
現場名 住所 塗布箇所 使用目的 塗装面積

★公共施設・教育施設

東京大学工学部1号館 東京都文京区 室内天井・壁 抗菌・抗カビ・断熱 110㎡

横手市立明峰中学校新築工事 秋田県横手市 内装 断熱・抗菌・抗カビ 350㎡

佐世保市立情報産業プラザ喫煙所 長崎県佐世保市 内装 消臭・断熱 一式

高原ふれあいの家天狗荘脱衣室 高知県高岡郡 天井・壁 抗カビ 120㎡

山口県営住宅改修工事 山口県岩国市 内装 抗カビ 一式

山口県営住宅改修工事 山口県岩国市 内装 抗カビ 100㎡

北九州市総合体育館改修工事 福岡県北九州市 内壁 抗カビ・断熱 130㎡

山口県営住宅改修工事 山口県岩国市 内装 抗カビ 120㎡

★工場・倉庫

某製麺工場結露対策工事 愛媛県松山市 室内天井・壁 抗菌・抗カビ・防露 60㎡

某製麺工場結露対策工事 愛媛県松山市 室内天井・壁 抗菌・抗カビ・防露 60㎡

マレーシア植物工場 マレーシア国 工場内 抗菌・抗カビ 100㎡

某製麺工場結露対策工事 愛媛県松山市 内壁 抗菌・抗カビ 50㎡

某食品冷凍冷蔵庫工場 大阪府大阪市 内装 防露・抗菌・抗カビ 180㎡

五香植物工場新築工事 福島県白河市 ハウス内 抗菌・抗カビ・断熱 200㎡

しらかわ・きずな農場植物工場 福島県白河市 内装 抗菌・抗カビ 4,000㎡

食品工場冷蔵庫断熱工事 福岡県北九州市 内壁 断熱 一式

しらかわ・きずな農場植物工場 福島県白河市 内装天井 防カビ 2,300㎡

食品工場内部塗装工事 静岡県島田市 内壁 断熱 1,700㎡

食品工場内部塗装工事 静岡県島田市 内壁 断熱 500㎡

ファミリーマート残材処理 福島県本宮市 内装 防カビ 100㎡

インドネシア工場塗装工事 インドネシア 内装 断熱・防カビ 450㎡

明治戸田工場改修工事 埼玉県戸田市 内壁 抗カビ 90㎡

某餡子工場防カビ塗装工事 大阪府天王寺区 内装 抗カビ 350㎡

（株）トーホーフードサービス塗装工事 長崎県長崎市 内装 抗カビ 90㎡

明治戸田工場改修工事 埼玉県戸田市 内装 抗カビ 120㎡

某菓子店工場内防カビ対策 高知県高知市 内壁 抗カビ 70㎡

きずな農場横浜工場 神奈川県横浜市 内装 抗カビ 900㎡

ワールド産業（株） 沖縄県那覇市 内装 抗カビ 300㎡

愛麺工場防カビ塗装工事 愛媛県松山市 内装 抗カビ 100㎡

明治戸田工場改修工事 埼玉県戸田市 内装 抗カビ 60㎡

ヒューテックノオリン改修工事 埼玉県越谷市 内装 抗カビ 350㎡

ニシエイ工場防カビ対策 岡山県岡山市 内部天井 抗カビ 120㎡

萩原乳業工場防カビ工事 青森県弘前市 内壁 抗カビ 120㎡

農業組合ゆず加工工場防カビ工事 高知県安芸市 内壁・天井 抗カビ 750㎡
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明治戸田工場改修工事 埼玉県戸田市 内壁 抗カビ 80㎡

クノール食品中部事業所抗カビ工事 三重県四日市市 内壁 抗カビ 90㎡

★集合住宅

某マンション塗装工事 北海道苫小牧市 内装 抗菌・抗カビ 240㎡

インドスマートシティー インド国 内壁 防カビ 150㎡

MIタウン内装工事 高知県高知市 内装 抗カビ 120㎡

三井リフォーム防カビ対策 神奈川県横浜市 内装 抗カビ 60㎡

ウィンビュ湘南集合住宅内装工事 神奈川県藤沢市 内装 抗カビ 90㎡

ヒューテックノオリン改修工事 埼玉県越谷市 内装 抗カビ 350㎡

ジュピロ喜連東マンション改修工事 大阪府松原市 内装 抗カビ 120㎡

某マンション改修工事 大阪府松原市 内壁 抗カビ 180㎡

★戸建住宅

Y様邸室内リフォーム工事 東京都新宿区 室内天井・壁 断熱・防音 360㎡

Y様邸室内リフォーム工事 東京都文京区 室内壁・天井 断熱・抗カビ・防音 300㎡

H様邸リフォーム工事 東京都江東区 内装 断熱・抗菌・抗カビ 120㎡

T様邸リフォーム工事 宮城県 室内 断熱・抗菌・抗カビ 150㎡

S様邸新築工事 岡山県岡山市 内装 断熱・抗菌・抗カビ 400㎡

住宅内装工事 ブルネイ国 内装 断熱・抗菌・抗カビ 150㎡

S様邸リフォーム工事 大阪府大阪市 内装 防露・抗菌・抗カビ 300㎡

N様邸改修工事 埼玉県草加市 内装 抗菌・抗カビ 60㎡

S様邸内装塗装工事 高知県高知市 内装 断熱・防カビ 120㎡

S様邸内装抗カビ塗装工事 岡山県岡山市 内装 抗カビ 290㎡

Y様邸内装改修工事 山口県岩国市 内装 抗カビ 80㎡

Y様邸内装塗装工事 山口県下松町 内装 抗カビ 90㎡

O様宅内装塗装工事 神奈川県横須賀市 内装 抗カビ 520㎡

S様邸新築工事 香川県高松市 内装 抗カビ 450㎡

★病院・高齢者施設

グループホーム脱衣室内塗装 東京都大田区 内装 断熱・防臭・抗菌 60㎡

某治療院室内塗装工事 東京都豊島区 室内壁・天井 断熱・抗菌・抗カビ 220㎡

K動物病院新築工事 香川県木田郡 内壁・天井 断熱・抗菌・抗カビ 1,000㎡

M整骨院内装工事 大阪府八尾市 内装 防露・抗菌・抗カビ 90㎡

某病院内装工事 高知県高知市 内壁 抗菌・抗カビ 60㎡

ケアハウス外装塗装工事 新潟県新発田市 外壁 防カビ 730㎡

新築病院内装塗装工事 高知県高知市 内装 断熱 60㎡

西村歯科内装工事 高知県高知市 内装 抗カビ・断熱 100㎡

上町病院リハビリ棟新築工事 高知県高知市 内装 抗カビ 120㎡
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医療法人社団　築山会 福岡県嘉麻市 内装 抗カビ 180㎡

小嶺江藤病院改装工事 福岡県北九州市 内壁 抗カビ 60㎡

ベルクリニック改修工事 大阪府堺市 内壁 抗カビ 390㎡

★事務所・商業ビル

T設計トイレ改修工事 富山県富山市 トイレ壁・天井 断熱・抗カビ・抗菌 10㎡

E社内装塗装工事 東京都港区 室内壁・天井 断熱・空気質改善 90㎡

H会計事務所内装改善工事 香川県高松市 内装壁・天井 断熱・空気質改善 300㎡

K産業トイレ施設塗装工事 茨城県常総市 内装 断熱・抗菌・抗カビ 90㎡

同上 茨城県常総市 室内 断熱・防音 500㎡

K社弘前工場 青森県弘前市 事務所内装 断熱・抗菌・抗カビ 150㎡

N社本社内装塗装工事 大阪府大阪市 内装 断熱・抗菌・抗カビ 450㎡

N社東京事務所内装工事 東京都江東区 室内 抗菌・抗カビ・断熱 100㎡

ブルネイ国　改修工事 ブルネイ国 内装 抗菌・抗カビ 1,630㎡

情報産業プラザ喫煙所 長崎県佐世保市 内装 消臭・断熱 一式

事務所ビル内装塗装工事 大阪府大阪市 内装 断熱 100㎡

YKK本社ビル新築工事 東京都 内壁 断熱 300㎡

NASスポーツクラブ防カビ対策 神奈川県茅ケ崎市 内部天井 抗カビ 50㎡

NASスポーツクラブ防カビ対策 千葉県美浜区 内部天井 抗カビ 90㎡

高知銀行松山支店新築工事 愛媛県松山市 内壁 抗カビ 180㎡

フィットネスクラブオーシャン塗装工事 山口県岩国市 内装 抗カビ 130㎡

岡山ビジネスカレッジ田町新築工事 岡山県岡山市 浴室内壁 抗カビ 60㎡

★店舗施設

ハウステンボスフォレストビラ改装 長崎県佐世保市 室内 断熱・抗菌・抗カビ 400㎡

U菓子店改修工事 埼玉県熊谷市 内装 抗菌・抗カビ 150㎡

某寿司店内装塗装工事 宮城県伊具郡 内装 断熱・抗菌・抗カビ 100㎡

某菓子店リフォーム工事 埼玉県熊谷市 内装 断熱・抗菌・抗カビ 120㎡

某食品ショーケース天井工事 長崎県佐世保市 内装天井 断熱・抗菌・抗カビ 150㎡

ハウステンボスフォレストヴィラ改装 長崎県佐世保市 内装天井 断熱・抗菌・抗カビ 800㎡

ハウステンボススマートハウス新築 長崎県佐世保市 内装 断熱・抗菌・抗カビ 100㎡

阿蘇ファームランド 石川県加賀市 ドーム室内 断熱・抗菌・抗カビ 150㎡

U菓子店改修工事 埼玉県熊谷市 内装 抗菌・抗カビ 150㎡

ショッピングセンター改修工事 山口県下松市 内装天井 断熱・抗カビ 150㎡

関西スーパー施工 大阪府 内装天井 防カビ 60㎡

ホテル改修工事 大阪府堺市 内装天井 断熱・防カビ 120㎡

上高地帝国ホテル内装塗装工事 長野県 内壁 防カビ 160㎡

サニーマート河の瀬店改修工事 高知県高知市 内部天井 抗カビ 90㎡

サニーアクシス伊野店改修工事 高知県伊野町 内部天井 抗カビ 90㎡
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サニーマート朝倉店改修工事 高知県高知市 内部天井 抗カビ 130㎡

サニーマート河の瀬店内装工事 高知県高知市 内装天井 抗カビ 120㎡

関西スーパーマーケット大社店 大阪府大阪市 内部天井 抗カビ 30㎡

サニーマート神田店内部改修工事 高知県高知市 内部天井 抗カビ 70㎡

サニーマート南国店内部改修工事 高知県南国市 内装 抗カビ 100㎡

サンシャインスーパー内部天井 高知県高知市 内部天井 抗カビ 80㎡

サニーマート久米店 愛媛県松山市 内部天井 抗カビ 40㎡

サンシャイン大方店 高知県幡多郡 内部天井 抗カビ 280㎡

サンシャイン大方店 高知県幡多郡 内部天井 抗カビ 80㎡

アルク山口店新築工事 山口県岩国市 内部天井 抗カビ 80㎡

アルク長府中居店改修工事 山口県岩国市 内壁 抗カビ 50㎡

山陽マルナカ総社店 岡山県総社市 内部天井 抗カビ 300㎡

サニーマート土佐道路店 高知県高知市 内部天井 抗カビ 50㎡

エヴィくりはらサニーマート店 高知県高知市 内部天井 抗カビ 30㎡

ランドメイド防カビ塗装工事 高知県高知市 内壁 抗カビ 60㎡

サニーマート瀬戸店 高知県高知市 内部天井 抗カビ 45㎡

サニーマート高岡店 高知県土佐市 内部天井 抗カビ 60㎡

サニーマート御座店 高知県高知市 内部天井 抗カビ 15㎡

サニーマート薊野店 高知県高知市 内部天井 抗カビ 15㎡

某ホテル浴室内防カビ工事 東京都練馬区 内壁 抗カビ 120㎡

サニーマート久米店 愛媛県松山市 内部天井 抗カビ 30㎡

サニーマート四万十店 高知県四万十市 内壁 抗カビ 90㎡

関西スーパー西冠店 大阪府高槻市 内部天井 抗カビ 90㎡

サニーアクシス伊野店 高知県吾川郡 内部天井 抗カビ 30㎡

アルクみどり橋店 広島県大竹市 換気設備 抗カビ 10㎡

サニーマート伊野店 高知県吾川郡 内壁 抗カビ 60㎡

サニーマート御座店 高知県高知市 内壁 抗カビ 150㎡

★特殊・その他

工場内配管塗装工事 ブルネイ国 配管 抗菌・抗カビ 一式

寺院新築工事 東京都台東区 内装 断熱・防カビ 180㎡

金港成果コンテナ塗装工事 横浜市神奈川区 内装 防カビ 150㎡

サント―電業　設備内工事 岩手県米沢市 機械内部 抗カビ 一式
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