
県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

北海道 留萌市 留萌消防組合 留萌消防署 DH

天塩町 北留萌消防組合 天塩支署 100V

江別市 江別市消防本部 江別消防署 SH

端野町 北見地区消防組合 北見地区消防署 端野支署 DH 乾燥機も設置

虻田町 西胆振消防組合 虻田消防署 SH 乾燥機も設置

留寿都村 羊蹄山ろく消防組合 倶知安消防署 留寿都支署

倶知安町 羊蹄山ろく消防組合 倶知安消防署 DH

歌登町 南宗谷消防組合 歌登支署 DH 乾燥機も設置

砂川市 砂川地区広域消防組合 砂川消防署 SH

滝川市 滝川地区広域消防事務組合 滝川消防署 DH

新十津川町 新十津川支署 200V

阿寒町 釧路西部消防本部 阿寒湖支署 SH

士別市 士別地方消防事務組合 消防署に1台（DH）士別支署に1台 SH

泊　村 岩内寿都地方消防組合 泊支署 SH

小樽市 小樽市消防本部 小樽市消防署 新橋出張所 DH

小樽市消防署 DH

小樽市消防署 DH

小樽市消防署 200V

森町 森町消防本部 森町消防署 DH

鹿部町 南渡島消防事務組合 鹿部消防署 DH

七飯町 南渡島消防事務組合 七飯消防署 DH

北斗市 南渡島消防事務組合 北斗消防署 北分署 200V

上磯町 南渡島消防事務組合 北斗消防署 七重浜出張所 SH

上磯消防署 DH

沼田町 深川地区消防組合 深川消防署 沼田支署 SH

当麻町 上川中部消防組合 消防署 当麻支署 DH

消防署 当麻支署 DH 更新

上川町 上川中部消防組合 消防署 層雲峡出張所 SH

釧路市 釧路市消防本部 DH

釧路市消防本部 DH

古平町 北後志消防組合 古平支署 DH

歌志内市 歌志内市消防本部 消防署 DH 乾燥機も設置

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。

2022/3/末　作成

団活性化事業

乾燥機も設置

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先

備　　考



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

札幌市 札幌市消防局 厚別消防署 SH

札幌市消防局 清田消防署 SH

札幌市消防局 手稲消防署 SH

札幌市消防局 中央消防署 大通出張所 SH

札幌市消防局 中央消防署 山花出張所 SH

札幌市消防局 東消防署 東苗穂出張所 SH

札幌市消防局 南消防署 藤野出張所 SH

札幌市消防局 中央消防署 宮の森出張所 SH

札幌市消防局 中央消防署 幌西出張所 SH

札幌市消防局 北消防署 屯田出張所 SH

札幌市消防局 北消防署 琴似出張所 SH

札幌市消防局 北消防署 新川」出張所 SH

札幌市消防局 北消防署 北出張所 SH

札幌市消防局 白石消防署 元町出張所 SH

札幌市消防局 白石消防署 菊水出張所 SH

札幌市消防局 白石消防署 東白石出張所 SH

札幌市消防局 清田消防署 SH

札幌市消防局 南消防署 澄川出張所 SH

札幌市消防局 南消防署 川添出張所 SH

札幌市消防局 南消防署 石山出張所 SH

札幌市消防局 西消防署 西野出張所 SH

札幌市消防局 手稲消防署 前田出張所 SH

札幌市消防局 手稲消防署 稲穂出張所 SH

札幌市消防局 手稲消防署 西宮の沢出張所 SH

札幌市消防局 西消防署 SH

北檜山町 檜山広域行政組合 北檜山消防署 SH

今金市 檜山広域行政組合 今金消防署 SH

函館市 函館市消防本部 西 消防署 弥生出張所 DH

函館市消防本部 亀田消防署 桔梗出張所 DH

函館市消防本部 東消防署 DH

函館市消防本部 北消防署 亀田本町支署 DH

函館市消防本部 東消防署 的場支署 DH

函館市消防本部 東消防署 戸井出張所 DH

函館市消防本部 東消防署 花園出張所 DH

函館市消防本部 北消防署 DH 乾燥機も設置

函館市消防本部 北消防署 末広出張所 DH 乾燥機も設置

函館市消防本部 東消防署 南茅部支署 DH 乾燥機も設置

函館市消防本部 東消防署 日ノ浜出張所 DH 乾燥機も設置

乾燥機も設置

乾燥機も設置

乾燥機も設置

乾燥機も設置

乾燥機も設置

2022/3/末　作成

乾燥機も設置

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。

乾燥機も設置

備　　考

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

岩手県 一戸町 二戸地区広域行政事務組合 一戸消防団 SH 消防団

一戸消防団 SH 消防団

一戸分署 100V

二戸市 二戸消防署 DH

山田町 宮古地区広域行政組合 山田消防署 SH 乾燥機も設置

宮古市 山田消防署 SH

遠野市 遠野市消防本部 消防署 SH

西根町 盛岡地区広域行政事務組合 西根町消防団 SH 消防団

盛岡市 盛岡地区広域行政事務組合 100V

北上市 北上地区消防組合 北上消防署 SH

北上消防署 和賀中部分署 SH

北上消防署 SH

北上消防署 200V

湯田町 北上消防署 西和賀分署 SH

江刺市 江刺市消防本部 江刺消防署 S

秋田県 横手市 横手平賀広域消防本部 横手消防署 S 寄贈

大曲市 大曲仙北広域市町村圏 大曲消防署 ＳＨ

秋田市 秋田市消防本部 土崎消防署 ＳＨ 乾燥機も設置

秋田市消防本部 河辺消防署 ＳＨ

湯沢市 湯沢雄勝広域市町村圏組合 消防署 200V

由利本荘市 由利本荘市消防本部 本荘消防署 ＳＨ 乾燥機も設置

由利本荘市消防本部 ＳＨ

由利本荘市消防本部 ＳＨ

由利本荘市消防本部 ＳＨ

由利本荘市消防本部 ＳＨ

山形県 尾花沢市 尾花沢市消防本部 尾花沢消防署 SH 200V更新

天童市 天童市消防本部 消防署 SH

宮城県 仙台市 仙台市消防局 若林消防署 六郷分署 DH

仙台市消防局 太白消防署 長町出張所 DH 乾燥機も設置

仙台市消防局 泉消防署 根白石出張所 DH 乾燥機も設置

仙台市消防局 宮城野消防署 鶴ｹ谷出張所 DH 乾燥機も設置

仙台市消防局 若林消防署 河原町分署 DH 乾燥機も設置

仙台市消防局 泉消防署 八乙女分署 DH 乾燥機も設置

仙台市消防局 青葉消防署 荒巻出張所 DH 乾燥機も設置

仙台市消防局 太白消防署 八木山出張所 DH 乾燥機も設置

仙台市消防局 宮城野消防署 岩切出張所 DH 乾燥機も設置

仙台市消防局 DH

石巻市 石巻地区広域行政事務組合 石巻消防署 SH 乾燥機も設置

岩沼市 岩沼市消防本部 岩沼消防署 SH 乾燥機も設置

福島県 喜多方市 喜多方地方広域市町村圏組合 喜多方消防署 200V

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先
2022/3/末　作成

備　　考



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

新潟県 柏崎市 柏崎市消防団 柏崎消防署に設置 消防団用を管理 DH

柏崎市 柏崎市消防団 DH

津川町 東蒲原広域消防本部 東蒲原消防署 SH

豊栄市 豊栄市消防本部 豊栄消防署 DH

白根市 白根市消防本部 白根消防署 DH

巻町 巻町消防団 DH

佐和田町 佐渡消防本部 佐渡消防署 SH

湯沢町 南魚沼広域消防本部 湯沢消防署 SH

魚沼市 魚沼広域消防本部 魚沼消防署 SH

十日町市 十日町市消防組合 十日町市消防署 DH

弥彦村 燕・弥彦総合事務組合 弥彦消防署 SH

茨城県 北茨城市 北茨城市消防本部 北茨城市消防署 200V

日立市 日立市消防本部 多賀消防署 DH

北部消防署 DH

本署 DH

ひたちなか市 ひたちなか市消防本部 東消防署 SH 巻取機も設置

中央消防署 SH

西消防署 SH

東海村 ひたちなか、東海広域消防本部 東海消防署 SH 巻取機も設置

常陸太田市 常陸太田市消防本部 常陸太田市消防署 DH

波崎町 鹿島南部消防本部 波崎消防署 SH

阿見町 阿見町消防本部 阿見町消防署 S

勝田市 防衛庁　陸上自衛隊 勝田駐屯地 SH

石岡市 石岡市消防本部 石岡市消防署 SH 乾燥機も設置

石岡市消防署 愛嬌橋出張所 SH

石岡市消防署 SH

茨城町 茨城町消防本部 消防署 SH

土浦市 土浦市消防本部 土浦消防署 DH

つくば市 つくば市消防本部 中央消防署 DH

龍ヶ崎市 龍ヶ崎市消防団 　　　　　分団 DH

牛久市 稲敷地方広域市町村圏事務組合 牛久消防署 DH

稲敷地方広域市町村圏事務組合 DH 更新

稲敷市 稲敷地方広域市町村圏事務組合 いなほ消防署 200V

那珂市 那珂市消防本部 東消防署 DH

那珂市消防本部 西消防署 200V

乾燥機も設置

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先
2022/3/末　作成

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。

乾燥機も設置

乾燥機も設置

備　　考

更新事業

乾燥機も設置



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

茨城県 総和町 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 総和町消防団 第一分団 DH

第二分団 DH

第三分団 DH

第四分団 DH

三和町 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 三和町消防団 第一分団 SH

第二分団 SH

第三分団 SH

第四分団 SH

古河市 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 古河市消防団 第一分団 DH

第二分団 DH

第三分団 DH

第四分団 DH

八千代町 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 八千代町消防団 SH

群馬県 桐生市 桐生市消防本部 桐生消防署 DH

桐生消防署 東分署 DH

桐生消防署 南分署 DH

相生分署 DH

笠懸町 笠懸町消防団 第一分団 SH

第二分団 SH

第三分団 SH

第四分団 SH

第五分団 SH

薮塚本町 薮塚本町消防団 第一分団 SH

第二分団 SH

第三分団 SH

第四分団 SH

藪塚本町 藪塚笠懸分署 DH

伊勢崎市 伊勢崎市消防団 第一分団 二部 SH

第二分団 二部 SH

第四分団 SH

第八分団 SH

第九分団 二部 SH

第十二分団 SH

第十四分団 SH

第十七分団 SH

前橋市 前橋市消防局 中央消防署 DH

東消防署 SH

北消防署 SH

西消防署 SH

西消防署 利根分署 SH

備　　考

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先
2022/3/末　作成



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

群馬県 黒保根村 桐生市消防本部 桐生みどり消防署 黒保根東分署 DH

大間々町 桐生市消防本部 桐生みどり消防署 大間々新里分署 DH

栃木県 大田原市 那須地区消防組合 大田原消防署 DH 乾燥機も設置

那須塩原市 那須地区消防組合 黒磯消防署 200V 乾燥機も設置

今市市 今市市消防本部 今市消防署 SH 乾燥機も設置

日光市 日光市消防本部 日光消防署 DH 乾燥機も設置

日光市 日光消防本部 藤原消防署 DH

栃木市 栃木市消防本部 大平分署 200V

那須烏山市 那須地区消防組合 西那須野消防署 200V

千葉県 船橋市 船橋市消防局 中央消防署 東船橋出張所 SH

東消防署 SH

東消防署 前原分署 SH

柏市 柏市消防局 東消防署 逆井分署（旧増尾） SH 乾燥機も設置

西部消防署 富勢分署 SH 乾燥機も設置

沼南消防署 手賀分署 SH 乾燥機も設置

千葉市 千葉市消防局 中央消防署 SH

中央消防署 蘇我出張所 SH

中央消防署 宮崎出張所 SH

中央消防署 生浜出張所 SH

中央消防署 臨港出張所 SH

花見川消防署 SH 乾燥機も設置

花見川消防署 幕張出張所 SH

花見川消防署 畑出張所 SH

花見川消防署 作新台出張所 SH

稲毛消防署 SH

稲毛消防署 西千葉出張所 SH

若葉消防署 SH

若葉消防署 桜木出張所 SH

若葉消防署 大宮出張所 SH

若葉消防署 都賀出張所 SH

若葉消防署 泉出張所 SH

若葉消防署 殿台出張所 SH

緑消防署 SH

緑消防署 誉田出張所 SH

緑消防署 土気出張所 SH

緑消防署 越智出張所 SH

美浜消防署 高浜出張所 SH

美浜消防署 打瀬出張所 SH

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先
2022/3/末　作成

備　　考

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

千葉県 印西市 印西地区消防組合 印西消防署 DH

印西市 牧の原消防署 DH

白井市 白井消防署 DH

印旛村 印旛消防署 DH

我孫子市 我孫子市消防本部 消防署 SH

成田市 成田市消防本部 赤坂消防署 　 ＤＨ

成田市 成田市消防本部 三里塚消防署 200V

八千代市 八千代市消防本部 中央消防署 睦分署 DH

栄町 栄町消防本部 栄町消防署 DH

浦安市 浦安市消防本部 浦安消防署 堀江出張所 SH

浦安消防署 今川出張所 SH

浦安消防署 消防署 DH

浦安消防署 日の出出張所 DH

浦安消防署 DH 更新

野田市 野田市消防本部 野田市消防署 DH

君津市 新日本製鉄㈱ 君津製鉄所 SH 200V

佐倉市 佐倉市八街市酒々井町消防組合 佐倉消防署 SH

佐倉消防署 臼井出張所 DH

佐倉消防署 DH

八街市 八街消防署 SH

酒々井町 酒々井消防署 DH

酒々井消防署 DH

酒々井消防署 DH

埼玉県 越谷市 越谷市消防本部 越谷市消防署 DH 200V更新

（DH型更新） 蒲生分署 DH

間久里分署 DH

大相模分署 DH

大袋分署 SH

谷中分署 SH

狭山市 狭山市消防本部 狭山市消防署 SH

富士見分署 SH

広瀬分署 SH

水野分署 SH

狭山市消防署（更新） SH

さいたま市 さいたま市消防局 東消防署 春野分署 DH

大宮消防署 大成出張所 DH

浦和消防署 日の出出張所 DH

大宮消防署 氷川参道出張所 DH

乾燥機も設置

巻取機も設置

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先
2022/3/末　作成

備　　考

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

埼玉県 所沢市 所沢市消防本部 東消防署 北分署 SH

草加市 草加市消防本部 草加市消防署 DH

草加市消防署 北分署 DH

志木市 埼玉県南西部消防本部 志木消防署 S

朝霞市 埼玉県南西部消防本部 朝霞市消防署 S

吉川市 吉川松伏消防組合 吉川消防署 SH 乾燥機も設置

松伏消防署 SHS

三郷市 三郷市消防本部 三郷市消防署 DH 乾燥機も設置

八潮市 八潮市消防本部 八潮市消防署 SH

八潮市消防本部 八潮市消防署 SH

坂戸市 坂戸・鶴ヶ島消防組合 坂戸消防署 DH

坂戸消防署 東分署 SH

坂戸消防署 西分署 SH

鶴ヶ島消防署 DH

入間市 入間市消防本部 入間消防署 SH

飯能市 埼玉西部広域消防本部 飯能消防署 SH

SH

川口市 川口市消防本部 川口北消防署 上青木分署 SH

（更新事業2017：SH型） 神根分署 SH

（更新事業2018：200V型） 川口南消防署 新郷分署 SH

（更新事業2019：200V型） 南平分署 SH

青木分署 SH

SH

鴻巣市 埼玉県央広域事務組合 鴻巣消防署 DH 乾燥機も設置

上尾市 上尾市消防本部 西消防署 SH

蓮田市 蓮田市消防本部 消防署 SHS

春日部市 春日部市消防本部 春日部消防署 DH

秩父市 秩父消防本部 秩父消防署 SH 乾燥機も設置

熊谷市 熊谷市消防本部 中央消防署 DH

熊谷消防署 SH

熊谷消防署 SH

東京都 東京消防庁 荏原消防署 戸越出張所 DH

本所消防署 小梅出張所 DH

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先

備　　考

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。

2022/3/末　作成



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

神奈川県 鎌倉市 鎌倉市消防本部 鎌倉消防署 深沢出張所 SH

鎌倉市消防本部 鎌倉消防署 SH

秦野市 秦野市消防本部 秦野市消防署 鶴巻分署 S

伊勢原市 伊勢原市消防本部 伊勢原市消防署 南分署 SH

西分署 SH

座間市 座間市消防本部 座間市消防署 本署 DH ２００V

北分署 DH ２００V

東分署 DH

大磯町 大磯町消防本部 大磯町消防署 S

愛川町 愛川町消防本部 愛川町消防署 本署 SH

半原分署 DH

横浜市 新日本石油㈱ 根岸製油所 SH DH

横浜市 神奈川県消防学校 SH

横浜市 横浜市消防局 戸塚消防署 DH

山梨県 中道町 東八代広域消防本部 中道出張所 S

石和町 東八代広域消防本部 石和消防署 DH 乾燥機も設置

笛吹市 笛吹市消防本部 笛吹消防署 200V

韮崎市 峡北広域行政事務組合 韮崎消防署 200V

韮崎市 峡北広域行政事務組合 韮崎消防署 200V

都留市 都留市消防本部 都留市消防署 SH

都留市 都留市消防本部 都留市消防署(更新） SH

市川大門町 峡南広域行政組合 北部消防署 SH

峡南広域行政組合 中部消防署 SH

峡南広域行政組合 中部消防署 南分署 SH

南アルプス市 南アルプス市消防本部 消防署 SH

長野県 原村 諏訪広域連合 原消防署 SH

岡谷市 諏訪広域連合 岡谷消防署 DH

信州新町 長野市消防局 新町消防署 DH

三水村 長野市消防局 鳥居川消防署 本署 DH

信濃村 長野市消防局 鳥居川消防署 信濃町分署 DH

長野市 長野市消防局 中央消防署 飯綱分署 DH

鬼無里村 長野市消防局 新町消防署 鬼無里分署 DH

長門町 上田地域広域連合 依田窪南部消防署 SH 乾燥機も設置

真田町 上田地域広域連合 真田消防署 SH

伊那市 伊那消防組合 伊那消防署 SH

箕輪町 伊那消防組合 箕輪消防署 DH

静岡県 浅羽町 袋井市森町浅羽町消防本部 浅羽分署 SH

金谷町 島田市北榛原消防本部 金谷消防署 DH

焼津市 焼津市消防防災局 焼津消防署 DH

大井川消防署 DH

牧之原市 牧之原市消防本部 消防署 SH

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先

備　　考

乾燥機も設置

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。

2022/3/末　作成



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

静岡県 静岡市 静岡市消防本部 南消防署 DH

東消防署 DH

中央消防署 （現：追手町消防署） DH 更新済み

清水消防署 三条出張所 SH

湾岸消防署 興津出張所 SH

中消防署 西分署 SH

愛知県 名古屋市 名古屋市消防局 緑消防署 鳴海出張所 DH 乾燥機も設置

南消防署 大江出張所 DH 乾燥機も設置

中村消防署 椿出張所 DH

昭和消防署 DH 乾燥機も設置

昭和消防署 八事出張所 DH 乾燥機も設置

中消防署 DH 乾燥機も設置

熱田消防署 船方出張所 DH 乾燥機も設置

千種消防署 DH

熱田消防署 DH

瀬戸市 瀬戸市消防本部 瀬戸消防署 本署 DH

東分署 SH

南分署 SH

常滑市 常滑市消防本部 常滑消防署 SHS

常滑消防署 DH 更新

幡豆郡 幡豆郡消防組合 幡豆分署 SH

蒲郡市 蒲郡市消防本部 蒲郡消防署 SH

岡崎市 岡崎市消防本部 中消防署 SH

中消防署 北分署 SH

中消防署 花園出張所 SH

東消防署 南分署 SH

東消防署 額田出張所 SH

東消防署 形埜出張所 SH

消防署 SH

一宮市 一宮市消防本部 一宮消防署 SH

（更新事業：2017年SH型） 木曽川消防署 葉栗消防出張所 DH

一宮消防署 西成消防出張所 SH

一宮消防署 八幡分署 DH

尾西消防署 萩原消防出張所 SH

一宮消防署 丹陽消防出張所 SH

一宮消防署 大和出張所 DH

一宮消防署 SH 更新事業

岐阜県 多治見市 多治見市消防本部 多治見南消防署 SH 更新

多治見北消防署 SH 更新

多治見笠原消防署 SH 更新

関市 中濃消防組合 関消防署 SH

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。

2022/3/末　作成

備　　考

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

富山県 立山町 立山町消防本部 立山町消防署 DH 乾燥機も設置

立山町消防本部 立山町消防署 更新事業 DH

魚津市 魚津市消防本部 魚津市消防署 SH

富山県東部消防組合 魚津市消防署 DH

舟橋村 富山県東部消防組合 舟橋分遣所 ＳＨ 200V

福光消防署 DH

大山町 大山町消防本部 大山町消防署 SH

黒部市 黒部市消防本部 黒部消防署 ＳＨ

入善町 新川地域消防組合 入善消防署 DH

朝日町 新川地域消防組合 朝日消防署 DH

黒部市 新川地域消防組合 宇奈月消防署 200V

福井県 福井市 福井市消防局 南消防署 DH 乾燥機も設置

滋賀県 栗東市 湖南広域行政組合 DH

栗東市 湖南広域行政組合 DH

栗東市 湖南広域行政組合 DH

京都府 亀岡市 京都中部広域消防組合 亀岡消防署 DH

園部消防署 DH

大阪府 大阪市 大阪市消防局 浪速消防署 恵美須出張所 SH

浪速消防署 SH

吹田市 吹田市消防本部 西消防署 合同庁舎 DH

枚方市 枚方寝屋川消防組合 枚方消防署 阪出張所 DH

東大阪市 東大阪市消防局 東消防署 本署 DH

四条分署 SH

泉佐野市 泉佐野市消防本部 りんくう消防署 DH

りんくう消防署 空港分署 DH

羽曳野市 柏原羽曳野藤井寺消防組合 羽曳野出張所 DH

堺市 堺市高石市消防本部 堺消防署 三宝出張所 SHS

堺市 堺市高石市消防本部 美原消防署 ＤＨ

岸和田市 岸和田市消防本部 岸和田消防署 DH

堺市 日本製鐵 事業所 200V

和歌山県 橋本市 橋本市消防本部 消防署 SH

奈良県 橿原市 中和広域消防組合 橿原消防署 北出張所 SH

五條市 五條市消防本部 消防署 DH 乾燥機も設置

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先
2022/3/末　作成

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。

備　　考



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

兵庫県 小野市 小野市消防本部 消防署 SH

三木市 兵庫県庁防災課 消防学校 DH

兵庫県庁防災課 DH

兵庫県庁防災課 DH

神戸市 神戸市消防局 兵庫消防署 DH

神戸市消防局 北消防署 DH

宝塚市 宝塚市消防本部 西消防署 D

宝塚市消防本部 東消防署 D

伊丹市 伊丹市消防本部 東消防署 南野出張所 D

西宮市 西宮市消防局 西宮消防署 西宮浜出張所 DH

DH

明石市 明石市消防本部 明石消防署 DH

洲本市 淡路広域消防事務組合 SH

岡山県 岡山市 岡山市消防局 中消防署 DH 更新

中消防署 DH

玉野市 玉野市消防本部 玉野市消防署 本署 DH

灘崎出張所 DH

倉敷市 倉敷市消防局 倉敷消防署 DH 更新事業

倉敷消防署 SH

玉島消防署 DH

水島消防署 DH

広島県 広島市 広島市消防局 中消防署 江波出張所 DH 乾燥機も設置

西消防署 DH

西消防署 三篠出張所 DH

西消防署 庚午出張所 DH 乾燥機も設置

南消防署 宇品消防署 DH 乾燥機も設置

佐伯消防署 湯来出張所 DH 乾燥機も設置

南消防署 DH 乾燥機も設置

安佐北消防署 可部出張所 DH 乾燥機も設置

安佐南消防署 DH

江田島市 江田島消防署 200V

安芸津町 竹原広域消防本部 安芸津消防署 SH

福山市 福山地区消防局 芦品消防署 SH

北消防署 SH

西消防署 SH

200V

音戸町 江能広域消防本部 音戸消防署 DH 乾燥機も設置

福山市 民間事業所 200V

香川県 仲多度郡 仲多度南部消防組合 仲多度南部消防署 DH

高松市 香川県消防学校 DH

小豆島町 小豆地区広域行政事務組合 消防署 SH

DH

2022/3/末　作成

備　　考

乾燥機も設置

更新事業

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先

乾燥機も設置

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

徳島県 鳴門市 鳴門市消防本部 鳴門市消防署 SH

徳島市 徳島市消防局 西消防署 DH

愛媛県 松山市 松山市消防局 松山市中央消防署 DH

松山市中央消防署 支署 SH

松山市中央消防署 支署 SH

松山市東消防署 DH

松山市東消防署 支署 SH

松山市南消防署 DH

松山市南消防署 支署 SH

松山市南消防署 SH

松山市西消防署 DH

松山市西消防署 支署 SH

東温市 東温市消防本部 消防署 DH

島根県 出雲市 出雲市外四町消防本部 出雲消防署 DH

出雲消防署 西部分署 SH

斐川町 出雲消防署 斐川出張所 SH

出雲消防署 出雲消防署 SH 更新

出雲消防署 南部分署 SH

平田消防署 DH

山口県 山口市 山口市消防本部 中央消防署 SH

中央消防署 大内出張所 SH

中央消防署 徳地出張所 SH

阿東消防署 SH

南消防署 SH

南消防署 阿知須出張所 SH

南消防署 秋穂出張所 SH

福岡県 福岡市 福岡市消防局 早良消防署 DH 巻取機も設置

室見出張所 DH 巻取機も設置

東入部出張所 DH 巻取機も設置

西消防署 DH 巻取機も設置

姪浜出張所 DH 巻取機も設置

壱岐出張所 DH 巻取機も設置

元岡出張所 DH 巻取機も設置

城南消防署 DH 巻取機も設置

飯倉出張所 DH 巻取機も設置

中央消防署 大名出張所 DH 巻取機も設置

荒戸出張所 DH 巻取機も設置

笹丘出張所 DH 巻取機も設置

南消防署 桧原出張所 DH 巻取機も設置

花畑出張所 DH 巻取機も設置

ホ－ス洗浄機　　　県別　納入先
2022/3/末　作成

備　　考

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。



県　　名 都市名 本　　部　　名 署　　名 分署 出張所 型式

福岡県 福岡市 福岡市消防局 博多消防署 DH 巻取機も設置

堅粕出張所 DH 巻取機も設置

冷泉出張所 DH 巻取機も設置

上牟田出張所 DH 巻取機も設置

那珂南出張所 DH 巻取機も設置

東消防署 DH 巻取機も設置

和白出張所 DH 巻取機も設置

西戸崎出張所 DH 巻取機も設置

多々良出張所 DH 巻取機も設置

香椎出張所 DH 巻取機も設置

水上出張所 DH 巻取機も設置

北九州市 北九州市消防局 小倉北消防署 富野出張所 DH

小倉南消防署 DH

戸畑消防署 大谷出張所 DH

若松消防署 藤ノ木出張所 DH

嘉麻市 福岡県消防学校 SH-T

北野町 福岡県南広域消防本部 北野町消防団 第一分団 DH

第ニ分団 DH

第三分団 DH

第四分団 DH

北九州市 日本製鐵㈱ 八幡工場 200V

日本製鐵㈱ 八幡工場 200V

佐賀県 佐賀市 佐賀広域消防局 佐賀消防署 SH

大分県 大分市 住友化学工業㈱ 大分工場 SH

大分市 新日鉄住金㈱ 大分製鉄所 DH

大分市 住友化学㈱ 大分工場 200V

長崎県 長崎市 長崎市消防局 中央消防署 SH

長崎市消防局 北消防署 DH

長崎市消防局 南消防署 DH

南松浦郡 上五島広域消防本部 消防署 DH

上五島広域消防本部 消防署 DH

宮崎県 延岡市 延岡市消防本部 延岡市消防署 DH

延岡市 延岡市消防本部 延岡市消防署 DH

沖縄県 那覇市 那覇市消防本部 消防署 DH

那覇市消防本部 消防署 DH

那覇市消防本部 消防署 SH

誤記等お気付きの点がありましたら，恐縮ですが０３―３４３３―２１６３までご連絡ください。
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