
●省エネガラスコート（官公庁・学校・公共施設）

【札幌市厚別区役所区長】 【墨田区役所エレベーター】

【群馬県立桐生高等学校】

【札幌市厚別区役所区長室】

【岡山県備前市役所】

【新潟大学】

【江戸川区民ホール】 【北小岩コミュニティー会館】

【山梨県中央玉穂庁舎】 【市川小学校】

【円山動物園　西口喫煙室】 【総務省情報通信政策研究所】



●省エネガラスコート（官公庁・学校・公共施設）

【東京タワー】 【白帆台保育園】

【サンピアザ光の広場天窓】 【社会福祉法人 青鳥会 吉野学園】

【根津美術館】 【関西空港】

【佐賀県私立某高等学校】 【東京学館新潟高等学校】

【鹿児島県阿久根市役所】 【佐倉市役所】

【立教大学新座キャンパス】 【東海大学菅生高等学校】



●省エネガラスコート（官公庁・学校・公共施設）

【岸和田市役所】

【北海道 倶知安町営プール】 【長野県須坂市役所】

【石川県ふれあい昆虫館】

【御前山小学校】

【筑波大学】

【台湾モノレール駅】

【伊達市役所本庁舎・梁川分庁舎】

【さわやかアイリス学園】

【ちゃいるどはうす保育園】

【川端龍子記念館】

【熊谷恒子記念館】



●省エネガラスコート（官公庁・学校・公共施設）

【鹿児島市役所 松元支所庁舎】 【知覧特攻平和会館 展示室】

【鹿児島県上野原縄文の森 展示館】

【小美玉市役所】 【中川学園 調理専門学校】



●省エネガラスコート（ホテル・病院・特老）

【名古屋市介護付き老人ホーム】

【函館市函館多田内科医院】 【静岡県三島中央病院】 【JR九州病院　SJR別院】

【卜部医院】 【老人ホーム吉川平成園】

【東急病院】 【某病院】

【なごみの里病院】 【金沢市江守クリニック】 【名古屋市はちや整形外科】 【銚子市島田総合病院】

【特別養護老人ホーム松寿苑】 【熊本県　済生会熊本病院】 【日本医科大学千葉北総病院】 【北海道多田内科病院】

【医療法人十全会京都東山老年サナトリウム】 【特別養護老人ホーム：深谷（ﾐﾀﾆ）荘】



●省エネガラスコート（ホテル・病院・特老）

【ウィンザーホテル洞爺湖リゾート＆スパ】

【椿山荘１１Ｆマーガレット】 【結婚式場ザ・ハウス・オブ・ブランセ】

【ウエスティンホテル淡路島】

【コスモスクエア】 【会津中央病院】

【（結婚式場）ザ スタイルオブ エクセレント】 【ブランヴェールアベニュー熊本】

【和歌山県エクシヴ白浜アネックス】

【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】

【ホテルオークラ千葉アカデミアパーク】



●省エネガラスコート（ホテル・病院・特老）

【ホテルニューニシノ】

【高齢者等複合施設「風と光」】 【鹿児島市吉田福祉センター】

【（結婚式場）ザ スタイルオブ エクセレント】 【こまどり保育園】

【鹿児島県民総合保健センター】 【城山観光ホテル】



●省エネガラスコート（事務所・他）

【東電不動産「ＦＩＳＨ・ＯＮ！鹿留」】【東電不動産「ＦＩＳＨ・ＯＮ！王禅寺」】

【ガリバー鈴鹿店】 【コーエーテクモリブ】

【日本原子力研究開発機構】 【東武藤が丘カントリー倶楽部】

【イトーヨーカ堂埼玉物流センター】 【イトーヨーカ堂本牧店】

【二木ゴルフ田園調布店】 【洋菓子店 レ・シュー】

【広島市セブンイレブン】 【東急ストア武蔵小山店】



●省エネガラスコート（事務所・他）

【駒井鉄工】 【美容室モードケイズ】

【小田急ロマンスカー】 【セブン・イレブン猪苗代白鳥浜店】

【構造計画研究所 ホルスタイン会館】 【構造計画研究所 本館】

【西鉄祇園ビル】 【富士フィルム 足柄工場】

【ピアウエストスクエア チェネルマーククラブ会員制プール】 【和歌山県 餃子の王将 延時店】

【いばらき量子研究センター】 【大和ハウス工業】



●省エネガラスコート（事務所・他）

【某倶楽部会館】 【某設計事務所】

【大阪トヨタショールーム】 【川崎重工業技術開発本部】

【ディアーズブレイン】 【屋形船あみ貞丸】

【レッドロブスター】 【社宅】

【日本金属】 【茨城県稲敷市某ゴルフ場】

【サッポロビール千葉工場】 【新札幌駅隣デュオ1】



●省エネガラスコート（事務所・他）

【バー カサブランカ】

【ＳＥＯＵＬ市施設管理公団本部ビル】 【京畿道　龍仁市　ＥＶＥＲＬＡＮＤ　ＲＥＳＯＲＴ】

【某事務所】【ザ・めしや】

【某事務所】 【某事務所】

【某金融公庫】 【某事務所】 【某バス】

【日本電化工機】 【仙台アウトレットモール】 【日吉東急アベニュー】【サドルメン】

【ニッセーデリカ 福島工場】【某工場】



●省エネガラスコート（事務所・他）

【ａｕショップ赤羽店】

【ＴＪＭデザイン】 【某事務所】

【会津ガス】 【三春工業】

【ふくしま市町村建設支援機構】 【会津鶴ケ城会館】

【須藤エンタープライズ】【ニラク 万世店】

【福島銀行 本店ＩＴ室】 【ＩＨＩ機械システム 本宮事業所】

【ニラク 鳥谷野店】 【まちなか宝生園】

【東芝エレベータ 北海道支社】



●省エネガラスコート（事務所・他）

【上総富士ゴルフクラブ】

【某事務所】 【某事務所】

【川越カントリークラブ】

【パナソニック北関東】

【遠藤食品】

【自治労会館】

【三菱電機ライフサービス】 【都内某デパート】

【ナリコー 富里ホール】 【ナリコー 香取ホール】

【ナリコー 寺台ホール】 【ナリコー クリーンセンター】



●省エネガラスコート（事務所・他）

【ファニューチャーアウトレット オンリーワン国分野口店】 【ユタカ産業】

【ヒューズ鹿屋店（服飾販売店舗）】

【ドレスサロンアンジェリーナ】 【まいどおおきに食堂 東開食堂】

【まいどおおきに食堂 加治木食堂】 【日本年金機構　鹿児島事務センター】

【ナリコー 本社】 【アルバック 千葉富里工場】

【つくし調剤薬局】 【リプラス】



平成２４年０４月１８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

墨田区役所 20㎡ エレベーター５基

東急病院 35㎡

スパディオ 80㎡ スーパー銭湯

東京都・大阪府 ユニティ 300㎡ 事務所

東京都 構造計画 650㎡ 事務所

ＴＥＳＳＥＮ（２ヵ所） 40㎡ 美容室

ＦＭ東京 495㎡

東京ＭＸＴＶ本社 130㎡

某事務所 3,823㎡

ＭＴコスメティックス 32㎡

王子電機 18㎡

日本上下水道設計㈱ 93㎡

玉寿司 立川店 5㎡

丸の内よろず 16㎡

田島スチール㈱ 7㎡

創芸社 84㎡

ウシオライディング 56㎡

ＳＶＳコーポレーション 63㎡

ウインインターナショナル 6㎡

株式会社クラスアクト 10㎡

自治労会館第１会館 50㎡ 会議室・理事長室

東京リボン 11㎡

中野冷機 19㎡

日立国際電気 9㎡

トーシンパートナーズ 111㎡

ＴＪＭデザイン 45㎡

ブラステル㈱ 25㎡

王子ファインプロダクト 20㎡

大和小田急建設本社 383㎡

味の素 53㎡

㈱パワーズプロジェクトマネジメント 56㎡

㈱パワーズアンリミテッド 38㎡

東急病院 50㎡

バイオマス燃料供給有限責任事業組合 36㎡

二木ゴルフ 田園調布店 28㎡ 店舗

独立行政法人 電子航法研究所 67㎡ 事務所・吹き抜け入り口

日本金属株式会社 16㎡ 事務所

東急ストア 武蔵小山店 25㎡ 店舗

日本電化工機株式会社 77㎡ 事務所

株式会社ディアーズ・ブレイン 10㎡

根津美術館 20㎡ 美術館

特許法律事務所 4㎡ 事務所

東京大学 9㎡

東海大学菅生高等学校 364㎡ 昇降口・渡り廊下

三浦印刷株式会社 52㎡

小池ビル 24㎡

東京家政大学・短大部　板橋キャンパス 10㎡

株式会社つばめや 6㎡

江戸川区立総合区民ホール 1,526㎡

樋口一葉記念館 10㎡ エレベーターホール

ファースト・ファシリティーズ株式会社 9㎡

コニカミノルタエンジニアリング(株) 38㎡ 食堂

大田区立　川端龍子記念館 160㎡

大田区立　熊谷恒子記念館 30㎡

総務省 情報通信政策研究所 107㎡

チャネルマーククラブ 88㎡ 会員制プール

札幌市 丸山動物園 27㎡ 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

倶知安プール（260℃-エコ) 150㎡

凸版印刷株式会社(5F事務室） 9㎡ 事務所

ジャスコ平岡店イベントホールトップライト 207㎡

札幌市厚別区役所区長室 22㎡

エクシオ中島公園8Fホール 4㎡

サンピアザ光の広場 265㎡

デュオ.1 62㎡

ロジェ湯川 62㎡

宗教法人 札幌独立基督教会 144㎡

駒ヶ岳大沼家畜診療所 30㎡

東芝エレベータ(株)北海道支社 41㎡

函館大谷短期大学付属幼稚園 48㎡

函館多田内科医院 20㎡

秋田県 サンクス 30㎡ コンビニ

ジェムコ 150㎡ 事務所

宮城県仙台 アウトレットモール 250㎡ 店舗

ほこだて仏光堂 33㎡

登米市迫庁舎 299㎡

花の杜ゴルフクラブ 15㎡ ゴルフ場売店

福島県 ユアスタッフ 15㎡ 事務所

伊達市役所 1,197㎡ 市役所

さわやかアイリス学園 42㎡

郡山養護学校 3,800㎡ 全体

平養護学校 2,200㎡ 全体

省エネガラスコート施工先



日東紡 41㎡

モーニング菜根本店 23㎡

前澤給装工業 118㎡

㈱ニラク　平店 183㎡

㈱ニラク　郡山並木店 53㎡ 店舗

㈱ニラク　郡山大槻店 14㎡

㈱ニラク　鳥谷野店 104㎡

㈱ニラク  万世店 64㎡ トップライト

ケイセンビジネス公務員カレッジ 11㎡

富士通アイソテック労働組合 10㎡ 事務所

㈱ニッセーデリカ福島工場 74㎡ 事務所

㈱富士通アイソテック・エフィアイティフロテイア 16㎡ 事務所

日本インテグリス㈱米沢工場 53㎡ 事務所

ＩＨＩ機械システム 7㎡ 事務所

財団法人ふくしま市町村建設支援機構 84㎡ 3.4階

会津鶴ヶ城会館 69㎡ 会館

玉川税理士事務所 22㎡ 事務所

水土里ネット福島（福島県土地改良会館） 264㎡ 会館

福島銀行 9㎡

まちなか宝生園 48㎡ 8Fホール

会津中央病院 111㎡ 在宅事業部

須藤エンタープライズ㈲ 15㎡ 事務所

株式会社マインド 29㎡

磐梯町物産館 52㎡

猪苗代町セブン・イレブン白鳥浜店 39㎡

三春工業（株）白沢工場 33㎡

会津ガス株式会社 23㎡

株式会社清水公夫研究所 68㎡

ＪＴ郡山工場 11㎡

茨城県 茨城トヨタ 60㎡ ショールーム

御前山小学校 66㎡ 図書室

ザ・ハウス・オブ・ブランセ 31㎡ 結婚式場

藤が丘カントリー倶楽部 250㎡ ゴルフ場メインダイニング

いばらき量子研究センター 57㎡

稲敷市ゴルフ場 114㎡

独立行政法人 防災科学技術研究所 6㎡ 研究交流棟第一セミナー放映機械室

筑波大 60㎡

栃木県 ひととのやカントリー倶楽部 81㎡ ゴルフ場

遠藤食品株式会社 21㎡

群馬県 日本原子力研究開発機構 高崎量子応用研究所 356㎡

神奈川県 三菱ふそう 29㎡ 事務所

神奈川三菱ふそう本社 224㎡ 事務所

新百合ヶ丘エルミロード 140㎡ トップライト

株式会社NTC 61㎡ 事務所

中津川カントリークラブ 71㎡ レストハウス

かず整形外科クリニック 44㎡

小田急海老名診療所 63㎡ 事務所

明治ケンコーハム 20㎡ 事務所

江ノ島電鉄本社 13㎡

ＦＩＳＨ・ＯＮ！王禅寺店 27㎡ 釣堀

コーエーテクモリブ 10㎡ 事務所

東急ストア 日吉店 20㎡ 駐車場

有限会社レ・シュー 38㎡ 店舗

カサブランカ株式会社 19㎡ バー

エイボン化粧品 200㎡ 工場

富士フィルム 320㎡ 工場

富士フィルム 16㎡ 事務所

イトーヨーカ堂本牧店 20㎡ 店舗

コンビニスリーエフ 33㎡ 店舗

小田急電鉄 160㎡ 新型ロマンスカー

東京工業大学 120㎡ 精密工学研究所

千葉県 セントラル木更津マリーナ 120㎡ ヨットハーバー

国立病院機構下総精神医療センター 136㎡ 事務所

君津カントリークラブ 127㎡ レストハウス

千葉医療センター 32㎡

駒井鉄工株式会社 34㎡ 事務所

千葉日産自動車 8㎡ 事務所

株式会社シー・エヌ 7㎡

本家かまどや　都町店 13㎡ 店舗

本家かまどや　新港店 13㎡ 店舗

島田総合病院 120㎡ 病室

下水処理場 100㎡ 下水処理場

日清オイリオ 40㎡ 事務所

カーディーラー・自動車販売店3箇所 200㎡ ショールーム

サッポロビール千葉工場 85㎡

ホテルオークラ木更津 60㎡ ロビー・レストラン

つくし調剤薬局 61㎡

アルバック 千葉富里工場 394㎡

リコナー 本社 59㎡

リコナー クリーンセンター 179㎡

リコナー 寺台ホール 173㎡

リコナー 香取ホール 109㎡

リコナー 富里ホール 90㎡

リプラス 36㎡

佐倉市役所 12㎡ 事務所

西部保健センター 245㎡ トップライト



埼玉県 トヨタレンタリース　大宮 60㎡ 事務所

株式会社遠山製作所 84㎡ 事務所

サクセス 38㎡

ミクロ電子株式会社 74㎡ 事務所

社会福祉法人平成会 特別養護老人ホーム吉川平成園 4㎡ 事務所

東大宮モデルハウス 29㎡

奥村印刷 10㎡

スーパー 100㎡ ショーウインド

ニッポンレンタカー 60㎡ 事務所

金融 45㎡ 事務所

イトーヨーカ堂物流センター 80㎡ 物流センター

立教大学 150㎡ 研究棟

山梨県 中央市玉穂庁舎 87㎡ 市庁舎

ＦＩＳＨ・ＯＮ！鹿留店 55㎡ 釣堀

長野県 長野計器 60㎡ 工場

新潟県 国立大学法人新潟大学 388㎡ 医学系校舎

㈱新潟藤田組　本社及びF-BOX 20㎡ 事務所

東京学館新潟高等学校 16㎡

和歌山県 餃子の大将　延時店 101㎡ 店舗

エクシヴ白浜 235㎡ 客室・ラウンジ

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

ダイワハウス掛川（営） 15㎡

愛知県 特老ホーム 350㎡ 特老ホーム

レッドロブスター名古屋港ガーデンピア 21㎡ 店舗

アパレル会社 1,500㎡ ビル全窓

介護付有料老人ホーム　ベティさんの家楠 34㎡ 老人ホーム

食品スーパーおおたにや 20㎡ スーパー

ライフエコグッズ 18㎡ 店舗

ＤＩＣ（株）小牧工場　＝旧・大日本インキ 46㎡ 事務棟

石川県 金沢大学 100㎡ 事務所

江守クリニック 28㎡ クリニック

白帆台保育園 13㎡ 保育園

北信越柔整専門学校 10㎡ 事務所

岐阜県 ㈱ブリヂストン関工場 38㎡ 工場

滋賀県 京セラ㈱　滋賀野洲事業所 27㎡ 事務所

福田金属箔粉工業㈱　滋賀工場 38㎡ 事務所

京都府 京セラ㈱中央研究所 25㎡

十善会病院 415㎡ 病室

日本電産　本社 780㎡ 事務所

㈱秀インターワン 17㎡

㈱戸川 20㎡ 事務所

餃子の大将　名神東インター店 16㎡ 店舗

大阪府 岸和田市役所 630㎡ 事務所

スーパー玉出 50㎡ 店舗

ユニバーサルスタジオジャパン 40㎡ 施設

㈲クラウド 15㎡ 事務所

兵庫県 ホテルオオタニ 500㎡ ホテル客室

新宝塚カントリークラブ 40㎡ コンペルーム

モードケイズ 宝塚店 66㎡ 美容室

ネッツトヨタ兵庫　相生店他４店舗 450㎡ ショールーム

三重県 ガリバー23号鈴鹿店 87㎡ 店舗

ウエスティンホテル淡路 584㎡ ホテル客室

本田技研工業 鈴鹿アクティブランド 43㎡

広島県 大和橋医院 49㎡

安藤建設株式会社 広島支社 18㎡ 事務所

新和金属株式会社 13㎡

福岡県 久留米自衛隊駐屯地 1,200㎡ 事務所

味の素九州支店 27㎡

西鉄バス 100㎡ 3台

西鉄祇園ビル 200㎡ ビル全窓

ＪＲ老人ホーム 140㎡ JR老人ホーム

佐賀県 某私立高等学校 1,269㎡ 学校

ＪＲ新幹線博多駅 300㎡ 6、7、8F

長崎県 ハウステンボス　 500㎡ 店舗、レストラン、ホテル

長崎県諫早まるみつⅠ店 37㎡ 店舗

佐世保サンピア 60㎡ レストラン

熊本県 済生会熊本病院 250㎡ 病院

まるみつ東バイパス店 50㎡ 店舗

大分県 コープ下郡 46㎡ スーパー

長崎水産センター 560㎡ 事務所ビル

宮崎県 ナギサストア 25㎡ 店舗

宮崎日産自動車株式会社・大塚店 9㎡ 事務所

鹿児島県 阿久根市役所 55㎡ 市役所

JR九州ホテル鹿児島 281㎡ ホテル

ヒューズ鹿屋店（服飾販売店舗） 30㎡

日本年金機構　鹿児島事務センター 50㎡

鹿児島県民総合保健センター 30㎡

鹿児島市吉田福祉センター 30㎡

鹿児島県上野原縄文の森 展示館 300㎡

鹿児島市役所 松元支所庁舎 270㎡

千葉県・佐賀県有田 パチンコ店 1,500㎡ パチンコ店多数

中国杭州市 人民大会堂 5,000㎡ 人民大会堂

中国　上海市 上海地鉄 500㎡ モノレール

中国シンセン ビル 5,000㎡ 事務所

中国　香港 ショッピングモール 1,000㎡ 天井窓

中国　香港 香港理工大学 200㎡ 大学天井窓



台湾 モノレール3ステーション 800㎡ 駅

韓国 ソウル施設公団 200㎡ ビル

韓国 カンナムセンタービル 2,000㎡ サムスン重工本社ビル

55,793㎡
※個人宅・マンションおよび代理店・施工店契約先、
ＯＥＭ供給先における施工先については、
上記以外で多数になる為、全てを記入しておりません。


