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年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

H31.1 (仮称)芦屋川駅前計画新築工事 兵庫県芦屋市 大成建設 アルミ水切り

H31.1 (仮称)桜島1丁目ホテル新築工事 大阪市此花区 大林組 大林組 ホテル アルシェード

H31.1 ワコーレ岡本レジデンス 兵庫県神戸市 和田興産 瀬戸本淳建築研究所 ハンシン建設 マンション 外構フェンス・門扉

H31.1 (仮称)阿倍野区松崎町3丁目ＰＪ新築工事 大阪市阿倍野区 積水ハウス大阪特建 マンション フェンス・化粧格子・化粧柱

H31.1 茨木市中津町分譲マンション新築工事 茨木市中津町 ナカノフドー建設 マンション アルシェード5セット

H31.1 セイワパレス丸の内駅前プレミアム新築工事 愛知県名古屋市 生和コーポ名古屋 面格子・フェンス

H31.1 淀川区十八条2丁目 大阪市淀川区 賃住 DAIJU建築事業部 マンション バルコニー手摺　111.4ｍ

H31.2 ダイワ宮益坂ビル外壁改修 東京都渋谷区 大和リアル・エステート・アセット・マネージメント 安藤・間一級建築士事務所 安藤・間 事務所他 アルシェード

H31.2 リゾートトラストラグーナ計画新築工事 愛知県蒲郡市 リゾートトラスト 安井建築設計 鹿島建設 ホテル＆スパリゾート フェンス・門扉

H31.2 神戸市北野町計画 兵庫県神戸市 関電不動産 浅井謙建築 昭和工務店 マンション バルコニー手摺

H31.2 ザ・パークハビオ木場 東京都江東区 三菱地所・大栄不動産 TSUCHIYA TSUCHIYA マンション 階段・目隠ルーバー・バルコニー

H31.2 レーベン浦和常盤THE TOWER 埼玉県さいたま市 タカラレーベン デベロップデザイン 埼玉建興 マンション 化粧格子フェンス・門扉

H31.2 ホテルABC 愛知県名古屋市 ABCゴルフサービス オリーブ設計 徳倉建設 ホテル 西・東アルシェード・47台

H31.2 オープンレジデンシア広尾ザ･ハウスNorth Court 東京都渋谷区 オープンハウス・ディベロップメント IAO竹田設計東京第一事務所 ナカノフドー建設 マンション バルコニー手摺・落下防止柵・フェンス

H31.2 オープンレジデンシア広尾ザ･ハウスSouth Court 東京都渋谷区 オープンハウス・ディベロップメント IAO竹田設計東京第一事務所 ナカノフドー建設 マンション バルコニー手摺・フェンス・門扉

H31.2 (仮称)京都市南区西大路PJ 京都府京都市 賃住 DAIJU マンション バルコニー手摺・124.5ｍ

H31.2 (仮称)浪速区浪速西1丁目B計画 大阪市浪速区 賃住 DAIJU マンション バルコニー手摺・151.3m・フェンス

H31.2 (仮称)東淀川区小松2丁目マンション新築工事 大阪市東淀川区 ナウ DAIJU マンション バルコニー手摺・103.6ｍ

H31.2 (仮称)西成区花園北2丁目計画 大阪市西成区 賃住 DAIJU マンション バルコニー手摺・133ｍ

H30.2 (仮称)西河原2丁目計画新築工事 大阪府茨城市 賃住 DAIJU マンション バルコニー手摺・89ｍ

H30.2 (仮称)片瀬海岸3丁目計画新築工事 神奈川県藤沢市 参会堂 多田建設 マンション バルコニー手摺・8台

H30.2 熱海後楽園ホテル 新館AQUA SQUARE 静岡県熱海市 竹中工務店 竹中工務店 ホテル・商業施設 門扉・手摺他

H30.3 ズーム東神田 東京都千代田区 トーシンパートナーズ イクス・アーク都市設計 福田組 マンション アルシェード飾・136.8㎡

H31.3 (仮称)東大阪市長田西4丁目計画 大阪府東大阪市 ジュンコーポレーション DAIJU マンション バルコニー手摺・201.5ｍ

H31.3 パークナードテラス小郡 福岡県小郡市 パナソニックホームズ 分譲住宅 フェンス120m・コラム10個

H31.3 認定こども園　あおい宙川西増設工事 兵庫県川西市 山田建設興業 保育園 フェンス・門扉

H31.4 (仮称)明石藤江こども園建設工事 兵庫県明石市 勝原福祉会 山岡哲哉設計事務所 ハマダ 保育園 フェンス・両開き門扉

H31.4 エステムプラザ とうきょうスカイツリー駅 東京都墨田区 日商エステム カーサデザインコンサルタント 協栄組 マンション 内部仕上工事・化粧格子

H31.4 レジデンシャル東中野 東京都中野区 ワールドレジデンシャル 三輪設計東京本店 川村工営 共同住宅 階段手摺・手摺

R1.5 アイネスヴィラノッツェオーシャンポートサイド 大阪府泉佐野市 アイネス 結構式場 両開大型門Ｗ8050×Ｈ2400

R1.5 尾乃道(ステーキハウス) 愛知県名古屋市 尾乃道 コンフォート メイギビルド レストラン アルシェード工事

R1.6 ラシュレパーク放出(東棟・西棟)新築工事 大阪市鶴見区 スナダ建設JV スナダ建設 スナダ建設 マンション 門扉56ヶ所・エントランス飾格子

R1.6 ネオハイツ・ヴェルビュ 東京都大田区 TREEFORTE マンション フェンス・門扉・引戸

R1.6 HSP神戸学園南 外周道路意匠工事 兵庫県神戸市 トヨタホーム・ミサワホームJV 分譲住宅地 フェンス

R1.6 オープンレジデンシア大井町ゼームス坂 東京都品川区 オープンハウスディベロップメント アーキフォルム オープンハウスアーキテクト マンション 門扉・塞ぎプレート
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R1.6 レーベン仙台 THE BRIGHTAS 宮城県仙台市 タカラレーベン We+Fvision 多田建設 マンション フェンス95.5m・門扉

R1.6 Brillia夙川 兵庫県西宮市 東京建物 三菱地所設計 大末建設 マンション バルコニー手摺・フェンス

R1.6 (仮称)銀座6丁目計画新築工事 東京都中央区 ＮＲＥＧ東芝不動産 プランテック総合計画事務所/東急建設 東急建設 商業施設 アルシェード

R1.6 ブリリアイスト千駄ヶ谷 東京都新宿区 東京建物 IAO竹田設計東京 鍜治田工務店 マンション ロートアルミ装飾・エキスパンドメタル

R1.6 パークコート青山一丁目 東京都港区 三井不動産レジデンシャル 安藤・間 安藤・間 マンション 門扉・剣先フェンス

R1.7 那古野ビル新築工事 愛知県名古屋市 森不動産 加藤設計 功和建設 マンション 窓手摺60ヶ所・バルコニー手摺

R1.7 (仮称)茨城市沢良宜西2丁目計画新築工事 大阪府茨城市 シード平和 マンション フェンス・エントランス飾・門扉

R1.8 創価学会世界聖教会館 東京都新宿区 創価学会 大林組一級建築士事務所 大林組 宗教法人 アルミキャスト

R1.9 ホテル インディゴ 箱根・強羅 神奈川県足柄下郡 大和ハウス工業 観光企画設計社 鹿島建設 ホテル 手摺

R1.9 (仮称)東成区中本1丁目計画 大阪市東成区 賃住 日企設計 DAIJU特販 マンション バルコニー手摺・358.2m

R1.9 ヴェレーナグラン山手 神奈川県横浜市 大和地所レジデンス スタイルレックス 大勝 マンション フェンス・手摺他

R1.9 ラ・セレッソ練馬春日町 東京都練馬区 積水ハウス 積水ハウス 積水ハウス マンション フェンス
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H30.1 (仮称)宝塚市湯本町マンション新築工事 兵庫県宝塚市 エヌ・ティ・ティ都市開発 不二建設 阪神園芸 マンション トレリス・アーチ

H30.1 (仮称)宝塚市湯本町マンション新築工事 兵庫県宝塚市 エヌ・ティ・ティ都市開発 不二建設 不二建設 マンション 手摺・フェンス・アプローチ門扉

H30.1 (仮称)西宮市両度町計画新築工事 兵庫県西宮市 阪急不動産 D&D設計 村本建設 マンション 剣先フェンス・門扉

H30.1 エクシブ六甲新築工事 兵庫県神戸市 リゾートトラスト 観光企画設計社 鹿島建設 ホテル 扉格子・扉内飾・庭園手摺

H30.1 オープンレジデンシア神楽坂若宮町ヒルズ 東京都新宿区 オープンハウス･ディベロップメント 尾崎建築設計 早野組 マンション フェンス・扉

H30.1 パークコート赤坂檜町ザ タワー 東京都港区 三井不動産レジデンシャル 日建設計 大成建設 住宅・公共施設 手摺・フェンス

H30.1 淀川区三国本町１丁目 大阪市淀川区 賃住 日企設計 DAIJU マンション 手摺

H30.2 東成区中本４丁目 大阪市東成区 賃住 プライムデザイン DAIJU マンション 手摺

H30.2 ルネ四天王寺1丁目マンション新築工事 大阪市天王寺区 総合地所 松尾建築設計 松本組 マンション 化粧パネル・フェンス

H30.2 グランドヒルズ元麻布 東京都港区 住友不動産 西松建設 西松建設 マンション ルーバーフェンス・門扉

H30.2 東京ベイ東急ホテル 千葉県浦安市 マウンテンフット特定目的会社」」 竹中工務店 竹中工務店 ホテル エントランスゲート・アルシェード

H30.2 クレヴィア御茶ノ水 東京都文京区 伊藤忠都市開発 IAO竹田設計 南海辰村建設 マンション バルコニー手摺

H30.3 レーベン仙台 THE GRANDE 宮城県仙台市 ㈱レーベン We+F Vision 多田建設㈱ マンション フェンス・門扉

H30.3 蘆花公園 ザ・レジデンス 東京都世田谷区 三菱地所レジデンス 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション マンション フェンス・門扉

H30.3 別所まるやまこども園 兵庫県姫路市 社福)まるやま福祉会 山岡哲也建築事務所 ㈱ハマダ 保育園 門扉・フェンス

H30.3 芦屋ベイコート倶楽部 兵庫県芦屋市 リゾートトラスト 日建設計 鹿島建設 ホテル 外構フェンス・門扉

H30.3 新潟西区保育園 新潟県新潟市 学校法人 藤見学園 ジャクエツ環境 加賀田組 保育園 階段手摺、アーチ

H30.4 ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 沖縄県国頭郡 瀬良垣リゾート特定目的会社
東急設計コンサルタント

竹中工務店
竹中工務店 リゾートホテル バルコニー手摺

H30.4 ZOOM戸越銀座 東京都品川区 トーシンパートナーズ 合田工務店／キー・オペレーション 合田工務店 マンション 門扉・ルーバーフェンス

H30.4 聖ローザ保育園 東京都荒川区 (社福)上智社会事業団 ジャクエツ 飛島建設 保育園 窓額縁枠

H30.4 神戸ＨＬモザイク運河他改修 兵庫県神戸市 三菱倉庫 竹中工務店 竹中工務店 商業施設 運河手摺

H30.4 (仮称)蛍池学生マンション新築工事 大阪府豊中市 個人 A1･ID設計 美野田組 学生マンション 手摺・門扉・フェンス

H30.4 仙台市荒井西タウン計画Ｄ棟 宮城県仙台市 コペルハウス バース建築設計 コペルハウス マンション バルコニー手摺

H30.4 ノートルダム神戸補修工事 兵庫県神戸市 ノートルダム神戸 吉村建築設計 フジタ 結婚式場 大型門扉

H30.4 相鉄フレッサイン東京神田 東京都千代田区 モリモトホールディングス IAO竹田設計 森本組 ホテル・マンション 鋳物ルーバー・格子ウォール他

H30.4 アリア文京本郷 東京都文京区 ベネッセスタイルケア 新日本建設 新日本建設 高齢者施設 アルシェード飾

H30.4 (仮称)田辺幼稚園新築工事 大阪市住吉区 社福）田辺福祉会 COM建築設計 加藤組 幼稚園 フェンス・門扉

H30.4 ジオ新宿若松町 東京都新宿区 阪急不動産 南條設計室 ファーストコーポレーション マンション アールコ－ブ門扉

H30.5 グランパークホテルザ・ルクソー南柏 千葉県柏市 中嶋様 アーキスタイル一級建築士 旭建設 ホテル 階段手摺・門扉

H30.5 オーベル鷺沼マスターレジデンス 神奈川県川崎市 有楽不動産 安宅設計 大末建設 マンション スライドゲート・フェンス

H30.5 ザ・パークハウス 東戸塚レジデンス 横浜市戸塚区 三菱地所レジデンス フジタ フジタ マンション 外構門扉・フェンス

H30.5 住吉区清水ヶ丘２丁目 大阪市住吉区 賃住 日企設計 DAIJU マンション 手摺

H30.5 一番町計画 東京都千代田区 三井不動産レジデンシャル 日建ハウジングシステム 三井住友建設 マンション バルコニー手摺

H30.6 グランドオーク地行 福岡県福岡市 九州電力不動産 エヌプラスアーキテクトデザイン ㈱福田組 マンション 壁・天井・化粧パネル　141㎡

H30.6 (仮称)西宮市奥畑集合住宅新築工事 兵庫県西宮市 野村不動産 IAO竹田設計 野村建設工業 マンション フェンス・門扉
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H30.6 豊泉家ランドマーク 大阪府豊中市 豊泉家 ミツボシ 松井建設 メモリアルホール 飾格子　製品のみ取付なし

H30.9 シーフォレスト神戸ルネ六甲アイランドCITY 兵庫県神戸市 関電不動産開発 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション マンション 外構門扉・フェンス

H30.9 小田急不動産成城学園マンション 東京都世田谷区 小田急不動産 竹中工務店 竹中工務店 マンション 階段・スクリーン

H30.9 バウス本郷三丁目 東京都文京区 日本土地建物 ファーストコーポレーション ファーストコーポレーション マンション 鋳物スクリーン・欄間スクリーン

H30.9 ヴィークグレイス三番町 東京都千代田区 清水総合開発㈱ ㈲尾崎建築設計 日本建設㈱ マンション 手摺・フェンス

H30.9 (仮称)都島の郷新築工事 大阪市都島区 三養福祉会 桝谷設計 旭営繕・アフェクション 老人ホーム 飾格子・40台

H30.9 (仮称)石仏町1丁目マンション 愛知県名古屋市 ㈱加藤設計 岐阜商商店 マンション 面格子・手摺

H30.9 ホテル京阪築地銀座グランデ 東京都中央区 中川エンタープライズ 松田平田設計 三井住友建設 ホテル アルミランダムフェンス・門扉他

H30.9 ネベル戸越公園 東京都品川区 タカラレーベン We+F vision ブラスハードテクノロジー マンション 鋳物パネル380枚

H30.10 パークアクシス日本橋浜町レジデンス 東京都中央区 三井不動産レジデンシャル 村中建設㈱ 村中建設㈱ マンション アルシェードスクリーン

H30.10 THE CONOE〈西麻布〉 東京都港区 アパホーム㈱ IAO竹田設計 りんかい日産建設 マンション 門扉・目隠しフェンス

H30.10 プラウド六甲篠原北町 兵庫県神戸市 野村不動産 東急設計コンサルタント 野村建設工業 マンション フェンス・門扉

H30.10 AOKI本社ビル 神奈川県横浜市 AOKIホールディングス 清水建設 清水建設 事務所 手摺・装飾金物

H30.10 SUN南台 東京都中野区 ＳＵＮ南台マンション立替組合 NEXT ARCHITECT&ASSOCIATES 松尾建設㈱ マンション フェンス（パンチング貼）門扉

H30.10 ディモア阿倍野王子町 大阪市阿倍野区 ワールドエステート D&D建築設計事務所 多田建設 マンション エントランス　アルシェード

H30.10 認定こども園 KENTOひまわり園 大阪府摂津市 社会福祉法人鶴野会 ㈱VANS 深阪工務店 認定こども園 格子手摺・門扉

H30.10 開明かしの木こども園 兵庫県尼崎市 社会福祉法人かしの木会 アーキテクトファーム 宮崎建設 こども園 門扉・引戸・フェンス

H30.10 プラウド夙川コートテラス 兵庫県西宮市 野村不動産 日建ハウジングシステム 大鉄工業 マンション バルコニー手摺

H30.10 (仮称)エステムプラザ品川南大井 東京都品川区 東京日商エステム ㈱三輪設計 ㈱イチケン マンション エントランス格子他

H30.11 杉並区永福4丁目計画新築工事 東京都杉並区 三菱地所レジデンス 日建ハウジングシステム 谷津建設㈱ 老人ホーム アルシェード　64.8㎡

H30.11 ローレルコート石神井公園 東京都練馬区 近鉄不動産㈱ ㈲アム・ザイン 第一建設工業 マンション 門扉11ヶ所

H30.11 サンウッド青山 東京都港区 サンウッド HBA 南海辰村建設 マンション エントランス装飾パネル

H30.12 ＪＰノイエ三田 東京都港区 日本郵便㈱ 髙松建設東京本店 髙松建設東京本店 マンション デザインパネル

H30.12 こがケアアベニュー２期工事 福岡県久留米市 社会医療法人天神会 日建設計 大林組 老人ホーム 腰面格子105台

H30.12 パークコート御影ザ･フォレスト 兵庫県神戸市 三井不動産レジデンシャル ㈱熊谷組関西支店 ㈱熊谷組関西支店 マンション バルコニー手摺・門扉

H30.12 (仮称)吹田古江台5丁目計画新築工事 大阪府吹田市 東急不動産 D&D建築設計事務所 不二建設 マンション 大型門扉
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H29.1 京都市左京区下鴨泉川プロジェクト 京都市左京区 ＪＲ西日本不動産 竹中工務店 竹中工務店 マンション バルコニー手摺・階段手摺　1050ｍ

H29.1 北野2丁目計画 兵庫県神戸市 京阪不動産 キューブ一級建築士事務所 ゼロホーム マンション 手摺・外構門扉

H29.1 都花コーポレーションマンション新築工事 大阪府大阪市 都花コーポレーション 生和コーポレーション 生和コーポレーション マンション バルコニー手摺

H29.2 (仮称)泉佐野市上町分譲マンション新築工事 大阪府泉佐野市 アールイーエム 高橋建築設計 多田建設 マンション フェンス・デザイン柱

H29.2 デュオプレステージ大久保駅前Ⅱ　新築工事 兵庫県明石市 ヤング開発 加藤建築設計事務所 平錦建設 マンション 階段手摺・アプローチ門扉・面格子

H29.2 ジオ千里中央　ザ・レジデンス 大阪府豊中市 阪急不動産 ㈱フジタ ㈱フジタ マンション アイアン化粧パネル・アルミフェンス

H29.2 名古屋トヨペット檀溪通店 愛知県名古屋市 名古屋トヨペット 丹下都市建築設計 清水建設 ショールーム アルシェード・カーテン

H29.2 ディモア茨木新中条町PJ 新築計画 大阪府茨木市 ワールドエステート D&D建築設計事務所 金山工務店 マンション 外構フェンス

H29.3 デュオプレステージ明石西新町駅前新築工事 兵庫県明石市 ヤング開発 加藤建築設計事務所 ソネック マンション フェンス・面格子

H29.3 (仮称)新宿区山吹町365計画新築工事 東京都新宿区 大和ハウス工業 安宅設計 飛島建設 マンション デザイン手摺・66.8ｍ

H29.3 自由が丘1丁目計画 東京都目黒区 佐藤尚巳建築研究所 ㈱辰 マンション フェンス・手摺・キャノピー他

H29.3 (仮称)杉並区浜田山4丁目計画 東京都杉並区 ㈱クリモト ㈱長谷建築設計事務所 本間組 マンション 縦格子フェンス

H29.4 大阪キリスト教短大2期工事 大阪市阿倍野区 大阪キリスト教短大 ライフ建築設計 太陽建設 学校 引き戸・左右柱・フェンス

H29.4 金沢百番館くつろぎ館　リニューアル 石川県金沢市 ＪＲ西日本 プランテック総合計画 スペース 商業施設 アルシェードスクリーン

H29.4 かしの木保育園　新築工事 兵庫県尼崎市 社会福祉法人　樫の木会 アーキテクトファーム 立建設 保育園 門扉・フェンス

H29.5 崇禅寺駅前計画　新築工事 大阪府大阪市 鍵本産業 六波羅建築設計事務所 近藤建設 マンション 手摺

H29.5 南大塚1丁目計画 東京都豊島区 個人邸 スターツCAM スターツＣＡＭ 個人邸 花台・キャノピー・手摺他

H29.5 西神吉認定こども園 新築計画 兵庫県加古川市 社会福祉法人　道心 アーキテクトファーム 前川建設 保育園 門扉・フェンス他

H29.7 (仮称)東大阪市長堂2丁目計画 大阪府東大阪市 賃住 日企設計 ㈱ＤＡＩＪＵ マンション バルコニー手摺・フェンス

H29.7 (仮称)東上野5丁目共同住宅新築工事 東京都台東区 双日新都市開発㈱ ㈱バレーヌ ㈱三輪設計 若築建設㈱ マンション バルコニー手摺

H29.8 つくば市葛城計画 茨城県つくば市 ㈱ナテックス ㈱ナテックス エージークルー 分譲住宅 フェンス・格子

H29.8 (仮称)世田谷区桜上水ＰＪ 東京都世田谷区 ㈱日本エスコン 大木建設㈱ 大木建設㈱ マンション フェンス

H29.8 (仮称)六本木3丁目ＰＪ新築工事 東京都港区 相鉄不動産 松田平田設計 鉄建建設㈱ ホテル アルシェード

H29.8 (仮称)ここあ草津　新築工事 滋賀県草津市 草津福祉会 デザインワークス 北和建設 マンション 老人施設

H29.9 目黒駅前地区市街地再開発事業新築工事 東京都品川区 目黒駅前地区市街地再開発組合 大成建設株式会社・株式会社竹中工務店設計共同企業体 大成建設㈱ マンション 転落防止柵・フェンス

H29.9 目黒駅前地区市街地再開発事業新築工事 東京都品川区 目黒駅前地区市街地再開発組合 大成建設株式会社・株式会社竹中工務店設計共同企業体 大成建設㈱ 商業施設 門・塀工事

H29.9 (仮称)オーベル世田谷区上町計画新築工事 東京都世田谷区 大成有楽不動産 安宅設計 大成ユーレック マンション バルコニー手摺・フェンス

H29.9 (仮称)芦屋市東山町計画新築工事 兵庫県芦屋市 野村不動産 IAO竹田設計 野村建設工業㈱ マンション バルコニー手摺・門扉

H29.10 アメリカンスクールイン・ジャパン広場改修計画 東京都調布市 アメリカンスクールインジャパン 丹下設計 工新建設㈱ 学校 アルミデザインパネル

H29.10 四谷三丁目南僑日本店舗ビル新築工事 東京都新宿区 南僑日本店舗 AA&SUN 村本建設㈱ 商業施設 帳型アルミパネル

H29.10 湊つばさ幼稚園　増改築工事 大阪府堺市 湊学園 ＭＩＡアーキテクツ 三陽建設（株） 保育園 門扉・フェンス他

H29.10 ヴェリテ弁天町 大阪府大阪市 南海電鉄 アモルファス建築設計事務所 （株）不二建設 マンション アルシェード

H29.10 大阪水上隣保館豊中校　新築工事 大阪府豊中市 学校法人遥学園 一粒社ヴォーリズ 林建設 福祉施設 手摺・面格子

H29.11 (仮称)横浜市西区伊勢町2丁目計画新築工事 神奈川県横浜市 三菱地所レジデンス ㈱安宅設計 ㈱鍜治田工務店 マンション 鍛造デザイン手摺他

H29.11 新宿5丁目南僑日本店舗ビル新築工事 東京都新宿区 南僑日本店舗 AA&SUN ㈱熊谷組 商業施設 目隠スクリーン・門扉

H29.11 (仮称)レーベン仙台小田原Ａ棟新築工事 宮城県仙台市 ㈱タカラレーベン ㈱ウィ・アンド・エフヴィジョン(渋谷建築設計室) 多田建設 マンション フェンス・門扉

H29.12 田原駅改良建築・電気工事 東京都台東区 東京メトロ 大日本土木・久米設計 大日本土木 駅 壁照明デザインパネル

納　入　実　績 
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H28.1 大和地所Ｒ戸神台Ｂ 千葉県印西市 大和地所 長谷工コーポ 長谷工コーポ マンション フェンス

H28.1 (仮称)ヴィークコート天王寺空清町新築工事 大阪市天王寺区 新井組 新井組 マンション アプローチ門扉

H28.1 アルファステイツ垂水駅前新築工事 兵庫県神戸市 大豊建設 大豊建設 マンション 門扉

H28.1 (仮称)城東区今福東3丁目計画 大阪市城東区 ㈱賃住 日企設計 エターナル マンション バルコニー手摺他

H28.1 (仮称)西三国3丁目計画 大阪市淀川区 ㈱賃住 プライムデザイン エターナル マンション バルコニー手摺他

H28.2 ザ･パークハウス蔵前新築工事 東京都台東区 三菱地所レジデンス 安宅設計 川口土木建築 マンション 木目ルーバー工事他

H28.2 浪速学園高等学校・中学校校舎建設工事 大阪市住吉区 浪速学園 大林組 内外テクノス 学校 フェンス・装飾柱他

H28.2 幸福の科学名古屋正心館 愛知県名古屋市 幸福の科学 清水建設 清水建設 寺院 階段手摺・自立手摺他

H28.2 プレミスト茨木　新築工事 大阪府茨木市 大和ハウス 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション マンション アプローチ門扉・手摺

H28.2 (仮称)中央区備後町マンション新築工事 大阪市中央区 京阪電鉄不動産 不二建設 不二建設 マンション 庇・バルコニー手摺

H28.2 (仮称)ＴクレストⅣ新築工事 神奈川県海老名市 サンハウス サンハウス 商業ビル アルシェードＫＡＳ-008

H28.2 名古屋辻学園調理師専門学校 愛知県名古屋市 辻調理師学園 ウィングスペース ビー･ライフ 学校 飾格子・装飾柱

H28.2 ソアラノーム大岡山 東京都目黒区 日新建物 佐藤総合計画 増岡組 マンション 大型門扉

H28.2 (仮称)淀川区西宮原1丁目Ａ・Ｂ計画 大阪市淀川区 ㈱賃住 日企設計 エターナル マンション バルコニー手摺他

H28.2 (仮称)大正区三軒家東1丁目計画 大阪市大正区 ㈱賃住 日企設計 エターナル マンション バルコニー手摺他

H28.3 白鳥こども園新築工事 新潟県新潟市 藤見学園 加賀田組 加賀田組 保育園 バルコニー手摺・花台・階段他

H28.3 赤坂一丁目住宅 東京都港区 三井不動産 竹中工務店 竹中工務店 マンション 門扉・フェンス・アートパネル

H28.3 光禅寺納骨堂　改修工事 広島県広島市 光禅寺 アークスコーベ プレック 寺院 メビウスフェンス・天井格子

H28.3 梅丘一丁目三井マンション 東京都世田谷区 三井不動産 安宅設計 雅・東京支店 マンション バルコニー手摺他

H28.3 リーズ展示場 岐阜県土岐市 リーズ 日本セラミカ 日本セラミカ 展示場 フェンス・階段手摺他

H28.3 花梨つばさ保育園　新築工事 大阪府大阪狭山市 博光福祉会 アーキテクトファーム 吉川工務店 保育園 大型門扉・フェンス他

H28.3 (仮称)吹田山手町共同住宅新築工事 大阪府吹田市 個人 豊徳建設 豊徳建設 マンション 飾格子・フェンス他

H28.3 (仮称)四谷通ビル新築工事 愛知県名古屋市 森不動産 クレイン建築設計 功和建設 マンション バルコニー手摺他

H28.3 (仮称)ディモア吹田市千里丘上新築工事 大阪府吹田市 ワールドエステート Ｄ＆Ｄ建築設計 多田建設 マンション 門扉・フェンス

H28.3 ＮＩＨＯ大津 滋賀県大津市 セレマ 北斗工業 ミノベライズ 結婚式場 壁面装飾

H28.3 (仮称)阿倍野区長池町計画 大阪市阿倍野区 ㈱賃住 プライムデザイン エターナル マンション バルコニー手摺他

H28.3 (仮称)東成区大今里西3丁目計画 大阪市東成区 ㈱賃住 日企設計 エターナル マンション バルコニー手摺他

H28.5 美ら夢保育園　新築工事 沖縄県那覇市 福祉法人夢工房 山岡哲哉建築設計事務所 東恩納組 保育園 門扉・フェンス

H28.5 愛和保育園　老朽増改築工事 大阪市住之江区 福祉法人愛和 藤田建築設計事務所 松井建設 保育園 両開門扉・フェンス

H28.5 (仮称)マザーシップ大淀南保育園新築工事 大阪市北区 松稲会 中尾綜合建築設計事務所 ツボイビルテックス 保育園 両開門・片開門

H28.6 正覚寺納骨堂　新築工事 兵庫県神戸市 宗教法人正覚寺 アークスコーベ 吉川組 寺院 天井フェンス・階段手摺

H28.7 プラウドシティ阿佐ヶ谷 東京都杉並区 野村不動産 プレースメディア 西武造園 マンション パーゴラ・門扉他

H28.7 アリストふじと台Ⅱ期　新築工事 和歌山県和歌山市 コーティネクス プラスＹアーキテクツ 浅井建設 マンション 両開門扉・アプローチ門扉

H28.7 ブランズ昭和滝川町新築工事 愛知県名古屋市 ＩＡＯ竹田設計 村本建設 マンション バルコニー手摺

H28.7 ジオJR住吉駅前　新築工事 兵庫県神戸市 阪急不動産 日建ハウジングシステム 岡工務店 マンション アルシェード

納　入　実　績 
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H28.7 ディアナコート奥沢 東京都世田谷区 本間組 フェンス工事

H28.8 八王子ニューグランド宴会場改装工事 東京都八王子市 コンティ ホテル 化粧格子

H28.8 名駅南四季劇場 愛知県名古屋市 劇団四季 清水建設 清水建設 劇場 階段手摺・壁付手摺・扉飾他

H28.8 ワコーレ須磨海浜公園駅前　新築工事 兵庫県神戸市 和田興産 瀬戸本淳建築研究室 岡工務店 マンション バルコニー手摺

H28.9 (仮称)東中島6町目マンション計画 大阪市東淀川区 ㈱賃住 日企設計 エターナル マンション バルコニー手摺

H28.9 田中仏光堂新築工事 愛媛県今治市 田中仏光堂 野間工務店 商業ビル アルシェード外壁用

H28.9 ザ・パークハウスグラン南青山 東京都港区 三菱地所レジデンス 東急建設 マンション

H28.10 (仮称)江坂3丁目計画新築工事 大阪府吹田市 ㈱賃住 日企設計 エターナル マンション バルコニー手摺

H28.10 (仮称)港区高輪1丁目共同住宅新築工事 東京都港区 鍛治田工務店 共同住宅 装飾格子

H28.11 千葉県済生会習志野病院手術棟 千葉県習志野市 大成建設 病院 門扉・アルミフェンス

H28.11 イオン長久手 愛知県 イオン Ｌ＆Ｍ 鹿島建設 商業施設 室内装飾

H28.11 グランドメゾンThe大濠　新築計画 福岡県福岡市 積水ハウス 竹中工務店 竹中工務店 マンション エントランスルーバー

H28.11 認定こども園智鳥保育園新築工事 大阪府門真市 北建築設計事務所 吉成建設 保育園 門扉・フェンス他

H28.11 姫路東保育園　新築計画 兵庫県姫路市 夢前福祉会 深谷設計事務所 赤鹿建設 保育園 門扉・フェンス

H28.12 (仮称)レ・ジェイド高槻城西町新築工事 大阪府高槻市 スナダ建設 ＴＯＫＩ設計 スナダ建設 マンション 飾格子他

H28.12 三愛保育園　老朽改築工事 埼玉県春日部市 社会福祉法人サマリア会 藤田建築設計事務所 丸和建設工業 保育園 門扉

H28.12 (仮称)田辺2丁目マンション 大阪市阿倍野区 ㈱賃住 日企設計 エターナル マンション バルコニー手摺

H28.12 大阪キリスト教短大12号館新築工事 大阪市阿倍野区 大阪キリスト教短大 ライフ建築設計 太陽建設 大学 飾格子・門・ガゼボ他

H28.12 ロジュマン宝塚雲雀丘新築工事 兵庫県宝塚市 ＭＩＤ都市開発 杢谷設計 昭和工務店 マンション フェンス・バルコニー手摺
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H27.1 国立富士見台計画新築工事 東京都国立市 住友不動産 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション マンション 竪格子フェンス他

H27.1 (仮称)一社一丁目ビル 愛知県名古屋市 森不動産 クレイン建築設計 功和建設 マンション バルコニー手摺他

H27.1 マリアージュ彦根1Ｆ・2Ｆ内装工事 滋賀県彦根市 セレマ 北斗工業 北斗工業 結婚式場 化粧ゲート他

H27.1 (仮称)西宮市野間町分譲マンション新築工事 兵庫県西宮市 ＮＴＴ都市開発 浅井謙建築研究所 鴻池組 マンション ポーチ門扉他

H27.2 ザ･パークハウス上鷺宮新築工事 東京都中野区 三菱地所レジデンス 三菱地所設計 東亜建設工業 マンション 手摺・門扉他

H27.2 アトラス調布 東京地調布市 旭化成不動産レジデンス ＮＥＸＴ ＡＲＣＨＴＥＣＴ 東急建設 マンション バルコニー手摺他

H27.2 ソアラノーム荻窪天沼 東京都杉並区 日新建物 三菱地所設計 戸田建設 マンション アルコープ門扉

H27.2 (仮称)コフレ板橋本町新築工事 東京都板橋区 ドミール本蓮沼 現代総合設計 ナスコ マンション 化粧手摺

H27.2 パークハウス川崎 神奈川県川崎市 三菱地所レジデンス 安宅設計 大豊建設 マンション 目隠ルーバーフェンス他

H27.2 (仮称)オーベル志村坂上ヒルトップ 東京都板橋区 有楽土地 ジムス設計 大成ユーレック マンション アルコープ門扉

H27.2 プレサンス海老江　新築工事 大阪府大阪市 プレサンスコーポレーション 金山工務店 金山工務店 マンション 面格子

H27.2 プレサンス天神橋　新築工事 大阪府大阪市 プレサンスコーポレーション 金山工務店 金山工務店 マンション 面格子

H27.2 パークホームズ北千里　新築工事 大阪府吹田市 三井不動産レジデンシャル アクアス設計 大鉄工業 マンション フェンス・手摺

H27.3 アトラス府中 東京都府中市 旭化成不動産レジデンス ＮＥＸＴ ＡＲＣＨＴＥＣＴ 東急建設 マンション バルコニー手摺他

H27.3 宝塚歌劇団すみれ寮 兵庫県宝塚市 宝塚歌劇団 阪急設計コンサルタント ハンシン建設 学生寮 門扉・フェンス

H27.3 稲荷1丁目ＰＪ新築工事 大阪市浪速区 ミキコーポレーション スナダ建設 マンション 大型門扉・フェンス

H27.3 生和玉造ビル　新築工事 大阪市天王寺区 生和コーポレーション 瀬戸本淳建築研究室 生和コーポレーション マンション 大型面格子・窓手摺他

H27.3 照隅保育園　新築工事 京都府京都市 社会福祉法人道心 アーキテクトファーム 公成建設 保育園 両開門扉・境界フェンス他

H27.3 デュオプレステージ姫路マークフォート新築工事 兵庫県姫路市 ヤング開発 加藤建築設計事務所 平錦建設 マンション 面格子･フェンス他

H27.3 やまなみ保育園新築工事 福井県小浜市 清菱会 Ｖ．Ａ．Ｎコーポ 保育園 大型門扉

H27.3 (仮称)西区九条南パートⅠ・Ⅱ計画 大阪市西区 ㈱賃住 プライムデザイン エターナル マンション バルコニー手摺他

H27.3 ケアキューブ枚方　新築工事 大阪府枚方市 メディアプラン エムケイ設計事務所 金山工務店 老人ホーム アルミスクリーン

H27.3 ミラージュパレス我孫子　新築工事 大阪市住吉区 ミラージュパレス 阪南設計事務所 アワービルダー マンション エントランス門柱

H27.4 Ｔｏｋｙｏ　Ｂａｙｓｉｄｅ　Ｂｌｄｇ 東京都港区 ラウム計画事務所 富士工 事務所ビル バルコニー手摺他

H27.5 (仮称)トラスコ中山プラネット南大阪新築工事 大阪府堺市 トラスコ中山 安井建築設計事務所 竹中工務店 事務所 化粧格子

H27.5 和泉ひかり保育園　新築工事 大阪府和泉市 福祉法人和泉福祉会 ＭＩＡアーキテクツ 深阪工務店 保育園 門扉・フェンス他

H27.5 稗田保育園　改装工事 宮崎県都城市 福祉法人明和福祉会 ＭＩＡアーキテクツ はやま建設 保育園 門扉

H27.5 (仮称)淀川区十三本町2丁目 大阪市淀川区 ㈱賃住 日企設計 エターナル マンション バルコニー手摺

H27.5 (仮称)西淀川区野里2丁目計画 大阪市西淀川区 ㈱賃住 日企設計 エターナル マンション バルコニー手摺

H27.6 高輪ハイマンション改修工事ＰＪ 東京都港区 東京ソックス A.A.E一級建築士事務所 桂建設 マンション 面格子・装飾柱・フェンス他

H27.6 パークコート芦屋　新築工事 兵庫県芦屋市 三井不動産レジデンシャル 日建ハウジングシステム 熊谷組 マンション バルコニー手摺

H27.6 (仮称)西宮市今在家マンションプロジェクト 兵庫県西宮市 アーキホーム 巨勢工務店 巨勢工務店 マンション バルコニー手摺

H27.6 (仮称)プレサンスロジェ草津大路Ⅱ新築工事 滋賀県草津市 プレサンスコーポ 福田組 福田組 マンション フェンス

H27.7 (仮称)淀川区東三国3丁目Ⅱ計画 大阪市淀川区 ㈱賃住 日企設計 エターナル マンション バルコニー手摺他

H27.7 タカショー（ショールーム） 埼玉県戸田市 タカショー 飾フェンス

納　入　実　績 

No.8



2015年

年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

納　入　実　績 

H27.8 (仮称)浦和区仲町計画 埼玉県浦和区 ＩＡＯ竹田設計 川口土木建築 マンション ルーバーフェンス

H27.8 ホテルオークラ東京別館改修工事（桃花林） 東京都港区 ホテルオークラ 高島屋スペースクリエイツ 鹿島建設 レストラン アルミ鋳物化粧格子

H27.8 プラウド渋谷東 東京都渋谷区 野村不動産 大豊建設 大豊建設 マンション エントランス化粧間仕切･パネル

H27.9 エルスタンザ恵比寿南一丁目新築工事 東京都渋谷区 ＩＡＯ竹田設計 北野建設 マンション 手摺・スラブ天井見切他

H27.9 日吉夢保育園　新築工事 神奈川県横浜市 福祉法人夢工房 山岡哲哉建築設計事務所 工藤建設 保育園 門扉・フェンス他

H27.9 (仮称)シェリエ上里町工場新築工事 埼玉県児玉郡 マッセ 工場 バルコニー手摺・装飾金物

H27.9 (仮称)ロングライフ阿倍野新築工事 大阪市阿倍野区 みかど製作所 えむ工房 南海辰村建設 老人ホーム バルコニー竪格子手摺他

H27.9 神戸地検明石検察庁舎　新築工事 兵庫県明石市 神戸地方検察庁 梓設計 川嶋建設 庁舎 アルシェード

H27.10 アトラス新宿川田町ヒルズ 東京都新宿区 旭化成不動産レジデンス ＮＥＸＴ ＡＲＣＨＴＥＣＴ 松井建設 マンション バルコニー手摺

H27.11 (仮称)三幸学園那古野新校舎新築工事 愛知県名古屋市 三幸学園 ウィングスペース 安藤・間 学校 バルコニー手摺・花台・階段他

H27.11 ラスイート神戸第一突堤計画 兵庫県神戸市 ラスイート神戸 日建設計 大成建設 ホテル 門扉・フェンス・手摺他

H27.11 (仮称)ＮＳＢ大多喜光ハウス 千葉県夷隅郡 中野スクールオブビジネス 千都建築設計事務所 大成建設 研修施設 窓手摺・バルコニー手摺

H27.11 ＳＩＢビル新築工事 東京都港区 プランテック アセットファシリティ マンション 手摺・フェンス・他

H27.11 (仮称)芦屋市平田町計画新築工事 兵庫県芦屋市 野村不動産 野村建設工業 野村建設工業 マンション フェンス・門扉

H27.11 グランディア下志津田ブエナビスタ新築工事 千葉県四街道市 秋田建設工業 秋田建設工業 分譲住宅 花台・面格子・装飾金物

H27.11 (仮称)ベルトブライダルささしまＰＪ新築工事 愛知県名古屋市 ツカダグローバル ツカダグローバル 結婚式場 デザイン格子

H27.11 ディアナコート学芸大学 東京都目黒区 モリモト 南條設計室 富士工 マンション ベランダ手摺

H27.12 神奈川工科大学生寮新築工事 神奈川県厚木市 神奈川工科大学 鹿島建設 鹿島建設 学校 ベランダ手摺他

H27.12 塩崎ビルエントランス改修工事 東京都千代田区 金萬商事 カレブラン 鹿島建設 事務所ビル アルミ柱形パネル

H27.12 ザ･パークビオ横浜東神奈川 神奈川県横浜市 三菱地所レジデンス 南條設計室 村中建設 マンション 竪ルーバーフェンス他

H27.12 上智厚生館保育園遊技室棟新築工事 東京都荒川区 ジャクエツ 飛島建設 保育園 窓額縁枠他
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H26.1 パークホームズ二条　新築工事 京都府京都市 三井不動産レジデンシャル アクアス設計 熊谷組 マンション アルミスクリーン

H26.1 夢の鳥保育園　改修工事 大阪府豊中市 社会福祉法人夢工房 山岡哲哉建築設計事務所 林建設 保育園 門扉

H26.1 リベール摂津本山　新築工事 兵庫県神戸市 昭和住宅 アモルファス建築設計事務所 森組 マンション 大型引戸・フェンス・手摺

H26.2 アニヴェルセルみなとみらい横浜 神奈川県横浜市 アニヴェルセル㈱ 清水建設 清水建設 結婚式場 門扉・手摺・花台

H26.2 アトラス池尻レジデンス 東京都世田谷区 旭化成不動産レジデンス ＮＥＸＴ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ 大成建設 マンション バルコニー手摺・両開門扉・フェンス

H26.2 ＪＲ塩尻駅舎改修工事 長野県塩尻市 ＪＲ東日本 東鉄工業 駅 待合室装飾・花台他

H26.2 花音つばさ保育園　新築工事 兵庫県神戸市 博光福祉会 アーキテクトファーム 栗本建設工業 保育園 門扉・フェンス

H26.2 グランアッシュ四天王寺　新築工事 大阪市生野区 ホームズ 蔵設計 金山工務店 マンション バルコニー手摺

H26.2 パークホームズ甲子園口　新築工事 兵庫県西宮市 三井不動産レジデンシャル 三井住友建設 三井住友建設 マンション フェンス・パーティション

H26.3 アカシヤ保育園　新築工事 大阪府寝屋川市 社会福祉法人寿会 アークスコーベ 田中住建 保育園 両開門扉・外部手摺他

H26.3 ザ・神戸北野レジデンス　新築工事 兵庫県神戸市 和田興産 瀬戸本淳建築研究室 生和コーポレーション マンション バルコニー手摺・フェンス

H26.4 子音つばさ保育園　新築工事 大阪府堺市 博光福祉会 ＭＩＡアーキテクツ 進和建設 保育園 門扉・フェンス・手摺

H26.4 三幸学園東京ウエディング＆ブライダル 東京都文京区 三幸学園 光建舎 学校 階段手摺・フェンス他

H26.5 ブランズ芦屋パークフロント改修工事 兵庫県芦屋市 東急不動産 スナダ建設 マンション フェンス

H26.5 島津製作所Ｅ1号館新築工事 京都府京都市 島津製作所 三菱地所設計 戸田建設 工場 大型門扉・フェンス他

H26.5 臨川寺本寺客殿庫裏新築工事 東京都江東区 臨川寺 栗生総合計画事務所 松井建設 寺院 ハンガー引戸

H26.6 龍生院立替 東京都港区 龍生院 藤木工務店 藤木工務店 寺院 引戸門・片開門他

H26.6 箕面夢保育園　新築工事 大阪府箕面市 社会福祉法人夢工房 ＭＩＡアーキテクツ 林建設 保育園 門扉・フェンス・面格子他

H26.7 山のまち保育園　新築工事 兵庫県神戸市 雄岡山福祉会 ＭＩＡアーキテクツ 林建設 保育園 門扉・フェンス

H26.7 (仮称)代官山Ｕ計画新築工事 東京都渋谷区 本間組 本間組 マンション バルコニー手摺・フェンス他

H26.7 プラウド与野 埼玉県さいたま市 野村不動産 鴻池組 鴻池組 マンション アクセント壁

H26.8 立命館長岡京中高建設 京都府長岡京市 立命館 鹿島建設 鹿島建設 学校 6連大型引戸

H26.9 なんばセントラルプラザリバーガーデン 大阪市浪速区 リバー産業 日企設計 リバー建設 マンション バルコニー手摺・門扉・階段手摺

H26.9 新ゲストハウス計画2013 兵庫県豊岡市 ベルコ 友広建築設計室 福井建設 結婚式場 大型門扉・フェンス

H26.9 (仮称)淀川区東三国5丁目計画 大阪市淀川区 ㈱賃住 日企設計 エターナル マンション バルコニー手摺

H26.9 パークホームズ堺町御門　新築工事 京都府京都市 三井不動産レジデンシャル アクアス設計 熊谷組 マンション アプローチ門扉

H26.9 パークアクシス南船場　新築工事 大阪府大阪市 三井不動産レジデンシャル アクアス設計 村中建設 マンション 外構フェンス

H26.10 霊友会弥勒山宿院立替2期 静岡県賀茂郡 霊友会 竹中工務店 竹中工務店 宿院 手摺・軒天ルーバー

H26.10 ザ・パークハウス湯島龍岡町新築工事 東京都文京区 三菱地所レジデンス 淺沼組 淺沼組 マンション バルコニー手摺他

H26.11 (仮称)東十条6丁目計画新築工事 東京都北区 野村不動産 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション マンション 目隠フェンス・門扉

H26.11 (仮称)府中東芝町新築工事 東京都府中市 野村不動産 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション マンション 剣先フェンス・門扉他

H26.11 クレイヴィア帝塚山ザ･ハウス新築工事 大阪市住吉区 伊藤忠都市開発 イチケン イチケン マンション フェンス・門扉

H26.11 光丘渋谷ビル免震改修工事及びリニューアル工事 東京都渋谷区 イリア イリア マンション ドア面格子・スクリーン

H26.11 武庫川女子大学看護学部 大阪府西宮市 武庫川女子大学 竹中工務店 竹中工務店 学校 大型片引戸・片開門扉

H26.11 淑徳小学校グランド整備計画 東京都板橋区 淑徳学園 田家建築 学校 大型門扉・装飾アーチ

納　入　実　績 

No.10



2014年

年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

納　入　実　績 

H26.12 グアム日航ホテルチャペル　改修工事 グアム島 日航ホテル マッチ建築事務所 浅沼組 ホテル 門扉・フェンス・手摺

H26.12 リベール兵庫駅前　新築工事 兵庫県神戸市 昭和住宅 アモルファス建築設計事務所 南海辰村建設 マンション 面格子

H26.12 (仮称)日綜印西市戸神台 千葉県印西市 大和地所レジデンス 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション マンション フェンス

H26.12 玉川大学ＭＭＲＣ棟 東京都町田市 玉川大学 学校 大型門扉・デザイン手摺他

H26.12 (仮称)千種駅南ビル新築工事 愛知県名古屋市 加藤設計 功和建設 マンション バルコニー手摺

No.11



2013年

年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

H25.1 エステムコート中央区濃人橋マンション 大阪市中央区 日商エステム 現代綜合設計 鍛治田工務店 マンション 門扉14ケ所

H25.1 新丁4丁目マンション 大阪市西区 積水 金山工務店 マンション 手摺・階段手摺

H25.1 町田明泉学園 東京都町田市 清水建設 学校 バルコニー手摺・フェンス・アーチ

H25.1 三幸学園千葉校新館新築工事 千葉県千葉市 東急建設 学校 バルコニー手摺・階段手摺他

H25.1 宇治六地蔵マンション新築工事 京都府宇治市 東急不動産 日企設計 東急建設 マンション 門扉41台

H25.1 しば幼稚園 埼玉県川口市 鴻池組 教育施設 引戸門・両開門・フェンス他

H25.1 エステムプラザ西心斎橋 大阪市中央区 日商エステム ｼﾞｰﾕｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 森本組 マンション 袖付門扉3台

H25.2 中央区安土町マンション新築工事 大阪市中央区 日商エステム ｱｸｾｽ設計 鍛治田工務店 マンション 親子開門14セット

H25.2 ザ・桜ケ丘テラス 大阪府箕面市 ｳｨﾙ空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ 住宅 大型門扉・片開き門

H25.2 ブランズ甲子園 兵庫県西宮市 東急不動産 ＩＡＯ竹田 ＮＩＰＰＯ マンション 手摺・800ｍ・片開門他

H25.3 無原聖母修道院 東京都練馬区 竹中工務店 宗教施設 大型門扉

H25.3 MTC計画新築工事 東京都港区 大成建設 住宅 フェンス・門扉

H25.3 浦和区前地マンション 埼玉県さいたま市 野村不動産 長谷工 長谷工 マンション フェンス工事

H25.3 同志社大学今出川C整備工事 京都府京都市 同志社 東畑建築事務所 戸田建設 学校 引戸門扉工事

H25.3 モザイクリニューアル 兵庫県神戸市 三菱倉庫 竹中工務店 竹中工務店 商業施設 手摺400ｍ・木花花瓶装飾

H25.4 百合学園 兵庫県尼崎市 百合学院 樽井造園 樽井造園 学校 両引門・両開門・片開門他

H25.4 資生堂本社ビル東京銀座 東京都中央区 資生堂 竹中工務店 竹中工務店 商業ビル アルミシェード

H25.4 パークコート六甲　新築工事 兵庫県神戸市 三井不動産レジデンシャル アクアス設計 三井住友建設 マンション 手摺他

H25.4 三菱倉庫モザイク商業施設 兵庫県神戸市 三菱倉庫 竹中工務店 竹中工務店 商業施設 運河回り手摺・木の装飾他

H25.5 （仮称）滋慶学園西葛西3丁目校舎増築 東京都江戸川区 滋慶学園 東レ建設 学校 フェンス・門扉

H25.5 ホテルモントレ沖縄タイガーピーチ 沖縄県国頭郡 ホテルモントレ 鹿島建設 ホテル 門扉・チャペルゲート・ベランダ手摺

H25.6 猿楽町共同住宅新築工事 東京都渋谷区 鹿島建設 マンション 剣先フェンス他

H25.6 （仮称）三幸学園千葉校新築工事 千葉県千葉市 三幸学園 東急建設 東急建設 学校 バルコニー手摺他

H25.7 (仮称）シャリエ日本橋新築工事 大阪市中央区 東レ建設 不二建設 不二建設 マンション 門扉41ヶ所

H25.7 エステムコート川西小戸計画新築工事 兵庫県川西市 日商エステム ＩＡＯ田中設計 森本組 マンション 門扉29ヶ所

H25.7 ユニハイム阿倍野松崎町新築工事 大阪市阿倍野区 ﾕﾆﾁｶｴｽﾃｰﾄ 日本国土開発 マンション 親子開門ＦＩＸ付　24ヶ所

H25.7 (仮称)プラウド星ケ丘Ⅱ新築工事 名古屋市千種区 野村不動産 南條建築設計 矢作建設工業 マンション 親子門7ヶ所・フェンス

H25.8 関西大学一高一中リニューアル工事 大阪府吹田市 関西大学 類設計室 鴻池組 学校 大型門扉・片開門扉・フェンス

H25.9 オーベルアーバンツ代々木上原新築工事 東京都渋谷区 青木あすなろ建設 マンション 門扉・フェンス他

H25.9 名古屋日東名駅ビル 名古屋市中村区 フジタ フジタ 店舗 両開門扉

H25.9 鷺沼4丁目マンション 神奈川県川崎市 東急建設 東急建設 マンション フェンス

H25.10 プラウド西宮苦楽園口　新築工事 兵庫県西宮市 野村不動産 日建ハウジングシステム 熊谷組 マンション 大型門扉他

H25.10 プレサンスロジェ鳳公園　新築工事 大阪府堺市 プレサンスコーポレーション 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション マンション 大型門扉

H25.11 千代田区3番町新築工事 東京都千代田区 三菱地所レジデンス 大林組 マンション

H25.11 実践女子学園1期渋谷校 東京都渋谷区 実践女子学園 ナスコ 学校 フェンス

納　入　実　績 

No.12



2013年

年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

納　入　実　績 

H25.11 ミラージュパレス上本町ガレリア　新築工事 大阪府大阪市 ミラージュパレス 阪南設計事務所 金山工務店 マンション エントランスルーバー

H25.12 プレージア東園田　新築工事 兵庫県尼崎市 オーエス 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション マンション アプローチ門扉・フェンス

No.13



2012年

年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

H24.1 吹田山手町 大阪府吹田市 創建 礎一級 ノバック マンション 門扉

H24.2 （仮称）プラネスーペリア住吉本町Ⅱ 兵庫県神戸市 新星和不動産 ＩＡＯ竹田 大林組 マンション アイアン手摺他

H24.2 特別養護老人ホーム芦風荘新築工事 兵庫県尼崎市 芦風荘 類設計室 戸田建設 福祉施設 ロートアルミ手摺他

H24.2 あいなホームケアハウス・保育園 兵庫県川西市 日商エステム ｸﾚｱｰﾙ建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ 西松建設 福祉施設 フェンス・引戸門他

H24.3 プラウドシーズン津田沼 千葉県船橋市 トヨタホーム 西武造園 マンション 階段手摺他

H24.3 東急あざみ野 神奈川県横浜市 マエダ マンション 面格子・フェンス他

H24.3 DC和田3丁目 東京都杉並区 日章造園 住宅 両開門

H24.3 希望が丘幼稚園 神奈川県横浜市 エクシーズ 福祉施設 引戸門・片開門・フェンス

H24.3 本橋テラスハウス 東京都西東京市 住宅 大型キャノピー

H24.3 市川北方 千葉県市川市 トヨタホーム 東急ｸﾞﾘｰﾝｼｽﾃﾑ 住宅 フェンス

H24.4 至誠館ゆりがおか 神奈川県川崎市 名工建設 福祉施設 両開門扉・親子門扉他

H24.4 西萩北2丁目計画 東京都杉並区 松尾建設 マンション 門扉・フェンス他

H24.5 Holistic Speace Japan新築工事 和歌山県東牟婁郡 日和設計 多田建設 福祉施設 バルコニー・引戸・花台他

H24.5 すずかけセントラル病院 静岡県浜松市 病院 バルコニー手摺・階段手摺他

H24.6 プレミアレックス（勝どき）新築工事 東京都中央区 太田住建 住宅 両引門

H24.6 中津3丁目マンション 大阪市北区 賃住 エターナル エターナル マンション マンション手摺

H24.6 リッツ難波新築工事 大阪市浪速区 ﾘｯﾂｶｰﾙﾄﾝ 福田組 ホテル 化粧面格子

H24.7 NIHO新築工事 滋賀県大津市 良建築設計 北斗ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 結婚式場 正面ゲート他

H24.7 大津三丁目 兵庫県姫路市 新日鉄姫路 熊谷組 住宅 手摺

H24.7 アーククラブ迎賓館(金沢） 石川県金沢市 結婚式場 アーチフレーム・装飾金物

H24.7 ベルコ富山駅前 富山県富山市 ベルコ 友広建築設計室 竹中工務店 結婚式場 両開門・手摺・ガゼボ他

H24.8 ホテルブエナビスタ 長野県松本市 東洋観光事業 ホテル 両開門・化粧柱・フェンス他

H24.8 代官山I計画 東京都渋谷区 本間組 マンション 目隠フェンス・ガラスフェンス

H24.8 アンフェリシオン 東京都江東区 マンション 玄関化粧格子他

H24.9 神戸PJ新築工事　ノートルダム神戸 兵庫県神戸市 愛グループ 吉村建築事務所 フジタ 結婚式場 大型門扉・フェンス他

H24.9 久地プロジェクト 神奈川県川崎市 山内工務店 マンション フェンス・手摺・面格子他

H24.11 泉ケ丘保育園 大阪府泉佐野市 泉が丘福祉会 南海辰村建設 教育施設 大型門扉

H24.11 塩山愛育園 山梨県甲州市 日経工業 教育施設 大型門・バルコニー・階段手摺他

H24.11 常葉学園中・高等学校校舎新築 静岡県静岡市 常葉学園 大成建設 学校 門扉・手摺

H24.11 ビックレッドファーム 北海道新冠郡 さくら佐藤建設 商業施設 大型門扉

H24.11 水戸三の丸庁舎 茨城県水戸市 水戸市 久米設計 竹中工務店 庁舎 アルミ鋳物・耐震工事

H24.12 エステムプラザ神戸市中央区小野柄 兵庫県神戸市 日商エステム 礎一級 イチケン マンション 門扉28ケ所

H24.12 エステムプラザ東大阪市長堂 大阪府東大阪市 日商エステム ＩＡＯ竹田 広成建設 マンション モデルルーム

H24.12 長岡第五小学校 京都府長岡京市 長岡市 学校 飾格子

H24.12 エステムコート中央区南久宝寺 大阪市中央区 日商エステム ｼﾞｰﾕｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 鍛治田工務店 マンション 門扉26ヶ所

納　入　実　績 

No.14



2011年

年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

H23.1 中根一丁目計画 東京都目黒区 三菱地所ホーム 扶桑建設 マンション 門扉・フェンス・バルコニー手摺他

H23.1 ユウベルホール西風新都新築工事 広島県広島市 平安閣グループ 高橋建築設計 共立 葬祭場 階段手摺

H23.1 三軒茶屋ＰＦ　新築工事 東京都世田谷区 三菱地所ホーム マンション 門扉・手摺他

H23.2 けやき坂保育園　新築工事 兵庫県川西市 山岡哲哉建築設計事務所 掛谷工務店 教育施設

H23.3 天王寺区城南寺町集合住宅 大阪市天王寺区 ｱｰﾊﾞﾈｯｸｽ ＩＡＯ竹田 名工建設 マンション 門扉

H23.3 フォーリーフ金沢・鞍月5丁目 石川県金沢市 フォーリーフ マンション フェンス・装飾手摺・面格子他

H23.3 エステムコート高槻市上田辺新築工事 大阪府高槻市 日商エステム ｼﾞｰﾕｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 岩出建設 マンション 親子門49セット

H23.3 旗の台6丁目Ｎ・Ｉ計画新築工事 東京都品川区 三菱地所ホーム マンション 吹抜手摺・ロフト手摺・階段手摺他

H23.3 目黒区中町2丁目保育園新築工事 東京都目黒区 社会福祉法人夢工房 藤木工務店 福祉施設 門扉・フェンス

H23.5 王子エムビル新築工事 東京都北区 エムクリエイト 創建 商業ビル 花台・片開門・フェンス・階段手摺

H23.5 天王寺区堂ケ芝計画新築工事 大阪市天王寺区 ｱｰﾊﾞﾈｯｸｽ Ｄ＆Ｄ 名工建設 マンション 片開門24セット

H23.7 シャリエ高槻新築工事 大阪府高槻市 東レ建設 ＩＡＯ竹田 東レ建設 マンション 親子門31セット

H23.8 ブルーメンハイム・トーホー増設工事 群馬県太田市 岩田設計 関口廣建設 マンション 花台15セット

H23.8 町田明泉学園鶴川高校校舎改築工事 東京都町田市 町田明泉学園 瀬尾建築計画 清水建設 学校 校門アーチ他

H23.9 生島リバーサイドマンション改修工事 大阪市東淀川区 賃住 エターナル エターナル マンション 手摺765ｍ他

H23.9 西宮名次町マンション新築工事 兵庫県西宮市 野村不動産 日建ハウジングシステム 錢高組 マンション 手摺102ｍ他

H23.10 くみのき苑ゆらら新築工事 大阪府堺市 くみのき苑 ヤン一級建築 鴻池組 福祉施設 化粧フェンス91.9ｍ

H23.10 東京スカイツリーＨ345展望レストラン 東京都墨田区 大林・東武谷内田 電波塔 ランダム格子アルミ成形材

H23.11 神戸山本通りビル新築工事 兵庫県神戸市 小林恒建築研究所 榎並工務店 マンション 手摺他

H23.11 ザ・パークハウス関目 大阪市城東区 三菱地所レジデンス 永都設計 鍛治田工務店 マンション 親子門28セット

H23.11 中国飯店芝浦3丁目倶楽湾計画 東京都港区 中国飯店 竹中工務店 飲食店 バルコニー手摺・花台他

H23.11 上尾花園幼稚園 埼玉県上尾市 学研教育みらい 島村工業 教育施設 フェンス・引戸・館銘板他

H23.11 千代田区六番町計画 東京都千代田区 三菱地所レジデンス 三菱地所設計 竹中工務店 マンション 手摺212.7ｍ

H23.11 （仮称）二日町北三番丁計画 宮城県仙台市 タイム＆ガーデン 熊谷組 マンション 階段パネル・外部フェンス他

H23.11 小牧ブライダル（アンジェリーナ・スイート） 愛知県小牧市 飛世ｱﾄﾘｴ一級 結婚式場 フェンス・階段手摺他

H23.11 パインフィールド御陵新築工事 京都府京都市 松田観光 昭和設計 淺沼組 マンション フェンス・ドアー飾・化粧柱

H23.12 ネバーランド逆瀬川新築工事 兵庫県宝塚市 日本エスコン アペックス 南海辰村建設 マンション 飾手摺・フェンス

H23.12 （仮称）もみの木ディサービス新築工事 神奈川県横浜市 ノアデザイン 福祉施設 ドーマー窓（大・小）面格子他

H23.12 （仮称）キングマンション都島新築工事 大阪市都島区 阪神住建 加藤設計 スナダ建設 マンション フェンス72ｍ

納　入　実　績 

No.15



2010年

年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

H22.1 ローレルコート羽衣 大阪府高石市 東レ建設 ﾀﾞｲｼﾝ建築設計 東レ建設 マンション 親子門扉

H22.2 エステムコート京都七条御所ﾉ内 京都府京都市 日商エステム 礎一級 森本組 マンション 親子門扉

H22.2 老人ホームつくばメディケアレジデンス 茨城県つくば市 大和ハウス工業 大和ハウス工業 福祉施設 装飾柱・手摺・窓飾り

H22.3 若葉幼稚園新築工事 群馬県太田市 若葉幼稚園 石川建設 教育施設

H22.8 ＡＭＧＡＳＡＫＩ ブライダル 兵庫県尼崎市 リバース 大和ハウス工業 大和ハウス工業 結婚式場 引戸門扉・フェンス

H22.8 松原メモリアルホール 大阪府松原市 セルビス 高橋建築設計 多田建設 葬祭場 階段手摺・ベランダー手摺

H22.8 離宮前町2丁目マンション新築工事 兵庫県神戸市 三井不動産 錢高組 マンション 手摺

H22.8 積水ハウス牛久保宅地造成外周工事 神奈川県横浜市 積水ハウス 大本組 マンション フェンス　521ｍ

H22.9 会館葬祭ユウベルホール広島 広島県広島市 平安閣グループ 高橋建築設計 砂原組 葬祭場 階段手摺

H22.10 エステムコート東成中道新築工事 大阪市東成区 日商エステム Ｃube設計 広成建設 マンション 片開門扉

H22.11 エステムコート伊丹緑ヶ丘新築工事 兵庫県伊丹市 日商エステム ｼﾞｰﾕｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 岩出建設 マンション 親子門扉

H22.12 エステムコート浪速区下寺新築工事 大阪市浪速区 日商エステム 国分建築設計 スナダ建設 マンション 親子門扉

H22.12 ローレルコートあやめ池 奈良県奈良市 近鉄不動産 福本設計 大日本土木 マンション 手摺

H22.12 世田谷区粕谷4丁目計画 東京都世田谷区 三菱地所ホーム マンション 面格子

H22.12 ユニエス南千里丘新築工事 大阪府摂津市 ﾕﾆﾁｶｴｽﾃｰﾄ 長谷工 長谷工 マンション フェンス・片開門・手摺

H22.12 鳳メモリアルホール新築工事 大阪府堺市 高橋建築設計 ﾏﾂﾀﾞ・ｼﾃｨｰｽﾞ マンション 花台

H22.12 メゾンドール谷町6丁目 大阪市中央区 大阪ｶﾞｽﾒｿﾞﾝ ｱｰｷﾌｫﾙﾑ設計 フジタ マンション 門扉24台

納　入　実　績 

No.16



2009年

年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

H21.1 パークホームズ三国ヶ丘 大阪府堺市 三井不動産レジデンシャル 東急建設 マンション 門扉

H21.1 リブコート垂水 兵庫県神戸市 Ｄ＆Ｄ 東急建設 マンション 門扉

H21.2 ザ・ライオンズ鷺ノ宮新得工事 東京都練馬区 大京 東洋建設 マンション フェンス

H21.2 エスリード芦屋陽光町 兵庫県芦屋市 日本エスリード 都市建 安藤建設 マンション フェンス・門扉

H21.2 平野西脇4丁目マンション 大阪市平野区 大末建設 マンション 門扉

H21.2 武蔵境ライオンズマンション 東京都武蔵野市 大京 大本組 マンション フェンス

H21.2 南平台保育園新築工事 大阪府高槻市 藤田建築設計 村本建設 教育施設 引戸門・親子門・フェンス

H21.2 コスモスクエアＰＪ 大阪市住之江区 ｺｽﾓｽｲﾆｼｱ ＹＵＴＡＫＡ設計 五洋建設 マンション 門扉

H21.3 松坂屋上野駐車場ビル 東京都台東区 松坂屋 竹中工務店 竹中工務店 商業ビル 装飾シェ－ト

H21.4 三菱地所葉山マンション2期工事 千葉県三浦郡 三菱地所 竹中工務店 マンション 階段手摺

H21.5 高槻市富田丘町計画 大阪府高槻市 栄泉不動産 長谷工 長谷工 マンション 倾斜柱手摺

H21.7 旭ヶ丘住宅地開発事業 大阪府豊中市 旭化成ホームズ マンション フェンス

H21.7 ブランズ茨木駅前計画 大阪府茨木市 阪急不動産 石黒建設 マンション 玄关門扉・大型門扉

H21.8 津山鶴山ホテル　チャペル 岡山県岡山市 鴻池組 ホテル 装飾格子・フェンス

H21.9 木場六丁目マンション新築工事 東京都江東区 露木工務店 マンション ベランダー手摺他

H21.11 テラス自由が丘 東京都目黒区 大世工業 マンション

H21.12 三軒茶屋一丁目計画新築工事 東京都世田谷区 富士建設 マンション 門・フェンス

H21.11 結城病院改装及び新築工事 茨城県結城市 柴田建設 病院 大型門扉・フェンス

H21.11 ファインコート平和が丘新築工事 愛知県名古屋市 西武造園 マンション 門扉

納入実績

No.17



2008年

年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

H20.1 積水　四条畷Ⅱ 大阪府四條畷市 積水ハウス 長谷工 長谷工 マンション 大型門扉・フェンス

H20.2 Ｍｓ　Ｃｉｔｙ岡崎分譲マンション 愛知県岡崎市 大林組 マンション 大型門扉・フェンス

H20.2 グランスィート茨木松ケ本町 大阪府茨木市 ＮＩＰＰＯ マンション 親子門扉39セット

H20.2 ル・サンク豊中 大阪府豊中市 ＮＩＰＰＯ マンション 門扉18セット

H20.2 大阪国学院高等学校 大阪府大阪市 大阪国学院 熊谷組 学校 大型門扉・飾格子

H20.2 イトーピア豊中緑丘 大阪府豊中市 伊藤忠都市開発 浅井謙建築設計 鉄建建設 マンション 門扉271セット・フェンス

H20.2 藤和南久宝寺マンション 大阪府八尾市 藤和不動産 大末建設 マンション 門扉26セット

H20.2 法輪保育園 三重県鈴鹿市 ＴＦＩ建築設計 教育施設 大型門扉

H20.2 ルナコートＵＳＪ 大阪市此花区 村本建設 マンション 門扉77セット

H20.2 煉瓦の家木曳野 石川県金沢氏 タカラ不動産 商業施設 門扉・フェンス・手摺

H20.2 東京ディズニーランドホテル 千葉県浦安市 ホテル フェンス

H20.2 安城マンション 愛知県安城市 マンション バルコニー手摺40台

H20.2 アーバンビュー堺プレミアムコート 大阪府堺市 松村組 マンション 門扉56セット

H20.3 クロムハーツ東京本店 東京都港区 鹿島建設 店舗 大型引戸門扉

H20.3 コスモアベニュー宝塚宝松苑 兵庫県宝塚市 ｺｽﾓｽｲﾆｼｱ 昭和工務店 マンション バルコニー手摺

H20.3 阪急宝塚山手台分譲住宅 兵庫県宝塚市 阪急不動産 昭和設計 昭和工務店 マンション 門扉・階段手摺

H20.3 グランドヒルズ三軒茶屋 東京都世田谷区 住友不動産 竹中工務店 マンション 大型門扉・フェンス・大型引戸

H20.3 おゆみ野学園前計画 千葉県千葉市緑区 東急ｸﾞﾘｰﾝｼｽﾃﾑ マンション フェンス40台

H20.3 大一興業ゲストルーム 兵庫県芦屋市六麓荘 大一興業 ｱｰﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 住宅 大型門扉・フェンス

H20.3 リバースりんくう結婚式場 大阪府泉南市 リバース 大和ハウス工業 大和ハウス工業 結婚式場 大型門扉・手摺・飾格子

H20.5 ゼファ御影 兵庫県神戸市 ゼファ 若築建設 マンション 装飾フェンス

H20.5 グランスィート六甲篠原本町 兵庫県神戸市 丸紅 淺沼組 マンション 装飾格子

H20.5 泉ヶ丘メモリアルホール 大阪府堺市 高橋建築設計 熊谷組 葬祭場 飾格子・壁付手摺他

H20.8 愛国学園短期大学 千葉県四街道市 愛国学園 東央建設 学校 大型門扉・フェンス

H20.8 宝塚山手台レジデンス第2期 兵庫県宝塚市 阪急不動産 昭和工務店 マンション 門扉・手摺

H20.8 日本綜合地所高輪本社ビル 東京都港区 日本綜合地所 大成建設 大成建設 商業ビル 階段手摺

H20.9 ネバーランド箕面公園 大阪府箕面市 日本エスコン トキ設計 大豊建設 マンション 門扉

H20.9 プレサンス那古野 愛知県名古屋市 プレサンス 土屋組 マンション 飾格子・取手他

H20.9 ラ・スィート神戸ホテル 兵庫県神戸市 ファイン 小林建築研究所 大林・金下 ホテル 阳台手摺・門扉等

H20.11 後藤回漕店本社社屋新築工事 兵庫県神戸市 後藤回漕店 東畑建築事務所 近畿菱重興産 商業ビル 両開格子・化粧格子

H20.12 江戸川競艇場 東京都江戸川区 ナカノフドー 遊技場 ステンレスフェンス

納入実績

No.18



2007年

年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

H19.1 エスリード五位堂マンション 奈良県香芝市 エスリード 大末建設 マンション 門扉15ヶ所

H19.1 ロイヤルアーク相川マンション 大阪市東淀川区 ﾛｲﾔﾙｱｰｸ マンション 門扉16ヶ所

H19.2 ネバーランド浜大津マンション 滋賀県大津市 ネバーランド 日本国土 マンション 大型門扉他

H19.2 甲子園口北町マンション 兵庫県西宮市 アーバン 東レ建設 マンション 化粧格子

H19.2 プレサンス千種マンション 愛知県名古屋市 プレサンス 鍛治田工務店 マンション 飾格子

H19.3 パインフィールド山科マンション 京都府山科 昭和設計 大林組 学校 飾格子

H19.3 忍ケ丘愛育園 大阪府四条畷市 村本建設 教育施設 大型門扉

H19.3 芦屋夢保育園 兵庫県芦屋市 山岡哲哉建築設計 前川建設 教育施設 親子開門扉

H19.3 高洲プロジェクト新築工事 千葉県浦安市 松井建設 マンション ベランダー手摺

H19.5 王寺北幼稚園 奈良県北葛城郡 王子町 西谷設計 村本建設 教育施設 大型門扉

H19.6 和泉府中メモリアルホール 大阪府和泉市 高橋建築設計 ﾏﾂﾀﾞｼﾃｨｰｽﾞ 葬祭場 大型引戸門扉

H19.7 プレサンス神戸春日野ウエスト 兵庫県神戸市 プレサンス 奥村組土木興業 マンション 飾格子・面格子

H19.7 湖東町ドライブイン 静岡県浜松市 戸塚建設 商業施設 ベランダー手摺

H19.8 石岡プロジェクト結婚式場 茨城県石岡市 北斗ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 北斗ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 結婚式場 大型門扉・室内門扉

H19.9 ネバーランド高野 京都府京都市 日本エスコン マンション 親子門扉14セット

H19.9 我孫子東ワンルームマンション 大阪市住吉区 フジ住宅 多田建設 マンション 化粧门扉・手摺

H19.9 エスリード住之江御崎2丁目 大阪市住之江区 安藤建設 マンション 親子門扉14セット

H19.10 コモンステージおゆみ野 千葉県千葉市緑区 積水ハウス 積水ハウス マンション フェンス・階段手摺

H19.11 泉佐野分譲開発 大阪府泉佐野市 フジ住宅 ガイアート マンション フェンス

H19.11 東大阪島之内 大阪府東大阪市 フジ住宅 大林道路 マンション フェンス

H19.11 アイネスヴィラノッツェ結婚式場 大阪府泉佐野市 (株)クラウディア 大和ハウス工業 結婚式場 大型門扉・面格子

H19.12 ネバーランド茨木上中条Ｍ 大阪府茨木市 日本エスコン アペックス 掛谷工務店 マンション 親子門扉・フェンス

H19.12 松原市天美東集合住宅 大阪府松原市 高橋建築設計 南海辰村建設 マンション 門扉・手摺・フェンス

納入実績
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2004～2006年

年月 物件名 場所 施主 設計 施工 用途 納入品名

H16.1 能見台東複合施設 神奈川県横浜市 日生建築 千代田ｱｸﾀｽ マンション フェンス・バルコニー手摺

H16.1 大阪桐蔭高等学校 大阪府大東区 大林組 学校 大型門扉・フェンス

H16.1 多摩ニュウタウン武蔵野の杜分譲 東京都多摩市 野村不動産 マンション バルコニー手摺他

H16.2 グランドエクシブ浜名湖ホテル 静岡県浜松市 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ 大成建設 ホテル バルコニー手摺他

H16.8 生野西マンション 大阪市生野区 本間組 マンション 片開門扉

H16.9 調布星美幼稚園 東京都調布市 ﾊﾟﾙｸﾞﾘｰﾝ 教育施設 大型門扉・片開門

H16.10 グランコート住吉大社マンション 大阪市住吉区 マンション 親子門扉

H16.10 ケアハウス豊泉家有料老人ホーム 大阪府吹田市 福祥福祉会 本間組 福祉施設 バルコニー手摺

H16.11 公営住宅新中野団地分譲 滋賀県高島郡 澤村 公営住宅 バルコニー手摺

H16.11 グランドメゾン恵比須四丁目マンション 東京都渋谷区 積水ハウス 竹中工務店 マンション フェンス・門扉

H16.11 セボン紅葉丘2丁目分譲Ｍ 東京都調布市 猪又建設 マンション 花台・手摺

H16.12 茨木新中条Ⅱ分譲マンション 大阪府茨木市 大林組 マンション 大型門扉他

H17.3 祖師谷3丁目計画分譲マンション 東京都世田谷区 野村不動産 竹中工務店 マンション 両開門扉・飾格子

H17.3 グランディ那須白川ホテル 福島県西白川郡 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ 安井建築設計 鹿島建設 ホテル バルコニー手摺

H17.4 ホテルトラスティ大阪 大阪市中央区 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ 大林組 ホテル 門扉・手摺・花台他

H17.4 メリヤ尾上町分譲マンション 名古屋市北区 大林組 マンション 大型門扉他

H17.6 北三国ケ丘中島マンション 大阪府堺市 熊谷組 マンション フェンス

H17.6 麹町プロジェクト分譲住宅 東京都千代田区 土屋組 マンション フェンス・両開門扉

H17.10 エステムコート本田マンション 大阪市西区 大豊建設 マンション エントランス装飾

H17.12 島之内マンション 大阪市中央区 高橋建築設計 多田建設 マンション フェンス・門扉

H18.2 三田中央マンション 兵庫県三田市 創建 戸田建設 マンション 門扉70セット

H18.3 吹田新芦屋上ＰＪマンション 大阪府吹田市 創建 大豊建設 マンション 門扉110セット

H18.3 リーデンスクエア津田マンション 大阪府枚方市 創建 大末建設 マンション 門扉36セット

H18.3 クレステージ宇治小倉マンション 京都府宇治市 生原建築 大末建設 マンション 門扉39セット

H18.3 パインフィールド西七条マンション 京都市下京区 松田観光 昭和設計 大林組 マンション 装飾フェンス他

H18.4 大今里有料老人ホーム 大阪市西成区 プラスＰＭ 清水建設 福祉施設 大型門扉・飾格子

H18.5 日本食研ＫＯ宮殿工場 愛媛県今治市 日本食研 大成建設 工場 大型門扉・フェンス

H18.6 パインフィールド西京極マンション 京都市右京区 松田観光 昭和設計 大林組 マンション 装飾フェンス他

H18.8 コスモ吹田出口町マンション 大阪府吹田市 リクルート 錢高組 マンション 外構フェンス

H18.11 プレサンス境川マンション 大阪市西区 プレサンス ｼﾞｰﾕｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ マンション 化粧アーチ

H18.12 エスリード堺新町マンション 大阪府堺市 エスリード 生原建築 大末建設 マンション 門扉35セット

H18.12 レストランＮＯＢＵ 東京都港区 鹿島建設 商業施設 特殊面格子
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H13.1 エクシブ鳴門ホテル一期工事 徳島県鳴門市 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ 観光企画 鹿島建設 ホテル 大型門扉・バルコニー手摺他

H13.3 セルシオスクエアー日進 愛知県日進市 住友不動産 大林組 マンション 門扉・螺旋階段他

H13.4 新水戸プラザホテル 茨城県水戸市 (株)伊勢甚 日本設計 戸田建設 ホテル バルコニー手摺

H13.4 八幡ベルクラシックチャペル 福岡県福岡市 ベルコ 北斗ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 北斗ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 結婚式場 門扉・フェンス

H13.6 サンシティー光ヶ丘マンション 愛知県岡崎市 ﾊｰﾌｾﾝﾁｭﾘｰ 大林組 マンション 階段手摺・面格子

H13.7 名古屋イースト・ソレント結婚式場 愛知県尾張旭市 淺沼組 結婚式場 ツルベ・柱付プランター

H13.8 大手前栄養製菓学院 大阪市中央区 大手学園 住友建設 学校 バルコニー手摺

H13.8 グランドメゾンカナディアンヒルＭ 兵庫県神戸市 積水ハウス 積水ハウス マンション 門扉50ヵ所

H13.11 白山病院 愛知県春日井市 白山病院 大林組 病院 バルコニー手摺・面格子

H14.3 サンシティー大門マンション 愛知県岡崎市 三井建設 マンション 装飾手摺

H14.3 ラグナシア蒲郡市 愛知県蒲郡市 大林組 ホテル フェンス・階段手摺

H14.4 ヒルズあやめ池分譲住宅 奈良県奈良市 吉本工務店 住宅 門扉・フェンス等

H14.4 トラディションゴルフクラブホテル 愛知県岡崎市 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ 彦谷建築設計 大林組 ゴルフクラブ フェンス・螺旋階段

H14.7 春日井出雲殿結婚式場 愛知県春日井市 (株)出雲殿 淺沼組 結婚式場 外部大門・アーチ

H14.8 掛川出雲殿結婚式場 静岡県掛川市 (株)出雲殿 淺沼組 結婚式場 窓用装飾金物・フェンス・門

H14.8 富士平安閣結婚式場 静岡県富士市 平安閣グループ 淺沼組 結婚式場 装飾金物・フェンス

H15.4 東洋英和女学院 東京都港区 東洋英和女学院 一粒社ｳﾞｫｰﾘｽﾞ 竹中工務店 学校 フェンス・階段手摺

H15.4 ファミール高槻分譲マンション 大阪府茨木市 東亜建設工業 マンション フェンス・門扉

H15.4 エクシブ鳴門ホテル 徳島県鳴門市 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ 観光企画 鹿島建設 ホテル バルコニー手摺他

H15.6 泉大津メモリアルホール 大阪府和泉市 高橋建築設計 ﾏﾂﾀﾞｼﾃｨｰｽﾞ 葬祭場 フェンス・門扉

H15.7 関西大学法科大学院 大阪府吹田市 関西大学 竹中工務店 学校 手摺・面格子

H15.3 サンパレス堺ホテル 大阪府堺市 高橋建築設計 セルビス ホテル 階段手摺

H15.11 和泉中央39号地分譲住宅 大阪府和泉市 西日本住宅 高橋建築設計 赤松建設 住宅 ベランダ手摺・階段手摺

H15.11 神田錦町マンション 東京都千代田区 安藤建設 マンション 門扉・フェンス

H15.11 新堂分譲住宅 大阪府松原市 西日本住宅 西日本住宅 住宅 フラワーボックス

H15.12 住吉山手分譲住宅 兵庫県神戸市 東急ｸﾞﾘｰﾝｼｽﾃﾑ マンション 門扉

H15.12 グランドメゾン恵比須の杜分譲Ｍ 東京都渋谷区 積水ハウス 竹中工務店 マンション 大型門扉・フェンス

H15.12 ルーシス東京支店ビル 東京都港区 ＮＴＴﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 竹中・大林 マンション バルコニー手摺・階段手摺

H15.12 シティータワー高輪マンション 東京都港区 住友不動産 安井建築設計 清水建設 マンション 大型門扉・フェンス
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