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施 設 お す す め 商 品 のご 紹 介

納 入 事 例 集
ホテル ╱ 旅館 ╱ 認可保育園

スポーツ施設 ╱ 医療施設 ╱ 高齢者施設

障がい者施設 ╱ 地域優良賃貸住宅



1 2

高齢者施設 P.16

認可保育園 P.9 リフォーム高齢者施設

P.23

P.32

ホテル P.3

障がい者施設 P.36 地域優良賃貸住宅 P.38

特別養護老人ホーム P.20有料老人ホーム P.16

グループホーム P.25

デイサービス／ショートステイ P.28 軽費老人ホーム P.29

介護老人福祉施設 P.24

サービス付高齢者向け住宅 P.30

旅館 P.7

スポーツ施設 P.12 医療施設 P.13

パナソニックは機能や部材のひとつひとつに使う方の視線に立ったやさしい視点をこめて、

ご利用者の方やスタッフのみなさまが快適に過ごせ、くつろぎの時間が持てる快適な空間を

ご提供してまいります。

さまざまなシーンで、
快適な空間をお届けします。

C ON T EN T S

リフォーム

リフォーム

※★印は2019年度記載分   ※順不同

P.29

ホテル
MIMARU京都 堀川六角 ★
MIMARU八丁堀 ★
ホテルセイルズ ★
スパホテルあぶくま ホテル棟 ★

P.3
P.4
P.5
P.6

有馬温泉 月光園 游月山荘 ★
ホテルエスノグラフィー 祇園古門前 ★

P.7
P.8

旅館

認可保育園
いなだ保育園 ★
深川あけぼの保育園 ★
うれしい家都島 

P.9
P.10
P.11

スポーツ施設
新豊洲BrilliaランニングスタジアムP.12

P.13
P.14
P.15

医療施設
タムス浦安 ★
にれの杜クリニック
あいちリハビリテーション病院

有料老人ホーム
メディケアホーム元町北20条 ★
チャームプレミア深沢
倖寿の丘
シルバーハイツにじ

P.16
P.17
P.18
P.19

P.20
P.21
P.22
P.23

特別養護老人ホーム
リズムタウン仙台 
せいりょう姫島 
新さっぽろの里
みなみかぜ

介護老人福祉施設
ケアホーム板橋 ★P.24

グループホーム
レガロ西岡 
グループホーム伏古
たのしい家 相川

P.25
P.26
P.27

デイサービス／ショートステイ
おれんじ己斐上てらす P.28

軽費老人ホーム
幸福荘

サービス付高齢者向け住宅
フェリーチェけやき通り ★
サービス付き高齢者向け住宅おれんじ ★
アシストホーム高松 
サンサーラ・レジデンス
桜美林ガーデンヒルズ
ひまわりの宿

障がい者施設
やわたの杜
れすぱいとセンター ひこうき雲

地域優良賃貸住宅
旭町そよかぜ団地 

P.30
P.31
P.32
P.33
P.34
P.35

P.36
P.37

P.38



3 4印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□用　途／ホテル
□運　 営／株式会社コスモスホテルマネジメント
□所在地／京都府 京都市

ユニットバス（ｉ－Ｘ INTEGRAL）／アドバンスシリーズスイッチ

ユニットバス（ｉ－Ｘ INTEGRAL）

客室ユニットバス（ｉ－Ｘ INTEGRAL）／アドバンスシリーズスイッチ

MIMARU京都 堀川六角 ホテル

客室

アクアハート（バリアフリールーム仕様）

ユニットバス（ｉ－Ｘ）

ユニットバス（ｉ－Ｘ）

□用　途／ホテル
□運　 営／株式会社コスモスホテルマネジメント
□所在地／東京都 中央区

アクアハート（バリアフリールーム仕様）

アクアハート（バリアフリールーム仕様）

MIMARU八丁堀 ホテル

アドバンスシリーズスイッチ



5 6印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□用　途／ホテル
□事業主／藤田建設工業株式会社
□所在地／福島県 西白河郡

照明

エアコン

照明システムバスルーム

エアコン

照明

スパホテルあぶくま ホテル棟 ホテル

ユニットバス

トイレ

□用　途／ホテル
□事業主／エヌエイビル株式会社
□所在地／東京都 台東区

エアコン／照明

ユニットバス

エアコン照明

ホテル セイルズ ホテル



7 8印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□用　途／旅館
□事業主／TKB株式会社
□所在地／兵庫県 神戸市

有馬温泉 月光園 游月山荘 旅館

システムバスルーム

□用　途／旅館
□事業主／株式会社ＣＩＰ
□所在地／京都府 京都市

システムバスルーム

ロビー

システムバスルームシステムバスルーム

客室

ホテルエスノグラフィー 祇園古門前 旅館

システムバスルームシステムバスルーム システムバスルーム客室



9 10印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□用　途／認可保育園
□事業主／社会福祉法人 聖公会 北海道福祉会
□所在地／北海道 深川市

引戸／エアコン

引戸／照明

エアコン引戸／エアコン／照明

引戸／キッチン

引戸／エアコン／照明

認可保育園深川あけぼの保育園

テクノストラクチャー
□用　途／認可保育園
□事業主／社会福祉法人 公共社会福祉事業協会
□所在地／大阪府 東大阪市

小型エレベーター

照明

エアコン／照明

エアコン／照明

ジアイーノ

エアコン／照明

認可保育園いなだ保育園

テクノストラクチャー



11 12印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

認可保育園うれしい家都島

□用　途／認可保育園
□事業主／株式会社ケア２１
□所在地／大阪府 大阪市

小型エレベーター

ジアイーノ

ジアイーノ小型エレベーター／ジアイーノ

小型エレベーター

□用　途／スポーツ練習場
□事業主／太陽工業株式会社
□所在地／東京都 江東区

アクアハートミニ（The シャワー） The シャワー

エアコン

洗面化粧台 洗面化粧台

トイレ

新豊洲Brilliaランニングスタジアム スポーツ施設



13 14印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□用　途／病院
□事業主／城東桐和会 浦安病院
□所在地／千葉県 浦安市

アクアハート（2室連結）※１／大型アクアハート※２

大型アクアハート※２

医療施設タムス浦安

エアコン

エアコン

アクアハート（2室連結）※1

エアコン

医療施設にれの杜クリニック

□用　途／病院
□事業主／医療法人社団 にれの杜クリニック
□所在地／北海道 札幌市

大型アクアハート※ 引戸

引戸引戸

引戸引戸システムバス

※ストレッチャーは株式会社いうら製です。
※１ リフトは株式会社いうら製です。
※２ 介護浴槽は酒井医療株式会社製です。



15 16印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。 ※介護浴槽は酒井医療株式会社製です。

医療施設あいちリハビリテーション病院

□用　途／病院
□事業主／医療法人 仁医会
□所在地／愛知県 西尾市

大型アクアハート※ 大型アクアハート※

大型アクアハート※

大型アクアハート※ 大型アクアハート※

大型アクアハート※

□用　途／住宅型有料老人ホーム
□事業主／株式会社健康会
□所在地／北海道 札幌市

アクアハート 内装ドア

内装ドアシステムキッチン／内装ドア

内装ドア

アクアハート※

有料老人ホームメディケアホーム元町北20条

※介護浴槽はエア・ウォーター株式会社製です。



17 18印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

有料老人ホームチャームプレミア深沢

□用　途／有料老人ホーム
□事業主／株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
□所在地／東京都 世田谷区

アクアハート アクアハート／可動式入浴台アクアムーブ

アクアハート

ユニットバス（ｉ－Ｘ）

ユニットバス（ｉ－Ｘ） 充電スタンド エルシーヴ

有料老人ホーム倖寿の丘

テクノストラクチャー
□用　途／有料老人ホーム
□事業主／株式会社オクヤマ・タイアップコーポレーション
□所在地／奈良県 香芝市

システムキッチン／カップボード／手すり／畳が丘 アクアハート（２室連結）

アクアハート／洗面化粧台

洗面化粧台／引戸

システムキッチン／引戸／手すり／エアコン 引戸／トイレ



19 20印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□用　途／特別養護老人ホーム
□事業主／社会福祉法人 基弘会
□所在地／宮城県 仙台市

特別養護老人ホームリズムタウン仙台

システムキッチン／カップボード

システムキッチン

アクアハートアクアハート／可動式入浴台アクアムーブ

システムキッチン

有料老人ホームシルバーハイツにじ

アクアハート（２室連結）

クローゼット／引戸 引戸／床材

引戸／手すり／床材

アクアハート（２室連結）

□用　途／有料老人ホーム
□事業主／大海建設株式会社
□所在地／熊本県 熊本市

テクノストラクチャー



21 22印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□用　途／特別養護老人ホーム
□事業主／社会福祉法人 聖綾福祉会
□所在地／大阪府 大阪市

特別養護老人ホームせいりょう姫島

システムキッチン

アクアハート

アクアハートアクアハート

システムキッチン／カップボード

システムキッチン

※リフトは株式会社いうら製です。

□用　途／特別養護老人ホーム
□事業主／社会福祉法人 ノテ福祉会
□所在地／北海道 札幌市

特別養護老人ホーム新さっぽろの里

アクアハート（2室連結）※

アクアハート（2室連結）※

アクアハート（2室連結）アクアハート（2室連結）

洗面化粧台



23 24印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

介護老人福祉施設ケアホーム板橋

□用　途／介護老人福祉施設
□事業主／平成医療福祉グループ
□所在地／東京都 板橋区

アクアハート※

アクアハート※

アクアハート※

アクアハート アクアハート※

アクアハート

※介護浴槽は酒井医療株式会社製です。

特別養護老人ホームみなみかぜ

□用　途／特別養護老人ホーム
□事業主／社会福祉法人 健友会
□所在地／埼玉県 川越市

大型アクアハート※ 大型アクアハート※

アクアハート

アクアハート／可動式入浴台アクアムーブ 大型アクアハート※

※介護浴槽はオージー技研株式会社製です。

●After : 在来工法からユニットバスへのリフォーム物件

●Before : 在来工法リフォーム



25 26印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

グループホームグループホーム伏古

□用　途／グループホーム
□事業主／株式会社 健康会
□所在地／北海道 札幌市

内装ドア／玄関収納

引戸

システムキッチン

アクアハート

小型エレベーター

引戸

□用　途／グループホーム
□事業主／医療法人 重仁会
□所在地／北海道 札幌市

グループホームレガロ西岡

アクアハート

ホシ姫サマ

ワイヤレスコール小型エレベーター／引戸／手すり

引戸／手すり



27 28印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□用　途／デイサービス
□事業主／医療法人 石田内科
□所在地／広島県 広島市

デイサービス/ショートステイおれんじ己斐上てらす

引戸／床材／小型エレベーター／洗面化粧台／手すり

キッチンユニット／引戸／手すり

引戸／照明／エアコン／ジアイーノ／手すりアクアハート／洗面化粧台

玄関収納

トイレ／ファンレストテーブル／手すり

グループホームたのしい家 相川

□用　途／グループホーム
□事業主／株式会社ケア21　
□所在地／大阪府 大阪市

システムキッチン（トリプルワイドIH） 洗面化粧台

ワイヤレスコール

洗面化粧台アクアハートLED照明



29 30印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□用　途／サービス付高齢者向け住宅
□事業主／株式会社アンダテ
□所在地／大阪府 堺市

フェリーチェけやき通り サービス付高齢者向け住宅

システムキッチン

洗面化粧台

アクアハート／可動式入浴台アクアムーブ

アクアハート

洗面化粧台／システムバスルーム

システムキッチン

軽費老人ホーム幸福荘

□用　途／軽費老人ホーム
□事業主／社会福祉法人 幸福荘
□所在地／大阪府 岸和田市

アクアハート（2室連結）※ アクアハート（2室連結）※

アクアハート（2室連結）※アクアハート（2室連結）※

アクアハート（2室連結）

※リフトは株式会社いうら製です。



31 32印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□用　途／サービス付高齢者向け住宅
□事業主／株式会社クラルテ
□所在地／香川県 高松市

リフォーム

サービス付高齢者向け住宅アシストホーム高松

システムキッチン／引戸／洗面化粧台／収納

引戸／洗面化粧台

アクアハート／手すりアクアハート／手すり

玄関収納／引戸／収納／システムキッチン

●賃貸マンションからサービス付高齢者向け住宅へのリフォーム物件

□用　途／サービス付高齢者向け住宅
□事業主／医療法人社団石田内科
□所在地／広島県 広島市

サービス付高齢者向け住宅 おれんじ サービス付高齢者向け住宅

内装ドア／手すり

引戸

エアコン

小型エレベーター／ジアイーノ／手すり

トイレ／ファンレストテーブル／手すり／手洗い

アクアハート

エアコン／みまもりサービス



33 34印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

サービス付高齢者向け住宅サンサーラ・レジデンス

□用　途／サービス付高齢者向け住宅
□事業主／社会福祉法人 百丈山合掌会
□所在地／大阪府 寝屋川市

アクアハート／洗面化粧台

アクアハートミニ／洗面化粧台システムキッチン

アクアハート

アクアハート／洗面化粧台

洗面化粧台

サービス付高齢者向け住宅桜美林ガーデンヒルズ

システムキッチン ユニットバス／洗面化粧台

引戸

トイレ

ユニットバス

システムキッチン／引戸

□用　途／サービス付高齢者向け住宅
□事業主／株式会社ナルド
□所在地／東京都 町田市

テクノストラクチャー



35 36印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

※1 介護浴槽は酒井医療株式会社製です。
※2 電気温水器は別途です。

サービス付高齢者向け住宅ひまわりの宿

□用　途／サービス付高齢者向け住宅
□事業主／（有）セイアイスター
□所在地／大阪府 大阪市

アクアハート 引戸／手すり

洗面化粧台※2

アクアハート

アクアハート※1／洗面化粧台 システムキッチン／引戸

障がい者施設やわたの杜

□用　途／福祉サービス多機能施設
□事業主／社会福祉法人 三芳野会
□所在地／千葉県 館山市

アクアハート（2室連結）アクアハート（2室連結）

アクアハート（2室連結） アクアハート（2室連結）

アクアハート（2室連結）



37 38印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

□用　途／地域優良賃貸住宅
□事業主／豊浦町
□所在地／北海道 虻田郡

地域優良賃貸住宅旭町そよかぜ団地

システムキッチン

アクアハートアクアハート

システムキッチン

障がい者施設れすぱいとセンター ひこうき雲

□用　途／成人短期入所施設
□事業主／社会福祉法人 滝乃川学園
□所在地／東京都 国立市

アクアハート（2室連結） 照明／エアコン

照明／エアコン

小型エレベーター アクアハートシステムキッチン／カップボード




