
名称 業態 電話番号 都道府県 地域ブロック

1 札幌麻酔クリニック 医療関係 011-633-2525 北海道 北海道

2 高柳眼科クリニック 医療関係 011-700-6500 北海道 北海道

3 響きの杜クリニック 医療関係 011-632-8331 北海道 北海道

4 札幌禎心会病院 医療関係 011-712-1131 北海道 北海道

5 Noir consolateur サロン 013-772-2052 北海道 北海道

6 株式会社インターセック サロン 028-667-9650 栃木 関東甲信越

7 株式会社ママダ　水素の窓口 サロン 029-721-7965 茨城 関東甲信越

8 くらのクリニック 医療関係 029-257-6111 茨城 関東甲信越

9 大友外科整形外科クリニック 医療関係 048-591-7000 埼玉 関東甲信越

10 堀内整骨院 医療関係 048-580-5758 埼玉 関東甲信越

11 早稲田大学　水泳部 大学 042-949-8111 埼玉 関東甲信越

12 水素ステーション浦和 サロン 048-831-7766 埼玉 関東甲信越

13 医療法人社団　剛歯会 医療関係 047-333-2222 千葉 関東甲信越

14 日本体育大学 大学 045-963-7900 神奈川 関東甲信越

15 水素サロンR サロン 046-520-7761 神奈川 関東甲信越

16 オーシャンプロムナード湘南 サロン 046-630-5251 神奈川 関東甲信越

17 シティクリニック 医療関係 03-3440-2778 東京 関東甲信越

18 すぎざき整骨院 医療関係 03-6667-0368 東京 関東甲信越

19 池野皮膚科形成外科 医療関係 03-3538-1344 東京 関東甲信越

20 銀座コア歯科・矯正クリニック 医療関係 03-5568-0002 東京 関東甲信越

21 銘鍠CITクリニック 医療関係 03-6277-6871 東京 関東甲信越

22 D.land 前田歯科医院 医療関係 03-5686-3611 東京 関東甲信越

23 医療法人社団友徳発心会ひめのともみクリニック 医療関係 03-5436-7351 東京 関東甲信越

24 西村内科循環器科クリニック 医療関係 03-5731-0788 東京 関東甲信越

25 東武練馬ひだまり整骨院・鍼灸院 医療関係 03-6883-2124 東京 関東甲信越

26 薬師台おはな接骨院 医療関係 042-737-7375 東京 関東甲信越

27 ビメンドエステルーム　亀戸店 サロン 03-5836-8871 東京 関東甲信越

28 ビメンドエステルーム 中野店 サロン 03-3383-3531 東京 関東甲信越

29 hydrogenik サロン 042-452-6818 東京 関東甲信越

30 株式会社ティップネス日本橋スタイル フィットネスクラブ 03-3516-0105 東京 関東甲信越

31 ヘアーメイククローチェ 美容室 03-3942-6312 東京 関東甲信越

32 医療法人社団健巧会　江守クリニック 医療関係 076-213-6211 石川 北越地方

33 株式会社山古志アルパカ村 レジャースポット 025-859-2062 新潟 北越地方

34 医療法人社団　船戸クリニック 医療関係 058-435-3335 岐阜 中部地方

35 リボーン洞戸 医療関係 058-158-2311 岐阜 中部地方

36 Beauty Salon Charme サロン 058-201-7788 岐阜 中部地方

37 医療法人社団医創会　セレンクリニック名古屋 医療関係 052-238-3525 愛知 中部地方

38 ナチュラルファミリークリニック 医療関係 053-262-4976 愛知 中部地方

39 トヨタ自動車陸上長距離部 その他 053-123-5134 愛知 中部地方

40 飛鳥メディカルクリニック 医療関係 059-227-5585 三重 近畿地方

41 竹岡診療所 医療関係 077-567-5211 滋賀 近畿地方

42 社会福祉法人市原寮　花友じゅらくだい 医療関係 075-451-6000 京都 近畿地方

導入先リスト※一部抜粋(2020年10月時点)

1



名称 業態 電話番号 都道府県 地域ブロック

43 谷歯科医院 医療関係 077-423-5553 京都 近畿地方

44 株式会社デンタルトラスト 医療関係 077-424-4212 京都 近畿地方

45 ACE TREATMENT LABORATORY サロン 080-3767-3255 京都 近畿地方

46 フィットネスクラブ　ピノスけいはんな フィットネスクラブ 077-495-6000 京都 近畿地方

47 あやこレディースクリニック 医療関係 06-6753-7416 大阪 近畿地方

48 こころはり灸治療院 医療関係 06-6532-5790 大阪 近畿地方

49 医療法人栄光会　新井クリニック 医療関係 072-998-2669 大阪 近畿地方

50 オーツゥスペース 医療関係 06-7175-3993 大阪 近畿地方

51 スペースアーツ心斎橋店 サロン 06-6251-6663 大阪 近畿地方

52 アトラ株式会社大阪本社 医療関係 大阪 近畿地方

53 三上内科クリニック 医療関係 078-855-5031 兵庫 近畿地方

54 南芦屋浜病院 医療関係 079-722-4040 兵庫 近畿地方

55 よろずクリニック 医療関係 085-759-0433 鳥取 中国地方

56 統合医療　福田内科クリニック 医療関係 085-227-1200 鳥取 中国地方

57 リラクゼーションサロン島風 サロン 085-729-1616 鳥取 中国地方

58 キラリプラス サロン 050-3555-0035 鳥取 中国地方

59 SUISOZAURUS サロン 085-957-6210 鳥取 中国地方

60 ルーナズフロンティア 美容室 085-730-4125 鳥取 中国地方

61 ZEROスポーツ フィットネスクラブ 085-738-3161 鳥取 中国地方

62 医療法人まえだ診療所 医療関係 086-282-0812 岡山 中国地方

63 すばるクリニック 医療関係 086-525-8699 岡山 中国地方

64 長屋整骨院 医療関係 083-973-5050 山口 中国地方

65 医療法人怒泉会　内田脳神経外科 医療関係 088-843-1002 高知 四国地方

66 高松中央医療機器株式会社 その他 087-868-0618 香川 四国地方

67 上川端メディカルステーション 医療関係 092-406-4539 福岡 九州・沖縄地方

68 武石動物病院 動物病院 092-531-2284 福岡 九州・沖縄地方

69 てしま整骨院 医療関係 094-244-5882 福岡 九州・沖縄地方

70 SCAL QUICK博多店 サロン 092-402-7199 福岡 九州・沖縄地方

71 おがた波動クリニック 医療関係 090-8915-3116 熊本 九州・沖縄地方

72  松橋耳鼻咽喉科・内科クリニック 医療関係 096-433-4133 熊本 九州・沖縄地方

73 医療法人起生会　表参道吉田病院 医療関係 096-343-6161 熊本 九州・沖縄地方

74 くまもと免疫統合医療クリニック 医療関係 096-277-1205 熊本 九州・沖縄地方

75 医療法人社団坂梨会　阿蘇温泉病院 医療関係 096-732-0881 熊本 九州・沖縄地方

76 わかばクリニック 医療関係 096-285-6014 熊本 九州・沖縄地方

77 共愛歯科医院 医療関係 096-286-2277 熊本 九州・沖縄地方

78 ひまわり鍼灸院 医療関係 096-245-3775 熊本 九州・沖縄地方

79 クアパーク長湯 レジャースポット 097-464-1444 大分 九州・沖縄地方
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