
施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成2年 　1月 グリーンパーク綾瀬 神奈川県 710

平成2年 　2月 東三河カラー 愛知県 1,133

平成2年 　2月 宝塚ファミリーランド 兵庫県 880

平成2年 　2月 ＮＥＣ　日本電気 神奈川県 850

平成2年 　2月 西武球場 埼玉県 700

平成2年 　2月 鶴ケ島テニスコート 埼玉県 1,360

平成2年 　2月 稲沢テニスコート 愛知県 5,120

平成2年 　2月 グリーンミュージアム 愛知県 680

平成2年 　2月 小田原テニスコート 神奈川県 660

平成2年 　2月 原農機　駐車場 愛知県 1,260

平成2年 　2月 パークファイブ 愛知県 1,180

平成2年 　2月 花博覧会 大阪府 1,330

平成2年 　2月 ルネッサンス棚倉道路 福島県 1,677

平成2年 　3月 香港 海外/香港 2,220

平成2年 　3月 熊野中学校プール新築 広島県 500

平成2年 　3月 三河日産 愛知県 980

平成2年 　3月 日産プリンス　名岐中古車センター 愛知県 1,040

平成2年 　3月 植田独身寮 愛知県 560

平成2年 　3月 名古屋市立栄小学校 愛知県 540

平成2年 　3月 山田印刷 愛知県 500

平成2年 　3月 日産サニー秋田販売㈱　大館営業所 秋田県 1,180

平成2年 　3月 専修大学付属高等学校 千葉県 1,192

平成2年 　3月 雪印 千葉県 995

平成2年 　3月 大館ジョギングコース 栃木県 2,433

平成2年 　3月 山口県ローラースケート場 山口県 672

平成2年 　3月 伊豆テニスコート 静岡県 4,830

平成2年 　4月 県営旭住宅外交工事 愛知県 1,120

平成2年 　4月 香港 海外/香港 2,880

平成2年 　4月 台湾 海外/台湾 11,200

平成2年 　4月 マツダオート三重　津営業所 三重県 1,080

平成2年 　4月 アイテックステニスコート 愛知県 560

平成2年 　4月 河西町農協倉庫 秋田県 1,240

平成2年 　5月 台湾 海外/台湾 10,370

平成2年 　5月 新鳥羽水族館 三重県 1,880

平成2年 　5月 セイレイ学園 愛知県 500

平成2年 　5月 千種小学校 愛知県 1,140
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成2年 　5月 戸田市歩道カラー 埼玉県 520

平成2年 　5月 おいせ中学校　プール 愛知県 880

平成2年 　5月 上野子供動物公園 東京都 2,320

平成2年 　5月 下妻テニスコート 茨城県 600

平成2年 　5月 日本マタイテニスコート 埼玉県 560

平成2年 　5月 日本モンキーパーク 岐阜県 1,840

平成2年 　6月 スズキ自販　弘前営業所 青森県 520

平成2年 　6月 香港 海外/香港 1,480

平成2年 　6月 春日出プール 大阪府 960

平成2年 　6月 神野倉小学校 愛知県 700

平成2年 　6月 トヨタ自動車　外山工場 愛知県 500

平成2年 　6月 サンスポーツテニスコート 愛知県 2,640

平成2年 　6月 サニーカントリーテニスコート 長野県 2,025

平成2年 　6月 下館ジョギングコース 茨城県 620

平成2年 　7月 芝政プール 福井県 1,300

平成2年 　7月 高宮虹の家族村 広島県 4,070

平成2年 　7月 池田小学校 岐阜県 500

平成2年 　7月 牛久テニスコート 茨城県 3,990

平成2年 　7月 銀波荘プール 愛知県 500

平成2年 　7月 軽井沢丸紅保養所　テニスコート 長野県 2,000

平成2年 　7月 大宝会館 愛知県 1,200

平成2年 　7月 県立伊吹運動場 滋賀県 3,300

平成2年 　7月 行田テニスコート 埼玉県 934

平成2年 　7月 ホームセンター三星 愛知県 1,940

平成2年 　7月 エッソガソリンスタンド 愛知県 560

平成2年 　7月 大阪市春日出プール 大阪府 1,121

平成2年 　7月 龍ヶ崎テニスコート 茨城県 650

平成2年 　7月 トヨタ駐車場 愛知県 530

平成2年 　8月 香港 海外/香港 660

平成2年 　8月 針尾スケート場 長野県 3,420

平成2年 　8月 ライフプラザ古見 愛知県 1,260

平成2年 　8月 石岡市公園内遊歩道 茨城県 740

平成2年 　8月 戸塚テニスコート 神奈川県 1,320

平成2年 　8月 広島ふれあいの里 広島県 1,439

平成2年 　8月 サンシティーパークヒルズ秋葉台 愛知県 1,440

平成2年 　9月 香川トヨタ 香川県 1,320
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成2年 　9月 東運開発㈱　屋上ヘリポート 東京都 540

平成2年 　9月 ホリデーインホテル 愛知県 1,600

平成2年 　9月 フタバ産業㈱　テニスコート 愛知県 1,680

平成2年 　9月 学校法人専修大学松戸高等学校 千葉県 960

平成2年 　9月 ヤナセ別館 東京都 500

平成2年 10月 太陽石油 愛知県 580  G

平成2年 10月 富士食品テニスコート 静岡県 1,740

平成2年 10月 潮浜グリーンセンター内スポーツセンター歩道 千葉県 1,000

平成2年 10月 蕨市市道Ｂ－３０号線 埼玉県 688

平成2年 10月 戸塚消防訓練センター 神奈川県 1,208

平成2年 10月 パークシティー 神奈川県 800

平成2年 10月 霧田布岬線　交通安全工事 北海道 2,640

平成2年 10月 香港 海外/香港 1,740

平成2年 11月 防府競輪場 山口県 880

平成2年 11月 昭和千葉工場新築 千葉県 1,300

平成2年 11月 クレオ豊岡工場 静岡県 1,000

平成2年 11月 尾高高原テニスコート 三重県 780

平成2年 11月 新川県単河川 千葉県 600

平成2年 11月 春日井モービル 愛知県 520  G

平成2年 12月 香港 海外/香港 9,635

平成2年 12月 旭市河川環境整備工事 千葉県 600

平成2年 12月 日産サニー四日市 三重県 920

平成2年 12月 行田ジェコーテニスコート 埼玉県 1,300

平成3年 　1月 杉本日誠公園 山口県 1,260

平成3年 　1月 多摩テック 東京都 4,200

平成3年 　1月 京都大宮公園 京都府 1,392

平成3年 　1月 近鉄四季の里テニスコート 三重県 1,760

平成3年 　1月 犬山リトルワールド 愛知県 620

平成3年 　1月 エクレール岩槻　テニスコート 埼玉県 680

平成3年 　2月 香港 海外/香港 3,400

平成3年 　2月 九州産業経済大学 宮崎県 1,130

平成3年 　2月 トヨタスチールセンター 愛知県 720

平成3年 　2月 クリーンセンターテニス 愛知県 700

平成3年 　2月 井戸野環境整備工事 千葉県 886

平成3年 　3月 東日本セキスイハイム製作所 宮城県 1,200

平成3年 　3月 ハワイ 海外/ハワイ 900
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成3年 　3月 屋代ダム整備工事 山口県 800

平成3年 　3月 下館市内国道５０号線カラー 茨城県 2,000

平成3年 　3月 山下公園駐車場 神奈川県 754

平成3年 　3月 日産カーパレス静岡 静岡県 6,374

平成3年 　3月 中町勤労青少年体育センター 兵庫県 1,276

平成3年 　3月 お茶の水女子大学付属中学校 東京都 1,015

平成3年 　3月 愛知学園 愛知県 600

平成3年 　3月 井上公園 愛知県 820

平成3年 　3月 児ノ口公園 愛知県 520

平成3年 　3月 野並小学校 愛知県 560

平成3年 　4月 緑の街プライベートテニスコート 愛知県 600

平成3年 　4月 東京窯業テニスコート 岐阜県 1,120

平成3年 　4月 愛知県農業協済組合 愛知県 2,020

平成3年 　4月 浦田温泉テニスコート 岐阜県 1,260

平成3年 　4月 高崎市厚生年金福祉センター 群馬県 1,400

平成3年 　4月 富士急ハイランド補修工事 山梨県 900

平成3年 　5月 日本モンキーパーク 岐阜県 1,580

平成3年 　5月 山中湖ＮＴＴテニスコート 山梨県 692

平成3年 　5月 北加茂工業団地 静岡県 1,440

平成3年 　5月 諏訪小学校 愛知県 660

平成3年 　5月 ユーストア上和田店 愛知県 500

平成3年 　5月 玉野市立大崎小学校　プール 岡山県 980

平成3年 　6月 平賀町立平賀中学校　改築 青森県 600

平成3年 　6月 香港 海外/香港 1,100

平成3年 　6月 長島中部小学校 愛知県 560

平成3年 　6月 明治小学校 愛知県 720

平成3年 　6月 光スポーツ公園 千葉県 4,280

平成3年 　6月 大竹学園テニスコート 愛知県 580

平成3年 　6月 今井浜東急リゾート 静岡県 640

平成3年 　6月 鈴鹿サーキット 三重県 980

平成3年 　6月 河川環境整備工事 千葉県 500

平成3年 　7月 横浜大桟橋 神奈川県 1,176

平成3年 　7月 足立学園テニス 愛知県 1,000

平成3年 　7月 蒲郡競艇場 愛知県 4,596

平成3年 　7月 東京電力　土浦営業所 茨城県 700

平成3年 　7月 カルビーテニスコート 茨城県 740
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成3年 　7月 新田町ふれあい広場 群馬県 1,338

平成3年 　7月 三共化成テニスコート 群馬県 700

平成3年 　7月 秩父ミューズパーク 埼玉県 720

平成3年 　7月 鶴ヶ峰バスターミナル 神奈川県 736

平成3年 　8月 香港 海外/香港 1,340

平成3年 　8月 松下通信　テニスコート 静岡県 1,150

平成3年 　8月 池貝鉄鉱 神奈川県 1,500

平成3年 　8月 谷原村　テニスコート 茨城県 700

平成3年 　9月 香港 海外/香港 1,560

平成3年 　9月 北沼公園 千葉県 780

平成3年 　9月 中古車センター 神奈川県 500

平成3年 　9月 弁天大橋　舗道塗装 静岡県 1,600

平成3年 　9月 ホテルニューオオタニ 東京都 540

平成3年 　9月 大成建設㈱　技術研究所　床 埼玉県 560

平成3年 10月 小田原競輪場 神奈川県 978

平成3年 10月 サミットテニスコート 愛知県 740

平成3年 10月 関ドライブイン 岐阜県 500

平成3年 10月 津山市立東小学校 岡山県 500

平成3年 10月 宇都宮市内車展示場 栃木県 500

平成3年 11月 新治村　テニスコート 群馬県 670

平成3年 11月 香港 海外/香港 1,360

平成3年 11月 早稲田大学　所沢 埼玉県 1,320

平成3年 11月 東洋アルミ　テニスコート 群馬県 770

平成3年 11月 オートラマ可児 岐阜県 1,660

平成3年 12月 八街町自転車置場カラー 千葉県 800

平成3年 12月 新三洋工場 愛知県 640

平成3年 12月 光スポーツ公園施設整備工事 千葉県 2,028

平成4年 　1月 テニスセンター小牧 愛知県 580

平成4年 　1月 三重健康福祉センター 三重県　 2,420

平成4年 　1月 ＣＢＳソニー屋上テニスコート 静岡県　 1,600

平成4年 　1月 鈴鹿サーキット 三重県　 3,600

平成4年 　1月 河内長野テニスコート 大阪府　 2,743

平成4年 　1月 八街町自転車置場 千葉県 800

平成4年 　2月 長良中学校 愛知県 560

平成4年 　2月 光スポーツセンター 千葉県 2,028

平成4年 　2月 リトルワールド（ペルー館） 愛知県 680
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成4年 　2月 豊正中学校 愛知県 560

平成4年 　3月 千葉競輪場 千葉県 750

平成4年 　3月 新明和寮舗装 山口県 560

平成4年 　3月 大桟橋 神奈川県　 800

平成4年 　3月 豊治小学校 愛知県 560

平成4年 　3月 瑞穂ヶ丘中学校 愛知県 560

平成4年 　3月 鈴鹿サーキット 三重県　 3,070

平成4年 　3月 備中矢掛宿街並み下座場 岡山県 860

平成4年 　3月 白島ＮＴＴ竹中外構 広島県 540

平成4年 　4月 御在所ロープウェイ 三重県　 940

平成4年 　4月 海老名市カラー 神奈川県　 660

平成4年 　4月 米野小学校 愛知県 700

平成4年 　4月 ホリデーイン豊橋 愛知県 520

平成4年 　4月 世田谷馬事公苑 東京都　 820

平成4年 　4月 ヤマモリ松阪工場 三重県　 780

平成4年 　4月 三次市営プール 広島県 1,360

平成4年 　5月 犬山モンキーパーク 岐阜県 1,700

平成4年 　5月 北栄小学校プール 愛知県 500

平成4年 　5月 ユーストア岐南 岐阜県 540

平成4年 　5月 イセキテニスコート 茨城県 650

平成4年 　5月 小学校　４校 愛知県 1,400

平成4年 　5月 津山市立北小学校 岡山県 540

平成4年 　5月 津山市立皿山小学校 岡山県 980

平成4年 　6月 香港向け 海外/香港 4,060

平成4年 　6月 岩間テニスコート 茨城県 1,700

平成4年 　6月 みこころ教会テニスコート 愛知県 700

平成4年 　6月 鈴鹿サーキット 三重県 2,680

平成4年 　7月 新旭川大通歩行者専用道路改修 北海道 800

平成4年 　7月 鈴鹿サーキット 三重県 668

平成4年 　7月 宇佐美テニスコート 静岡県 630

平成4年 　7月 亀岡テニスコート 京都府 640

平成4年 　7月 吉良町テニスコート 愛知県 980

平成4年 　7月 関東学院短期大学 神奈川県 1,475 SF-1000

平成4年 　8月 大塚工機テニスコート 群馬県 1,780

平成4年 　8月 夕張市水郷公園池底カラー 北海道 2,130

平成4年 　8月 昭和の森テニスコート改修 東京都 3,859
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成4年 　8月 インターナショナルスクール 神奈川県 800

平成4年 　9月 佐倉コニュニティーセンター 千葉県 920

平成4年 　9月 香港向け 海外/香港 1,140

平成4年 　9月 竹内メガネ 愛知県 760

平成4年 　9月 富山ローラースケート 富山県 1,910

平成4年 　9月 愛知県文化会館 愛知県 620

平成4年 　9月 秋田経済連子吉農協倉庫塗床 秋田県 800

平成4年 　9月 住友金属鉱山テニスコート 東京都 670 SF-1000

平成4年 10月 西濃プラットホーム 広島県 900

平成4年 10月 夕張市水郷公園 北海道 2,131

平成4年 10月 アンフィニ 愛知県 900

平成4年 10月 中京短期大学 愛知県 1,080

平成4年 10月 カネハツ食品千年倉庫 愛知県 600

平成4年 10月 滋賀県バイコロジー 滋賀県 1,620

平成4年 10月 安東中央幹線歩道維持修繕 静岡県 700

平成4年 10月 中古車展示場 東京都 1,079

平成4年 10月 鶴ヶ島テニスコート 埼玉県 1,130

平成4年 11月 香港向け 海外/香港 500

平成4年 11月 金谷町立テニスコート 静岡県 1,490

平成4年 11月 四日市市プール　６件 三重県 920

平成4年 11月 田宮サーキット 静岡県 672

平成4年 12月 リトルワールド 愛知県 720

平成4年 12月 テクノパーク内テニスコート 静岡県 940

平成4年 12月 海老名市歩道処理工事 神奈川県 1,072

平成4年 12月 東電技術開発センター 神奈川県 600

平成5年 　1月 香港向け 海外/香港 1,200

平成5年 　1月 ダイエー成田店 千葉県 1,800

平成5年 　1月 東電技術センター 神奈川県 534

平成5年 　2月 東海郵政デラクレーションセンター 愛知県 1,440

平成5年 　2月 昭和の森テニスコート 東京都 7,000

平成5年 　2月 早稲田実業高校体育館他 東京都 2,000

平成5年 　2月 土浦テニスコート 茨城県 1,500

平成5年 　3月 振甫中学校 愛知県 680

平成5年 　3月 シダミデラクレーションセンター 愛知県 680

平成5年 　3月 八幡中学校 愛知県 520 R800WS

平成5年 　3月 山ノ内製薬作業所 静岡県 1,400 SF-1000
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成5年 　3月 サンリョウ園芸センター 愛知県 1,300

平成5年 　3月 カナエフーズ 愛知県 500

平成5年 　3月 多摩テック 東京都 5,850

平成5年 　3月 鈴鹿サーキット 三重県 2,250

平成5年 　3月 東村山国立病院テニスコート 東京都 646

平成5年 　4月 日本モンキーパーク 愛知県 1,000

平成5年 　4月 香港向け 海外/香港 2,640

平成5年 　4月 名古屋駅コンコース 愛知県 900

平成5年 　4月 ユーストア笠松 岐阜県 500

平成5年 　4月 東京電力㈱川崎火力発電所 神奈川県 860

平成5年 　4月 東京　クレンインラインスケート場 千葉県 984

平成5年 　4月 大相模カントリークラブ 神奈川県 657

平成5年 　4月 亜細亜大学テニスコート 東京都 684

平成5年 　5月 香港向 海外/香港 3,600

平成5年 　5月 フジテックテニスコート 愛知県 580

平成5年 　5月 台湾向 海外/台湾 1,630

平成5年 　5月 赤堀テニスコート 群馬県 1,930

平成5年 　5月 レナウンテニスコート 東京都 650

平成5年 　5月 昭和産業工場床 茨城県 1,295

平成5年 　6月 猪高小学校 愛知県 500

平成5年 　6月 多摩テック 東京都 670

平成5年 　6月 鈴鹿サーキット 三重県 2,450

平成5年 　6月 ユニー守谷店屋上駐車場 茨城県 1,140

平成5年 　6月 千葉テニスコート 千葉県 720

平成5年 　6月 函館競輪場 北海道 5,400

平成5年 　7月 一宮歩道 愛知県 600

平成5年 　7月 台湾 海外/台湾 16,000

平成5年 　7月 守山中古車展示場 愛知県 500

平成5年 　7月 ＪＡ合川町農協１．２号倉庫改修 秋田県 880

平成5年 　8月 岡山免許センター 岡山県 620

平成5年 　8月 香港 海外/香港 2,020

平成5年 　8月 キューピー衣工場 愛知県 800

平成5年 　8月 台湾 海外/台湾 1,400

平成5年 　8月 ＪＡ太田町中央倉庫改修倉庫 秋田県 600

平成5年 　8月 砧リコーテニスコート 東京都 688

平成5年 　8月 昭和の森テニスコート塗替 東京都 2,828
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成5年 　8月 福武書店羽生工場新築 埼玉県 7,597

平成5年 　8月 東船橋調整池 千葉県 1,600

平成5年 　9月 香港 海外/香港 940

平成5年 　9月 金城埠頭国際展示場 海外/香港 4,320

平成5年 　9月 台湾 海外/台湾 2,000

平成5年 　9月 金属材料研究所（テニスコート４面） 茨城県 2,800

平成5年 　9月 イベント広場カラー 三重県 1,750

平成5年 　9月 静岡競輪場 静岡県 1,679

平成5年 10月 ジャスコ大安 三重県 1,740

平成5年 10月 静岡競輪場 静岡県 1,679

平成5年 11月 国道３９号北見市二輪歩道改修 北海道 1,150

平成5年 11月 台湾向 海外/台湾 3,200

平成5年 11月 河合村テニスコート 岐阜県 2,338

平成5年 11月 並木町自転車道 神奈川県　 1,908

平成5年 12月 七宝テニスコート 愛知県 1,020

平成5年 12月 西武ライオンズ球場 埼玉県 9,525

平成5年 12月 大恐竜探検館 埼玉県 4,171

平成5年 12月 新行徳橋舗装 千葉県 1,800

平成5年 12月 ニューマリッチ塩田 茨城県 500

平成5年 12月 大浜歩道カラー 静岡県 550

平成6年 　1月 香港 海外/香港 1,160

平成6年 　1月 台湾向け 海外/台湾 4,260

平成6年 　2月 香港 海外/香港 1,120

平成6年 　2月 千鳥小学校プール 愛知県 670

平成6年 　2月 栃木銀行くさか倉庫 栃木県 500

平成6年 　3月 四日市市新浜町 三重県 900

平成6年 　3月 香港 海外/香港 880

平成6年 　3月 名古屋大学テニスコート改修 愛知県 2,850

平成6年 　3月 日比津中学校 愛知県 760

平成6年 　3月 滋賀自動車道 滋賀県 1,140

平成6年 　3月 茂原調整池 千葉県 3,600 H-5000

平成6年 　3月 多摩テック 東京都 500

平成6年 　3月 富士宮インラインスケート 静岡県 1,155

平成6年 　3月 浜松競輪場カラー 静岡県 6,000

平成6年 　3月 五日市テニスコート 東京都 600

平成6年 　3月 大恐竜探検館 埼玉県 1,180
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成6年 　4月 国道３９号北見市三輪歩道改修 北海道 1,060

平成6年 　4月 大井競馬場 東京都 1,300

平成6年 　4月 日吉小学校 愛知県 1,200

平成6年 　4月 横浜国立病院テニスコート 神奈川県 624

平成6年 　4月 八王子住宅展示場 東京都 1,500

平成6年 　4月 鳴沢村役場前庭駐車場 山梨県 700

平成6年 　4月 中伊豆歩道カラー 山梨県 700

平成6年 　4月 神鍋　ブルーリッツホテルテニスコート新設 兵庫県 1,400

平成6年 　4月 イーストビレッジカラー 東京都 1,100

平成6年 　4月 武蔵新城カラオケ＆レストラン 神奈川県 600

平成6年 　5月 日本モンキーパーク 愛知県 1,420

平成6年 　5月 香港向 海外/香港 2,460

平成6年 　5月 山吹小学校 愛知県 600

平成6年 　5月 台湾向 海外/台湾 5,400

平成6年 　5月 四国ＪＲインラインスケート 香川県 1,800

平成6年 　6月 リバーサイド隅田 東京都 1,550

平成6年 　6月 伊勢まつり博 三重県 600

平成6年 　6月 タイホーパチンコ 愛知県 1,400

平成6年 　6月 中京コカコーラ 愛知県 1,000

平成6年 　6月 海老江テニスコート 大阪府 2,600

平成6年 　6月 清里テニスコート 山梨県 650

平成6年 　6月 八千代ジョギングロード 千葉県 9,570

平成6年 　7月 りんくうタウンイベント広場 大阪府 9,521

平成6年 　7月 香港向 海外/香港 6,600

平成6年 　7月 万博プール 大阪府 627

平成6年 　8月 香港向け 海外/香港 900

平成6年 　8月 静岡テニスコート 静岡県 780

平成6年 　8月 ファーストオート 愛知県 500

平成6年 　9月 若松埠頭災害復旧 北海道 1,100

平成6年 　9月 泉大津市下水道復旧 大阪府 780

平成6年 　9月 並木舗道 神奈川県 1,950

平成6年 　9月 丸井錦糸町店 東京都 500

平成6年 　9月 昭和の森テニスコートカラー塗替 東京都 1,211

平成6年 10月 香港 海外/香港 6,840

平成6年 10月 中部大学図書館 愛知県 520

平成6年 10月 伊東テニスコート 静岡県 500
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成6年 10月 愛媛舗道カラー 愛媛県 900

平成6年 10月 ナスステンレステニスコート 神奈川県 1,000

平成6年 11月 香港 海外/香港 3,670

平成6年 11月 津山市立西中学校プール 岡山県 940

平成6年 11月 木曽川ローンテニス 岐阜県 1,150

平成6年 11月 散田給水所 東京都 1,200

平成6年 11月 つくば記念病院 茨城県 650

平成6年 12月 宝塚ファミリーランド 兵庫県 1,400

平成6年 12月 香港 海外/香港 5,500

平成6年 12月 新川区民会館 東京都 500

平成6年 12月 つくば国立環境研究所　テニスコート 茨城県 1,980 SF-1000

平成7年 　1月 香港 海外/香港 1,140

平成7年 　1月 調布市民文化プラザ 東京都 1,380

平成7年 　1月 青海地区モデルビル新築 東京都 900

平成7年 　1月 乙訓環境衛生組合ごみ焼却処理 京都府 1,376

平成7年 　1月 日鉱石油テニスコート 神奈川県 650

平成7年 　2月 宝塚ファミリーランド 兵庫県 1,800

平成7年 　2月 香港 海外/香港 1,640

平成7年 　2月 西武球場 埼玉県 3,690

平成7年 　2月 西武フライングアイランド 埼玉県 770

平成7年 　3月 マイカル桑名 三重県 780

平成7年 　3月 長良川河川敷き 三重県 5,500

平成7年 　3月 清洲町勤労福祉会館 愛知県 1,000

平成7年 　3月 大洋社老人ホーム 東京都 600

平成7年 　3月 長良川河川敷き 三重県 1,600

平成7年 　3月 静岡市歩道 静岡県 1,162

平成7年 　4月 五個荘ローラースケート 滋賀県 2,286

平成7年 　4月 グリーンミュージアム神郷 岡山県 2,200

平成7年 　4月 台湾 海外/台湾 1,040

平成7年 　4月 香港 海外/香港 3,275

平成7年 　4月 パチンコヒット 愛知県 680

平成7年 　4月 青海地区モデルビル新築 東京都 3,800

平成7年 　4月 ＮＴＴ横浜グランド 神奈川県 850

平成7年 　4月 タイムズ２４（銀座・北千束） 東京都 1,052

平成7年 　4月 陸岡小学校北分校テニスコート 千葉県 750

平成7年 　4月 日ノ出町及川マンション 東京都 1,150
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成7年 　4月 河川敷駐車場 静岡県 1,012

平成7年 　5月 豊橋競輪場改修 愛知県 580

平成7年 　5月 香港 海外/香港 1,240

平成7年 　5月 津山高校プール 岡山県 520

平成7年 　6月 青海２丁目地区モデルビル 東京都 1,000

平成7年 　6月 彩泉楼駐車場 埼玉県 1,800

平成7年 　7月 服部記念病院 大阪府 900

平成7年 　7月 ＪＡ上小阿仁村倉庫改修 秋田県 800

平成7年 　7月 富津公園ジャンボプール 千葉県 4,500

平成7年 　7月 千葉緑化フェアー 千葉県 23,000

平成7年 　8月 土浦家庭裁判所 茨城県 700

平成7年 　8月 幕張高校 千葉県 4,800

平成7年 　8月 宇都宮自衛隊テニスコート 栃木県 780

平成7年 　8月 湘南高校 神奈川県 2,183

平成7年 　8月 花月園競輪場 神奈川県 850

平成7年 　8月 香港 海外/香港 2,700

平成7年 　8月 ＪＡ西馬内倉庫塗床 秋田県 600

平成7年 　9月 国立環境研究所テニスコート 茨城県 1,680

平成7年 　9月 健康休息広場 宮城県 710

平成7年 　9月 香港 海外/香港 3,850

平成7年 10月 小国歩道カラー 新潟県 2,200

平成7年 10月 米山健康広場 宮城県 1,070

平成7年 10月 函館カウボーイ新築 北海道 1,160

平成7年 10月 愛東北小学校 滋賀県 500

平成7年 10月 伊豆淡島　マリンパークへリポート改修 静岡県 720

平成7年 11月 香港 海外/香港 2,640

平成7年 11月 台湾 海外/台湾 6,100

平成7年 11月 半田ショッピングセンター 滋賀県 520

平成7年 11月 ＪＲ大宮駅カラー 埼玉県 500

平成7年 12月 ホテル銀水堂ヶ島店プール 静岡県 550 R800WS

平成7年 12月 レインボー東浦 愛知県 520

平成7年 12月 四街道ソフトテニスコート 千葉県 1,300 SF-1000

平成8年 　1月 香港 海外/香港 680

平成8年 　1月 富津ジャンボプール補修 千葉県 1,000

平成8年 　2月 玉川中学校 愛知県 720

平成8年 　2月 埼玉大学前道路吹付け 埼玉県 4,085
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成8年 　2月 厚生年金健康福祉センターテニスコート 千葉県 1,318

平成8年 　3月 香港 海外/香港 640

平成8年 　3月 庄内小学校プール 岡山県 640

平成8年 　3月 函館湾岸道路 北海道 3,800

平成8年 　3月 コープ野村カラー 神奈川県 560

平成8年 　3月 村上橋土手カラー 千葉県 1,500

平成8年 　3月 東芝堀川テニスコート 神奈川県 780

平成8年 　3月 庄原市プレイランド施設整備 岡山県 1,924

平成8年 　4月 香港 海外/香港 8,740

平成8年 　4月 富山市民プラザ 富山県 500

平成8年 　4月 老松小学校 愛知県 700

平成8年 　4月 東京サマーランド 東京都 800

平成8年 　4月 山中湖光文荘テニスコート塗替 静岡県 1,120

平成8年 　4月 駐車場床吹付 神奈川県 630

平成8年 　5月 香港 海外/香港 6,700

平成8年 　5月 草薙競技場 静岡県 593

平成8年 　5月 瀬谷小学校 神奈川県 825

平成8年 　6月 香港 海外/香港 2,900

平成8年 　6月 名古屋ショッピングセンター 愛知県 500

平成8年 　6月 多摩テック 東京都 660

平成8年 　6月 ＪＡ秋田パールライス工場塗床 秋田県 600

平成8年 　6月 足立区総合スポーツセンター 東京都 2,263

平成8年 　6月 板橋歩道及び駐車場カラー 東京都 1,346

平成8年 　6月 台場商業施設ビル屋外外部カラー 東京都 3,000

平成8年 　6月 大和テニスコート 神奈川県 500

平成8年 　6月 蕨一般道路カラー 埼玉県 631

平成8年 　6月 宇和島テニスコート 愛媛県 688

平成8年 　7月 駐車場舗装 北海道 1,000

平成8年 　7月 アドベンチャーワールド 和歌山県 6,920

平成8年 　7月 香港 海外/香港 1,940

平成8年 　7月 埼大通り歩道吹付け 埼玉県 762

平成8年 　8月 ライオンズガーデン春田 愛知県 760

平成8年 　8月 ヒサイテニスコート 愛知県 520

平成8年 　8月 パチンコエンペラー 愛知県 2,800

平成8年 　8月 南大坂湾岸サザンパーク整備 大阪府 4,000

平成8年 　8月 桜木町駅吹付 神奈川県 800
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施工年月 工　事　名 場　所 面積（㎡） 備　考

平成8年 　9月 日特玄関前 愛知県 1,340

平成8年 　9月 一宮競輪場 愛知県 560

平成8年 　9月 田宮模型㈱サーキットコース 静岡県 880

平成8年 　9月 トヨタ中古車センター 岐阜県 560

平成8年 　9月 珠洲市イベント広場カラー 石川県 3,500

平成8年 　9月 鴻巣テニスコート 東京都 850

平成8年 　9月 中古車展示場吹付 千葉県 1,000

平成8年 10月 香港 海外/香港 2,700

平成8年 10月 シンガポール 海外/ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 5,680

平成8年 10月 大垣競輪場 岐阜県 980

平成8年 10月 並木町カラー舗装 神奈川県 3,000

平成8年 11月 名古屋トヨペット 愛知県 920

平成8年 12月 シンガポール 海外/ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 2,080

平成8年 12月 サイエンスパーク 愛知県 620

平成8年 12月 大洋村テニスコート 茨城県 540

平成8年 12月 海老名ハウジングセンター 神奈川県 1,000

平成9年 　1月 香港 海外/香港 6,120

平成9年 　1月 東日電線テニスコート 茨城県 800

平成9年 　1月 落合第５小学校 東京都 550

平成9年 　2月 香港 海外/香港 2,140

平成9年 　2月 新郊中学校 愛知県 830

平成9年 　2月 名古屋トヨペット㈱北営業所 愛知県 1,000

平成9年 　3月 日野川バスケット 愛知県 680

平成9年 　3月 天子田小学校 愛知県 560

平成9年 　3月 東港中プール 愛知県 540

平成9年 　3月 埼玉大通り 埼玉県 2,296

平成9年 　3月 霧が丘団地駐車場 神奈川県 700

平成9年 　3月 油壷シ―ボニア 神奈川県 655

平成9年 　3月 元浜ハーフバスケットコート 島根県 614

平成9年 　3月 松阪競輪場カラー＆シンボルマーク 三重県 665

平成9年 　3月 原野谷公園 静岡県 817

平成9年 　4月 香港 海外/香港 540

平成9年 　4月 平針南小学校 愛知県 620

平成9年 　4月 大坪小学校 愛知県 500

平成9年 　4月 宮根小学校 愛知県 660

平成9年 　4月 霧が丘団地駐車場通路 神奈川県 500
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平成9年 　4月 山崎ガーデン 東京都 940

平成9年 　4月 鈴鹿サーキットコース 三重県 2,190

平成9年 　5月 四日市競輪場 三重県 660

平成9年 　5月 香港 海外/香港 7,760

平成9年 　5月 タイテック 愛知県 660

平成9年 　5月 大崎小学校プール 岡山県 740

平成9年 　5月 豊橋ジャスコ 愛知県 1,020

平成9年 　5月 多摩テックプール 東京都 820

平成9年 　5月 三池港カラー舗装 三宅島 1,124

平成9年 　5月 山陰夢みなと博覧会 鳥取県 7,000

平成9年 　5月 ＮＴＴ池袋 東京都 700

平成9年 　6月 香港 海外/香港 3,500

平成9年 　7月 香港 海外/香港 5,960

平成9年 　7月 新田高校テニスコート改修 愛媛県 635

平成9年 　8月 ダイキン工業 大阪府 1,100

平成9年 　8月 カンセキ第二立体駐車場 栃木県 3,734

平成9年 　8月 ㈱ノーリツ床 兵庫県 1,070

平成9年 　9月 香港 海外/香港 9,300

平成9年 10月 名港西大橋 愛知県 700

平成9年 10月 ジャスコ桜井店外構 奈良県 1,140

平成9年 10月 台湾 海外/台湾 660

平成9年 11月 香港 海外/香港 2,140

平成9年 11月 静岡競輪場正面広場審判通路 静岡県 1,671

平成9年 11月 伊勢崎オート 群馬県 980

平成9年 12月 わんわん動物園 愛知県 880

平成9年 12月 ライオンズマンション岐阜 岐阜県 520

平成9年 12月 岡山県立誕生寺養護学校 岡山県 640

平成9年 12月 韓国大使館床塗り 東京都 1,500

平成21年 　1月 ラ・ビスタ宝塚 兵庫県 4,469 ｸﾞﾚｰ

平成21年 　2月 香港 海外/香港 14,250 ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成21年 　3月 （仮称）カインズホーム美浜店 愛知県 700 ﾌﾞﾗｳﾝA、ｸﾞﾘｰﾝB　他

平成21年 　3月 ＧＯＬＦ５　平針店 愛知県 900 ﾌﾞﾗｯｸ、ｸﾞﾘｰﾝB

平成21年 　3月 市民プラザ屋上床 富山県 1,700 MA-2

平成21年 　3月 大渡只超１号線道路改修 岩手県 600 ﾌﾞﾗｳﾝB

平成21年 　3月 東名神木公園 東京都 600 ｸﾞﾘｰﾝC

平成21年 　3月 バロー有玉 静岡県 600 ﾍﾞｰｼﾞｭ、ｸﾞﾘｰﾝC
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平成21年 　4月 香港 海外/香港 10,750 ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成21年 　4月 香港 海外/香港 10,750 ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成21年 　4月 マックスバリュー安全通路カラー 神奈川県 540 ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ、ｸﾞﾘｰﾝB　他

平成21年 　4月 首都大学（南大沢キャンパス）外壁改修工事 東京都 7,164

平成21年 　4月 大渡只越１号線道路改修 東京都 885 ﾌﾞﾗｳﾝB

平成21年 　5月 大垣競輪場 岐阜県 538 Y07-50V、ﾌﾞﾗｳﾝA

平成21年 　5月 群馬県吉井町歴史（史跡）散策道 群馬県 750 ﾌﾞﾗｳﾝNo.5650

平成21年 　6月 小松キャスティック外構 富山県 540 ｸﾞﾘｰﾝB

平成21年 　6月 岐阜バスターミナル 岐阜県 1,500 ﾌﾞﾗｳﾝB

平成21年 　6月 名古屋本線名鉄岐阜駅新駅ビル 愛知県 600 ﾌﾞﾗｳﾝB

平成21年 　7月 ひたち海兵公園駐車場バリアフリーカラー工事 茨城県 580 ｲｴﾛｰ

平成21年 　7月 香港 海外/香港 52,325 ﾌﾞﾗｳﾝB､ﾊﾟｰﾌﾟﾙ　他

平成21年 　9月 アルカンシエルガーデン名古屋 愛知県 700 R800WS ｸﾞﾚｰ、ﾎﾜｲﾄ

平成21年 　9月 日産プリンス佐野 栃木県 827 ｸﾞﾚｰ、72-40T　他

平成21年 　9月 香港 海外/香港 13,250 ﾌﾞﾗｳﾝB、ｸﾞﾘｰﾝC　他

平成21年 10月 岐阜競輪場　（シンボルマーク　うーたん含む） 岐阜県 4,708 ﾌﾞﾗｳﾝB、ｸﾞﾘｰﾝB　他

平成21年 11月 （仮称）バロー高浜店 愛知県 650 ﾌﾞﾗｳﾝB、ｸﾞﾘｰﾝB

平成21年 11月 国立大学法人愛知教育大学 愛知県 1,425 ﾌﾞﾗｳﾝA

平成21年 11月 香港 海外/香港 32,550 ﾌﾞﾗｳﾝB、ｸﾞﾘｰﾝB　他

平成21年 12月 ジャスコ港品川店 愛知県 2,663 G 263U　他

平成22年 　1月 さしま健康交流センター 茨城県 1,100 D65-65A、D65-75A　他

平成22年 　1月 緑区東部方面地域センター（仮称） 愛知県 663 ﾎﾜｲﾄ、ｸﾞﾚｰ

平成22年 　2月 プッチタウンエリア（鈴鹿サーキット） 三重県 725 ﾎﾜｲﾄ、ｵﾚﾝｼﾞ、ｸﾞﾚｰ

平成22年 　2月 学芸大学駅高架下 東京都 775 ｸﾞﾘｰﾝB、ｸﾞﾚｰ

平成22年 　3月 ＪＲセントラルタワーズ 愛知県 1,350 ｸﾞﾚｰ、ｲｴﾛｰ　他

平成22年 　3月 香港 海外/香港 17,025 ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成22年 　4月 香港 海外/香港 28,775 ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ、ﾌﾞﾗｳﾝA、ｸﾞﾘｰﾝB　他

平成22年 　4月 静岡競輪場 静岡県 1,250 ﾌﾞﾙｰ

平成22年 　6月 四日市競輪場 三重県 875 ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾗｳﾝA

平成22年 　8月 香港 海外/香港 58,665 ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成22年 　8月 名古屋国際大学 愛知県 1,000 ﾌﾞﾙｰ、ｸﾞﾘｰﾝB

平成22年 　9月 サニーヒロビル 東京都 750 ｸﾞﾚｰ、N-80

平成22年 　9月 ヒルズウォーク徳重 愛知県 3,251 ｸﾞﾘｰﾝB、ｸﾞﾘｰﾝC

平成22年 　9月 南越谷駐車場 埼玉県 544 ﾌﾞﾗｳﾝA

平成22年 　9月 ワカバウォーク 埼玉県 2,600 ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ、ﾍﾞｰｼﾞｭ　他

平成22年 　9月 豊橋競輪場　キャラクター：まくるくん 愛知県 1,103 ﾌﾞﾙｰDIC68　他
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平成22年 10月 帝京大学テニスコート補修工事 東京都 574 ﾌﾞﾗｳﾝA、ｸﾞﾘｰﾝB

平成22年 10月 香港 海外/香港 11,000 ｸﾞﾘｰﾝB　他

平成22年 10月 旭運輸㈱ 愛知県 3,750 ｸﾞﾘｰﾝC

平成22年 11月 バロー冨木島 愛知県 500 ﾌﾞﾗｳﾝB

平成22年 11月 マルエツ西大宮床塗装工事 埼玉県 640 ｸﾞﾘｰﾝB

平成22年 12月 マルエツ蒲生店　床塗装工事 埼玉県 820 ｸﾞﾘｰB、ﾌﾞﾗｯｸ

平成22年 12月 早川モータース 愛知県 1,150 A72-60D、A35-70V近似　他

平成23年 　1月 香港 海外/香港 10,750 ﾌﾞﾗｳﾝA、ｸﾞﾘｰﾝB、ｸﾞﾘｰﾝC

平成23年 　1月 横須賀米軍基地内タウンハウス 神奈川県 1,350 ﾌﾞﾗｯｸ

平成23年 　4月 香港 海外/香港 15,500 ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾎﾜｲﾄ、ｲｴﾛｰ

平成23年 　4月 東京サマーランドプール 東京都 1,675 19-75L、12-50V近似、49-40

平成23年 　6月 松阪競輪場 三重県 1,938 ｲｴﾛｰ、ｵﾚﾝｼﾞ、ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成23年 　6月 香港 海外/香港 16,531 ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾎﾜｲﾄ、ｸﾞﾘｰﾝB　他

平成23年 　7月 香港 海外/香港 34,150 ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾎﾜｲﾄ、ｸﾞﾘｰﾝB　他

平成23年 　8月 香港 海外/香港 25,875 ﾌﾞﾗｳﾝ A、ｸﾞﾘｰﾝ B　他

平成23年 　9月 柏ビレッジ　通路カラー舗装工事 千葉県 500 ｸﾞﾘｰﾝC、ｵﾚﾝｼﾞ

平成23年 　9月 スーパーセンターオークワ　橋本店 和歌山県 625 ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾗｳﾝB、ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ　他

平成23年 10月 Ａｎｙｃｏｌｏｒ　ＮＯＲＯＯペイント（韓国） 海外/韓国 500 G NR2077

平成23年 10月 フィリピンミンダナオ
海外/

フィリピン
1,425

SF-1000 上塗材 ｸﾞﾘｰﾝC、ﾌﾞﾗｳﾝA、
ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ、ﾎﾜｲﾄ

平成23年 12月 中京競馬場 愛知県 650 ｸﾞﾘｰﾝB

平成23年 12月 インドネシア、ジャカルタ味の素 海外/ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 675 ｸﾞﾚｰ

平成23年 12月 香港 海外/香港 12,500 ﾌﾞﾙｰ、ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ　他

平成24年 　1月 テラスハウス中目黒新築工事 東京都 1,050 G 半透明 ｸﾘｱ/ﾎﾜｲﾄ=1/1

平成24年 　1月 川島公園遊歩道 徳島県 1,175 ﾌﾞﾗｳﾝA

平成24年 　2月 江坂ハイデンス大規模修繕工事 大阪府 876 ｸﾞﾚｰ、G ｸﾞﾚｰ

平成24年 　2月 碧南市透水性アスファルトカラー工事 愛知県 970 ｵﾚﾝｼﾞ

平成24年 　2月 マツダ第一製品庫 島根県 550 ﾎﾜｲﾄ、ｸﾞﾚｰ、ﾌﾞﾗｯｸ

平成24年 　2月 河原公園 静岡県 1,069 ｲｴﾛｰ、ｸﾞﾘｰﾝC、ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾌﾞﾙｰ

平成24年 　3月 大日本土木コンゴ・ンガリ浄水
海外/

SOWAﾏﾆﾗ
675 ｸﾞﾘｰﾝC、ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ

平成24年 　3月 （仮称）カスミ武里店新築 埼玉県 680 ﾌﾞﾗｳﾝB

平成24年 　3月 竹原グランド 静岡県 725 ｲｴﾛｰ、ｵﾚﾝｼﾞ、ｸﾞﾘｰﾝB

平成24年 　3月 事務センター（仮）新設工事 埼玉県 800 G 半透明No.31 0.3%

平成24年 　3月 埼玉県立朝霞高等学校 埼玉県 875 ｸﾞﾘｰﾝC、G ｸﾞﾘｰﾝC

平成24年 　3月 船橋市若松公園 千葉県 2,025 ﾌﾞﾗｳﾝA、ｸﾞﾘｰﾝB

平成24年 　3月 千葉ポートパーク 千葉県 2,025 ﾎﾜｲﾄ、ｸﾞﾘｰﾝ B

平成24年 　3月 香港 海外/香港 12,250 ﾌﾞﾗｳﾝA､ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾗｯｸ　他
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平成24年 　4月 ネッツトヨタ山形　駐車場 山形県 1,240 ﾌﾞﾗｳﾝA､ﾌﾞﾙｰ

平成24年 　4月 学校法人東京電機大学テニスコート 東京都 1,800 ﾌﾞﾗｳﾝA

平成24年 　5月 学校法人四日市大学 三重県 800 ｸﾞﾘｰﾝC

平成24年 　5月 ＳＧリアルティ横浜 神奈川県 1,300 ﾌﾞﾗｯｸ

平成24年 　6月 岐阜競輪場 岐阜県 804
25-80W近似、N-85、ﾋﾟﾝｸNo.6087、
ﾌﾞﾙｰ　他

平成24年 　7月 黒部市消防庁舎 富山県 525 G　ｵﾚﾝｼﾞ、G ｸﾞﾘｰﾝC

平成24年 　7月 アサヒ飲料株式会社北陸工場倉庫床ライン工事 富山県 859 ｵﾚﾝｼﾞ、ｸﾞﾘｰﾝ、ｲｴﾛｰ

平成24年 　8月 マニラ　キャノン工場 海外/マニラ 533 G ｸﾞﾘｰﾝB

平成24年 　8月 カスミストア　南小川店 茨城県 560 42-50L、ﾌﾞﾗｳﾝA

平成24年 　8月 北区　①神谷小学校　②滝野川第５小学校 東京都 2,000 G ｸﾞﾘｰﾝC

平成24年 　8月 香港 海外/香港 10,200 ﾌﾞﾗｳﾝA,ｸﾞﾘｰﾝB　他

平成24年 　8月 アルペン高岡店改修工事（路面塗装） 富山県 4,811 G ﾌﾞﾗｯｸ、G ｸﾞﾘｰﾝB

平成24年 　9月 ネッツトヨタ 島根県 580 ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ

平成24年 　9月 ラッキーピエロ総本店新築 北海道 5,000 G ｸﾞﾘｰﾝC

平成24年 　9月 イチケン大田モール（外構）カラー工事 群馬県 600 G 6249、N-15

平成24年 10月 香港 海外/香港 11,100 ﾌﾞﾗｳﾝA,ｸﾞﾘｰﾝB　他

平成24年 11月 ハーモニー広沢カラー工事 群馬県 1,008 ｸﾞﾘｰﾝB、ｵﾚﾝｼﾞ

平成24年 11月 国立オリンピックセンター 東京都 1,120 ﾌﾞﾗｳﾝB

平成24年 12月 愛知産業大学 愛知県 550 G ｸﾘｱ

平成24年 12月 碧南市透水性アスファルトカラー工事（その２） 愛知県 1,130 ｵﾚﾝｼﾞ

平成25年 　2月 富士重工小金井寮テニスコート 東京都 780 G ﾌﾞﾗｳﾝA、ｸﾞﾘｰﾝC

平成25年 　2月 鴨田４号線舗装 高知県 580 ｸﾞﾘｰﾝB

平成25年 　2月 フォレストモール新前橋店区画Ｃ－８新築工事 群馬県 900 G 半透明 No.32

平成25年 　2月 東京サマーランドプール 東京都 960 G 12-50V近似、22-80L、ﾎﾜｲﾄ　他

平成25年 　3月 オーシャンレジデンス辻堂海浜公園 神奈川県 1,440 ﾌﾞﾗｯｸ

平成25年 　3月 学校法人　日本工業大学 埼玉県 600 G ｸﾘｱ

平成25年 　3月 佐賀県立病院好生館 佐賀県 620 ﾎﾜｲﾄ、ﾌﾞﾗｳﾝA

平成25年 　3月 世田谷区立砧中学校テニスコート 東京都 1,240 G ﾌﾞﾙｰ、ﾌﾞﾗｳﾝ A

平成25年 　3月 イオンタウン新船橋フューチャーストア新築工事 千葉県 665 G NS620,ﾎﾜｲﾄ

平成25年 　3月 スワンガーデン歩道カラー工事 長野県 1,737 G ﾂﾔ消 F05-80L

平成25年 　4月 イオンモール名古屋みなと店 愛知県 3,100 ﾎﾜｲﾄ、19-60F、15-30D、G 22-90B 他

平成25年 　4月 香港 海外/香港 1,560 ﾌﾞﾗｳﾝA,ﾌﾞﾗｳﾝB,ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ　他

平成25年 　4月 新豊洲ハウジングセンター通路カラー舗装工事 東京都 1,243 G ﾂﾔ消 ﾎﾜｲﾄ

平成25年 　6月 香港 海外/香港 11,500 ﾌﾞﾙｰ、ﾌﾞﾗｳﾝA、ｸﾞﾘｰﾝB　他

平成25年 　7月
ＪＳＴプロジェクト道修町（大阪ビルディング）
日本圧着端子製造 新本社

大阪府 906
N　DIC947改≒906.7㎡
PB-5000　ﾌﾞﾗｯｸ≒2635㎡、

平成25年 　7月 香港 海外/香港 10,923 ﾌﾞﾙｰ、ﾌﾞﾗｳﾝA、ｸﾞﾘｰﾝB、ｲｴﾛｰ　他
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平成25年 　8月 公文国際学園 神奈川県 1,780 ｸﾞﾚｰ、ｸﾞﾘｰﾝB、G ｸﾞﾚｰ、G ｸﾞﾘｰﾝB

平成25年 　8月 佐賀大学付属病院診察棟 佐賀県 680 ﾎﾜｲﾄ、ﾌﾞﾙｰ

平成25年 　8月 大阪大学（医病）患者用駐車場歩道整備工事（立駐1Ｆ）塗床工事 大阪府 1,021 ｵﾚﾝｼﾞ、ｸﾞﾘｰﾝC、G ｸﾞﾘｰﾝC

平成25年 　9月 大垣競輪場 岐阜県 620 ﾌﾞﾗｳﾝB、ﾌﾞﾗｳﾝA

平成25年 　9月 香港 海外/香港 800 ﾌﾞﾙｰ、ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ　他

平成25年 　9月 東急剣山スポーツガーデン 神奈川県 1,260 C22-70D、C19-40D

平成25年 9月 羽田クロノゲート（ヤマト羽田物流ターミナル新築） 東京都 1,167     ﾎﾜｲﾄ、NS10-C10

平成25年 10月 香港 海外/香港 14,400 ﾌﾞﾙｰ、ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ　他

平成25年 12月 香港 海外/香港 18,600 ﾌﾞﾙｰ、ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ　他

平成25年 12月 大室浄水場点鼻乾燥床 新潟県 750 G ｸﾘｱ

平成26年 　1月 宇都宮機器 栃木県 667 ｸｰﾙ&ｴｺCE-105

平成26年 　2月 桜スポーツランドローラースケート場　再舗装工事 三重県 882 ｸﾞﾘｰﾝB、ｵﾚﾝｼﾞ

平成26年 　2月 碧南市透水性アスファルトカラー工事三期工事 愛知県 1,500 ｵﾚﾝｼﾞ

平成26年 　2月 桜スポーツランドローラースケート場 三重県 630 ｵﾚﾝｼﾞ、ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾙｰ

平成26年 　2月 大洲市東大洲ふれあいパーク 愛媛県 820 ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ、ﾌﾞﾙｰ、ｵﾚﾝｼﾞ

平成26年 　2月 ポッカ名古屋工場 愛知県 1,200 ﾌﾛﾘﾀﾞｸﾞﾘｰﾝ、USOPENBLUE

平成26年 　3月 トヨタスポーツセンター構内道路改修工事 愛知県 1,897 ﾌﾞﾙｰ

平成26年 　3月 香港 海外/香港 10,080 ﾌﾞﾙｰ、ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾌﾞﾗｳﾝB、ﾎﾜｲﾄ　他

平成26年 　5月 千葉県芝山工業団地テニスコート 千葉県 675 G ｸﾞﾘｰﾝC

平成26年 　6月 香港 海外/香港 11,420 ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ、ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾙｰ、ﾌﾞﾗｳﾝA

平成26年 　6月 春華堂ニエコ駐車場 静岡県 570 熱交換用ﾍﾞｰｽﾚｼﾞﾝ(ｸﾘｱ）

平成26年 　6月 ダイハツ新山下店 神奈川県 533
ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ、ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ、ｸﾞﾘｰﾝB、
ﾌﾞﾙｰ、F19-70L（ｲｴﾛｰﾍﾞｰｼﾞｭ系）、
ﾌﾞﾗｯｸ

平成26年 　6月 各務原イオンモール 岐阜県 1,060
ﾌﾞﾙｰ、ｲｴﾛｰ、ｸﾞﾘｰﾝB、ｸﾞﾘｰﾝC、
ｵﾚﾝｼﾞ、ﾌﾞﾙｰ

平成26年 　6月 西消防署庁舎 建設工事 大阪府 1,000
N ｸﾞﾘｰﾝB≒800㎡ 、
ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ≒200㎡、
WS-B ｸﾘｱ≒2400㎡

平成26年 　7月 岐阜競輪場 岐阜県 860
ﾎﾜｲﾄ、ﾌﾞﾙｰNo.6088、ﾌﾞﾙｰ、
85-20D近似

平成26年 　7月 香港 海外/香港 17,640
ｸﾞﾘｰﾝB、ﾌﾞﾗｯｸ、ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾌﾞﾙｰ、
ﾎﾜｲﾄ

平成26年 　8月 鈴鹿市立平田野中学校 三重県 860 ｸﾞﾚｰ,ﾌﾞﾗｳﾝB

平成26年 10月 香港 海外/香港 22,333 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成26年 10月 山形市幼児遊戯施設建築主体工事 山形県 533 ｸﾞﾚｰ

平成26年 10月 都教生第1号　羽島市運動公園テニス場整備工事 岐阜県 533 ｲｴﾛｰ

平成26年 11月 香港 海外/香港 2,333 ﾌﾞﾗｳﾝB　他

平成27年 　1月 香港 海外/香港 22,533 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成27年 　1月 ＫＯＥららぽーと富士見店 埼玉県 500 G ｸﾘｱ

平成27年 　2月 心斎橋アンダーアーマー 大阪府 550 G ｸﾘｱ
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平成27年 　4月 香港 海外/香港 18,000 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成27年 　5月 香港 海外/香港 16,667 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成27年 　6月 ｶﾞﾘﾊﾞｰ岡崎 愛知県 533.3 ｵﾚﾝｼﾞ

平成27年 　6月 北海道新幹線、奥津軽駅(仮称)駅新築工事 青森県 3,100.0 GN-50≒2400㎡、G GN-50≒700㎡

平成27年 　6月 コスモビル 東京都 950.0 G ﾂﾔ消 ｸﾘｱ

平成27年 　7月
原宿・代々木間外盛土耐震補強工事
四ツ谷・信濃町間（7K486ｍ～7K710ｍ）盛土耐震補強

東京都 633       ｸｰﾙ&ｴｺ CE-103

平成27年 　7月 代々木盛土耐震 東京都 633 ｸｰﾙ&ｴｺ　CE-103

平成27年 　7月 香港 海外/香港 14000 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成27年 　8月 松阪競輪場 三重県 3,617

PCL N-80≒50㎡、
ｸﾞﾘｰﾝB≒466.7㎡、ﾌﾞﾗｳﾝA≒3100㎡、
他（ｲｴﾛｰ、ｵﾚﾝｼﾞ、ﾊﾟｰﾌﾟﾙ、ﾋﾟﾝｸ、
ﾌﾞﾗｯｸ、ﾌﾞﾙｰ、ﾎﾜｲﾄ）

平成27年 　8月 ジャカルタ　インドネシア ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 775 ｸﾞﾘｰﾝB、ﾎﾜｲﾄ

平成27年 9月 香港 海外/香港 13,750   ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成27年 11月 香港 海外/香港 14,000 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成28年 1月 香港 海外/香港 5500 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成28年 2月 白山消防署 三重県 1,600     PCL　ﾌﾞﾗｳﾝB

平成28年 3月 葛西水再生センターカラー舗装工事 東京都 590       ﾌﾞﾗｳﾝA

平成28年 4月 仙台ロフト 無印良品新装工事 宮城県 800 G ﾂﾔ消 ｸﾘｱ

平成28年 4月 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ米野木店 愛知県 665
PCL　グリーンB≒225㎡、
07-40X近似≒550㎡

平成28年 6月 さいたま赤十字病院新築工事 埼玉県 1500 ﾎﾜｲﾄ、07-40X近似

平成28年 7月 香港 海外/香港 3500 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成28年 8月 大西学園中学校･高等学校 神奈川県 1033
G 半透明 ｱｸｱｶﾗｰｸｰﾙｸﾞﾚｰ濃②≒
1,000㎡、G NT-47≒33㎡

平成28年 9月 香港 海外/香港 24000 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成28年 9月 香港 海外/香港 22550 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成28年 12月 エミネンス長池南団地大規模修繕工事 東京都 800 G 不透明 №34

平成28年 12月 香港 海外/香港 20500 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成29年 2月 所沢市西部クリーンセンター基幹的設備改良(長寿命化)工事 埼玉県 833 ﾌﾞﾗｳﾝB

平成29年 3月 岡本駅西口広場舗装工事 栃木県 1,500 ﾌﾞﾗｳﾝA、ﾌﾞﾙｰ

平成29年 3月 富山市民プラザ 2階 3階 屋上改修工事 富山県 900 ｸｰﾙ&ｴｺ F25-75A

平成29年 5月 アンフィニ福島工場新築工事 福島県 2,050  G ｸﾘｱ

平成29年 7月 香港 海外/香港 19875 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成29年 9月 香港 海外/香港 13000 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成29年 11月 プライムツリー赤池 愛知県 2400
PCL　ｲｴﾛｰ、ﾌﾞﾗｳﾝA、49-40T、
75-40T、ﾌﾞﾗｳﾝB
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平成29年 11月 プライムツリー赤池 愛知県 3333 ｸﾞﾘｰﾝC、ﾌﾞﾗｳﾝB

平成29年 12月 香港 海外/香港 21150 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成30年 2月 (仮称)小台・宮城地区公共施設新築工事 東京都 1333 ﾌﾞﾗｳﾝA、ｵﾚﾝｼﾞ、G ｵﾚﾝｼﾞ

平成30年 3月 香港 海外/香港 12775 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成30年 4月 豊橋競輪場競争路改修工事 愛知県 1400 ペールブルー他

平成30年 7月 香港 海外/香港 36550 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

平成30年 7月 岐阜競輪場競争路塗布工事 岐阜県 1925 ブルー他

平成30年 10月 平成30年度駿嘱第1号静岡競輪場　競走路補修工事 静岡県 3100
PCL ﾌﾞﾙｰ≒3033.3㎡
PCL ﾎﾜｲﾄ≒66.7㎡

平成30年 11月 単独公共　航空振興事業舗装改良工事 群馬県 8200 N ｸﾞﾚｰ

平成30年 12月 香港 海外/香港 8000 ﾌﾞﾗｳﾝA　他

令和1年 9月 鶴間公園整備工事（その２） 東京都 2466.7

ｱｰﾊﾞﾝｶﾗ―
ﾌﾞﾙｰ≒1566.7㎡
G ﾌﾞﾙｰ≒800㎡
ﾎﾜｲﾄ≒100㎡

令和1年 9月 新国立競技場整備事業(第二期） 東京都 3533.3
N ｸﾞﾚｰNo.6742≒3500㎡
N N-50≒33.3㎡

令和1年 10月 赤城少年自然の家外壁落下防止ほか工事 群馬県 533.3
ﾌﾞﾗｳﾝB≒366.7㎡
ｸﾞﾘｰﾝB≒166.7㎡

令和1年 12月 公園施設補修工事（中-7） 愛知県 733.3 ペールブルー

令和2年 7月 はまなこてーじテニスコート改修工事 静岡県 900
G RT-ﾌﾞﾗｳﾝA≒533.3㎡
G RT-ｸﾞﾘｰﾝB≒366.7㎡

令和3年 5月 上砂川町テニスコート補修工事 北海道 1650
ｸﾞﾘｰﾝC≒1350㎡
ﾌﾞﾗｳﾝB≒250㎡
ﾎﾜｲﾄ≒50㎡
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