
　　　                      ＡＥＤ貸出し協力施設一覧（市有施設を除く）　　　　　　　　　　　　　　

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 医療法人社団　市川医院 長岡市山田２丁目４番１３号
2 学校法人長生学園　長生幼稚園 長岡市西千手２丁目１番１号
3 株式会社 立山システム研究所 長岡市柏町１丁目４番３３号 高野不動産本社ビル２F

4 国際石油開発帝石長岡寮 長岡市南町２丁目４番１６号
5 スポーツクラブNAS 長岡 長岡市南町１丁目５番７号ロイヤルプラザ長岡２Ｆ

6 長岡公共職業安定所 長岡市千歳１丁目３番８８号
7 新潟地方法務局　長岡支局 長岡市千歳１丁目３番９１号
8 三上医院 長岡市宮原３丁目１２番地３０
9 江部医院 長岡市千手３丁目１０番１２号

10 社会福祉法人長岡社会福祉協会　小規模多機能型居宅介護千手 長岡市千手３丁目１番１４号
11 長岡税務署 長岡市千歳１丁目３番８８号

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 医療法人社団　山田歯科医院 長岡市土合５丁目８番２３号
2 越後交通株式会社　越後交通ビル（Ｅプラザ） 長岡市台町２丁目４番５６号
3 児童･障害者相談センター 長岡市沖田１丁目２３７番地
4 たぐち歯科クリニック 長岡市美沢３丁目６３７番地
5 ながおか医療生協 四郎丸わいが家 長岡市土合４丁目１番１４号
6 長岡公務員･情報ビジネス専門学校 長岡市弓町１丁目８番３７号
7 新潟大学教育学部付属 長岡中学校 長岡市学校町１丁目１番１号
8 富士ゼロックス新潟株式会社 長岡市美沢２丁目５２番１号
9 高齢者総合ケアセンターこぶし園 こぶし24時間ケアサービスST美沢 長岡市美沢４丁目２１１番地６

10 新潟県教職員互助会館 アトリウム長岡 長岡市弓町１丁目５番１号
11 新潟大学教育学部附属長岡小学校 長岡市学校町１－１－１
12 青柳医院 長岡市四郎丸２丁目４番１２号
13 長岡こども・医療・介護専門学校 長岡市弓町１丁目８番３４号
14 東光会東部どんぐり保育園 長岡市四郎丸２丁目３番２５号
15 東部保育園 長岡市四郎丸３丁目５番１１号
16 長岡地域振興局 長岡市沖田２丁目１７３番地

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 長生学園　明幸幼稚園 長岡市末広１丁目２番２２号
2 成田歯科医院 長岡市花園３丁目９番２７号
3 ポリテクセンター新潟 長岡市住吉３丁目１番１号

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 第四北越銀行　本店営業部 長岡市大手通２丁目２番地１４
2 第四北越銀行　長岡営業部 長岡市大手通２丁目８番地
3 沢矯正歯科医院 長岡市城内町２丁目６番地１３
4 大光銀行　本店営業部 長岡市大手通1丁目５番地６
5 長岡こども福祉カレッジ２号館 長岡市殿町１丁目１番地３２
6 長岡郵便局 長岡市坂之上町２丁目６番地１
7 ライフプラザ長岡 長岡市東坂之上町３丁目２番地６
8 萱中歯科医院 長岡市関東町１番９号
9 住友生命長岡ＳＴビル　住友生命長岡支社 長岡市東坂之上町２丁目５番地１１

10 日本生命長岡ビル　 長岡市東坂之上町３丁目２番地６
11 長岡第一生命ビル 長岡市城内町１丁目２番地３

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 株式会社　田中組 長岡市水道町１丁目５番５号

千手地区

四郎丸地区

豊田地区

阪之上地区

表町地区



　　　                      ＡＥＤ貸出し協力施設一覧（市有施設を除く）　　　　　　　　　　　　　　

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 学校法人長生学園　中島幼稚園 長岡市中島１丁目１４番１４号

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 ＶＩＰシティホール西神田 長岡市西神田町２丁目１番地４
2 安善寺 長岡市神田町１丁目４番地１０
3 学校法人華光学園　なごみ保育園分園 長岡市神田町３丁目５番地２
4 第四北越銀行　神田中央支店 長岡市神田町３丁目１番地２７

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 ＶＩＰシティホール長岡 長岡市今朝白２丁目９番１６号
2 エステート福寿 長岡市長町１丁目２番地６
3 株式会社　エヌ・シィ・ティ 長岡市干場１丁目７番９号
4 株式会社　ＤＮＰ トータルプロセス長岡 長岡市福住１丁目６番２２号
5 公益財団法人　長岡市勤労者福祉サービスセンター 長岡市今朝白１丁目１０番１２号
6 高齢者総合福祉相談センター福住 長岡市福住１丁目７番２１号
7 高齢者複合施設　サクラーレ福住 長岡市福住２丁目１番７号
8 サポートセンター川崎 長岡市川崎６丁目１２８６番地
9 中央看護専門学校 長岡市川崎町２０４１番地

10 ナーシングホーム メッツ川崎 長岡市川崎２丁目２４７５番地１
11 小林歯科クリニック 長岡市今朝白２丁目８番５号
12 長岡和光幼稚園 長岡市長町２丁目５５０番地１
13 長尾医院 長岡市福住３丁目６番２１号
14 新潟県農業総合研究所 長岡市長倉町８５７番地

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 エヌエスエレクトロニクス（株）本社技術棟 長岡市北園町２番１０５号
2 エヌエスエレクトロニクス(株)蔵王 長岡市東蔵王２丁目５番４８号
3 エヌエスエレクトロニクス（株）本社 長岡市城岡３丁目２番２０号
4 エヌディーケイ・ニシヤマ株式会社 長岡市寿１丁目１番６０号
5 太田こどもクリニック 長岡市新町１丁目２番２９号
6 株式会社　オーエム製作所　長岡工場 長岡市北園町２番１号
7 株式会社　スタッフサイトウ 長岡市蔵王２丁目４番１７号
8 石油資源開発株式会社　長岡事業所 長岡市東蔵王２丁目２番８３号
9 東京貿易エンジニアリング株式会社　長岡工場 長岡市城岡２丁目５番１号

10 まつむら第二歯科 長岡市東栄１丁目２番３３号
11 新潟県立精神医療センター 長岡市寿２丁目４番１号
12 長岡文化自動車学校 長岡市蔵王３丁目１番１号

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 医療法人社団 大貫内科医院 長岡市大島新町４丁目１２１番地１４
2 近藤産業株式会社 本社 長岡市大島本町３丁目３３３番地

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 のざき歯科医院 長岡市下山５丁目８８番地５
2 医療法人社団 あおば歯科クリニック 長岡市希望が丘１丁目７番地１
3 下山なかよし公園（下山３丁目自主防災会） 長岡市下山３丁目５番地５
4 希望が丘保育園 長岡市希望が丘３丁目１２番地２
5 大光銀行 希望が丘支店 長岡市大山２丁目６番地６
6 長岡舗道株式会社 長岡市下山町６５１番地１

中島地区

神田地区

川崎地区

新町地区

大島地区

希望が丘地区



　　　                      ＡＥＤ貸出し協力施設一覧（市有施設を除く）　　　　　　　　　　　　　　

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 ＪＳＳ長岡スイミングスクール 長岡市宮内町３４００番地
2 ＶＩＰシティホール宮内 長岡市西宮内２丁目１９番地
3 株式会社　和コーポレーション 長岡市青山新町８番地
4 株式会社　サンシン 長岡市平島１丁目１１番地
5 株式会社　新潟ヂーゼル工業 長岡市上前島町８６０番地１
6 コマツリフト株式会社 長岡支店 長岡市平島１丁目７２番地
7 サポートセンター摂田屋（小規模多機能型居宅介護 摂田屋） 長岡市摂田屋５丁目９番６号
8 ショートステイ つつじガーデン宮内 長岡市曲新町２丁目２番５号
9 生協こどもクリニック 長岡市沢田１丁目１番地２０

10 そやま接骨院 長岡市水梨町１１０６番地１５
11 新潟地方裁判所　長岡支部 長岡市三和３丁目９番地２８
12 日本通運株式会社　中越支店 長岡市要町１丁目４番４４号
13 ミツワ興産株式会社　長岡南ゴルフガーデン　 長岡市摂田屋町７６６番地
14 医療法人社団 金沢医院 長岡市曲新町５９３番地
15 運転免許センター　長岡支所 長岡市上前島町字上野７番地１
16 吉乃川株式会社 長岡市摂田屋４丁目８番１２号
17 多機能こどもセンター銀河 長岡市宮栄３丁目１７番１５号
18 中越福祉会　オアシス 長岡市三和３丁目１２３番地１
19 特別養護老人ホーム まちだ園 長岡市町田町５４０番地
20 老人保健施設 やすらぎ園 長岡市町田町５５５番地
21 軽自動車検査協会 長岡市平島１丁目３番地
22 長岡自動車検査登録事務所 長岡市摂田屋町２６４３番地
23 長岡自動車協会 長岡市平島１丁目２番地
24 日本光電北関東(株)長岡営業所 長岡市笹崎１丁目７番地
25 コンドウ印刷株式会社 長岡市南陽２丁目９５１番地
26 三菱電機住環境システムズ(株) 長岡市南陽１丁目１１１８番地
27 新潟日産自動車(株)長岡南店 長岡市下条町８０５番地

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 株式会社　カーリコ長岡支店 長岡市高島町１１２８番地
2 中越自動車学校 長岡市高島町７８０番地

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 ミツワ興産株式会社　滝谷高原ゴルフパーク　 長岡市滝谷町字西平１１９７番地
2 岡南保育園 長岡市滝谷町１７０１番地２
3 社会福祉法人信濃川令終会 特別養護老人ホーム岡南の郷 長岡市渡沢町字早田５３番地

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 濁沢町内会　（濁沢コミュニティセンター） 長岡市濁沢町９４７番地１
2 蓬平町町内会 （蓬平集落開発センター） 長岡市蓬平町甲１３３３番地

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部 長岡市柿町４２２１番地
2 新潟県あけぼの園 長岡市柿町８８番地

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 蒼柴神社　（悠久山公園内） 長岡市悠久町７０７番地
2 長岡工業高等専門学校 長岡市西片貝町８８８番地
3 長岡市老人福祉センター　お山の家 長岡市悠久町１丁目１９２番地１１
4 山下歯科医院 長岡市中沢４丁目３４２番地
5 悠久山栄養調理専門学校 長岡市中沢４丁目４０３番地１

山通地区

宮内地区

十日町地区

六日市地区

太田地区

栖吉地区



　　　                      ＡＥＤ貸出し協力施設一覧（市有施設を除く）　　　　　　　　　　　　　　

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 社会福祉法人中越福祉会　みのわの里ワークセンター北陽 長岡市稲保１丁目３０６番地４
2 社会福祉法人瑞穂会　新保保育園 長岡市新保４丁目６番１４号
3 中越高等学校 長岡市新保町１３７１番地１
4 にしむら女性クリニック 長岡市新保６丁目８６番地
5 やまもと歯科医院 長岡市新保３丁目１番４８号
6 リコージャパン株式会社 長岡市稲保４丁目７５０番地１４

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 エヌエスエレクトロニクス（株）北陽 長岡市北陽２丁目１４番３号
2 株式会社　成田屋電設 長岡市北陽１丁目５３番地６８
3 さいとう歯科 長岡市新組町筒場２１９６番地３
4 北陽西公園 長岡市北陽１丁目５３番４号
5 株式会社ユアテック　中越営業所 長岡市北陽１丁目５３番２７号

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 株式会社　丸共 長岡市高見町３０３９番地５
2 株式会社　北陸製作所 長岡市下々条１丁目４８４番地
3 社会福祉法人　朋友福祉会 ショートステイ黒条 長岡市黒津町３８１番地
4 社会福祉法人　朋友福祉会特別養護老人ホーム　アカシアの丘黒条 長岡市黒津町字東田３６７番地
5 ディーズクラブ長岡北 長岡市下々条１丁目４６２番地２
6 近藤産業株式会社 高見工場 長岡市東高見２丁目１番４号
7 上野歯科医院 長岡市東高見１丁目７番９号

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 株式会社　田辺建設 長岡市脇川新田町１８６番地
2 株式会社　新潟コープ畜産 長岡市新開町２９８８番地６

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 ＴＯＴＯ㈱　長岡営業所 長岡市古正寺３丁目７５番地
2 Tジョイ長岡 長岡市千秋２丁目１０８７番地１
3 アピタ長岡店 長岡市千秋２丁目２７８番地
4 イオン長岡店 長岡市古正寺１丁目２４９番地１
5 いだ歯科医院 長岡市古正寺３番地２０
6 株式会社　えちごメディカル西長岡調剤薬局 長岡市千秋２丁目２９７番地１２
7 株式会社　リビングギャラリー　長岡西店 長岡市古正寺３丁目１４１番地
8 小林真紀子レディース・クリニック 長岡市堤町５番４５号
9 社会福祉法人長岡三古老人福祉会　グループホームまきやま 長岡市槇山町１１５５番地１

10 社会福祉法人長岡三古老人福祉会　こどもけやき苑 長岡市槇山町１５９３番地１
11 社会福祉法人誠和会　あすなろ保育園 長岡市下柳２丁目７番７号
12 すずき歯科医院 長岡市巻島２丁目５番１号
13 長岡健康管理センター 長岡市千秋２丁目２２９番地１
14 長岡造形大学 長岡市千秋４丁目１９７番地
15 フクダ電子新潟販売株式会社　長岡営業所 長岡市古正寺３丁目１４０番地トムズ古正寺Ａ
16 古正寺ファミリー歯科 長岡市古正寺１丁目３０５８番地２
17 松村歯科　長岡診療所 長岡市古正寺町２９番地３
18 リバーサイド千秋 長岡市千秋２丁目２７８番地
19 丸亀製麺　長岡店　株式会社トリドールホールディングス 長岡市寺島町７番地８
20 堀井スマイル歯科 長岡市下柳２丁目５番３８号

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 リハビリセンター王見台 長岡市王番田町２９００番地

新組地区

黒条地区

下川西地区

上川西地区

富曽亀地区

王寺川地区



　　　                      ＡＥＤ貸出し協力施設一覧（市有施設を除く）　　　　　　　　　　　　　　

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 ＮＰＯ法人　クオリード　グループホームなでしこ 長岡市上除町西１丁目甲１８７５番地１２
2 ＰＣＤＥＰＯＴ長岡店 長岡市堺東町５６番地
3 医療法人社団　喜多町診療所 長岡市喜多町１０９０番地１
4 越後長岡ゆらいや華の湯 長岡市堺町６番地１
5 株式会社　ネクスコ・メンテナンス新潟 長岡市喜多町字金輪１３８番地１
6 三和シャッター工業株式会社 長岡営業所 長岡市上除町字野田１９９番地
7 第一商業ビル喜多町プラザ 長岡市喜多町字下川原１０００番地１
8 ダイエー長岡店 長岡市喜多町鐙潟４１５番地
9 ダイナム七日町店 長岡市南七日町５０番地４

10 中興ビルヂング株式会社 長岡市喜多町１０７８番地１
11 新潟県赤十字血液センター 長岡供給出張所 長岡市喜多町１１１３番地１
12 新潟県立長岡向陵高等学校 長岡市喜多町字川原１０３０番地１
13 ヒルサイドヴィラ　シエルヴェルト 長岡市上除町１５１０番地１
14 マコー（株） 長岡市石動町字金輪５２５番地
15 ミツワ興産株式会社　長岡西ゴルフガーデン 長岡市日越字原
16 三島谷興産株式会社 長岡市喜多町１０７８番地１
17 太陽幼稚園 長岡市福山町４４７番地２
18 日本通運（株） 長岡航空支店 貨物課 長岡市石動町４７６番地１
19 株式会社TOSYS長岡営業所 長岡市喜多町１０９０番地
20 ケミコン長岡株式会社 長岡市新産３丁目４番地１２

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 関原南町内会 長岡市関原南３丁目４７９７番地
2 太陽あおぞら保育園 長岡市関原町１丁目１０４２番地１
3 新潟県動物愛護センター 長岡市関原町１丁目２６６３番地６

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 株式会社　ネクスコ東日本リテイル北陸道　大積ＰＡ上り線 長岡市宮本東方町字熊ノ宮２４０番地２
2 株式会社　晴耕舎 長岡市宮本町１丁目８３１番地
3 センコー㈱埼玉主管支店　長岡営業所 長岡市西陵町２６７４番地１１
4 ベスパック㈱長岡工場 長岡市西陵町２６７４番地１０
5 大森機械工業株式会社 長岡市西陵町２６７４番地６

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 太陽ゆうゆう保育園 長岡市青葉台５丁目８番地１

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 株式会社　渡辺ドライ本社ショップ 長岡市西津町３８０６番地１
2 新潟県酒類販売株式会社 長岡支店 長岡市新産２丁目１０番地２
3 新潟日産自動車株式会社　長岡新産店 長岡市新産１丁目１番地１１
4 医療法人崇徳会 田宮病院 長岡市深沢町２３００番地
5 高齢者総合ケアセンター こぶし園 長岡市深沢町２２７８番地８
6 国際石油開発帝石(株)長岡鉱場　親沢プラント 長岡市親沢町字前田３５０番地１
7 国立大学法人  長岡技術科学大学 長岡市上富岡町１６０３番地１
8 社会福祉法人長岡福祉協会 桐樹園診療所 長岡市西津町字原４６６８番地
9 長岡カントリー倶楽部 長岡市深沢町２５６４番地

10 東邦薬品株式会社　長岡営業所 長岡市新産１丁目１番地６
11 長岡療育園 長岡市深沢町２２７８番地

日越地区

関原地区

宮本地区

青葉台地区

深才地区



　　　                      ＡＥＤ貸出し協力施設一覧（市有施設を除く）　　　　　　　　　　　　　　

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 イトーキマルイ工業株式会社 長岡市中之島９０１番地
2 株式会社　スミック長岡硝子 長岡市中之島３８３７番地
3 株式会社　中之島交通 長岡市中之島１９８２番地１４
4 医療法人社団 堀医院さえき内科 長岡市中之島５６９番地６
5 貝印㈱ 長岡市中之島字六枚田１９８２番地１１
6 虹の家　デイライフ中条 長岡市中之島中条３０５番地

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 グループハウス 越路１号館 長岡市浦４９５８番地
2 みのわの里工房はくさん 長岡市来迎寺２２２３番地
3 国際石油開発帝石(株) 長岡鉱場　越路原プラント 長岡市来迎寺字原２９４３
4 中越福祉会　みのわの里　ゆうあい 長岡市浦字中の坪５２８番地４
5 中越福祉会　工房こしじ 長岡市浦４７１２番地１
6 特定非営利活動法人ドリーム ＧＨあおぞら館 長岡市浦５０４１番地４
7 内外化学製品㈱長岡事業所 長岡市浦２１５番地１７

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 株式会社　ホーネンアグリ 長岡市飯塚１９８６番地
2 岩塚産業(株) 長岡市沢下条甲３３３番地１
3 宗教法人寶徳山稲荷大社 長岡市飯塚８７０番地
4 中越福祉会　みのわの里　療護園 長岡市不動沢１２６番地３
5 特別養護老人ホーム こしじの里 長岡市不動沢２２１９番地５

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 株式会社　伊藤建設　喜芳 長岡市上岩井６９６４番地
2 新潟サトーパーツ㈱ 長岡市鳥越２２５５番地２
3 日本エー・エス・エム㈱長岡工場・１ 長岡市三島新保３９２番地１

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 ＪＡ柏崎　小国農機車両センター 長岡市小国町法坂９３３番地１
2 株式会社　ジェイエイサービス　ふらわー給油所 長岡市小国町法坂９０６番地１

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 みのわの里工房ゆきわり 長岡市小島谷３５００番地７

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 おぐろ歯科医院 長岡市寺泊吉３６４番地８
2 カニの宿きんぱち 長岡市寺泊花立９３５３番地１３１
3 株式会社　新潟マテリアル 長岡市寺泊竹森１５１０番地
4 ホテル飛鳥 長岡市寺泊野積１０７番地１２５
5 医療法人社団信和会　桐原歯科医院 長岡市寺泊五分一２８６２番地１
6 介護老人保健施設 桐原の郷 長岡市寺泊下桐３７００番地１
7 寺泊きんぱちの湯 長岡市寺泊松沢町９３５３番地６２１
8 新潟県コロニーにいがた白岩の里 長岡市寺泊藪田６７８９番地４
9 マンション　ピア寺泊 長岡市寺泊上田町９７６９番地

和島地区

中之島地区

来迎寺地区

寺泊地区

岩塚地区

三島地区

小国地区



　　　                      ＡＥＤ貸出し協力施設一覧（市有施設を除く）　　　　　　　　　　　　　　

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 医療法人　とちお歯科クリニック 長岡市新栄町２丁目３番３５号
2 さかいデンタルクリニック 長岡市金町２丁目３番２７号
3 社会福祉法人　善昌寺保育園 長岡市栃尾原町２丁目２番７号
4 社会福祉法人　芳香稚草園 長岡市新栄町３丁目３番１３号
5 平区コミュニティセンター 長岡市平４丁目４番５３号
6 特別養護老人ホーム　サンホーム 長岡市楡原７８４番地１３
7 栃尾産業株式会社 長岡市楡原７０５番地１

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 株式会社　中村組 長岡市上樫出１２９１番地
2 長岡市社会福祉協議会　長岡市老人福祉センター　皆楽荘 長岡市上樫出３０３４番地
3 社会福祉法人みどり社会福祉会 みどり保育園 長岡市下樫出６５３番地１

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 社会福祉法人刈谷田福祉会　地域密着型複合施設みやざわ苑 長岡市栃尾宮沢１７７８番地
2 社会福祉法人刈谷田福祉会　特別養護老人ホームいずみ苑 長岡市栃尾泉４１９番地２

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 奥越部品株式会社 長岡市北荷頃７８番地３

番号 施　設　名　称 住　　　所
1 株式会社　サカタ製作所 長岡市与板町本与板４５番地
2 介護老人保健施設グリーンヒル与板 長岡市与板町槙原３９３番地８
3 正徳館高等学校 長岡市与板町東与板１７３番地

与板地区

栃尾地区

下塩谷地区

東谷地区

荷頃地区


