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　 所在地 設置先施設名 機種（型） 能力（Ｔ／Ｈ）

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 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

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

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

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 川越 オークスポーツクラブ鶴ヶ島 泉源体・活性体

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 茂原 ヴェルディスポーツプラザ おゆみの ＮＳＫ－Ｕ４×２ １２×２

千葉県 鴨川 鴨川グランドホテル ＨＮ－５０ＨＦ ９０

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 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

東京都 文京区 チャーミングスクウエア本郷 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

1 長原産業株式会社



光明石温泉主要設置先リスト
〈東日本版〉  

平成２４年１月現在

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 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 泉源体

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

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 湯河原 ホテル湯河原キャッスル ＮＳＫ－１０ＨＦ １６

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 川崎 チャーミングコート溝の口
ＮＳＫ-Ｕ４
ＮＳＫ-Ｕ５

１０
１６

神奈川県 川崎 なごやか向ヶ丘遊園 ＷＮ－１ ４

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 なごやか金沢文庫 ＷＮ－１ ４

神奈川県 横浜 なごやか西横浜 ＷＮ－１ ４

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 ハイパーフィットネス青葉台 NR-U40 ２２

山梨県 北巨摩 四季の宿 明月 ＨＮＹ－６ＨＦ １４

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

10×2
８
６

東京都 港区 ザ・レジデンス白金スイート
NR-55HF×2

NR-45HF
NR-45HF
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長野県 志賀高原 ホテル 一乃瀬 ＮＳＫ－３０ＨＦ ４４

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

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 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

岐阜県 洞戸村 洞戸村老人福祉センター ＮＳＫ－１５Ｆ ２０

岐阜県 加茂 サンホーム七宗
ＨＮ－６ＨＦ
ＨＮ－３ＨＦ

１２
８

静岡県 富士宮 旅館 たちばな ＮＳＫ－Ｕ１ ８

静岡県 志太 大井川町福祉センター
ＨＮ－１０ＨＦ
ＨＮ－１２ＨＦ

１６
１８

静岡県 藤枝 ティップネス藤枝店 NR-U６０ ２６

愛知県 名古屋 中部大学学生寮 BL-4000S １０

愛知県 名古屋 老人保健施設 平田荘 ＮＳＫ－Ｕ４ ８

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 豊田 三交イン　豊田 ＮＳＲ－６ＨＦ １２

●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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