオンディライト株式会社 三光起業株式会社 中国電力株式会社 日本エア・リキード株式会社 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社

株式会社池袋サンシャインシティ 参天製薬株式会社 中小企業金融公庫 日本エリクソン株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行

いすゞ自動車株式会社 サントリー株式会社 中部国際空港株式会社 日本カードプロセシング株式会社 三菱UFJ証券株式会社

いすゞビル管理株式会社 サントリーアライド株式会社 中部電力株式会社 日本交通興業株式会社 三菱UFJ ニコス株式会社

泉警備保障株式会社 サントリーフーズ株式会社 中部日本電気ソフトウエア株式会社 日本銀行 株式会社ミロク情報サービス

株式会社伊勢丹 三洋電機株式会社 中部日本放送株式会社 日本軽金属株式会社 向井建設株式会社

イッツコミュニケーション株式会社 塩野義製薬株式会社 通信土木コンサルタント株式会社 日本電気株式会社 明治製菓株式会社

伊藤忠商事株式会社 シーメンス旭メディテック株式会社 株式会社TSUTAYA STOREホールディングス 日本毛織株式会社 明治乳業株式会社

伊藤忠テクノサイエンス株式会社 株式会社ジェイアール東日本物流 株式会社T＆Dホールディングス 日本興亜生命保険株式会社 明治安田生命保険相互会社

イトキン株式会社 株式会社J-WAVE 株式会社DNPファシリティサービス 日本工営株式会社 株式会社メトロコマース

株式会社ウィルコム JA共済連 TGウェルフェア株式会社 日本コムシス株式会社 メリルリンチ日本証券株式会社

AIGスター生命保険株式会社 JFE物流株式会社 帝国石油株式会社 日本歯科大学付属病院 メルテック株式会社

エイト精密工業株式会社 JX日鉱日石ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ株式会社 帝国繊維株式会社 日本製紙株式会社 株式会社モスフードサービス

AGCアメニテック株式会社 株式会社JTB 株式会社帝国ホテル 日本生命保険相互会社 森ビル株式会社

エス・ジー・信託銀行株式会社 JPモルガングループ 鉄道情報システム株式会社 日本総合住生活株式会社 安田倉庫株式会社

STマイクロエレクトロニクス株式会社 シェルケミカルズジャパン株式会社 株式会社デュプロ 日本たばこ産業株式会社 安田不動産株式会社

エドワーズライフサイエンス株式会社 株式会社静岡銀行 株式会社寺岡製作所 日本通運株式会社 矢作建設工業株式会社

NISグループ株式会社 静岡ゴム株式会社 テルウェルR＆Dサービスセンター 日本テレビ放送網株式会社 株式会社山形銀行

NECマグナスコミュニケーションズ株式会社 株式会社資生堂 テルウェル西日本株式会社 日本電気株式会社 山崎製パン株式会社

NECコンピューターテクノ株式会社 資生堂開発株式会社 株式会社テレビ朝日 日本トイザらス株式会社 株式会社ヤマタネ

NHK静岡放送局 資生堂物流サービス株式会社 株式会社テレビ金沢 日本トラスティ･サービス信託銀行 株式会社ヤマハミュージックエンターテインメントホールディングス

株式会社エヌジェーケー 株式会社ZIP-FM 株式会社テレビ新潟放送網 日本ハム株式会社 株式会社ヤマハミュージックメディア

NTT静岡株式会社 澁澤倉庫株式会社 電源開発株式会社 日本ペイント株式会社 郵船航空サービス株式会社

株式会社NTTデータ 株式会社島津製作所 株式会社電通 日本メドトロニック株式会社 株式会社ゆうちょ銀行

NTTデータソフィア株式会社 シヤチハタ株式会社 仙台支店 株式会社電通国際情報サービス 日本郵船株式会社 養命酒製造株式会社

NTTデータマネジメントサービス株式会社 首都高速道路株式会社 株式会社電通ファシリティマネジメント 農中情報システム株式会社 養老の瀧株式会社

NTTドコモ関西株式会社 株式会社ジュピターテレコム 株式会社電力計算センター 野村證券株式会社 横井醸造工業株式会社

株式会社NTTドコモ埼玉支店 順天堂東京江東高齢者医療センター 株式会社電力システムズ･インスティテュート 野村證券株式会社 山形支店 横河電機株式会社

恵比寿ガーデンプレイス株式会社 商工組合中央金庫 山形支店 東亜建設工業株式会社 野村不動産株式会社 横浜埠頭株式会社

株式会社エフエム東京 乗蓮寺 東映アニメーション株式会社 ハイアットリージェンシー東京 株式会社読売新聞東京本社

エルシーブイ株式会社 株式会社真栄産業 東栄不動産 株式会社 パイオニア株式会社 代々木倶楽部

応用地質株式会社 株式会社しんきんカード 東急建設株式会社 株式会社博報堂 リコーロジスティクス株式会社

オーシャン東九フェリー株式会社 新宿NSビル株式会社 株式会社東急コミュニティー 株式会社パシフィックソーワ 株式会社リクルート

オーストラリア・ニュージーランド銀行 新宿住友ビル管理株式会社 株式会社東急ストア 萬有製薬株式会社 理研ビタミン株式会社

大手町ファーストスクエア 新宿ワシントンホテル 株式会社東急百貨店 株式会社東日本銀行 株式会社リコー

株式会社大阪マルビル 株式会社新生銀行 東京海上日動火災保険株式会社 東日本高速道路株式会社 リコー三愛サービス株式会社

大野窪木総合法律事務所 新生紙パルプ商事株式会社 株式会社東京化学研究所 東日本旅客鉄道株式会社 理想科学工業株式会社

株式会社大林組 株式会社新日本 東京ガス株式会社 株式会社日立ビルシステム 株式会社りそな銀行

岡三証券 新日本建設株式会社 東京急行電鉄株式会社 日立マクセル株式会社 株式会社両国シティコア

沖電線株式会社 新日本石油株式会社 株式会社東京金融先物取引所 株式会社ビデオリサーチ 菱洋エレクトロ株式会社

小田急電鉄株式会社 新横浜プリンスホテル 東京計器株式会社 日野自動車工業株式会社 レセプションハウス名古屋逓信会館

小田急不動産株式会社 株式会社スカイパーフェクト･コミュニケーションズ 東京コカコーラボトリング株式会社 ヒビノ株式会社 株式会社ロッキング・オン

オリエンタル白石株式会社 スカパーJSAT株式会社 東京建物株式会社 株式会社ファインシンター 株式会社ワールド

オリックス株式会社 杉本電機産業株式会社 東京地下鉄株式会社 フィデリティ証券株式会社

オリックス・リビング株式会社 住商ビルマネジメント株式会社 東京電力株式会社 富国生命保険相互会社

オリックスレンテック株式会社 住信リース株式会社 東京東信用金庫 富士火災海上保険株式会社

オンキョー株式会社 住友信託銀行株式会社 株式会社東京放送 株式会社フジタ アスクル株式会社

花王株式会社 住友生命保険相互会社 東京洋傘株式会社 富士通株式会社 株式会社アヤハディオ

科研製薬株式会社 住友不動産株式会社 東芝コミュニケーションシステムサービス株式会社 富士通エフ･アイ･ピー株式会社 株式会社伊勢丹

カシオ計算機株式会社 住江織物株式会社 東新ビルディング株式会社 富士通YRP研修開発センター 株式会社井筒屋

片岡物産株式会社 株式会社すみや 株式会社東通 富士フィルムイメージテック株式会社 株式会社イデアインターナショナル

兼松グループ スルガ銀行株式会社 東宝株式会社 藤森工業株式会社 株式会社イトーヨーカ堂

株式会社カナデン 生化学工業株式会社 株式会社東北銀行 芙蓉総合リース株式会社 株式会社エンチョー

株式会社河北新報社 株式会社世界貿易センタービルディング 東北電力株式会社 プラザアセットマネジメント株式会社 株式会社小田急百貨店

カルピス株式会社 株式会社ゼネラル･プレス 東洋印刷株式会社 株式会社ブリヂストン 株式会社京王アートマン

神田通信株式会社 株式会社セノン 東横車輌電設株式会社 ブルームバーグ 株式会社さいか屋

関東鉄道株式会社 全労済情報センター トーマス･アンド･ベッツ･インターナショナル･インク ブルドッグソース株式会社 ジュピターショップチャンネル株式会社

関東郵便輸送株式会社 双日株式会社 株式会社徳祥 プロミス株式会社 STEILAR C.K.M株式会社

株式会社北日本銀行 ソニー株式会社 ドコモサービス株式会社 株式会社フロンティアコーヒー 株式会社西武百貨店

キャドバリージャパン株式会社 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 ドコモ・モバイル株式会社 平和産業株式会社 株式会社大地

キャノンカスタマーサポート（株） ソニーファシリティマネジメント株式会社 株式会社トステム 平和不動産株式会社 株式会社大丸

キヤノンシステムアンドサポート株式会社 ソニーマーケティング株式会社 戸田建設株式会社 株式会社ベネッセコーポレーション 株式会社髙島屋

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 ソフトバンク株式会社 富田製薬株式会社 ベルリッツ･ジャパン株式会社 株式会社ディノス

クオリカ株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 富山大建工業株式会社 北陸ダイケン株式会社 株式会社東急ハンズ

九段会館 ソントン食品工業株式会社 豊島株式会社 ホンダアールアンドデー太陽株式会社 株式会社東急百貨店

ＫＦＣホールディングス株式会社 株式会社損害保険ジャパン トヨタ記念病院 本田技研工業株式会社 株式会社東武百貨店

株式会社京王設備サービス 第一生命保険相互会社 豊田合成株式会社 株式会社マストレメディカル トステムビバ株式会社

株式会社京王プラザホテル 第一ホテル トヨタ自動車株式会社 株式会社松尾工務店 日本生活協同組合連合会

京成建設株式会社 大栄不動産株式会社 株式会社トヨタホームテクノ 松下電工株式会社 ホームセンタービバホーム

株式会社原子力エンジニアリング 株式会社ダイエーオーエムシー 株式会社永谷園 丸井産業株式会社 株式会社マイカル･サティ

株式会社神戸製鋼所 株式会社大京 中日本高速道路株式会社 横浜支社 丸紅情報システムズ株式会社 株式会社松屋

国際協力銀行 大建工業株式会社 ナブコシステム株式会社 三浦印刷株式会社 株式会社丸井

国際空港事業株式会社 大同生命保険株式会社 新潟サトーパーツ株式会社 株式会社三重電子計算センター 株式会社三越

国際ファッションセンター株式会社 大末建設株式会社 西豪州エル・エヌ・ジー輸入サービス株式会社 株式会社ミキモト 株式会社ユニドライブ

興国インテック株式会社 大日本印刷株式会社 西日本旅客鉄道株式会社 みずほ銀行 株式会社横浜岡田屋

株式会社興国ゴム 第百通信工業株式会社 西松建設株式会社 みずほ情報総研株式会社 ロイヤルホームセンター株式会社

コスモ石油ガス株式会社 株式会社ダイフィット ニスカ株式会社 みずほ総合研究所株式会社 株式会社ローソン

株式会社総合サービス
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■小売取扱(31箇所)


