
            嘔吐物凝固剤 / 次亜塩素水 導入実績    2019.11 現在（導入順） 

鉄道会社 

・東日本旅客鉄道株式会社（東京 / 神奈川 / 千葉 / 埼玉 / 山梨 / 茨木 / 秋田県内各駅） 

・ひたちなか海浜鉄道株式会社（茨城）            ・埼玉新都市交通株式会社（埼玉） 

・野岩鉄道株式会社（長野）                 ・株式会社横浜シーサイドライン（神奈川） 

・くま川鉄道株式会社（熊本）                ・三岐鉄道株式会社（三重） 

・明知鉄道株式会社（岐阜県）                ・えちごトキめき鉄道株式会社（新潟） 

・横浜高速鉄道株式会社（神奈川）              ・横浜市交通局 横浜市営地下鉄（神奈川） 

・ＪＲ東海グループ 株式会社東海交通事業（愛知県）     ・信楽高原鉄道株式会社（滋賀） 

・仙台空港鉄道株式会社（宮城県） 

 

航空会社 

・アイベックスエアラインズ株式会社（宮城） 

 

バス会社 

・はな交通株式会社（北海道）                  ・有限会社アオヤナギ観光（北海道） 

・日本高速運輸株式会社（岩手）                ・山峡交通株式会社（新潟）  

・アルピコ交通株式会社（長野）                 ・エース観光有限会社（長野） 

・株式会社葵交通（長野）                     ・有限会社やまびこ（長野）   

・茅野バス観光株式会社（長野）                ・マルハ交通株式会社（茨城）  

・伸和観光株式会社（千葉）                      ・有限会社武井観光（千葉） 

・株式会社相鉄バス（神奈川）                  ・有限会社丹沢交通（神奈川） 

・株式会社日伸交通（神奈川）                 ・ミヤコバス株式会社（神奈川） 

・レスクル株式会社（愛知）                      ・中部観光株式会社（富山） 

・東都観光バス株式会社（東京 / 神奈川 / 千葉 / 埼玉 / 福島） ・札幌観光バス株式会社（北海道） 

・日の丸自動車興業株式会社（東京 / 神奈川 / 千葉）           ・株式会社旭川交通（北海道） 

・長野観光バス株式会社（長野）                               ・総合観光バス株式会社（東京） 

・入間中央交通株式会社（埼玉）                               ・西日本ジェイアールバス株式会社（大阪） 

 

消防署 

 ・伊勢原市消防署本署（神奈川）               ・横須賀市消防局（神奈川） 

 ・葉山町消防署（神奈川）                  ・藤沢市消防本部（神奈川） 



幼稚園 / 保育園 

・上白根幼稚園             ・横浜昭和幼稚園         ・かおり幼稚園   

・横浜女子短期大学付属幼稚園      ・金沢愛児園           ・こすもす幼稚園 

・聖徳保育園              ・ニューライフ幼稚園       ・冨士見幼稚園  

・桂幼稚園               ・かもめ幼稚園          ・ニツ橋愛隣幼稚園  

・桜ヶ丘幼稚園             ・戸塚第二幼稚園         ・平戸幼稚園 

・やよいヶ丘幼稚園           ・聖母幼稚園和          ・光幼稚園 

・さゆり幼稚園             ・アソカ幼稚園          ・戸部幼稚園 

・鶴見ルーナ保育園           ・森のルーナ保育園        ・星川ルーナ保育園  

・霞台保育園              ・峰岡幼稚園           ・森村学園幼稚園 

・玉泉寺幼稚園             ・別所保育園           ・六ッ川みどり保育園  

・横浜六ッ川保育園           ・明徳乳児保育所         ・渋谷保育園 

・浅田幼稚園              ・大庭城山幼稚園         ・聖ミカエル学院幼稚園  

・三笠幼稚園              ・田浦幼稚園           ・座間孝道幼稚園 

・鎌倉幼稚舎幼稚園           ・どれみ幼稚園          ・おひさま保育室    

・学童あおぞら             ・学童ひまわり          ・こひつじ幼稚園   

・東京昭和幼稚園            ・さつき保育園          ・足立区立東保木間保育園 

・進幼稚園               ・木内鳩の家幼稚園        ・木曽保育園    

・目白が丘幼稚園            ・並木幼稚園           ・中江幼稚園    

・慈光幼稚園              ・けやきの森保育園        ・上の原保育園  

・キートスチャイルドケア（みつわ台園 / 新田町園 / 美郷台園 / 新千葉園） 

・はらのこ原幼稚園           ・城山わかば幼稚園        ・ひばりっこクラブ    

・認定こども園いのやま         ・相模女子大学幼稚部       ・上ノ原幼稚園 

・東洋英和女学院大学付属かえで幼稚園  ・小学館アカデミーまいた保育園  ・梅の木保育園 

・日野保育園              ・たけのこ永田東保育園      ・横浜れんげ幼稚園 

・神奈川幼稚園             ・のびのび野庭園                                  

 

 

 



企業、健保組合 / 宿泊施設 / 介護、福祉施設 

・みずほ健康保険組合（東京）              ・ジャパンウエルネス株式会社（東京）          

・日動総合管理株式会社（東京）             ・横浜貿易建物株式会社（神奈川） 

・株式会社帝国理化（東京）               ・株式会社日立ＬＧデータストレージ（東京）   

・国際ビルサービス株式会社（神奈川）          ・ネットチャート株式会社（神奈川） 

・株式会社東海リンレイ（神奈川）            ・株式会社ウチダシステムズ（神奈川） 

・富士興業株式会社（神奈川）              ・株式会社徳永ビル（神奈川） 

・株式会社シグナル（広島）               ・有限会社トライアド（東京） 

・株式会社ライシーアムジャパン（東京）         ・デンソー工業株式会社（神奈川） 

・株式会社ワイシーシーデータサービス（神奈川）     ・株式会社ハングリータイガー（神奈川） 

・株式会社イースタンホテル（栃木）           ・株式会社タウンホテル（東京）              

・株式会社ビスタホテルマネジメント（東京）       ・茨木県立鹿島サッカースタジアム（茨城） 

・ルスツリゾート（北海道）               ・サントピアワールド（新潟） 

・ピアザララルーチェ（新潟）              ・アルペンドルフ白樺（長野） 

・社会福祉法人神港園（兵庫）                            ・社会福祉法人遠州中央福祉会（静岡） 

・アミカの郷志木（埼玉）                                ・デイサービスふれんず（神奈川）  

・有限会社トライアド（東京）                            ・特別養護老人ホーム水の郷（神奈川） 

・青葉メゾン（神奈川）                                  ・多機能ホームいなほ（北海道）     

・株式会社シグナル（広島）                              ・ライフケアデザイン株式会社（東京） 

・株式会社ＹＳナーシング（神奈川）                      ・グッドタイムホームさくら台（東京） 

・株式会社メディプラス（神奈川）                        ・ぴあはーと市ヶ尾（神奈川） 

・グローブシップ株式会社（東京）            ・株式会社マルキ（神奈川） 

・はまっこふれあいスクール（神奈川）          ・磯風の謡デイサービスセンター（神奈川） 

・アキ循環器・血管外科クリニック（埼玉）        ・愛の郷デイサービス中村橋（神奈川） 

・中途障害者地域活動センターフレンズ南（神奈川）    ・藤棚地区センター（神奈川） 

・中途障害者地域活動センター港北根っこの会（神奈川）   ・末吉地区センター（神奈川） 

・中途障害者地域活動センター元気かい泉（神奈川）    ・老人福祉センター横浜市福寿荘（神奈川） 

・中途障害者地域活動センターリワーク神奈川（神奈川）  ・神奈川県労働福祉協会（神奈川）  

・公益財団法人厚木市環境みどり公社（神奈川）      ・別所コミュニティハウス（神奈川）   

・睦コミュニティハウス（神奈川）            ・稲荷台小学校コミュニティハウス（神奈川） 

・ヤマダモンゴル市ヶ谷店（東京）            ・横浜セレモ株式会社（神奈川） 



・公益財団法人横浜市体育協会（神奈川） 

神奈川スポーツセンター / 中 / 南 / 港南 / 旭 / 金沢 / 栄 / 泉 

・磯子区区民利用施設協会（神奈川） 

滝頭コミュニティハウス / 浜中学校 / 洋光台第三小学校 / 根岸中学校 / 洋光台第四小学校 / 岡村中学校 

杉田地区センター / 根岸地区 / 磯子地区 

・SELP・杜（神奈川） 

 

教育施設 

・神奈川大学生活協同組合購買部（神奈川）        ・株式会社東京創育社（東京） 

・株式会社アイトップ 東進衛星予備校（神奈川,愛知）    ・株式会社湘南ゼミナール（神奈川） 

・株式会社中萬学院（神奈川）              ・明光義塾（宮城） 

・京進スクール・ワン（京都）              ・株式会社スプリックス 森塾（東京） 

・一般社団法人日本サイクルスポーツセンター（静岡）   ・横浜テクノオート専門学校（神奈川） 

・株式会社小学館集英社プロダクション（東京）      ・青山学院横浜英和中学高等学校（神奈川） 

 ・国立研究開発法人 水産大学校（山口） 

 

横浜市地域ケアプラザ (運営 社会福祉法人) 

・戸部本町地域ケアプラザ（横浜市福祉サービス協会）  ・下和泉地域ケアププラザ（横浜市社会福祉協議会） 

・六ッ川地域ケアプラザ（横浜大陽会）                  ・若葉台地域ケアプラザ（創生会）       

・篠原地域ケアプラザ（横浜市社会福祉協議会）       ・本牧原地域ケアプラザ（横浜市福祉サービス協会) 

・並木地域ケアプラザ（横浜市社会福祉協議会）     ・日下地域ケアプラザ（ル・プリ杜の会）   

・東山田地域ケアプラザ（横浜やまびこの里）            ・二ツ橋地域ケアプラザ（横浜市社会福祉協議会） 

・常盤台地域ケアプラザ（なでしこ会）             ・左近山地域ケアプラザ（幸済会） 

・本牧和田地域ケアプラザ（横浜やまびこの里）      ・霧が丘地域ケアプラザ（奉優会）    

・たまプラーザ地域ケアプラザ（緑成会）                ・今井地域ケアプラザ（清光会グループ） 

・小菅ヶ谷地域ケアプラザ（横浜市福祉サービス協会）   ・上飯田地域ケアプラザ（公正会） 

・麦田地域ケアプラザ（横浜市社会福祉協議会）     ・浦舟地域ケアプラザ（横浜市福祉サービス協会）  

・潮田地域ケアプラザ（横浜市社会福祉協議会）          ・桂台地域ケアプラザ（訪問の家） 

・下永谷地域ケアプラザ（同塵会）           ・新杉田地域ケアプラザ（電気神奈川福祉センター） 

・大岡地域ケアプラザ（横浜市社会事業協会）      ・簑沢地域ケアプラザ（横浜市社会事業協会） 

・菅田地域ケアプラザ（恩賜財団神奈川県済生会）     ・わかたけケアプラザ（若竹大寿会） 

・上菅田地域ケアプラザ（同愛会）            ・駒岡地域ケアプラザ（横浜鶴声会） 



・南戸塚地域ケアプラザ（朋光会）           ・鴨居地域ケアプラザ（清光会グループ） 

・清水ヶ丘地域ケアプラザ（横浜市福祉サービス協会）  ・中屋敷地域ケアプラザ（誠幸会） 

・東寺尾地域ケアプラザ（若竹大寿会）          ・磯子地域ケアプラザ（横浜市福祉サービス協会） 

・上矢部地域ケアプラザ（であいの会）         ・日吉本町地域ケアプラザ（緑峰会） 

・中野地域ケアプラザ（ル・プリ杜の会） 

  

導入順 / 敬称略 


