
現場名 住所 塗布箇所 施工目的 塗装面積

★公共施設・教育施設

保育園屋根塗装工事 高知県野市町 屋根 断熱・遮熱・防音 150㎡

北里大学保健衛生専門学院 新潟県南魚沼市 屋根・外壁 遮熱・断熱 500㎡

T保育園新築工事 岡山県岡山市 外壁 遮・断熱 500㎡

北九州市小中学校屋上遮熱工事 福岡県北九州市 屋上床 遮熱 1,300㎡

某保育所屋上床塗装工事 大阪府大阪市 屋上床 遮熱 200㎡

高松市立山田中学校改築工事 香川県高松市 外壁 遮熱 550㎡

佐世保市立情報産業プラザ塗装工事 長崎県佐世保市 内装 断熱 120㎡

大阪夕陽丘学園改修工事 大阪府大阪市 屋根 遮熱 900㎡

陸上自衛隊習志野工事 千葉県習志野市 屋根・外壁 遮熱・断熱 150㎡

自衛隊駐屯地改装分 神奈川県座間市 外壁 遮熱 210㎡

岩国市立本郷小中学校耐震改修工事 山口県岩国市 屋根 遮熱・断熱 1,700㎡

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

高松市立山田中学校改築二期工事 香川県高松市 外壁 遮熱 440㎡

陸上自衛隊習志野工事 千葉県習志野市 屋根 遮熱 230㎡

佐世保情報産業プラザ 長崎県佐世保市 外壁 遮熱 1,800㎡

白河マイタウン大規模改修工事 福島県白河市 外壁 遮熱 2,800㎡

白河マイタウン大規模改修工事 福島県白河市 内装 断熱 4,500㎡

多摩川幼稚園塗装工事 東京都あきる野市 屋根 遮熱 800㎡

佐世保市須佐保育園 長崎県佐世保市 外壁・屋根 遮熱 1,100㎡

北里大学保健衛生専門学院 新潟県南魚沼市 屋根・外壁 遮熱・断熱 500㎡

仁淀町消防組合 高知県吾川郡 内壁 断熱 90㎡

吉井北保育園 長崎県佐世保市 屋根 遮熱 570㎡

★工場・倉庫

K工業所屋根塗装工事 宮城県角田市 屋根 遮熱・防音 200㎡

（株）東北三之橋工場 宮城県伊具郡 屋根・外壁 遮熱・防汚 1,400㎡

（株）S社タイ工場 タイ国 屋根 遮・断熱 2,300㎡

K成型機屋根塗装工事 大阪府富田林市 屋根 遮・断熱 420㎡

H塗料商店倉庫改装工事 東京都東大和市 屋根・外壁 遮熱・断熱 150㎡

K製作所外装塗装工事 大阪府富田林市 外壁 遮熱 150㎡

K木工所倉庫棟新築工事 香川県高松市 屋根 遮熱・防音 200㎡

G書庫屋根塗装工事 千葉県袖ケ浦市 屋根 遮熱・断熱 700㎡

S社中国工場 中国 屋根 遮熱 100㎡

キョクヨー秋津冷蔵屋上床工事 大阪市港区 屋上床 遮熱 800㎡

Y様工場屋根塗装工事 福島県白河市 屋根 遮熱 200㎡

ハウステンボス物流倉庫屋根工事 長崎県佐世保市 屋根 遮熱・断熱 5,000㎡

ペンタガード施工実績表リスト
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某本社工場改修工事 愛知県津島市 屋根 遮熱・断熱 2,400㎡

玉名農産物加工工場建設工事 熊本県玉名市 屋根・外壁 遮熱・断熱 4,500㎡

しらかわ・きずな農場新築工事 福島県白河市 屋根・外壁・内装 遮熱・断熱・抗カビ 6,000㎡

印刷会社屋根塗装工事 奈良県生駒市 屋根 防露 1,300㎡

食品工場内部塗装工事 静岡県島田市 内壁 断熱 250㎡

工場塗装工事 大阪府泉大津市 屋根 遮熱 170㎡

インドネシア工場塗装工事 インドネシア 屋根 遮熱 120㎡

サンノハシインドネシア工場 インドネシア 屋根 遮熱 16,800㎡

コーキン化学塗装工事 大阪府松原市 屋根 遮熱 1,360㎡

日鐵建材工業野木工場塗装工事 栃木県下都賀郡 屋根 遮熱 600㎡

琉球日産自動車工場 沖縄県浦添市 屋根 遮熱 700㎡

日立工機 愛知県名古屋市 屋根 遮熱 1,200㎡

★集合住宅

Uハイツ改修工事 東京都世田谷区 屋根・外壁 遮熱・断熱・防音 320㎡

LCSマンション問屋町新築工事 岡山県岡山市 外壁面 断熱・防露 400㎡

LCSマンション冨町新築工事 岡山県岡山市 外壁 遮・断熱 2,400㎡

FOREST八雲リフォーム工事 東京都目黒区 屋根 遮熱 120㎡

LCTマンション奉還町新築 岡山県岡山市 内装 断熱 400㎡

Y様マンション屋上床工事 東京都文京区 屋上床 遮熱 100㎡

K建設スマートマンション 東京都北区 屋根 遮熱 200㎡

京都グランベルジュ改装工事 京都府京都市 内壁 断熱 350㎡

某アパート新築工事 東京都荒川区 内壁 断熱 630㎡

北山ハイツ 東京都 外壁 遮熱 300㎡

アパート外部改修工事 東京都 外壁 遮熱・断熱 450㎡

LCSマンション京山新築工事 岡山県岡山市 外壁 遮熱・防音 510㎡

マンション外壁塗装工事 高知県高知市 外壁 遮熱 600㎡

ガーデンアソシエマンション新築工事 神奈川県横浜市 外壁 遮熱 3,500㎡

リビンコートマンション新築工事 岡山県岡山市 外壁 遮熱・防音 150㎡

リビンコート奉還町マンション改修 岡山県岡山市 外壁 遮熱・防音 4,600㎡

リビンコート富町Ⅱ新築工事 岡山県岡山市 外壁 遮熱・防音 5,400㎡

サンオークマンション 山口県岩国市 外壁 遮熱 120㎡

リビンコートプライム津島 岡山県岡山市 内壁 断熱 500㎡

★戸建住宅

N様邸改修工事 徳島県徳島市 屋根・外壁 遮熱・防音 180㎡

S様邸新築工事ルーフィング塗布 香川県木田郡 ルーフィング 断熱 400㎡

Ⅰ様邸改修工事 香川県高松市 屋根・外壁 遮熱・断熱・防汚 350㎡

S様邸室内改修工事 東京都板橋区 室内壁・天井 断熱・空気質改善 150㎡
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K様邸リフォーム工事 徳島県徳島市 外壁 遮熱・防音 90㎡

O様邸改修工事 岡山県岡山市 屋根 遮熱・防音 120㎡

T様邸外装リフォーム工事 香川県高松市 外壁 遮熱・断熱・防音 180㎡

T様邸外装リフォーム工事 香川県高松市 屋根・外壁 遮熱・防音・防汚 260㎡

S様邸受水槽塗付工事 香川県木田郡 受水槽 遮熱・断熱 1式

F様邸屋根塗装工事 東京都東久留米市 屋根 遮熱・断熱 100㎡

K様邸リフォーム工事 東京都世田谷区 屋根 遮熱・断熱 50㎡

Ｔ様邸リフォーム工事 東京都世田谷区 屋根・外壁 遮熱・防汚 400㎡

Ｙ様邸リフォーム工事 東京都世田谷区 屋根・外壁 遮熱 150㎡

E様邸外装リフォーム工事 長野県南佐久郡 外壁 遮熱 250㎡

F様邸屋根塗装工事 東京都大田区 屋根 遮熱 100㎡

A様邸外壁塗装工事 兵庫県尼崎市 外壁 遮・断熱 400㎡

O様邸外装塗装工事 岡山県岡山市 屋根・外壁 遮熱・断熱 300㎡

S様邸外装塗装工事 岡山県岡山市 内装 断熱・防音 400㎡

Ｎ様邸屋根塗装工事 香川県高松市 屋根 遮・断熱 350㎡

H様邸リフォーム工事 岡山県岡山市 屋根・外壁 遮熱・断熱 600㎡

W様邸外部塗装工事 岡山県岡山市 屋根・外壁 遮熱・断熱 350㎡

Ｎ様邸屋根塗装工事 埼玉県八潮市 屋根・外壁 遮・断熱 400㎡

T様邸リフォーム工事 東京都杉並区 外壁 遮熱 200㎡

N様邸改修工事 東京都世田谷区 屋根・外壁 遮熱・防音 230㎡

H様邸リフォーム工事 長野県諏訪郡 屋根 遮・断熱 250㎡

S様邸新築工事 岡山県岡山市 屋根・外壁 遮・断熱 400㎡

T様邸リフォーム工事 東京都東大和市 屋根 遮熱 100㎡

H様邸リフォーム工事 東京都東大和市 内装 断熱・防音 150㎡

D様邸リフォーム工事 東京都板橋区 屋根 遮熱・断熱 180㎡

住宅リフォーム 東京都新宿区 屋根・外壁 遮熱・断熱・防汚 380㎡

Y様邸改修工事 愛媛県松山市 外壁 遮熱・防音 200㎡

H様邸リフォーム工事 東京都東大和市 屋根・外壁 遮熱・防音・防汚 360㎡

M様邸リフォーム工事 東京都世田谷区 屋根・外壁 遮熱・防汚 300㎡

H様邸リフォーム工事 東京都港区 屋根・外壁 遮熱 300㎡

O様邸リフォーム改修工事 愛媛県松山市 外壁 遮熱・断熱 300㎡

O様邸リフォーム改修工事 青森県弘前市 外壁 遮熱 150㎡

M様邸リフォーム工事 新潟県五泉市 外壁 遮熱・断熱 200㎡

S様邸リフォーム工事 新潟県五泉市 外壁 遮熱・断熱 120㎡

T様邸外装リフォーム工事 愛媛県西条市 外壁 遮熱 400㎡

A様邸外壁塗装工事 東京都渋谷区 外壁 遮熱 200㎡

S様邸外装塗装工事 東京都稲城市 外壁 遮熱・防汚 160㎡

M様邸リフォーム工事 埼玉県比企郡 外壁 遮熱 450㎡

O様邸新築工事 香川県高松市 外壁 遮熱 200㎡
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T様邸新築工事 香川県高松市 屋根・外壁 遮熱・断熱 350㎡

B様邸改修工事 埼玉県比企郡 外壁 遮熱 150㎡

某住宅改修工事 東京都東大和市 屋根・外壁 遮熱・断熱 300㎡

M様邸改修工事 埼玉県さいたま市 外壁 遮熱 200㎡

某住宅改修工事 東京都東大和市 屋根 遮熱・断熱 90㎡

某住宅外壁改修工事 埼玉県さいたま市 外壁 遮熱 120㎡

T様邸改修工事 東京都世田谷区 屋根 遮熱・断熱 130㎡

某住宅改修工事 埼玉県さいたま市 屋根・外壁 遮熱・断熱 200㎡

M様邸改修工事 東京都品川区 屋根 遮熱 170㎡

K様邸外壁塗装工事 徳島県徳島市 屋根・外壁 遮熱・断熱 400㎡

某住宅改修工事 千葉県松戸市 屋根・外壁 遮熱・断熱 230㎡

S様邸内装工事 千葉県松戸市 内壁 断熱 100㎡

H様邸外装工事 東京都世田谷区 内壁 断熱 150㎡

N様邸塗装工事 山口県山口市 外壁 遮熱 140㎡

M様邸改修工事 山口県岩国市 外壁 遮熱 380㎡

某住宅改修工事 神奈川県相模原市 外壁 遮熱 240㎡

某住宅新築工事 大阪府箕面市 屋根・外壁 遮熱・断熱 330㎡

N様邸屋根塗装工事 高知県高岡郡 屋根 遮熱 180㎡

某住宅塗装工事 香川県高松市 屋上床等 断熱 200㎡

K様邸外壁改修工事 大阪府富田林市 外壁 遮熱・断熱 220㎡

K様邸屋根外壁塗装工事 大阪府堺市 屋根・外壁 遮熱・断熱 150㎡

某住宅塗装工事 東京都東大和市 屋根・外壁 遮熱・断熱 300㎡

N様邸屋根塗装工事 東京都中野区 屋根 遮熱 100㎡

T様邸塗装工事 宮城県伊具郡 外壁 遮熱・断熱 430㎡

M様邸改修工事 大阪府豊中市 屋根 遮熱 100㎡

某住宅改修工事 大阪府東大和市 外壁 遮熱・断熱 150㎡

某住宅床下結露対策工事 神奈川県鎌倉市 床下 結露防止 100㎡

Ⅰ様邸改修工事 東京都 外壁 遮熱 150㎡

K様邸屋根塗装工事 東京都 屋根 遮熱 100㎡

S様邸外部改修工事 東京都 屋根 遮熱 150㎡

S様邸リフォーム工事 東京都 外壁 遮熱 200㎡

Y様宅外装リフォーム工事 東京都 外壁・屋根 遮熱 250㎡

S様邸リフォーム工事 大阪府 屋根 遮熱 100㎡

T様邸塗装工事 高知県 外壁・屋根 遮熱 160㎡

T様邸内装塗装工事 東京都 内壁 断熱 200㎡

T様邸外装塗装工事 東京都 外壁・屋根 遮熱 170㎡

S様邸改修工事 宮城県仙台市 外壁 遮熱 300㎡

Y様邸塗装工事 東京都 外壁 遮熱 250㎡

H様邸外装工事 東京都 外壁 遮熱 150㎡
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M様邸改修工事 東京都 外壁 遮熱 180㎡

A様宅外壁塗装工事 東京都府中市 外壁 遮熱 240㎡

H様邸屋上工事 大阪府松原市 屋上床 遮熱 300㎡

T様宅外装リフォーム工事 埼玉県さいたま市 外壁 遮熱 150㎡

I様邸新築工事 高知県高岡郡 外壁 遮熱 150㎡

U様邸改修工事 高知県高岡郡 外壁 遮熱 120㎡

M様邸改修工事 東京都府中市 屋根 遮熱 90㎡

T様宅外装リフォーム工事 埼玉県さいたま市 外壁 遮熱 210㎡

F様宅屋根塗装工事 神奈川県横浜市 屋根 遮熱 120㎡

S様邸リフォーム工事 埼玉県さいたま市 外壁 遮熱 160㎡

K様邸シャッター、外壁塗装工事 大阪府松原市 外壁 遮熱 240㎡

O様邸改装工事 東京都多摩市 屋根・外壁 遮熱 290㎡

S様邸リフォーム工事 東京都東大和市 屋根・外壁 遮熱 370㎡

T様邸改修工事 東京都東大和市 屋根・外壁 遮熱 260㎡

K様邸改修工事 東京都大田区 外壁 遮熱 200㎡

S様邸新築工事 香川県高松市 外壁 遮熱 300㎡

K様邸外装工事 東京都青梅市 外壁 遮熱 180㎡

K様邸改修工事 高知県高知市 外壁 遮熱 240㎡

I様邸改装工事 山口県岩国市 屋根 遮熱 540㎡

S様邸外装改修工事 埼玉県入間市 外壁・屋根 遮熱・断熱 450㎡

O様邸屋根塗装工事 高知県高知市 屋根 遮熱 270㎡

Ｈ様邸外壁塗装工事 香川県高松市 外壁 遮熱 100㎡

Ｈ様邸新築工事 香川県高松市 内装 断熱 180㎡

Ｋ様邸屋根塗装工事 山口県岩国市 屋根 遮熱 100㎡

Ｆ様邸改修工事 大阪府松原市 外壁・屋根 遮熱 320㎡

Ｙ様邸リフォーム工事 東京都豊島区 外壁・屋根 遮熱 300㎡

Ｔ様邸屋根塗装工事 千葉県四街道市 屋根 遮熱 120㎡

Ｆ様邸外装塗装工事 香川県高松市 外壁・屋根 遮熱 400㎡

ユニバーサルホーム福島 福島県福島市 基礎部 断熱 7軒分

★病院・高齢者施設

K動物病院新築工事 香川県木田郡 外壁・屋根 遮熱・断熱 1,200㎡

岡田皮膚科医院改修工事 長崎県佐世保市 屋根 遮熱・防音 220㎡

医療法人志仁会西脇病院 長崎県佐世保市 外壁・屋根 遮熱 100㎡

グループホームよしいの郷 長崎県佐世保市 屋根 遮熱 200㎡

鹿町介護事業所 長崎県佐世保市 外壁・屋根 遮熱 300㎡

介護事業所新築工事 長崎県佐世保市 外壁 遮熱 1,200㎡

S市介護事業所改修工事 長崎県佐世保市 内装 断熱 100㎡
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★事務所・商業ビル

K会社様屋根工事 愛媛県今治市 屋根 遮熱・防音 30㎡

K建設様屋上床塗装工事 東京都北区 屋上床 遮熱・断熱 100㎡

Ⅰフーズ様 徳島県石井町 外壁 断熱・遮熱・防音 80㎡

BR社屋根塗装工事 千葉県船橋市 屋根 遮熱・防音 600㎡

S画伯アトリエ新築工事 東京都江東区 屋根・内装 断熱・遮熱・防音 410㎡

高松高等予備校内装改善工事 香川県高松市 内装 断熱 200㎡

W産業本社ビル塗装工事 香川県高松市 屋根 遮熱・断熱 150㎡

（株）S社本社 埼玉県八潮市 屋根 遮熱 350㎡

（公）日本看護協会ビル 東京都渋谷区 屋上床 遮熱 1,000㎡

P産業リフォーム工事 横浜市港北区 外壁 遮・断熱 800㎡

K産業トイレ施設塗装工事 茨城県常総市 屋根・外壁 遮・断熱 100㎡

（株）S社本社電算室棟 埼玉県八潮市 外壁 遮・断熱 300㎡

H蔵前内装工事 大阪府堺市 室内 断熱 150㎡

K産業事務所塗装工事 茨城県常総市 外壁 遮・断熱 800㎡

T工業リフォーム工事 鳥取県鳥取市 屋根・外壁 遮・断熱 100㎡

I工務店本社改装工事 大阪府松原市 内装 遮熱・断熱 260㎡

Bエステビル新築工事 長崎県長崎市 外壁 遮熱 1,500㎡

Uスチール屋根塗装工事 大阪府富田林市 屋根 遮熱・断熱 760㎡

佐世保N社屋根塗装工事 長崎県佐世保市 屋根 遮熱・断熱 1,500㎡

旭食品本社ビル外壁改修工事 大阪府八尾市 外壁 遮熱・防音・防汚 150㎡

ハウステンボス内家屋修繕工事 長崎県佐世保市 屋根・外壁 遮熱・断熱 250㎡

ハウステンボス内家屋修繕工事 長崎県佐世保市 外壁 遮熱 150㎡

K建設ビル改修工事 東京都北区 屋根 遮熱・断熱 90㎡

某社改修工事 大阪府松原市 屋根・外壁 遮熱・断熱 1,250㎡

某本社ビル2階改修工事 山口県岩国市 内壁 断熱 300㎡

サンスター外壁塗装工事 徳島県板野郡 外壁 遮熱 200㎡

アイキャン美和サブセンター外部改修工事 山口県岩国市 外壁・屋上 遮熱・断熱 400㎡

亀有信用金庫仮設オフィス 千葉県松戸市 屋根・内装 断熱・遮熱・防音 650㎡

某社外装工事 山口県下松市 外壁 遮熱 160㎡

某デザイン事務所 高知県香南市 屋根 断熱 150㎡

某社外装工事 山口県下松市 外壁 遮熱 200㎡

某社屋塗装工事 山口県下松市 外壁 遮熱・断熱 190㎡

某会社内部塗装 高知県高知市 内部天井 断熱 120㎡

事務所ビル 宮崎県宮崎市 屋根 遮熱 450㎡

事務所ビル塗装工事 東京都北区 屋根 遮熱 150㎡

事務所改修工事 山口県岩国市 外壁・屋根 遮熱 680㎡

事務所ビル改修工事 広島県大竹市 外壁・屋根 遮熱 1,700㎡

事務所改修工事 山口県岩国市 外壁 遮熱 150㎡
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事務所ビル改修工事 山口県岩国市 外壁 遮熱 250㎡

T会社外装塗装工事 山口県山口市 外壁 遮熱 340㎡

日産サティオ高知塗装工事 高知県高知市 屋根 遮熱 350㎡

大京本社ビル新築工事 大阪府都島区 内装 断熱 120㎡

（株）東邦新築工事 大阪府豊中市 内装 断熱 160㎡

（株）エコファクター・エンジニア 沖縄県浦添市 外壁 遮熱 450㎡

東急リバブル豊中センター 大阪府豊中市 内装 遮熱 250㎡

(株）アオキ新事務所塗装工事 徳島県板野郡 屋根 遮熱 150㎡

吉田房織物（株） 大阪府摂津市 外壁 遮熱 250㎡

ロジパルエクスプレス名古屋（営） 愛知県名古屋市 屋根 遮熱 3,000㎡

★店舗・施設

ハウステンボス　アートガーデン 長崎県佐世保市 屋根・外壁 遮熱 300㎡

ハウステンボス　店舗内 長崎県佐世保市 内装 断熱 200㎡

ハウステンボスレストラントホール増築 長崎県佐世保市 屋根 遮・断熱 300㎡

ハウステンボススマートハウス新築 長崎県佐世保市 屋根・外壁 遮熱 300㎡

某ショッピングセンター改修工事 広島県呉市 屋根 遮熱・防音 100㎡

阿蘇ファームランド 石川県加賀市 ドーム屋根 遮熱・防汚 200㎡

某アンテナショップ 福島県白河市 外壁 遮熱 120㎡

某販売店屋根塗装工事 愛知県名古屋市 屋根 遮熱 550㎡

寺院屋根改修塗装工事 東京都あきる野市 屋根 遮熱 160㎡

塗料販売店内装塗装工事 高知県高知市 内装 断熱 120㎡

ハウステンボスホテル新築工事 長崎県佐世保市 屋上床 遮熱 2,600㎡

100本のスプーン二子玉川店 東京都 内壁 防音 90㎡

おもちゃ王国施設内 岡山県玉野市 施設器具 遮熱 一式

グルメシティ三鷹（イオン系） 東京都三鷹市 屋根 遮熱 1,900㎡

サニーマート桟橋店改修工事 高知県高知市 屋根 遮熱 2,300㎡

TAKAINE改修工事 長崎県佐世保市 外壁・屋根 遮熱 550㎡

サニーマート高須店改修工事 高知県高知市 屋根 遮熱 2,000㎡

★特殊・その他

A工場様内部 徳島県板野郡 鉄骨 結露防止 100㎡

Y綜合貨物コンテナ塗付 神奈川県横浜市 コンテナ 遮熱・断熱 300㎡

トラック車体塗装工事 愛知県豊川市 トラック天井 遮熱・断熱 1式

受水槽塗付工事 香川県木田郡 受水槽 遮熱・断熱 1式

MI技研 愛知県名古屋市 電気炉 断熱 2炉

（株）東北三之橋 宮城県伊具郡 工場設備 断熱 150㎡

バーレン国特別車輌 バーレン国 車輌 遮熱 100㎡

貨物船 広島県尾道市 エンジン室内 防音 1式
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N寺本堂改修工事 長崎県佐世保市 屋根 遮・断熱 240㎡

寺院屋根塗装工事 東京都台東区 屋根 遮・断熱 200㎡

東洋炉工業（株） 大阪府堺市 特殊炉 断熱 2炉

東洋炉工業（株） 大阪府堺市 特殊炉 断熱 2炉

K産業鶏舎屋根塗装工事 茨城県常総市 外壁 遮・断熱 600㎡

東洋炉工業（株） 大阪府堺市 工業炉 断熱 1炉

黒石建設展示場新設工事 香川県高松市 外壁 遮熱 300㎡

黒石建設展示場新設工事 香川県高松市 室内 断熱・防音 200㎡

ハウステンボス送迎バス 長崎県佐世保市 バス屋根 遮熱 1式

九州産業交通バス 熊本県熊本市 バス屋根 遮熱 1式

興和工業所 愛知県小牧市 工業炉 断熱 2炉

宗教法人R寺屋根改修工事 東京都墨田区 屋根 遮熱 200㎡

サンノハシ本社熱処理設備 埼玉県八潮市 その他 断熱 1,000㎡

興和工業所 愛知県小牧市 工業炉 断熱 1炉

ブルネイ国　改修工事 ブルネイ国 屋根・外壁 遮熱・断熱 875㎡

宗教法人K寺改修工事 東京都台東区 屋根 遮熱・断熱 150㎡

東北三之橋工場内 福島県相馬市 熱処理炉 遮熱 200㎡

東洋炉工業（株） 大阪府堺市 工業炉 断熱 1炉

金港成果コンテナ塗装工事 横浜市神奈川区 外装 遮熱 120㎡

東洋炉工業（株） 大阪府堺市 工業炉 断熱 1炉

羽田空港国際線ターミナル屋上 東京都品川区 屋上床 遮熱 50㎡

興和工業所　半田東工場 愛知県半田市 工業炉 断熱 一式

東洋炉工業（株） 大阪府堺市 工業炉 断熱 一式

JFEスチール東日本製鉄所 千葉県千葉市 配管 断熱 一式

JFEスチール東日本製鉄所 千葉県千葉市 配管 断熱 一式

東洋炉工業（株） 大阪府堺市 工業炉 断熱 一式

トラック冷凍コンテナ外部塗装工事 北海道根室市 外装 遮熱 一式

東洋炉工業（株） 大阪府堺市 工業炉 断熱 一式

マレーシア国携帯電話中継BOX マレーシア国 内壁 断熱 一式

東洋炉工業（株） 大阪府堺市 工業炉 断熱 一式
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