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■トピック
◆羽毛原料相場について
指標としている中国産WDD85%の価格は、３月末より現在までUS$50/kg近辺で推

移しております。中国国内の繁忙期に差し掛かっており、今後は値上がり基調になると
予想しています。

兵庫県伊丹市の伊丹工場（Comfort Supply 32)は５月、愛知県飛島村の飛島工場

（Comfort Supply 41) は6月に正式稼働しました。

両工場は、セル方式リネンサプライサービスの全国3番目（CS32）､４番目（CS41）の拠

点 となる工場で、お客様のコストダウンと品質・サービス向上の実現をお手伝いしてまい

ります。お客様に最適なリネン運用の新たな選択肢をご提供させていただきます。

◆新たにお取引頂いたお客様

この3ヶ月で弊社はチェーンホテル15軒、旅館・独立系ホテル7軒、合計22軒のお客様と

のお取引がスタートしました。また、リネンサプライ事業のお客様は16軒となり、リネン

サプライ事業を含めてお取引施設数累計は958軒となりました。皆様のご支援に心から感

謝申し上げます。大口のお客様は、ホテルタビノス京都様に365床分、ホテルオリエンタ

ルエクスプレス福岡中洲川端様に331床分、ホテルフォルツァ京都四条河原町様に298床分

等であります。リネンサプライサービスのお客様は、グリッズプレミアムホテル大阪なん

ば様、チサンスタンダード京都堀川五条様等であります。

◆セル方式リネンサプライ伊丹工場および飛島工場の稼働

ホテルタビノス京都様の客室風景 ホテルフォルツァ京都四条河原町様の
客室風景

グリッズプレミアホテル大阪なんば様の
客室風景

弊社伊丹工場（Comfort Supply 32）での作業風景 弊社飛島工場（Comfort Supply 41）での開所式



【納品実績】

ホテル・ラ・ジェント・プラザ函館北斗

Royal Hotel みなみ北海道鹿部

湯の川温泉 笑 函館屋

登別温泉 第一滝本館

ラ・ジェント・ステイ札幌大通

両国総本店

ホテル・トリフィート小樽運河

ホテルウィングインターナショナル千歳

コンフォートホテル札幌すすきの

あかん湖 鶴雅ウィングス

ホテルリリーフ札幌すすきの

JR東日本ホテルメッツ札幌

札幌プリンスホテル

Skye Niseko

定山渓万世閣 ホテルミリオーネ

ホテルウィングインターナショナル苫小牧

阿寒の森鶴雅リゾート 花ゆう香

夕映えの宿 国民宿舎 桂田

ホテル地の涯

世界自然遺産の宿 しれとこ村

ベッセルホテルカンパーナすすきの

十勝川温泉 第一ホテル 豊洲亭 豆陽亭

ホテルウィングインターナショナル旭川駅前

お宿欣㐂湯

ホテルアクシアイン釧路

ラ・ジェント・ステイ函館駅前

札幌東武ホテル

ホテルウィングインターナショナル札幌すすきの

層雲峡温泉 ホテル大雪

JRイン函館

層雲閣グランドホテル

ザ・ノット札幌

フェアフィールド・バイ・マリオット札幌

洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス

北こぶし知床 ホテル＆リゾート

登別万世閣

ザ・ヴェール・ルスツ

北海道登別温泉 ホテルまほろば

旅亭 花ゆら

ニューオータニイン札幌

札幌グランベルホテル

ランプライトブックスホテル札幌

お宿欣喜湯 別邸 忍冬

平成館 しおさい亭

奥入瀬温泉 灯と楓

ホテルパールシティ八戸

赤い風車

新安比温泉 静流閣

まーす北上

長栄館

ラ・ジェント・イン気仙沼

コンフォートホテル仙台東口

イリーゼ仙台柏木

アコモイン気仙沼

ホテルグランバッハ仙台セレクト

強首温泉 樅峰苑

ホテル 茅茹荘

コンフォートホテル天童

湯田川温泉 珠玉や

上杉の御湯 御殿守

コンフォートホテル郡山

Jヴィレッジ

ハタゴイン福島広野

藤龍館

レイクサイドホテル みなとや

会津芦ノ牧温泉 大川荘

熱塩温泉 山形屋

御宿 万葉亭

ホテルウィングインターナショナル須賀川

沼尻高原ロッジ

ホテルプルミエール箕輪

ホテルニュー梅屋

コンフォートイン鹿嶋

割烹旅館 城山

割烹旅館いづみ荘

塩原温泉旅館 楓音 -kanon-

Royal Hotel 那須

JR東日本ホテルメッツ宇都宮

大丸温泉旅館

上会津屋

ふふ 日光

SHELTER NIKKO
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【納品実績】
シーラックパル高崎

伊勢崎ステーションホテル

伊香保温泉 ホテル松本楼

伊香保温泉 洋風旅館ぴのん

万座温泉 日進館

千明仁泉亭

旅館ふくぜん

旅館たむら

ステイビューいかほ

ひなたみ館

昔心の宿 金みどり

四万温泉 柏屋旅館

川越プリンスホテル

小さなホテルセラヴィ

四季の湯温泉 ホテル・ヘリテイジリゾート

レフ大宮 by ベッセルホテルズ

ラ・ジェント・イン東京ベイ

一宮シーサイドオーツカ

Hotel & Resorts MINAMIBOSO

ホテルドリームゲート舞浜

ホテルドリームゲート舞浜アネックス

コンフォートホテル成田

ザ・クレストホテル柏

ホテルメッツ船橋

コンフォートスイーツ東京ベイ

グランパークホテル ザ・ルクソー南柏

亀山温泉ホテル

犬吠埼観光ホテル

潮騒リゾート鴨川

ひだまりINN

鴨川ヒルズリゾートホテル

サヤンテラス

若松本店

オリエンタルホテル東京ベイ

ホテルオークラ東京ベイ

割烹旅館 清都

ベッセルイン京成津田沼駅前

ホテル・トリフィート柏の葉

JR東日本ホテルメッツ 津田沼

コンフォートホテル東京東神田

東京プリンスホテル

＆ AND HOSTEL -ASAKUSA North-

品川プリンスホテル

IMANO TOKYO HOSTEL

ベストウエスタン東京西葛西グランデ

新・日本青年館ホテル

亀七旅館

ホテルオークラ東京

第一ホテル東京

IMANO TOKYO GINZA HOSTEL

ザ・プリンス パークタワー東京

相鉄フレッサイン 東京六本木

コンフォートホテル東京清澄白河

サンシャインシティプリンスホテル

相鉄フレッサイン 上野御徒町

GRIDS ASAKUSABASHI

RELIEF Premium 羽田

相鉄フレッサイン 銀座3丁目

相鉄フレッサイン 東京錦糸町

RELIEF Premium 羽田空港

ホテルメトロポリタンエドモント

ホテルインターゲート東京 京橋

HOTEL FELICE 赤坂

&AND HOSTEL AKIHABARA

PLAYSIS EAST TOKYO

BOOK AND BED TOKYO新宿店

ホテルビスタプレミオ東京[赤坂]

パレスホテル東京

イチホテル上野・新御徒町

相鉄フレッサイン 日本橋茅場町

NADESHIKO HOTEL SHIBUYA

FOCUS kuramae

ザ・スクエアホテル銀座

銀座キャピタルホテル

東武ホテルレバント東京

イリーゼ練馬中村橋

イリーゼ西国分寺

イチホテル赤坂 by RELIEF

イチホテル神田 by RELIEF

イチホテル浅草橋駅前

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホ
テル
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【納品実績】
ザ・プリンス さくらタワー東京

イリーゼ練馬石神井台

ホテルオリエンタルエクスプレス東京蒲田

グランドプリンスホテル新高輪

TSUKI

ホテルウィングインターナショナル東京赤羽

PLAYSIS ASAKUSA

ホテルウィングインターナショナルプレミアム東京四谷

グリッズ秋葉原 ホテル＋ホステル（GRIDS 
Akihabara）

HOTEL TAVINOS 浜松町

ラ・ジェント・ホテル 新宿歌舞伎町

渋谷東武ホテル

東京ステーションホテル

ヴィアイン日本橋人形町

ヴィアイン東京大井町

ニューオータニイン東京

ダイヤモンドソサエティ

グリッズ 東京 上野駅前 ホテル & ホステル

シタディーン新宿東京

ホテルウィングインターナショナル池袋

ベストウエスタン東京西葛西

The Okura Tokyo

ホテルウィングインターナショナル新橋御成門

ホテルウィングインターナショナルセレクト池袋

相鉄フレッサイン 東京蒲田

都市センターホテル

JR東日本ホテルメッツ五反田

イチホテル八丁堀

ザ・カナーンホテル

ホテルタビノス浅草

ガロアホテル新大久保

相鉄フレッサイン東京田町ANNEX

Section L: Ginza East

相鉄フレッサイン 神田大手町

JR東日本ホテルメッツ 東京ベイ新木場

JR東日本ホテルメッツ 国分寺

JR東日本ホテルメッツ 目白

JR東日本ホテルメッツ 赤羽

アゴーラ 東京銀座

JR東日本ホテルメッツ高円寺

JR東日本ホテルメッツ立川

ファーストキャビン秋葉原 電気街

ホテルウィングインターナショナルプレミアム渋谷

JR東日本ホテルメッツ 渋谷

ホテル梶ケ谷プラザ

メルパルク横浜

相鉄フレッサイン 鎌倉大船

WeBase Kamakura

大磯プリンスホテル

箱根湯の花プリンスホテル

ダイヤモンド 鎌倉別邸ソサエティ

ダイヤモンド 箱根ソサエティ

ホテルビスタプレミオ横浜［みなとみらい］

レクトーレ湯河原

コンフォートホテル横浜関内

レクトーレ葉山 湘南国際村

元湯 環翠楼

相鉄フレッサイン 鎌倉大船駅東口

JR東日本ホテルメッツ川崎

JR東日本ホテルメッツ横浜鶴見

相鉄フレッサイン 鎌倉大船駅笠間口

JR東日本ホテルメッツ 横浜桜木町

ホテルメトロポリタン川崎

ホテルメトロポリタン鎌倉

JR東日本ホテルメッツ 横浜

箱根・翠松園

離れ 山家荘

JR東日本ホテルメッツかまくら大船

コンフォートイン新潟亀田

雪国の宿 高半

著莪の里 ゆめや

ベルビューニシウラ

醸す森【kamosu mori】

湯沢パークホテル

和みのお宿 滝乃湯

旅館おかやま

割烹の宿 櫻家

ホテルモック

一水荘

松之山温泉 酒の宿 玉城屋

ねぶた温泉 海游 能登の庄

ダイヤモンド 片山津温泉ソサエティ
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【納品実績】

HOTEL GRANBINARIO KOMATSU

雨庵 金沢

ホテルビスタ金沢

ザ・スクエアホテル金沢

ホテルインターゲート金沢

ホテルビナリオKOMATSUセントレ

湯の出

ダイワロイヤルホテルD-PREMIUM金沢

EIGHT POINT INN KANAZAWA

金沢学院大学

犀川保育園

宿守屋 寿苑

ホテル・トリフィート金沢

伝統旅館のぬくもり 灰屋

ホテルエコノ福井駅前

みのや泰平閣

ペンションちろりあんはっと

「清水国明の森と湖の楽園」トレーラーハウス
QOONELTAS in KAWAGUCHIKO

ホテルシーラックパル甲府

コンフォートイン甲府

銘石の宿 かげつ

西山温泉 慶雲館

扉温泉 明神館

コンフォートホテル長野

ダイヤモンド あずみ野温泉ホテル

信州諏訪湖 上諏訪温泉 油屋旅館

かしわや本店

石苔亭いしだ

風景館

黒部ビューホテル

onsen hotel OMOTO

有田屋旅館

ホテルゆだなか

TWIN-LINE-HOTEL KARUIZAWA

Satoyama villa HONJIN

柿野温泉 八勝園湯元館

いわむらゲストハウス やなぎ屋

下呂温泉 懐石宿 水鳳園

ゲストハウス とみだ

コンフォートホテル岐阜

山荘 錫杖

ホテル呉竹荘 高山駅前

岡田旅館

下呂温泉 なごみの宿 木曽屋

飛騨高山温泉旅館 二人静 白雲

しおなみ苑

ホテルアソシア高山リゾート

奥飛騨温泉郷 新穂高温泉 穂高荘 山のホテル

福地温泉 奥飛騨の宿 奥飛騨の宿 故郷

レジデンスホテル高山駅前

くれたけインプレミアム大垣駅前

ロイヤルホテルうお八別邸

あさぎや

ホテルウィングインターナショナル飛騨高山

沼津グランドホテル

伊豆長岡温泉 香湯楼 井川

静岡修善寺 滝亭

熱海伊豆多賀 潮騒の宿ふじま

理想郷貸別荘

伊豆稲取温泉 貸切風呂の宿 赤尾ホテル 海諷廊

富士箱根ランド別館 スコーレプラザホテル

三交イン 静岡北口

ホテル盛松館

修善寺温泉 瑞の里 ○久旅館

グランドエクシブ初島クラブ

THE HAMANAKO

熱海慧薗

民宿 いなほ

かめや恵庵

下田東急ホテル

ホテルニューさがみや

稲取温泉いなとり荘

伊豆今井浜温泉 心のどか

湯めぐりの宿 吉春

レクトーレ熱海桃山

小松家八の坊

レクトーレ熱海小嵐

宙SORA渡月荘金龍

熱川館

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

ハタゴイン静岡吉田インター

浜名湖レークサイドプラザ
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【納品実績】
川奈ホテル

Mast Lamp

新井旅館

地魚料理の温泉宿やどかり

伊豆伊東温泉パレスホテル

鮪の御宿 石上

伊豆熱川温泉ホテルカターラRESORT&SPA

ホテル・ヴィラくれたけ

熱海温泉 山木旅館

離れ家 石田屋

たかみホテル

白壁荘

arcana izu

松濤館

北の庭 THE KURETAKESO

三養荘

古屋旅館

浜名湖リゾート＆スパ THE OCEAN

ホテルアソシア静岡

掛川グランドホテル

ISHINOYA熱海

ホテル夢寿庵 Mujuan

熱海温泉さくらや旅館

西伊豆今宵

ふふ熱海別邸 木の間の月

ATAMI 海峯楼

招福の宿 ゑびすや

KAReN HAMANAKO かんざんじ荘

ヒルトップヴィラ高峰荘

ホテルビスタ名古屋［錦］

名古屋プリンスホテル スカイタワー

コンフォートホテル豊川

コンフォートホテル中部国際空港

三交イン名古屋新幹線口ANNEX

和のリゾート はづ

ランプライトブックスホテル名古屋

ホテル小野浦

ビジネスホテル松風

天の丸

ホテル・アンドルームス名古屋栄

ダイワロイヤルホテル D-CITY 名古屋納屋橋

ロイヤルホテルうお八

名古屋マリオットアソシアホテル

ホテル・アンドルームス名古屋伏見

ダイワロイヤルホテル D-CITY 名古屋伏見

ウインドシティホテル

ホテルエスプル名古屋栄

R&Bホテル名古屋新幹線口

イリーゼ瑞穂汐路

コンフォートホテル名古屋新幹線口

相鉄フレッサイン 名古屋駅桜通口

香嵐渓 一の谷

西浦温泉 旬景浪漫 銀波荘

ビジネスホテル『サカイ』

ホテルフォルツァ名古屋栄

ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya

伊勢志摩三景 鳥羽グランドホテル

民宿料理 旅館 伝洋

まろき湯の宿 湯元 榊原館

鳥羽ビューホテル花真珠

鹿の湯ホテル

伊勢かぐらばリゾート千の杜

桑名グリーンホテル

ダイヤモンド滋賀

びわ湖大津プリンスホテル

びわ湖畔味覚の宿 双葉荘

想古亭げんない

ロテル・デュ・ラク

須賀谷温泉

BIRD HOSTEL（竹田謄写堂）

京都インギオン

京都インギオン2号館

グランドプリンスホテル京都

ダイヤモンド 京都ソサエティ

IMANO KYOTO KIYOMIZU HOSTEL

ホテルインターゲート京都 四条新町

GRIDS KYOTO SHIJO KAWARAMACHI 
HOTEL&HOSTEL

ダイワロイヤルホテル グランデ京都

京湯元 ハトヤ瑞鳳閣

ホテルウィングインターナショナル京都四条烏丸

THE POCKET HOTEL 京都四条烏丸

WeBase京都
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【納品実績】
ホテル京阪 京都八条口

エスペリアホテル京都

山田屋旅館

オリエンタルホテル京都 ギャラリー

HOTELCANATAKYOTO

ヴィアイン京都駅八条口

ホテルビスタプレミオ京都 和邸

ホテルエムズ・エスト京都駅南

ホテルグランバッハ京都御池セレクト

ホテル呉竹荘 京都清水五条

エムズイン三条大宮

オリエンタルホテル京都六条

ベッセルホテル（レフ京都八条口）

三井ガーデンホテル 京都河原町浄教寺

ホテル・アンドルームス京都七条

嵐山邸宅MAMA

ふふ 京都

HOTEL The M’s KYOTO

ホテル エムズ・エスト七条

コンフォートイン京都四条烏丸

ホテルタビノス京都

ホテルフォルツァ京都四条河原町

チサン スタンダード 京都堀川五条
大阪マルビル 大阪第一ホテル

エムズホテル五条NAGINATAGIRI

ラ・ジェント・ホテル大阪ベイ

コンフォートホテル大阪心斎橋

KAMON HOSTEL NAMBA

ハタゴイン関西空港

ダイワロイヤルホテル D-CITY 大阪新梅田

ダイワロイヤルホテル D-CITY 大阪東天満

ホテルウィングインターナショナルセレクト大阪梅田

ホテルリリーフなんば大国町

ホテル・アンドルームス新大阪

ホテルグランヴィア大阪

ホテルフェリーチェ心斎橋

大阪リゾート ホテル・ロッジ舞洲

カンデオホテルズ大阪岸辺

BOOK AND BED TOKYO 心斎橋店

ホテル・アゴーラ大阪守口

IMANO OSAKA SHINSAIBASHI HOSTEL

コンフォートホテル新大阪

ホテルグレイスリー大阪なんば

相鉄フレッサイン 大阪なんば駅前

大阪の温泉旅館 伏尾温泉 不死王閣

ヴィアイン心斎橋四ツ橋

大阪 東急REIホテル

ホテル日航大阪

オリエンタルスイーツエアポート大阪りんくう

シタディーンなんば大阪

ホテルビスタ大阪 なんば

J-GREEN堺 DREAM CAMP 

トラッドリプレイ千日前

ダイワロイヤルホテル D－PREMIUM 大阪新梅田

ベッセルインなんば

Zentis Osaka

ホテルインターゲート大阪 梅田

ザ・セレクトンあべの松原駅前

Welina Hotel Premier 中之島West

ホテル・ザ・ルーテル

ホテルフォルツァ大阪なんば道頓堀

梅田ホリックホテル

大阪グランベルホテル

グリッズプレミアムホテル大阪なんば

淡路島海上ホテル

ホテルサンシャイン青山

城崎温泉の旅館 錦水

城崎温泉 お宿 芹

料理旅館 滝寺荘

東条湖グランド赤坂

ダイヤモンド 有馬温泉ソサエティ 新館

明石家旅館別館

コンフォートホテル姫路

赤穂ロイヤルホテル

城崎温泉 あさぎり荘

有馬温泉 くつろぎの宿 ねぎや陵楓閣

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

ホテルウィングインターナショナル神戸新長田駅前

山陰但馬 城崎温泉 旅舎 やまとや

やっこ旅館

城崎温泉 泉翠

日本一のフィッシングホテル 淡路島観光ホテル

奥城崎シーサイドホテル

ふふ 奈良

AN-GARNDE HOTEL 奈良 7



【納品実績】
Hotel & Resorts WAKAYAMA-MINABE

紀州・白浜温泉 むさし

癒しの宿 クアハウス白浜

恵光院

西禅院

高野山ゲストハウスKokuu

ゲストハウスすずめのかくれんぼ

HOTEL SHIRAHAMAKAN

望湖楼

皆生菊乃家

皆生シーサイドホテル

鹿鳴館

三朝館

皆生温泉 芙蓉別館

ホテル上代

美保館

さぎの湯荘

安来清水寺 松琴館

旅館ますや

日の出館

湯原温泉 八景

竹亭

ダイヤモンド 瀬戸内マリンホテル

名泉鍵湯 奥津荘

紬屋旅館

ホテル大広苑

ホテルメルパルク広島

ホテルインターゲート広島

ホテル呉竹荘 広島大手町

ホテルプロモート広島

ウミノス - Uminos Spa&Resort

WeBase 広島

ホテルスイート広島横川

ホテルスイート広島白島

蛍の宿 一の俣温泉観光ホテル

ホテルアルフレックス徳山駅前

ホテルアクシアイン萩

旅館竹園

大歩危峡まんなか

WeBase高松

宇和パークホテル

ホテルビスタ松山

コンフォートホテル松山

コンフォートホテル高知

ホテル高砂

WeBase HAKATA

Royal Hotel 宗像

bbb haus

原鶴温泉 泰泉閣

ホテル エクレール博多

平和台ホテル5

平和台ホテル天神

ほどあいの宿 六峰舘

アメニティホテル in 博多

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

筑後川温泉 桑之屋

ヴィアイン博多口駅前

ホテルビスタ福岡［中洲川端］

THE BASICS FUKUOKA ザ・ベーシックス福岡

ホテルアセント福岡

ホテルウィングインターナショナルセレクト博多駅前Ⅱ

ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端

カニの四季膳 たら竹崎温泉 鶴荘

たら竹崎温泉 太良観光ホテル

たら竹崎温泉 夜灯見荘

海上舘

佐賀・古湯温泉 旅館 大和屋

嬉野温泉 光陽閣

渚館きむら

太良嶽温泉ホテル 蟹御殿

御宿 高砂

富士ビラ 山華の正

ホテル＆リゾーツ 佐賀 唐津

佐賀・嬉野温泉 大正屋

鶴の恩返し よみがえりの宿 鶴霊泉

雲仙 福田屋 山照～やまてらす～別邸

民芸モダンの宿 雲仙 福田屋

長崎稲佐山観光ホテル

諫早第一ホテル

長崎観光旅館 ホテル長崎

Hotel Pagong with M's

BUSINESS INN うめさき

8



【納品実績】
日奈久の湯 浜膳旅館

阿蘇内牧温泉 湯巡追荘

阿蘇・秘境七滝 お宿 華坊(はなぼう)

ホテルメルパルク熊本

ホテルウィングインターナショナル
セレクト熊本

レフ熊本

別府 くつろぎの温泉宿 山田別荘

別府温泉 悠彩の宿 望海

ベネフィット･ステーション湯布高原

別府 観海寺温泉 旅亭 松葉屋

明礬温泉 岡本屋

宿処 BJ STYLES

べっぷ 好楽

べっぷ 野上本館

山荘 無量塔

喜可久旅館

ゆふいん 山荘 わらび野

由布院温泉 御宿 一禅

別府温泉 旅のお宿 臨海

別府温泉 ホテル三泉閣

由布院温泉 楓の小舎

宮崎ライオンズホテル

ホテルセンチュリー宮崎

ホテルメリージュ

ビジネスホテル有明

ビジネスホテルかなや

東郷町 牧水公園

ホテル中村荘

常盤荘別邸 霧島津

旅情苑やまざと

旅館 今國

旅館 千寿

都城観光協会 関之尾 緑の村

青島グランドホテル

季楽 飫肥（きらく おび）

旅館 小戸荘

延岡マリンサービス

旅館 湯之元温泉

エアラインホテル

民宿 みさき荘

雲海の宿 千木

民宿 暖心

コンフォートホテル宮崎

高千穂 離れの宿 神隠れ

ビジネスホテル リッチ

ニューウェルシティ宮崎

杜の宿 ホテル四季見

ホテルやかた

ビジネスホテル瑞船

お宿 長日川

宮崎グリーンホテル

都城グリーンホテル

ホテルアクシアくしきの

ゼウスハウス

活きづくりと海の宿 いせえび荘

ホテルニューニシノ

清姫温泉

指宿温泉 旅館月見荘

HOTEL GATE IN KAGOSHIMA

SHIROYAMA HOTEL kagoshima

HOTEL&RESIDENCE 南洲館

ホテルウィングインターナショナル出水

民宿 指宿

指宿 こころの宿

指宿シーサイドホテル

指宿フェニックスホテル

シギラベイサイドスイートアラマンダ

Royal Hotel沖縄残波岬

ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷

Mr.KINJO in NAHA

Mr.KINJO Color'z Ciizi

Mr.KINJO スマフル Sky Harbor

Mr.KINJO Eminence inn MakishiⅡ

Mr.KINJO in NISHIZAKIⅡ

Mr.KINJO Color'z Kuninda

Mr.KINJO in TOMIGUSUKU

Mr.KINJO in NAMINOUE

Mr.KINJO in KITANANAGUSUKU

Mr.KINJO in Nica's 牧志駅 I

Mr.KINJO in Nica's 牧志駅 II

Mr.KINJO Rinzu Rycom

Mr.KINJO in Sun's ISHIGAKI
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【納品実績】
Mr.KINJO in PRETTY CATS

ロワジール リビングスイーツ 瀬良垣

Mr.KINJO Mighty One 宮古島

ホテル・トリフィート那覇旭橋

グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾート

Mr.KINJO LINK in Kume NAHA

Popular牧港

Mr.KINJO EMINENCE in MAEJIMA

Mr.KINJO in アルフェリース松山

Mr.KINJO 宮古島 パイナガマリゾート

Mr.KINJO in NISHIZATO 宮古島

Mr.KINJO LINK in Kugai 宮古島

Mr.KINJO in 万座ビーチ前

Mr.KINJO MIKI 24 in マキシ

HOTEL Mr.KINJO in GRAND BLUE CHATAN

HOTEL Mr.KINJO in MATSUYAMANNA

HOTEL Mr.KINJO in Nahakita

HOTEL Mr.KINJO En石垣

HOTEL Mr.KINJO GRAND CATS

HOTEL Mr.KINJO STARAY CATS

HOTEL Mr.KINJO in miegsuku

THIRD ISHIGAKIJIMA

ロワジールテラス&ヴィラズ古宇利
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