
色付け部は官公庁および準官公庁物件となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H.11.11～

建築分野　実績集　（設計事務所・ゼネコン）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社コスモテクノロジー



NO.1

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H.11.11 千葉県柏市 メイツ柏 ㈱Ｔ・Ｄ・Ｓ （株）横装 鉄骨階段 1,300m² 改修

H.12.10 東京都世田谷区 杉本邸 大橋章知郎一級建築士事務所 （株）小池建装 コロニアル屋根 100m² 改修

H.12.10 東京都世田谷区 祓川邸 〃 （株）小池建装 外壁・屋根 500m² 改修

H.13.12 東京都港区 ボーン芝パーク ベニーエステートサービス㈱ 善英建設（株） 磁器タイル面 300m² 改修

H.14.01 川崎市麻生区 熊沢デザインマンション 京王建設（株） コンクリート打ち放し面 3,500m² 新築

H.14.02 東京都町田市 成瀬松村マンション 福富一紀建築設計室 （株）北和建設 コンクリート打ち放し面 1,000m² 新築

H.14.03 広島県福山市 新涯マンション・川口マンション外壁改修 川中設計事務所 川中建設（株） 外壁磁器タイル面ほか 3,500m² 改修

H.14.10 東京都調布市 オリックスヒ゛ル塔屋等補修工事 オリックス・ファシリティーズ（株） 林建設（株） アルミ笠木保護 100m² 改修

H.15.02 東京都八王子市 長谷部マンション新築工事 三恵建設（株） 磁器タイル面 720m² 新築

H.15.02 東京都文京区 ＡＲＡＩヒ゛ルテ゛ィンク゛新築工事 （株）岩本組 コンクリート打ち放し面 1,100m² 新築

H.15.10 東京都府中市 ＪＡ是政改修工事 （株）ＪＡ設計 林建設（株） 磁器タイル面（半ツヤ）・ガラスブロック面 500m² 改修

H.15.11 東京都吉祥寺市 （仮称）吉祥寺東町ビル新築工事 林建設（株） コンクリート打ち放し面 30m² 新築

H.15.11 北海道函館市 シャトーム大森マンション改修工事 Area21塚本設計事務所 責任施工（塚本設計） 外壁磁器タイル面 2,200㎡ 改修

H.16.01 神奈川県川崎市 武蔵小杉ENハイツ改修工事 鈴木設計士 ㈱鈴徳工務店 コンクリ打ち放し面 1,000㎡ 改修

H.16.02 東京都 ＶＯＬＶＯマルチサービスセンタービル改修工事 （株）シミズビルライフケア ㈱シミズビルライフケア 外壁ＲＣ面 400㎡ 改修

発注者様

管理組合様

オーナー様

管理組合様

オーナー様

ＪＡ是政様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オリックス・ファシリティーズ㈱

オーナー様



NO.2

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H.16.05 東京都調布市 永祥第二ビル外壁等改修工事 林建設一級建築士事務所 林建設(株) 磁器タイル面・一般塗装面 780㎡ 改修

H.16.07 東京都港区 ベルメゾン芝新築工事 （株）佐藤総合計画 戸田建設(株) コンクリート打ち放し面・鉄骨階段メッキ面 5,500㎡ 新築

H.16.09 東京都世田谷区 駒場コーポラティブ新築工事 京王建設(株) 外壁マジックコート面上 600㎡ 新築

H.16.10 神奈川県 新江ノ島水族館外周壁面落書き対策 オリックス・ファシリティーズ㈱ （株）シミズビルライフケア 外壁ＲＣ一般塗装面上 1,500㎡ 改修

H.16.11 東京都多摩市 多摩市医師会館新築工事 京王建設(株) 外構コンクリ擁壁 300㎡ 改修

Ｈ17.01 東京都府中市 第一勇心ビル外壁他改修工事 林建設一級建築士事務所 林建設(株) アルミパネル・一般外壁・鉄部 2,000㎡ 改修

オーナー様

発注者様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様



NO.3

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H.16.05 東京都調布市 永祥第二ビル外壁等改修工事 林建設一級建築士事務所 林建設(株) 磁器タイル面・一般塗装面 780㎡ 改修

Ｈ17.01 神奈川県川崎市 まちづくり局南部市場便所新築工事 鈴木設計士 大和リース（株） 外壁サイディング面 60㎡ 新築

Ｈ17.02 神奈川県川崎市 川崎東田公園拠点施設新築工事 鈴木設計士 大和リース（株） 外壁サイディング面 360㎡ 新築

Ｈ17.02 沖縄県 イオンタウン豊見城店発電機及び周辺機器塩害対策工事 ㈱グリーンヒル 発電機鉄部 300㎡ 改修

Ｈ17.02 東京都江戸川区 篠崎公園便所　各所改築工事 体育施設建設・旭日建設・東海建設 壁面落書・貼り紙防止 1,200㎡ 新築・改修

Ｈ17.05 東京都千代田区 斎田ビル外壁・屋上改修工事 福富一紀建築設計室 （株）コスモテクノロジー 外壁タイル・吹付面 1,200㎡ 改修

H17.06 東京都練馬区 レイクサイド石神井外壁屋根塗装改修工事 福富一紀建築設計室 （株）コスモテクノロジー 外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｺﾛﾆｱﾙ屋根 1,000㎡ 改修

H.17.07 東京都多摩市 小山酒店（本店・アパート）外壁改修工事 福富一紀建築設計室 （株）小池建装 外壁RC吹付面・庇金属部分 800㎡ 改修

H.18.01 千葉県 幕張ビレッジ１０５改修工事 戸田建設一級建築士事務所 戸田建設（株） 鉄骨階段・吹付タイル面 1,600㎡ 改修

H18.3 東京都 第二池亀マンション新築工事 （株）グローバル設計 林建設㈱ コンクリート打ち放しキッチン壁 30㎡ 新築

H18.3 東京都 牧田ビル外壁その他改修工事 福富一紀建築設計室 ㈱コスモテクノロジー 磁器タイル面・吹付タイル面 1,000㎡ 改修

H18.4 東京都 太子堂ビル外壁改修工事 福富一紀建築設計室 ㈱コスモテクノロジー 吹付リシン面塗替 200㎡ 改修

H18.5 東京都 コーポ石橋外壁・エクステリア改修工事 福富一紀建築設計室 ㈱コスモテクノロジー 吹付タイル面塗替 400㎡ 改修

オーナー様

川崎市様

東京都様

発注者様

川崎市様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様



NO.4

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H18.～H19 スペイン・バルセロナ 街路灯保護・落書き貼り紙対策景観整備 BefsanEngineer 街路灯鋳鉄部 10,000㎡ 改修

H.18.11 東京都 首都高速　西新宿換気所外壁 首都高速設計部 大成・飛島ＪＶ 外壁ＲＣ面コーティング＋光触媒 3,500㎡ 新築

H.18.11 岩手県 東日本高速　滝沢ＰＡ厨房・食堂内 大成エンジニアリング（株） 大成エンジニアリング（株） タイル面・塩ビシート床面 250㎡ 改修

H.18.11 神奈川県 ファミーレ相模原外壁改修工事 福富一紀建築設計室 (株)コスモテクノロジー 外壁磁器タイル面 2,000㎡ 改修

H.18 愛知県 豊田市総合体育館　冷却水配管 (株)ニューブライト 配管鉄部 100㎡ 改修

H.18 愛知県 名港海運（株）事務所棟外壁 清水建設（株） 外壁カラーパネル面 500㎡ 新築

H.18 東京都 アミノ酸会館外壁改修 （株）シミズビルライフケア （株）シミズビルライフケア 外壁パネル面 700㎡ 改修

H.19.2 名古屋市 交通局植田駅バリアフリー工事（建築部分） 三井住友建設(株) コンクリート面 94㎡ 新築

H.19.2 愛知県 スーパートップワン　屋上防水保護コーティング 大日本土木（株） 大日本土木（株） 駐車場防水面 1,200㎡ 改修

H.19.3 岐阜県 中日本高速　虎渓山ＰＡゲストルーム 大成エンジニアリング(株) 大成エンジニアリング(株) 塩ビタイル・ボード面 50㎡ 改修

H19.3 東京都 ＳＨＩＣＡＴＡ青山プロジェクト 北和建設(株) 高層外部鋼製サッシュ枠防錆 150㎡ 新築

バルセロナ市様

発注者様

首都高速道路（株）様

NEXCO東日本様

（株）アイディーエム様

豊田市様

名港海運（株）様

アミノ酸会館様

名古屋市交通局様

オーナー様

NEXCO中日本様

オーナー様



NO.5

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H19.3 神奈川県 Nasic生田マンション新築工事 福富一紀建築設計室 馬淵建設(株) コンクリート打ち放し面 1,000㎡ 新築

H19.3 東京都調布市 ＪＫキューブ新築工事(Nasic) 福富一紀建築設計室 林建設(株) コンクリート打ち放し面 1,400㎡ 新設

H19.5 東京都多摩市 ＮＫ木暮ビル外壁改修工事 （株）小池建装 磁器タイル面 1,300㎡ 改修

H19.5 東京都台東区 伊藤歯科ビル外壁他改修工事 福富一紀建築設計室 （株）コスモテクノロジー 磁器タイル面・吹付塗装面 1,000㎡ 改修

H.20 広島県 広島市民病院改築工事 清水建設（株） ガラス面　無機コーティング＋光触媒 2,200㎡ 改築

H.20 東京都 町田市民病院改築工事 （株）鴻池組 ガラス面　無機コーティング＋光触媒 2,000㎡ 改築

H.20 愛知県 中日本高速　ＰＡゲストルーム 大成エンジニアリング(株) 大成エンジニアリング(株) 塩ビタイル・フローリング面 100㎡ 改修

発注者様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

広島市民病院様

町田市民病院様

NEXCO中日本様



NO.6

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H.20 東京都 都内賃貸マンションエントランスホール床コーティング 福富一紀建築設計室 （株）コスモテクノロジー 硬質フロアタイル面 50㎡ 改修

H.20 北海道 北海道開発庁管区内　護岸外構ポリカーボネイト ＪＦＥ建材（株） ポリカ板面　塩害防止 800㎡ 新設

H.20.03 神奈川県 横浜高速鉄道４号線　施設内（中山駅ほか４駅） 東横車輛電設（株） 各工区 トイレブースパネル 300㎡ 新設

H.20.09 東京都 新宿パークハイアットホテルＲＢ防水工事①② 東京ガス都市開発（株） （株）コスモテクノロジー 高層階　立上ＰＣ面 200㎡ 改修

施工前 施工後

H.20.12 沖縄県 海洋博記念公園内バスシェルター塗装工事 商業建設クラフト(株) 鋼材面防錆　塩害防止 40㎡ 改修

H21.02 東京都 東京ガス鶴見ビル　ゴミ収集場外壁・屋根改修工事 東京ガス都市開発（株） （株）コスモテクノロジー コンクリ外壁防水・防汚 170㎡ 改修

H21.02 東京都 八王子　山城邸新築工事 (有)埼玉小島建設 コンクリ外壁、室内床 530㎡ 新設

H21.04 山形県 水道局車輌ヤード屋根壁面防錆塗装工事 （株）トウショー 鋼材面防錆塗替　腐食防止 1,800㎡ 改修

H21.04 広島県 常石造船様　施設内トイレ各所 隆晴（株） トイレ内部各所床面壁面 500㎡ 改修

H21.06 東京都 ペガサスコーポⅠ改修工事 福富一紀建築設計室 （株）コスモテクノロジー 外壁磁器タイル面 500㎡ 改修

H21.9 東京都 パークハイアットビル　東京ガス社員食堂フロアーコーティング工事 東京ガス都市開発（株） 芳賀商事（株） テラコッタタイル面・フローリング面 500㎡ 改修

H21.10 神奈川県 TG鶴見ビル　屋上塔屋　壁面防水・防汚改修工事 東京ガス都市開発（株） （株）コスモテクノロジー 外壁コンクリート面 100㎡ 改修

H21.11 沖縄県 アトリエ門口社屋新築工事 （株）リュウケン 外壁コンクリート面 650㎡ 改修

発注者様

オーナー様

北海道開発局様

横浜市様

パークハイアットホテル様

公園管理事務所様

東京ガス都市開発（株）様

オーナー様

山形県水道局様

常石ホールディング様

オーナー様

東京ガス都市開発（株）様

東京ガス都市開発（株）様

オーナー様



NO.7

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H21.12 東京都府中市 府中吉野ビル新築工事 （株）福田組 コンクリート打ち放し部（壁面・庇） 300㎡ 新築

H.22.03 福岡県 国営海の中道公園 ウッドデッキ手摺 1,000㎡ 新設

H.22.03 沖縄県 沖縄県警運転免許センター新築工事（外壁） （株）梓設計・（株）根路銘設計 國場組・仲本工業・東恩納組 外壁RC面・ＳＵＳ幕板部　遮熱・塩害防止 6,500㎡ 新築

H.22.08 新潟県 関川村民プール建設工事 北越産業（株） コンクリート打ち放し壁面 297㎡ 新築

H.22.09 大阪府寝屋川市 寝屋川市駅東地区第二種市街地　再開発事業施設建築物新築工事 （株）東畑建築事務所 （株）大林組 コンクリート打ち放し外壁面 2,200㎡ 新築

発注者様

沖縄県

オーナー様

国土交通省

新潟県関川村様

再開発事業主体様



NO.8

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H.22.09 大阪府 心斎橋ラーメン店　内装防汚コーティング 前田設計士 （株）マエダ 30㎡ 改修

H.22.12 沖縄県石垣島 新石垣空港　電源局舎新築工事 (有)アクト建築計画室 八重山興業（株） ＲＣ面遮熱断熱・塩害防止 670㎡ 新築

H.23.03 栃木県宇都宮市 ＴＧ宇都宮ビル改修工事 東京ガス都市開発（株） （株）大林組 塔屋部コンクリート打ち放し面 406㎡ 改修

H.23.03 北海道虹田郡 岩内洞爺線外（道単）局改（一般）工事（真狩出張所地区）2工区（補正） （株）鈴木組 公衆トイレ　床タイル面・便器・手洗い 40㎡ 改修

H.23.04 東京都世田谷区 喜多見三丁目マンション新築工事 福富一紀建築設計室 大和小田急建設（株） コンクリート打ち放し外壁面 400㎡ 新築

H.23.07 長崎県 善教寺改修工事 砂岩壁面カビ対策・階段石材 1,000㎡ 改修

施工前

H.23.0８ 兵庫県高砂市 正覚寺　木部改修工事 （株）マエダ 木部あく洗い・コーティング 100㎡ 改修

施工前 施工中

発注者様

沖縄県様

オーナー様

オーナー様

宗教法人善教寺様

正覚寺様

東京ガス都市開発（株）様

北海道庁様

　　　　　　　　　　　　　　　　施工後

施工後



NO.9

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H.24.01 兵庫県尼崎市 東園田中学校改築工事 （株）東畑建築事務所 西松建設（株） コンクリ打ち放し面 800㎡ 新築

H24.01 兵庫県姫路市 貸家住宅　浴槽リメイク リメイク姫路キャストワン ユニットバス 一式 改修

H24.01 兵庫県姫路市 個人住宅　木部洗浄・コーティング リメイク姫路キャストワン 住宅木部 一式 改修

H24.02 京都市西京区 シャンブルド桂　改修工事 （株）トレジャーボックス 外壁磁器タイル面 100㎡ 改修

H24.02 大阪府西区 西藤ビル　改修工事 （株）トレジャーボックス 外壁磁器タイル面 300㎡ 改修

H24.02 京都市山科区 クレセントみさざき　改修工事 （株）トレジャーボックス 外壁磁器タイル面 300㎡ 改修

H24.02 兵庫県神戸市 マルイコーポ　改修工事 （株）トレジャーボックス RC面カラー塗装＋コーティング 1,200㎡ 改修

H.24.03 東京都江東区 新木場・川口倉庫改修工事 （株）コスモテクノロジー 外壁（リフレッシュ７） 450㎡ 改修

H.24.03 兵庫県西宮市 フォーカスアレービル　改修工事 （株）トレジャーボックス 外壁磁器タイル面 780㎡ 改修

H.24.03 大阪市大正区 アメニティーエー　改修工事 （株）トレジャーボックス 外壁磁器タイル面 900㎡ 改修

H.24.04 大阪府枚方市 速水ビル　改修工事 （株）トレジャーボックス RC面カラー塗装＋コーティング 480㎡ 改修

H24.04 兵庫県神戸市 コンフォート筒井　改修工事 （株）トレジャーボックス RC面カラー塗装＋コーティング 1,000㎡ 改修

H24.04 兵庫県西宮市 カーサもんど　改修工事 （株）トレジャーボックス RC面カラー塗装＋コーティング 450㎡ 改修

施工前 施工後

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

オーナー様

発注者様

オーナー様

オーナー様

オーナー様



NO.10

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H24.04 東京都渋谷区 藤ビル階段室改修工事 福富一紀建築建築設計室 （株）コスモテクノロジー 内壁　水系シリコン＋防汚コート 300㎡ 改修

施工後

H24.08 東京都目黒区 イプソス中目黒ビル外壁改修工事 神興建設（株） RC外壁面・スチールパネル面 1,500㎡ 改修

H24.08 東京都渋谷区 加藤様邸　外壁・防水改修工事 福富一紀建築設計室 （株）コスモテクノロジー メース板外壁 600㎡ 改修

H24.08 東京都新宿区 ともえソロバン　外壁改修工事 （株）辰 メース板外壁 200㎡ 改修 オーナー様

CRC外壁コンクリート意匠復元＋コーティング ホームエレベーター設置工事

施工前外壁汚損状況 施工後　CRC外壁コンクリート模様＋コーティング

イプソス（株）様

オーナー様

施工前

オーナー様

発注者様



NO.11

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H24.10 東京都中央区 日本橋TIビル　EVホール指紋抑止 鹿島建設（株） 鹿島建設（株） EV扉・ホール扉　SUS面 100㎡ 改修

H24.10 東京都中央区 八重洲ビル　EVホール指紋抑止 （株）竹中工務店 （株）竹中工務店 EVカゴ内　扉・文字盤SUS面 5基 改修

H24.12 東京都中央区 八重洲ビル　EVホール指紋抑止その2 （株）竹中工務店 （株）竹中工務店 EV扉外面・ホール扉　SUS面 100㎡ 改修

H25.01 埼玉県三郷市 藤和シティコープみさと公園Ⅱ大規模修繕 大成ロテック（株） 外壁鉄部　リフレッシュ7仕様 2,000㎡ 改修

H25.01 神奈川県横浜市 介護施設　食堂床 （株）ハマ・メンテ 床フローリングコーティング 200㎡ 改修

H25.03 東京都墨田区 （株）フットマーク本社新築工事 （株）松下産業 （株）松下産業 RC打ち放し外壁面 400㎡ 新築

H25.04 神奈川県横浜市 M様邸新築工事 福富一紀建築設計室 （株）白井組 RC打ち放し外壁面 500㎡ 新築

H25.06 埼玉県飯能市 日建リース工業（株）様飯能倉庫新設 前田建設工業（株） 鉄骨部材コーティング 2,000㎡ 新築

施工状況

東京建物（株）　様

オーナー様

日建リース工業（株）　様

東京建物（株）　様

管理組合　様

（株）フットマーク　様

施工状況

発注者様

東京建物（株）　様



NO.12

施工年月日 施工場所 施工物件名 設計事務所様（敬称略） 元請会社様（敬称略） 施工箇所 規模 種別

H25.11 東京都 エドモンドホテルバックヤード改修 鉄建建設(株) ゴミ処理室・リネン室壁面防汚 100㎡ 改修

H25.11 東京都 鶴岡様邸外壁コーティング 大成有楽不動産(株) 外壁塗装面 260㎡ 改修

H26.03 東京都 蕪山様邸大規模修繕工事 (株)コスモテクノロジー 外壁塗装・屋上防水他一式 800㎡ 改修

H26.04 東京都 グランメール町田大規模修繕工事 福富一紀建築設計室 (株)コスモテクノロジー タイル面・打ち放し面防汚他一式 2,500㎡ 改修

H26.07 東京都 神宮前青山ビル新築工事 (株)岩本組 コンクリート打ち放し面防汚 1,000㎡ 新築

H26.07 東京都 高橋邸塗装改修工事 大成ロテック(株) 外壁・屋根コーティング工事 800㎡

H26.08 東京都 麻布設計カフェ　床面工事 松島潤平建築設計事務所 (株)コスモテクノロジー フローリング面・シート面他 50㎡ 改修

H26.12 東京都 成城石井美しが丘店外壁他改修工事 建築計画研究所 (株)青木工務店 外壁ALC面・屋上防水遮熱 1,500㎡ 改修

H27.03 東京都 K様・N様邸　マンション床面コーティング (株)コスモテクノロジー フローリング面硬質・防滑コート 120㎡ 新築・改修

H27.05 東京都 上島様邸漏水対策・改修工事 (株)コスモテクノロジー 外壁・屋上コーティング他 500㎡ 改修

H27.06 新潟県 龍氣温泉本館男女浴室改修 (株)コスモテクノロジー 漏水対策・防水・防汚コーティング 300㎡ 改修

発注者様（または当社顧客）

(株)ノムラプロダクツ

オーレックス（株）　

オーナー様

松島潤平建築設計事務所

イシイビルディング

オーナー様

施工前状況 防水工事・防汚コーティング工事　施工後

オーナー様

オーナー様

龍氣様

オーナー様



施工年月日 施工場所 施工物件名 管理会社・設計事務所様（敬称略） 施工会社様（敬称略） 施工箇所 規模（㎡） 種別

H21.10 兵庫県 コンテナハウス（事務所化）屋根・外部面 (株)マエダ 鋼板屋根・外部面省エネ 430 改修

H22.08 愛知県 新日鐵名古屋工場屋根 (株)大林組 (株)大栄 鋼板屋根　防錆＋省エネ 400 改修

H23.03 東京都町田市 Ｉ様邸　外壁・屋根　遮熱断熱・防水塗装 東急ファシリティーサービス（株） 外壁・屋上シート防水面 822 改修

H.23.04 茨城県結城市 結城病院　ミニストップ　外部ガラス面 (株）ファテック 外部ガラス面遮熱クリアー 10 改修

H23.04 東京都 Ｙビル屋上キュービクル保護 (株）コスモテクノロジー キュービクル全面 50 改修

H23.05 東京都町田市 Ｉ様邸　2Fガラス　西日対策 (株）コスモテクノロジー 2F　ＦＩＸガラス面 22 改修

H23.06 東京都三鷹市 N様邸改修工事 (株）コスモテクノロジー 階段室FIXガラス面外部 10 改修

H23.07 神奈川県逗子市 逗子マリーナ　コンコース （有）エスケーサービス コンコースガラス天井・壁面 40 改修

H23.08 神奈川県横浜市 （株）アマノ株式会社様　工場事務所棟 （株）大本組 外壁側窓ガラス面 30 改修

H23.09 茨城県結城市 結城病院　ミニストップ　外部ガラス面 （株）ファテック 外部ガラス面遮熱クリアー 10 改修

H23.09 東京都 T様邸改修工事 （株）ファテック 外壁側窓ガラス・屋根トップライト 10 改修

H23.10 神奈川県相模原市 某老人ホーム西日対策 (株）コスモテクノロジー 事務所窓ガラス（１F） 20 改修

H23.11 東京都世田谷区 成城石井　成城本店　屋上遮熱 東急建設(株） 屋上ウレタン絶縁防水上 833 改修

H24.05 東京都港区 O様邸改修工事 （株）コスモテクノロジー 外壁窓全面 50 改修

H24.06 東京都中央区 高島屋本部ビル外壁側ガラス面西日対策 （株）ファテック 外壁側窓ガラス 15 改修

H24.07 東京都板橋区 東京団地倉庫事務所サッシュ改修工事 三和シャッター工業（株） サッシュ改修　ガラス面遮熱 320 新設

H24.07 東京都新宿区 三和シャッター工業(株)様　本社ビル内 （株）コスモテクノロジー 外壁側窓ガラス面 120 改修

H24.08 東京都渋谷区 加藤様邸　外壁・防水改修工事 福富一紀建築設計室 （株）コスモテクノロジー 外壁窓全面・屋上トップライト 80 改修

H24.08 埼玉県越谷市 エドウィン越谷物流倉庫ガラス面遮熱 イクソブ（株） 外壁窓ガラス面 330 改修

H24.08 埼玉県新座市 にいざほっとぷらざ（公立図書館）西日対策 東武ビルマネジメント（株） 三和シャッター工業（株） 図書室FIXガラス面 20 改修

H24.09 神奈川県横浜市 美しが丘二丁目ビル　 東急ファシリティーサービス（株） （株）コスモテクノロジー 屋上キュービクル遮熱保護 50 改修

H24.10 東京都江東区 大成ロテック（株）様　関東支社ビル （株）コスモテクノロジー 食堂厨房ガラス面・1F事務所窓 10 改修

H25.05 群馬県伊香保温泉 ホテル木暮 リファイン群馬 全客室窓ガラス 320 改修

H25.06 埼玉県新座市 にいざほっとぷらざ（公立図書館）その２ 東武ビルマネジメント（株） 三和シャッター工業（株） 図書室FIXガラス面 20 改修

H25.06 千葉県柏市 吉田ビル 福富一紀建築設計室 （株）コスモテクノロジー 事務所窓ガラス面 20 改修

H25.07 東京都 上野ファーストシティホテル　窓面 （株）ファテック 客室ガラス 11 改修

H25.07 千葉県 K様邸外壁・屋根塗装改修工事 （株）コスモテクノロジー 屋根・西南面窓ガラス 234 改修

小計 4,287

〃

プロツバルC＋コーティング

省エネ対策・遮熱コーティング実績

プルツバルＣ＋コーティング

〃

〃

〃

H-10

H-10

既存フィルム上＋H-10

H-10

備考

BR-7　光触媒仕様

H-10

BR-7　光触媒仕様

H-10

〃

〃

〃

BR-7　光触媒仕様

プロツバルC＋コーティング

〃

BR-7　光触媒仕様

H-10

〃

プロツバルC＋コーティング,H-10

〃

〃

プロツバルC＋コーティング



施工年月日 施工場所 施工物件名 管理会社・設計事務所様（敬称略） 施工会社様（敬称略） 施工箇所 規模（㎡） 種別

H25.11 石川県 大同工業(株)本社事務所棟 (株)ダイド建設 ガラス面遮熱 50 改修

H26.03 千葉県 千葉科学大学看護棟西日対策工事 (株)大本組 西側面窓ガラス 550 新設

H26.10 埼玉県 大洋社様新狭山センター 東京不動産管理(株) 西日日焼け対策 86 改修

H26.12 東京都 成城石井美しが丘店屋上遮熱 建築計画研究所 (株)青木工務店 屋上防水面遮熱保護 400 改修

H27.05 神奈川県 介護支援施設「希望」西日対策 メディカルファシリティリノベーション(株) 階段室窓西日対策 50 改修

小計 1,136

省エネ・遮熱実績　　　計 5,423

〃

備考

H-10省エネ

〃

プロツバルC＋コーティング

〃


