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　 所在地 設置先施設名 機種（型） 能力（Ｔ／Ｈ）

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 松阪 老人デイサービスセンター なでしこ苑 ＮＳＫ－６ＨＦ １０

滋賀県 高島 丸三旅館 ＮＳＫ－ＪＣ×２ ４

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 大津 ビジュール琵琶湖 京阪浜大津 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

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 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 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 ＮＳＫ－ＪＣ×２ ４ ／  ２

京都府 嵐山 京都年金基金センター 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 宮津 ホテル喜楽家
ＮＳＫ－６Ｎ－４

ＷＬ １７．５

京都府 北葛城郡 社会福祉法人信和会　グリーンプラザ南郷
BL-4000S
BL-2000S

京都府 山科区 ウィズフィール京都山科 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 和泉 コナミスポーツクラブ和泉府中 NR-U60 ２８．６

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 レヴィータデイサービスセンター岸和田 BL-2000

大阪府 北区 ローレルコート与力町エルグレース ＮＳＲ－７０

２０
１０
６
５

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
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大阪府 北区 丸一ホテル 泉源体

大阪府 守口 特別養護老人施設なずな園 ＮＳＲ－５５ＨＦ 12

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 箕面 コ・ス・パ みのお ＮＲ-Ｕ50(特） ２０

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

兵庫県 神戸 灘浜ガーデンバーデン ＮＳＫ－SＵ６ ２６

兵庫県 神戸 ナチュラリー西神中央 NSR-7HF×2 10

兵庫県 神戸 コ・ス・パ 西神中央 NR-U50 ２５

兵庫県 篠山 ユニトピアささやま ＮＳＫ－SＵ５ 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 学校厚生会福祉センター
ＨＮ－３ＨＦ

ＨＮ－Ｐ100ＨＦ
６

３４

兵庫県 西宮 エクセレントケア西宮 ＢＬ-2000

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 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 明石 グンゼスポーツ西明石 泉源体

奈良県 天理 財団法人 天理よろず相談所病院
ＮＳＫ－Ｕ４
ＮＳＫ－Ｕ３

７
５

奈良県 奈良 万葉若草の宿 三笠
ＮＳＫ－Ｔ６ＨＦ

×２ １４ ／ １０

奈良県 生駒郡 社会福祉法人聖アンナ福祉会　三郷聖アンナの家 泉源体

奈良県 北葛城 老人保健施設 グリーンプラザ南郷
ＮＳＫ－ＪＣ

ＮＳＫ－ＪＣ３５
２
６

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 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
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岡山県 倉敷 倉敷アイビースクエア 泉源体・活性体

岡山県 和気 熊山社会福祉協議会
ＨＮＹ－３ＨＦ

ＨＮＹ－Ｔ４ＨＦ
９
５

岡山県 浅口 岡山　遥照山ホテル 泉源体・活性体

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 ニュージャパン ＷＮ－１ ４

山口県 下関 源平荘
ＮＳＫ－Ｔ５ＨＦ×

２ ６

●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。

岡山県
ＮＳＲ－Ｔ１２ＨＦ
ＮＳＲ－Ｔ１０ＨＦ
ＮＳＲ－Ｔ１０ＨＦ

６０
４８
６

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
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