
 納入実績納入実績納入実績納入実績（（（（順不同順不同順不同順不同・・・・敬称略敬称略敬称略敬称略）：）：）：）：    
 【【【【防衛省防衛省防衛省防衛省・・・・海上保安庁海上保安庁海上保安庁海上保安庁】】】】    海上自衛隊   全国  自衛隊横須賀病院  神奈川 航空自衛隊   全国  福岡自衛隊病院  福岡 陸上自衛隊   全国  防衛大学校  東京       舞鶴海上保安学校  京都  【【【【一般企業一般企業一般企業一般企業】】】】    アズワン㈱    大阪 阪九フェリー㈱   兵庫 和光純薬工業㈱   大阪 YKKAP㈱    兵庫 大日本住友製薬㈱ 愛媛工場  愛媛 住友重機械工業㈱   広島 本田技研工業㈱ 真岡工場  栃木 ㈱学習研究社   東京 富士通㈱    埼玉 ㈱チャイルド社   東京 日本電気㈱   千葉 サクラクレパス㈱   大阪 北越製紙㈱ 関東工場  千葉 ㈱みずほ銀行 各支店   埼玉 三菱鉛筆㈱   東京 ㈱三菱東京 UFJ 銀行 各支店  東京 ㈱リコー    東京 ㈱三井住友銀行 各支店  兵庫 ㈱タイトー    神奈川 永平寺    福井 三菱重工業㈱ 相模原製作所  神奈川 静岡ガス㈱    静岡 横河電子機器㈱   神奈川 大阪ガス㈱    大阪 東レ㈱    静岡 広島ガス㈱    広島 大同特殊鋼㈱   愛知 四国ガス㈱    香川 ㈱豊田自動織機   愛知 JA 茨城南    茨城 ダイハツ工業㈱   滋賀 JA 岡南    山口 ヤンマー㈱    滋賀 中国電力㈱   鳥取 ㈱島津製作所   京都 東日本電信電話㈱   千葉 松下電器産業㈱   京都 西日本旅客鉄道㈱   岡山 三菱自動車工業㈱ 京都工場  京都 西日本電信電話㈱   広島 シャープ㈱ 本社   大阪 大阪市中央卸売市場   大阪 積水ハウス㈱   大阪 （社）福岡県モーターボート競走会  福岡 ダイキン工業㈱   大阪 ㈱アクリフーズ   群馬 ㈱ダイヘン    大阪 サントリー㈱   千葉 大和ハウス工業㈱   大阪 ㈱神田静養軒   東京 松下電工㈱   大阪 富久娘酒造㈱   東京 三井住友 VISA カード   大阪 ㈱フードサプライジャスコ   東京 三菱電機㈱   大阪 ㈱イトーヨーカ堂   神奈川 川崎重工業㈱   兵庫 メルシャン㈱ 酒類研究所  神奈川 ㈱クボタ    兵庫 ㈱高島屋    大阪 ㈱神戸製鋼所   兵庫 ㈱サンマルク 研修センター  岡山 三洋電機㈱   兵庫 三井農林㈱   広島 神東塗料㈱   兵庫 ㈱加ト吉    香川 ㈱日本触媒   兵庫 敷島製パン㈱ 利根工場  千葉 ㈱まもかーる 相模原店  神奈川 ㈱新笠戸ドック   山口 東北ニプロ製薬㈱   福島 ㈱美幸軒    神奈川 ㈱ツムラ 茨城工場   茨城 明治製菓㈱ 食料健康総合研究所 埼玉 トヨタ自動車㈱ 衣浦工場  愛知 富士通㈱ 沼津工場   静岡 ㈱朝日新聞社 東京本社  東京  【【【【保育所保育所保育所保育所】】】】    公立保育所   全国 泉佐野市立保育所   大阪 私立保育園   全国 藤井寺市立保育所   大阪 公立、私立幼稚園   全国 能勢町立保育所   大阪 札幌市立保育園   北海道 箕面市立保育所   大阪 稲城市立保育園   東京 明石市立各保育所   兵庫 荒川区立保育園   東京 神戸市立保育所   兵庫 浜松市立保育園   静岡 姫路市立保育所   兵庫 大山崎町立保育所   京都 伊丹市保育所   兵庫 



大阪市立保育所   大阪 香寺町立保育園   兵庫 茨木市立保育所   大阪 高砂市立保育所   兵庫 羽曳野市立保育所   大阪 尼崎市立保育所   兵庫 貝塚市立保育所   大阪 奈良市立保育園   奈良 堺市立保育所   大阪 橋本市立各保育所   和歌山  【【【【小学校小学校小学校小学校】】】】    札幌市立小学校   北海道 高槻市立各小学校   大阪 川口市立小学校   埼玉 豊中市立小学校   大阪 さいたま市立小学校   埼玉 東大阪市立小学校   大阪 春日部市立小学校   埼玉 明石市立小学校   兵庫 深谷市立小学校   埼玉 尼崎市立小学校   兵庫 日野市立小学校   埼玉 加古川市立小学校   兵庫 柏市立小学校   埼玉 神戸市立小学校   兵庫 市川市立小学校   千葉 高砂市立各小学校   兵庫 野田市立小学校   千葉 たつの市立各小学校   兵庫 江東区立各小学校   東京 姫路市立小学校   兵庫 東村山市立小学校   東京 香寺町立小学校   兵庫 町田市立小学校   東京 佐用町立小学校   兵庫 港区立小学校   東京 西宮市立小学校   兵庫 国分寺市立小学校   東京 岡山市立小学校   岡山 小金井市立小学校   東京 倉敷市立小学校   岡山 小平市立小学校   東京 津山市立小学校   岡山 八王子市立小学校   東京 美作市立小学校   岡山 北区立小学校   東京 久世町立小学校   岡山 練馬区立小学校   東京 福山市立小学校   広島 松田町立小学校   神奈川 阿東町立小学校   山口 横浜市立小学校   神奈川 長門市立小学校   山口 柏崎市立小学校   新潟 徳島市立各小学校   徳島 湖西市立各小学校   静岡 今治市立小学校   愛媛 蒲原東小学校   静岡 いの町立小学校   高知 小坂井町立各小学校   愛知 高知市立各小学校   高知 高浜市立各小学校   愛知 土佐山田町立小学校   高知 名古屋市立各小学校   愛知 中土佐町立小学校   高知 四日市市立各小学校   三重 久留米市立各小学校   福岡 白山市立小学校   石川 椎田町立小学校   福岡 宇治市立小学校   京都 北九州市立小学校   福岡 加茂町立小学校   京都 小城市立小学校   佐賀 京都市立小学校   京都 鳥栖市立小学校   佐賀 精華町立小学校   京都 佐賀市立小学校   佐賀 福知山市立小学校   京都 長崎市立小学校   長崎 茨木市立小学校   大阪 長与町立小学校   長崎 大阪市立小学校   大阪 武雄市立小学校   長崎 門真市立各小学校   大阪 津久見市立小学校   大分 岸和田市立小学校   大阪 別府市立小学校   大分 堺市立小学校   大阪 菊池市立小学校   熊本 吹田市立小学校   大阪 熊本市立各小学校   熊本 高石市立小学校   大阪 筑紫野市立各小学校   福岡  【【【【中学校中学校中学校中学校】】】】    さいたま市立中学校   埼玉 加古川市立中学校   兵庫 江東区立中学校   東京 姫路市立中学校   兵庫 小金井市立中学校   東京 岡山市立中学校   岡山 静岡市立中学校   静岡  【【【【高等学校高等学校高等学校高等学校】】】】    埼玉県立大宮商業高校  埼玉 姫路市立飾磨高校   兵庫 東和大付属昌平高校   埼玉 岡山白陵高校   岡山 千葉県立佐倉東高校   千葉 尾道高校    広島 国立木更津工業高等専門学校  千葉 高知県立須崎高校   高知 



京都府立各高校   京都 佐賀県立各高校   佐賀 大阪府立各高校   大阪 向陽高校    長崎 大阪市立中央高校   大阪 長崎県立大村城南高校  長崎 兵庫県立各高校   兵庫 熊本県立熊本工業高校  熊本 白陵高等学校   兵庫 長崎県立国見高校   長崎  【【【【大学大学大学大学】】】】    創価大学    東京 英知大学    大阪 国立大学法人東京医科歯科大学 東京 近畿大学    大阪 東邦大学    東京 摂南大学    大阪 聖マリアンナ医科大学   神奈川 国立大学法人神戸大学  兵庫 名城大学    愛知 兵庫県立農業大学校   兵庫 京都橘女子大学   京都 広島国際大学   広島 国立大学法人大阪大学  大阪  【【【【各種学校各種学校各種学校各種学校】】】】    栃木県立盲学校   栃木 大阪市立聾学校   大阪 東京都立王子養護学校  東京 兵庫県立盲学校   兵庫 東京都立光明養護学校  東京 姫路市立書写養護学校  兵庫 東京都立小平養護学校  東京 兵庫県立姫路養護学校  兵庫 東京都立多摩養護学校  東京 兵庫県立姫路聾学校   兵庫 愛知県立一宮養護学校  愛知 長崎県立島原養護学校  長崎 京都府立聾学校   京都 熊本県立熊本養護学校  熊本 大阪市立盲学校   大阪 宮崎県立延岡養護学校  宮崎 大阪市立生野養護学校  大阪 宮崎県立延岡ろう学校  宮崎 大阪府立佐野養護学校  大阪 東京都立青梅東養護学校  東京  【【【【給食施設給食施設給食施設給食施設】】】】    東久留米給食センター   東京 羽曳野学校給食センター  大阪 ㈱ファーストフーズ   京都 大阪富田林市学校給食センター  大阪 山陽給食㈱   兵庫 天美南学校給食センター  大阪 ハリマ給食㈱   兵庫 太子町学校給食センター  大阪 ㈲ひでかつ給食   兵庫 加古川市老人給食サービス  兵庫 富津市天羽共同調理場  千葉 志方給食センター   兵庫 国立市第二学校給食センター  東京 波賀町学校給食センター  兵庫 御前崎市給食センター   静岡 ふれあい給食野里支部  兵庫 西春町学校給食センター  愛知 山陽町学校給食センター  岡山 平田給食センター   三重 伊万里西部給食センター  佐賀 北勢学校給食センター   三重 山内町給食センター   長崎 甲南町学校給食センター  滋賀 合志町給食センター   熊本 福知山市学校給食センター  京都 加治木町給食センター   鹿児島 藤井寺市柏原市学校給食センター 大阪 多可町八千代給食センター  兵庫 柏崎市中央給食センター  新潟 豆酸学校給食共同調理場  長崎 水俣市学校給食センター  熊本  【【【【受刑施設受刑施設受刑施設受刑施設】】】】    月形刑務所   北海道 関東医療少年院   東京 静岡刑務所   静岡 大津少年鑑別所   滋賀 三重刑務所   三重 浪速少年院   大阪 徳島刑務所   徳島 彦根拘置所   滋賀 長崎刑務所   長崎 佐賀少年刑務所   佐賀 福岡刑務所   福岡   【【【【自治体自治体自治体自治体】】】】    奈良市    奈良 香寺町    兵庫 兵庫県庁    兵庫 太子町    兵庫 姫路市    兵庫 御津町    兵庫 神崎町    兵庫 下関市    山口  【【【【養護施設養護施設養護施設養護施設】】】】    



児童養護施設   全国 授産施設    全国  【【【【公共施設公共施設公共施設公共施設】】】】    東京消防庁   東京 姫路市環境衛生研究所  兵庫 茨木市青少年野外センター  大阪 姫路市防災センター   兵庫 箕面市立青少年教学の森  大阪 姫路市立総合福祉通園センター  兵庫 尼崎市クリーンセンター   兵庫 姫路市立星の子館   兵庫 独立行政法人科学技術振興機構 兵庫 道の駅南波賀   兵庫 播磨科学公園都市施設（スプリング 8） 兵庫 蒲郡市競艇事業部   愛知  【【【【ホテルホテルホテルホテル・・・・旅館旅館旅館旅館】】】】    ラマダホテル札幌   北海道 都ホテル大阪   大阪 成田全日空ホテル   千葉 リーガホテルアルザ泉大津  大阪 ホテルメトロポリタンエドモント  東京 有馬御苑    兵庫 ジャンボクラブ芦ノ湖   神奈川 ㈱奥城崎シーサイドホテル  兵庫 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 神奈川 銀波荘本館   兵庫 国民宿舎浜名湖かんざんじ荘  静岡 ホテルオークラ神戸   兵庫 ザ・プラトンホテル   三重 ホテル杉の湯   奈良 新・都ホテル   京都 コガノイベイホテル   和歌山 天王寺都ホテル   大阪 国民年金保養センターかんざき  佐賀 ホテルクライトン新大阪   大阪 京都ホテルオークラ   京都 からすま京都ホテル   京都  【【【【飲食店飲食店飲食店飲食店・・・・サーサーサーサービスビスビスビス業業業業】】】】    あっぱれ讃岐チェーン（うどん）  全国 ㈱横浜桂林   神奈川 カレーハウスサンマルコチェーン  全国 鈴鹿サーキット売店   三重 とんでんチェーン   関東 住吉大社吉祥殿   大阪 ヨークマート各店   関東 ほっかほっか亭チェーン   山口 岸和田グランドホール   大阪  【【【【老人施設老人施設老人施設老人施設】】】】    特別養護老人ホーム   全国 介護老人保健施設   全国 老人ホーム    全国 デイサービス    全国  【【【【病院病院病院病院】】】】    北里メディカルセンター病院  埼玉 国立近畿中央胸部疾患センター  大阪 国立がんセンター   東京 大阪大学病院   大阪 東京医大八王子医療センター  東京 PL病院    大阪 中部ろうさい病院   愛知 関西労災病院   兵庫 岐阜県立下呂温泉病院  岐阜 相生市民病院   兵庫 滋賀県立成人病センター  滋賀 県立総合リハビリテーションセンター  兵庫 宇陀市立病院   京都 高砂市民病院   兵庫 国立病院機構舞鶴医療センター  京都 たつの市立御津病院   兵庫 東山武田病院   京都 公立丹南病院   兵庫 大阪府立羽曳野病院   大阪 兵庫県立柏原病院   兵庫 大阪市立北市民病院   大阪 神戸市総合療育センター  兵庫 国立循環器病センター   大阪 姫路赤十字病院   兵庫 大阪市立長吉総合病院  大阪 国立病院機構奈良病院  奈良 大阪赤十字病院   大阪 尾道市民病院   広島 東京警察病院   東京 埼玉医科大学国際医療センター  埼玉 三井記念病院   東京  （その他、全国各地に多数取引先あり）   


