


ごあいさつ

〝温泉〟それは、無限の可能性を秘めている〝宇宙〟その限りある〝温泉〟を可能な限り、
有効に、無駄無く、活用する〝術〟を絶えず追求・開発・提供していくのが
私ども、Senon株式会社です。

温泉施設の計画・企画から、温泉の有効利用、温泉設備の設計・施工・メンテナンスまで、
温泉に関わること、全てを提案いたします。

温泉でお困りの皆さまの一助となれば。 それが弊社の本望です。
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会社理念

無限の闇の中に、ひとすじの光を見るように。
永遠の旅立ちに、子どもたちを想うように。
一滴の〝温泉〟に〝宇宙〟を感じる。
言わずとも〝理解を察する〟日本ならではの感性。
そして、日常の疲れや、明日への活力を生み出そうとする研究心で、
人々が〝温泉〟に求める〝真の欲求〟を、
誰よりも、思いを巡らせること。
Senonは、それを「JAPAN QUALITY」と呼ぶ。
その知識は、どれだけ人々の〝歓び〟を拡大させられるか。
その技術は、どれだけ日常を〝活力〟に満ちたものに変えられるか。
変化を恐れず、古き良きものは継承し、
最先端のエンジニアリングから職人の〝粋〟まで、
Senonは、「JAPAN QUALITY」を追求する。
そこに、真の「ANSWER」があると信じて。
Senon is SPA FACILITY REVOLUTION.
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会社概要
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ロゴマークについて

温泉文化も地球規模の循環型社会を目指します！

大切な天然資源を、無駄無く活用し、最後には地球に戻します。

Senonのロゴマークには、天空高くから降り注ぐ雨が地中に浸透し、天然のミネラル成分をたっぷりと含んで、

地中深くのマグマに熱せられる様を印象付け、また、一滴の温泉に無限の可能性を秘めていることをイメージしています。

そして、湧き出ずる温泉が動植物に生命の源となる要素を与え、再度、大地に戻っていくことを表現しています。

温泉（ONSEN）それは無限の可能性を秘めている限りある素晴らしい宝物。

そんな稀有な温泉（ONSEN）を一滴も無駄無く、有効的に活用します。

それは、人々の明日への活力を生み出します。

それは、人々の〝歓び〟を拡大させます。

Senonは誰よりも、温泉（ONSEN）に求める〝真の欲求〟を追い求めます。

Senonは、それを「Senon Quality」と呼びます。



温泉コンサルティング事業

温泉施設の計画・思索・コンサルティング業務は、とても沢山の意見があります。
Senon株式会社では、温泉のもっているポテンシャルを最大限に発揮できることを第一に考え、
企画・立案をご提言いたします。

例えば、温泉の設備・システムは、どのようなものにするのか。
世界的に「環境問題・循環型社会」ということが叫ばれて久しい中で、単に温泉量が豊富だからといって、
何も手を加えない「掛け流し方式」が本当に一番いいのでしょうか。

また、だからといって、温泉成分自体も濾過してしまうようなシステムで、
化石燃料をふんだんに使用して運営するようなシステムはいかがなものでしょうか。

必要なことは「限りある温泉資源を、必要な時に必要な分だけ。限りある温泉資源を無駄にしない」という理念が
設計思想にしっかりと反映されているかどうか。

温泉事業のコンサルティング業務は、温泉を熟知し、豊富な経験・実績・知識が必要です。比べてみてください。

長年、温泉だけに携わってきたものだけが言える自信があります。

日本の「温泉文化」は、奈良・平安時代の「施浴」という「お風呂文化」から始まり、様々な変遷を経て経済成長と共に、
温泉との融合を経て、現在では、日本独特の「温泉文化」に昇華させてきたのです。
この世界的にも類を見ない、素晴らしい「温泉文化」を次代に伝承させていくことが、
とても大事なことであるとSenon株式会社は考えます。

そのことが、温泉で、より価値ある人生となると思います。



温泉開発事業

今までにない、温泉インフラストラクチャーを実現する、画期的なシステム

3,000種以上あるといわれる〝温泉〟。
ひとくちに〝温泉〟といっても、とても一括りにできません。

誰もが一度は訪れてみたいと思うような〝ブランド温泉〟にするための
温泉開発事業の計画・設計は、単に〝奇を衒う〟ような〝目新しさ〟ではなく、
その場所を訪れる人の、目に入る処、肌に触れる感触、湯の和がれ方…
そのどれもが、五感にささやくようなものでありたいと考えます。

Senonは、各専門分野のスペシャリストと連携し、今までにない温泉インフラストラクチャーチームを
構築し、画期的な温泉開発事業システムを提案いたします。



温泉掘削事業

100年先の未来へ

不確実な計画を、より確実性の高い事業へ

地中深くから湧き出ずる〝温泉〟。どんなサプリメントよりも、どんな高価な薬よりも、
日本はもとより、今や世界中の人々から愛される〝温泉〟…

そんな素晴らしい〝温泉〟が、より確実に、より安定して、湧き出ずることができたら…
〝温泉〟を安定して手に入れることは、先哲たちの憧憬。

温泉掘削事業は、今でも必ず湧出するわけではなく、High riskが伴います。

また、工法・金額も多種多様。孔の寿命も、100年保つものもあれば、
わずか30年程度で大規模な修繕・替え掘りを余儀なくされる孔もあります。

Senonは、そんな不確実な温泉掘削事業を、より確実に、より安定的に、
より堅牢に実現させる技術・知識・経験があります。

〝温泉〟を、「100年先の未来へ」。それがSenonの基本理念です。



温泉設備事業
より良いお風呂を提供するために。

天然温泉のポテンシャルを余すことなく感受できるシステム

天然温泉は、〝何も足さない。何も引かない〟ことが最良だと思われています。
いわゆる〝掛け流し〟です。果たして、〝掛け流し〟は、皆さんが思われているほどいいのでしょうか…。

確かに、温泉が〝汲めども尽きぬ〟ほどの豊富な湯量があれば、〝掛け流し〟は理想なのかもしれません。
しかしながら、ほんのわずかな温泉を入れ込んでいるだけの〝見せ掛け流し〟が存在するのも事実です。

温泉設備…例えば〝ろ過循環設備〟は、〝不衛生である〟とか、〝高価で手が出ない〟〝天然温泉に人工的に手を加える〟等々、
あまり良い印象がもたれていないのではないでしょうか。温泉設備の技術は、わずか10年前の技術よりかなり進化しており、
高性能・コンパクトになっています。それにも増して、〝ろ過循環設備〟は、天然温泉の成分はそのままに、有機物や天然成分以外の
不純物だけを除去する機能性能があります。

それに対して〝濾過循環設備〟は〝こし取る〟という意味合いもあるように、実は、温泉成分そのものも、除去してしまいます。
ろ過器ひとつをとってみてもこのような違いがあります。その他、温泉設備を構成する機器類も〝推して知るべし〟なのです。

また、温泉設備をシステム構築するにあたり、温泉分析表の情報は、欠かせないアイテムです。なぜならば、3000種以上もある温泉は、その一
つひとつの含有されている成分が異なるからです。内容物が異なるということは、その温泉に対する機器類も、材質もその温泉に対しての〝適応
性〟を慎重に吟味しなくてはなりません。そのためには、温泉分析表の情報を正確にひも解く、豊富な知識と経験がなければなりません。

他社と比べてみてください。Senonは、誰よりも、どこよりも、温泉に熟知し、温泉分野だけに特化した〝温泉専門業者〟です。
あなたの温泉に最適な、温泉システム・機器を、ご提案いたします。



温泉メンテナンス事業

温泉に命を吹き込む仕事
持続可能な温泉マネジメントという考え方

どんなに素晴らしい温泉でも、その成分や効果・効能が味わえなければ意味がありません。
そのためには、様々な箇所や機器類を絶えず性能維持や、動作不良などを診断・判断し、最良の状態にしなければなりません。

例えば温泉井戸…
温泉井戸は、天然温泉が湧出する大切なもの。その孔内は定期的に掃除が必要になります。
そのような作業を〝浚渫（しゅんせつ）〟といいます。また、孔内に設置されている、揚湯管やエアー管の点検・交換等、さらには揚湯動力装置
である〝水中ポンプ〟や〝コンプレッサー〟などのメンテナンス等々、温泉井戸の保全事業は、とても複雑で、分かりずらいばかりでなく、複数
の業者に依頼しなくてはならず、明瞭な対策や方針も示されないまま、不満が残る中、結局は従来の業者に頼るしかないというオーナー様も多い
と思います。
Senonは、そんな複雑な温泉井戸のメンテナンス（保全）を、弊社一社で一元化することができ、一つひとつの作業工程・工事を分かりやすく提
示いたします。また、他社が手掛けた温泉井戸でも対応いたします。そのことにより、オーナー様は不安なく、ご納得して、温泉井戸事業に注力
していただけます。

例えば温泉設備…
温泉設備といえば、ろ過器や熱交換器等、様々な機器類があり、その機能・性能・メーカーも千差万別。その全てを熟知して、対処するには相当
な知識と経験が必須になります。
また、レジオネラ属菌対策など、滅菌・衛生面も怠ることはできません。
〝いいお風呂〟の提供。それは、全てのシステムを絶えず正常な状態に保全することが基本であり、それに携わる我々自身も、弛まぬ Skill upが
必要であると思います。
Senonは、人々が〝温泉〟に求める〝真の欲求〟を、誰よりも思いを巡らし、
持続可能な温泉マネジメントを提案します。



温泉Iot事業

インターネットがさまざまな〝モノ（Things）〟〝機械・機器〟〝人間の行動〟を繋げます。
温泉の未来も全てがタブレット・スマートフォンで管理・発停・操作できる時代になっています。

Senonは、その先の温泉の未来を提案します。それは、トラブルを未然に防ぐ。
各システムの消耗・耐久性能を測る。

温泉の状態がその場で、手元で管理できるばかりでなく、
気が付かないところをあなたに代わって、Senonがお知らせするシステム。

そのためには、温泉を愛し、温泉を凌駕し、温泉を操れるよう、温泉に求める〝真の欲求〟を誰よりも、思いを巡らせる
。

それが【Spa Mobility Apex Protean（S・M・A・P） system】

世界に誇る〝温泉文化〟が、Senonの技術で、さらに錬磨し、今再び世界の頂に。



施工実績
温泉設備 施工実績 (2021年8月現在)

■ 2021年8月 ——————————

小田急 箱根 山のホテル 源泉用流量計設置工事
小田急 箱根 山のホテル 源泉用制御盤改造工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 熱源系統改修工事
小田急 箱根 山のホテル 温泉設備機器納品
宇佐美源泉供給施設 温泉設備突発対応工事

■ 2021年7月 ——————————

オーシャンビュー赤根崎 源泉井戸維持保全工事
長野県某所 浴槽維持保全工事
小田急 箱根 山のホテル 源泉用水中ポンプ修繕工事
かんぽの宿 熱海 温泉設備改修工事
星野リゾート アンジン 温泉制御用PLC点検
星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉設備制御用仮設工事
熱海 湯の花膳 秀花園 温泉設備緊急対応工事
熱海 古屋旅館 温泉用電動弁更新工事
熱海 古屋旅館 新設客室用「lot」制御工事

■ 2021年6月 ——————————

熱海 個人邸宅 温泉設備設置工事
小田急 箱根ハイランドホテル 温泉設備機器納品
熱海 湯の花膳 秀花園 温泉制御盤更新工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉制御盤更新工事
熱海 湯の花膳 秀花園 温泉設備維持保全工事
星野リゾート アンジン 温泉設備突発対応工事
小田急 箱根 山のホテル 源泉用水中ポンプ修繕工事

■ 2021年5月 ——————————

小田急 ホテル はつはな 温泉設備機器納品
熱海 湯の花膳 秀花園 温泉制御盤更新工事
星野リゾート 界 箱根 温泉設備突発対応工事
熱海 咲見町ハイツ 温泉用コンプレッサー突発対応工事

■ 2021年4月 ——————————

宇佐美源泉供給施設 温泉供給用制御盤改善工事
ゼファー湯河原D-Place 熱源ポンプ交換工事
長野県某所 浴槽維持保全工事
九州 アイシス 温泉設備機器納品
小田急 箱根 山のホテル 源泉用水中ポンプ交換工事
リラックスリゾート熱海 温泉設備維持保全工事

■ 2021年3月 ——————————

熱海 個人邸宅 温泉設備設置工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉浴槽維持保全工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 冷温水用比例弁交換工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉設備大規模修繕工事
ツインクルパーク熱海 温泉設備突発対応工事



施工実績
温泉設備 施工実績 (2021年8月現在)

■ 2021年2月 ——————————

熱海 古屋旅館 温泉設備突発対応工事
宇佐美源泉供給施設 送泉ポンプ交換工事
かんぽの宿 熱海 熱源系統改修工事
石和温泉 ホテル石風 温泉設備機器納品
宇佐美源泉供給施設 温泉配管改修工事
KANAYA RESORT 箱根 温泉設備維持保全工事

■ 2021年1月 ——————————

熱海 風こみち 温泉設備改善工事
長野県某所 浴槽維持保全工事
長野県某所 浴槽設備改修工事
熱海市和田浜南温泉プロジェクト 温泉コンサルティング業務

■ 2020年12月 ——————————

熱海 新かどや旅館 源泉井戸調査工事
KANAYA RESORT 箱根 温泉設備維持保全工事
熱海 古屋旅館 温泉設備機器納品
熱海 東横イン 揚水ポンプ交換工事
オーシャンビュー赤根崎 送泉ポンプ交換工事
オーシャンビュー赤根崎 温泉設備定期点検作業

■ 2020年11月 ——————————

熱海 新かどや旅館 温泉設備制御計装調査
長野県某所 浴槽維持保全工事
熱海 古屋旅館 男子系統温調回路改善工事

■ 2020年10月 ——————————

オーシャンビュー赤根崎 源泉井戸機能保全工事
熱海 湯の花膳 秀花園 温泉設備緊急対応工事
熱海 古屋旅館 温泉設備緊急対応工事
小田急 箱根 山のホテル 温泉設備緊急対応工事
熱海駅前第一ビル 給水設備緊急対応工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉設備維持保全工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉設備改修工事
熱海 風こみち 温泉設備緊急対応工事
オーシャンビュー赤根崎 温泉設備維持保全工事
星野リゾート アンジン 温泉設備緊急対応工事
ゼファー湯河原 温泉設備調査作業
ゼファー湯河原 ボイラー防錆剤投入工事



施工実績
温泉設備 施工実績 (2021年8月現在)

■ 2020年9月 ——————————

オーシャンビュー赤根崎 源泉井戸維持保全工事
小田急 ホテル はつはな 温泉設備機器納品
小田急 箱根 山のホテル 特室用温泉設備改修工事
熱海 湯の花膳 秀花園 月下美人 温泉設備改修工事
ゼファー湯河原 温泉槽滅菌装置設置工事
ゼファー湯河原 温泉設備突発対応工事
箱根仙石原自動車振興会 温泉設備維持保全工事

■ 2020年8月 ——————————

ゼファー湯河原 ボイラー維持保全工事
熱海市和田南温泉プロジェクト 温泉設備設計業務
ベトナムクアンニン省 温泉設計計画 温泉コンサルタント業務
熱海 湯の花膳 秀花園 温泉設備改修工事
ゼファー湯河原 ボイラー制御盤納品
小田急 ホテル はつはな 温泉設備機器納品
リラックスリゾート熱海 温泉設備突発対応工事

■ 2020年7月 ——————————

オーシャンビュー赤根崎 温泉設備維持保全工事
熱海 シーズンホテル 温泉配管緊急対応工事
長野県某所 浴槽維持保全工事
小田急 ホテル はつはな 温泉設備緊急対応工事
熱海 湯の花膳 秀花園 温泉設備緊急対応工事

■ 2020年6月 ——————————

熱海 風こみち 給湯系統突発対応工事
オーシャンビュー赤根崎 温泉槽洗浄工事
星野リゾート アンジン 温泉設備緊急対応工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉槽水位監視電極交換工事
ゼファー湯河原 スチームサウナ制御調査

■ 2020年5月 ——————————

小田急 箱根 山のホテル 落雷による緊急対応工事
熱海駅前第一ビル 揚水ポンプ制御盤突発対応工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉設備維持保全工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 電動弁類改善更新工事

■ 2020年4月 ——————————

熱海 湯の花膳 秀花園 新館循環ポンプ交換工事
熱海駅前第一ビル 揚水ポンプ修繕工事
熱海市和田浜南温泉プロジェクト 温泉コンサルタント業務
長野県某所 浴槽維持保全工事
オーシャンビュー赤根崎 源泉井戸維持保全工事
熱海 湯の花膳 秀花園 温調回路突発対応工事
熱海 古屋旅館 温泉設備突発対応工事



施工実績
温泉設備 施工実績 (2021年8月現在)

■ 2020年3月 ——————————

熱海 古屋旅館 温泉設備総合メンテナンス
熱海 湯の花膳 秀花園 温泉設備維持保全工事
小田急 ホテル はつはな 温泉設備機器納品
熱海 某個人邸 ジェットバス改修工事
ZEN伊豆山研修センター 給水タンク制御改修工事

■ 2020年2月 ——————————

小田急 箱根 ハイランドホテル 温泉設備機器納品
小田急 箱根 山のホテル 温泉設備改修工事

■ 2020年1月 ——————————

長野県某所 浴槽維持保全工事
長野県某所 浴槽配管改修工事
リラックスリゾート熱海 温泉設備維持保全工事
熱海 古屋旅館 男子露天循環ポンプ交換工事
熱海 古屋旅館 温泉配管改修工事

■ 2019年12月 ——————————

熱海 古屋旅館 給水設備機器納品
熱海 東横イン 緊急対応工事
オーシャンビュー赤根崎 温泉設備改修工事
オーシャンビュー赤根崎 温泉設備維持保全工事
長野県某所 浴槽維持保全工事
リラックスリゾート熱海 温泉設備維持保全工事
熱海 古屋旅館 温泉引湯管改修工事
小田急 箱根 ハイランドホテル 温泉設備機器納品
小田急 箱根 山のホテル 温泉設備改修工事
熱海 古屋旅館 温泉設備維持保全工事
熱海 湯の花膳 秀花園 温泉設備維持保全工事
小田急 ホテル はつはな 温泉設備機器納品
熱海 某個人邸 浴槽設備改修工事
ZEN伊豆山研修センター 給水設備改修工事
熱海 湯の花膳 秀花園 新館温泉設備改修工事
熱海駅前第一ビル 給水設備改修工事
熱海市和田浜南温泉プロジェクト 温泉コンサルタント業務
長野県某所 浴槽維持保全工事



施工実績
温泉設備 施工実績 (2021年8月現在)

■ 2019年11月 ——————————

鳥取県 大山レークホテル 温泉設備機器納品
熱海 湯の花膳 秀花園 温泉設備突発対応工事
熱海 古屋旅館 温泉設備突発対応工事
熱海 新かどや旅館 温泉設備制御調査
KANAYA RESORT 箱根 温泉設備維持保全工事

■ 2019年10月 ——————————

オーシャンビュー赤根崎 送泉ポンプ交換工事
長野県某所 浴槽設備配管改修工事
熱海 古屋旅館 新設温泉配管敷設工事
熱海 古屋旅館 温泉設備総合維持保全工事
小田急 ホテル はつはな 温泉設備改修工事
熱海 某個人邸 ジェットバス改修工事
ZEN伊豆山研修センター 給水タンク制御改修工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉設備維持保全工事

■ 2019年9月 ——————————

熱海 新かどや旅館 温泉制御系統調査
熱海 高谷ビル 給水系統突発対応工事
長野県某所 浴槽維持保全工事
熱海 新かどや旅館 源泉井戸調査工事
熱海 東横イン 揚水ポンプ突発対応工事

■ 2019年8月 ——————————

星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉設備維持保全工事
鳥取県 大山レークホテル 温泉設備改修工事
熱海 湯の花膳 秀花園 温泉設備突発対応工事
熱海 古屋旅館 温泉設備突発対応工事

■ 2019年7月 ——————————

星野リゾート 界 熱海 温泉用制御盤交換工事
星野リゾート 界 熱海 緊急対応工事
長野県某所 機械室排水系統改修工事
オーシャンビュー赤根崎 源泉水中ポンプ性能維持工事
ZEN伊豆山研修センター 揚水ポンプ交換工事
長野県某所 浴槽設備バイパス改修工事

湯河原 温泉旅館 水月 温泉熱源機器設置工事
湯河原 オレンジドーム 温泉設備改修工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉設備維持保全工事
熱海 湯の花膳 秀花園 新館熱源改修工事
熱海 古屋旅館 客室露天給湯設備工事
小田急 箱根 ハイランドホテル 温泉設備改修工事
リ・カーヴ箱根 災害復旧緊急対応工事

■ 2019年6月 ——————————



施工実績
温泉設備 施工実績 (2021年8月現在)

■ 2019年5月 ——————————

オーシャンビュー赤根崎 源泉井戸揚湯管入替工事
オーシャンビュー赤根崎 温泉槽洗浄工事
リ・カーヴ箱根 露天風呂熱源配管改修工事
小田急 箱根 山のホテル 男子内風呂温泉設備改修工事
箱根自動車振興会 温泉設備維持保全工事
ベトナムクアンニン省 温泉施設計画 温泉コンサルタント業務

■ 2019年4月 ——————————

オーシャンビュー赤根崎 緊急温泉供給対応
小田急 箱根 山のホテル 温泉輸送計画工事
リラックスリゾート熱海 温泉設備維持保全工事
オーシャンビュー赤根崎 温泉井戸緊急調査
熱海 湯の花膳 秀花園 制御盤改造工事
小田急 箱根 山のホテル 温泉設備修繕工事
ダイヤモンドリゾート御殿場 温泉設備維持保全工事
リ・カーヴ箱根 地下ピット排水系統改修工事
熱海 古屋旅館 温泉設備改修工事
熱海 古屋旅館 温泉温調回路改善工事
熱海 古屋旅館 施設温泉管敷設工事

■ 2019年3月 ——————————

熱海 四合院温泉プロジェクト 温泉井戸揚湯試験
熱海 四合院温泉プロジェクト 温泉コンサルティング業務
星野リゾート リゾナーレ熱海 非常給湯回路増設工事
小田急 ホテル はつはな 温泉設備改修工事
グランヴェール強羅 プール設備配管改修工事

■ 2019年2月 ——————————

リ・カーヴ箱根 衛生設備改修工事
熱海ベイフロント 温泉設備突発対応工事
熱海 古屋旅館 温泉設備改修工事
グランヴェール強羅 給水用流量計設置工事
鞍掛ゴルフクラブ 温泉設備改修工事

熱海TENSUI 熱源ポンプ交換工事
MOA大仁農場 浄化槽改修工事
星野リゾート リゾナーレ熱海 温泉設備改修工事
グランヴェール強羅 温泉設備漏水調査

■ 2019年1月 ——————————


