
光明石温泉主要設置先リスト
〈北海道・東北版〉  

平成２４年１月現在

　 所在地 設置先施設名 機種（型） 能力（Ｔ／Ｈ）

北海道 根室 旅館大野屋 ＮＳＫ－Ｕ５ ４

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 倶知安 旅館 銀嶺荘 ＮＳＫ－４ ３２

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 斜里 旅館 知光荘
ＮＳＫ－３Ｆ

手動 ６

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 川上 川湯観光ホテル ＨＮ－Ｕ３×２ ７

北海道 札幌 特別養護老人ホーム 平成苑 ＨＮ－６ＨＦ １２

７２
２８

１３．２
１６．８

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
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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 札幌 美しの湯 ＨＮ－１２ＨＦ ２１

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 旭川 デイサービスセンターＥ湯 ＮＳＫ－ＳＵ６ ２０

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

岩手県 田老町 グリーンピア田老 ＨＮ－６ＨＦ １０

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 角田 ストーン・ライフグリーン BL-4000S

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

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 在宅福祉施設 やすらぎの郷 ＨＮ－３ＨＦ ８

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 山形 保健生活協同組合　協同の家　虹 ＮＳＲ-1 2

山形県 米沢 クアリゾート鷹山の湯 ＨＮ－４８ＨＦ(特） ４８

新潟県 新潟 アメニティオアシス駅南 ＮＳＲ－Ｔ４ＨＦ ４．８

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 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

●その他にも、多くのご施設で導入して頂いております。

＜ご注意＞上記納入実績は、すべて当社施工によるものです。
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