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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

北海道 旭川 旅館不二苑 ＮＳＫ－１ ５

北海道 佐呂間 ホテルルートイン グランディアサロマ湖 ＮＳＫ－Ｕ７×２ １６

北海道 網走 旅館 能取湖荘 ＮＳＫ－Ｕ５ １２

北海道 富良野 ホテル ベルヒルズ
ＮＳＫ－１

ＮＳＫ-ＳＵ５
５
５

北海道 西興部 ホテル 森 ･夢 ＮＳＫ－Ｕ５ ３０

北海道 網走 北海ホテル ＮＳＫ－Ｕ５ ９

北海道 留萌 旅館 光風館 ＮＳＫ－Ｕ５ １２

北海道 江別 老人福祉施設 ケアハウスのぞみ ＮＳＫ－１０ＨＦ ２４

北海道 富良野 ホテル エーデルヴェルメ ＮＳＫ－Ｕ４ １２

北海道 枝幸 公営宿泊施設 ホテル ニュー幸林
ＮＳＫ－Ｕ４×２
ＮＳＫ－Ｕ５×２

１５
１５

北海道 旭川 老人福祉施設 神居デイサービスセンター ＨＮＹ－３ＨＡ ７

北海道 静内 ホテル サトウ ＨＮ－Ｔ５Ｆ ５

北海道 紋別 紋別セントラルホテル ＨＮ－１０ＨＦ １４

北海道 函館 老人保健施設 ゆとりろ ＨＮ－１０ＨＦ １６

北海道 小平 小平町総合交流ターミナル施設 ゆったり館 ＮＳＫ－Ｕ７×２ ２５×２

北海道 苫小牧 老人保健施設 東胆振ケアセンター
ＮＳＫ－１０ＨＦ
ＮＳＫ－３ＨＦ

１７
６

北海道 苫小牧 老人保健施設 ライフスプリング桜木 ＨＮ－３ＨＦ ８

北海道 苫小牧 老人福祉施設 ナイスデイやなぎ
ＮＳＫ－１０ＨＦ
ＮＳＫ－６ＨＦ

１６
１２

北海道 枝幸 老人福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ枝幸苑 ＮＳＫ－Ｕ５ １２

北海道 鷹栖 老人福祉施設 サンホールはぴねす
ＨＮ－３ＨＦ
ＨＮ－３ＨＦ

６
７

北海道 札幌 特別養護老人ホーム 平成苑 ＨＮ－６ＨＦ １２

北海道 札幌 特別養護老人ホーム グリーンピア篠路 ＨＮ－Ｕ５ １０

北海道 苫小牧 特別養護老人ホーム陽明園
ＨＮ－Ｔ５Ｆ

ＮＳＫ－１５Ｆ
６

１８

北海道 札幌 特別養護老人ホームコスモス苑 ＮＳＫ－１５Ｆ ２０

北海道 函館 医療法人社団　向仁会　サービス付高齢者住宅　いこい BL-2000S ５

北海道 函館 ホテル法華クラブ函館 泉源体

北海道 札幌 ホテル法華クラブ札幌 泉源体

北海道 札幌 アパホテルTKP札幌駅北口 泉源体

都道府県/所在地

北海道 比布 公営宿泊施設 良佳村プラザ 遊湯ぴっぷ

ＨＮ－３０ＨＦ
ＨＮ－１５ＨＦ
ＨＮ－１０ＨＦ

ＨＮ－Ｔ１０ＨＦ

７２
２８

１３．２
１６．８
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北海道 札幌 光ハイツヴェラス 泉源体

北海道 稚内 最北の宿 ＮＳＫ－Ｕ５ 12

北海道 釧路 有料老人ホームみのり釧路 泉源体

青森県 下北 下風呂観光ホテル三浦屋 ＨＮ－１０ＨＦ １８

青森県 東津軽 特別養護老人ホーム 清風荘 ＨＮ－３ＨＦ ６

青森県 東津軽  清風荘ケアハウス ＨＮ－Ｔ４ＨＦ ３

岩手県 田老町 グリーンピア三陸みやこ ＨＮ－６ＨＦ １０

岩手県 釜石 ホテルフォルクローロ三陸釜石 泉源体

岩手県 釜石 ホテルマルエ 泉源体

宮城県 蔵王 宮城蔵王高原ホテル ＮＳＫ－１５ＨＦ ２５

宮城県 亘理 老人保健施設 和多理ホーム
ＨＮＹ－３ＨＦ

ＨＮＹ－Ｔ４ＨＦ
６
４

宮城県 仙台 山田デイサービスセンターそよ風 ＨＮ－３ＨＦ ４．８

宮城県 仙台 特別養護老人ホーム 杜の村
ＨＮ－Ｔ４ＨＦ

×３ ５

宮城県 岩沼 グリーンピア岩沼
ＨＮ－ＳＵ７
ＨＮ－ＳＵ４

３６
１２

宮城県 東松島 奥松島レーンホテル
NSN-90HF
NSN-90HF

30
30

宮城県 角田 ストーン・ライフグリーン BL-4000S ８

宮城県 仙台 コナミスポーツクラブ仙台長町
泉源体・活性体
光明石サウナ

男女

宮城県 仙台 アルモントホテル仙台 泉源体

宮城県 仙台 アパヴィラホテル＜仙台五橋＞ 泉源体

秋田県 象潟 たつみ寛洋ホテル
ＮＳＫ－Ｕ２手動

ＮＳＫ－３Ｆ
５
６

秋田県 秋田 協和生活支援ハウス　やすらぎの郷 ＨＮ－３ＨＦ ８

山形県 酒田 割烹旅館 魚活 ＮＳＫ－３ＨＦ ６

山形県 鶴岡 庄内医療生活協同組合　虹の家こころ ＮＳＲ-1 4

山形県 鶴岡 庄内医療生活協同組合　サポートセンター朝日 ＮＳＲ-1 2

山形県 山形 保健生活協同組合　協同の家　虹 ＮＳＲ-1 2

山形県 鶴岡 保健生活協同組合 協立ショートステイセンターふたば ＮＳＲ-1 2

山形県 天童 高齢者複合施設　つるかめ WN-３ ６

新潟県 新潟 アメニティオアシス駅南 ＮＳＲ－Ｔ４ＨＦ ４．８

新潟県 上越妙高 アパホテル＆リゾート＜上越妙高＞ 泉源体

新潟県 上越妙高 アパホテル＜上越妙高駅前＞ 泉源体

都道府県/所在地
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

新潟県 長岡 ホテル法華クラブ新潟長岡 泉源体

富山県 氷見市 花厨 ゆうなぎ 泉源体

富山県 高岡 アパホテル＜高岡駅前＞ 泉源体

福島県 いわき 旅館 なぎさ亭 ＮＳＫ－Ｕ３ ８

福島県 いわき シンパシーケアサービス 泉源体・活性体

福島県 いわき 特別養護老人ホーム 望洋荘 泉源体・活性体

福島県 福島 アパホテル＜福島駅前＞ 泉源体

福島県 福島 えびすグランドホテル ＮＳＫ－Ｕ２ ６

福島県 会津若松 冨士の湯 泉源体・活性体 ２４

福島県 いわき 喜雲館 ＮＴＦ-11ＨＦ 11

茨城県 潮来 阿や免旅館 ＮＳＫ－Ｕ４ １２

茨城県 鹿島 神栖町ふれあいセンター湯楽々 ＨＮＹ－２０Ｈ ４０

茨城県 日立 久慈サンピア日立（ウエルサンピア日立）
ＨＮ－３ＨＦ
ＨＮ－６ＨＦ

９
１２

茨城県 大洗 かんぽの宿大洗 ＮＳＡ-80 ３０

茨城県 水戸 コミュニティーガーデン百合丘 泉源体・活性体

茨城県 那珂郡 コミュニティーガーデンとうかい 泉源体・活性体

栃木県 宇都宮 宇都宮市茂原健康交流センター（ｸﾘｰﾝﾊﾟｰｸ茂原） ＨＮ－３５ＨＦ ７５

栃木県 足利 ゴールドジムスパレア足利 泉源体

栃木県 日光 日光紅葉ゴルフリゾート 泉源体

群馬県 利根郡赤城 久呂保山荘 保養所 ＨＮ－６ＨＦ １１

群馬県 前橋 老人保健施設 デイサービス太陽 ＮＳＫ－Ｔ４ ３

群馬県 高崎 ニューサンピア高崎 ＮＳＫ－SＵ6×２ ２２

群馬県 高崎 シニアグランドホーム 藤和の響 泉源体

群馬県 伊勢崎市 藤和の郷 泉源体

群馬県 伊勢崎市 藤和の苑 泉源体

群馬県 前橋市 藤和の華 泉源体

群馬県 前橋市 ゴールドジム前橋 泉源体

埼玉県 さいたま アパホテル＜さいたま新都心駅前＞ 泉源体

埼玉県 さいたま ゴールドジム　さいたまスーパーアリーナ 泉源体・活性体

埼玉県 北葛飾 老人保健施設 栗橋ナーシングホーム 翔裕園 ＨＮ－３ＨＦ ８

都道府県/所在地
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

埼玉県 大宮 三橋デイサービスセンター そよ風 ＨＮ－３ＨＦ ６

埼玉県 大宮 ジェクサー・フィットネスクラブ大宮 NSR－U６０ ５６

埼玉県 大宮 デュオセーヌ大宮
NSN-80HF
NSN-90HF

24.7
32.58

埼玉県 狭山 狭山市民健康センターサンパーク奥富
ＮＳＫ－ＳＵ５ ×２

（特別仕様） １４×２

埼玉県 狭山 ソプラティコ狭山 泉源体

埼玉県 川越 オークスポーツクラブ鶴ヶ島 泉源体・活性体

埼玉県 東松山 社会福祉法人 松仁会 東松山ホーム 泉源体

埼玉県 川口 サンシティ東川口 泉源体

埼玉県 草加 コ・ス・パ松原 泉源体

埼玉県 東松山 アパホテル＜埼玉東松山駅前＞ 泉源体

千葉県 南房総 まごえむ 泉源体

千葉県 成田 老人保健施設 セントアンナナーシングホーム ＮＳＫ－６ＨＦ １０

千葉県 成田 旅館 若松本店 泉源体

千葉県 鴨川 鴨川グランドホテル ＨＮ－５０ＨＦ ９０

千葉県 鴨川 老人保健施設晴耕苑 楓下荘 ＨＮ－Ｔ４ＨＦ ４

千葉県 野田 関宿町地域福祉センター やすらぎの郷 ＨＮ－１０ＨＦ １６

千葉県 君津 ウエルサンピア君津 ステンレスケース ３６

千葉県 市原 辰己台クリニック 泉源体・活性体

千葉県 市川 山万　ユーカリ優都苑 泉源体・活性体

千葉県 佐倉 山万　プレシオ南ユーカリが丘 泉源体・活性体

千葉県 佐倉 山万　ビオ・ウイングユーカリが丘 泉源体・活性体

千葉県 市川 ティップネス南行徳店 NSK-SU6×2 １２×２

千葉県 千葉 ティップネス蘇我店 ＮＲ-50×2 １２×２

千葉県 習志野 ゴールドジム津田沼千葉 KSA-50MKT×2 １０×2

千葉県 市川市 ゴールドジム行徳千葉ﾌｨｯﾄﾈｽｾﾝﾀｰ 泉源体

千葉県 浦安 ゴールドジム浦安千葉 泉源体

千葉県 幕張 アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 泉源体

千葉県 船橋 デュオセーヌ船橋高根台
NSN-70HF
NSN-75HF

11.7
22

東京都 北区 老人保健施設 太陽の都 ＨＮ－６ＨＦ １０

東京都 文京区 本郷複合福祉施設 ＮＳＲ－７ＨＦ ２２

都道府県/所在地
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

東京都 文京区 クラーチェエレガンタ本郷 ＮＳＲ-15ＨＦ ２２

東京都 府中 なごやか府中 ＷＮ－１ ４

東京都 世田谷 ティップネス三軒茶屋店 NSK-SU5×2 １５×２

東京都 杉並区 ティップネス東武練馬店 ＮＲ-40×2 ８×２

東京都 練馬区 ティップネス練馬店 ＷＮ-2×2 １０×２

東京都 練馬区 ティップネス下井草店 ＮＲ-40×2 ８×２

東京都 練馬区 ティップネス氷川台店 ＳＵＳ×２ １０×２

東京都 千代田区 ティップネス丸の内店 NR-U60 ３４

東京都 目黒区 株式会社ザ・クラブ・アット・エビスガーデン 泉源体・活性体

東京都 目黒区 コナミスポーツクラブ目黒 泉源体・活性体

東京都 国立市 デュオセーヌ国立
NSN-90HF
NSN-90HF

25.8
24.6

東京都 日野市 デュオセーヌ豊田
NSN-70HF
NSN-70HF

14.6
16.2

東京都 港区 アジュール竹芝 泉源体

東京都 江戸川区 ティップネス瑞江店 NR-U50×2 ２０

東京都 江戸川区 ティップネス小岩店 NR-U50×2 ２０

東京都 中野区 ゴールドジム東中野東京 KSA-50-S×2
１０×1
７×1

東京都 練馬区 ティップネス大泉学園店 NR-U40×2 １６

東京都 葛飾区 ティップネス新小岩店 NR-U40×2 １９

東京都 渋谷区 ゴールドジム原宿東京 NSK-U30×2 ８

東京都 渋谷区 ゴールドジム神宮前 NSN-U40×2 7.5/6

東京都 新宿区 ティップネス東新宿店　 ＮＲ-Ｕ40×2 ３６

東京都 町田市 桜美林大学多摩アカデミーヒルズ ＨＮ－50ＨＦ ９０

東京都 国立市 ゴールドジム国立東京 泉源体

東京都 大田区 ゴールドジムｻｳｽ東京ｱﾈｯｸｽ大森 泉源体

東京都 大田区 アパホテル＜大森駅前＞ 泉源体

東京都 墨田区 アパホテル＆リゾート＜両国駅タワー＞ 泉源体

東京都 中央区 ゴールドジム銀座東京 泉源体

東京都 八王子 スポーツクラブ JOY FIT 京王堀之内 泉源体

ザ・レジデンス白金スイート
NR-55HF×2

NR-45HF
NR-45HF

10×2
８
６

都道府県/所在地

東京都 港区
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

東京都 新宿区 アパホテル＜西新宿五丁目駅タワー＞ 泉源体

東京都 新宿区 アパホテル＜新宿御苑駅前＞ 泉源体

東京都 新宿区 アパホテル＜新宿歌舞伎町タワー＞ 泉源体

東京都 新宿区 アパホテル＜東新宿歌舞伎町＞ 泉源体

東京都 品川区 アパホテル＜品川泉岳寺駅前＞ 泉源体

東京都 豊島区 アパホテル＜巣鴨駅前＞ 泉源体

東京都 豊島区 アパホテル＜山手大塚タワー＞ 泉源体

東京都 台東区 アパホテル＜浅草田原町駅前＞ 泉源体

東京都 世田谷区 ＤＩＶＡスポーツクラブ 泉源体

神奈川県 横浜 アパホテル＆リゾート＜横浜ベイタワー＞ 泉源体

神奈川県 横浜 ティップネス横浜店 NR-U50 １８

神奈川県 横浜 ティップネス二俣川店 NSK-SU6 ２８

神奈川県 横浜 ティップネス鴨居店 NR-60 １３

神奈川県 横浜 コ・ス・パ港北 NR-U60 ２２

神奈川県 横浜 ソプラティコ関内 泉源体

神奈川県 湯河原 ホテル湯河原キャッスル ＮＳＫ－１０ＨＦ １６

神奈川県 湯河原 レクトーレ湯河原 泉源体

神奈川県 川崎 介護老人保健施設たかつ ＮＳＫ－Ｕ３ ７

神奈川県 秦野 つるまきケアセンター ＮＳＫ－ＳＵ３ ６

神奈川県 戸塚 ダイアパレスワンダースケープ ＨＮ－１５ＨＦ ３０

神奈川県 秦野 特別養護老人ホーム輝星会「みかん」 ＮＳＫ-SJ３ ２２

神奈川県 大和 あすウェル中央林間（ハイパーフィットネス） 泉源体・活性体

神奈川県 川崎 チャーミングコート溝の口
ＮＳＫ-Ｕ４
ＮＳＫ-Ｕ５

１０
１６

神奈川県 相模原 デュオセーヌ相模原上溝駅前
NSN-70HF×2
NSN-80HF×1

16.68
24.4

神奈川県 横浜 デュオセーヌ横濱東戸塚 NSN-80HF×2
23

24.5

神奈川県 川崎 ティップネス宮前平店 NR-U60 ３８

神奈川県 川崎 コナミスポーツクラブ武蔵小杉 泉源体・活性体

神奈川県 横浜 ジェクサー・フィットネスクラブ東神奈川 NR-U60 ４４

神奈川県 横浜 あすウェル青葉台（ハイパーフィットネス） NR-U40 ２２

神奈川県 横浜 ゴールドジム戸塚神奈川 NSA-50-S １０
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

神奈川県 藤沢 ゴールドジム湘南神奈川 泉源体

神奈川県 藤沢 ホテル法華クラブ湘南藤沢 泉源体

神奈川県 大和 みどりの風大和 ＢＬ-2000Ｓ 4

山梨県 甲府 公立学校共済組合シティープラザ紫玉苑 ＮＳＫ－Ｕ１ ４

山梨県 甲府 シナノ・ウェルネス（ジョイフィット甲府） 泉源体

山梨県 北巨摩 四季の宿 明月 ＨＮＹ－６ＨＦ １４

山梨県 東山梨 リゾートハウス鶏冠荘 ＮＹ－Ｔ４ＨＦ ８

山梨県 北杜 清里高原ロッジ・少年自然の家 泉源体

長野県 北志賀 ホテル シャレー竜王 ＮＳＡ－Ｕ（FRP） １６

長野県 野辺山 旅館 野辺山荘 ＮＳＫ－ＳＵ １０

長野県 飯田 ホテル ニューシルク ＮＳＫ－Ｕ５ １４

長野県 志賀高原 ホテル 一乃瀬 ＮＳＫ－３０ＨＦ ４４

長野県 長門 ペンション あーるいん ＨＮ－４Ｔ ３．６

長野県 南佐久 佐久町高齢者福祉施設 花の里ふれあい ＨＮ－３Ｆ ４．２

長野県 志賀高原 ホテルホウルス志賀高原 ＨＮ－２０ＨＦ ３８

長野県 菅平高原 ペンションEST（エスト）SUGADAIRA 泉源体

長野県 上水内 アートホテル・フォロン 泉源体

長野県 白馬村 リバーサイドやまや 泉源体

石川県 穴水 国民保養センター　キャッスル真名井 ＮＳＫ－Ｕ４ １０

福井県 福井 銭湯　寿湯
ＮＳＲ－５５ＨＦ
ＮＳＲ－５０ＨＦ

12
９．６

福井県 大野 和泉村介護総合センターわくわく館
ＨＮ－Ｔ４ＨＦ
ＮＳＫ－ＳＵ３

７
７

福井県 大野 医療法人キラキラ会松田病院 ＮＳＫ－ＳＵ６．５ ２４

福井県 敦賀 ニューサンピア敦賀 ＮＳＫ－ＳＵ７ ４４

福井県 福井 かんぽの宿福井 泉源体・活性体

福井県 あわら 夢屋華筑紫 泉源体・活性体

福井県 小松 アパホテル＜小松グランド＞ 泉源体

岐阜県 洞戸村 洞戸村老人福祉センター ＮＳＫ－１５Ｆ ２０

岐阜県 岐阜 コナミスポーツクラブ岐阜 光明石サウナ 男女

岐阜県 関市 関観光ホテル 泉源体

岐阜県 郡上 ペンションブルーム 泉源体
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

静岡県 熱海 中銀ライフケア南熱海 NSE-50HF 16

静岡県 富士宮 旅館 たちばな ＮＳＫ－Ｕ１ ８

静岡県 焼津 大井川福祉センター ほほえみ
ＨＮ－１０ＨＦ
ＨＮ－１２ＨＦ

１６
１８

静岡県 藤枝 ティップネス藤枝店 NR-U６０ ２６

静岡県 葵区 ホテルオーク静岡 泉源体

静岡県 駿河区 ホテルクレパス 泉源体

静岡県 清水区 ホテルクレスパアルバ 泉源体

愛知県 名古屋 三交インGrande名古屋 NSN-40HF×2 4.8

愛知県 名古屋 中部大学学生寮 BL-4000S １０

愛知県 名古屋 アパホテル＜名古屋栄北＞ 泉源体

愛知県 名古屋 アパホテル＜名古屋駅新幹線口北＞ 泉源体

愛知県 豊橋
小坂井デイサービスセンター
（社会福祉法人宝会 ケアハウスパレス葵）

ＨＮ－３ＨＦ ６．４

愛知県 岡崎 特別養護老人ホーム なのはな苑 ＨＮ－３ＨＦ ６

愛知県 一宮 ティエール一宮・天王 BL-2000S ×2 5

愛知県 蒲郡 公立学校共済組合蒲郡保養所「蒲郡荘」 泉源体

愛知県 豊田 三交イン　豊田 ＮＳＲ－６ＨＦ １２

愛知県 錦 三交イン　名古屋錦
ＮＳＲ-45ＨＦ
ＮＳＲ-40ＨＦ

６
５

三重県 津 三交イン　津駅前
ＮＳＥ-45ＨＦ
ＮＳＥ-45ＨＦ

６
４

三重県 伊勢 三交イン　伊勢市駅前
ＮＳＥ-60ＨＦ
ＮＳＥ-45ＨＦ

11.4
8

三重県 鳥羽 船員保険保養所 マリンパールとば ＮＳＫ－Ｕ５ ３

三重県 松阪 老人デイサービスセンター なでしこ苑 ＮＳＫ－６ＨＦ １０

三重県 桑名 ステーションホテル桑名 ＨＮ－６ＨＦ １０

三重県 亀山 リビングホテル亀山 ＮＳＫ－Ｔ８ＨＦ １６

三重県 志摩 ねむの郷リーナ BL-2000S ４

三重県 四日市 社会福祉法人永甲会　うねめの里 BL-2000S ４

三重県 鈴鹿市 社会福祉法人　博愛会
デイサービスセンター ルーエハイム

泉源体

滋賀県 神崎 町営いこい施設 豊栄の里 ＮＳＫ－Ｕ３ ６

三重県 鳥羽 ホテル望洋

ＮＳＫ－１０手動
ＮＳＫ－５手動
ＮＳＫ－４手動
ＮＳＫ－４手動

２０
１０
６
５
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

滋賀県 近江八幡 滋賀厚生年金休暇センター
ＮＳＫ－ＳＵ５
ＮＳＫ－ＳＵ６

１４
２０

滋賀県 伊香 想古亭げんない ＨＮ－６ＨＦ １０

滋賀県 豊郷 日栄小学校 ＮＳＫ－ＳＵ５×２ １０

滋賀県 草津 グンゼスポーツ南草津 泉源体

滋賀県 大津 ビジュール琵琶湖 京阪浜大津 泉源体

滋賀県 大津 ティエール大津つきのわ 泉源体

滋賀県 草津 ビバスポーツアカデミー南草津 泉源体

滋賀県 草津 ティエール南草津 ＢＬ-2000Ｓ

滋賀県 栗東 ゴールドジム栗東滋賀 泉源体

京都府 舞鶴 ホテルよしだ ＮＳＫ－Ｕ５ １２

京都府 京都 ホテル サンクレイン ＮＳＫ－Ｕ４×２ ７

京都府 京都 ホテル石長　松菊園 ＮＳＲ－１０ＨＦ 10

京都府 福知山 ホテル つかさ 福知山 ＮＳＫ－Ｔ４ＨＦ ８

京都府 福知山 SDフィットネス 福知山店 泉源体

京都府 舞鶴 ホテル ふじつ温泉
ＮＳＡ－３５Ｆ×６
ＮＳＡ－５０Ｆ×２

３５
４０

京都府 京都 愛隣館 デイサービスセンター
BL-2000S
BL-600R

５
１．２

京都府 嵐山 京都嵐山　ご清遊の宿　らんざん ＨＮＹ－６ＨＦ １４

京都府 嵐山 公立学校共済組合嵐山保養所 花のいえ ＨＮ－１０ＨＦ×２ １８

京都府 水沓掛 シミズひまわりの里 ＮＳＫ－Ｕ４×２ １０

京都府 加悦 リフレかやの里 ＮＳＫ－Ｕ７ １４

京都府 舞鶴 かんぽの宿舞鶴 泉源体・活性体

京都府 南区 アルモントホテル京都 泉源体

京都府 山科区 ウィズフィール京都山科 泉源体

京都府 下京区 アパホテル＜京都駅東＞ 泉源体

京都府 中京区 コナミスポーツクラブ西大路御池 ＮＲ-Ｕ５０ １４

京都府 中京区 旅庵 花月 NSK-U4

京都府 中京区 ファーストキャビン京都二条城 泉源体

京都府 中京区 ホテルWBF京都四条錦邸
NSN-40HF
NSN-40HF

6.4
6.4

京都府 南区 三交イン京都八条口
NSN-60HF
NSN-60HF

11.4
11.6

京都府 宮津 ホテル喜楽家 ＮＳＫ-６Ｎ-４ＷＬ

１７．５
１６．８
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

大阪府 中央区 三交イン大阪淀屋橋
NSN-50HF
NSN-50HF

9.4
7

大阪府 堺 老人福祉施設 堺福泉療護園
ＮＳＫ－ＪＣ×２

ＮＳＫ－５
６
８

大阪府 堺 老人福祉施設 やすらぎの園 ＮＳＫ－Ｕ３、Ｔ５ １２

大阪府 東成 特別養護老人ホーム サンローズオオサカ ＮＳＫ－Ｕ４ ８

大阪府 門真 スーパー銭湯「門の湯」 ＮＳＫ－SＵ９×２ ７２

大阪府 大東 国際観光旅館 魚捨 ＮＳＫ－ＳＵ３×２ ５

大阪府 和泉 マスターズマンション光明池 中楽坊
NSN-80HF
NSN-T80HF

22
28

大阪府 岸和田 特別養護老人ホーム稲葉荘 ＮＳＫ－ＳＵ６ １８

大阪府 岸和田 SOMPOケアラヴィーレ岸和田 BL-2000S ５

大阪府 北区 ホテル法華クラブ大阪 泉源体

大阪府 北区 丸一ホテル 泉源体

大阪府 北区 コナミスポーツクラブ グランサイズ大阪（大阪駅北口） ＮＲ-Ｕ50×２ ２７．４

大阪府 中央区 コナミスポーツクラブ北浜
泉源体・活性体
光明石サウナ

男女

大阪府 港区 コナミスポーツクラブ弁天町 光明石サウナ 男女

大阪府 守口 特別養護老人施設なずな園 ＮＳＲ－５５ＨＦ 12

大阪府 守口 特別養護老人施設すずな園 ＮＳＥ－４５ＨＦ ８．４

大阪府 枚方 グンゼスポーツ　ウエル枚方 泉源体

大阪府 中央区 アパヴィラホテル＜淀屋橋＞ 泉源体

大阪府 中央区 アパホテル＆リゾート＜御堂筋本町駅タワー＞ 泉源体

大阪府 東淀川 アパホテル＜新大阪駅前＞ 泉源体

大阪府 豊中 コ・ス・パ豊中少路 ＮＳＫ－SＵ５ ３０

大阪府 大東 コ・ス・パ住道 ＮＲ-Ｕ50 20

大阪府 和泉 コナミスポーツクラブ和泉府中 NR-U60 ２８．６

大阪府 箕面 コ・ス・パ みのお ＮＲ-Ｕ50(特） ２０

大阪府 淀川区 ゴールドジム十三inプラザオーサカ 泉源体

大阪府 福島区 ゴールドジム大阪中之島 泉源体

大阪府 門真 門真ケアセンター ラガール 泉源体

大阪府 守口 寺方老人保健施設 ラガール 泉源体

大阪府 守口 ラガール金田 泉源体

大阪府 浪速区 なにわ老人保健施設 ラガール 泉源体
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

大阪府 枚方 シャングリラ香里園 泉源体

大阪府 都島区 サンフォリーフタウン桜ノ宮＜シニア棟＞ 泉源体

大阪府 東住吉区 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅 くつろぎⅡ
NBL-1000Ｓ
ＮＢＬ-600

1
0.6

大阪府 八尾 特別養護老人ホーム 成法苑 BL-2000Ｓ 2

兵庫県 明石 明石小規模多機能 ラガール 泉源体

兵庫県 神戸 トラストグレイス御影（旧 クラブ・アンクラージュ御影)
ＮR－110ＨＦ
ＮR－65ＨＦ

50
14

兵庫県 神戸 旅館 御影荘 ＮＳＫ－Ｕ１ ３

兵庫県 新宮 国民宿舎 志んぐ荘 ＮＳＫ－１５Ｆ手動 ２４

兵庫県 神戸 北須磨社会福祉法人
ＮＳＫ－５ＦＡ×３

（電気ﾋｰﾀｰ） １０

兵庫県 加古 播磨町健康いきいきセンター ＨＮ－３０ＨＦ ４８

兵庫県 神戸 学校厚生会福祉センター
ＨＮ－３ＨＦ

ＨＮ－Ｐ100ＨＦ
６

３４

兵庫県 神戸 灘浜ガーデンバーデン ＮＳＫ－SＵ６ ２６

兵庫県 篠山 ユニトピアささやま ＮＳＫ－SＵ５ １４

兵庫県 神戸 ナチュラリー西神中央 NSR-7HF×2 10

兵庫県 西宮 やっこ旅館 泉源体

兵庫県 西宮 エクセレントケア西宮 ＢＬ-2000S ５

兵庫県 西宮 コナミスポーツクラブ本店西宮 光明石サウナ 男女

兵庫県 明石 グンゼスポーツ西明石 泉源体

兵庫県 明石 コナミスポーツクラブ明石大久保 泉源体

兵庫県 神河町 グリーンエコー笠形 ＮＳＲ－Ｔ６Ｆ １５

兵庫県 丹波 割烹旅館　大和 BL-1000 ２

兵庫県 神戸 コ・ス・パ 西神中央 NR-U50 ２５

兵庫県 神戸 川崎重工業健康保険組合六甲山健康推進センター 泉源体

兵庫県 神戸 サンケアホーム神戸三宮 ＢＬ-2000S 4

兵庫県 神戸 ｻｰﾋﾞｽ付高齢者ﾏﾝｼｮﾝ ジョイフル甲子園 BL-1000S 2

兵庫県 豊岡 社会福祉法人 あそう 特別養護老人ホーム ここのか NBL-2000NS 4

兵庫県 豊岡 豊岡市健康増進施設 ウェルストーク豊岡 泉源体

奈良県 奈良 旅館 白鳳 ＮＳＫ－Ｕ５ ６

奈良県 北葛城 老人保健施設 グリーンプラザ南郷
BL-4000S
BL-2000S

８
４

奈良県 天理 財団法人 天理よろず相談所病院
ＨＮＹ-Ｔ4ＨＦ

×3基
７

５/４

都道府県/所在地
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

奈良県 奈良 万葉若草の宿 三笠
ＮＳＫ－Ｔ６ＨＦ

×２
１４
１０

奈良県 生駒 長命荘
ＮＳＫ－SJ３

ＮＳＫ－Ｌ３ＨＦ
６

奈良県 桜井市 サラ・ハウスⅠ ＢＬ-2000 ５

奈良県 桜井市 サラ・ハウスⅡ ＢＬ-2000S ５

奈良県 橿原市 デイサービスセンター　ティエール ＢＬ-2000S ５

奈良県 橿原市 高齢者マンション　ティエール ＢＬ-1000S ２．５

奈良県 吉野郡 黒滝森物語村 泉源体

島根県 松江 松江ユニバーサルホテル
ＮＳＫ－１０ＨＦ
低温サウナ

２０

島根県 安来 日立金属 （株）安来工場 十神山社員寮 ＨＮＹ－２ＨＦ ８

島根県 安来 紅葉館 泉源体・活性体

島根県 松江 ユニバーサルホテル松江駅南口ホテル ＨＮ－Ｔ６ＨＦ １０

島根県 出雲 出雲健康公園クラブハウス ＨＮ－１５ＨＦ ２４

岡山県 上防 老人保健施設 ルミエール ＮＳＫ－６ＨＦ １２

岡山県 玉野 大西病院（医療法人 恵誠会） ＮＳＫ－３ＨＦ ６

岡山県 倉敷 老人保健施設ライフタウンまび
ＮＳＫ－１０ＨＡ
ＮＳＫ－６ＨＡ

１７
９

岡山県 倉敷 倉敷アイビースクエア 泉源体・活性体

岡山県 岡山 アパホテル＜岡山駅東口＞ 泉源体

岡山県 和気 熊山社会福祉協議会
ＨＮＹ－３ＨＦ

ＨＮＹ－Ｔ４ＨＦ
９
５

岡山県 倉敷 グループホーム第二朋寿 ＮＳＫ－Ｔ６ＨＦ １０

岡山県 浅口 岡山　遥照山ホテル 泉源体・活性体

岡山県 美咲町 美咲町役場　足湯 泉源体

広島県 広島 ホテル法華クラブ広島 泉源体

広島県 広島 福原医院 ＮＳＫ－４ＨＦ ９

広島県 三原 三原市社会福祉協議会 デイサービスセンター梅林 ＨＮ－３ＨＦ ６

広島県 佐伯 べにまんさくの里 ＷＮ－２ ８

広島県 広島 梶川病院通所リハビリテーションすみれ ＷＮ－１ ４

広島県 因島 高齢者総合福祉施設花園 ＷＮ－１ ４

広島県 広島 スイートピア天満 ＷＮ－１ ４

６０
４８
６

都道府県/所在地

岡山県 後月郡
コナミスポーツ＆ライフ
井原市芳井町健康増進福祉施設あすわ

ＮＳＲ－Ｔ１２ＨＦ
ＮＳＲ－Ｔ１０ＨＦ
ＮＳＲ－Ｔ１０ＨＦ
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

広島県 広島 とうぎ整形外科・リハビリクリニック NSR-1 ４

広島県 府中市 ケアホームあいあい府中駅西 泉源体・活性体

広島県 広島 アパホテル＜広島駅前大橋＞ 泉源体

山口県 光市 社会福祉法人ひかり苑 泉源体・活性体

山口県 宇部 ココランド山口・宇部（旧　ウエルサンピア宇部）
ＮＳＫ－２５ＨＦ
ＮＳＫ－１５ＨＦ

３２
２２

山口県 下関 源平荘
ＮＳＫ－Ｔ５ＨＦ

×２
６

徳島県 鳴門 旅館 公園水野 ＮＳＫ－Ｕ３ １２

徳島県 那賀 健祥会バイエルン ＮＳＫ－ＳＵ６ ２０

徳島県 麻植
デイサービスセンターやまかわ
（ケアセンター和紙のさと）

ＨＮ－６ＨＦ １２

徳島県 海部 緑風会グループホーム ＮＳＫ－Ｔ３ＨＦ ３

徳島県 八万 かんぽの宿徳島
泉源体・活性体

ろ材 ４８

香川県 高松 老人福祉施設 すみれ荘 ＮＳＫ－Ｕ４ １８

香川県 高松 特別養護老人ホーム さくら荘 はなみづき ＮＳＫ－５ＨＦ １６

香川県 高松 特別養護老人ホームはなぞの園 ＮＳＫ－１０ＨＦ １８

香川県 高松 老人福祉施設 はなぞの園 ＨＮ－３ＨＦ ６

香川県 坂出 医療法人社団 まえだ整形外科・外科医院 ＨＮ－３ＨＦ ６

香川県 三豊
介護老人保健施設ハートフルあいあい荘
（仁尾サンパーラ）

ＮＳＫ－１５ＨＦ ２０

香川県 高松 フラワーガーデン伏石 ＮＳＲ－Ｔ６ＨＦ ８．４

愛媛県 大洲 大洲市総合福祉センター ＮＳＫ－１５ＨＦ ２４

愛媛県 松山 ホテルＮo,1松山
ＮＳＲ－４ＨＦ
ＮＳＲ－５ＨＦ

８．３
５

高知県 高知 老人保健施設 ケアハウス土佐 ＮＳＫ－Ｕ２ １０

高知県 高知 老人福祉施設 はるの若菜荘 ＮＳＫ－５Ｆ ９

高知県 高知 老人福祉施設 ケアハウスパールマリン ＮＳＫ－Ｕ５ ２０

高知県 宿毛 老人保健施設 ケアハウス宿毛 ＮＳＫ－Ｕ４ １２

高知県 土佐 医療法人白菊会 介護老人保健施設ヴィラフローラ
ＮＳＫ－５Ｆ

NSE-50HF更新
１２

高知県 高知 ホテルＮｏ．1高知
ＮＳＫ－ＳＵ３

×２
６
７

高知県 高知 社会福祉法人山寿会 ケアハウス集家 ＮＳＫ－ＳＵ７ ２８

都道府県/所在地

愛媛県 伊予 松前町デイサービスセンター みどり
ＨＮ－３０ＨＦ

（ＦＲＰ）
ＨＮ－Ｔ３５Ｆ

５２．４
６２
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

福岡県 北九州 老人保健施設 博慈苑 ＮＳＫ－５ＨＦ １０

福岡県 前原 老人保健施設 ケアプラザ伊都
ＮＳＫ－ＪＣ
ＮＳＫ－Ｕ１

４

福岡県 福岡 老人保健施設 ささぐり泯江苑
ＮＳＡ－１５Ｆ×２

（FRP） ７

福岡県 福岡 老人保健施設 永寿苑 ＮＳＫ－１０ＨＦ １８

福岡県 北九州 特別養護老人ホーム ひびき荘 BL-1000 ２．５

福岡県 宗像 介護老人保健施設宗像アコール ＮＳＫ－Ｕ３×２ １４

福岡県 北九州 築城町老人福祉センター ＮＳＫ－Ｕ４ ２０

福岡県 粕谷 ホテル べいざん ＮＳＫ－Ｕ５ １８

福岡県 豊前 老人保健施設 ケアハイツぶぜん ＮＳＫ－Ｕ２ ６

福岡県 福岡 老人保健施設 福満会 ＮＳＫ－Ｕ１ ４

福岡県 遠賀 老人保健施設 リカバリーセンターひびき
ＮＳＫ－５ＨＦ×２

ＮＳＫ－３ＨＦ
１２×２

８

福岡県 久留米 老人保健施設 明星苑コスモス ＮＳＫ－Ｕ５ ２０

福岡県 筑紫野 老人保健施設 リハビリハイツアシスト桜台 ＮＳＫ－Ｕ３ ６

福岡県 直方 老人保健施設 ゆうあい福智 ＮＳＫ－３ＨＦ ６

福岡県 犀川 犀川町コミュティーセンター ＮＳＫ－１５ＨＦ ３０

福岡県 築城 デイサービスセンター誠松園 ＮＳＫ－Ｕ３ ５

福岡県 北九州 北九州かんぽの宿
ＮＳＫ－１０ＨＦ

×２
１６

福岡県 田川 田川市社会福祉協議会 スマイルプラザ田川
ＮＳＫ－１０ＨＦ
ＮＳＫ－６ＨＦ

２４
１２

福岡県 八女 老人保健施設 ビハーラ光風 ＮＳＫ－６ＨＦ １２

福岡県 田川 老人保健施設サンドリーム田川
ＮＳＫ－Ｕ３
ＮＳＫ－Ｕ４

６
１０

福岡県 福岡 ケアプラザ北原 ＮＳＫ－Ｕ５ １４

福岡県 筑紫野 ハーモニ聖和 ＮＳＫ－Ｕ５ １０

福岡県 柳川 老人保健施設 シャンティ ＮＳＫ－６ＨＦ １０

福岡県 福岡 老人保健施設 サンシャイン
ＮＳＫ－Ｕ３

×２ ８×２

福岡県 大牟田 堀整形外科デイサービスセンター ＮＳＫ－Ｕ３ ９

福岡県 宮田 医療法人 安部病院 ＮＳＫ－６ＨＦ １０

福岡県 福岡 ローズガーデンＭＫ ＨＮ－３ＨＦ ６．４

福岡県 北九州 友愛苑 ＮＳＫ－Ｕ５ ５

福岡県 大牟田 大牟田保養院 ＮＳＫ－Ｕ５ ５

福岡県 川崎 川崎町老人福祉センター
ＮＳＫ－Ｕ４
ＮＳＫ－Ｕ６

１１
３４

都道府県/所在地
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

福岡県 稲築 稲築町ふるさと交流館  なつきの湯
ＮＳＫ－２０ＨＦ
ＮＳＫ－３ＨＦ

３２
８

福岡県 直方
財団法人 直方勤労者福祉協会
直方いこいの村（やすらぎの湯）

ＮＳＫ－Ｕ５×２ ２０

福岡県 篠栗 篠栗町総合保健福祉センター オアシス篠栗
ＮＳＫ－Ｕ５
ＮＳＫ－Ｕ６

１０
１５

福岡県 築上 上毛町保健福祉センター げんきの杜 （旧・新吉富町） ＨＮ－３０ ５６

福岡県 嘉穂 桂川町総合福祉センター ひまわりの里 ＮＳＫ－ＳＵ７ ４８

福岡県 小倉 特別養護老人ホーム愛香苑
ＨＮ－Ｔ４ＨＦ
ＮＳＫ－ＳＵ７

６
１０

福岡県 田川 糸田町社会福祉センター ＮＳＫ－Ｕ６×２ ２０

福岡県 久留米 花畑病院 ＮＳＫ－ＳＵ５ １２

福岡県 若松 身体障害者療養施設ひびき ＨＮ－４ＨＦ ８

福岡県 八女 川崎病院 ＨＮ－６ＨＦ １０

福岡県 中間 ハピネスなかま
ＮＳＫ－ＳＵ５×２

（特別仕様） １４×２

福岡県 八女
社会福祉法人 多聞福祉会
デイサービスセンターグループホーム

ＮＳＫ－Ｔ４ＨＦ ７

福岡県 宗像 サンピア福岡 泉源体・活性体

福岡県 博多 ホテル法華クラブ福岡 泉源体

福岡県 博多 アシストリビング博多駅南 ＮＳＲ－Ｔ５ＨＦ

福岡県 博多 ウェルビー福岡 泉源体・活性体 ２

福岡県 小倉南 新北九州空港（足湯） 泉源体・活性体 ３㎥足湯

福岡県 博多 介護付き老人ホームウイズ長丘Ⅱ 泉源体・活性体

福岡県 博多 介護付き老人ホームウイズ長丘Ⅲ 泉源体・活性体

福岡県 福岡 特別養護老人ホーム サンガーデン 泉源体・活性体

佐賀県 佐賀 老人保健施設 レストピア ＮＳＫ－Ｕ５手動 １４

佐賀県 藤津 蟹御殿 ＮＳＫ－Ｕ３ ６

佐賀県 鹿島 医療法人 天心堂 志田病院 ＮＳＫ－Ｕ３ ６

佐賀県 西松浦 デイサービスセンター山水庵 泉源体

佐賀県 唐津 あったかホーム南のおひさま 泉源体

佐賀県 三養基 アサヒ再生ゴム株式会社 BL2000S 4

長崎県 壱岐 ホテル太安閤 ＮＳＫ－Ｕ４ １６

長崎県 壱岐 町民健康施設 芦辺町クオリティーセンターつばさ
ＮＳＫ－１０ＨＦ
ＮＳＫ－５ＨＦ

２０
１０

長崎県 大村 老人保健施設 宝樹苑 ＮＳＫ－３Ｆ ６

都道府県/所在地
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設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

長崎県 大村 医療法人敬天会 すわの杜樂苑 泉源体

長崎県 三和 三和町健康福祉センター ＨＮ－３０ＨＦ ５０

長崎県 佐世保 特別養護老人ホーム 海南荘 ＮＳＫ－U２ ４

長崎県 長崎 コナミスポーツクラブ長崎 光明石サウナ 男女

熊本県 水俣 老人保健施設 ケアハウス・リブラン扇
ＮＳＫ－Ｕ１
ＮＳＫ－Ｕ４

６
１０

熊本県 荒尾 医療法人藤杏会 伊藤医院デイサービスセンター ＨＮ－６ＨＦ １４

熊本県 菊水 老人保健施設 樹心台 ＮＳＫ－Ｕ３ ８

熊本県 熊本 老人保健施設 みつぐ苑 ＮＳＫ－Ｕ５ １４

熊本県 熊本 老人保健施設まほろば
ＮＳＫ－Ｕ３
ＮＳＫ－Ｕ５

６
１０

熊本県 熊本 ホテル法華クラブ熊本 泉源体

大分県 大分 ホテル法華クラブ大分 泉源体

大分県 国東 老人保健施設 亀寿苑 ＮＳＫ－Ｕ４ ８

大分県 臼枡 老人保健施設 福寿苑 ＮＳＫ－Ｕ５ １０

大分県 竹田 老人保健施設 岡の苑 ＮＳＫ－Ｕ１ ６

大分県 宇佐 老人保健施設 オアシス宇佐 ＮＳＫ－１０ＨＦ ２０

大分県 日田 老人保健施設 聖陵ストリーム ＮＳＫ－Ｕ４ ８

宮崎県 宮崎 老人福祉施設 芳生苑 ＮＳＫ－Ｕ２ １０

宮崎県 都城 老人保健施設 恵寿苑 ＨＮ－６ＨＦ １２

宮崎県 綾 自然休暇村センター 綾川荘 ＮＳＫ－ＳＵ３×２ ６

ホテルマリックスラグーン 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルマリックス             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ホテルマリックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宮崎県 宮崎 ホテルブリスベンズ
WN-2
×2

12

宮崎県 国富 古民家デイサービスセンターやはた ＮＳＲ－Ｔ４ＨＦ ４

宮崎県 都城 デイサービスゆず 泉源体・活性体

宮崎県 延岡 延岡市　ヘルストピア延岡 泉源体・活性体

４０
２４
７
４
６

都道府県/所在地

宮崎県 宮崎

ＮＳＫ－１８ＨＦ
ＮＳＲ－７０
ＮＳＲ－７０

ＮＳＫ－５ＨＦ
ＮＳＫ－５ＨＦ

Ｔ－１５
ＮＳＫ－６ＨＦ

３６
３２
２０
８

１０
３０

熊本県 菊水 町民健康施設 菊水ロマン館

ＮＳＫ－２０ＨＡ
ＮＳＫ－１０ＨＡ
ＮＳＫ－６ＨＡ
ＮＳＫ－３ＨＡ

ミネラル水処理
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　　＜人工温泉システム＞ 光明石温泉®主要設置先リスト
〈全国版〉  2020年7月現在

設置先施設名 機種/仕様 能力（Ｔ／Ｈ）

鹿児島県 阿久根 グリーンフォレストみかさ
ＨＮ－１０ＨＦ

（特別） １０

鹿児島県 鹿屋 ニューワールドホテル NTF-10HF １０

鹿児島県 鹿児島 ホテルタイセイアネックス 泉源体

鹿児島県 鹿児島 ホテル法華クラブ鹿児島 泉源体

沖縄県 那覇 ホテル法華クラブ那覇新都心 泉源体

沖縄県 那覇 アルモントホテル那覇県庁前 泉源体

＜人工温泉システム＞

※ 主要納入先リストの為、すべての御施設を掲載出来ておりません。

※ 納入時のデータの為、御施設名等変更になっている場合がございます。

都道府県/所在地
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