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MJAグループ 実績一覧

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

大手町二丁目常盤橋地区第一種
市街地再開発事業A棟新築工事

ｱﾙﾐ型材縦横化粧ﾌｨﾝ
・ｱﾙﾐﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ
・ｱﾙﾐ止水ﾊﾟﾈﾙ

戸田建設株式会社

(仮称)浜松町二丁目4地区A街区A-3
棟建設工事

ｱﾙﾐﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ・ｱﾙﾐ,ZAM止水ﾊﾟﾈﾙ
・ZAMﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ
・ｱﾙﾐ縦ﾌｨﾝ上下小口蓋
・ｱﾙﾐ型材ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

鹿島建設株式会社

(仮称)竹芝地区開発計画 (業務棟) 
新築工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・膳板・額縁
・曲げ強化合わせｶﾞﾗｽ

鹿島建設株式会社

住友不動産/(仮称)東新橋1丁目
計画 新築工事

ﾃﾗｺｯﾀ調塗装ﾙｰﾊﾞｰ 鹿島建設株式会社

よみうりﾗﾝﾄﾞBUNGU棟(更衣室棟)
改修工事

外装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
・ｱﾙﾐ笠木・見切りﾊﾟﾈﾙ

大成建設株式会社

(仮称)銀座8丁目ﾎﾃﾙ計画新築工事 ｽﾁｰﾙﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 大成建設株式会社

THE KITA
ﾌﾞﾛﾝｽﾞ燻風塗装ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰﾕﾆｯﾄ

・ｱﾙﾐ幕板ﾊﾟﾈﾙ
株式会社松下産業

月島一丁目西仲通り地区第一種
市街地再開発事業に伴う
施設建築物等の新築工事

32階庇部,1階ｴﾝﾄﾗﾝｽ部
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

大成建設株式会社

大日本印刷市谷工場整備計画
三期ー１ 本体工事

ｽﾁｰﾙｻｯｼ・格子枠 株式会社フジタ

(仮称)丸の内1-3計画 ｺｱｼｪﾙ工事 (ｱ
ﾈｯｸｽ棟)

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ・ｱﾙﾐ笠木 大林組・体制・清水建設JV

林業会館・西鉄ﾎﾃﾙ札幌
(仮称)北4西5計画

ｱﾙﾐ笠木・水切りﾊﾟﾈﾙ 株式会社竹中工務店

(仮称)浅草2丁目ﾎﾃﾙ計画 外装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ・ｱﾙﾐ笠木 大成建設株式会社

八王子駅北口ﾏﾙﾍﾞﾘｰﾌﾞﾘｯｼﾞ
西放射線延伸工事

ｱﾙﾐｷｬｽﾄ幕板ﾊﾟﾈﾙ
・ｱﾙﾐ笠木・ｱﾙﾐ軒天ﾊﾟﾈﾙ

飛島・黒須特定建設工事JV

(仮称)玉屋ビル新築工事
(ﾛﾛ・ﾋﾟｱｰﾅ)

ｱﾙﾐｽｶｰﾌﾙｰﾊﾞｰﾕﾆｯﾄ
・外壁ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

大成建設株式会社

新宿住友ﾋﾞﾙ改修計画のうち
大屋根・ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ設置及び

関連ﾌﾛｱｰ改修工事
3階大庇ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 大成建設株式会社

有明北3-1地区 B-1棟 ﾎﾃﾙ棟 1階柱型・壁・天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 株式会社竹中工務店

立飛みどり地区ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
A-3地区新築工事

外装ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 株式会社大林組

2020年
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MJAグループ 実績一覧

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

ﾊｰﾓﾆｰTMK ﾆｾｺ花園
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ・ﾎﾃﾙ計画

外装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ・軒天ﾊﾟﾈﾙ
・ｱﾙﾐ笠木・柱型ﾊﾟﾈﾙ
・木目調塗装ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ
・木目調塗装軒天,壁ﾊﾟﾈﾙ

株式会社フジタ

2020年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

(仮称)豊洲二丁目駅前地区
第一種市街地再開発事業
2-1街区 AC棟新築工事

ｻﾝｾｯﾄｱｰｸﾃﾞｯｷ,Cﾃﾞｯｷ
ｱﾙﾐ笠木・幕板・軒天ﾊﾟﾈﾙ

大成建設株式会社

澁澤倉庫株式会社恵美須町倉庫
再開発第二期工事

ｽﾁｰﾙ手摺 清水建設株式会社

虎ノ門駅前地区市街地再開発事業
施設建築物新築工事

ｱﾙﾐ・ZAMﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 竹中・西松建設JV

銀座六丁目ﾎﾃﾙ計画
ACW組込(補強ST方立)

・ｽﾁｰﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
大成・東武谷内田建設JV

（仮称)東池袋1丁目計画
ｽﾁｰﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ・ｽﾁｰﾙｻｯｼ

・ｱﾙﾐ笠木
大成建設株式会社

西新宿6丁目計画(仮称)
ｱﾙﾐ枝状ﾊﾟﾈﾙ・止水ﾊﾟﾈﾙ
・屋上階ｽﾁｰﾙ鉄骨
・ｱﾙﾐﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ

大成建設株式会社

(仮称)丸の内1-3計画
協会棟,ﾀﾜｰ棟

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製
塞ぎﾊﾟﾈﾙ・ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ

大林組・大成・清水建設JV

(仮称)丸の内1-3計画
(ﾌｨｯﾄｱｳﾄ工事)

ｱﾙﾐﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 大林組・大成・清水建設JV

四谷駅前地区(再)建設工事 ｱﾙﾐ笠木・ｽﾁｰﾙﾀｲﾛｯﾄﾞ 大林組・大成・清水建設JV

(仮称)JECﾋﾞﾙ新築工事 外装・内装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 戸田建設株式会社

気象庁虎ノ門庁舎(仮称)
・港区立教育ｾﾝﾀｰ新築工事

ｽﾁｰﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ・ｽﾁｰﾙｶﾞﾗﾘﾀﾞｸﾄ 大成建設株式会社

全国信用協同組合連合会
新本部ビル新築工事

屋上階防音ﾊﾟﾈﾙ 戸田建設株式会社

(仮称)大手町1-4-2計画
3階ACWﾏﾘｵﾝ組込

(補強ST方立)
大成建設株式会社

(仮称)OH-1計画新築工事 A棟 ZAMﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 鹿島建設株式会社

東京国際空港第2ﾀｰﾐﾅﾙ
国際施設 建設工事

ｸﾞﾛｰﾌﾞﾌｧｽﾅｰ 大成建設株式会社

2019年
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工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

横浜市市庁舎移転新築工事
(YCH計画)

ZAM鋼板ﾊﾟﾈﾙ・接続ﾀﾞｸﾄ 竹中・西松建設JV

日本体育協会・日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
委員会 新会館(仮称)建設計画

外装ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ下地鉄骨
・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・膳板・額縁

株式会社大林組

2019年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

(仮称)虎ノ門2-10計画 PH階ZAM鋼板笠木 大成建設株式会社

ｶﾝﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ本社新築計画 外装ｱﾙﾐｽｸﾘｰﾝﾊﾟﾈﾙ 株式会社竹中工務店

(仮称)北区志茂三丁目計画
新築工事

木目調塗装外壁ﾊﾟﾈﾙ
・ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ

川田工業株式会社

NTTｺﾑ南房総LS新築工事 天井ｲﾝｻｰﾄﾚｰﾙ 共立建設株式会社

南大通ﾋﾞﾙ北1条計画 ｱﾙﾐ笠木 株式会社竹中工務店

(仮称)OH-1計画新築工事 B棟

WTAﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ
・縦ﾌｨﾝ小口蓋

・ｱﾙﾐ笠木・塞ぎﾊﾟﾈﾙ
・ｱﾙﾐﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ

鹿島建設株式会社

(仮称)西武鉄道池袋ﾋﾞﾙ新築工事
外周ﾒﾝﾃﾅﾝｽ歩廊及び手摺
・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・額縁

・ﾍﾟﾘｶｳﾝﾀｰ
大林・西武建設JV

(仮称)日立製作所中央研究所
新棟計画

ST額縁・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 株式会社大林組

中部大学(仮称)工学部新棟
新築工事

水切りｱﾙﾐ型材 清水建設株式会社

(仮称)新橋四丁目計画新築工事 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・膳板・額縁 株式会社大林組

神田神社(仮称)文化交流館
新築工事

ｱﾙﾐｷｬｽﾄﾊﾟﾈﾙ 鹿島建設株式会社

渋谷駅街区東棟新築工事 CWｱﾙﾐ笠木ﾊﾟﾈﾙ 渋谷駅街区東棟新築工事JV

(仮称)ﾄﾙｺ文化ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ工事 排煙窓 大成建設株式会社

中央労働金庫 第2本店ﾋﾞﾙ
(仮称)計画

AW部,AG部ﾀﾞｸﾄﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ
・壁ﾎﾞｰﾀﾞｰﾊﾟﾈﾙ

大成建設株式会社

2018年
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MJAグループ 実績一覧

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

(仮称)TGMM芝浦ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
(A棟・ﾎﾃﾙ棟)新築工事

屋上階梁ｶﾊﾞｰ,外壁ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
・外装ｱﾙﾐ庇・ZAM止水ﾊﾟﾈﾙ

・ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ
・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・膳板・額縁

大成建設株式会社

(仮称)丸の内3-2計画新築工事 7階,R階ｱﾙﾐ笠木 大成建設株式会社

2018年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

東京国際空港国際線旅客
ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ追加変更工事
第2TIATビル増築工事

ｱﾙﾐ竪ﾙｰﾊﾞｰ 大成建設株式会社

浜松町二丁目4地区B街区
(仮称)浜松町駅前ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｽﾁｰﾙ手摺 株式会社大林組

大手町二丁目地区再開発
施設建築物A棟工区建設工事

35Fｻｲﾝ部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
・34Fｱﾙﾐ笠木

・ｶﾞﾗｽ溝組込ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
株式会社竹中工務店

(仮称)二俣川駅南口地区第一種
市街地再開発事業に係る
施設建築物新築工事

住宅棟3階ｴﾝﾄﾗﾝｽ周り庇
・外壁ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ

大成建設株式会社

(仮称)銀座6丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｽﾁｰﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 大成建設株式会社

(仮称)錦二丁目計画(新棟) ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 株式会社竹中工務店

GUCCI銀座改修工事 石模様ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

(仮称) Y計画 本館 ｴｱﾌﾛｰﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 大林組・銭高・大末建設JV

大手町二丁目地区再開発
施設建築物B棟工区建設工事

ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ・ｻｸﾄ接続ﾁｬﾝﾊﾞｰ 株式会社大林組

(仮称)日本橋二丁目地区第一種
市街地再開発事業
(C街区)新築工事

ﾃﾗｺｯﾀﾙｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 鹿島建設株式会社

(仮称)GINZA NAMIKI Building
新築工事

ｽﾁｰﾙﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ 大成建設株式会社

OCS東京ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽｾﾝﾀｰ (仮称) ｶﾞﾗﾘ部ﾀﾞｸﾄ受け材・塞ぎ材 大成建設株式会社

(仮称)南青山3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

・縦額縁・膳板
・無目ｶﾊﾞｰ・ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ

株式会社大林組

2017年
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MJAグループ 実績一覧

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

渋谷T邸新築工事
特注ｶﾞﾗｽﾌﾞﾘｯｸ
・ｶﾞﾗｽﾌﾞﾘｯｸﾍﾞﾝﾁ

(仮称)土志田銀座2丁目ﾋﾞﾙ
新築工事

外部ｱﾙﾐ製,内部ZAM製笠木
・屋上階ｽﾁｰﾙｻｯｼ廻り額縁

・ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ
・屋上階ｽﾁｰﾙｻｯｼ

大成建設株式会社

2017年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

M迎賓館 新築工事 ｶﾞﾗｽﾌﾞﾘｯｸ 戸田建設株式会社

川崎重工業㈱名古屋第一工場
北工場 777×組工場建設工事

ｽﾁｰﾙ手摺 清水建設株式会社

赤坂一丁目地区市街地再開発事業 ｱﾙﾐ笠木・ZAM塞ぎﾊﾟﾈﾙ 株式会社大林組

綱島TDC計画 境界塀ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 株式会社大林組

(仮称)東上野1-14計画
ｶﾞﾗﾘ部ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰﾕﾆｯﾄ

・ｱﾙﾐ笠木
・ｱﾙﾐｷｬｽﾄﾙｰﾊﾞｰ小口蓋

前田・國場建設共同企業体

(仮称)銀座5丁目再開発計画 外装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 大成建設株式会社

名古屋駅新ビル(仮称)新設他工事

外装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
・ﾊﾞｯｸﾊﾟﾝ(ZAM鋼板製）

・ｱﾙﾐ笠木・ﾀﾞｸﾄﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ
・木目調塗装ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ

(仮称)名古屋駅新ビル
新設他工事
共同企業体

銚子商工信用組合本店
新築工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・膳板・額縁 株式会社竹中工務店

(仮称)秋葉原開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ《ZAM鋼板》 大成建設株式会社

(仮称)大久保三丁目西地区
開発計画A-1棟他関連工事

屋上ｵｰﾆﾝｸﾞ部外壁ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
及び笠木

・大型化粧ﾌｨﾝ・RFLｱﾙﾐ笠木
株式会社大林組

ささしまﾗｲﾌﾞ24地区(仮称)
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾄ

ｽﾁｰﾙ腰ﾊﾟﾈﾙ 株式会社竹中工務店

(仮称)平塚新町物流ｾﾝﾀｰ新築工事 ALC版 株式会社加賀田組

大倉本館建替計画
木目調ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ

・ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ《ZAM鋼板》
大成建設株式会社

2016年
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2015年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

(仮称)ALSOK東京研修所
新築工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・額縁 清水建設株式会社

名駅三丁目27番地区
開発計画のうち建築工事

低層部ﾘﾌﾞ付ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 清水建設株式会社

(仮称)紀尾井町南地区
開発計画ホテル棟

ｽﾁｰﾙﾌｧｽﾅｰ 鹿島建設株式会社

ｱｲｼﾝ精機株式会社
(仮称)新ｺﾑｾﾝﾀｰ建設工事

北面 外壁ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱｲｼﾝ開発株式会社

(仮称)ﾍﾟﾝﾌﾞﾛｰｸ六本木7丁目計画
看板ｽﾃﾝﾚｽﾌﾞﾗｹｯﾄ&
ｻｲﾝ対応用ﾊﾟｲﾌﾟ

株式会社竹中工務店

(仮称)新鉄鋼ﾋﾞﾙ
建替計画新築工事

ｱﾙﾐ笠木 大成・増岡組JV

(仮称)銀座五丁目計画
新築工事

ｱﾙﾐ笠木 清水建設株式会社

2014年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

名駅一丁目計画(仮称)新築工事 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 株式会社竹中工務店

名古屋大学(東山)ﾓﾋﾞﾘﾃｨ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・

ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ拠点施設新営工事
設備ﾊﾞﾙｺﾆｰ
目隠しﾊﾟﾈﾙ

清水建設株式会社

神田錦町三丁目共同建替計画
新築工事

ﾀﾞｸﾄﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ
神田錦町三丁目共同
建替計画建設JV

(仮称)眼科三宅病院新築工事 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 鹿島建設株式会社

平成25年ｸﾞﾗﾝｼｮｯﾌﾟｽﾚｰﾄ安全対策
改修工事

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

半田市新庁舎建設工事
WCW ﾃﾗｺｯﾀ調
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ

鹿島・八州
七番特定建設JV

ｷｬﾉﾝ川崎事業所 高層棟計画
外装ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
《化粧板ﾕﾆｯﾄ》
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ

株式会社大林組

新・新ﾀﾞｲﾋﾞﾙ(仮称)新築工事 気密ﾊﾟﾈﾙ《ZAM》 株式会社大林組

田辺三菱製薬(株)新本社
建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾃﾗｺｯﾀﾊﾟﾈﾙ
ﾃﾗｺｯﾀﾙｰﾊﾞｰ

株式会社大林組

(仮称)医療法人沖縄徳洲会
千葉徳洲会病院新築工事

鉛ｶﾞﾗｽ 株式会社大林組
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2013年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

ﾔｸﾙﾄ本社中央研究所第２期工事
品質・技術開発棟新築工事(C工区)

外装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
ｱﾙﾐ笠木

株式会社大林組

(仮称)MM21-46街区ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5,6階ﾍﾟﾘｶｳﾝﾀｰ 清水建設株式会社

ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心新築工事
吹き抜け廻り

手摺用合わせｶﾞﾗｽ
株式会社大林組

一宮市 新庁舎(第1期)建設工事
ｱﾙﾐ塞ぎﾊﾟﾈﾙ
ｱﾙﾐ笠木

ｽﾁｰﾙﾊﾞｯｸﾊﾟﾝ

清水・榊原・
中村特定建設JV

東京国際空港国際線地区
旅客ﾀｰﾐﾅﾙ等増改築工事

ｽﾁｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ 株式会社竹中工務店

中央環状品川線中目黒換気所
建設工事

配線ﾋﾟｯﾄ枠・蓋 前田建設工業株式会社

武蔵小杉駅南口地区東街区
第一種市街地再開発事業（住宅棟）

接続ﾌﾞﾘｯｼﾞ外装ﾊﾟﾈﾙ
(ZAM有孔折板)
点検床・梁ｶﾊﾞｰ

株式会社大林組

平和東上野1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ACWﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ

(ｽﾁｰﾙ製・ｱﾙﾐ製)
株式会社大林組

五条市消防庁舎建設工事 ﾃﾗｺｯﾀﾙｰﾊﾞｰ 株式会社大林組

(仮称)東京ｽﾀｲﾙ青山計画
新築工事

ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ 株式会社大林組

(仮称)ﾗｿﾞｰﾅ川崎東芝ﾋﾞﾙ
新築工事(B工事)

3,4階柱・壁ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ 株式会社大林組

(仮称)PMO神田司町新築工事 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ，ﾍﾟﾘｶﾊﾞｰ・縦額縁 東急建設株式会社

さいたま市浦和区仲町2丁目計画 階段目隠しｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 川口土木建築工業株式会社

羽田物流ﾀｰﾐﾅﾙ新築工事 ｽﾃﾝﾚｽｻｯｼ枠 鹿島建設株式会社

(仮称)読売新聞東京本社ﾋﾞﾙ
建築工事

縦束+ﾌﾞﾗｹｯﾄ&ｺｰﾅｰ部部材 清水建設株式会社

(仮称)ﾗｿﾞｰﾅ川崎東芝ﾋﾞﾙ新築工事
1,3階柱・壁ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
外壁層間ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

株式会社大林組

(仮称)KSK東館新築工事 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・化粧柱 戸田建設株式会社

神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾀﾞｲﾔﾆｯｾｲﾋﾞﾙ
商業棟ﾘﾆｭｰｱﾙ工事

H棟ESC廻り・ﾛﾀﾝﾀﾞ吹抜廻り
ｽﾃﾝﾚｽ手摺

株式会社竹中工務店
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2012年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

神奈川県立がんセンター
特定事業病院施設建設工事

外装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 大林組・相鉄建設JV

北戸田駅東1街区第一種市街地
再開発事業施設建築物

外装ｱﾙﾐﾏﾘｵﾝ 戸田・ﾕｰﾃﾞｨｹｰ・市ヶ谷JV

ﾗｲｵﾝ平井地区R&Dｾﾝﾀｰ
再開発新研究棟建設工事

ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ下地ｽﾄﾘﾝｶﾞｰ

中央環状品川線中目黒
換気所建設工事

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾞﾗｹｯﾄ 鹿島・青木建設JV

(仮称)NTT新青葉通ﾋﾞﾙ新築工事 ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 株式会社竹中工務店

京橋ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ新築工事
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・膳板・額縁

外壁ﾘﾌﾞﾊﾟﾈﾙ
戸田建設株式会社

平和東上野1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ｱﾙﾐ型材小口蓋

(ｱﾙﾐｷｬｽﾄ)
前田建設工業株式会社

(仮称)青山大林ﾋﾞﾙ新築工事
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ
膳板，額縁

株式会社大林組

明治大学駿河台
C地区整備計画(建築)

階段手摺目隠し
ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ

戸田建設株式会社

獨協大学新築工事 手摺用ｶﾞﾗｽ 株式会社大林組

新潟日報社 新社屋
建設工事

ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 鹿島・ﾌｸﾀﾞ・本間JV

ｽﾀﾝﾚｰ電気株式会社
本社ﾋﾞﾙ新築工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ
膳板，額縁

竹中工務店
ｱｾｯﾄ・ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ建設JV

ｽﾀﾝﾚｰ電気株式会社
本社ﾋﾞﾙ新築工事

ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ
竹中工務店

ｱｾｯﾄ・ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ建設JV

帝京平成大学中野ｷｬﾝﾊﾟｽ
新築工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ
膳板，額縁

天井ｽﾁｰﾙｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙﾊﾟﾈﾙ
外壁ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ

株式会社大林組

(仮称)大阪駅北地区先行
開発区域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄBﾌﾞﾛｯｸ

新築工事・南棟
南棟自然換気ﾀﾞｸﾄ 株式会社竹中工務店

武蔵浦和駅第一街区
一種市街地再開発事業

天井ｽﾁｰﾙｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙﾊﾟﾈﾙ 戸田建設株式会社

(仮称)ｶｲﾝｽﾞ新本部ﾋﾞﾙ
新築工事

固定ﾙｰﾊﾞｰ
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ
ﾍﾟﾘｶﾊﾞｰ他

戸田建設株式会社

大手町一丁目第2地区
第一種市街地再開発事業A棟

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 清水建設株式会社
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2012年

(仮称)南青山三丁目1番計画
ﾘﾌﾞ付ﾎﾞｰﾄﾞ
RFﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ

清水建設株式会社

立教学院・立教大学
ﾛｲﾄﾞﾎｰﾙ(18号館)建設工事

屋根ﾙｰﾊﾞｰ 戸田建設株式会社

（仮称）三郷中央駅前計画
新築工事

階段ｱﾙﾐﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 佐藤工業株式会社

淡路町二丁目西部地区
第一種市街地再開発事業

間仕切
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ

外装ACWﾊﾞｯｸﾊﾟﾝ
PC埋込ﾌｧｽﾅｰ

大成建設株式会社

鶴見駅ﾋﾞﾙ(仮称)他新築
(駅業務棟)

屋上目隠しｽｸﾘｰﾝ用
有孔折板

太陽生命神田ビル
新築工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ
膳板，額縁

外壁ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ
株式会社大林組

(仮称)板橋本町Ⅰ計画 階段ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ 前田建設工業株式会社

柏駅東口歩行者專用
嵩上式広場改良工事

ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｯｷ桁裏
化粧ﾊﾟﾈﾙ《ZAM》

株式会社竹中工務店

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

(仮称)中野4丁目開発計画
区域4新築工事

鏡面ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ 戸田建設株式会社

愛知県農林会館ビル新築工事 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 清水・前田・日本建設JV

丸の内2丁目計画(仮称)新築工事 ｱﾙﾐ笠木 大成建設株式会社

(仮称)大田区総合体育館改築工事 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ・同手摺 株式会社フジタ

(仮称)芝浦4丁目計画新築工事 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・額縁・膳板 大成建設株式会社

(仮称)六本木一丁目南地区
第一種市街地再開発事業

ｱﾙﾐ手摺用鋳物ﾌﾞﾗｹｯﾄ 清水建設株式会社

湘南C-X A-1街区
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ新築工事

吹抜ｶﾞﾗｽ手摺
接続階段・歩廊手摺

大成建設株式会社

武蔵境高架下駅本屋新築他 第Ⅲ期 ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 大林組・ﾕﾆｵﾝ・銭高組JV

明治安田生命新東陽町ﾋﾞﾙ新築工事
天井輻射ﾊﾟﾈﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

・額縁・膳板
株式会社竹中工務店

2011年
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2011年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

筑波大学大塚地区校舍・放送大学
東京文京学習ｾﾝﾀｰ棟新営工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・額縁・膳板 鹿島建設株式会社

みどり野ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ，大東ｱﾐｶ 外壁ALC版

立教大学新座ｷｬﾝﾊﾟｽ
(仮称）新教室棟新築工事

SD可動式STﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ 戸田建設株式会社

ｲｵﾝ越谷ﾚｲｸｻｲﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 外装ｱﾙﾐｷｬｽﾄｱｰﾄﾊﾟﾈﾙ 株式会社福田組

ｵﾘｯｸｽ横浜町田ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｽﾄ 大成建設株式会社

2010年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

（仮称)ｼﾞｮｲﾌﾙ本田千代田店
新築工事

ｽﾁｰﾙ製建具 株式会社大林組

豊洲三丁目3-3街区計画新築工事
免震階外壁・地下1階

天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
清水建設株式会社

武蔵小金井駅南口(再)1-Ⅲ街区 ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ 清水建設株式会社

NICT総合電波環境研究棟(仮称)
建築工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・膳板・額縁 戸田建設株式会社

DUBAI METRO PROJECT
第Ⅰ期=RED LINE
第Ⅱ期＝GREEN LINE

壁ｽﾃﾝﾚｽﾘﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙﾕﾆｯﾄ
丸柱廻りｽﾃﾝﾚｽﾘﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙﾕﾆｯﾄ

ｽﾃﾝﾚｽﾘﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ扉
GRG壁ﾊﾟﾈﾙ

外装ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
ﾌﾟﾘﾝﾄﾗﾐﾈｰﾄｶﾞﾗｽﾊﾟﾈﾙﾕﾆｯﾄ
ｷｬｽﾄ強化ｶﾞﾗｽ壁・扉
ｷｬｽﾄ合せｶﾞﾗｽ壁・扉
天井ｽﾘｯﾄ合せｶﾞﾗｽﾕﾆｯﾄ

(枠LED入れ)
壁ｷｬｽﾄ強化ｶﾞﾗｽﾊﾟﾈﾙﾕﾆｯﾄ

ﾒﾀﾙｸﾘｯﾌﾟ
INNER LINING 天井木目調

ｱﾙﾐｽﾘｯﾄﾊﾟﾈﾙ
INNER LINING 天井ﾉｰｼﾞﾝｸﾞ

ｱﾙﾐ型材
INNER LINING SKYLIGHT

DUBAI METRO JV

株式会社潤工社 KOC第2期工事 ｽﾁｰﾙ手摺 清水建設株式会社

(仮称)新飯野ﾋﾞﾙ新築工事 ﾍﾟﾘｶﾊﾞｰ 株式会社竹中工務店
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2010年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

福岡大学病院新診療棟(仮称)
新築工事

中庭階段ｽﾃﾝﾚｽ手摺 株式会社竹中工務店

千葉労災看護専門学校 建築工事 ｽﾁｰﾙ手摺 村中建設株式会社

(仮称)日本ｺﾑｼｽ戸田ﾋﾞﾙ新築工事 階段手摺・ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 株式会社大林組

武田薬品工業(株)新研究所
建設工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・膳板・額縁
ｽﾁｰﾙ階段手摺

株式会社竹中工務店

創価学会宮前文化会館工事 ｱﾙﾐ笠木 清水建設株式会社

(仮称)東京国際ｴｱｶｰｺﾞﾀｰﾐﾅﾙ新築工事
外構ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ・同手摺
大成建設株式会社

東京国際空港国際線地区旅客
ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ新築工事

5階ﾌｧﾝｽ用ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ
吹抜け廻りｽﾃﾝﾚｽ手摺

鹿島建設株式会社

高田屋亀の井ﾎﾃﾙ宗像新築工事 ｽﾁｰﾙ階段手摺 株式会社竹中工務店

株式会社流通ｻｰﾋﾞｽ
騎西物流ｾﾝﾀｰＡ棟増築工事

外部階段手摺
・MSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版

株式会社竹中工務店

板橋三丁目地区防災街区整備事業
防災施設建築物新築工事

屋上ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 戸田建設株式会社

日本橋室町野村ﾋﾞﾙ新築工事 設備架台床材(ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ) 大林組・野村建設工業JV

蕨駅西口地区7番街区再開発 ｱﾙﾐ笠木・外壁ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 戸田建設株式会社

二子玉川東地区第一種市街地再開発 MSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 大成建設株式会社

日土地山下町ﾋﾞﾙ新築工事 ｽﾁｰﾙめっき手摺 竹中工務店・福岡組JV

(仮称)豊洲3-1街区ﾋﾞﾙ計画新築工事 ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ 鹿島建設株式会社

2009年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

東芝 電力ｼｽﾃﾑ社 横浜事業所
320号棟建築工事

大判外装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
・ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇・大庇ﾊﾟﾈﾙ

鹿島建設株式会社

(仮称)ららぽーと新三郷 吹抜け廻りｶﾞﾗｽ手摺 株式会社銭高組
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2009年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

ｺｽﾓ石油堺製油所 高度化投資における

建設工事(その１）
ｽﾁｰﾙ手摺 大成建設株式会社

(仮称)ＯＤﾋﾞﾙ新築工事 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・ﾍﾟﾘｶｳﾝﾀｰ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

ﾆｭｰｼﾃｨｰ横浜ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽｾﾝﾀｰ ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｽﾄ 鹿島建設株式会社

岩城ﾀﾞｲｶｽﾄ工場 太陽光発電
ｼｽﾃﾑ工事

ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ取付下地ﾙｰﾊﾞｰ型材 株式会社東北ｽﾔﾏ

2008年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

IPSｱﾙﾌｧﾃｸﾉﾛｼﾞ姫路工場新築工事 外壁間仕切ALC版 株式会社竹中工務店

(仮称)杉並区高井戸計画Ａ棟 ｱﾙﾐ鋳物製水盤 鹿島建設株式会社

(仮称)つくば研究学園駅前ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

(Ｄ４街区)
R階ｶﾞﾗｽ手摺 鹿島建設株式会社

OPS計画 ｽﾃﾝﾚｽ製建具金物 大洋工業株式会社

千葉県警察本部新庁舎建設工事 防弾ｶﾞﾗｽ 鹿島・竹中建設共同企業体

武蔵境高架下駅本屋新築他 第Ⅱ期 ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 株式会社大林組

(仮称)業務集中新横浜ｾﾝﾀｰ計画

新築工事
ﾍﾟﾘｶｳﾝﾀｰ 鹿島建設株式会社

上海環球金融中心 MSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 上海建工第二建筑

(仮称)平和島4丁目ﾋﾞﾙ新築工事
外装・内装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

Low-E複層ｶﾞﾗｽ
強化合せｶﾞﾗｽ

株式会社大林組

羽村物流ｾﾝﾀｰ新築工事
外壁，間仕切
ﾃﾞｻﾞｲﾝＡＬＣ版

西松建設株式会社

大手町一丁目地区第一種市街地
再開発事業C工区

ｱﾙﾐ小庇ﾊﾟﾈﾙ・軒天ﾊﾟﾈﾙ
ｱﾙﾐ製外装ﾊﾟﾈﾙ

清水建設株式会社

創価大学新総合体育館新築工事 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ用ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ 株式会社大林組
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2008年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

(仮称)川崎水江町物流倉庫
新築工事

間仕切ALC版 株式会社大林組

ｱﾙﾌﾟｽ電気本社1期新築工事 間仕切ALC版 株式会社竹中工務店

在東京ｵﾏｰﾝ大使館新築工事
ﾛｰﾄｱｲｱﾝ

“吹抜け手摺ﾌｪﾝｽ・門扉”
株式会社大林組

北外滩港务大厦 ＭＳｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 上海杰思工程実業有限公司

阪急西宮ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 吹抜け手摺 株式会社竹中工務店

武蔵小杉Ⅱ計画新築工事
(仮称)中丸子C-1-1街区
共同住宅建設事業

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 株式会社大林組

粕壁三丁目A街区第一種市街地
再開発事業施設建築物等新築工事

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 株式会社大林組

(仮称)東雲計画新築工事
ｴﾝﾄﾗﾝｽ光壁用ｷｬｽﾄｶﾞﾗｽ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・膳板・額縁
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺壁用FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

清水建設株式会社

akebono日本橋本店ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ型材 株式会社錢高組

ﾔﾏﾀﾞ電機本社ﾋﾞﾙ新築工事 ｽﾁｰﾙ階段手摺 清水建設株式会社

ｺｰｾｰ新教員ｾﾝﾀｰ新築工事
外装目隠し壁用

MSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
戸田建設株式会社

加賀二丁目計画新築工事 ｽﾁｰﾙ階段手摺 鹿島建設株式会社

ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ三郷 Ⅱ ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ 株式会社フジタ

(仮称)晴海3丁目F街区計画
新築工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・ﾍﾟﾘｶｳﾝﾀｰ
・縦額縁

清水建設株式会社

2007年

三菱倉庫桜島工事 外壁，間仕切ALC版 株式会社竹中工務店

柏物流倉庫新築工事 外壁，間仕切ALC版 西松建設株式会社

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン
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2007年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

矢崎部品川島田計画・社宅棟 ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 鹿島建設株式会社

ﾃｽｺﾝﾎﾟ行田新築工事
鋳鉄製ｶﾞｰﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ
・ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｽﾄ

株式会社フジタ

NTT池袋ﾋﾞﾙ(C棟)増床工事 ＭＳｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 株式会社大林組

(仮称新宿歌舞伎町BWJ店舗新築工事 ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ 株式会社福田組

(仮称)ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ弘前城東新築工事 ﾎﾃﾙ客室扉 株式会社フジタ

(仮称)京急開発ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ新築工事 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・膳板・額縁 鹿島・京急JV

ｶﾙﾋﾞｰ新宇都宮工場増築工事 ﾊﾞﾙｺﾆｰﾕﾆｯﾄ・ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｽﾄ 株式会社フジタ

(仮称)ｶﾄｰﾚｯｸ所沢新築工事 ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｽﾄ 株式会社フジタ

明産西新橋ﾋﾞﾙ新築工事 複層ｶﾞﾗｽ 株式会社大林組

(仮称)ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ第2大館新築工事 ﾎﾃﾙ客室扉 株式会社フジタ

(仮称)ﾎﾃﾙｱｲﾘｽ新築工事 ｽﾃﾝﾚｽ建具・ｽﾁｰﾙ建具 富士急建設株式会社

三越本館免震改修工事 免震耐火ｽﾘｯﾄ 株式会社フジタ

(仮称)藤和野江 免震耐火ｽﾘｯﾄ 株式会社フジタ

佐川急便㈱糸満店新築工事 外壁ALC版 株式会社鴻池組

ﾔﾏﾀﾞ電機千里中央店新築工事 外壁，間仕切ALC版 株式会社竹中工務店

(仮称)ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ弘前駅前新築工事 ﾎﾃﾙ客室扉 株式会社フジタ

ﾐﾈﾋﾞｱ藤沢清和寮新築工事 ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 鹿島建設株式会社

国士舘大学世田谷・梅が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ
１地区教育棟(仮称)新築工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・ﾍﾟﾘｶｳﾝﾀｰ
・複層ｶﾞﾗｽ

株式会社大林組
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2007年

KIFA川越 ＭＳｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｽﾄ 株式会社フジタ

(仮称)原宿ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事
合せｶﾞﾗｽ

(ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ，強化，ﾌﾛｰﾄ+ｸﾞﾚｰ)
株式会社大林組

公務員宿舎清水町住宅(仮称)
整備事業

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 株式会社大林組

栃木県庁行政棟(1) FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 戸田建設株式会社

CANON VIETNAM CO.,LTD.06A
TIEN SON FACTORY PROJECT

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 株式会社大林組

国立代々木競技場施設整備工事
(第一体育館ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事)

天井ﾊﾟﾈﾙ
(ｱﾙﾐｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ)

株式会社大林組

府中市市民会館・中央図書館
複合施設整備事業工事のうち

新築工事

ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ
・ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ型材
・ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

株式会社大林組

THE CENTER TOKYO新築工事 MB,PS,EPS,TR 株式会社大林組

乃村工藝社本社ﾋﾞﾙ新築工事
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

・天井用ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ
株式会社大林組

港北ＮＴｾﾝﾀｰ北ＳＣ新築工事
ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
・吹抜廻りｶﾞﾗｽ手摺
・ｱﾙﾐﾌｧｽﾅｰｶﾊﾞｰ

フジタ・新日・奥村JV

(仮称)東雲ｷｬﾅﾙｺｰﾄ Ｈ街区新築工事
MB,PS,EPS,TR
・強化合せｶﾞﾗｽ

株式会社大林組

高島町二丁目地区第一種市街地
再開発事業施設建築物新築工事

免震ｽﾘｯﾄ
・PC版ﾌｧｽﾅｰｶﾊﾞｰ

(ｱﾙﾐ板加工品)
清水・フジタ共同企業体

(仮称)堺筋周防町ﾋﾞﾙ新築工事 ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ型材 株式会社大林組

大久保浄水場 外壁ALC版 株式会社大林組

宇都宮馬場通り中央地区
第一種市街地再開発事業施設

建築物新築工事

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ・膳板
・ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

株式会社大林組

ﾛｯｸｼﾃｨｰ新館山 外壁ALC版 株式会社大林組

大崎1丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 合せｶﾞﾗｽ 株式会社大林組

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン
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2006年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

ﾔﾏﾄ運輸株式会社
神奈川物流ﾀｰﾐﾅﾙ

床免震EXP.J
(耐荷重 T２５)

株式会社フジタ

赤坂五丁目ＴＢＳ開発新築工事
Ａ１業務棟

ｽﾁｰﾙFBｶﾞﾗﾘ建具 株式会社大林組

(仮称)ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ新宿新築工事
外壁目隠しﾙｰﾊﾞｰ
・取付下地鉄骨

株式会社大林組

(仮称)ﾙﾈｻﾝｽ西国分寺新築工事
外壁ALC版

(一部ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ)
株式会社大林組

富士ｿﾌﾄ秋葉原 強化合せｶﾞﾗｽ 株式会社大林組

(仮称)ﾎﾃﾙﾌﾞﾙｰｽｶｲ新築工事
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ(Ｒ付)
・ｽﾃﾝﾚｽ建具

株式会社大林組

(仮称)香里園駅前ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(住宅棟) 免震耐火ｽﾘｯﾄ 清水・フジタ共同企業体

(仮称)甲府北口三丁目
ｾｲﾝﾀﾜｰ新築工事

免震耐火ｽﾘｯﾄ 清水・フジタ共同企業体

熊井倉庫 外壁ALC版 西松建設株式会社

(仮称)医学書院本社ﾋﾞﾙ新築工事 ｼｽﾃﾑ天井ﾊﾟﾈﾙ (ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ) 株式会社大林組

四番町計画 強化合せｶﾞﾗｽ 株式会社大林組

とりせん時沢店 外壁ALC版

GUCCI銀座 高透過ｶﾞﾗｽ 株式会社大林組

ｱｯﾌﾟﾙﾀﾜｰ(東京ｷｬﾅﾙｺｰﾄ)新築工事 ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 株式会社大林組

ＧＵＡＭ ＨＩＬＴＯＮ ＨＯＴＥＬ
客室照明器具
客室用木製家具

株式会社ＭＡＸ

武蔵境高架下駅本屋新築他 第Ⅰ期 ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 株式会社大林組

ひぐらしの里 西地区第一種市街地
再開発事業施設建築等新築工事

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 戸田・西松・長浜JV

医療法人 群栄会 田中病院
Ａ棟増築工事

木製病室家具 株式会社大林組

東京駅日本橋口ﾋﾞﾙ新築工事 外装ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 東京駅日本橋ﾋﾞﾙ新築JV
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2006年

QVCｼﾞｬﾊﾟﾝ新配送ｾﾝﾀｰ ALC版 西松建設株式会社

(仮称)南荻窪２丁目計画新築工事 ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 株式会社大林組

ｿﾆｰ株式会社厚木ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ
１０５号館新築工事

ALC版・ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
・ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸlｽ・ｶﾞﾗｽ
・壁,天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

株式会社大林組

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

2005年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

CANON VIETNAM CO.,LTD.05A
BAC NINH FACTORY PROJECT

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 株式会社 林組

(仮称)東京ｲﾝﾃﾘｱ家具幕張店新築工事
ALC版

・ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ・ｱﾙﾐｻｯｼ
株式会社大林組

公務員宿舎駒沢住宅(仮称)
整備事業

階段手摺 株式会社大林組

高速防火ｼｬｯﾀｰ用ｱﾙﾐ型材 高速防火ｼｬｯﾀｰ用ｱﾙﾐ型材
EFAFLEX JAPAN

株式会社

ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ三郷 ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 株式会社フジタ

ｲｵﾝ浦和美園SC ALC版 株式会社大林組

南海通運⇒生和建設⇒自社現場用
ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ，巾木
木製扉用枠

生和建設株式会社

公務員宿舎駒沢住宅(仮称)整備事業
ｽﾃﾝﾚｽ建具

・ｽﾃﾝﾚｽ床EXP.J
株式会社大林組

技研防耐火実験棟 ALC版 株式会社大林組

社会福祉法人 友和会 問屋町
特別養護老人ﾎｰﾑ ﾋﾟｱﾎﾟｰﾄ千寿苑

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
・強化合わせｶﾞﾗｽ

株式会社フジタ

(仮称)八洋江東営業所新築工事 ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 株式会社フジタ

都営港南四丁目第３団地(第２期)
建設工事

ｱﾙﾐ笠木 株式会社大林組

丘の上ﾊﾟﾃｨｵ ALC版

日本ｷｬﾝﾊﾟｯｸ ALC版
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2005年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

都営港南四丁目第３団地(第２期)
建設工事

ＳＤ 戸田建設株式会社

(仮称)寶組久喜倉庫計画
設備ﾊﾞﾙｺﾆｰ

FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ
戸田建設株式会社

山梨消防署庁舎建築本体・外構工事
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ・膳板・額縁
早野組・ちの工務店JV

(仮称)三甲株式会社横浜館内ﾋﾞﾙ
新築工事

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
ＳＤ,ＬＳＤ,ＭＢ

株式会社フジタ

2004年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

目黒老健 合せｶﾞﾗｽ 株式会社フジタ

東京理科大学DDS研究ｾﾝﾀｰ
新築工事

ｽﾃﾝﾚｽ建具 大成・熊谷・前田JV

学校法人東京理科大学
新５号館建設工事

ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ 大成・熊谷・前田JV

(仮称)千駄ヶ谷３丁目ﾏﾝｼｮﾝ
新築工事

ｽﾃﾝﾚｽ手摺
・手摺用合せｶﾞﾗｽ

株式会社フジタ

(仮称)東京ｽﾊﾞﾙ株式会社
高島平店新築工事

ｱﾙﾐｻｯｼ・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
・ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ・ｱﾙﾐ笠木

株式会社フジタ

(仮称)淑徳与野中学校新築工事 ｱﾙﾐ・ｽﾁｰﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 大林組・フジタJV

(仮称)港南２丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
新築工事

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ
・手摺用合せｶﾞﾗｽ

株式会社フジタ

HDSPﾊﾟﾈﾙ HDSPﾊﾟﾈﾙ 三成研機株式会社

(仮称)亀田総合病院Ｋ棟増築工事
天井ACACIAﾊﾟﾈﾙ
・ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

・ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ・額縁
株式会社大林組

(仮称)品川区平塚３丁目ﾏﾝｼｮﾝ計画 ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 東急建設株式会社

下連雀３丁目 MB,SSD 株式会社フジタ

虎ノ門５丁目 木目ﾙｰﾊﾞｰ 大成建設 株式会社

(仮称)下連雀４丁目共同ﾋﾋﾞﾙ
新築工事

ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ 大成建設株式会社

Ｊﾏｰﾄ河口湖店新築工事 SCﾌﾛﾝﾄｻｯｼ 井出工業株式会社
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2003年

工事名称 製品名・製品内容 ゼネコン

和洋女子学院
屋根,階段ﾙｰﾊﾞｰ
・屋根先ｱﾙﾐ板

株式会社大林組


