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1

１）会社概要

項目 内容

会社名 株式会社 白洋舍

代表取締役 松本 彰

本社住所 東京都大田区下丸子2-11-8

ホームページ www.hakuyosha.co.jp

資本金 2,410百万円

設立 1920年5月（創立1906年3月）

従業員数 1,716名（2019年6月30日現在）

事業内容

クリーニング部門

リネンサプライ部門

ユニフォームレンタル部門

クリーンサービス部門

●会社概要
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１）会社概要

● ホームクリーニング部門とレンタル部門
ホームクリーニング部門 リネンサプライ・ユニフォームレンタル部門

お客様 一般の消費者 ホテルやレストランなどの法人

洗濯物
スーツ、コート、スカート、ワイシャツ
など一般的な衣類
多品種のものを小ロットで取り扱う

ホテルのシーツ・タオル、レストランのユニ
フォームなど
類似のものを大量に取り扱う

洗濯物の帰属 お客様
当社（契約の上、当社が購入し洗濯
付でレンタルする）※例外あり

品物の集配

お客様が直接店舗に持ち込まれる
場合と当社の社員がご自宅まで取
りに伺う場合がある

トラックなどでお客様の拠点まで集配
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１）会社概要

●支店・事業所・グループ会社
リネンサプライ・ユニフォームレンタル部門

リネンサプライ千葉事業所

リネンサプライ相模事業所

ユニフォームレンタル東部事業所

ユニフォームレンタル西部事業所

ユニフォームレンタル福岡事業所

白洋舍栄リネンサプライ株式会社

白洋舍
グループ

共同リネンサプライ株式会社 東京支店

共同リネンサプライ株式会社 大阪支店

日本リネンサプライ株式会社

北海道リネンサプライ株式会社

Dust-Tex Honolulu, Inc.

ホームクリーニング部門

東京支店 仙台支店

武蔵野支店 名古屋支店

横浜支店 京都支店

東京北支店 大阪支店

湘南支店 広島支店

京葉支店 福岡支店

札幌白洋舍株式会社

白洋舍
グループ

静岡白洋舍株式会社

恒隆白洋舍有限公司

Hakuyosha International, Inc.

クリーンサービス部門

レンテックス東部事業所

レンテックス西部事業所

ハウスケア事業所
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２）リネンサプライ相模事業所概要

●所在地

神奈川県厚木市金田

●事業内容

ホテルのシーツ・タオル

浴衣等の洗濯業

●処理能力

25トン/日

●主な設備

連続洗濯機 2台

全自動水洗脱水機 5台

回転乾燥機 15台

ロールアイロナ 7台 等
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２）リネンサプライ相模事業所概要

●連続洗濯機
大量の品物を処理するのに適する
洗濯機。片端から一定時間毎に
一定量ずつ洗濯物を機械に投入
すると、他端から洗い終わった洗
濯物が連続的に出てくる洗濯機

●リネン工場設備（洗浄）

連続洗濯機の構造の一例

連続的に大量の水
（お湯）を使う

(※当社使用機とは多少異なる）
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２）リネンサプライ相模事業所概要

●ロールアイロナ
加熱されたロールの間に
シーツなどを通すことで
短時間で多量の品物の
シワを伸ばすことができ
る

●リネン工場設備

（乾燥・仕上げ）

ロールアイロナの構造の一例

加熱された
ロール

ベルト

●回転乾燥機
タオルやシーツ、浴衣など
の（半）乾燥に用いる

熱風乾燥

(※当社使用機とは多少異なる）
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３）リネンサプライ相模事業所・省エネ対策①

●経緯
油価固定システムの終了による燃料費の増大

（重油単価が約３倍に急騰）

重油地下タンクの老朽化

設備変更を検討（重油からガスへの変更）

問題点 都市ガスが通っていない

設備投資が莫大

補助金制度の活用
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３）リネンサプライ相模事業所・省エネ対策①

●先進対策の効率的実施による二酸化炭素
排出量大幅削減設備補助事業
（ASSET）
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３）リネンサプライ相模事業所・省エネ対策①

● LNG（液化天然ガス）サテライト設置により重油か

らガスへの変更

● 油焚きボイラ５台から

高効率ガス焚きボイラー３台

へ変更
● 蒸気式乾燥機７台から

ガス直接熱風式乾燥機６台

へ変更 LNGサテライト

（天然ガス貯塔）

●ASSETにおけるCO2削減計画の骨格

投資金額：約2億円

（内 補助金：約6千万円）
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３）リネンサプライ相模事業所・省エネ対策①

●重油からLNGへ変更

燃料の種類 単位発熱量
発熱量あたり
CO2換算

A重油 39.1GJ/kl 0.0693tCO2/GJ

LNG 54.6GJ/t 0.0495tCO2/GJ

●蒸気式乾燥機からガス直接熱風式乾燥機変更

●蒸気式：ボイラーからの蒸気で加熱するため、エネルギーの
ロスが大きい

ガス直接熱風式：燃焼エネルギーを直接使うためロスが少ない

●新機種への変更により乾燥効率向上
熱風の当たる位置などで効率化
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３）リネンサプライ相模事業所・省エネ対策①

●CO2削減効果

ASSET算定報告よりデータ抜粋
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３）リネンサプライ相模事業所・省エネ対策②

●水冷式スポットクーラー

洗濯水として使用するために汲みあげた地下水を水冷式ス
ポットクーラーの冷却に利用（冷却エネルギーの削減）

軟水装置

スポットクーラー

（2013年導入）
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３）リネンサプライ相模事業所・省エネ対策②

●フラッシュ蒸気回収

回収したフラッシュ蒸気を給
湯タンクの熱源として利用

フラッシュ蒸気
回収装置

給湯タンク

●照明のLED化

相模事業所：約650本(年間約7500kWh削減)

白洋舍全体：約7500本

（2013年導入）

（2012年～順次導入）
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４）現在取り組んでいる環境保全活動

●節水への取り組み

●洗浄機を節水型へ変更

生産能力1,620kg/時間

節水効果

11.5L→7L/処理量1kg

●再生水の利用

再生水処理装置（試験使用中）

と再生水タンク

節水と水の昇温エネル

ギーの削減
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４）現在取り組んでいる環境保全活動

●白洋舍グループ全体の環境保全管理体制

グループ環境委員会
委員長（上席執行役員）

グループ環境委員会
副委員長（執行役員）

グループ環境委員

境委員会委員長
（所属長）

環境委員会副委員長
（工場長）

環境委員

●活動内容

● 環境目的・環境目標の設定、コンテストの実施
● 目標達成のための施策・達成度合いの管理など

支店・事業所・グループ会社
環境委員会

白洋舍グループ
環境委員会
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４）現在取り組んでいる環境保全活動

●燃料及び熱使用量を1%削減

・手元蒸気バルブの開閉（昼休み、終業時間）

・閑散期稼働日抑制、ライン一部停止、稼働時間抑制

・蒸気漏れ、スチームトラップの点検と保守

・不要系統への蒸気提供の停止

・エネルギー使用状況の把握と管理

●環境目標と施策の例

・ボイラー運転 開始：始業15分前 停止：終業5分前
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４）現在取り組んでいる環境保全活動

●ハンガー回収によるプラスチック削減

購入量の70%回収 （ホームクリーニング部門）

●環境目標と施策の例
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４）現在取り組んでいる環境保全活動

回収したハンガーはリユース・リサイクル

●ハンガー回収によるプラスチック削減

●環境目標と施策の例
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５）今後の課題

●ホームクリーニング部門工場の省エネ対策

●プラスチック資材（サービス袋等）の削減

●暑さ対策と省エネルギー

など

●自動車燃料使用削減
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ご清聴ありがとうございました
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