


主なユーザー
（順不同．敬称略）

内閣府 総務省 法務省
外務省 財務省 文部科学省
厚生労働省 農林水産省 経済産業省
国土交通省 環境省 防衛省
宮内庁 警察庁 国税庁
気象庁 海上保安庁　　ほか

茨城県 栃木県 群馬県
埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 静岡県 京都府
大阪府 兵庫県 福岡県
鹿児島県 沖縄県　　ほか

水戸市 日立市 土浦市
石岡市 牛久市 つくば市
ひたちなか市 常陸大宮市 守谷市
高萩市 宇都宮市 さいたま市
所沢市 志木市 三郷市
千葉市 八王子市 立川市
武蔵野市 府中市 小平市
多摩市 横浜市 小田原市
川崎市 横須賀市 秦野市
伊勢原市 新潟市 京都市
大阪市 神戸市 北九州市
福岡市 鹿児島市 鹿屋市
薩摩川内市 日置市 霧島市
いちき串木野市 志布志市　　ほか
千代田区 中央区 港区
台東区 品川区 目黒区
大田区 世田谷区 葛飾区
江戸川区　　ほか

国際協力機構 国際交流基金 情報通信研究機構
産業技術総合研究所 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 都市再生機構
年金積立金管理運用独立行政法人 労働者健康福祉機構 東京大学
国立医薬品食品衛生研究所 宇宙航空研究開発機構 日本原子力研究開発機構
農業・食品産業技術総合研究機構 物質・材料研究機構 放射線医学総合研究所
海洋研究開発機構 防災科学技術研究所 理化学研究所
農業生物資源研究所 国立環境研究所 高エネルギー加速器研究機構
日本下水道事業団 日本銀行 日本放送協会
日本中央競馬会 国家公務員共済組合連合会 日本年金機構
公立学校共済組合　　ほか

三井不動産 住友不動産 野村不動産
大栄不動産 森ビル 伊藤忠商事
みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 常陽銀行
鹿児島銀行 三井住友信託銀行 第一生命保険
明治安田生命保険 富国生命保険 東京慈恵会医科大学附属病院
済生会病院 日本医科大学付属病院 KVH
住友倉庫 ソニー アルバック
住友化学 日産自動車 本田技研工業
本田技術研究所 野村総合研究所 みずほ情報総研
沖電気工業 日本アイー・ビー・エム キャノン
富士ゼロックス 大日本印刷 パシフィックグレーンセンター
日本特殊陶業 シーイーシー TIS
TOKAIコミュニケーションズ アット東京 セコム
ツムラ 三越 松屋
東京ドーム ホテルオークラ 京王プラザホテル
プリンスホテル ＮＴＴ ＮＴＴ DoCoMo
ソフトバンクモバイル ソフトバンクテレコム 朝日新聞社
日本経済新聞社 東京放送（TBS） SCSK　　ほか

　民間企業等

　中央官庁

　地方自治体（都道府県）

　地方自治体（市区町村）

　独立行政法人等
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主な得意先
（ｱｲｳｴｵ順．敬称略）

【 関　東　圏 】

CBREジャパン JLL LLJ
PTS SFC WITジャパン　　ほか

梓設計 石本建築事務所 伊藤喜三郎建築研究所
オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン 岡設計 岡田新一設計事務所
教育施設研究所 共信設備設計事務所 久米設計
佐藤総合計画 田中建築事務所 東畑建築事務所
日建設計 日建ハウジングシステム 日本エアコンセンター
日本競馬施設 日本設計 松田平田設計
三菱地所設計 メック・デザイン・インターナショナル 元設計研究所
ＰＴ森村設計 日立建設設計 三上建築事務所
安井建築設計事務所 山下設計 横河建築設計事務所
レーモンド設計事務所 渡辺建築事務所　　ほか

淺沼組 安藤建設 大林組
鹿島建設 熊谷組 五洋建設
清水建設 大成建設 大和ハウス工業
竹中工務店 東急建設 戸田建設
福田組  　ほか

浅海電気 アズビル 飯島電気工事
イガラシ綜業 石川電機 茨城ケイテクノ
茨城サービスエンジニアリング 入江電機工業所 宇田川電機
江沼電機工業 エンドウ電設 大堀電気工事

沖ウィンテック 小高電気工事 勝田電設工業

金沢産業 関電工 関工メンテナンスサービス
日立空調関東 九電工 共栄社
協和エクシオ 旭日電気工業 きんでん
栗原工業 栗原電業 クリハラント
京成電設工業 弘電社 合同電気工事
向陽電気工業 光陽電業社 廣和技研
興和電気工事 小島電業 湖南電設
小林電気商会 佐藤電設 三機工業
サンテック 三和電業 志筑電気
芝浦沖電設 城南電業社 昭和アステック
ジョンソンコントロールズ 新生テクノス 住電電業
住友電設 清宮電気 センター電機
園部電気 ダイダン 大東電設
泰明電設 高砂熱学工業 高橋電設
ＴＡＫイーヴァック 千代田計装 中央設備エンジニアリング
中央電気工事 トーエネック 東栄電機
東光電気工事 東神電気工業 東テク
東電通 ニッケイ 日本コムシス
日本電設工業 日本リーテック 根本電興
花形電気土木 ハレルヤ産業 日比谷総合設備
牧野電設工業 増田電気 丸山電気工事
三菱マテリアルテクノ 水戸通信工業 八千代電設工業
山梨電設興業 ユアテック 吉原電機工業
黎明電設 六興電気　　ほか

荏原製作所 沖電気工業 九電テクノシステムズ
ＪＦＥエンジニアリング JFE電制 新日鉄エンジニアリング
住重環境エンジニアリング 住友化学 千代田化工建設
中電プラント 東芝 東芝プラントシステム
東芝三菱電機産業システム 東光電気 酉島製作所
日本工営 日立アプライアンス 日立エンジニアリング・アンド・サービス

日立プラントテクノロジー 富士電機 富士電気興業

　設備工事会社

　建設コンサルタント

　建設会社

　重電・プラント

　設計事務所
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主な得意先
（ｱｲｳｴｵ順．敬称略）

富士古河Ｅ＆Ｃ 古河電池 北越エンジニアリング
三菱電機エンジニアリング　　ほか

因幡電機産業 岡田電気産業 岡村電気
カナデン 関工商事 新明電材
住友商事マシネックス タカノスマイル 中央工機産業
千代田組 東洋電機 日産電業
藤井産業 ミヤハラ ヤマト電機　　ほか

アサヒファシリティーズ アット東京 伊藤忠テクノソリューションズ
イヌイ建物 ＮＡＡファシリティーズ エヌ・ティ・ティ・ファシリティーズ
小田急ビルサービス シオノギ総合サービス 常陽施設管理
太平エンジニアリング 日本ビルメンテナンス 野村ビルマネジメント
三菱電機ビルテクノサービス　　ほか

【 九　州　圏 】

エスティ設計 衛藤中山設計 川元建築設計事務所
北九州設計 鮫島建築設計事務所 西栄設備事務所
下舞建築設計事務所 新都市設備設計 竹下建築設計
永園設計 畠中建築設計事務所 水谷設計
三反田藤男設計事務所　　ほか

あいはら 安楽電気 稲盛機工店
栄電社 永和興産 大島電気
海江田電機 隔測計装 かごしま電工
川北電工 関電工 九電工
協和電気商会 きんでん ケイ・エス・デー
小糸工業 光進電設 興陽電機
さくら電機産業 佐藤電機 松栄電業
昭光堂 親栄電設 新日電設
親和電機 双栄電気 大鹿電業
大興電設 大成電設 ダイダン
大電社 大洋電材 高砂熱学工業
高田電気 田原電設 鶴見製作所
東芝電材マーケティング ドーワテクノス 中釜電気
中島電器 南栄電機 南電工
日本電設工業 日本リーテック パシフィックグレーンセンター
八栄電設 富士電設 フジヤマ
フノキ電設 マスデン マルサン工業
ミタデン 南九州電設 南日本電設
明興テクノス 山元電気　　ほか

　設備工事会社・商社　ほか

　商社・その他

　施設管理　ほか

　設計事務所
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宮内庁 赤坂御所 宮内庁各施設（桃華楽堂,宮内庁病院,常盤松御用邸）

警視庁本庁舎 前橋地方法務局
大阪法務第５合同庁舎 神戸防災地方合同庁舎
鹿児島刑務所収容棟 外務省独身寮
国税庁事務管理センター本館 国立天文台天文広域精測望遠鏡施設
国立大隅少年自然の家 公共職業安定所各所（館山,神戸,西神,鹿児島,指宿）

労働基準監督署各署（鶴見,桜井,鹿児島） 日本年金機構各施設
社会保険診療報酬支払基金（名古屋,京都,岡山） 葛飾区スポーツセンター
農林水産省動物検疫所研修棟 農林水産研修所生活技術研修館
国土交通省東北地方建設局（秋田工事,仁賀保中継局） 国土交通省国道工事事務所（京都,福井,鹿児島）

防衛省各地区（市ヶ谷,十条,大和） 航空自衛隊各基地（入間,百里,鹿屋,下甑島,沖永良部）

陸上自衛隊駐屯地（相馬原,勝田,朝霞,練馬,熊谷,春日,前川原,大宮,富士,北富士,伊丹,小郡,新町,板妻,高良台,川内,国分）

在日米軍各施設（厚木,横須賀,座間,横田,池子）

国立国会図書館支部上野図書館 国際協力機構 国際協力総合研修所
国際交流基金日本語国際センター 海洋科学技術センター横浜キャンパス
宇宙航空研究開発機構各施設（筑波宇宙センター,地球観測センター,内之浦宇宙空間観測所,種子島宇宙センター）

日本原子力研究開発機構各施設（大洗,東海,那珂,高崎,関西,ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ）

物質・材料研究機構 超微細特殊実験棟,新研究棟 理化学研究所横浜研究所
防災科学技術研究所 農業生物資源研究所本部
国立医薬品食品衛生研究所筑波試験場 産業技術総合研究所各施設
志布志国家石油備蓄基地 国立環境研究所
高エネルギー加速器研究機構各施設 東尾久浄化センター
郵便局各所（神田,大崎,江戸川,昭島,上尾,北本,長井,西馬内,水戸,猿島,大田原,宇都宮中央,堺中,川辺,志布志）

北海道企業局　風力発電設備 秋田県農業試験場再編整備事業本館
茨城県庁行政棟 茨城県立医療大学附属病院
群馬県衛星系等防災無線 さいたま新都心合同庁舎１号館，２号館
東京都第一本庁舎 東京都営住宅各所（南千住,大森,東桐ヶ丘,白鬚,栄町）

東京都白鬚ポンプ場 東京都下水道局新河岸水再生センター
東京都下水道局各ポンプ所（神谷,矢口） 東京都各清掃工場（世田谷,足立,大井,大田）

東京都中央防波堤外側埋立処分場 東京都中央卸売市場（築地,食肉,大田,足立）

神奈川県庁本庁舎 神奈川県警察本部庁舎
神奈川県環境事業局（磯子,鶴見,保土谷,南本牧） 静岡県庁舎・別館
京都府衛星通信系防災情報システム 霧島自然ふれあいセンター
鹿児島県庁舎 鹿児島県民交流センター
鹿児島県農業開発総合センター耕種試験研究施設 鹿児島県水産技術センター
鹿児島県立黎明館 鹿児島県県民健康プラザ健康増進センター
水戸市 公設地方卸売市場，小吹清掃工場ほか 石岡市 消防本部庁舎ほか
牛久市 市庁舎ほか ひたちなか市 市庁舎ほか
鹿嶋市 学校給食センターほか 常陸大宮市 市庁舎ほか
坂東市 猿島学校給食センターほか 行方市 物産センターほか
高崎市中央地区ＤＨＣプラント さいたま市東部地域中核施設
品川区東大井区民センター 大田区役所庁舎
葛飾区総合庁舎 町田市中央地区処理施設
小平市下水道管理センター 関内駅前中央ビル（横浜市庁舎）

横浜市各区役所（中区,緑区） 横浜市中央卸売市場本場青果棟ほか
横浜市交通局教育文化センター 茅ヶ崎市新ごみ焼却処理施設
相模原市グリーンホール 秦野市庁舎
新潟市資源リサイクルセンター 安城市ごみ焼却施設
大阪市水道局柴島浄水場 北九州市小倉北区役所
北九州市立赤崎市民センター 八幡市民会館
飯塚市コミュニティセンター 熊本市庁舎
鹿児島市消防庁舎・市民福祉プラザ 西之表合同庁舎
霧島市庁舎 徳之島合同庁舎

水戸市立水戸美術館 常陸大宮市文化教養施設
埼玉県立自然史博物館 川口総合文化センター
幕張メッセ 国立科学博物館
東京国立近代美術館 東京国際展示場ビッグサイト
東京国際フォーラム 東京オペラシティ
横浜アリーナ パシフィコ横浜展示ホール
横浜どうぶつ園ズーラシア 山梨県都留市文化ホール
鹿児島市民文化ホール かごしま水族館本館
みやまコンセール（霧島国際音楽ホール） 霧島彫刻ふれあいの森アートホール
宮古島文化ホール アクロス福岡

主な納入先

　官公庁施設

　文化施設・多目的施設

4



主な納入先

田中一村記念館，アマミパーク

茨城大学各施設 東京大学各施設
東京医科歯科大学教養学部 九州大学各施設
鹿児島大学各施設 鹿屋体育大学体育学部校舎
警察大学校本館棟 防衛医科大学校施設
職業能力開発総合大学校東京校 職業能力開発短期大学校（茨城,川内）

茨城県立各高等学校 千葉県立各高等学校
東京都立各高等学校 小倉高等技術専門校実習棟
小倉聾学校 鹿児島県立各高等学校（有明,開陽,串良）

神栖市はさき生涯学習センター 鹿児島県立農業大学校
新宿区立各小学校 鹿児島市立各小学校
練馬区立各小学校 世田谷区立各小学校
早稲田大学各施設 横浜市立大学連携大学院供給施設棟
明治大学各施設 小田原市立各小学校
東京理科大学各施設 北九州養護学校
長崎国際大学 立教大学新座キャンパス
北九州大学国際環境工学部 法政大学各施設

世増ダム管理用発電所 山形ガス㈱
常陸那珂火力発電所 東京電力㈱富津火力発電所ほか各施設
コスモ石油㈱千葉製油所 チッソ石油化学㈱五井製造所
東京電力㈱各支社・営業所・変電所 東京電力㈱南横浜火力発電所
荒川水力電気㈱岩船発電所 東京電力㈱鹿島火力発電所
国分市ローカルエネルギーセンター 中国電力㈱岡山支店
つくばメガソーラー発電所 九州電力㈱試験設備用受変電設備
各地域風力発電所
（ﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ御前崎,中種子町,六ヶ所村,番屋,鳥取放牧場,葉山,和泊,一目山,落居,珠洲,大山,中山,長島,東伯,渥美,肥前南,沖永良部）

日本銀行本店・各支店・事務センター（甲府,広島,下関,高松,北九州,大分,熊本ほか）

みずほ銀行各センター（東京事務,中目黒,高樹町） 三菱東京ＵＦＪ銀行各支店
三井住友銀行目黒支店ビル 秋川ＤＨビル（りそな銀行あきる野支店）

常陽銀行（事務センター,各支店） 筑波銀行
鹿児島銀行事務センター 新生銀行目黒プロダクションセンター
地方銀行会館 三菱ＵＦＪ信託銀行浦和支店
三井住友信託銀行（本店,事務センター,各支店） 水戸信用金庫本店ほか
朝日信用金庫事務センター 多摩信用金庫事務センター
信金中央金庫ビル 大手町フィナンシャルセンター
明治安田生命本館（丸の内ＭＹ ＰＬＡＺＡ） 第一生命ビル（新宿,京橋,横浜西口）

日本生命浅草ビル 明治安田生命計算センター
住宅金融支援機構本店 富国生命保険（千葉ニュータウンセンター,京都,徳島,福岡）

ＤＮタワー21（第一生命,農林中央金庫） 日新火災浦和事務センター
東京証券取引所 野村証券㈱日吉センター
東京穀物商品取引所

バークレイズ証券 クレディ・アグリコル証券

ＢＮＰパリバ証券 ゴールドマンサックス

ＵＢＳ証券 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
Ｊ．Ｐ．モルガンチェース モルガンスタンレーホールディングス
マッコーリー銀行 ロイヤルバンク・オブ・スコットランド
メリルリンチ日本証券 ブラックロック・ジャパン

ＴＤＫマイクロディバイス㈱北茨城工場ほか エイチ・シー・スタルク㈱水戸工場
トステム㈱水戸工場 日本ジフィー食品㈱茨城工場
日立造船㈱茨城工場 未来工業㈱茨城工場
茨城グリコ㈱那珂工場 ㈱高光鉄工所茨城工場
㈱タバタ茨城事業所 エーザイ㈱美里工場
アステラス製薬㈱筑波事業所 オリエンタルモーター㈱つくば事業所

　生産・研究施設

　エネルギー関連施設

　金融機関

　外資系金融機関

　教育・福祉施設
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主な納入先

日産自動車㈱栃木工場 ホンダエンジニアリング㈱栃木技術センター
富士通㈱館林システムセンター 東洋製罐㈱埼玉工場
日清医療食品セントラルキッチン岩槻 コクヨ㈱芝山工場
古河電工㈱千葉製造所 三井化学㈱袖ヶ浦センター研究棟
㈱ロッテ浦和工場 ㈱竹中工務店 竹中技術研究所
住友化学㈱各工場（千葉,愛媛） 大日本印刷㈱（久喜,市ヶ谷,榎木町,赤羽,五反田,建材東京）

ファナック㈱モーター組立工場 フランスベッド東京工場
㈱アスキー 東洋インキ㈱
㈱キヤノン中央研究所・各工場 沖電気工業㈱各工場
日本アイ・ビー・エム㈱（箱崎,川崎,さがみ野） 三菱化学㈱機能商品工場,医薬開発棟
千代田化工建設㈱ ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所
ＣＥＣ宮崎台システムラボラトリ ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所
㈱アルバック茅ヶ崎本社・工場 中外製薬㈱鎌倉研究所
オイレス工業㈱大和工場 ソニー㈱厚木ＴＥＣ
㈱資生堂中央研究所 森永乳業㈱研究・情報センター
東洋紡㈱入善工場 コマツ㈱氷見工場
富士写真フィルム㈱吉田南工場 日本ミクロコーティング㈱山梨プラント
同和メタル㈱特高変電所 富士通㈱須坂工場
日本油脂㈱愛知事業所衣浦工場 王子製紙春日井工場
旭化成㈱守山支社 横浜ゴム㈱新城工場
三共㈱大阪工場 トステム㈱綾部工場
東洋ゴム㈱明石工場 旭硝子㈱関西工場
パシフィックグレーンセンター㈱（西日本、南日本、八代） ソニーセミコンダクタ九州㈱（鹿児島・長崎・熊本）

サンエレクトロニクス㈱ 信越石英㈱佐世保工場
王子製紙㈱大分工場 富士フィルム九州㈱ＦＦＱエネルギーセンター
京セラ鹿児島㈱各工場（国分、川内） アルバック九州㈱鹿児島事業所
アサヒグループホールディングス㈱研究開発センター 日本特殊陶業㈱宮之城工場
住友電工㈱横浜製作所 本田技術研究所　四輪開発センター（芳賀,さくら）

京王プラザホテル（新宿八王子,札幌） ホテルオークラ東京
ヒルトンホテル ハイアット　リージェンシー東京
帝国ホテル プリンスホテル（苗場,日南海岸南郷）

ホテル日航八重山

国立病院各所（東京,神奈川,茨城東,甲府,長野東,鰍沢,甲府,福岡,長崎中央）

赤十字病院各院（水戸,小川,沖縄） 茨城県立こども病院
志村大宮病院茨城北西総合リハビリテーションセンター 済生会病院（水戸,常陸大宮,福岡総合）

聖路加国際病院 東京共済病院
東京慈恵会医科大学附属各病院 東京都立病院各所（大塚,駒込,梅ヶ丘,府中,母子保健院）

東京都立府中療育センター 日本医科大学附属各病院
虎の門病院分院外来棟 国立成育医療センター
東京都がん検診センター 労災病院各院（関東,長崎）

北里大学病院 横浜市救急医療センター
横浜市立大学付属病院 川崎市立病院
小田原市立病院 国立療養所甲府病院
山梨県立中央病院 ＮＴＴ東日本伊豆病院第2治療棟
静岡がんセンター病院本棟 兵庫県立西宮病院３号棟
九州大学附属病院 国立病院機構九州循環器病センター
長崎県立島原病院 鹿児島市立病院
鹿屋医療センター 公立種子島病院
垂水市中央病院 鹿児島市保健・急病センター
医療法人友愛会南部病院 特別養護老人ホームフェローホームズ

ＮＨＫ放送センター(水戸,渋谷,広島） ＮＨＫ千代田オフィス
ＮＨＫ大阪新放送会館 ＴＢＳ東京放送センター
テレビ神奈川 関西テレビ放送㈱本社社屋
鹿児島テレビ放送（KTS） 鹿児島放送（KKB）
南日本放送（MBC） 琉球放送
水戸デジタルテレビ送信所 ベイエフエム
ニッポン放送本社ビル 朝日新聞社（東京本社、船橋、川崎、福岡工場）

毎日新聞社北関東コア 日本経済新聞社（東京本社、西部支社）

　マスコミ

　医療施設

　ホテル

6



主な納入先

三越各店 小田急ミロード
松屋各店 川崎駅東口地下街アゼリア
西武各店 ダイエー鹿児島店
高島屋各店 日立駅前ショッピングタウン
有楽町マリオン

茨城県立カシマサッカースタジアム ト伝の郷運動公園スポーツセンター
竜ヶ崎カントリークラブ 埼玉県立武道館
千葉県総合運動場 小金井カントリー倶楽部
中央区立総合体育館 東京ドーム
日本中央競馬会競馬場（東京,福島,新潟） 日本中央競馬会新橋会館,別館,ＷＩＮＳ各所
日本武道館 横浜スタジアム
ウェルサンピア沼津（静岡厚生年金休暇センター） 天神東宝ビル
大村市体育文化センター かごしま空港溝辺カントリークラブ
七ツ島サンライフプール 西之表市体育館
川内市総合運動公園（体育館,屋内運動場,アリーナ）

成田国際空港各施設 羽田空港各施設
芝山鉄道 北総鉄道
寺田倉庫 東京高速道路㈱北数寄屋ビル
都営地下鉄各駅（浅草線、新宿線、大江戸線） 京成電鉄
横浜市営地下鉄各駅 横浜ベイブリッジ
厚木メイン物流センター 全共連厚木センター
大阪航空貨物税関出張所 ＪＲ西日本㈱網干操作場
福岡市交通局（金山,茶山駅） 福岡空港庁舎
福岡航空交通管制部 北九州空港
新仲哀トンネル受変電設備 長崎空港エプロン照明灯改良
大分空港 鹿児島空港ターミナルビル
鹿児島港高速船旅客ターミナル 奄美空港ターミナルビル
宮古島旅客ターミナル･マリンターミナル 徳之島空港

三井ビルディング（水戸,霞が関,八重洲,新宿） ＮＴＴ東日本さいたま新都心ビル
ワールドビジネスガーデン NTT大手町総合ビル,九段ビル 
住友ツインビルディング（東館） 東京交通会館
日本ビルディング本館 新丸の内ビルディング
大手センタービル サンシャイン６０ビル
大川端リバーシティ２１ グラントウキョウ ノースタワー
晴海アイランドトリトンスクェア 日本橋三井タワー
共同通信会館 東京ダイヤビル
伊藤忠商事東京本社ビル 横浜ダイヤビル
六本木ヒルズ テレコムセンタービル
新宿住友ビル 汐留シティセンター
イマジカ本社ビル 新宿モノリス
馬事公苑弦巻寮 ゲートシティ大崎
渋谷マークシティ 天王洲アイルファーストタワー
八重洲ファーストフィナンシャルビル 恵比寿ガーデンプレイス
横浜ビジネスパークウエストタワー 東京ミッドタウン
みなとみらい２１ 横浜ランドマークタワー
三菱倉庫㈱港北ニュータウン事務センター 横浜天理教館
関東電気保安協会小田原事業所 ＮＴＴ DoCoMo （能見台社員寮,ＹＲＰオフィス棟）

ＮＴＴ名古屋東ビル 厚木サテライトビジネスパーク
公立学校共済組合宿泊所（和歌山,鹿児島） 大阪アメニティパーク
みずほ情報総研西葛西センター 鹿児島商工会議所ビル
ＮＴＴ DoCoMo 鹿児島ビル サンピアあいら
鹿児島中央ビルディング

建長寺庫裡 国宝唐招堤寺金堂

　交通・物流施設

　重要文化財等

　大規模店舗

　スポーツ・娯楽施設

　一般建築物
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主な納入先

中日友好病院（中華人民共和国/北京市） 香港上海銀行本店（中華人民共和国/香港）

　海外その他

8


