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理事長　長島 弘典

公益社団法人 
日本プールアメニティ協会

　近年、遊泳用プールに対するニーズが広がり、教育や体力向上の場のみならず、憩いやレジャーの場、そして健

康増進、機能の回復訓練の場として幅広く活用されるようになりました。しかしながら、昨今は新型コロナウイルス

感染症パンデミックの影響を大きく受ける状況下にあります。このような状況の変化の中で、プール施設の衛生・

安全管理や快適性についても、より一層の高い水準が要求されるようになってまいりました。

　公益社団法人日本プールアメニティ協会は、平成22年の秋に公益法人として認定を受けてから一貫して公益事

業の推進に努力を重ねてまいりました。

　本協会では厚生労働省通知｢遊泳用プールの衛生基準｣及び文部科学省・国土交通省策定の｢プールの安全標

準指針｣をふまえ、これを広く適切に反映させるため｢プール衛生管理者講習会｣｢プール施設管理士講習会｣の実施

による人材の育成、また｢機器認定制度｣による安全で質の高い設備機器の供給、そして｢プール運営団体認定制

度｣により一定水準以上の運営管理品質をもった運営管理受託会社を認定し、公共プール運営の指定管理者制

度への活用をはかるなど、プール施設の衛生・安全・快適性、運営管理の向上に努めてまいりました。

　令和3年度までに「プール衛生管理者講習会｣は192回の開催を数え、約13,000名の修了者は、全国のプール

施設の｢管理責任者｣｢衛生管理者｣として活躍されています。また｢機器認定制度｣により141機種（19社）を認定し、

新しく機器を導入する際に性能面、保守・維持管理面などが容易に比較検討でき、

経済的で衛生的かつ安全性の高い機器システムを選択できるようになりました。 

さらに、｢プール運営団体認定制度｣ではこれまで5団体を認定し、プール施設の運

営面においても安心して施設運営を委ねられる団体を比較検討できるようになり

ました。

　このような活動成果は、ひとえに皆様の変わらぬご支援の賜物と感謝すると共

に、公益法人として、より公共性の高い活動を目指してプール施設の衛生、安全、

快適性の向上のために一層の努力を積み重ねてまいります。

■名　称　公益社団法人 日本プールアメニティ協会
■住　所　東京都豊島区東池袋3‐8‐5‐206
　　　　　TEL 03‐6907‐8977 / FAX 03‐6907‐8978
　　　　　URL： https://www.jpaa.jp/
　　　　　E-mail： jpaa@sepia.ocn.ne.jp

この法人は、遊泳用プールに関する衛生的で安全な管理、及び運
営に関わる人材の育成、調査、情報提供等所要の事業を行い、
プールの衛生水準、安全、及びアメニティの向上に、寄与すること
を目的とする。

（1）正 会 員 21社
（2）協力会員（法人） 24社
（3）協力会員（個人） 300名

平成4年11月25日　社団法人 日本プールアメニティ施設協会
平成22年10月1日　公益社団法人 日本プールアメニティ協会

令和4年1月末現在
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企画・コンプライアンス委員会

①「プール管理責任者」、「プール衛生管理者」、及び「プール施設管
理士」等の育成に関する講習会の開催

②プールの衛生水準、安全、及びアメニティの向上に関する調査
③「プール関連機器認定基準」、及び「プール運営団体認定基準」の
作成、及び適合の認定

④プールに関する情報提供と相談窓口の開設
⑤プールの衛生水準の向上に寄与する事業への助成
⑥その他本法人の目的達成のために必要な事業
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野﨑 貞彦

長島 弘典

中村 克彦

大橋 則雄

白木 俊郎

髙橋 宏志

千坂 晃三

中津 直茂

中村 靖弘

西ノ明 武

野原 秀雄

平田 隆一

守尾 輝彦

藤田 裕俊

蓬田 成男

日本大学 名誉教授

技術士（衛生工学）

事務局

元 東京都健康安全研究センター 研究科長

株式会社 協栄

元事務局長

ミウラ化学装置株式会社

ヤマハ発動機株式会社

元 株式会社フクシ・エンタープライズ

株式会社アクアプロダクト

株式会社 三協 代表取締役

株式会社 協栄

元 新宿区保健所衛生課 課長補佐

ヤマハ発動機株式会社

フジカ濾水機株式会社 代表取締役

遊泳用プールの快適性の向上と利用促進によ
る健康増進を目的として、本協会の前身である
プールアメニティプロジェクト研究会が発足

「アメニティガイドライン」の作成

厚生省生活衛生局長通知「遊泳用プールの衛
生基準について」が出された。

厚生省より社団法人として設立認可

初代会長　竹中浩治氏　就任

東京都千代田区に事務所を置く

第1回プール衛生管理者講習会の開催

第1回総会開催

機関紙『プールアメニティ』創刊号を発刊

第1回プールメンテナンス講習会の開催

事務所移転　東京都新宿区

第2代会長　野﨑貞彦氏　就任

プール関連機器認定制度の実施

事務所移転　東京都新宿区

厚生労働省健康局長通知「遊泳用プールの衛
生基準について」が改正された。

第1回プールに関する技術講演会の開催

『水泳プール管理マニュアル』第2版（改訂版）
発行

第1回再履修講習会の実施

協会設立10周年記念祝賀会の開催

機器認定制度の改定

昭和63年　　
　　　　　　
　　　　

平成  2年

平成  4年  4月
　

平成  4年11月

　　　　 12月

平成  5年  1月

　　　　　4月
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平成  6年  9月

　　　　 11月

平成  8年12月

平成11年  4月

平成13年  7月
　

　　　　   8月

　　　　 12月
　

平成14年  5月

　　　　 11月

平成15年  4月

事務所移転　東京都豊島区

「プール安全標準指針」（文部科学省・国土交
通省策定）が出された。

厚生労働省健康局長通知「遊泳用プールの衛
生基準について」が改正された。

第1回プール施設管理士講習会の開催

『遊泳プールの安全・衛生管理の解説』を協同
編集

協会設立15周年祝賀会の開催

プール衛生管理者講習会の新教本発行と講
習内容の刷新

第100回衛生管理者講習会開催

『水泳プール管理マニュアル』を改訂し、『水泳
プール総合ハンドブック』を発行

プール運営団体認定制度の実施

公益社団法人として内閣総理大臣より認定
される

公益社団法人 日本プールアメニティ協会　
登記

初代理事長　長島弘典氏　就任

第1回学校プール管理者講習会の開催

協会設立20周年祝賀会の開催

『水泳プール総合ハンドブック』を改訂

プール衛生管理者の更新制度を導入

『水泳プール総合ハンドブック』改訂3版出版

平成18年11月

平成19年  3月
　

　　　　   5月
　

　　　　   6月

　　　　   7月
　

　　　　 11月

平成20年  5月
　

平成21年  2月

　　　　   5月
　

平成22年  1月

平成22年10月
　

　　　　　　
　　　　　　

　　　　 11月

平成24年  5月

平成24年11月

平成27年  4月

平成28年  4月

平成31年  3月

令和4年1月末現在

事業活動 役員名簿（50音順）

組 織

JPAAの歩み
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「プール衛生管理者」として求められる、「衛生」と「安全」を中心とした専門知識を習得していただく講習会です。特に、プール施
設運営に不可欠となる「遊泳用プールの衛生基準」（厚生労働省）に基づく「水質基準」の詳細と「水質管理」の具体的手法を
解説いたします。また、「安全」に関しては「プールの安全標準指針」（2007文部科学省・国土交通省）を中心に講習いたします。

プール衛生管理者講習会  過去30年間で約13,000名の修了者を送り出しております。

申込用紙は協会ホームページ www.jpaa.jp よりダウンロードしてください。パソコンで入力可能なPDFをご利用いただけます。

講習会事業の紹介

開催日程（年６回開催）は、協会ホームページにて

｢プール衛生管理者講習会｣は平成4年から実施しており、令和3年度までにおよそ13,000人の講習会修了者が全国の
プール施設で｢管理責任者｣や｢衛生管理者｣として活躍されています。
その期間中、厚生労働省通知の｢遊泳用プールの衛生基準｣が2回改訂されており、「水質基準」「施設基準」「維持管理基
準」が変更になっております。また、近年のプール環境の変化やパンデミックへの対応、特に安全対策、監視上の問題点等、 
加えて講習会修了者の更なる社会的地位向上を図ることを目的に、平成28年4月から5年間毎の資格更新制度を導入・実
施しております。（令和4年度における更新講習受講対象者は平成30年度に｢プール衛生管理者証｣を取得された皆さまで
す。）随時、資格更新をして頂きたく、どうぞよろしくお願い致します。

プール衛生管理者 更新制度の導入

集合講習型  開催日程（年２～３回）は、詳しくは協会ホームページにて
自宅学習型  開催日程（年５回）は、詳しくは協会ホームページにて 

学校プールを含むプール施設を実際に維持管理される実務者の方 を々対象とした講習会です。プールの「衛生管理」「安全管
理」はもとより、各設備機器の点検、整備の実務に重点を置き、具体的・実用的な知識を習得し、日頃の管理、専門業者への適
切な指示・指導が出来る「施設管理士」を育成します。学校プールに携わる方々、プール施設管理・運営に携わる方々、施設の
建設や機器の納入・点検・整備に携わる企業の方にも、プール施設全般にわたる専門知識習得の場としてお勧めします。

プール施設管理士講習会 2017年度より、学校プールに関する講義を取り入れています。

開催日程（年４回開催）は、協会ホームページにて
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株式会社 アクアプロダクト 〒206‐0801　東京都稲城市大丸2231番地 ＡＰＣビル

株式会社 東工業 〒143‐0004　東京都大田区昭和島二丁目4番2号

株式会社 石井表記 〒720‐2113　広島県福山市神辺町旭丘5番地

株式会社 三協 〒480‐0202　愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田112番地

株式会社 三進ろ過工業 〒453‐0013　愛知県名古屋市中村区亀島二丁目22番2号

城山産業株式会社 〒151‐0066　東京都渋谷区西原2丁目1番4号 白倉ビル

ゼット工業株式会社 〒463‐0070　愛知県名古屋市守山区新守山3412番地

株式会社 竹村製作所 〒381‐0017　長野県長野市小島127番地

東西化学産業株式会社 〒540‐6118　大阪府大阪市中央区城見2‐1‐61 ツイン21M I Dタワー18階

トースイ株式会社 〒102‐0093　東京都千代田区平河町1丁目7番7号

東洋バルヴ株式会社 〒103‐0027　東京都中央区日本橋3‐10‐5 オンワードパークビル8F

株式会社 ニッコン 〒161‐0033　東京都新宿区下落合3‐16‐10 大同ビル3F

日産化学株式会社 〒103‐6119　東京都中央区日本橋二丁目5番1号

フジカ濾水機株式会社 〒170‐0013　東京都豊島区東池袋5丁目39番15号

フジキコ－株式会社 〒101‐0041　東京都千代田区神田須田町2‐6‐5 OS'85ビル1F

ミウラ化学装置株式会社 〒587‐0042　大阪府堺市美原区木材通2丁目2番1号

ヤマハ発動機株式会社 〒431‐0302　静岡県湖西市新居町新居3078

特定非営利活動法人 ウォーターワイズ 〒365‐0054　埼玉県鴻巣市大間７５３‐３

株式会社 協栄 〒103‐0014　東京都中央区日本橋蛎殻町2‐13‐9

株式会社 日本水泳振興会 〒164‐0003　東京都中野区東中野3丁目18番12号

株式会社 フクシ・エンタープライズ 〒136‐0072　東京都江東区大島一丁目9番8号

ニッセイファシリティ株式会社 〒168‐0074　東京都杉並区上高井戸1‐25‐17 日誠ビル

株式会社 東京ドームスポーツ 〒112‐0003　東京都文京区春日1‐1‐1 ラクーアビル7階

株式会社 アケア 〒039‐2245　青森県八戸市北インター工業団地3丁目2番88号 

東機械工業株式会社 〒812‐0016　福岡県福岡市博多区博多駅南4‐18‐5

クボキ水工株式会社 〒287‐0033　千葉県香取市牧野2013 

株式会社 晃和ビル管理センター 〒329‐2721　栃木県那須塩原市東町17‐15 

公益財団法人 埼玉県公園緑地協会 〒330‐0803　埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4‐130 

株式会社 サンアメニティ 〒114‐0002　東京都北区王子3‐19‐7 サンアメニティ王子ビル 

株式会社 三幸社 〒720‐0815　広島県福山市野上町3‐16‐51 

三洋興産株式会社 〒791‐8041　愛媛県松山市北吉田町393‐2

新日本化成株式会社 〒290‐0056　千葉県市原市五井9039

タキロンマテックス株式会社 〒108‐6030　東京都港区港南2‐15‐1 品川インターシティA棟30F

株式会社 デジョユ ジャパン 〒104‐0033　東京都中央区新川1‐3‐4 PAビル6F 

株式会社 トーアサプライ 〒252‐0011　神奈川県座間市相武台3‐４０‐１９

株式会社 トサトーヨー 〒781‐8135　高知県高知市一宮南町1丁目11‐50 

特定非営利活動法人 日本オゾン協会 〒103‐0006　東京都中央区日本橋富沢町10‐10 日本橋インテリジェントフラッツ301

日本曹達 株式会社 〒100‐8165　東京都千代田区大手町2‐2‐1

株式会社 日本水処理技研 〒183‐0005　東京都府中市若松町3‐1‐19 

ハマダスポーツ企画株式会社 〒465‐0028　愛知県名古屋市名東区猪高台一丁目1316番地

株式会社 ハヤブサ技研 〒124‐0014　東京都葛飾区東四つ木1丁目22番1号

株式会社 ホクエイ 〒800‐0011　福岡県北九州市門司区奥田4丁目7番1号 

株式会社 ユニ機工 〒213‐0005　神奈川県川崎市高津区北見方2丁目28番25号 

リビングテクノロジー株式会社 〒101‐0062　東京都千代田区神田駿河台3‐4 日専連朝日生命ビル3階 

SPORTEC株式会社 〒162‐0064　東京都新宿区市谷仲之町4‐39 リエール市ヶ谷501
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制 度 の 趣 旨
これまでのプール水の水処理は、循環ろ過装置と塩素消毒の組み合わせだけでした。

水処理技術の進歩とともに、近年ではオゾン浄化装置、

紫外線照射装置等を組み込んだ高度処理システムの採用が増加しています。

これらの機器類は、各製造者が独自で性能等をそれぞれの基準で表示しているだけです。

機器認定制度は、これらの機器を使用する側のプール運営者が、

機器の選定・採用からメンテナンスに至るまで、

公正な基準により比較検討できるように、水処理装置の基準を設定しました。

また、基準以上の機器を認定し、性能面、保守・維持管理面を含め

経済的で衛生的な機器の選択を容易にした制度です。

制 度 の 趣 旨
これまでのプール水の水処理は、循環ろ過装置と塩素消毒の組み合わせだけでした。

水処理技術の進歩とともに、近年ではオゾン浄化装置、

紫外線照射装置等を組み込んだ高度処理システムの採用が増加しています。

これらの機器類は、各製造者が独自で性能等をそれぞれの基準で表示しているだけです。

機器認定制度は、これらの機器を使用する側のプール運営者が、

機器の選定・採用からメンテナンスに至るまで、

公正な基準により比較検討できるように、水処理装置の基準を設定しました。

また、基準以上の機器を認定し、性能面、保守・維持管理面を含め

経済的で衛生的な機器の選択を容易にした制度です。

適合機器認定証

プール関連機器認定制度

制 度 の 目 的
プール関連機器認定制度は遊泳用プールの衛生水準およびアメニティの向上を

はかることを目的として、遊泳用プールの関連機器に一定の基準を定め、

その基準に適合する機器を認定する制度です。

協会として規格適合する機器には適合認定証を交付します。

制 度 の 目 的
プール関連機器認定制度は遊泳用プールの衛生水準およびアメニティの向上を

はかることを目的として、遊泳用プールの関連機器に一定の基準を定め、

その基準に適合する機器を認定する制度です。

協会として規格適合する機器には適合認定証を交付します。
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制 度 の 趣 旨
これまでのプール水の水処理は、循環ろ過装置と塩素消毒の組み合わせだけでした。

水処理技術の進歩とともに、近年ではオゾン浄化装置、

紫外線照射装置等を組み込んだ高度処理システムの採用が増加しています。

これらの機器類は、各製造者が独自で性能等をそれぞれの基準で表示しているだけです。

機器認定制度は、これらの機器を使用する側のプール運営者が、

機器の選定・採用からメンテナンスに至るまで、

公正な基準により比較検討できるように、水処理装置の基準を設定しました。

また、基準以上の機器を認定し、性能面、保守・維持管理面を含め

経済的で衛生的な機器の選択を容易にした制度です。

制 度 の 目 的
プール関連機器認定制度は遊泳用プールの衛生水準およびアメニティの向上を

はかることを目的として、遊泳用プールの関連機器に一定の基準を定め、

その基準に適合する機器を認定する制度です。

協会として規格適合する機器には適合認定証を交付します。

正会員紹介

http: / /www.azu-net.co. jp/

営業部
〒143‐0004 東京都大田区昭和島二丁目4番2号
TEL.（03）3765‐5021　FAX.（03）3765‐9120
E‐mail：azumakogyo@azu‐net.co.jp

●プール循環ろ過装置
●温泉・浴場ろ過装置
●噴水･池循環ろ過装置
●雨水･雑廃水ろ過装置
●機器施設維持管理
●水処理一般の設計・管理

【主なプール実績】
府中市民プール
武蔵野市営プール
調布市民プール
上智大学プール
成城大学プール
全国学校プール多数

◆工場
昭和島工場

本社：〒143‐0004 東京都大田区昭和島二丁目4番2号　TEL.（03）3765‐5021　FAX.（03）3765‐9120

https: / /www.aquaproduct.co. jp/

アクア事業部　東日本ビジネスセンター
〒206‐0801 東京都稲城市大丸2231番地 ＡＰＣビル
 　 (日本フィルコン株式会社 敷地内)
TEL.（042）378‐4812　FAX.（042）378‐4820
E‐mail：psales@aquaproduct.co.jp

●プール用ろ過装置の製造および販売
●プール本体の製造および販売
●池用ろ過装置の製造および販売
●雨水用ろ過装置の製造および販売
●飲料用ろ過装置の製造および販売
●工業用ろ過装置の製造および販売
●排水用加圧浮上装置の製造および販売
●各種ろ過装置のメンテナンスおよび修繕

【主なプール実績】
長野県東御市ＧＭＯアスリーツパーク湯ノ丸
愛媛県アクアパレットまつやま特設プール
長野県長野市サンマリーンながの
九産大スイミングクラブ
ナショナルトレーニングセンターイースト
ＴＨＥ ＣＯＵＲＴ 神宮外苑

◆埼玉ビジネスセンター　TEL（04）2937‐7875
　埼玉県所沢市西狭山ヶ丘1‐256‐1 第二新井コーポ101号　
◆大阪ビジネスセンター　TEL（06）6556‐6175
　大阪市浪速区稲荷2‐7‐8 関西金網㈱内
◆西日本ビジネスセンター　TEL（092）481‐5188
　福岡市博多区博多駅東2‐5‐1 アーバンネット博多ビル4F

株式会社 アクアプロダクト
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http: / /www.ishi ihyoki .co. jp/

装置事業本部
〒720‐2113 広島県福山市神辺町旭丘5番地
TEL.（084）960‐1211　FAX.（084）960‐1201

●水浄化・除菌装置（アクアクリーンシステム）の開発、
製造および販売

【主なプール実績】
日本女子体育大学プール
日本大学第三学園プール
関西創価小学校プール
大阪体育大学プール
奈良県営プール
白石区温水プール
千代田区神田一ツ橋中学校プール
世田谷学園プール
高岡市市民交流センター
港区朝日小中一貫校プール
杉並区大宮前体育館
浦安運動公園総合体育館
葛飾区水元体育館温水プール
豊平公園温水プール
その他全国の学校及び民間スイミング施設に実績あり

本社：〒720‐2113 広島県福山市神辺町旭丘5番地

株式会社 石井表記

正会員紹介

株式会社 三協

https: / /www.sankyo. jp/

営業本部
〒462‐0845 愛知県名古屋市北区柳原3丁目1‐18
ＴEL.（052）917‐0719　ＦAX.（052）917‐0718
E‐mail：info@sankyo.jp

●プール・浴場用循環ろ過装置　設計、製造、販売
●井水処理装置　設計、製造、販売
●プール・浴場循環ろ過システムコンサルタント業務
●水質管理コンサルタント業務
●水質分析業務

【主なプール実績】
札幌市西区温水プール
スパリゾートハワイアンズ
新潟県悠久山屋内温水プール
湖西市アメニティープラザ温水プール
富山県総合体育センター屋内プール
愛知県愛・地球博記念公園温水プール
名古屋市日本ガイシスポーツプラザガイシアリーナ
名古屋市サンビーチ日光川
小牧市温水プール
三重県鈴鹿スポーツガーデン
朝来市あさごふれあいプールくじら

沖縄県北谷村テルメヴィラちゅらーゆ
航空自衛隊小牧基地訓練用プール
陸上自衛隊久居駐屯地訓練用プール
愛知県警察学校訓練用プール
三重県消防学校救助訓練用プール
富山県消防学校救助訓練用プール
名古屋市消防学校救助訓練用プール

◆東京支社　〒154‐0016 東京都世田谷区弦巻四丁目17番４号
　　　　　　ＴEL.（03）3427‐3105　ＦAX.（03）3427‐8982
◆環 境 部 〒480‐0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田112番地
　　　　　　ＴEL.（0568）29‐0001　ＦAX.（0568）29‐3754

本社：〒480‐0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字野田112番地　TEL.（0568）28‐1771　FAX.（0568）28‐3754
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https: / /www.sanshin-rokakougyou.co. jp/

東京営業所　営業部
〒170‐0002 東京都豊島区巣鴨1‐9‐11
ＴEL.（03）3945‐6541　ＦAX.（03）3945‐6543
E‐mail：tokyo1@sanshin-rokakougyou.co.jp

●水泳プール浄化装置（砂、珪藻土、ノーマン式）
●オーデル浴場用浄化装置（砂、珪藻土、ノーマン式） 
●各種水処理装置　●急速除鉄装置、除濁装置
●災害対策用浄化装置　●各種ろ過機　●滅菌器、昇温器　
●超音波発生器、バイブラ装置　●プール用アクセサリー　
●浴場関連機器　●水処理関連機器

【主なプール実績】
大田区萩中公園水泳場
敦賀総合運動場
酒田市光ヶ丘公園水泳場
豊橋アリーナ
港区芝公園プール
東京大学
ナガシマスパーランド
その他海外も含め全国に実績あり

本社：〒453‐0013 愛知県名古屋市中村区亀島二丁目22番2号　TEL.（052）452‐3301　FAX.（052）452‐1512

http: / /www.shiroyamasangyou.com/

●プール関連事業
　プールろ過装置、薬注装置、水質監視装置、
　オゾン発生装置、温水シャワー、
　プール用薬品（プールフレッシュ等）
　プール総合管理、プール設備保守点検
●水処理装置
●薬品（次亜塩素酸ソーダ、凝集剤他）
●工事・メンテナンス・施設管理

【主なプール実績】
東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県、静岡県、関東近郊
（小中学校プール、市民プール等）

◆埼玉支店
　〒343‐0845 埼玉県越谷市南越谷4‐23‐13
　TEL.（048）987‐1081
◆神奈川支店：TEL.（042）787‐0530
◆山梨営業所：TEL.（0555）73‐1602
◆静岡営業所：TEL.（054）621‐5908

本社：〒151‐0066 東京都渋谷区西原2丁目1番4号 白倉ビル　TEL.（03）3460‐2625　FAX.（03）3460‐2619

城山産業株式会社

◆名古屋営業所 〒453‐0013 愛知県名古屋市中村区亀島2‐22‐2 
 　　  ＴEL.（052）452‐3301

◆九州出張所　〒812‐0016 福岡市博多区博多駅南3‐5‐18  
 　　  ニッシンビル２０６号室    
 　　  ＴEL.（０92）441‐2276
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正会員紹介

水環境部　SE課
〒381‐0017 長野県長野市小島127番地
TEL.（026）251‐0220　FAX.（026）251‐0235
E‐mail：suikan@futou.co.jp

●学校プール・上下水道等のろ過装置の設計、製作、保守管理
●浴場用ろ過装置の設計、製作、保守管理
●水道用資材・不凍給水栓および水抜き栓の製作、販売

【主なプール実績】
長野県県警機動隊潜水プール
長野県障害者福祉センター（サンアップル）
一関市市民プール
胆沢町健康増進プラザ
牡鹿町文化交流センター
山形市鈴川公園プール
野沢温泉スパリーナ

◆東京事務所
　〒151‐0051 渋谷区千駄ヶ谷4‐5‐15‐101 TEL.（03）5411‐7521
◆支　店：長野／盛岡／秋田／青森／仙台
◆営業所：札幌／山形／福島／北関東
◆出張所：新潟／甲府
◆事務所：東京

本社：〒381‐0017 長野県長野市小島127番地　TEL.（026）251‐0211　FAX.（026）251‐0233　

http: / /www.takemura-ss.com/

https: / /www.kyowa-z.co. jp/

営業部
〒463‐0070 愛知県名古屋市守山区新守山3404番地
TEL.（052）794‐2777　FAX.（052）794‐8345
E‐mail：info@kyowa‐z.co.jp

＜業務内容＞
オゾン発生装置および反応処理装置を中心とした高度
水処理システムの製造、販売、保守業務
＜製品＞
●オゾン、プール浄化装置
　スイミングプール向け　全14機種（5～140g/h）
●その他／標準タイプ
　海水処理（水族館等）　　全9機種
　中水処理（ビル中水等）　全6機種

【主なプール実績】
オゾン、プール浄化装置（1988～2010年）
納入施設　450ヶ所以上（800台以上）

本社：〒463‐0070 愛知県名古屋市守山区新守山3412番地　TEL.（052）793‐2205　FAX.（052）795‐1636

●プール循環ろ過装置
●浴場用循環ろ過装置
●雨水処理装置
●排水処理装置
●各種水処理装置
●各種カートリッジフィルター

【主なプール実績】
名古屋市東スポーツセンター
名古屋市昭和スポーツセンター
豊田スタジアムスポーツプラザ
ヨネッツ こうち
神奈川公園協会 保土ヶ谷公園プール
青森市民室内プール
その他全国プール施設に実績あり
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https: / /www.tohzai .co. jp/

ソリューション営業部
〒210‐0814 神奈川県川崎市川崎区台町7‐11
TEL.（044）270‐2355　FAX.（044）270‐2356
E‐mail：ts‐eigyou1@tohzai.co.jp

●水処理に関するコンサルティングおよびメンテナンス業務
●水処理機器・薬剤販売
（プール水処理装置・水質監視装置・震災用浄水装置・雨水ろ過
装置・井水処理装置・浴槽ろ過装置・医療用水処理装置・空調用
水処理装置・製造用水処理装置・水処理用薬剤・水質測定器）

【主なプール実績】

◆支店
仙 台 支 店：TEL.（022）223‐5452
東 京 支 店：TEL.（044）270‐2355
名古屋支店：TEL.（052）529‐1840
大 阪 支 店：TEL.（06）6947‐3717
福 岡 支 店：TEL.（092）272‐5331

◆営業所
札幌、新潟、宇都宮、東関東、
静岡、金沢、滋賀、神戸、高松、
広島

本社：〒540‐6118 大阪府大阪市中央区城見2‐1‐61 ツイン21MIDタワー18階　TEL.（06）6947‐5511　FAX.（06）6947‐5510

東西化学産業株式会社

新潟県立柏崎アクアパーク
千葉県国際総合水泳場
相模原市立総合水泳場（神奈川国体）
熊本市立総合屋内プール（熊本国体）
長野総合市民プール（アクアウイング）
富山市民プール（富山国体）
秋田県立総合プール
高知くろしおアリーナ
茨城県笠間運動公園水泳プール
松山中央公園プール

ダイエープロビスフェニックスプール（県立
長岡屋内総合プール）
慶應義塾日吉キャンパス協生館水泳場
ナショナルトレーニングセンター
東京体育館屋内プール
立教学院新座キャンパス屋内温水プール
イトマンスイミングスクールＡＱＩＴ

https: / /www.to-sui . info/

●水泳プール循環ろ過装置・設計・施工
●浴槽循環ろ過装置・設計・施工
●噴水装置・その他水景施設・設計・施工
●雨水・井水処理装置・設計・施工
●プール・浴槽用薬品　各種水処理薬品販売

【主なプール実績】
横浜国際プール
深谷温水プールパティオ
みずとぴあ藤岡
世田谷区立烏山中学校
土浦市ふれあいセンター「ながみね」
昭島市屋内温水プール
防衛大学校
都立隅田川高校
都立新宿高校
都立杉並総合高校
山梨県立身延高校

◆関連会社
関越トースイ株式会社
関西トースイ株式会社
九州トースイ株式会社

〒102‐0093 東京都千代田区平河町1丁目7番7号　TEL.（03）5276‐1101　FAX.（03）5276‐1117　E‐mail：info@to‐sui.co.jp
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正会員紹介

https: / /www.toyovalve.co. jp/

東京営業所
〒103‐0027 東京都中央区日本橋3‐10‐5 オンワードパークビル8F
TEL.（03）6262‐1679
E‐mail：New-product@toyovalve.co.jp

●"除菌・浄化"水処理装置「ピュアキレイザー」の販売
●オゾン、光触媒、紫外線の3つを一体化させ
ヒドロキシルラジカルを発生、一般細菌、レジオネラ属菌、
大腸菌などを強力除菌、水に溶けた有機物を分解します。

【主なプール実績】
長野県諏訪市「すわっこランド」
山梨県韮崎市「ゆーぷるにらさき」
福島県いわき市「スパリゾートハワイアンズ」
東京都江戸川区「江戸川総合体育館」
東京都中央区「日本橋小学校」
東京都中央区「月島第三小学校」
広島県呉市「呉市営温水プール」
新潟県燕市「ダッシュ燕」
新潟県新潟市「ダッシュ新津」
東京都中央区「阪本小学校」
和歌山県有田市「えみくる ARIDA」

〈営業所〉
北海道、東北、中部（名古屋）、甲信（長野）、関越（埼玉）、北陸（富山）、
静岡、西日本（大阪）、中国（広島）、九州（福岡）

本社：〒103‐0027 東京都中央区日本橋3‐10‐5 オンワードパークビル8F　ＴＥＬ.（０３）6262‐1679　ＦＡＸ（０３）6262‐1695

http: / /www.nicconpool .com/

本社：〒161‐0033 東京都新宿区下落合3‐16‐10 大同ビル3F　TEL. （03）3954‐0111

アクアテック事業本部
〒161‐0033 東京都新宿区下落合3‐16‐10 大同ビル3F
TEL.（03）03‐3954‐0111　FAX.（03）3954‐0150
E‐mail：info@nicconpool.com

【事業内容】
●プール、ウォータースライダー、水遊具、スパ・サウナ等の
　温浴施設、アクア施設の設計施工

【取扱商品】
◆プール（ステンレス製、FRP製、アルミ製、鋼製）
◆ウォータースライダー
◆水遊具
◆スパ・サウナ

〈営業拠点・工場〉
仙台　TEL.（022）227‐8484
大阪　TEL.（06）6315‐0860
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https: / /www.nissanchem.co. jp/

化学品事業部 ファインケミカル営業部
〒103‐6119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
TEL.（03）4463‐8150

【事業内容】
●プール・温浴施設等の水質浄化商品並びに
　専用供給装置の製造・販売

【取扱商品】
◆プール用殺菌消毒剤「ハイライト」
◆浴槽水用除菌剤「ハイライトＳＰＡ」
　配管洗浄剤「ハイライトＳＰＡ‐ＦＣ・ＦＣ３・ＦＣＡ」
◆水質検査試験紙「アクアチェック」(残留塩素測定他）
◆塩素自動供給装置「ハイフィーダー」
　（差圧式・タイマー式・全自動式）

〈オフィス〉
札　幌 TEL.（011）251‐0261　　仙　台 TEL.（022）266‐4311
名古屋 TEL.（052）452‐8623　　大　阪 TEL.（06）6346‐7200
福　岡 TEL.（092）432‐3421

本社：〒103‐6119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号　TEL.（03）4463‐8111（番号案内）

日産化学株式会社

フジカ濾水機株式会社

https: / /www.fuj ikarosuik i .com/

川口工場・サービス部
〒332‐0011 埼玉県川口市元郷2‐3‐32
TEL.（048）225‐2311　FAX.（048）225‐2322
E‐mail：e.mail@fujikarosuiki.com

●プール用循環ろ過装置（珪藻土式・砂式・カートリッジ式）
●浴場用ろ過装置・雨水用ろ過装置・池用ろ過装置
●各種ろ過装置の設計・施工・製造・販売・メンテナンス

【主なプール実績】
さいたま市立沼影市民プール
牛久市ひたち野うしく小学校温水プール
足立区総合スポーツセンタープール
調布市民プール
横須賀ハイランドプール
国際協力機構筑波センタープール
横濱ラポール
川口市青木町公園プール
筑波大学屋内・屋外プール
松戸運動公園プール
流山市民プール
コルディオ琉球テラス
その他各公立学校プール

本社：〒170‐0013 東京都豊島区東池袋5丁目39番15号　TEL.（03）3988‐7106　FAX.（03）3971‐2963
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https: / /www.miura-eco.co. jp/

東京支店　営業部
〒170‐0004 東京都豊島区北大塚2‐17‐10
TEL.（03）3916‐1200　FAX.（03）3916‐1108
E‐mail：info@miura‐eco.co.jp

●全自動珪藻土式ろ過装置A‐1フィルター（国内納入実績No.1の高性能プールろ過装置）
●全自動砂式ろ過装置
●カートリッジ式ろ過装置
●循環ろ過システム（ろ過・滅菌・温調・アトラクション）の設計、製造、販売、施工
●紫外線水処理装置
●全国34の代理店による、ろ過システムの販売、施工、メンテナンス

【主なプール実績】
2021年 ＳＡＧＡサンライズパーク水泳場（国体）
2020年 北九州市立桃園市民プール
2019年 東京アクアティクスセンター
2019年 朝霞体育学校
2019年 神奈川県立スポーツセンター
2016年 郡山市開成山屋内水泳場
2016年 船橋市運動公園プール
2016年 武蔵野の森総合スポーツ施設水泳プール
2016年 福岡県筑後広域公園プール
2016年 鳥取県営東山水泳場
 その他、全国にのべ16,000台以上

本社：〒587‐0042 大阪府堺市美原区木材通2丁目2番1号　TEL.（072）362‐8070　FAX.（072）362‐8844

正会員紹介正会員紹介

http: / /www.fuj i - f .co. jp/

営業部
〒101‐0041 東京都千代田区神田須田町2‐6‐5 OS’85ビル　TEL.（03）6214‐1703
E‐mail：info@fuji‐f.co.jp 

●電解次亜水生成装置「電解ソルト君」の製造、販売、保守
●各種濾過装置の設計、製造、販売、保守
　･プール循環ろ過装置･浴槽循環ろ過装置・雨水ろ過装置
　・池ろ過装置・井水用除鉄除マンガンろ過装置・工業用水ろ過装置
●残留塩素濃度コントロ－ラの販売、保守
●各種水処理薬剤の販売

【主なプール実績】
港区立港陽中学校屋内温水プール
早稲田大学屋内温水プール
板橋区立高島平温水プ－ル
台東区立清島温水プ－ル
品川区立荏原文化センタ－
中央区立明正小学校プール
秀明大学屋内温水プール
その他全国に実績あり

本社：〒101‐0041 東京都千代田区神田須田町2‐6‐5 OS’85ビル　TEL.（03）6214‐1701　FAX.（03）6214‐1710

フジキコ－株式会社

軟水器は内蔵
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https: / /www.yamaha-motor.co. jp/pool /

マリン事業本部 FRP事業推進部 プール営業部 東京営業所
〒108‐0023 東京都港区芝浦3‐5‐39 田町イーストウィングビル3F
TEL.（03）3454‐2434　FAX.（03）3454‐2435
E‐mail：ypool@yamaha‐motor.co.jp

●FRPプール本体…幼児用、個人邸用、学校用、フィットネスクラブ用、
リハビリ用、リニューアル用、学校、公認競泳用、レジャー用、水中歩行用、
訓練用、その他各種プール

●プールサイド商品…シャワーユニット、洗眼ユニット、コースロープ収納BOX、
プールサイドシェルター

【主なプール実績】
2001年　世界水泳選手権福岡2001特設プール、ろ過装置
2006年　尼崎スポーツの森（兵庫国体プール）
2007年　りすぱ豊橋
2008年　慶應義塾日吉屋内プール 50m国際公認プール
2009年　JISSシンクロプール改修
2010年　舞鶴海上保安学校、海上保安大学校
2011年　鹿児島市新鴨池公園水泳プール
2012年　海上自衛隊 佐世保教育隊 ５０ｍ屋内プール、下関水産大学校
2013年　長浜市民プール、大阪体育大学プール
2014年　防府市スポーツセンタープール、ホリデイスポーツクラブ相模原店
2015年　京都市立旭丘中学校　福岡市立香椎小学校
2016年　福岡県立消防学校水難救助訓練施設、立命館大学プール
　他、全国学校・公共・民間施設を含め、スクールプール6,300施設以上

◇東北販売課 TEL.（022）301‐7102
◇中部販売課 TEL.（052）218‐4366

◆西日本営業所 TEL.（06）6268‐0520
◆九州営業所 TEL.（092）472‐7815

新居事業所：〒431‐0302 静岡県湖西市新居町新居3078　TEL.（053）594‐6512　FAX.（053）594‐1965

ヤマハ発動機株式会社

https: / /www.waterwise-co.com/

●公共施設・学校・ホテル等プールに於ける水辺の安全衛生管理マネジメント
●人材の育成（有資格者育成）
　　↓ 
　安全・衛生管理のマニュアル
　　↓ 
　安全・安心な施設

埼玉事務所（本部）
〒365‐0054 埼玉県鴻巣市大間７５３‐３
TEL.０９０‐１５０１‐６６７６（代表）　FAX.048‐542‐3933
E‐mail：info@waterwise‐co.com

特定非営利活動法人ウォーターワイズ

WATER WISE WATER WISE
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プール運営団体認定制度

制 度 の 目 的
プール運営団体認定制度は遊泳用プールの衛生水準、安全性およびアメニティの向上をはかり、

その健全な発展に寄与することを目的とします。この制度は公益社団法人日本プールアメニティ

協会が遊泳用プールの施設運営団体に一定の基準を定め、その基準に適合する事業者に

対して認定をし、プール運営団体認定証を交付します。

制 度 の 目 的
プール運営団体認定制度は遊泳用プールの衛生水準、安全性およびアメニティの向上をはかり、

その健全な発展に寄与することを目的とします。この制度は公益社団法人日本プールアメニティ

協会が遊泳用プールの施設運営団体に一定の基準を定め、その基準に適合する事業者に

対して認定をし、プール運営団体認定証を交付します。

制 度 の 趣 旨
平成15年度に指定管理者制度が施行され、それまで公的施設の管理運営は公共団体や

自治体が出資する法人に委託先を限定していましたが、本制度の施行により株式会社などの

企業や法人、その他の団体に、施設運営・管理の全体を代行させることができるようになりました。

この制度で民間事業者の専門的ノウハウを活用することにより、利用者へのサービス向上を

はかることができます。また、運営・管理経費の節減により、自治体の経費削減を

はかることができるようにもなります。

しかしながら、「適切な運営・管理者がみつからない」などの理由で、この制度を取り入れることを

ためらう自治体もあります。そうした中で、プール施設の運営・管理者の選定についての指針と

なる公正な基準を制定し、専門的な技能・知識・組織を持った運営団体を認定し、利用者が

安全性のより高い、衛生的で快適なプール施設を安心して利用できることを目指した制度です。

制 度 の 趣 旨
平成15年度に指定管理者制度が施行され、それまで公的施設の管理運営は公共団体や

自治体が出資する法人に委託先を限定していましたが、本制度の施行により株式会社などの

企業や法人、その他の団体に、施設運営・管理の全体を代行させることができるようになりました。

この制度で民間事業者の専門的ノウハウを活用することにより、利用者へのサービス向上を

はかることができます。また、運営・管理経費の節減により、自治体の経費削減を

はかることができるようにもなります。

しかしながら、「適切な運営・管理者がみつからない」などの理由で、この制度を取り入れることを

ためらう自治体もあります。そうした中で、プール施設の運営・管理者の選定についての指針と

なる公正な基準を制定し、専門的な技能・知識・組織を持った運営団体を認定し、利用者が

安全性のより高い、衛生的で快適なプール施設を安心して利用できることを目指した制度です。

プール運営団体認定証
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正会員紹介

株式会社 協栄

http: / /www.k-bm.co. jp/

公共スポーツ施設運営管理
平成14年12月『プール監視サービス』で『ISO９００１（2000）』を取得。
●プール管理　
　・プール監視・受付・設備機器管理・保安警備・水泳指導
●屋内施設管理
　・体育館・温浴施設・アイススケート場
●屋外施設管理
　・野球場、サッカー場、陸上競技場、テニスコート等整備
　・サッカー場等の芝の管理・器具整備
●文化施設管理
　・美術館監視・劇場案内・クローク・ケータリング・入場券販売管理
●イベント管理
　・スポーツ、文化、博覧会、国際会議、展示会、
　各種ビジネスショーに至る幅広いジャンルのイベントに対応します。
　イベント会場の運営管理と付帯業務についてプランニングから参画し、
　イレギュラーの事案にも即時に対応できるシステムでご提案します。
弊社では公の施設の指定管理者制度の導入に伴い、公共施設の使命を
ふまえ、積極的な事業展開と、効率的な施設管理をご提案いたします。

神奈川エリア／神奈川支店・川崎支店
静岡エリア／静岡支店・静岡東支店・浜松支店
新潟エリア／新潟支店　九州エリア／佐世保営業所

◆支店・営業所
　東京エリア／太田支店・品川支店・江東支店・多摩支店・渋谷営業所
　千葉エリア／千葉支店・千葉中央支店・市川支店・茨木支店
　埼玉エリア／埼玉支店・埼玉中央支店・狭山営業所

本社：〒103‐0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2‐13‐9　TEL.（03）3666‐3251（代表）　FAX.（03）3667‐8046　E‐mail：mail@k‐bm.co.jp

制 度 の 目 的
プール運営団体認定制度は遊泳用プールの衛生水準、安全性およびアメニティの向上をはかり、

その健全な発展に寄与することを目的とします。この制度は公益社団法人日本プールアメニティ

協会が遊泳用プールの施設運営団体に一定の基準を定め、その基準に適合する事業者に

対して認定をし、プール運営団体認定証を交付します。

制 度 の 趣 旨
平成15年度に指定管理者制度が施行され、それまで公的施設の管理運営は公共団体や

自治体が出資する法人に委託先を限定していましたが、本制度の施行により株式会社などの

企業や法人、その他の団体に、施設運営・管理の全体を代行させることができるようになりました。

この制度で民間事業者の専門的ノウハウを活用することにより、利用者へのサービス向上を

はかることができます。また、運営・管理経費の節減により、自治体の経費削減を

はかることができるようにもなります。

しかしながら、「適切な運営・管理者がみつからない」などの理由で、この制度を取り入れることを

ためらう自治体もあります。そうした中で、プール施設の運営・管理者の選定についての指針と

なる公正な基準を制定し、専門的な技能・知識・組織を持った運営団体を認定し、利用者が

安全性のより高い、衛生的で快適なプール施設を安心して利用できることを目指した制度です。

株式会社 日本水泳振興会

https: / /www.tokyo‐nsp.co. jp/

●スポーツ施設管理運営事業
指定管理者事業
地域のニーズに応じた健康サポート事業を展開
●スクール事業
札幌サンプラザスイミングスクール・NSP高知
受講者一人ひとりのレベルに応じた的確な指導
●PFI事業
公共スポーツ施設の優れた運営管理を実現
●施設・設備維持管理運営
安心安全と快適で清潔なスポーツ空間づくり
●スポーツ施設備品および遊具の販売
スポーツ施設に関わる製品をラインナップ
●コンサルティング事業
生活を豊かにするスポーツ施設の提案
●第3セクター経営支援
運動浴室としてのプール運営を展開
●ライフガード派遣事業
安全・安心の指導や監視体制を徹底

◆支　店：札幌／群馬／川越／神奈川／西日本
◆営業所：長岡／高崎／藤岡／栃木／上三川／滋賀／
　　　　 岐阜／鹿児島

本社
〒164‐0003 東京都中野区東中野3丁目18番12号
TEL.（03）3369‐3239　FAX.（03）3369‐3237
E‐mail：info@tokyo‐nsp.co.jp
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フクシ・エンタープライズ株式
会社

正会員紹介

https: / /www.fep0294.co. jp/

●指定管理者制度導入に伴う公共スポーツ施設の管理運営
●プール管理運営業務
●トレーニングルーム管理運営・指導業務
●温浴施設の管理運営業務
●健康づくり教室・水泳教室など各種スポーツ教室の
　企画・指導業務
●トレーニング機器体育施設備品など各種スポーツ用品の
　販売・リース

【主な指定管理施設の実績】
さがみはら北の丘センター（神奈川県相模原市）
袖ヶ浦臨海スポーツセンター（千葉県袖ヶ浦市）
光しおさい公園（千葉県山武郡横芝光町）
千住温水プール（東京都足立区）
石巻健康センター（宮城県石巻市）
青垣市民プール（長野県長野市）
穂高プール（長野県安曇野市）
横浜市公園プール８ヶ所（神奈川県横浜市）

◆支　店
　東北支店／茨城支店／千葉支店／埼玉支店／多摩支店／
　神奈川支店

協力法人会員紹介

東京本社
〒136‐0072 東京都江東区大島一丁目9番8号
TEL.（03）3681‐0294　FAX.（03）3681‐0299

株式会社 東京ドームスポーツ

https: / / tokyodome-sports.co. jp/

【直営事業】
●フィットネスクラブ東京ドームスポーツ
●後楽園スポーツクラブ調布
●後楽園スイミングスクールひばりが丘

【指定管理事業】 全国22行政・90施設
●文京区、豊島区、練馬区、板橋区、東久留米市、東村山市
●本庄市、流山市、南アルプス市、熱海市、上野原市
●天童市、上山市、菊池市、静岡市、東京都

【受託事業】

〒112‐0003 東京都文京区春日1‐1‐1 ラクーアビル7F
TEL.（03）3817‐4001　FAX.（03）3817‐4175

●天然温泉施設「スパラクーア」
●屋内型スポーツ施設「スポドリ!」
●キッズ施設「アソボーノ」
他12施設

ニッセイファシリティ株式会社

https: / /www.nissei- faci l i ty .com/

〒168‐0074 東京都杉並区上高井戸1‐25‐17 日誠ビル
TEL.（03）3306‐1971　FAX.（03）3303‐8367

●スポーツ施設の管理運営 
　安全管理から接客、施設の維持
　管理まで
●プール管理運営
　安全と快適を高いレベルでご提供します
●水泳授業中の指導補助
　安全管理面でのサポートを致します
●臨海学校や遠泳時の安全管理
　自然水域ならではの安全管理にも配慮致します
●プール従業員への安全管理講習及びコンサルタント
　危険を予測できる施設づくりへのサポートを致します
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協力法人会員紹介

http: / /www.aqea.co. jp/

●ボイラ薬品
●用排水処理薬品・機器
●土木建築薬品
●吸着剤
●各種洗浄剤
●活性炭
●イオン交換樹脂
●軟水装置
●小型貫流ボイラー

栗田工業(株)　販売代理店

●濾過装置
●空調冷却水処理薬品
●一般工業薬品
●油脂中和剤
●添加剤
●洗浄工事
●濾剤
●純水装置

〒039‐2245 青森県八戸市北インター工業団地3丁目2番88号
TEL.（0178）28‐2035　FAX.（0178）28‐2053

http: / /www.azuma-kikai .co. jp/

◆正会員　株式会社東工業
　TEL.（03）3765‐5021　FAX.（03）3765‐9120
◆関連会社　東機械サービス
　TEL.（092）441‐7025　FAX.（092）441‐8307
◆関連工場　福岡・長崎

●砂式ろ過装置（全自動、手動）
●珪藻土式ろ過装置（全自動、手動）
●カートリッジ式ろ過装置
●水処理ろ過装置システムの設計、製造、販売、施工、メンテナンス
●水処理ろ過装置機器    
（プール循環ろ過装置・浴槽循環ろ過装置・池、噴水循環ろ過装置
雨水、雑排水用ろ過装置・井水用ろ過装置、緊急災害用ろ過装置）

〒812‐0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4‐18‐5
TEL.（092）441‐8306　FAX.（092）441‐8307
E‐mail：azumakikai@azuma‐kikai.co.jp

東機械工業株式会社

クボキ水工株式会社

◆千葉営業所
　〒266‐0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野4‐21‐3
　TEL.（043）292‐1333
◆成田営業所
　〒266‐0031 千葉県成田市美郷台1‐5‐12
　TEL.（0476）24‐3322

●水処理装置・機器の設置、販売及びエンジニアサービス
●水道施設の管理
●建築物の環境衛生管理
●管工事業
●機械器具設置工事業
●電気設備工事業
●消防設備工事業
●さく井設備工事業
●工業薬品の製造並びに販売

〒287‐0033 千葉県香取市牧野2013
TEL.（0478）55‐1331　FAX.（0478）55‐1419
E‐mail：kuboki13@mint.ocn.ne.jp

株式会社 晃和ビル管理センター

●プール施設の管理
●各施設の清掃及び保守管理
●浄化槽の保守管理
●消防設備保守管理
●飲料水貯水槽清掃業
●地下タンク・漏洩検査及び点検

〒329‐2721 栃木県那須塩原市東町17‐15
TEL.（0287）36‐6680　FAX.（0287）36‐4632
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協力法人会員紹介

http: / /www.sanyo-kousan.co. jp/

●ろ過装置販売・設置・保守・営繕業務
　　遊泳プール・池・噴水・温泉・浴場・用水・排水・水槽等 
　　商品：Ａ１フィルター・砂ろ過・カートリッジろ過 
●滅菌装置販売・設置・保守・営繕業務
　　塩素注入機・紫外線殺菌灯・光触媒装置等
●薬注装置販売・設置・保守・営繕業務
　　PAC注入機・苛性ソーダ注入機・塩酸注入機等
●遊泳プールコンサルタント業務
　　リニューアル、リフレッシュ、維持管理、漏水調査等
●医薬品卸売一般販売業務（殺菌滅菌剤等）
　　商品：ペースサン・スターダイクロン・南海クリヤー
●化成品販売業務
　　工業薬品、各種検査試薬等
●建築資材販売業務
　　プール用品、温泉・浴場用品

〒791‐8041 愛媛県松山市北吉田町393‐2 
TEL.（089）974‐5553　FAX.（089）974‐5530
E‐mail：info@sanyo‐kousan.co.jp

三洋興産株式会社株式会社 三幸社

https: / /www.kk-sankosha.co. jp/

●プール・浴場循環浄化設備、防水・塗装工事設計・施工
●プール関連備品・体育器具、
　プール・浴場消毒剤・工業薬品
●空調・給排水衛生設備工事設計・施工
●環境設備

〒720‐0815 広島県福山市野上町3‐16‐51
TEL.（084）924‐3230　FAX.（084）924‐3908

公益財団法人 埼玉県公園緑地協会

https: / /www.parks.or. jp/

●緑化推進事業
●スポーツ普及・啓発事業
●公園等管理運営事業
【主な指定管理施設の実績】
埼玉スタジアム2002公園
こども動物自然公園
秋ヶ瀬公園
しらこばと公園（屋外プール）
吉川公園
所沢航空記念公園
羽生水郷公園
智光山公園

●教育関連事業
●連携・協働事業

熊谷スポーツ文化公園
上尾運動公園（屋外プール）
戸田公園
みさと公園
県民健康福祉村（屋内プール）
川越公園（屋外プール）
加須はなさき公園（屋外プール）
大宮第二公園及び第三公園

〒330‐0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4‐130
TEL.（048）640‐1589　FAX.（048）640‐1592
E‐mail：info@parks.or.jp

株式会社 サンアメニティ

https: / /www.sunamenity.co. jp/

●スポーツ施設運営
　総合的スポーツ施設の運営管理
●トレーニングルーム運営管理
　屋内トレーニングルームの運営管理
●各種教室・選手育成
●人命救助の訓練・指導
●監視業務
　海水浴場やプールの監視業務
●総合ビルメンテナンス業

〒114‐0002 東京都北区王子3‐19‐7 サンアメニティ王子ビル
TEL.（03）3927‐2311　FAX.（03）3911‐1197
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http: / /www.nj-c.co. jp/

●プール・風呂関連薬品及び関連機器の販売・サービス
●主要商品：プールマイン、シュワリン、液体ＤＰＤ試薬、
 　 スーパーレジオノック、二酸化塩素剤、他
●主要機器：ろ過装置（ろ材交換等含）、滅菌装置、
 　 アクアパルスＥ（プールマイン専用）

〒２９０‐００５６ 千葉県市原市五井９０３９
TEL.（０４３６）２５‐２３００   FAX.（０４３６）２５‐３６０３  
E‐mail：njc‐info@nj‐c.co.jp

新日本化成株式会社

株式会社 デジョユ ジャパン

https: / /www.desjoyaux- japan.com/

●1966年フランスで誕生したプール専門メーカー
●年間14,000個トータル180,000個の施工実績
●世界500ヵ所のショールーム
●ろ過機一体型の配管の無いプール（パイプフリー）
●デザイン自由自在家庭用から大型リゾートプール迄
●短期施工の本格的プール

〒104‐0033 東京都中央区新川1‐3‐4 PAビル6F
TEL.（03）3523‐7663　FAX.（03）3523‐7665
E‐mail：pool@desjoyaux‐japan.com

https: / /www.t-matex.co. jp/

東京支店 営業第1グループ
〒108‐6030 東京都港区港南2‐15‐1 品川インターシティA棟30F
TEL.（03）5781‐8150　FAX.（03）5781‐8130

●プールサイド用防滑性床材タキストロン タフスリップタイプ
　の販売
●タキロン株式会社は競泳日本代表のオフィシャルスポンサー
　です
●タキロンマテックス株式会社は日本身体障がい者水泳連盟
　のオフィシャルサポーターです
●1973年の発売以来40年以上に亘り全国各地のプールサイ
　ドで御採用頂いております
●公益財団法人日本水泳連盟推薦商品 タキストロンタフスリッ
　プタイプMT/MX/ST、タキステップ3K/3X

【主な指定管理施設の実績】
2001年 世界水泳選手権福岡

2001特設プール
2006年 尼崎スポーツの森(兵庫

国体プール)
2014年 Singapore Sports Hub 

Water Sports Centre
2015年 シンクロジャパンオープン

2015
その他全国学校・公共・民間施設

〒２５２‐００１１ 神奈川県座間市相武台３‐４０‐１９
TEL.（０４６）２０７‐４９１３　FAX.（０２０）４６６２‐３７８８
E‐mail：ts@ts‐com.biz

●電解ジア生成ユニット（電解水製造装置）の販売・修理・保守
●電解ジア生成ユニット用電解促進剤販売
　旧三洋電機(株)にて電解ジア生成ユニットのアクアクリー
ンシステムの販売に携わっていた者と保守修理に携わっ
ていた者が2011年に立ち上げたまだ幼い会社ですが学
校や体育館などの公共施設や民間温浴施設、スポーツク
ラブなどのプールやお風呂４０か所余りに新規導入の実
績をもち、旧三洋電機が導入した機器のメンテナンスや
修理、合わせて電解促進剤の販売もてがけています。電
解ジアユニットと言えばトーアサプライを目指しています。
●実績（新規導入）
　極楽湯多賀城店・スポーツプラザ山新・道の駅はがロマン
の湯・渋谷区本町一貫校・高井戸市民センター・紅富士の
湯・日本女子体育大学・豊島区南長崎スポーツセンター・
日本大学第三高等学校・田園スイミングスクール・長泉町
健康つくりセンター・東急ハーヴェストクラブ熱海・杉並区
大宮前体育館・虎の門ヒルズ・スポーツクラブNAS・セン
トラルスポーツ・様他

20Japan Pool Amenity Association



https: / /nmg.co. jp/

◆事業所
　東京支店、南関東支店、北関東支店、静岡支店、環境検査部
◆グループ会社
　水処理技研東関東（千葉県・茨城県）

●水処理設備の維持管理
　浄化槽・厨房除害などの排水、再利用水施設などの
　メンテナンス及び修繕工事
●循環ろ過システムの維持管理
プール・浴槽・飲適ろ過システムなどのメンテナンス及び修繕工事
●浴槽循環配管薬液洗浄によるレジオネラ対策及び提案
●水景設備・水廻り設備の点検及び各種清掃
●スーパー次亜水衛生管理システムの維持管理
　除菌・消臭に優れた効果を発揮する弱酸性次亜塩素酸
　水生成装置のメンテナンス
●環境計量証明事業所（水質検査）
●水処理薬剤の販売
●商品開発
臭気対策、汚泥減溶対策、水質改善、有害物質対策等の提案

〒183‐0005 東京都府中市若松町3‐1‐19
TEL.（042）335‐1310　FAX.（042）335 1308

協力法人会員紹介

http: / / tosatoyo.co. jp/

◆愛媛支店　　〒791‐0301 愛媛県東温市南方750‐5　
　　　　　　　TEL.（089）966‐5551　FAX.（089）966‐5705
　　　　　　　E‐mail：tosatoyo‐ehime@helen.ocn.ne.jp
◆香川事務所　〒761‐0443 香川県高松市川島東町874　
　　　　　　　TEL.（087）848‐9700　FAX.（087）848‐9701 

●SUS、FRP等プールの販売・工事
●プール用濾過装置（オーシャンフィルター）製造販売
●浴槽濾過装置の販売及び保守
●プール用殺菌剤（ネオクロール）の販売及び水質管理
●浴場施設の企画・設計アシスト

土木建設部門
●土木資材 公園資材・上下水道資材・雨水貯留槽、
　ゴミ処分場用遮水シート施工、その他土木材料

企画開発部門
●プール施設での用品の販売
●浴場施設での業務用備品の販売企画運営
●環境機材・グリストラップ油脂分解装置（エコゾン）の販売・保守

〒781‐8135 高知県高知市一宮南町1丁目11‐50
TEL.（088）846‐5588　FAX.（088）845‐2201
E‐mail：tosatoyo@axel.ocn.ne.jp

日本曹達 株式会社

https: / /www.nippon-soda.co. jp/

●プール水および水道水の衛生管理薬剤の製造販売
●塩素注入器の販売
　［取扱商品］
　プール用衛生管理薬剤「日曹ハイクロン」
　塩素注入器「日曹ハイクロネーター」
　（差圧式・全自動式・タイマー式）
　ＤＰＤ法遊離残留塩素測定用試薬「ＤＰＤマジック」

簡易型塩素注入滅菌器

プール用塩素連続注入器
（日曹ハイクロネーター専用）

〒100‐8165 東京都千代田区大手町2‐2‐1（新大手町ビル）
TEL.（03）3245‐6148　FAX.（03）3245‐6248

特定非営利活動法人 日本オゾン協会

http: / /www.j-ozone.org/

●オゾンに関する年次研究講演会の開催
●オゾン技術に関する講習会・見学会の開催
●オゾン安全管理士講習会の開催
●機関誌オゾンニュースインジャパンの発行
●国際オゾン協会発行の
　Ozone Science & Engineeringおよび
　Ozone Newsの配信
●国際活動を行っている団体等との連携
●各種刊行物の発行
●オゾン発生装置事業所登録、オゾン発生装置規格認定

〒103‐0006 東京都中央区日本橋富沢町10‐10
 　  日本橋インテリジェントフラッツ301
TEL.（03）6661‐1622　FAX.（03）6661‐1623
E‐mail：joa@mwd.biglobe.ne.jp
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ハマダスポーツ企画株式会社

https: / /hamada-sports.com/

●スイミングスクール、スポーツクラブの企画・運営管理
●官公庁（体育・文化）施設運営管理
（指定管理者制度・PFI事業・業務委託）
●温浴・温泉施設の運営管理
●スポーツ用品の販売
●愛知県公安委員会認定警備業

〒465‐0028 愛知県名古屋市名東区猪高台一丁目1316番地
TEL.（052）777‐2800　FAX.（052）777‐5800 

株式会社 ホクエイ

●高度水処理施設の管理・施工・保守・メンテナンス
　超純水・純水など
●水処理施設の管理・施工・保守・メンテナンス
●循環ろ過装置の指導・管理・施工・保守・メンテナンス
●排水装置の管理・保守・メンテナンス
●給排水設備の管理・施工・保守・メンテナンス
●水質調査

〒800‐0011 福岡県北九州市門司区奥田4丁目7番1号
TEL.（093）381‐0616　FAX.（093）371‐8479
E‐mail：（全般）info@hokuei.biz　（アクア事業部）aqua@hokuei.biz

https: / /hayabusa-g.co. jp/

〒124‐0014 東京都葛飾区東四つ木１丁目２２番１号
TEL.（０３）５６７２‐５８８１　FAX.（０３）５６７２‐５８８２
E‐mail：info@hayabusa‐g.co.jp

●高速回転脱水機 製造・販売・メンテナンス
●除菌消臭液・洗浄剤 製造・販売
●健康用測定機 全自動血圧計・身長体重計等
●各種医療機器 販売
●商品紹介：水着専用脱水機、
　プールリフレッシュ、クリンデオ
●実績：フィットネスクラブ、ホテル、
　学校、公共施設のプール多数

株式会社 ユニ機工

https: / /unik ikou. jp/

●水泳プール循環浄化装置の販売･施工
　珪藻土式ろ過、砂式ろ過、カートリッジ式ろ過
●水泳プール循環浄化装置の保守･メンテナンス
　ポンプ分解整備、配管･弁類の交換、ろ材の交換
●滅菌装置及び残留塩素計の販売･施工･保守

〒213‐0005 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目28番25号
TEL.（044）822‐1717　FAX.（044）822‐9744
E‐mail：info@uni.po‐jp.com
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協力法人会員紹介

https: / /sports-st .com/

●スポーツ・健康施設活性化のための専門展・
　カンファレンス「SPORTEC」の企画・運営、
　その他スポーツイベント等の企画・運営

SPORTECは、毎年、東京ビッグサイトで開催しているフィットネスクラブ、
体育館、プール施設などのスポーツ・健康増進施設に関わる設備・機器・
サービスが一堂に集まるスポーツ・フィットネス・健康産業の専門展示会です。
全国より、50,000名の施設関係者、
トレーナー、インストラクター、一般の
スポーツ愛好家などが来場いたします。
「SPORTEC」に興味をお持ちの方は、
お気軽にお問合せください。皆様の
ご出展、ご来場をお待ちしております。

〒162‐0064 東京都新宿区市谷仲之町4‐39 リエール市ヶ谷501
ＴＥＬ.（03）6273‐0403　FAX.（03）5363‐0301
E‐mail：info@sports‐st.com

SPORTEC株式会社

水泳プール施設の衛生・安全管理関係者 〈必携の書〉

水泳プール
総合ハンドブック
水泳プール
総合ハンドブック

ご注文は下記ホームページから申込書をダウンロードしてください。

www.jpaa.jp

● A4判／316頁／本文1色
● 本体価格5,000円＋消費税（送料別途）
● 発行：公益社団法人日本プールアメニティ協会
● 平成31年3月22日発行

https: / /www.denkaisui .b iz/

●電解次亜生成装置ＬＴハイクロの製造及び販売
　ＬＴハイクロは、プール除菌用の電解次亜をオンサイトで
　生成します。
　生成する電解次亜の濃度は約10,000ppmです。
　専用塩の購入は必要なく、市販の食塩または精製塩を
　使用できます。
　25m～50mの屋内プール、25mの屋外プールに対応
　する装置ラインナップがあります。
●お問い合わせは電解水事業部まで

〒101‐0062 東京都千代田区神田駿河台3‐4
      日専連朝日生命ビル3階
TEL.（03）3252‐1880　FAX.（03）3252‐1410

協力法人会員紹介

本書は、平成19年の厚生労働省による「遊泳用プール
の衛生基準」の改定、文部科学省・国土交通省による
「プールの安全標準指針」の策定に関する内容を踏まえ
ており、水泳プールの衛生・安全管理だけでなく、健康
増進とのかかわりや事故・救命対策についても記し、水
泳プールに関連するあらゆる項目を網羅した、他に類を
見ない総合書籍です。
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循環浄化装置

協会認定機器一覧

全自動砂式循環ろ過装置

手動珪藻土式ろ過装置

全自動珪藻土式ろ過装置

全自動砂ろ過装置

全自動逆洗可能カートリッジ式ろ過装置

全自動珪藻土式循環ろ過装置

カートリッジ式循環ろ過装置

全自動砂式プール循環浄化装置

自動砂式循環ろ過装置

砂式ろ過機
株式会社 三進ろ過工業

（連絡窓口）
東京営業所 TEL：03‐3945‐6541

株式会社 東工業
（連絡窓口）

営業部 TEL：03‐3765‐5021

株式会社アクアプロダクト
（連絡窓口）
アクア事業部

TEL：042‐378‐4812

栗田工業株式会社
（連絡窓口）

機器メンテ営業二課
TEL：03‐3347‐3547

株式会社 三協
（連絡窓口）
技術部設計課

TEL：0568‐28‐1771

P‐030M
P‐040M
P‐060M
P‐090M
P‐120M
P‐030ME
P‐040ME
P‐060ME
P‐090ME
P‐120ME
P‐005SE
P‐010SE
P‐020SE
P‐030SE
P‐040SE
P‐060SE
P‐090SA
P‐120SA
P‐150SA
P‐048T‐MF2
P‐072T‐MF3
P‐096T‐MF4
KR‐45A
KR‐60A
KR‐90A
AFA‐45
AFA‐60
AFA‐90
ACF‐45
ACF‐60
ACF‐90
KPF‐LA‐２ 
KPF‐LA‐３ 
KPF‐LA‐４ 
KPF‐LA‐５ 
KPF‐Lb‐２ 
KPF‐Lb‐３ 
KPF‐Lb‐４ 
KPF‐Lb‐５
NB‐５
NB‐６
NB‐７
NB‐８
NB‐９
NS‐１
NS‐２
NS‐３
NS‐４
ＳＲＰ‐５００‐Ｍ
ＳＲＰ‐６００‐Ｍ
ＳＲＰ‐８００‐Ｍ
ＳＲＰ‐１０００‐Ｍ
ＳＲＰ‐１２００‐Ｍ

JPAA‐13‐001
JPAA‐13‐002
JPAA‐13‐003
JPAA‐13‐004
JPAA‐13‐005
JPAA‐13‐006
JPAA‐13‐007
JPAA‐13‐008
JPAA‐13‐009
JPAA‐13‐010
JPAA‐13‐011
JPAA‐13‐012
JPAA‐13‐013
JPAA‐13‐014
JPAA‐13‐015
JPAA‐13‐016
JPAA‐13‐017
JPAA‐13‐018
JPAA‐13‐019
JPAA‐13‐020
JPAA‐13‐021
JPAA‐13‐022
JPAA‐17‐001
JPAA‐17‐002
JPAA‐17‐003
JPAA‐17‐004
JPAA‐17‐005
JPAA‐17‐006
JPAA‐17‐007
JPAA‐17‐008
JPAA‐17‐009
JPAA‐06‐001
JPAA‐06‐002
JPAA‐06‐003
JPAA‐06‐004
JPAA‐06‐005
JPAA‐06‐006
JPAA‐06‐007
JPAA‐06‐008
JPAA‐10‐001
JPAA‐10‐002
JPAA‐10‐003
JPAA‐10‐004
JPAA‐10‐005
JPAA‐10‐006
JPAA‐10‐007
JPAA‐10‐008
JPAA‐10‐009
JPAA‐15‐001
JPAA‐15‐002
JPAA‐15‐003
JPAA‐15‐004
JPAA‐15‐005

メーカー 製　品 機　種 認定番号

水泳プール
総合ハンドブック
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全自動砂式循環ろ過装置

全自動砂式循環ろ過装置

砂式ろ過機

砂ろ過装置

可逆式珪藻土ろ過A‐1フィルター

可逆式珪藻土ろ過A‐1フィルター

循環浄化装置

自動型循環ろ過装置

協会認定機器一覧

メーカー 製　品 機　種 認定番号

自動型砂式プール循環ろ過装置

砂式ろ過機

珪藻土式ろ過機

カートリッジ式ろ過機

全自動砂式循環ろ過装置
全自動カートリッジ式循環ろ過装置

トースイ株式会社
（連絡窓口）

保守管理部 TEL：03‐5276‐1109

フジカ濾水機株式会社
（連絡窓口）

営業部 ＴＥＬ：03‐3988‐7106

ミウラ化学装置株式会社
（連絡窓口）
東京支店

TEL：03‐3916‐1200

東西化学産業株式会社
（連絡窓口）

ソリューション営業部
TEL：044‐270‐2355

株式会社竹村製作所
（連絡窓口）

水環境事業部 SE課
TEL：026‐251‐0220

全自動砂式循環ろ過装置
ゼット工業株式会社

（連絡窓口）営業部 TEL：052‐794‐2777

株式会社 三進ろ過工業
（連絡窓口）
東京営業所

TEL：03‐3945‐6541

城山産業株式会社
（連絡窓口）営業部 TEL：03‐3460‐2625

ＳＲＰ‐１４００‐Ｍ
ＳＲＰ‐１６００‐ＨＭ
ＳＲＰ‐１８００‐ＨＭ
ＳＲＰ‐２０００‐ＨＭ
ＳＲＰ‐２４００‐ＨＭ
ＦＰ‐８０
ＦＰ‐１５０
ＦＰ‐２００
ＦＰ‐３００
ＦＰ‐１００‐Ｃ
ＦＰ‐２００‐Ｃ
ＦＰ‐３００‐Ｃ
ＦＰ‐４００‐Ｃ
SPS‐AS 40
SPS‐CF 40
KSO‐100‐2000FL
KSO‐130‐2200FL
TKA‐3A
TKA‐5A
TKA‐6A
TKA‐7A
ＡＰＦ‐１２Ｐ
ＡＰＦ‐１８Ｐ
ＡＰＦ‐２５Ｐ
ＡＰＦ‐３５Ｐ
ＡＰＦ‐５０Ｐ
ＡＰＦ‐７０Ｐ
ＡＰＦ‐１００Ｐ
ＡＰＦ‐１２５Ｐ
ＡＰＦ‐１５０Ｐ
ＡＰＦ‐２００Ｐ
ＡＰＦ‐２２５Ｐ
TSA‐1
TSA‐2
TSA‐3
TSV‐112AH
TSV‐116AH
TSV‐118AH
ＳＦ５‐２ＡＥ
ＳＦ７‐３ＡＥ
ＳＦ１０‐５ＡＥ
PA４０‐２０４ATB
PA６０‐２０６ATB
PA１００‐２１０ATB
PA１５０‐２１５ATB
PA200‐220ATB
PA250‐225ATB
MS‐ⅡSAT
MS‐ⅢSAT
MS‐ⅣSAT
MS‐ⅤSAT
PA４０‐２０４
PA６０‐２０６
PA１２‐２０２ATB
PA２４‐２０３ATB

JPAA‐15‐006
JPAA‐15‐007
JPAA‐15‐008
JPAA‐15‐009
JPAA‐15‐010
JPAA‐15‐011
JPAA‐15‐012
JPAA‐15‐013
JPAA‐15‐014
JPAA‐15‐015
JPAA‐15‐016
JPAA‐15‐017
JPAA‐15‐018
JPAA‐18‐001
JPAA‐18‐002
JPAA‐16‐001
JPAA‐16‐002
JPAA‐20‐001
JPAA‐20‐002
JPAA‐20‐003
JPAA‐20‐004
JPAA‐12‐001
JPAA‐12‐002
JPAA‐12‐003
JPAA‐12‐004
JPAA‐12‐005
JPAA‐12‐006
JPAA‐12‐007
JPAA‐12‐008
JPAA‐12‐009
JPAA‐12‐010
JPAA‐12‐011
JPAA‐19‐001
JPAA‐19‐002
JPAA‐19‐003
JPAA‐19‐004
JPAA‐19‐005
JPAA‐19‐006
JPAA‐14‐001
JPAA‐14‐002
JPAA‐14‐003
JPAA‐02‐001
JPAA‐02‐002
JPAA‐02‐003
JPAA‐02‐004
JPAA‐02‐013
JPAA‐02‐014
JPAA‐02‐005
JPAA‐02‐006
JPAA‐02‐007
JPAA‐02‐008
JPAA‐02‐009
JPAA‐02‐010
JPAA‐02‐011
JPAA‐02‐012
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スポーツ・文化部

営業部

事業開発部

新規事業開発部

スポーツ施設部

株式会社 協栄

株式会社 フクシ・エンタープライズ

株式会社 日本水泳振興会

株式会社 東京ドームスポーツ

ニッセイファシリティ株式会社

プール運営団体認定事業者一覧

ピュアキレイザー

オゾン・紫外線・光触媒型促進酸化装置
メーカー 製　品 機　種 認定番号

東洋バルヴ株式会社
（連絡窓口）設備営業部環境営業グループ

TEL：03‐6262‐1679

ZPV1‐P‐40

ZPV1‐H‐P‐40

ZPV13‐P‐40

JPAA‐21‐005

JPAA‐21‐006

JPAA‐21‐007

TEL：03‐3664‐8774

TEL：03‐3681‐0294

TEL：03‐3369‐3239

TEL：03‐3817‐4001

TEL：03‐3306‐1971

JPAA‐M‐001

JPAA‐M‐003

JPAA‐M‐004

JPAA‐M‐006

JPAA‐M‐007

認定事業者 連絡先 電　話 認定番号

プール水浄化用オゾナイザ

オゾン反応処理装置

オゾン浄化装置
メーカー 製　品 機　種 認定番号

メタウォーター株式会社
（連絡窓口）

営業本部 新事業営業部
TEL：03‐6403‐7518

住友精密工業株式会社
（連絡窓口）

環境システム事業部 営業部
TEL：03‐3217‐2814

株式会社 石井表記
（連絡窓口）
環境事業本部

TEL：084‐960‐1248

リビングテクノロジー株式会社
（連絡窓口）電解水事業部
TEL：03‐3252‐1880

SPA‐５A

SPA‐７A

SPA‐１０A

SPA‐１３A

SPA‐１７A

SPA‐２７A

SPA‐３７A

SPA‐５０A

SPA‐８０A

SPA‐１００A

SPA‐１４０A

SPA‐１７AOP

SPA‐２７AOP

SPA‐３７AOP

POL‐２５０N

POL‐４５０N

POL‐６００N

POL‐１２００N

ＪＰＡＡ‐03‐001

ＪＰＡＡ‐03‐002

ＪＰＡＡ‐03‐003

ＪＰＡＡ‐03‐004

ＪＰＡＡ‐03‐005

ＪＰＡＡ‐03‐006

ＪＰＡＡ‐03‐007

ＪＰＡＡ‐03‐008

ＪＰＡＡ‐03‐009

ＪＰＡＡ‐03‐010

ＪＰＡＡ‐03‐011

ＪＰＡＡ‐03‐012

ＪＰＡＡ‐03‐013

ＪＰＡＡ‐03‐014

ＪＰＡＡ‐01‐001

ＪＰＡＡ‐01‐002

ＪＰＡＡ‐01‐003

ＪＰＡＡ‐01‐004

IＣＳ‐ＪＢ４５０Ｓ

IＣＳ‐Ｂ４００

IＣＳ‐ＧＢ６００

IＣＳ‐Ｂ６００

IＣＳ‐Ｂ２００

IＣＳ‐Ｂ５１

Ｐ150

Ｓ150

Ｎ300ＦＷＰ

ＥＬＳ‐10

ＥＬＳ‐30

ＥＬＳ‐60

JPAA‐11‐008

JPAA‐11‐009

JPAA‐11‐010

JPAA‐11‐011

JPAA‐11‐012

JPAA‐11‐014

JPAA‐22‐001

JPAA‐22‐002

JPAA‐22‐003

JPAA‐23‐001

JPAA‐23‐002

JPAA‐23‐003 

電気分解式次亜塩素酸ナトリウム
生成装置

電解次亜塩素酸ナトリウム生成装置
LTハイクロ

フジキコー株式会社
（連絡窓口）営業部
TEL：03‐6214‐1701

電気分解式次亜塩素酸
ナトリウム生成装置

電気分解式次亜塩素酸ナトリウム生成装置
メーカー 製　品 機　種 認定番号
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