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水道水改質装置ザ・バイオウォーター 納入先事例

ザ・バイオウォーターは生活用水ばかりでなく、工場やオフィス、病院や学校をはじめ、飲食業、

美・理容業、クリーニング業、その他水を使用する様々な業種で活用されています。客観的なデー

タによってその性能が解明・公表されるにつれ、ますますその活用範囲の拡大が期待されている

ザ・バイオウォーター。このバイオウォーターを先駆的に取り入れ、赤錆除去や商品・サービスの

質の向上などの素晴らしいメリットを享受していらっしゃる施設や企業、店舗等を一部紹介します。

ビル・工場・オフィス

平成 27 年     ㈱公器産業(東京都江戸川区)

            日清製粉福岡工場（福岡県福岡市）

            三洋化成工業（愛知県名古屋市）

            高砂電気商事㈱(三重県四日市市)

            岩谷瓦斯㈱(島根県出雲市)

            戸田工業㈱(広島県)

            ㈱誠和電技(福岡県北九州市)

            横浜ゴム㈱(愛知県新城市)

            三菱重工㈱冷熱事業部(兵庫県高砂市)

            山根木材リモデリング㈱(広島県広島市)

            東京エレテック㈱(東京都台東区)

平成 26 年     日本理化工業所(栃木県下都賀郡)

            ＪＦＥエンジニアリング(横浜市鶴見区)

            旭化成パックス㈱(群馬県太田市)

            日本ガス住設㈱(鹿児島県大島郡)

            ㈱デンソー九州

            ㈲柳沢精機(横浜市都筑区)

            ㈱新廣(神奈川県綾瀬市)

            ㈱神奈川ナブコ(神奈川県小田原市)

            鶯谷ワールド会館(東京都台東区)

平成 25 年    ㈱トーワホーム(千葉県千葉市)

            川崎重工㈱(川崎市)

            住友ハードメタル㈱(兵庫県伊丹市)

            角一化成㈱(大阪府吹田市)

平成 24 年       ㈱フジワラ(愛知県北名古屋市)

           ㈱伸光製作所(長野県上伊那郡)

            横小ビル(横浜市中区)

           ㈱メイトー(愛知県名古屋市)
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           ㈱横浜赤レンガ(横浜市中区)

平成 21 年            三栄コーポレーション(横浜市港北区)

          ＮＥＣ㈱ファシリティーズ(千葉県我孫子市)

平成 20 年             ＪＲ高崎駅ビル(群馬県高崎市)

           銀座ハウス(東京都中央区)

           ＮＥＣ㈱府中工場(東京都府中市)

平成 19 年    昭和高分子㈱伊勢崎工場（群馬県伊勢崎市）

          九電工沖永良部営業所(鹿児島県大島郡)

平成 18 年         ＪＲ鎌倉車輌基地（神奈川県鎌倉市）

           昭特製作所㈱（神奈川県川崎市）

           ㈱千葉製紙所(千葉県市原市)

           ＪＲ八王子駅ビル(東京都八王子市)

平成 17 年    昭和高分子㈱龍野工場（兵庫県龍野市）

           昭和電線電纜㈱相模原工場(神奈川県相模原市)

平成 16 年        東熱エンジニアリング(東京都新宿区)

           ニチアス㈱本社ビル（東京都港区）

           ＪＦＥ㈱スチール (神奈川県川崎市)

平成 15 年        電源開発㈱西日本支店(和歌山県橋本市)

           日本ビクター㈱本社ビル(神奈川県横浜市)

          植木水道工業㈱（神奈川県小田原市）

           ㈱メイトー（愛知県名古屋市）

           信州トウヨー家具（長野県長野市）

           開発電気㈱送電事業部(東京都千代田区)

           ㈲千商リライアンス（神奈川県相模原市）

          ベスト企画㈱（兵庫県神戸市）

           ヒカリ乳業㈱（山口県光市）

           エヌケージーエスＮＫＫ京浜事業所（神奈川県川崎市）

           秋田建物㈲(東京都新宿区)

           ㈱イトコー(愛知県豊川市)

           三和メック(栃木県宇都宮市)

           トーカイ電設㈱(愛知県春日井市)

平成 14 年        吹上サービス㈱(横浜市中区)

           石本商事㈱(新潟県新潟市)

           ㈱北央開発商事(北海道小樽市)

           ㈱ニッポー(埼玉県川口市)

           埼玉ニットー㈱(埼玉県行田市)

           ㈲KOC 企画(鹿児島県鹿児島市)

           開発電気㈱名古屋送電事業所(愛知県名古屋市)

           開発電気㈱橋本送電所(和歌山県橋本市)

           ㈱ニシムラ(佐賀県神埼郡)
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           開発電気㈱川越送電所（埼玉県川越市）

           ㈱佐賀電工(佐賀県佐賀市)

           開発工事㈱竹原出張所（広島県竹原市）

           八千代産業㈱(北海道札幌市)

           日本ハイコン㈱(東京都港区)

           開発電子技術㈱(東京都文京区)

           アピタ石下（茨城県結城郡）

           小泉産業㈱(東京都世田谷区)

           トーカイ電設㈱(愛知県春日井市)

           大洋エンジニアリング(奈良県奈良市)

          日吉家具センター(横浜市港北区)

           ㈲富士清水(山梨県東都留郡)

           不二高㈱(静岡県沼津市)

平成 13 年               工藤建設㈱(横浜市青葉区)

           ㈱エムイーシー(東京都千代田区)

           東京ビルケア㈱(東京都荒川区)

           東京ビルケア㈱(東京都荒川区)

           電源開発㈱市ヶ谷共益ビル(東京都千代田区)

           J パワー㈱市ヶ谷共益ビル (東京都千代田区) 

           パインセントラルビセル(東京都中央区)

           サンライト厨房(横浜市南区)

           NOVA ビル(静岡県浜松市)

           杉山ノート(福島県原町市)

平成 12 年     ㈱ＭＩＲＡＩテクノハウス（東京都世田谷区）

           神奈川東京冷機㈱（神奈川県横浜市）

           大同交易㈱(横浜市神奈川区)

           アイパック㈱（東京都大田区）

           徳武建設㈱(長野県長野市)

           ㈱オフィスヘンミ(横浜市南区)

           藤沢工機㈱（神奈川県藤沢市）

           ㈲木屋産業（福岡県北九州市）

           大器包材㈱(東京都田無市)

           ㈱丸伸工業所(横浜市中区)

           ㈱東京貿易 事務センター(東京都中央区)

           明和工業㈱（福岡県北九州市）

           積水工業㈱(東京都目黒区)

          ㈱アクアピア岡崎工場（愛知県岡崎市）

           平成建設(新潟県新潟市)

           日立情報通信エンジニアリング㈱（神奈川県足柄上郡）

           日立コンピューター機器（神奈川県足柄下郡）
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           カミヤビル（東京都中央区）

           ㈱小田原ＣＭＳ（神奈川県小田原市）

           日立製作所㈱ストレージ事業部(神奈川県小田原市)

           ジェイ・パイン㈱（横浜市旭区）

           東海パック㈱（川崎市高津区）

           幡成サッシ販売㈱（東京都葛西区）

平成 11 年     神成ビル（東京都新宿区）

           ㈱シンワ（横浜市戸塚区）

           錦判野原総業ビル(東京都新宿区)

           東ビル（（神奈川県横浜市）

           ベルモント化粧品ビル（東京都渋谷区）

           鉱永工業㈱（東京都千代田区）

           東京ワックス㈱（埼玉県深谷市）

平成 10 年     鉄建建設㈱(横浜市中区)

           日本ビクターデータシステムズ㈱（神奈川県海老名市）

           第一宮ビル（神奈川県横浜市）

平成 9 年     大産企業㈱（栃木県宇都宮市）

           三浦工務店㈱（神奈川県横須賀市）

           ㈲ヘルシージャパン（山梨県甲府市）

           ㈱伊勢湾建材センター（三重県津市）

           斉藤第一ビル(東京都文京区)

平成 8 年     テクノス㈱（東京都新宿区）

           エスエスシステム㈱（東京都品川区）

           ニュールックビル(東京都文京区)

           横江コンクリート(宮城県志田郡)

           天城町町役場（鹿児島県大島郡）

           日本ビクター鶴ヶ峰工場(神奈川県横浜市)

平成 7 年      東亜エンジニアリング㈱(横浜市神奈川区)

           和楽園ビル(横浜市中区)

その他多数             日本ビクター㈱本郷ビル(東京都文京区)

              電源開発㈱静岡送電所(静岡県静岡市)

              開発電気㈱上士幌送電所(北海道河東郡上士幌町)

              開発電気㈱本四送電事業所（岡山県倉敷市）

              九電工与論島営業所(鹿児島県大島郡)

              神奈川東京冷機㈱（神奈川県横浜市）

              二島ビル（東京都大田区）

              ユニバース千葉ビル（千葉県千葉市）

              田創館ビル(東京都中央区)

              東京電力(株)（東京都千代田区）

              三昌製作所㈱(神奈川県横浜市)
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              ㈱フルタ（秋田県秋田市）

               鈴鹿富士ゼロックス㈱(埼玉県岩槻市)

              ＪＦＥ㈱スチール熱延工場(神奈川県川崎市)

              ＪＦＥ㈱スチール焼却炉(神奈川県川崎市)

              芝浦メカトロニクス㈱(神奈川県横浜市)

              ジェネシステクノロジー㈱(埼玉県入間郡)

              ㈱山王（神奈川県伊勢原市）

              三光電機工業㈱（神奈川県川崎市）

             ミツミ電機㈱（神奈川県秦野市）

              岸田製作所（神奈川県逗子市）

              ㈱シダラ南上野工場(栃木県鹿沼市)

             リコーエンジニアリング(神奈川県厚木市)

              ㈱明輝(神奈川県厚木市)

             ㈱日阪製作所(大阪府東大阪市)

             シマツ㈱(愛知県刈谷市)

              沖プリンテッドサーキット㈱(新潟県上越市)

             千代田機工㈱横浜営業所(神奈川県横浜市)

              ㈱エスピージーフコク（神奈川県川崎市）

             エーピーシーアエロスペシャルティ㈱(東京都千代田区)

             ㈱シゲル工業(新潟県燕市)

マンション・アパート・寮など

                         

平成 26 年    小手指ハイツ(埼玉県所沢市)

          四ツ谷ハイツ(神奈川県座間市)

          シティパル武蔵野(東京都小平市)

平成 21 年             ホテル王城（東京都大田区）

平成 20 年            ヴェルデ中央林間（神奈川県大和市）

           天城東急リゾート A,B,C,D 棟＆E 棟(静岡県伊東市)

平成 19 年             東急リゾート管理組合(静岡県伊東市)

平成 18 年             緑ヶ丘ハイツ(神奈川県逗子市)

          おきえらぶフローラルホテル（鹿児島県大島郡）

          天城東急リゾート A,B,C,D 棟＆E 棟(静岡県伊東市)

平成 16 年        クリオレジダンス横浜鶴見(神奈川県横浜市)

           伊東観光開発㈱（静岡県田方郡）

           曙マンション(東京都立川市)

平成 15 年        パルテノンマンション(神奈川県横須賀市)

           ルミエールひばりが丘(東京都西東京市)

           レジデンス政和(横浜市南区)
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           シティ第二日暮里(東京都荒川区)

           シティハイム２１(東京都町田市) 

           パール蒔田(横浜市南区)

平成 14 年        角萬シティ日暮里(東京都荒川区)

           港南台コートハウス(神奈川県横浜市)

           ライオンズマンション船橋(千葉県船橋市)

平成 13 年         SK コーポ(川崎市中原区)

           電源開発㈱要町社宅(東京都豊島区)

           ガーデンコート成城(東京都世田谷区)

           一三昌ハイツ(東京都江戸川区)

           三昌マンション（東京都江戸川区）

           ボナールイセザキ(神奈川県横浜市)

           コーポシオ（東京都新宿区）

           イトウェーブ相武台(神奈川県相模原市)

           松尾マンション(東京都世田谷区)

           徳丸マンション(東京都北区)

          J シティ高根台(千葉県船橋市)

平成 12 年       錦半青莪寮（長野県飯田市）

           クレストハウス(横浜市南区)

平成 11 年        パレロワイヤル北千住(東京都足立区)

           溝の口スカイハイツ(神奈川県川崎市)

           日揮㈱藤が丘社宅(神奈川県横浜市)

           ＮＫＫ岸谷社宅

平成 10 年        インペリアル中野(神奈川県厚木市)

           JR 南長崎駅社宅(東京都豊島区)

          ルミエール上溝(神奈川県相模原市)

           日本ビクター㈱相模原社宅 3，4 号棟（神奈川県相模原市）

           日本ビクター㈱三ツ境社宅 1，2 号棟(神奈川県横浜市)

           日本ビクター㈱相模原社宅 1，2 号棟(神奈川県相模原市)

           コトー柏(千葉県柏市)

平成 9 年        白金ビル（横浜市南区）

           グリーンハイツ行人坂(東京都目黒区)

           日産自動車㈱青雲寮(栃木県河内郡)

          ソレイユ吉野町（横浜市南区）

平成 8 年    日本ビクター㈱松戸寮(千葉県松戸市)

           日産自動車㈱新子安寮（神奈川県横浜市）

平成 7 年     日本ビクター㈱大和寮(神奈川県大和市)

その他多数             (財)船員保険会丸山台宿舎(神奈川県横浜市)

               (財)船員保険会常盤台宿舎(神奈川県横浜市)

                開発電気㈱備讃寮（岡山県岡山市）
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               ライオンズマンション大塚角萬(東京都豊島区)

               茗荷谷マンション(東京都文京区)

               まどか押上(東京都墨田区)

               アーバンライフ愛宕(千葉県千葉市)

               ベルコート(神奈川県横浜市)

               クレアール六甲(兵庫県神戸市)

               NASIC 飛鳥山公園(東京都北区)

               みどりマンション(東京都大田区)

               フェアライフあざみ野（横浜市青葉区）

              国民宿舎フローラルホテル(鹿児島県大島郡)

  

病院・学校・研究所・寺院

平成 24 年             すぎのこ幼稚園(神奈川県相模原市)

平成 22 年              千葉大学(千葉県千葉市)

平成 19 年              特養老人ホームうちの桜園（新潟県新潟市）

平成 17 年              市立不動岡小学校（埼玉県加須市）

平成 16 年              特養老人ホームいたくら桜園(新潟県中頚城郡)

平成 15 年              町立鹿追中学校（北海道河東郡）

               サンライフ保育園(神奈川県平塚市)

平成 14 年              長岡学園(神奈川県横須賀市)

               横浜市立三春台保育園（神奈川県横浜市）

               大光院(横浜市南区)

               高円寺南保育園(東京都杉並区)

平成 13 年              山武ビルシステム㈱ＳＲＩ技術センター(神奈川県横浜市)

平成 12 年              新東化学研究所(東京都三鷹市)

               神奈川工科大学（神奈川県厚木市）

平成 11 年              グレイセスデンタルオフィス(神奈川県横浜市)

               町田産婦人科医院（東京都練馬区）

平成 10 年              西沢歯科医院(埼玉県さいたま市)

               あづまばし歯科医院(栃木県足利市)

               芝崎プロポーションクリニック（東京都港区）

               堀産婦人科(東京都港区)

平成 8 年              日本ビクター横須賀研究所(神奈川県横須賀市)

平成 6 年              横浜共立学園（神奈川県横浜市）

その他多数             上飯田保育園（神奈川県相模原市）

               特養老人ホームばんだい桜園(新潟県新潟市)

               育桜福祉会白楊園（神奈川県川崎市）

               特養老人ホームひかり苑（東京都東村山市）
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               ワタナベ歯科医院(新潟県新潟市)

               たかつ歯科医院(神奈川県横浜市)

               阪口クリニック(東京都葛飾区)

               沖永良部徳洲会病院(鹿児島県大島郡)

               横須賀中央眼科(神奈川県横須賀市)

               池上総合病院(東京都大田区)

               健和会マリン歯科クリニック(埼玉県さいたま市)

飲食業・食品製造業

平成 17 年    ㈲大光ブロイラー(長崎県南高来郡)

平成 15 年         ㈱大光食品(長崎県島原市)

               和菓子製造菜の花(神奈川県小田原市)

               らーめんむさしの(東京都武蔵野市)

               ヒカリ乳業㈱（山口県光市）

平成 14 年    本陣房嘉味蔵(東京都港区)

平成 13 年    きそば満留賀(東京都千代田区)

               オール青果(神奈川県大和市)

               もつ焼きカミヤ(東京都中央区)

平成 12 年              日本サラダ(千葉県東葛飾郡)

               ㈱アクアピア柏原工場（大阪府柏原市）

               ラーメン一点張(神奈川県横浜市)

               江戸清(東京都港区)

               魚国商店吟海屋(神奈川県小田原市)

               そば処あさだ(東京都台東区)

平成 11 年              横浜冷凍株式会社（横浜市神奈川区）

               タオインターナショナルソフィア㈱(東京都港区)

               本陣房(東京都港区)

               カレーハウスガラ横浜(神奈川県横浜市)

               浜冷凍株式会社(横浜市中区)

平成 9 年    豆重商店(和菓子製造業) (横浜市西区)

               長八(神奈川県横浜市)

               海老光株式会社(横浜市神奈川区)

               満寿屋和菓子・製麺所(横浜市中区)

平成 9 年      ㈲喜久屋(横浜市金沢区)

平成 8 年   水野こんにゃく(横浜市磯子区)

               ビクトワール洋菓子店(愛知県岡崎市)

               大橋製麺所(川崎市多摩区)

平成 7 年    ㈱玉貴産業 清田食品工房(札幌市豊平区)
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               回転すし玉貴 清田店(北海道札幌市)

               黒川製麺所(横浜市磯子区)

               居酒屋浜船(神奈川県横浜市)

               そば処本陣（神奈川県横須賀市）

平成 6 年    円覚寺如意庵(神奈川県鎌倉市)

               無嵐亭(神奈川県鎌倉市)

その他多数             グリーンフード本社工場(新潟県新潟市)

               ㈱アクアピア岡崎工場(愛知県岡崎市)                

               ㈱菜の花和菓子製造工場（神奈川県小田原市）

              大橋製麺所多摩(神奈川県川崎市)

              黒川製麺所(神奈川県横浜市)

              製麺・和菓子製造 満寿屋（神奈川県横浜市）

              浅野製麺所（神奈川県横浜市）

              豆重商店(神奈川県横浜市)

              オール青果(神奈川県大和市)

              エバラ食品工業㈱栃木工場（栃木県さくら市）    

              やんちゃ坊主(神奈川県鎌倉市)

              スナックちいちゃん(神奈川県鎌倉市)

              みず穂(神奈川県鎌倉市)

              ピグマリオンランチ(広島県福山市)

              割烹越乃(新潟県新潟市)

クリーニング･美・理容業・洗車業

平成 27 年      美容室アーサティブ(千葉県松戸市）

平成 15 年    ビューティステーション石原(大阪府高槻市)

平成 14 年    花蛍(兵庫県西脇市)

               ＭＩＳＡＫＡ(兵庫県加古川市)

               ナミ光風台(大阪府高槻市)

               寄り道パーラーゆいまーる(千葉県千葉市)

               おしゃれすたじおみき(大阪府高槻市)

               絵夢美容室マーガレット(兵庫県神戸市)

平成 13 年    ミルキーウェイ(兵庫県高砂市)

               レイコ美容室(岡山県栄田郡)

               美容室やまむら（神奈川県秦野市）

               マーブルショコラ(兵庫県高砂市)

               ヘアーブティック瑞扇(兵庫県神戸市)

               セフィーヌ(東京都町田市)

平成 12 年    テクノコーポレーション(千葉県千葉市)
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               興栄燃料(千葉県千葉市)

               アルファ美容室(神奈川県川崎市)

平成 11 年    ネオランドリー(神奈川県横浜市)

平成 9 年    喜久屋クリーニング（横浜市金沢区）

               辻井クリーニング(神奈川県三浦市)

               ヘアーブティックかぐや姫(神奈川県川崎市)

平成 8 年    サン美容室(横浜市港北区)

               寄り道パーラーゆいまーる(千葉県千葉市)

               美容室アプローズ(東京都府中市)

               新光舎クリーニング(神奈川県川崎市)

               ャスミン美容室(神奈川県横浜市)

               美容室マーシャル(千葉県習志野市)

               ディノ鈴木(神奈川県相模原市)

               ヘアーサロンＭ(神奈川県横浜市)

               トップスター(神奈川県横浜市)

平成 7 年    アクト石原(静岡県伊東市)

               関クリーニング店(東京都葛飾区)

その他多数             和光リビテック(茨城県石岡市)

               ＫＥＩＫＯ美容室(大阪府高槻市)

               Ｙ美容室(兵庫県神戸市)

               Ｌａ Ｖｉｔａ(兵庫県神戸市)

               ナンバーワンクラブ(神奈川県大和市)

               サロン・スガ(群馬県伊勢崎市)

               コスモス（茨城県鹿島市）

               ベルクリーニング(神奈川県横浜市)

農林・水産・畜産業・その他

平成 12 年    東洋水産㈱タイ工場（タイ）

               ゆうきファーム(秋田県本荘市)

               日本サラダ(千葉県東葛飾郡)

平成 11 年    森本農工㈲(岡山県赤磐郡)

平成 10 年    遠藤養豚場(静岡県三島市)

               オプトン 光来荘(愛知県瀬戸市)

平成 7 年    田所牧場(神奈川県相模原市)

               小野ファーム(肉牛飼育) (横浜市戸塚区)

               斉藤養豚場(岩手県北上市)

その他多数             ペットショップメリリ(東京都豊島区)

           フローリストナオ(神奈川県横浜市)
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ザ・バイオウォーター常設展示場

    ㈱MIRAI テクノハウス 桜上水展示場(東京都世田谷区)

    ㈱ジェィアール東日本住建 南浦和展示場(埼玉県さいたま市)

      


