
令和4年（2022年）11月30日時点

確認番号 種別 確認日 施設名称 施設所在地 営業者氏名

1 (2022)第2号 取次 令和4年9月26日 洋服の青山　函館神山店 函館市神山1丁目９番９号 青山商事株式会社　代表取締役　青山　理

2 (2022)第1号 取次 令和4年9月6日 エンパイアー　スーパーアークス千代台店 函館市千代台町１０番７号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

3 (2021)第4号 取次 令和3年11月4日 フレックステイイン函館駅前 函館市若松町２０番１１号 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント　代表取締役　代田　量一

4 (11)第9号 取次 平成11年10月19日 さとうクリーニング 函館市堀川町１４番１０号 佐藤　祥子

5 (2021)第3号 一般 令和3年10月20日 株式会社西村クリーニング 函館市本通３丁目２３番９号 株式会社西村クリーニング　代表取締役　西村　欣也

6 (2021)第2号 一般 令和3年9月14日 峰屋クリーニング 函館市万代町３番２６号 澤谷　潔

7 (2021)第1号 一般 令和3年7月7日 松陰プラザウィズクリン 函館市本町３１番３２号 社会福祉法人　函館恵愛会　理事長　佐古　一夫

8 (2020)第2号 取次 令和2年7月27日 ダスキン　ケイ 函館市昭和３丁目２９番３３号 渡辺　圭子

9 (2020)第1号 一般 令和2年5月15日 日下部クリーニング 函館市亀田町１５番１２号 日下部　司

10 (　)第　号 無店舗 令和2年1月8日 スッキリ（無店舗型取次店） 函館市中島町１７番２０号（函館130 す 91-55，函館480 え 20-98） 髙柳　一彦

11 (2019)第4号 取次 令和元年12月9日 ホワイト急便　市役所前高砂通り店 函館市東雲町６番５号 株式会社リコスタイル　代表取締役　池田　喜美雄

12 (2019)第3号 取次 令和元年11月1日 ホワイト急便柏木店 函館市柏木町１１番１号 クリーンハート有限会社　代表取締役　吉田　誠

13 (2019)第2号 取次 令和元年7月25日 エンパイアー　マックスバリュ深堀店 函館市深堀町３番２０号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

14 (2019)第1号 一般 令和元年6月3日 道南トリニティ株式会社　第二事業所 函館市金堀町５番３７号 道南トリニティ株式会社　代表取締役　奈良　傳三

15 (30)第4号 取次 平成30年8月15日 丸井今井函館店　呉服売場 函館市本町３２番１５号 株式会社函館丸井今井　代表取締役　橋本　弘昭

16 (30)第2号 取次 平成30年7月27日 ホワイト急便　白鳥店 函館市白鳥町１９番２９号 クリーンハート有限会社　代表取締役　吉田　誠

17 (29)第4号 取次 平成29年10月27日 Green Leaves mall 函館五稜郭病院７階職員売店 函館市五稜郭町３８番３号 株式会社光洋ショップ-プラス　代表取締役　高木　孝昌

18 (29)第3号 取次 平成29年8月31日 エンパイアー　鍛治店 函館市鍛治１丁目２０番４号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

19 (29)第2号 取次 平成29年7月13日 エンパイアー　山の手生協店 函館市山の手２丁目１８番１５号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

20 (28)第2号 一般 平成29年3月15日 株式会社エンパイアー函館工場 函館市西桔梗町８２５番地３ 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

21 (28)第1号 取次 平成28年11月16日 ホワイト急便　中道２丁目店 函館市中道２丁目４５番２５号 髙橋　朋子

22 (27)第5号 取次 平成27年12月24日 北洋舎クリーニング　渡島支庁前店 函館市美原３丁目６番７号 株式会社北洋舎クリーニング工場　代表取締役　吉田　勤

23 (27)第3号 取次 平成27年12月22日 （株）北洋舎クリーニング　谷地頭店 函館市谷地頭町３５番２号 株式会社北洋舎クリーニング工場　代表取締役　吉田　勤

24 (27)第4号 取次 平成27年12月22日 （株）北洋舎クリーニング　港北大前店 函館市港町３丁目１８番３５号 株式会社北洋舎クリーニング工場　代表取締役　吉田　勤

25 (27)第2号 取次 平成27年10月15日 北洋舎クリーニング　イトーヨーカドー店 函館市美原１丁目３番１号（イトーヨーカドー函館店地下１F） 株式会社北洋舎クリーニング工場　代表取締役　吉田　勤

26 (27)第1号 取次 平成27年9月25日 （株）北洋舎クリーニング　尾札部　諸井店 函館市尾札部町１１５２番地 諸井　克己

27 (26)第2号 取次 平成26年12月4日 株式会社エンパイアー　スーパーアークス大縄店 函館市大縄町１１番３１号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

28 (26)第1号 取次 平成26年6月18日 （株）北洋舎クリーニング　湯川店 函館市湯川町３丁目３番２６号 髙橋　一仁

29 (25)第6号 取次 平成26年3月31日 (株)北洋舎クリーニング桔梗３丁目店　 函館市桔梗３丁目３０番１２号 株式会社北洋舎クリーニング工場　代表取締役　吉田　勤

30 (25)第4号 取次 平成25年11月13日 株式会社丸八ハートフル 函館市亀田本町４７番３号 辻　和彦

31 (25)第2号 取次 平成25年9月6日 エンパイアー　五稜郭公園店 函館市本町２５番１３号　五稜郭ビル１Ｆ 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

クリーニング所一覧
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32 (25)第1号 取次 平成25年4月26日 西堀病院シダックス売店 函館市中道２丁目６番１１号 シダックスフードサービス株式会社　代表取締役　志太　勤一

33 (24)第2号 取次 平成24年12月4日 エンパイアー　石川中央店 函館市石川町１６３番地２ 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

34 (23)第3号 取次 平成23年5月31日 星幸舎クリーニング 函館市本通３丁目１番１３号 株式会社星幸舎クリーニング　代表取締役　星野　正幸

35 (23)第2号 取次 平成23年5月26日 ホワイト急便　函館元町やまじょう店 函館市元町３０番５号 太田　誠一

36 (22)第4号 取次 平成23年3月31日 公立はこだて未来大学生活協同組合 函館市亀田中野町１１６番地２ 公立はこだて未来大学生活協同組合専務理事　黒沢孝彦

37 (21)第9号 取次 平成22年3月2日 株式会社　北任 函館市陣川１丁目１３番２号 株式会社北任 代表取締役 阿部征治　

38 (21)第8号 取次 平成22年2月9日 （有）ダスキン函昌 函館市東山３丁目６番１０号 有限会社函昌  代表取締役  竹内捷次

39 (21)第7号 一般 平成22年1月13日 ワタキューセイモア株式会社北海道支店函館工場 函館市西桔梗町８３０番地３ ワタキューセイモア株式会社　代表取締役　村田　清和

40 (20)第14号 取次 平成21年3月23日 昭和ドライブスルー店 函館市昭和２丁目１４番１６号 クリーンハート有限会社　代表取締役　吉田　誠

41 (20)第12号 取次 平成21年3月17日 クリーニングブティック太陽　亀田本町店 函館市亀田本町６番１８号 株式会社太陽クリーニングドライセンター代表取締役 打越東亜夫

42 (20)第9号 取次 平成20年12月5日 ホワイト急便 函館しんえい美原店 函館市美原５丁目１番１９号 和田　ますみ

43 (20)第8号 取次 平成20年11月13日 北洋舎クリーニング　北美原店 函館市北美原３丁目２３番１５号 株式会社北洋舎クリーニング工場　代表取締役　吉田　勤

44 (20)第7号 取次 平成20年10月7日 エンパイアー　マックスバリュ堀川店 函館市堀川町４番５号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

45 (20)第5号 取次 平成20年7月17日 エンパイアー　フレスポ戸倉 函館市戸倉町２６３番地１ 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

46 (20)第3号 取次 平成20年5月23日 キョーワ寝装株式会社 函館市美原３丁目５３番９号 キョーワ寝装株式会社　代表取締役　新保　啓三

47 (20)第1号 取次 平成20年4月15日 エンパイアー　マックスバリュ石川店 函館市石川町２２６番地 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

48 (19)第7号 取次 平成20年3月13日 北洋舎クリーニング神山店 函館市神山町２丁目１番６号 株式会社北洋舎クリーニング工場　代表取締役　吉田　勤

49 (19)第5号 取次 平成19年12月7日 星幸舎　田家店 函館市田家町２番１７号 宮下　尚子

50 (19)第2号 取次 平成19年6月28日 エンパイアー　スーパーアークス　港町店 函館市港町１丁目２番１号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

51 (19)第1号 取次 平成19年4月2日 函館市医師会病院売店 函館市富岡町２丁目１０番１０号　 株式会社アインファーマシーズ　代表取締役　大石　美也

52 (18)第18号 取次 平成19年1月15日 ホワイト急便 戸倉店 函館市戸倉町３３番８号 クリーンハート有限会社　代表取締役　吉田　誠　

53 (18)第10号 取次 平成18年10月18日 ダスキンオーシャン 函館市桔梗３丁目１７番２７号 舩木憲幸

54 (　)第　号 無店舗 平成18年10月11日 すずきクリーニング 函館市東山町１９７番地４６(函館４８３あ１０２６） 鈴木利和

55 (　)第　号 無店舗 平成18年10月10日 五光舎無店舗取次店 函館市富岡町１丁目２８番３号（函館５００ち５８２２） 佐藤　盛司

56 (18)第2号 取次 平成18年4月6日 ホワイト急便　富岡２丁目店 函館市富岡町２丁目１７番３号 阿部　澄子

57 (17)第5号 取次 平成18年3月16日 ささきクリーニング 函館市高盛町１８番１０号 佐々木　敏幸

58 (17)第4号 取次 平成18年2月23日 有限会社ドライクリーニングママ号舎 函館市昭和３丁目８番１０号 有限会社寺岡商店　代表取締役　寺岡隆司

59 (17)第1号 一般 平成17年4月19日 有限会社ドライクリーニングママ号舎 函館市亀田本町６７番３８号 有限会社ドライクリーニングママ号舎　取締役　後平繁子　

60 (16)第12号 取次 平成17年1月13日 株式会社北洋舎クリーニング深堀 木村米穀店 函館市深堀町２６番６号 木村　美木子

61 (16)第11号 取次 平成16年12月6日 エンパイアービックハウス　美原店　 函館市美原３丁目１３番１５号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

62 (16)第10号 取次 平成16年12月3日 株式会社北洋舎クリーニング 新八幡店 函館市新八幡町１２番地 松本　典久
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63 (16)第7号 一般 平成16年9月7日 株式会社クリーニングコスモ 万代店 函館市万代町２２番７号 株式会社クリーニングコスモ　取締役吉田雅子

64 (16)第6号 取次 平成16年9月1日 ホワイト急便函館 宝来店 函館市宝来町９番１５号 樋口　峰子

65 (15)第13号 取次 平成15年11月11日 株式会社東亜　（ダスキン東亜） 函館市中道１丁目１番１２号 株式会社東亜　代表取締役境勝則

66 (15)第12号 取次 平成15年10月2日 ホワイト急便 海岸町店 函館市海岸町８番９号 小山　陽子

67 (15)第10号 取次 平成15年8月20日 ホワイト急便 桔梗田中店 函館市桔梗５丁目１４番１５号 有限会社田中米穀桔梗店  取締役　田中美紀子

68 (15)第6号 取次 平成15年5月23日 ダスキン下道 函館市富岡町２丁目２９番１７号 下道　和男

69 (14)第10号 取次 平成15年1月29日 ダスキン西桔梗支店 函館市西桔梗町８３７番地１６ 株式会社ダスキンサーヴ北海道　代表取締役　久米　純一

70 (14)第2号 取次 平成14年4月8日 株式会社北洋舎クリーニング工場 石川町店 函館市石川町１３２番地５ 名和　町子

71 (14)第1号 取次 平成14年4月5日 エンパイアー 本通２丁目店 函館市本通２丁目４番１６号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

72 (13)第14号 取次 平成14年3月28日 ホワイト急便 はこだて未来大学店 函館市亀田中野町１１６番地２ 株式会社イチイ　代表取締役　野本三政

73 (13)第12号 取次 平成14年3月11日 サエグサ　クリーニング 函館市亀田本町４２番６号 三枝　綾子

74 (13)第9号 取次 平成13年12月20日 ホワイト急便函館 赤川店 函館市赤川１丁目１番３号 大塚　すみ子　

75 (13)第8号 取次 平成13年10月29日 エンパイアー 昭和店 函館市昭和１丁目２９番２号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

76 (12)第5号 取次 平成12年8月21日 株式会社北洋舎クリーニング工場 亀田本町店 函館市亀田本町２９番１２号 清川　義雄

77 (11)第13号 一般 平成12年2月29日 宇賀浦クリ－ニング工場 函館市金堀町６番１１号 函館少年刑務所長　金山　正美

78 (11)第10号 取次 平成11年11月5日 株式会社北洋舎クリーニング 柏木町店 函館市柏木町７番３３号 沼　紀子

79 (11)第7号 取次 平成11年8月31日 シダックスフードサービス株式会社 函館市五稜郭町１５番５号 ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社　代表取締役 志太勤一

80 (10)第13号 取次 平成11年3月8日 株式会社北洋舎クリーニング 弁天町店 函館市弁天町２番１１号 小野　世惠子

81 (9)第19号 一般 平成10年3月3日 ハイクラスファクトリー 函館市西桔梗町１１０番地１ 有限会社ｸﾘｰﾝﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ修和　代表取締役吉田修

82 (9)第2号 取次 平成10年1月14日 株式会社北洋舎クリーニング 安浦店 函館市安浦町１２７番地２ 木村　栄冶

83 (9)第14号 取次 平成9年12月10日 エンパイアー 湯川生協店 函館市湯川町１丁目３４番１５号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

84 (9)第7号 取次 平成9年6月9日 有限会社ダスキン朋友 函館市吉川町５番３３号 有限会社ダスキン朋友　代表取締役増山英三

85 (9)第6号 取次 平成9年5月29日 有限会社ドライクリーニングママ号舎中道店 函館市中道２丁目６番１６号 大山　栄子

86 (9)第1号 一般 平成9年4月2日 株式会社北海カーペットクリーニングサービス 函館市西桔梗町５１９番地１６ 株式会社北海ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ　代表取締役　藤田　俊幸

87 (8)第18号 取次 平成9年2月24日 株式会社北洋舎クリーニング 千代台店 函館市千代台町１９番１０号 中村　てるみ

88 (8)第16号 取次 平成8年12月9日 しばやクリーニング店 函館市亀田港町２３番１号 柴谷　清一

89 (8)第15号 一般 平成8年11月28日 東洗クリーニング 函館市宮前町２番２１号 村本　由美子

90 (8)第14号 取次 平成8年10月25日 サン・クローバー 函館市中道１丁目２１番２２号 森　雅美

91 (8)第5号 取次 平成8年5月17日 ホワイト急便函館 新川町店 函館市新川町８番１４号 合名会社嶋田商店　代表社員 嶋田嘉久

92 (8)第1号 取次 平成8年4月3日 株式会社北洋舎クリーニング 柳町店（よしむら） 函館市柳町３番９号 吉村　喜恵子

93 (7)第24号 取次 平成8年3月19日 ホワイト急便函館 弁天店 函館市弁天町１２番１０号 阿部　登
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94 (7)第19号 取次 平成8年2月22日 株式会社北洋舎クリーニング 湯川町２丁目店（後藤電気） 函館市湯川町２丁目２６番１６号 後藤　龍美

95 (7)第15号 取次 平成7年12月29日 市山クリーニング 函館市宮前町８番１７号 市山　京子

96 (7)第13号 取次 平成7年12月18日 ホワイト急便 函館五稜郭町店 函館市五稜郭町６番８号 山や山﨑食品株式会社　代表取締役山﨑誠一

97 (7)第3号 一般 平成7年5月29日 株式会社クリーニングコスモ第２工場 函館市港町３丁目１８番３６号 株式会社クリーニングコスモ　代表取締役吉田雅子

98 (7)第1号 取次 平成7年4月3日 ひまわりクリーニング 昭和よこやま店 函館市昭和３丁目１番４０号 横山　吉幸

99 (6)第4号 取次 平成6年11月7日 ひまわりクリーニング取扱 手塚商店 函館市木直町３４９番地２ 有限会社手塚商店　代表取締役手塚賢

100 (6)第318号 取次 平成6年10月17日 株式会社北洋舎クリーニング 恵山日ノ浜店 函館市日ノ浜町１８２番地１ 株式会社カネマル中野商店　代表取締役　中野文徳

101 (6)第296号 取次 平成6年9月30日 株式会社北洋舎クリーニング 恵山豊浦店 函館市豊浦町６２番地１ 三国　裕記子

102 (6)第1号 取次 平成6年8月5日 ひまわりクリーニング 大塚取次店 函館市双見町１４３番地１ 大塚　正一郎

103 (6)第2号 取次 平成6年4月18日 ホワイト急便 美原小野寺店 函館市美原２丁目１２番１１号 小野寺　順子

104 (6)第1号 取次 平成6年4月14日 株式会社北洋舎クリーニング 鍛治店 函館市鍛治１丁目３番１号 千葉　トミ

105 (5)第21号 一般 平成6年2月15日 ホワイト急便　函館第２工場 函館市西桔梗町８３４番地１ クリーンハート有限会社　代表取締役　吉田　誠

106 (5)第16号 取次 平成5年11月26日 ホワイト急便 函館第一工場 函館市昭和２丁目１４番１６号 クリーンハート有限会社　代表取締役　吉田　誠

107 (4)第33号 取次 平成5年3月23日 エンパイアー函館支店　東山店 函館市鍛治２丁目８番１６号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

108 (4)第24号 取次 平成4年12月11日 ホワイト急便 函館栄店 函館市栄町１３番１１号 伊藤　糸子

109 (4)第19号 取次 平成4年10月13日 ホワイト急便 日吉４丁目店 函館市日吉町４丁目２０番３３号 松崎　菊雄

110 (4)第12号 取次 平成4年7月30日 クリーニングコスモ　大川店 函館市大川町５番１７号 石田　和子

111 (4)第9号 取次 平成4年7月13日 ダスキン五稜郭支店 函館市五稜郭町９番１０号 株式会社ダスキン五稜　代表取締役田岸良三

112 (4)第3号 取次 平成4年4月7日 北洋舎クリーニング 美原店 函館市美原２丁目６番２５号 坂本　みつ子

113 (3)第27号 取次 平成4年2月25日 北洋舎クリーニング 千歳河村店 函館市千歳町１０番５号 河村　広美

114 (3)第19号 取次 平成3年11月18日 星幸舎クリーニング　湯浜店 函館市湯浜町１６番１１号 船橋　千鶴子

115 (3)第16号 取次 平成3年10月24日 ホワイト急便 豊川店 函館市豊川町２番１５号 秋元　直行

116 (3)第13号 取次 平成3年10月1日 北洋舎クリーニング 榎本店 函館市榎本町２１番５号 浦川　博子

117 (3)第5号 取次 平成3年6月20日 星幸舎クリーニング　人見店 函館市人見町６番１６号 小林　良三

118 (3)第4号 取次 平成3年6月3日 北洋舎クリーニング 流通センター商店会店 函館市西桔梗町５８９番地２５ 函館市中央卸売市場商店会会長 山内　豊国

119 (2)第37号 一般 平成3年2月22日 ピュアクリーニングフレックス 函館市富岡町１丁目８番１６号 真田　信博

120 (2)第33号 取次 平成2年12月19日 ホワイト急便 鍛治１丁目店 函館市鍛治１丁目１５番２号 関本　スエ

121 (2)第26号 取次 平成2年11月19日 ホワイト急便 本通トミー店 函館市本通１丁目４番１４号 谷口　富造

122 (2)第22号 取次 平成2年11月9日 ホワイト急便 日吉店 函館市日吉町１丁目２３番２号 信太　千恵子

123 (2)第7号 取次 平成2年10月25日 小板商店 函館市安浦町５３番地１ 小板　克夫
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124 (2)第11号 取次 平成2年8月27日 しろくまクリーニング 函館市人見町１６番２０号 池田　正浩

125 (2)第6号 取次 平成2年6月27日 北洋舎クリーニング 富岡店 函館市富岡町１丁目２３番９号 株式会社北洋舎クリーニング　代表取締役吉田勤

126 (元)第32号 取次 平成2年2月28日 竹次取次所 函館市人見町２０番１４号 竹次　公女児

127 (63)第17号 一般 平成1年3月16日 白光舎 函館市吉川町４番２７号 有限会社白光舎　代表取締役　斉藤　純一

128 (63)第1号 取次 昭和63年12月26日 ひまわりクリーニング 浜谷取次店 函館市大船町１６３番地 合名会社浜谷商店

129 (63)第362号 取次 昭和63年12月24日 ひまわりクリーニング 渡辺取次所 函館市柏野町３１番地１７ 渡辺　晴美

130 (63)第350号 取次 昭和63年12月14日 ひまわりクリーニング 岩田取次店 函館市御崎町１４７番地 岩田清一

131 (63)第7号 一般 昭和63年9月26日 有限会社二葉斉藤クリーニング店 函館市亀田町１５番１３号 有限会社二葉斉藤クリーニング店 代表取締役斉藤健一

132 (63)第4号 一般 昭和63年7月11日 北島クリーニング店 函館市柏木町１番３１号 北島　広光

133 (62)第16号 一般 昭和63年3月9日 しばやクリーニング店 函館市亀田港町２３番２号 柴谷　清一

134 (62)第11号 一般 昭和62年8月12日 有限会社ホームクリーナー甲屋 函館市花園町２８番１８号 有限会社ホームクリーナー甲屋  代表取締役　斉藤　雅人

135 (62)第1号 一般 昭和62年4月6日 北栄ランドリー 函館市八幡町１３番１号 片桐　義雄

136 (61)第13号 取次 昭和62年2月4日 北海道大学生活協同組合函館水産支部 函館市港町３丁目１番１号 北海道大学生活協同組合　専務理事　小助川　誠

137 (61)第10号 一般 昭和61年9月26日 有限会社ささきクリーニング店 函館市上新川町２２番１２号 有限会社ささきクリーニング店　代表取締役佐々木潤

138 (61)第9号 取次 昭和61年9月25日 エンパイアークリーニング　時任店 函館市時任町７番１号 株式会社村田商会　代表取締役村田　敬子

139 (61)第5号 一般 昭和61年8月21日 有限会社函館おしぼり 函館市上新川町１０番２号 有限会社函館おしぼり　代表取締役真木下　二六

140 (61)第6号 一般 昭和61年7月21日 有限会社さとうクリーニング 函館市若松町２９番１０号 有限会社ヤマニさとうクリーニング　代表取締役佐藤トミ

141 (59)第8号 一般 昭和59年8月7日 株式会社モリチクリーニング ダスキン工場 函館市追分町１番１４号 株式会社モリチクリーニング　代表取締役　森地誠一

142 (58)第21号 取次 昭和59年3月27日 クリーニングの五光舎なら店 函館市富岡町２丁目３０番１４号 株式会社五光舎函館店　代表取締役星野政司

143 (57)第23号 一般 昭和58年3月3日 大丸西谷ドライクリーニング店 函館市美原４丁目３７番８号 有限会社大丸西谷ドライクリーニング店　代表取締役西谷　元勝

144 (57)第20号 取次 昭和57年12月18日 武藤クリーニング 函館市本通１丁目２６番１４号 武藤　美江

145 (56)第31号 一般 昭和57年3月29日 杉谷クリーニング 函館市富岡町３丁目２３番２１号 杉谷　貞子

146 (56)第29号 取次 昭和57年3月8日 エンパイアー　五稜郭駅前店　 函館市亀田本町６３番３号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

147 (56)第16号 一般 昭和56年10月16日 清田クリーニング店 函館市若松町７番７号 清田　守一

148 (56)第14号 取次 昭和56年9月24日 エンパイアー　イオン湯川店 函館市湯川町３丁目１４番５号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

149 (56)第6号 一般 昭和56年6月20日 大洋舎サミット 函館市富岡町３丁目３１番４号 奥田　敏雄

150 (55)第38号 一般 昭和56年2月23日 勝村クリーニング 函館市松陰町１７番１４号 勝村　康男

151 (55)第28号 一般 昭和55年11月25日 合名会社桜井クリーニング店 函館市新川町２９番７号 合名会社桜井クリーニング店　代表社員桜井英之

152 (54)第3号 一般 昭和54年8月31日 タジマクリーニング 函館市美原５丁目８番１５号 田島　輝昭

153 (51)第3号 取次 昭和51年5月31日 五光舎 函館店ＫＫスーパドライ 函館市宝来町２０番９号 株式会社五光舎函館店　代表取締役星野政司
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154 (50)第409号 一般 昭和50年11月18日 川瀬クリーニング 函館市富岡町１丁目４５番１１号 川瀬　武夫

155 (49)第390号 一般 昭和49年4月3日 クリーニングさわなか 函館市山の手１丁目１９番５号 沢中　守

156 (48)第2号 一般 昭和48年10月13日 マキクリーニング 函館市美原４丁目７番２４号 牧　昌幸

157 (45)第4号 一般 昭和45年10月29日 伯渡洗染工業 函館市昭和２丁目１２番１０号 星野　幸男

158 (45)第　号 一般 昭和45年9月25日 高谷クリーニング店 函館市本通１丁目３４番１２号 高谷　敬三

159 (43)第287号 一般 昭和44年1月31日 北洋舎クリーニング工場 函館市昭和４丁目１７番１号 株式会社北洋舎クリーニング工場　代表取締役　吉田勤

160 (43)第288号 取次 昭和44年1月31日 北洋舎クリーニング 本町店 函館市本町３２番８号 株式会社北洋舎クリーニング工場　代表取締役吉田　勤

161 (43)第287号 取次 昭和44年1月29日 北洋舎クリーニング本社 函館市松川町１８番３号 株式会社北洋舎クリーニング工場　代表取締役　吉田　勤

162 (43)第275号 取次 昭和43年5月1日 （株）北洋舎クリーニング人見店 函館市人見町２６番１９号 ㈱北洋舎クリーニング工場

163 (40)第196号 一般 昭和40年12月29日 不二屋クリーニング 函館市新川町３２番１４号 有限会社不二屋クリーニング　代表取締役　川俣修一

164 (40)第192号 一般 昭和40年9月6日 勝田クリーニング店 函館市時任町１９番１０号 有限会社勝田クリーニング店

165 (39)第181号 一般 昭和40年3月20日 日新堂クリーニング店 函館市元町３１番２０号 有限会社日新堂クリーニング店

166 (39)第180号 一般 昭和40年3月20日 ニューランドリー佐藤クリーニング店 函館市海岸町２番１１号 佐藤　梁治

167 (39)第138号 一般 昭和39年2月5日 新藤ドライクリーニング商会 函館市梁川町１８番１６号 有限会社新藤ドライクリーニング商会 代表取締役新藤　清二

168 (38)第136号 一般 昭和38年9月13日 小倉クリーニング店 函館市大川町８番１９号 合名会社小倉クリーニング店

169 (32)第87号 一般 昭和32年9月24日 阿部クリーニング店 函館市千代台町６番８号 阿部　勉

170 (25)第6号 一般 昭和25年8月31日 エンパイアー  松風店 函館市松風町１７番１３号 株式会社エンパイアー　代表取締役　山下　譲

件数 170


