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　 所在地 設置先施設名 機種（型） 能力（Ｔ／Ｈ）

徳島県 八万 かんぽの宿徳島 泉源体・活性体

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

香川県 高松 老人福祉施設 はなぞの園 ＨＮ－３ＨＦ ６

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 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

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ＮＯ１松山
ＮＳＲ－４ＨＦ
ＮＳＲ－５ＨＦ

８．３
５

高知県 高知 ホテルＮｏ．1高知 ＮＳＫ－ＳＵ３×２ ６／７

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 ケアハウスパールマリン ＮＳＫ－Ｕ５ ２０

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 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 ＮＳＫ－ＪＣ×２ ３  ／ １．５

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 福岡 老人保健施設 福満会 ＮＳＫ－Ｕ１ ４

福岡県 豊前 老人保健施設 ほうらい山荘 ＮＳＫ－６ＨＦ×２ ２０

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 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

５２．４
６２

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
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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 筑紫野 ハーモニ聖和 ＮＳＫ－Ｕ５ 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 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 川崎 川崎町老人福祉センター
ＮＳＫ－Ｕ４
ＮＳＫ－Ｕ６

１１
３４

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 築城 新吉富町保健福祉センター げんきの杜 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 アシストリビング博多駅南 ＮＳＲ－Ｔ５ＨＦ

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 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 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

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 三和 三和町健康福祉センター ＨＮ－３０ＨＦ ５０

2 長原産業株式会社



光明石温泉主要設置先リスト
〈四国・九州版〉  

平成２４年１月現在

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 熊本 老人保健施設 みつぐ苑 ＮＳＫ－Ｕ５ １４

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 熊本 老人保健施設まほろば
ＮＳＫ－Ｕ３
ＮＳＫ－Ｕ５

６
１０

大分県 臼枡 老人保健施設 亀寿苑 ＮＳＫ－Ｕ４ ８

大分県 国東 老人保健施設 福寿苑 ＮＳＫ－Ｕ５ １０

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 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 延岡 ヘルストピア延岡 泉源体・活性体

鹿児島県 阿久根 グリーンフォレストみかさ
ＨＮ－１０ＨＦ

（特別） １０

熊本県

●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。

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
-

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

４０
２４
７
４
６
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