
[ 高知 ]
鏡地域温泉 RIO ペレット
 ENER-D200A （温泉昇温・給湯）

高知県工業技術センター
 UTSL-110（温室暖房）

南国市 西島園芸団地
 生チップ UTSR-700 (ハウス暖房 )

べふ峡温泉　乾燥チップ
 ENER-D200（温泉昇温・給湯）

[ 岡山 ]
真庭市新本庁舎
 乾燥チップ UTSK-550.22 （冷暖房）
 ペレット　 UTSP-450.22 （冷暖房）

真庭市蒜山振興局庁舎
 乾燥チップ UTSL-110（冷暖房）

真庭市落合地域総合センター
 ペレット　 UTSP-360（暖房）
 チップ　 　UTSK-360

後楽ゴルフ倶楽部
 乾燥チップ UTSL-30（風呂循環）

[ 秋田 ]
比内ベニヤマ荘　乾燥チップ
 UTSL-100（暖房、給湯温泉昇温）

月島機械　生チップ
 UTSR-550（蒸気）（タンク昇温）

東成瀬村統合保育所兼子育支援センター
 ペレット UTSL-150（給湯、暖房）

[ 岩手 ]
八幡平市林業ンター 乾燥チップ
 UTSR-100（給湯･暖房）

八幡平市森林ふれあい学習館
 生チップ Integral-200（床暖房）

岩手県雪国文化研究所　生チップ
 UTSS-20（暖房）

盛岡市 区界高原少年自然の家 薪
 Novatronic80（給湯）

大迫総合庁舎　生チップ
 integral-200（冷暖房）

林業技術センター　生チップ
 UTSR-240＆450（暖房）

紫波町 ラ・フランス温泉館 生チップ
 UTSR-240（給湯、温泉昇温）

姉ヶ崎キャンプサイト 乾燥チップ
 UTSL-50（給湯）

一関市興田小学校　ペレット
 PBW-581KW（暖房 )

陸前高田市学校給食センター
  生チップ UTSR-180（給湯）

陸前高田市総合交流センター
  生チップ UTSR-550（暖房）

碁石海岸集団施設　乾燥チップ
  UTSL-60（給湯）

一関藤の園　乾燥チップ
 UTSL-65（給湯・ろ過昇温 )

[ 島根 ]
大田市グループホーム七色館
 乾燥チップ UTSL-65（給湯・温泉）

雲南市 三刀屋健康福祉センター
 生チップ UTSR-360

（給湯、冷暖房）

雲南市 おろち湯ったり館
 生チップ UTSR-300
 （給湯、暖房、源泉昇温）

雲南市新庁舎
 生チップ UTSR-240（暖房）

雲南市立病院
 生チップ UTSR-450（暖房）

[広島]

庄原市 ひば道後山高原荘　ペレット
 ENER-D200 (温泉昇温・給湯・暖房)

たかの温泉神之瀬の湯　ペレット
 ENER-D200(温泉昇温・給湯・暖房)

庄原市 鮎の里　ペレット 
 ENER-D200 （温泉昇温・給湯)

リフレッシュハウス東城　乾燥チップ
 UTSK-360（ハウス暖房)

広島市森林公園こんちゅう館 

 ペレット UTSL-110 (ドーム暖房)

安芸太田町いこいの村ひろしま
 生チップ 　
 UTSR-150（給湯、浴槽昇温）

[ 山口 ]
阿東町 徳佐小学校
 ペレット UTSL-30（床暖房）

十種ヶ峰青少年野外活動センター
 ペレット UTSL-150×2（床暖房）

本郷村山村留学センター
 ペレット UTSL-30（給湯・床暖房）

山口県水産研究センター
 ペレット UTSL-150（冷暖房）

柳井市やまぐちフラワーランド
 ペレット PBW240KW（暖房 )

美祢社会復帰促進センター
 ペレット UTSL-110（暖房 )

山口県林業指導センター
 ペレット UTSL-150（冷暖房）

安岡エコタウン ペレット
 UTSL-110×2 （地域冷暖房・給湯）

[ 長崎 ]
対馬市 白松（製塩工場）生チップ
 UTSR-700[ 蒸気 ]（製塩 )

湯多里ランドつしま　生チップ
 UTSR-450（温泉･ﾌﾟｰﾙ・給湯）

対馬市 渚の湯　乾燥チップ
 UTSK-240（温泉昇温、給湯）

[ 大分 ]
日田市 聖陵ストリーム　乾燥チップ
 ENTER-D200A（給湯、暖房）

八面山「金色温泉」　生チップ
 UTSR-550（給湯、源泉昇温・ろ過昇温）

大分県立美術館　生チップ
 UTSR-180 （暖房）

[ 福岡 ]
久留米市 田主丸病院　生チップ
 UTSR-550（給湯・プール昇温）

原鶴温泉「泰泉閣」生チップ
 UTSR-550（給湯・昇温）

八女市 べんがら村　生チップ
 UTSR-550（温泉昇温・給湯）

グリーンピア八女　生チップ
 UTSR-550（給湯・源泉昇温・ろ過・昇温）

八女上陽ゴルフ倶楽部　乾燥チップ
 ENTER-D200A（給湯）

星野温泉館　きらら　乾燥チップ
 ENTER-D200A（暖房）

[ 鹿児島 ]
鹿児島大学　生チップ 
 UTSR-900（蒸気）（冷暖房・給湯・加湿）

鹿屋市 湯遊ランドあいら　生チップ
 UTSR-360 （温泉昇温・給湯）

南種子町河内温泉センター　生チップ
 UTSR-450（温泉・プール）

肝付町 銀河の里　生チップ
 UTSR-150.32 ／ UTSR-300.32 
 （給湯・冷暖房）

肝付町 立石養鰻　乾燥チップ
 UTSK-550 （水槽昇温）

[ 佐賀 ]

鳴神温泉ななのゆ　生チップ
 UTSR-550（温泉昇温・給湯 )

[ 大阪 ]
高槻市 郡家老人福祉センター
  ペレットUTSP-300
 （給湯、浴槽昇温）

[ 岐阜 ]
中津川市 
ふれあいのやかたかしも　薪
 Novatronic-80（給湯、昇温）

下呂市「神明山荘」ペレット
 UTSL-110（給湯・床暖房）

大垣市 かみいしづ緑の村
 ペレット ENTER-D200（給湯）[ 和歌山 ]

田辺市 龍神村国民宿舎「季楽里龍神」
 生チップ UTSR-450（給湯、温泉昇温）

冨里温泉「乙女の湯」 乾燥チップ
 ENER-D200（給湯・ろ過昇温）

[ 京都 ]
京都市立京北病院　ペレット
 ENER-D200（給湯・暖房）

南丹市 河鹿荘　生チップ
 UTSR-300（給湯、ろ過・昇温、暖房）

与謝野町 リフレかやの里 　生チップ
 UTSR-150（ろ過昇温、給湯））

京丹後市 あしぎぬ温泉　生チップ
 UTSR-300（給湯、昇温、暖房）

[ 山梨 ]
PICA 山中湖ヴィレッジ　
 ペレット PESS-25（暖房）

河口湖南中学校 
 乾燥チップ UTSK-450（暖房）

北杜市
0KEEP 国際研修交流センター
 ペレット UTSP-240×2

（給湯・暖房）

北杜市ＡＯＢホール　乾燥チップ
 ENER-D200A（暖房）

[ 鳥取県 ]
若桜町 高原の宿　氷太くん
 生チップ  UTSR-150（給湯）

鳥取県立農業大学校　
 生チップ  UTSR-180（暖房）

[ 愛知 ]
設楽町庁舎　生チップ
 UTSR-100（暖房）

[ 北海道 ]
美深温泉　生チップ
 UTSR-550（給湯・暖房・源泉昇温）

士別市 朝日地域交流施設 生チップ
 UTSR-240（給湯・暖房）

下川町集合住宅　ペレット  
 UTSL-80（暖房 )

下川町 特養「あけぼの園」 生チップ
 UTSR-450（給湯・暖房・ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ)

下川町地域熱供給 　生チップ 
 UTSR-1200（給湯・暖房 ( 貯湯槽 ))

下川町幼児センター　生チップ 
 UTSR-100（床暖房・融雪 )

下川町五味温泉　生チップ（バーク）
 UTSR-180（給湯・温泉）

一ノ橋バイオビレッジ　生チップ
 UTSR-550x2（給湯・暖房）

下川小学校周辺地域熱供給 生チップ 
 UTSR-700（給湯・暖房）

下川中学校　生チップ 
 UTSR-240（暖房）

和寒町庁舎　生チップ 　
 UTSR-700（給湯・暖房）

滝上町認定こども園　ペレット
 UTSL-110（給湯・暖房 )

滝上町 ホテル渓谷　乾燥チップ
 UTSK-300（温泉昇温･給湯・暖房）

滝上町 特別養護老人ホーム 溪樹園
 乾燥チップ UTSK-360（給湯・暖房）

晩成温泉　生チップ
 UTSR-360（給湯・暖房・昇温 )

紋別私立病院　生チップ
 UTSR-550x2（給湯・暖房）

北見市温水プール　生チップ 
 PESS-25（プール昇温）

北見市特別養護老人ホーム 静楽園　
 生チップ UTSR-450（給湯・暖房）

北見市中央図書館　ペレット
 ENER-D100（暖房）

緑の分権改革（静内温泉）
 ENER-W100（温泉昇温･給湯）

津別町西団地　ペレット
 ENER-P110（暖房）

留真温泉 乾燥チップ
 UTSK-360（温泉昇温・給湯 )

[ 宮城 ]
加護坊温泉　さくらの湯 生チップ
 UTSR-550（給湯・昇温）

石巻市デ・リーフデ北上 生チップ
 UTSR-1200（ハウス暖房）

町立南三陸病院総合ケアセンター
 ペレット ENER-D200A（給湯、暖房）

南三陸町新庁舎 ペレット
  ENER-D75（暖房）

七ヶ宿町立関小学校 生チップ
 UTSL-100（床暖房）

[ 東京 ]
新宿御苑　生チップ＋芝草
 UTSR-150（給湯・ハウス暖房）

八王子市 北野清掃工場　薪　
 Novatronic55（給湯・浴槽昇温）

檜原村数馬の湯  薪  Novatronic80x2
（給湯、源泉昇温・ろ過昇温）

東京都奥多摩体験の森　ペレット
 UTSL-110（給湯・暖房）

奥多摩温泉「もえぎの湯」 生チップ
 UTSR-300（給湯・ろ過昇温）

[ 神奈川 ]
茅ヶ崎里山公園　　
 乾燥チップ  UTSL-110（暖房）

神奈川県自然環境保全センター
 乾燥チップ  UTSL-150（暖房）

七沢希望の丘初等学校
 乾燥チップ  UTSL-80（暖房）

秦野市表丹沢野外活動センター
 生チップ UTSR-150（給湯・暖房）

[ 福島 ]
南相馬市 市民交流センター
 生チップ  UTSR-180（スターリング 
 エンジン熱源・給湯・冷暖房）

西会津小学校　
 乾燥チップ UTSK-300（暖房）

[ 熊本 ]
八代市 東陽交流センターせせらぎ　
 生チップ UTSR-550（温泉昇温、給湯）

小国町公立病院　生チップ
 UTSR-550（暖房）

[ 北海道 ]
旭川市江丹別交流センター　 
 薪　Novatronic-80（暖房）

芦別健民センター　生チップ 
 UTSR-700x2（給湯・暖房）

苫前町 古丹別小学校 ペレット 
 ENER-D225（暖房）

苫前小学校　ペレット 
 ENER-D225（暖房）

苫小牧園芸施設　生チップ 
 UTSK-360（ハウス暖房）

恵庭市北牧場　ペレット
 UTSL-65（暖房 )

円山動物園「アフリカゾーン」
 ペレット ENER-D200（暖房）

円山動物園新は虫類館 
 ペレット UTSL-80（暖房 )

円山動物園アジア館 ペレット
 UTSL-80（暖房 )

札幌市 中島中学校 乾燥チップ 
 ENER-D200A（暖房）

札幌市 月寒東小学校 ペレット
 ENER-P300（暖房）

Ｊ－ファーム札幌 チップ
 UTSR-450（ハウス暖房）x 2

札幌市 月寒東小学校 ペレット
 ENER-P300（暖房）

知内町役場　生チップ 
 UTSR-360（暖房）

厚沢部町 うずら温泉 生チップ
 UTSR-180（給湯・源泉昇温）

厚沢部町 上里交流センター
 生チップ UTSR-180（暖房）

奥尻町 青苗小学校　生チップ
 UTSR-240（暖房）

奥尻町 宮津小学校　生チップ 
 UTSR-300（暖房）

[ 埼玉 ]
埼玉県農林総合研究センター
 ペレット UTSL-110（ハウス暖房）

[ 茨城 ]
牛久市 うしくあみ斎場  ペレット
 ENER-P85（暖房）

[ 群馬 ]
みどり市 サンレイク草木 ペレット
 ENER-P180（給湯）

上野村しおじの湯　ペレット
 ENER-D200（給湯・ろ過・昇温）

上野村やまびこ荘　ペレット　
 ENER-D200（給湯・ろ過・昇温）

上野村ヴィラせせらぎ　ペレット
 ENER-D200（給湯・ろ過・昇温）

上野村単身アパート
 ペレット PESS-25（暖房）

上野村いきいきセンター　ペレット
 ENER-D200Ax2（暖房）

上野村生活支援ハウス　ペレット　
 ENTER-D200A（暖房）

[ 愛媛 ]
大洲市
養護老人ホーム　清和園　
ペレット ENER-D200A

（給湯、昇温）

内子中学校　ペレット
 UTSL-65（暖房）

内子町五城保育園 ペレット
 UTSL-101（給湯、暖房）

内子町大瀬小学校 ペレット
 ENER-D100（暖房）

[ 兵庫 ]
宍粟市 伊沢の里  ENER-D150A
 ペレット（給湯、ろ過昇温）

宍粟市 まどか園 ペレット
  UTSL-150（給湯、床暖房）

たつの市中央学校給食センター
 生チップ UTSR-100（給湯）

加西次世代園芸施設 生チップ
  UTSR-900（ハウス暖房 )

多可町営プール 生チップ
 UTSR-240（プール＋冷暖房）

多可町青年の家 生チップ
 UTSR-240( 給湯 )

丹波市 薬草薬樹園 生チップ
  UTSR-300（給湯、昇温 )

丹波市 青垣総合運動公園　
 生チップ UTSR-550

（給湯・プールろ過、昇温）

篠山市 こんだ薬師温泉ペレット
ENER-D200A（給湯、昇温）

[ 奈良 ]
五條市
南和広域病院 ペレット
  ENER-D240A（給湯）

[ 千葉 ]

巴商会松戸工場：実地試験機
ENER-W100

[ 長野 ]
塩尻市ふれあいセンター広丘
 ペレット ENER-D200A（給湯・暖房）

伊那市美篶保育園　ペレット 
 UTSL-110（床暖房）

伊那市富県保育園　ペレット
 UTSL-110T（給湯・暖房）

伊那市西春近北保育園　ペレット
 PESS-25（床暖房）

伊那市竜東保育園　ペレット
 ENER-D200A（暖房）

伊那プラムの里　ペレット
 ENER-D220（給湯）

伊那北保育園　ペレット
 ENER-D150（暖房）

伊那市東春近保育園　ペレット
 ENER-D150（暖房）

伊那市西箕輪共同調理場　ペレット
 ENER-D100（給湯）

伊那小学校共同調理場　ペレット
 ENER-D100（給湯）

伊那中伊那西小学校共同調理場
 ペレット ENER-P-110（給湯）

駒ヶ根市西駒郷居住棟　ペレット
 UTSL-150（給湯）

駒ケ根市経塚保育園　ペレット
 ENER-D200A（暖房）

大鹿村赤石荘　乾燥チップ
 ENER-D200（温泉昇温・給湯・暖房）

飯田市座光寺保育園　ペレット
 UTSL-150（給湯・床暖房）

飯田水晶山温泉ランド　ペレット
 UTSP-550（温泉昇温・給湯・暖房 )

飯田市ほっ湯アップル　ペレット
 UTSP-550（温泉昇温・給湯・暖房）

天龍峡温泉交流館　ペレット
 ENER-D200（給湯・暖房 )

昼神温泉「吉弥」　ペレット
 ENER-D200 （給湯・ろ過昇温）

[ 山形 ]
ウェルネスタウン最上 -Ⅲ

（旧特養「紅梅荘」）生チップ  
  UTSR-900（冷暖房・給湯）

ウェルネスタウン最上　生チップ  
  UTSR-550/UTSR-700
 （地域冷暖房・給湯）

最上町チップ生産センター
 UTSL-110（木材乾燥）　乾燥チップ

最上町すこやかプラザ　乾燥チップ
 UTSK-180.22 （暖房・融雪）

金山町森林組合　乾燥チップ 
 ENER-D200（木材乾燥）

ウッドトラス金山 生チップ（バーク）
 UTSR-1600（木材乾燥）

真室川町 梅里苑　生チップ
 UTSR-450（給湯・ろ過昇温）

真室川町 庄司製材所　生チップ
 UTSR-1600（木材乾燥・暖房給湯）

真室川町 最上総合支庁　生チップ
 UTSR-900（冷暖房、給湯）

庄司製材所釜淵工場 生チップ（バーク）
 UTSR-1600（木材乾燥）

山形県立山形農業大学校　生チップ
  UTSR-240（給湯・暖房暖房）

舟形マッシュルーム　乾燥チップ
 蒸気ボイラ 0.3ﾄﾝ（暖房・滅菌）

村山総合支庁北庁舎　ペレット
 UTSR-700（給湯、暖房）

東根中高一貫校　ペレット
 ENER-200A（給湯）

三川町 庄内総合支庁　ペレット
 UTSP-360（冷房、暖房）

寒河江市山形県森林研究研修センター
 ペレット UTSL-80（暖房）

山形市 村山特別支援学校　ペレット
 ENER-100（暖房）

山形県総合研修センター　ペレット
 UTSP-450（暖房）

山形うわの温泉 天神之湯 乾燥チップ
 ENER-D200A（給湯・ろ過昇温）

鶴岡市 朝日保育園　生チップ
 ENER-D200A（暖房）

高畠町なかよし保育園　ペレット
 UTSL-110（床暖房）

小国町役場　生チップ
 UTSR-450（地域暖房・融雪）

小国小学校　生チップ
 UTSR-450（給湯、暖房、融雪）

[ 石川 ]
金沢城北市民公園 ペレット
 ENER-D75（給湯・暖房）

（社福）自生園　ペレット
 ENER-D200（給湯）

白峰温泉総湯　生チップ
 UTSR-150（給湯・温泉昇温）

[ 福井 ]
あわら温泉グランディア芳泉
 乾燥チップ
 ENER-D200（給湯、昇温）

あわら青年の家　ペレット
 ENER-D200A（給湯、循環）

福井県総合グリーンセンター
 ペレット  UTSP-240

（ハウス暖房）

[ 静岡 ]
静岡市 赤石温泉「白樺荘」
 生チップ UTSR-180　

（給湯・ろ過・昇温 )

浜松市 天竜厚生会 城北の家
 ペレット ENTER-D200A
 （給湯、昇温）

[ 新潟 ]
新穂潟上温泉
 ペレット UTSL-150
 （給湯・温泉昇温）

[ 富山 ]
パッシブタウン黒部
 チップ UTSR-240
 （給湯、暖房）

氷見市民プール
 生チップ UTSR-360
 （プール昇温）

バイオマスボイラ／納入実績納入済

受注済

2017 年３月 31 日

（株）　巴商会
バイオマスボイラ事業部

作成：㈱トモエテクノ


