
■ サッポロビール千葉工場

■ ｾﾌﾞﾝ・ｲﾚﾌﾞﾝ猪苗代白鳥浜店

■ 札幌市 サンピアザ光の広場天窓

■ 新札幌駅隣 デュオ１

■ 大阪 トヨタサンテラス布施店 ■ 岡山県備前市役所「議会事務局ほか」

■ 兵庫県明石市 川崎重工業㈱技術開発本部

■ 新潟大学 ■ 江戸川区民ホール

■ 北小岩コミュニティー会館

■ 総務省 情報通信政策研究所

■ 大和ハウス



■ 西鉄祇園ビル ■ 千葉マリンスタジアム ■ 小田急ロマンスカー

■ 東京タワー ■ 東武 藤が丘カントリー倶楽部■ 墨田区役所エレベーター

■ 山梨県中央市玉穂庁舎

■ イトーヨーカ堂

■ 構造計画■ イトーヨーカ堂

■ 桐生高校■ 市川小学校

■ 構造計画 ■ 富士フィルム ■ 三井不動産



石川県金沢市

江守クリニック
京都市

なごみの里病院

北海道 多田内科病院熊本県 済生会熊本病院

京都市｢医療法人十全会
京都東山老年サナトリウム｣

病院・ホテル関連施設

愛知県 名古屋市
特別養護老人ホーム

松寿苑

愛知県名古屋市
はちや整形外科

千葉県銚子市
島田総合病院

岡山県備前市
特別養護老人ホーム

深谷荘

愛知県名古屋市
介護付き老人ホーム
「ベティさんの家楠」

北海道函館市
函館多田内科医院

東京都墨田区
卜部医院

日本医科大学千葉北総病院静岡県 三島中央病院 JR九州病院 SJR別院
（介護付老人ホーム）

ウィンザーホテル洞爺湖リゾート＆スパ

ホテルオークラ千葉アカデミアパーク

兵庫県淡路市 ウェスティンホテル淡路島 静岡県下田市 ホテルジャパン下田

和歌山県
エクシヴ白浜 ラウンジとスパを施工

和歌山県
エクシヴ白浜アネックス



鹿児島県阿久根市役所１Ｆ市民課

株式会社ニッセーデリカ 福島工場

北海道 倶知安プール

札幌市厚別区役所区長室

（独）日本原子力研究開発機構
高崎研究所ベンチャー棟

東京学館新潟高等学校佐賀県私立某高等学校

いばらき量子研究センター

茨城県稲敷市某ゴルフ場和歌山県 餃子の王将 延時店



省エネECOガラスコート施工実績■■ ECOビジネス倶楽部

神奈川・西鎌倉 洋菓子屋「レ・シュー」
SP施工

茨城・つくば市 チャペル
「ザ・ハウス・オブ・ブランセ」
ECOガラスコート施工

東京・千代田区「ディアーズブレイン本社」
ＳＰ施工

東京都・表参道 「根津美術館」
ＳＰ施工

東京・文京区ホテル「椿山荘」
ＳＰ施工

埼玉・吉川市 老人ホーム
「吉川平成園」 ＳＰ施工

東京・世田谷区 事務所
「日本電化工機㈱」
ＥＣＯガラスコート施工

千葉・南房総市 ホテル
「グランドホテル太陽」
ＳＰとＥＣＯガラスコート施工

茨城・常陸大宮市
「御前山小学校」

省エネガラスコート施工

神奈川・横浜市 BAR
「カサブランカ」
ＳＰ 施工



平成２２年　４月１日現在
住所 施工先名 施工面積 施工場所

東京都 東京薬科大 100㎡ 図書室

東京 墨田区役所 20㎡ エレベーター５基

東京 スパディオ 80㎡ スーパー銭湯

東京・大阪 ユニティ 300㎡ 事務所

東京 構造計画 650㎡ 事務所

東京都 TESSEN（２ヵ所） 40㎡ 美容室

東京都台東区 樋口一葉記念館 10㎡ エレベーターホール

札幌市 丸山動物園 20㎡ 喫煙室

北海道洞爺湖 ウインザーホテルサミット会場 40㎡ 客室

秋田 サンクス 30㎡ コンビニ

秋田 ジェムコ 150㎡ 事務所

仙台 アウトレッドモール 250㎡ 店舗

茨城 茨城トヨタ 60㎡ ショールーム

埼玉県 トヨタレンタリース　大宮 60㎡ 事務所

埼玉行田市 スーパー 100㎡ ショーウインド

埼玉 ニッポンレンタカー 60㎡ 事務所

埼玉 イトーヨーカ堂物流センター 80㎡ 物流センター

埼玉 立教大学 150㎡ 研究棟

千葉県 セントラル木更津マリーナ 120㎡ ヨットハーバー

千葉 下水処理場 100㎡ 下水処理場

千葉 日清オイリオ 40㎡ 事務所

千葉 千葉ロッテマリーンスタジアム 150㎡ 観客席

千葉 カーディーラー・自動車販売店3箇所 200㎡ ショールーム

千葉県木更津 ホテルオークラ木更津 60㎡ ロビー・レストラン

茨城県 藤が丘カントリー倶楽部 250㎡ ゴルフ場メインダイニング

山梨県 中央市庁舎 87㎡ 市庁舎

長野 長野計器 60㎡ 工場

横浜市緑区 東京工業大学 120㎡ 精密工学研究所

神奈川 エイボン化粧品 200㎡ 工場

神奈川 富士フィルム 320㎡ 工場

神奈川 イトーヨーカ堂本牧店 20㎡ 店舗

神奈川 コンビニスリーエフ 33㎡ 店舗

神奈川 小田急電鉄 160㎡ 新型ロマンスカー

名古屋市 特老ホーム 350㎡ 特老ホーム

名古屋 アパレル会社 1500㎡ ビル全窓

静岡県 ホテルジャパン下田 300㎡ ホテルロビー・ラウンジ・レストラン

石川県金沢市 金沢大学 100㎡ 事務所

岐阜県関市 ㈱ブリヂストン関工場 38㎡ 工場

京都府 十善会病院 415㎡ 病室

京都府 日本電産　本社 780㎡ 事務所

大阪 岸和田市役所 630㎡ 事務所

大阪 ユニバーサルスタジオジャパン 40㎡ 施設

大阪市 スーパー玉出 50㎡ 店舗

和歌山 エクシヴ白浜 235㎡ 客室・ラウンジ

兵庫県 ホテルオオタニ 500㎡ ホテル客室

兵庫県 新宝塚カントリークラブ 40㎡ コンペルーム

兵庫県 ネッツトヨタ兵庫　相生店他４店舗 450㎡ ショールーム

兵庫県 ウエスティンホテル淡路 584㎡ ホテル客室

熊本県 済生会熊本病院 250㎡ 病院

福岡県 西鉄バス 100㎡ 3台

福岡県 西鉄祇園ビル 200㎡ ビル全窓

福岡県 JR老人ホーム 140㎡ JR老人ホーム

福岡県 JR新幹線博多駅 300㎡ 6、7、8F

長崎県佐世保市 ハウステンボス　 500㎡ 店舗、レストラン、ホテル

長崎 佐世保サンピア 60㎡ レストラン

長崎 長崎水産センター 560㎡ 事務所ビル

千葉県・佐賀県有田 パチンコ店 1500㎡ パチンコ店多数

中国杭州市 人民大会堂 5000㎡ 人民大会堂

中国　上海市 上海地鉄 500㎡ モノレール

省エネガラスコート施工先


