
※　下記AEDは当該施設が設置したもので、設置者の同意が得られた施設のみ掲載しています。

　　また、それらAEDはその施設で使用する目的で設置されています。

※　施設周辺などで緊急時AEDを使用する場合は、必ず施設関係者に連絡、または助けを求めてください。

※　施設の状況、時間、休日等の実情により、ご協力を得られない場合もありますのでご了承ください。

平成29年2月1日現在（順不同）
区　　分 № 施　設　名　称 所　在　地

1 綿半スーパーセンター 千曲店 千曲市内川
2 原信 埴生店 千曲市鋳物師屋
3 ツルヤ 稲荷山店 千曲市稲荷山
4 ウエルシア 千曲稲荷山店 千曲市稲荷山
5 ウエルシア 千曲内川店 千曲市内川
6 夢いきいきゴルフ「リフレ」REFRE 千曲市中
7 (株)サザンクロス　ビーライン千曲店 千曲市桜堂
8 長野自動車道 姨捨サービスエリア上り線 千曲市八幡
9 長野自動車道 姨捨サービスエリア下り線 千曲市八幡

10 (株)ハッピーカンパニーあんずの里物産館 千曲市屋代
11 (有)ヤマギシ プラネッツ戸倉SS（上町区所有） 千曲市磯部
12 (株)東日本宇佐美 18号更埴インターSS 千曲市屋代
13 P-トップ 千曲店 千曲市内川
14 ダイナム 千曲店 千曲市稲荷山
15 (有)柳町オート 千曲市寂蒔
16 (株)ホンダカーズしなの オートテラス千曲 千曲市寂蒔
17 (株)ホンダカーズ長野中央千曲内川店 千曲市内川
18 (株)ホンダカーズしなの戸倉店 千曲市磯部
19 荻原館 千曲市上山田温泉
20 上山田ホテル 千曲市上山田温泉
21 ホテル圓山荘 千曲市上山田温泉
22 ホテル清風園 千曲市上山田温泉
23 (有)ホテル梅むら　梅むら旅館うぐいす亭 千曲市上山田温泉
24 リバーサイド上田館 千曲市戸倉温泉
25 ホテル ルートインコート千曲更埴 千曲市小島
26 ホテル ルートインコート上山田 千曲市上山田温泉
27 湯の華銭湯 瑞祥 上山田本館 千曲市上山田温泉
28 上山田温泉(株) 湯元かめ乃湯 千曲市上山田温泉
29 しなの鉄道(株)　屋代高校前駅 千曲市屋代
30 しなの鉄道(株)　屋代駅 千曲市小島
31 しなの鉄道(株)　千曲駅 千曲市寂蒔
32 しなの鉄道(株)　戸倉駅 千曲市戸倉
33 あかね保育園 千曲市屋代
34 あかね北保育園 千曲市雨宮
35 社会福祉法人徳応院聖舎　徳応院保育園 千曲市中
36 稲荷山幼稚園 千曲市稲荷山
37 JAちくま いやしの里ちくま 千曲市上山田
38 (株)タカノ コモンズハウス万葉 千曲市磯部
39 医療法人社団豊栄会とよき内科（デイケアさくら） 千曲市磯部
40 介護老人保健施設フランセーズ悠とぐら 千曲市上徳間
41 特別養護老人ホームフランセーズ悠こうしょく 千曲市粟佐
42 社会福祉法人　顕真学院 千曲市倉科
43 特別養護老人ホーム杏寿荘 千曲市倉科
44 稲荷山太陽の園 千曲市野高場
45 介護老人保健施設ひまわり 千曲市桑原
46 社会福祉法人山栄会　ショートステイ千曲 千曲市桑原

福祉施設

千曲坂城消防本部管内AED設置状況（公共施設除く）

公衆浴場

保育園・幼稚園

宿泊施設
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47 特別養護老人ホーム森の里 千曲市森
48 社会福祉法人大志会 地域密着型特別養護老人ホーム 科野の里 千曲市屋代
49 メディカルケア(株)サクラポート埴生 千曲市鋳物師屋
50 メディカルケア(株)サクラポート八幡 千曲市八幡
51 メディカルケア(株)サクラポート力石 千曲市力石
52 メディカルケア(株)八幡グループホームみのり 千曲市八幡
53 特別養護老人ホームさかき美里園 坂城町坂城
54 特別養護老人ホームさかき美山園 坂城町南条
55 医療法人あさま会　グループホームサンタクロース 坂城町南条
56 ともいきライフ月影 坂城町上平
57 長野寿光会 上山田病院 千曲市上山田温泉
58 安里医院 千曲市内川
59 とぐらクリニック 千曲市戸倉
60 医療法人宮本会 宮本歯科医院 千曲市戸倉
61 市川内科医院 千曲市上山田温泉
62 林歯科医院 千曲市上山田温泉
63 やまざき医院 千曲市上徳間
64 みやばやし小児科アレルギー科 千曲市上徳間
65 前山歯科医院 千曲市上徳間
66 とよき内科 千曲市磯部
67 森本眼科クリニック 千曲市内川
68 かいぬま耳鼻咽喉科医院 千曲市内川
69 あんず歯科クリニック 千曲市須坂
70 宮島歯科医院 千曲市粟佐
71 滝沢歯科医院 千曲市粟佐
72 若林歯科医院 千曲市杭瀬下
73 飯島医院 千曲市中
74 篠ノ井橋病院 千曲市雨宮
75 稲荷山医療福祉センター 千曲市野高場
76 渡辺歯科医院 千曲市稲荷山
77 竹内歯科医院 千曲市稲荷山
78 柳沢歯科医院 千曲市稲荷山
79 鴇沢内科クリニック 千曲市屋代
80 安川整形外科クリニック 千曲市屋代
81 坂口整形外科 千曲市屋代
82 竹内歯科医院 千曲市屋代
83 あんずの里クリニック 千曲市森
84 あかいけ歯科クリニック 坂城町南条
85 いろかわ医院 坂城町坂城
86 松尾歯科医院 坂城町坂城
87 武市医院 坂城町中之条
88 さかき生協診療所 坂城町中之条
89 村上堂大井クリニック 坂城町網掛
90 戸倉野球少年団 千曲市上徳間（代表者管理）

91 (株)八光電機製作所 千曲市磯部
92 (株)信州さがみ典礼　戸倉法事センター 千曲市戸倉
93 ラポー千曲 千曲市上山田温泉
94 クリーニング工房COCO 千曲市若宮
95 ヤジマ鋼材(株) 千曲市羽尾
96 (有)野本製作所（よりあい処ようこそ） 千曲市羽尾
97 (株)戸上リネンサプライ 千曲市上山田
98 (株)竹内製作所 本社 坂城町上平
99 (株)竹内製作所 千曲工場 坂城町坂城

100 (株)竹内製作所 戸倉工場 千曲市内川

医療機関
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（工場、事業所等）



101 (株)ユニオンプレート 千曲市内川
102 (株)フラットヘッド 千曲市内川
103 (株)フラットヘッド ストックバーグ 千曲市上徳間
104 JAちくま本所 千曲市鋳物師屋
105 JAちくま埴生支所 千曲市鋳物師屋
106 JAちくまセレモニーホール虹のホール 千曲市鋳物師屋
107 JAちくま屋代支所 千曲市雨宮
108 JAちくま八幡支所 千曲市八幡
109 JAちくま上山田支所 千曲市上山田
110 JAちくま戸倉支所 千曲市千本柳
111 JAちくま坂城支所 坂城町坂城
112 長野電子工業(株) 千曲市屋代
113 (株)アルプスウェイ 千曲市屋代
114 (株)髙﨑製作所 千曲市屋代
115 フレックスジャパン(株) 千曲市屋代
116 長野県労働金庫更埴支店 千曲市杭瀬下
117 ホクト(株)更埴きのこセンター 千曲市土口
118 森食品工業(株) 千曲市森
119 日酸TANAKA(株) 千曲市新田
120 長野工業(株) 千曲市八幡
121 長野銀行屋代支店 千曲市桜堂
122 長野銀行上山田戸倉支店 千曲市上山田温泉
123 長野銀行坂城支店 坂城町坂城
124 長野信用金庫屋代支店 千曲市粟佐
125 長野第一物流(株) 本社 千曲市粟佐
126 丸善食品工業(株) 千曲市寂蒔
127 エムケー精工(株) 千曲市雨宮
128 (株)ミライ化成 千曲市雨宮
129 (株)日本アクセス長野更埴物流センター 千曲市雨宮
130 ピップ物流(株)長野センター 千曲市雨宮
131 森川産業㈱本社 千曲市鋳物師屋
132 森川産業㈱八幡 千曲市八幡
133 森川産業㈱千曲 千曲市寂蒔
134 花王ロジスティクス(株)更埴センター 千曲市八幡
135 サクラ精機(株) 千曲市鋳物師屋
136 デイリーフーズ(株) 坂城町上平
137 (株)栗林製作所 坂城町南条
138 日精樹脂工業(株) 坂城町南条
139 (株)青木固研究所 坂城町南条
140 (株)イケダ 坂城町南条
141 KYB-YS(株) 坂城町坂城
142 (株)都筑製作所 坂城町坂城
143 (株)ロビニア坂城工場 坂城町中之条
144 (株)マースウインテック 坂城町中之条

戸倉上山田消防署　　　　救急係　℡026－276－0119

　 更埴消防署　　　　　　　救急係　℡026－274－0119

坂城消防署　　　　　　　警防係　℡0268－82－0119

千曲坂城消防本部では、管内事業所等のAED設置情報を収集しています。
AEDの使用並びにホームページ等への公表にご協力いただける場合は

下記消防署までご連絡をお願いします。

そ  の  他
（工場、事業所等）


