
平成２９年8月１日現在

No 支　部　名 会　　　　社　　　　名 認　　定　　工　　場　　名
1  北海道支部 株式会社 エンパイアー　 千歳支店第一工場
2 株式会社 エンパイアー　 石狩工場
3 東 北 支 部 株式会社 日高リネンサプライ 本社工場
4 株式会社 いんべリネンサプライ 本社工場
5 株式会社 東洋社 リネンサプライ工場
6 ＪＲ東日本リネン 株式会社 仙台工場
7 株式会社 同仁社　 伊達第１・第２工場
8 株式会社 同仁社 郡山工場
9 株式会社 東北たまがわ 本社工場

10 白石クリーニング 協同組合
11 関 東 支 部 株式会社 べネック　 関東支店
12 東京航空クリ－ニング 株式会社 芝山工場
13 株式会社 白洋舍　 リネンサプライ相模事業所　
14 株式会社 白洋舍　 ユニフォームレンタル横浜事業所
15 株式会社 白洋舍　 リネンサプライ千葉事業所　
16 株式会社 旅館ランドリ－ 川崎事業所
17 株式会社 巴屋 リネンサプライ事業部松本工場
18 株式会社 巴屋　 リネンサプライ事業部入間工場
19 株式会社 新潟県厚生事業協同公社 本社リネン工場
20 株式会社 新潟県厚生事業協同公社 上越リネン工場
21 日商リネンサプライ 株式会社 本社工場
22 株式会社 白興 川口工場
23 株式会社 白興 守谷工場
24 株式会社 白興　 三郷工場
25 株式会社 白興 日高工場
26 株式会社 潮来ハッコウ　 潮来工場
27 株式会社 潮来ハッコウ　 千葉工場
28 株式会社 テーオーリネンサプライ　 厚木工場
29 国際クリーニング 株式会社　 大森リネン工場
30 東急リネン・サプライ 株式会社 千葉工場
31 株式会社 渡辺リネン　 長岡工場
32 株式会社 渡辺リネン 新潟工場
33 株式会社 渡辺リネン 前川工場
34 共同リネンサプライ 株式会社 茨城工場
35 共同リネンサプライ 株式会社 下丸子工場
36 株式会社 ワゴーリネン 佐々木工場
37 エヌテーアクアツインズ 株式会社 波崎工場
38 株式会社 クリーンライフヤマシタ 南関東事業部第一工場
39 株式会社 クリーンライフヤマシタ 南関東事業部第二工場
40 有限会社 旅館ランドリー町田　　 本社工場
41 有限会社 栃木ハッコウ 栃木工場
42 東洋リネンサプライ 株式会社 千葉事業所
43 株式会社 玉川繊維工業所 群馬事業所
44 株式会社 プリンスホテルリネンサプライ
45 ＪＲ東日本リネン 株式会社 埼玉工場
46 甲神静支部 株式会社 モガワ　 本社リネン工場
47 株式会社 モガワ　 沼津工場
48 株式会社 レンティック中部　 浜松工場
49 株式会社 伊豆リネンサプライ　 本社工場
50 株式会社 ヤマシタコーポレーション　 静岡第一工場
51 株式会社 ヤマシタコーポレーション　 御殿場工場
52 東 海 支 部 株式会社 白清舎　 本社工場
53 新日本ウエックス 株式会社　 本社・木場工場
54 新日本ウエックス 株式会社　 堤工場
55 白洋舍栄リネンサプライ 株式会社 本社工場
56 株式会社 ヤマシタコーポレーション　 三重工場
57 近 畿 支 部 鉄道リネンサービス 株式会社　 向日町工場
58 綿久リネン 株式会社　 近畿支店
59 東洋リビングサ－ビス 株式会社 尼崎工場
60 株式会社 有馬リネンサプライ　 本社工場
61 株式会社 ＭＬＳ　 本社工場
62 日商リネンサプライ 株式会社 本社工場
63 シキボウリネン 株式会社 本社１工場
64 株式会社 白洋舍 ユニフォームレンタル西部事業所明石工場
65 共同リネンサプライ 株式会社 十三工場
66 中 国 支 部 日本基準寝具 株式会社 本社工場
67 株式会社 ジェイアール西日本リネン　 岡山支店
68 株式会社 トーカイ　　 岡山工場
69 四 国 支 部 株式会社 トーカイ　 第３工場
70 東邦セールス 株式会社　 リネンサプライ第２工場
71 道後リネンサプライ 株式会社 愛媛工場
72 有限会社　松山サービス 本社工場
73 九 州 支 部 南九イリョー 株式会社　 姶良工場
74 玉屋リネンサービス 株式会社 本社工場
75 有限会社 ニューラッキーランドリー 石川工場
76 一ツ葉リネンサプライ 株式会社

注）会社名欄は、各支部における認定証を交付した会社の順番としています。

衛生基準認定制度における認定工場一覧表　


