
                                                    ＡＥＤ設置施設一覧表（民間施設等） 　　　R３.１２.１７　現在

施　　設　　名 住　　　　所 設　置　個　所

有料老人ホームハートワン 天川一丁目１８－８０ 1階玄関正面

天の橋立診療所 天川二丁目３－２８ 2階看護室内

荒川沖診療所 荒川沖１０１ 受付

イズミヤ荒川沖斎場 荒川沖４１７ 式場内

介護老人保健施設　常総の郷 荒川沖６－１１０ 2階ナースステーション

高野医院 荒川沖西二丁目１２－２ 検査室内

お仏壇の長谷川　荒川沖店 荒川沖西二丁目１４－１８ １階事務所内

JR東日本荒川沖駅 荒川沖東二丁目１－６ ３階改札口内

茨城進学ゼミナール荒川沖校 荒川沖東二丁目１７－８ 玄関付近

しょうわ家族 荒川本郷２１８－１７３ １階事務所

JR土浦駅 有明町１－３０ 2階改札口

土浦東口クリニック 有明町２－３１ 処置室内

東部ガス株式会社 有明町２－４９ １階展示場

特別養護老人ホーム　　　サテライトみちのえん 粟野町１８２９－４ ２階リビング

はなのえん 粟野町１８５２－１ 1階介護ステーション

Milky Way International Nursery Center　土浦校 板谷六丁目６４８－２４ 1階医務室

かすみがうらリハビリセンター 大岩田１８－４ １階受付

酒井歯科 大岩田１３１０－２ 診察室内

土浦第三高等学校 大岩田１５９９ 玄関前

土浦第三高等学校 大岩田１５９９ 体育教官室

セブンイレブン土浦おおつ野７丁目店 おおつ野七丁目１－１ レジカウンター

ここいちＡ棟 おおつ野八丁目２４－１１ 1階玄関脇壁掛け

おおつ野こどもクリニック おおつ野八丁目２－１８ 処置室東側

ここいちＢ棟 おおつ野八丁目２４－１１ 1階玄関脇壁掛け

セブンイレブン新治大畑店 大畑１６１０－９ ＡＴＭ付近

ウエルシアさんあぴお店 大畑１６１１ 店舗内南側

関東スチール㈱　製鋼工場内 大畑５７７－１１ 製鋼工場内

関東スチール㈱　圧伸工場内 大畑５７７－１１ 圧伸工場内

来栖歯科 大畑１４７９－１ 診察室入口左側

前田道路㈱つくばテクノセンター 大畑２０８－６０ 研修センター玄関ホール

パルシステム茨城 大畑２１１－３ 事務所前ＢＯＸ

前田道路㈱　テクノセンター寮 大畑４５０－２ 玄関

関東スチール㈱　（総合警備からのリース） 大畑５７７－１１ 正面左側守衛所

淀縄医院 大町１１－３４ 1階診察室

石川クリニック 大町１２－３ １階　診察室内

㈱日立産機システム筑波ＳＳ 大町１３－１７　センター電気ビル５階 事務所受付

茨城県霞ヶ浦環境科学センター 沖宿町１８５３ 大ホール内

ONEWAYゴルフクラブ（ホワイトバーチ） 沖宿町３４７６ フロント

特別養護老人ホーム　もりの家サテライト 乙戸２３０－１ 1階ロビー

筑波東病院 乙戸５７－１ B棟　１階　詰所

ひたち学院幼稚園 乙戸１０２９－１ １階事務所

デルパラつくば南店 乙戸１１２９－１ サービスカウンター

公設地方卸売市場 卸町一丁目１０－１ ２階事務室（外）

ＨＯＮＤＡ　ＣＡＲＳ　茨城　学園東大通り店 卸町一丁目２－２３ フロア内入り口付近



日本通運つくば航空支店貨物課 卸町一丁目６－１７ 玄関付近

軽自動車検査協会　茨城事務所　土浦支所 卸町二丁目２－８ １階事務所内

旭細野西蔵株式会社 卸町二丁目４－１ 事務所内

SMFレンタル㈱東京つくばセンター 卸町二丁目４－１２ １階事務所内

藤井産業㈱つくば支店 卸町二丁目８－８ １階階段脇

藤井産業株式会社 卸町二丁目８－８ １階階段下

ＪＡ水郷つくば　土浦西店 粕毛７０５－２ １階事務所入口

ウエルシア霞ケ岡店 霞ケ岡町２２－５ レジ前

ホテルサライ 上坂田１４１２－３ フロント

前田道路茨城営業所 上坂田１４２１ １階事務所前ボックス

県立土浦特別支援学校 上高津１２３８ １階管理棟

県立土浦特別支援学校 上高津１２３８ ２階高等部

イオン土浦ショッピングセンター 上高津３６７ 1階防災センター

イオン土浦ショッピングセンター 上高津３６７ 1階警備室

イオン土浦ショッピングセンター 上高津３６７ 1階サービスカウンター

イオン土浦ショッピングセンター 上高津３６７ 2階インフォメーション

喜樂希樂サービス 上高津４８９－１ 1階事務室

アモール高津 上高津９５０－２ １階病後児保育室

アモール高津 上高津９５０－２ 正面玄関

烏山診療所 烏山二丁目５３０－３８６ 1階外来

デイケアサービス樹楽（きらく）　　　　　 烏山四丁目２０６３－３ １階玄関内

エンゼルスポーツ幼稚園 烏山五丁目２０３９ １階病後児保育室

めぐみ保育園 烏山五丁目２２６３－８ 1階職員室

ＴＣビル 川口一丁目１１－５ 5階スポーツアカデミー受付

LAUBE KASUMIGAURA 川口二丁目１１－３１ １階玄関

㈱ラクスマリーナ 川口二丁目１３－６ 1階事務所

松橋医院 神立中央一丁目１５－２ 処置室内

ウエルシア土浦神立店 神立中央三丁目２－２７ 入口付近

MGM　神立店 神立中央五丁目１７－３０ サービスカウンター内

神立病院デイケアセンター元気館 神立中央五丁目４－２０ 1階リハビリ室

ジャパントレーニングセンター 神立東二丁目１５－４ 1階ロビー

日立製作所土浦検診センター 神立東二丁目２７－８ 1階内科処置室

尚恵学園成人寮 神立町１０５４－３ 1階階段下

ディサービスセンターコスモスⅡ 神立町１６１４ 1階事務室

尚恵学園厚生園日振寮（男子寮） 神立町１７９１ 2階医務室

障害者支援施設さくら苑 神立町４４３－３ １階デーサービスセンター内

さくら苑 神立町４４３－４ 職員休憩室

老人保健施設さくら 神立町４４４－２ 1階診療室

日立建機 神立町６５０ 北館玄関

日立建機 神立町６５０ 南館１階

日立建機 神立町６５０ ＨＣＣ売店前

日立建機 神立町６５０ Ｔ棟ー９スパン

日立建機 神立町６５０ YC棟ー５スパン

日立建機 神立町６５０ Ｏ棟ー９スパン

日立建機 神立町６５０ 南館３階

日立建機 神立町６５０ 正門先の警備所1Fフロア

日立建機 神立町６５０ 南地区３号室実験棟



日立建機 神立町６５０ 荷受補給棟

日立建機 神立町６５０ 引当組み立て工場

日立建機 神立町６５０ 品質管理棟

日立建機 神立町６５０ Ｏ棟ー９スパン

日立建機 神立町６５０ 警備事務所内

日立建機 神立町６５０ 東館受付

あおき内科クリニック 木田余１６４６－３ １階診察室Ｂ　カートの下

ＪＡ水郷つくば　中央本店 木田余３１１９－３ 1階事務所入口

ジョイフル本田　ホームセンター 北荒川沖町１－３０ 1階サービスカウンター時計売場棚

シニアライフパートナー 北荒川沖町３－１３ １階事務室

海老原歯科 北荒川沖町７－１ 玄関付近

特別養護老人ホーム　もりの家 北荒川沖町８－１ 1階ロビー

荒川沖クリニック　 北荒川沖町８－３０ 診療所内

日立ネオマテリアル 木田余３５５０ 受付

日立ネオマテリアル 木田余３５５１ 第一工場

日立ネオマテリアル 木田余３５５２ 第二工場

日立ネオマテリアル 木田余３５５３ 第三工場

特別養護老人ホームやすらぎの園 小岩田西二丁目１－４９ 介護ステーション

やすらぎの園アネックス 小岩田西二丁目７－４１ 玄関

鈴木歯科医院 小岩田東一丁目１－３７ 受付

たかぎ歯科 国分町４－１５ 診察室

山手医院 国分町７－６ 人工透析センター（カート）

コープつちうら店 小松一丁目４－２７ サービスカウンター

真如苑 小松三丁目２２－１３ 事務所脇カウンター

土浦日大（中学校） 小松ケ丘町４－４６ 1階事務室脇（ＢＯＸ）

土浦日大（高校） 小松ケ丘町４－４６ 1階保健室（机の上）

土浦日大（高校） 小松ケ丘町４－４６ 体育館教官室脇（ＢＯＸ）

ラフルール・ドュ・アリス 桜ケ丘町１４－３４ 玄関

土浦日本大学高等学校付属幼稚園 桜ケ丘町１７－４５ 職員室内（ボックス）

茨進ゼミナール　桜が丘校 桜ケ丘町６－１０ １階玄関

土浦日本大学高等学校第3桜心館 桜ケ丘町６－６ 1階受付前

常陽リビング社 桜ケ丘町７－１０ 正面玄関

久松医院 桜町一丁目１３－５ 1階診察室

リーガル土浦ビル 桜町一丁目１６－１２ 1階エレベーターホール

クラブツーリズム　　　　　茨城旅行センター
桜町一丁目１６－１２
リーガル土浦ビル６階

６階事務所

郷商事株式会社 沢辺５７－３ 1階事務室

株式会社　精工 沢辺５７－３０ ２階事務室

フルヤ金属　土浦 沢辺５７－４（東筑波新治工業団地内） 正面左側守衛室

特別養護老人ホーム滝の園 宍塚町１９３５ １階　医務室

ダイナム新治店 下坂田１６９９－４ カウンター脇　自販機

新治診療所 下坂田２０１３－１ １階処置室

ファミリーマート土浦下坂田店 下坂田２０３５－３ コーヒーメーカー付近

東電タウンプランニング（株） 下高津一丁目１－５ 1階ロビー

菊地内科医院 下高津一丁目１９－３７ 1階事務室

ひばり団地集会場 下高津二丁目－１ 1階集会場玄関

ＺＥＮＴ土浦 下高津二丁目１４－１７ １階　サービスカウンター

土浦児童相談所 下高津二丁目７－４６ １階事務所



土浦保健所 下高津三丁目１４－５ 1階待合室

有料老人ホーム　かがやきの郷 常名２２１３ 2階介護棟

ホテルマロウド筑波 城北町２－２４ 1階受付

セブンイレブン土浦菅谷店 菅谷町１１５２－６ ＡＴＭ付近

こほくデイサービス 菅谷町１１６８－１ １階デイサービス棟

特別養護老人ホーム　　　　こほく 菅谷町１１６８－１ ２階医務室内

オリエンタルモーター 菅谷町１３５１－４ 厚生棟1階

オリエンタルモーター 菅谷町１３５１－４ 厚生棟3階

県立湖北高等学校 菅谷町１５２５－１ 職員室

特別養護老人ホーム憩いの里 高岡２３１５ 玄関

アジュール土浦ウエディングハウス 滝田一丁目－８ 1階ロビー

土浦警察署 立田町１－２０ １階　玄関

土浦第二高等学校 立田町９－６ １階受付前

土浦第二高等学校 立田町９－６ ２階体育教官室

ＪＡ水郷つくば　本店 田中一丁目－１－４ 1階事務所入口

ウエルシア新田中店 田中二丁目１０－３５ 処方箋受付前

ゆみこ内科クリニック 田中三丁目－４－４１ 1階医務室

第一環境株式会社（土浦学園通りビル） 田中三丁目８－３２ １階入口フロント（受付）

特別養護老人ホーム晴山苑 田村町２３２１－５ 2階医務室

はすね 田村町９７２ 施設１階

土浦簡易裁判所 中央一丁目１３－１２ 本館1階入口

土浦簡易裁判所 中央一丁目１３－１２ 新館1階入口

ハートリビング土浦中央 中央一丁目５－１６ 居宅介護側１階玄関ホール

つくば銀行 中央二丁目１１－７ 1階ロビー

常陽銀行土浦支店 中央二丁目１６－９ 1階ロビー

土浦商工会議所 中央二丁目２－１６ 2階事務所

中央大祢整形形成外科 中央二丁目９－２ 1階レントゲン室入口

ファミリーマート土浦都和店 都和一丁目４２２８－１８ レジカウンター

セブンイレブン土浦手野町店 手野１８６４－１ トイレ入口付近

とうざき歯科クリニック 東崎町１１－３０ 受付

高齢者複合施設　　　いっせい 東崎町６－１５ 1階ロビー

高齢者複合施設　　　いっせい 東崎町６－１５ 2階ロビー

高齢者複合施設　　　いっせい 東崎町６－１５ 3階ロビー

ポプラの郷土浦 東崎町６－３０ ３階事務室内

野上病院 東崎町６－８ 1階ロビー

あずみ苑グランデ土浦 中１１６１－１５ １階玄関

デイサービス樹楽 中１９９－９ 玄関付近

プリマハム（株） 中６３５ １階事務所入口

竹岸学園　竹岸食肉専門学校 中７１０－２ 正面玄関

トヨタカローラ　南茨城　荒川沖店 中荒川沖１４－１０ フロア内入り口付近

鈴木胃腸科クリニック 中荒川沖町５－１７ 1階外来

茨城県立中央青年の家 永井９８７ 事務所入口右側

茨城県立中央青年の家 永井９８７ ロビー

尾﨏眼科クリニック 永国１１１１－２ 診察室

いっしん　ここいち永国 永国９０３－１ 玄関前

㈱ケーエスケー 中高津一丁目２１－３ 2階事務所

山本接骨院 中高津一丁目１４－６ 診察室内



松永医院 中高津三丁目１１－1５ 1階整形診察室

麗都スロットステージ土浦 中貫１４１５ 事務所前壁面

常総学院高等学校 中村西根１０１０ 体育館教官室内

常総学院高等学校 中村西根１０１０ 中等部職員室内

常総学院高等学校 中村西根１０１０ 保健室（高等部）

常総学院高等学校　文武寮 中村西根１１６９ 管理室

ゲームパニックつくば（サンタスワールド内） 中村東一丁目１－１ ２階ボーリングカウンター前

サービス付き高齢者向け住宅　ひかり 中村東二丁目１８－１０ １階受付

愛保育園 中村南一丁目１４－１１ 1階玄関

川村歯科 中村南四丁目１－９ 1階処置室

ジョイフルアスレチッククラブ 中村南四丁目１１－７ 2階フロントクローク内

土浦自動車学校 中村南四丁目１－２０ １階受付

中村白百合幼稚園 中村南五丁目３１－１ プール棟

ゼビオドーム東大通店 中村南六丁目１２－１８ 中央入口右側

常総学院高等学校　野球場 中村西根２１００ 放送室

茨城技術産業専門学院 中村西根番外５０－１７９ 1階職員室

東京インテリア家具 中村南四丁目１１－１７ １階サービスカウンター内

後藤外科胃腸科・歯科クリニック 並木一丁目２－４３ 2階廊下

児童養護施設茨城道心園 並木三丁目１８－５ 1階入口

ヤマト運輸㈱茨城主管支店 並木五丁目２９５４－１ 荷物受付所

ヤマト運輸㈱茨城主管支店 並木五丁目２９５４－１ 1階作業場出入口

セブンイレブン土浦土浦北インター店 並木五丁目４１３１－１ 入口右側壁ＢＯＸ

セブンイレブン土浦西並木店 西並木３５９３－５ アルコール売場脇ＢＯＸ

さがみ典礼 西根南一丁目１－６ 玄関付近

白帆幼稚園 蓮河原新町１１－３５ 1階職員室

土浦日本大学高等学校第2桜心館 蓮河原新町３－２５ 舎監室前

土浦日本大学高等学校第2桜心館 蓮河原新町３－２５ 女子食堂

ＴＥＴＩＲＡ　ＦＩＴ（テトラフィット） 蓮河原新町４１８１ 受付カウンター

ホーユーパレス 東崎町１３－１－Ａ 1階Ａ棟管理室

特別養護老人ホーム静霞園 東若松町３３７９ 1階職員室

ケアハウスポプラ館 東若松町３３７９ 1階事務室

有料老人ホームかがやきの郷 常名２２１２ 1階事務所受付



ダイアパレス土浦 富士崎一丁目１－１３ 1階エントランス内

土浦日本大学高等学校桜心館 富士崎二丁目１－１５ 食堂入口

旧　宮崎酒店 藤沢１８４０－１ 自宅玄関前

谷中整骨院 藤沢３３８２－１ 1階診察室

ケアセンターにいはり 藤沢３５３４－１ 静養室（施設南側）

ＪＡ水郷つくば　土浦北支店 藤沢５１４－１ 1階玄関左側

宮﨑クリニック 藤沢９６４－２ 受付内

ホンダカーズ土浦北藤沢店 藤沢３５７４ １階事務所

サンテーヌ土浦 文京町８－３ 本館1階健康管理室

特別養護老人ホーム シルトピア 本郷１６７９－１ 1階事務室

東栄化成　つくば工場 本郷２０－２５ 1階事務室

東北特殊鋼㈱土浦工場 本郷２０－２６ 2階事務所内

いやしの里 本郷２１４２－２ 1階フロント

中川商事株式会社 真鍋一丁目１６－１１ ５階ロビー入口

つくば国際大学高等学校土浦校舎 真鍋一丁目３－５ 体育館

つくば国際大学高等学校土浦校舎 真鍋一丁目３－５ 職員室入口

ダイナム茨城土浦店 真鍋一丁目４－１ 1階カウンター脇

㈱宇田川コーポレーション　Ｄ．Ｄ土浦ＳＳ 真鍋二丁目１－３４ セールスルーム内

東邦薬品㈱茨城営業部 真鍋二丁目２－２７ 1階事務室

ウエルシア土浦真鍋店 真鍋三丁目－５－２５ レジ脇

土浦第一高等学校 真鍋四丁目４－２ １階教官室脇

土浦第一高等学校 真鍋四丁目４－２ １階体育館入口

サイクルショップ片見 真鍋五丁目１－２３ １階作業所

県土浦合同庁舎 真鍋五丁目１７－２６ 本庁舎１階正面玄関

土浦工業高校 真鍋六丁目１１－２０ 体育館（教官室内）

土浦工業高校 真鍋六丁目１１－２０ 本館保健室前廊下

つくば国際大学キャンパス 真鍋六丁目２０－１ 本部棟玄関内

つくば国際大学キャンパス 真鍋六丁目２０－１ 体育館玄関内

つくば国際大学第２キャンパス 真鍋六丁目８－３３ 管理・研究棟玄関内

介護老人保健施設ひかり 右籾１１１３－１ 1階ナースステーション

キッズハウスうみの家 右籾２３４０－２８ 玄関

ＲＥＩＴＯ荒川沖店 右籾１６４１ 1階景品カウンター脇

土浦愛隣会保育所 右籾１６８１番地 1階玄関

右籾三区公民館 右籾３０１８－１ 玄関付近

特別養護老人ホーム　なごみ 右籾６４４－１ 2階ナースステーション

特別養護老人ホームなごみ 右籾６４４－１ 1階フロア

東横イン　土浦駅東口 港町一丁目３－１７ １階正面入口自動ドア付近

つくばメンタルクリニック 港町一丁目７－１５ 受付

ホープビル１号館 港町一丁目７－２３ １階玄関内

ホテルフィット 港町１－８ー２６ １階ロビー

ナカジマ矯正歯科クリニック 港町二丁目１－１３ 診察室

ケアパレス・ナヴァーレ 港町三丁目３０－２３ ロビー受付

梶塚歯科クリニック 大和町２－２２ 2階診察室

ベルズイン土浦 大和町６－５ 事務室

茨城県県南生涯学習センター 大和町９－１ ５階受付付近

ウララ歯科 大和町９－２ ２階診察室

医療法人永和会つちうら糖尿病内科クリニック 大和町９－２ウララ２ビル２０１ 診察室


