
サニタクリーン®シリーズ納品実績

青戸第一公団住宅自治会 ダイアパレス川崎 ライオンズガーデン谷津フレグランスヒル ライオンズマンション清水谷公園 洗心保育園

赤堤3丁目自治会 ダイアパレスコータコート自治会 ライオンズガーデン都立家政 ライオンズマンション庄内緑地公園 待鳳保育園

アールヴェール町田森野自治会 タウンハウス貝取－２住宅管理組合 ライオンズガーデン仲池上 ライオンズマンション静修学園通 秩父市教育委員会

赤坂氷川町パークマンション 鷹栖町南町会 ライオンズガーデン鳴海 ライオンズマンション大府柊山 中央大学付属高校

芦花公園プレスティージュ管理組合 竹美住宅自治会 ライオンズガーデン練馬南 ライオンズマンション高槻別所 中部大学

アソシアード神宮東 忠生中央町内会 ライオンズガーデンB北千住 ライオンズマンション田畑不動産 つくし保育園

アトラス江戸川アパートメント自主防災会 多摩川住宅二棟団地管理組合法人 ライオンズガーデンB越谷SP ライオンズマンション知事公園前 筑波大学付属中学校

池之端ハイマンション管理組合 中銀ライフ白井 ライオンズガーデンB千歳船橋 ライオンズマンション豊田栄町 大東文化大学

稲毛高浜南団地 弦巻町会防災部 ライオンズガーデンB本牧 ライオンズマンション中津 テマリ第２保育園

入船西エステート自治会 Dグラフォート盛岡駅前タワーズ ライオンズガーデンB南砂アクアパーク ライオンズマンション中野中央 東江幼稚園

ヴィ・シティ草加自治会 Dグランディア仙台五橋管理組合 ライオンズガーデン東別院 ライオンズマンション春岡壱番館･弐番館 東京育成園

ウィスティリアヒルズ戸塚 寺前町内会館 ライオンズガーデン幕張プラザ ライオンズマンション富士見町 東京家政大学

ヴィンテージ熱海桃山管理組合 東急ドエルアルス鎌倉植木 ライオンズガーデン町屋アクアステージ ライオンズマンション船堀 東京大学

植田北住宅管理棟 東京マスタープレイス ライオンズガーデン御影 ライオンズマンション松戸みのり台 東京都小山児童学園

ウェリスガーデン千葉みなと公園 東郷防災会 ライオンズガーデン瑞穂通 ライオンズマンション南長崎 東京都立葛飾養護学校

海風の街自治会 藤和ライブタウン日吉管理室 ライオンズガーデン武蔵新城 ライオンズマンション武蔵浦和フレシア 東京むさしが丘学園

エクステ大倉山Ｂ棟 都営中延6丁目アパート自治会 ライオンズガーデン六番 ライオンズマンション武蔵新城緑園の街壱番館 豊島区立駒込第三保育園

エステート聖ヶ丘-２-東団地管理組合 都営八潮48号棟自治会 ライオンズ鵠沼 ライオンズマンション矢田東 富岳保育園

LA別所沼公園 戸塚芙蓉ハイツ A1号棟 ライオンズクラルテ大曽根 ライオンズマンション山鼻 豊洲保育園

追浜2丁目天神アパート自治会 豊ヶ丘2-1住宅管理組合 ライオンズグローペル京王永山 ライオンズマンション横浜元町 奈良女子大学

大田区商店街連合会 なぎさニュータウン管理組合 ライオンズシティ江坂 ライブタウン白楽 日本歯科大学

大坪住環第二町内会 西大島住宅自治会 ライオンズシティ不動前 リジェ白金長者丸 日本私立学校振興・共済事業団

御前谷町内会 西国分寺ゆかり弐番街 ライオンズシティ本所吾妻橋 リビオ宮崎台コンフォーティア 日本大学桜丘高校

ガーデンコート曽我管理組合 西東京市田無町第二区町内会 ライオンズシティ丸の内 ルネ神楽坂 日本大学第二中学・高校

柏ハイライズ自主防災組織 NICアーバンハイム ライオンズシティ武蔵中原 レーヴェンリヴァーレ府中の森公園 日本橋女学館

片田自治会 ネアポリス湘南管理組合 ライオンズスクエア立川レジデンス レクセルガーデン新浦安 野方さくら保育園

勝どきザ・タワー ネオコープ生麦 ライオンズスクエア鶴見緑地 和歌山県神谷区自主防災会 のぞみ幼稚園

金町第二団地自治会 根津山会防災本部 ライオンズステージ亀戸中央公園 東大島駅前保育園

上小松町会 野沢三丁目地域防災部 ライオンズステージ刈谷 東戸越保育園

上星川ガーデンコート 野沢二丁目町会防災部 ライオンズステージ関内メダリオン ひこばえ幼稚園

川崎重工業新浦安社宅自治会 パークアリーナ自治会 ライオンズステージ甲子園口 愛光保育園 ヒコ･みづのジュエリーカレッジ大阪校

象潟町自主防災組織連絡協議会 パークシティ光が丘防災会 ライオンズステージ小平 あおば保育園 広尾上宮保育園

木曽住宅ト号棟管理組合防災団 パークハイム横浜山手管理事務所 ライオンズステージ志木 青森県立三本木農業高校 福澤保育センター

北沢2丁目協和会防災部 ハイホーム南大井自治会 ライオンズステージ仙台堀川公園 青森県立青森北高校 藤井保育園

銀座五丁目東町会 東鷲宮駅前通り自治会 ライオンズステージセントワーフ横濱 足立区内保育園55箇所 二葉学園

銀座八丁目町会 ひとりが丘団地自治会 ライオンズステージ根岸 足立若葉保育園 二葉くすのき保育園

クイーンズガーデン フェアヒルズ南大沢 防災部会 ライオンズステージ東戸塚 あらや保育園 双葉保育園

グランアルト天神タワー 富士市銀座町区防災会 ライオンズステージ伏見 糸魚川白嶺高校 ブリティッシュスクールイン東京

グランアルト福住 二俣川ニュータウン第二町内会 ライオンズステージ富士見台 エクスアン一橋学園 文化女子大学附属杉並中学校・高等学校

グラン・コート浜野Ⅱ プランヴェール横須賀 ライオンズステージ府中シティタワー 江戸川女子中学・高等学校 法政大学第一中学・高校

グラン・コート東習志野 プラウドフラット月島 ライオンズステージ四谷津の守坂 大泉双葉幼稚園 法政大学中高等学校

グリーンタウン小金井防災会 プリムローズ王子飛鳥山 ライオンズステーションプラザ上飯田 大阪市立大学 みつばち保育園

グリーンヒル西葛西管理組合 プレアデス中丸子 ライオンズステーションプラザ栗原 大妻学院多摩校 武蔵野市国際交流協会

クレアール東芝 ペアシティ花房山 ライオンズステーションプラザ白井 小野学園 明星学園中学校

黒川町内会 ベルデ中野江古田 ライオンズステーションプラザ中央林間 オリンピア保育園 めぐみ第二保育園

クロスフォート玉川上水マンション 方南二丁目町会 ライオンズステーションプラザ鶴間 開智学園 やまばと学園

県営稲葉地第2住宅自治会 町田市アールヴェール町田森野自治会 ライオンズステーションプラザ根岸ベイアーク 学習院大学 横浜雙葉小学校

県ドリームハイツ自治会 松葉町地域ふるさと協議会 ライオンズステーションプラザ横濱仲町台 かしのき保育園 陸上自衛隊武器学校

麹町5丁目町会 松風園ハイツ管理事務所 ライオンズステーションプラザ横濱プリマゾーナ 金沢大学 労働大学校

向陽台賃貸住宅自治会 三崎町町会 ライオンズステージ蕨 カリタス女子中学・高校 わらべ保育園

コート市ヶ谷管理組合 三郷市さつき平自治会自主防災会 ライオンズタワー葵 岐阜県上宝村高校総体

コスモ小竹向原管理組合 三鷹商工会 ライオンズタワー上尾 国立保育園

コスモ綱島グランステージ 南桜井大蔵屋住宅自治会 ライオンズタワー大島 熊本県菊池市高校総体

コスモ鶴見岸谷公園管理事務室 南新宿町会 ライオンズタワー五反田 慶應義塾普通部

コスモ豊島園 南砂町グリーンハイツ町内会 ライオンズタワー竹の塚ガーデン 県立所沢北高校

コスモふじみ野管理組合 南台ヒルズ管理組合法人 ライオンズ等々力 県立長野高校

サウザントシティ自治会 美浜16自治会 ライオンズプラザ中央林間 江東区白河かもめ保育園

桜上水5丁目自治会防災区民組織 三春町6丁目町内会 ライオンズプラザ西葛西管理組合 光明第五保育園

桜上水4丁目町会防災対策委員会 宮下荘 ライオンズプラザ西立川駅 光明第四保育園

THE TOKYO TOWERS 宮前町自治会 ライオンズプラザ初台グランフォード 国際基督教大学付属高校

ザ・フォレストレジデンス共有棟 ムーンアイランドタワー管理組合 ライオンズプラザ平安通 国際武道大学

サンヴェール日限山自治会 武蔵野緑町パークタウン自治会 ライオンズプラザ三河安城 国立音楽大学

サンクタスヴィレッジ軽井沢 目白ガーデニア管理組合 ライオンズマンション明石相生町 こじか保育園

サンライズ東照宮 メゾン井上 ライオンズマンション朝霞栄町 埼玉医科大学

塩浜一丁目公社自治会 メトロハイツ東陽自治会 ライオンズマンション姐原ヒルズ さくらんぼ保育園

四季の香 弐番街自治会 柳作町内会 ライオンズマンションEL白金 産業能率大学

静岡市南町二区町内会 八潮西自治会 ライオンズマンション稲毛宮野木防災会 サンタマリアインターナショナルスクール

シティハイツ車町自治会 横浜キャナルスクエア ライオンズマンション茨城ヒルズ しいの実保育園

シャルム南砂町管理組合 横浜市ひかりが丘団地 ライオンズマンション大垣公園 自治大学校

シャンボール第二荒町 横浜市峰沢町岡沢町自治会 ライオンズマンション大濠パークサイド 芝学園

湘南鷹取5丁目自治会 吉川団地自治会 ライオンズマンション大森 上水保育園

湘南鷹取4丁目自治会 ライオンズヴィアーレ浦和弐番館 ライオンズマンション荻窪グラン･フォート 白根学園

湘南鷹取6丁目自治会 ライオンズヴィアーレ北綾瀬弐番館 ライオンズマンション金山第3 白百合学園

常和高輪ビル管理室 ライオンズヴィアーレ港北ニュータウン ライオンズマンション蟹江本町 白金幼稚園

白金台マンション防災会 ライオンズヴィアーレ横浜壱番館 ライオンズマンション鎌倉 昭和女子大学

代沢中町会 ライオンズガーデン芦屋西 ライオンズマンション川越シティ 女子美術大学

代田南町会防災部 ライオンズガーデン一社 ライオンズマンション木幡城南 杉並区立高井戸保育園

新川一丁目東町会 ライオンズガーデン稲沢イーストウイング ライオンズマンション岐阜公園 砂町保育園

新川町自治会 ライオンズガーデン稲沢ウエストウイング ライオンズマンション岐阜シティ第2 墨田区八広小学校

ThinkPark Tower管理組合 ライオンズガーデン鏑木町 ライオンズマンション甲子園ラルジュ弐番館 精華小学校

スカイフロントタワー川口 ライオンズガーデン亀有 ライオンズマンション鴻池新田 聖心女子大学

杉並区高井戸東1丁目アパート自治会 ライオンズガーデン北習志野 ライオンズマンション沢ノ町 晴光学院

ステージ21磯子管理組合 ライオンズガーデン城東 ライオンズマンション三軒茶屋 聖心保育園

成城エコハイツ自治会 ライオンズガーデン千里丘 ライオンズマンションシエルタワーヨコハマ 税務大学校

■自治会･マンション管理組合(279箇所) ※2021年3月現在　五十音順　敬称略

■教育機関(104箇所)

株式会社総合サービス


