


株式会社　雅

昭和６２年１０月

１億円

代表取締役　木本 眞博

１２０名

アルミ、ステンレス、スチール製、内外装仕上材
●製作及び設計施工　●焼付塗装全般　●現場出張塗装
・各種内外装金属パネル
・笠木、ルーバー、金属庇、カーテンボックス、鋼製建具、ステンレス建具、ビル用サッシ

本社／敷地（３０４㎡）、延床（５４７㎡）　　工場／敷地（３,３００㎡）、延床（３,６００㎡）

三井住友銀行 岸和田支店、りそな銀行 泉大津支店、三菱UFJ銀行 岸和田支店、紀陽銀行 泉北支店

国土交通大臣(般-1)第20974号　板金工事業、建具工事業、屋根工事業、内装仕上工事業、塗装工事業

〒596-0001　大阪府岸和田市磯上町3-22-8
Tel.072(423)8600　　Fax.072(436)3300　　E-mail. osaka@miyabi-ma.co.jp

〒596-0001　大阪府岸和田市磯上町3-24-7

〒104-6222　東京都中央区晴海1-8-12　オフィスタワーＺ棟22Ｆ
Tel.03(5244)5478　　Fax.03(5478)5479　　E-mail. tokyo@miyabi-ma.co.jp

建装サービスを大阪市淀川区新北野に設立。建築金物の設計施工及び塗装工事業を開始

資本金300万円『有限会社　建装サービス』とする

資本金1,000万円に増資し、『株式会社　雅』と改称

本社を大阪府堺市草尾309-2に移転設立

製造工場を大阪府堺市福田337-1に設立し、各種金属内外装材の製造販売を開始

一般建設業　板金工事業の許可を取得

塗装工場を大阪府堺市福田346-2に設立し、各種金属内外装材の焼付塗装を開始

一般建設業　建具工事業の許可を取得

資本金3,000万円に増資

一般建設業　内装仕上工事業・屋根工事業の許可を取得

製造工場と塗装工場を統合し、大阪府岸和田市磯上町3-24-7に移転

静電塗装ライン増資

資本金5,000万円に増資

平成15年４月 東京支店　開設

資本金7,000万円に増資

本社を岸和田市磯上町3-22-8に移転設立

資本金１億円に増資

現在に至る

会　社　概　要
会　社　概　要

商 号

従 業 員 数

役 員

昭和62年10月

資 本 金

設 立

業 務 内 容

敷 地

取 引 銀 行

建 設 業 許 可

会　社　所　在　地

本 社

岸 和 田 工 場

東 京 支 店

会　社　沿　革

平成元年５月

平成２年９月

平成11年７月

平成11年６月

平成８年９月

平成７年９月

平成７年１月

平成５年１月

平成12年３月

平成12年１月

平成18年３月

平成17年７月

平成16年７月

平成13年７月

平成13年５月



２０２０年度

工事場所 物　件　名 設　計　会　社 施　工　会　社 施 工 部 位　・　規 模

東京 虎ノ門１丁目 入江三宅設計事務所 ㈱大林組
鼻先金物／10700ｍ　アルミパネル／6220㎡
スパンドレル／1100㎡　アルポリック／6320㎡

東京 武蔵小金井駅南口第２地区再開発 佐藤総合計画 清水建設㈱
屋上庇パネル／900㎡　低層庇パネル／1500ｍ
アルミパネル／1200㎡

東京 有明北Ｂ・Ｃ街区 前田建設工業 前田建設工業㈱
アルミパンチングメタル／520㎡　天井ルーバー／
640㎡　アルミカットパネル／320㎡

東京 神田錦町二丁目計画新築工事 日建設計 ㈱大林組
アルミカットパネル／940㎡　スチールパネル／
1800㎡　パーゴラルーバー／240㎡

東京 流山おおたかの森駅前 スターツCAM スターツCAM㈱
エントランス壁・柱パネル／300㎡
天井カットパネル／300㎡

東京 西新宿３丁目計画(ツカダホテル) 清水建設 清水建設㈱
笠木／620ｍ　壁アルミパネル／250㎡
軒天スパンドレル／160㎡

東京 六本木ボートレースビル 石本建築事務所 清水建設㈱
光輝合金カットパネル／600㎡
内外部カットパネル／800㎡

東京 （仮称）ＯＨ-1計画新築工事 日建設計／鹿島建設 鹿島建設㈱
スチールパネル／55㎡　天井パネル／55㎡
幕板パネル／2ヶ所

東京 立飛みどり地区Ａ２プロジェクト 大林組 ㈱大林組
庇パネル／5330㎡　笠木／2600ｍ
軒天アルポリック／420㎡

東京 立飛みどり地区プロジェクトＡ－３地区 大林組 ㈱大林組
カスケード池ステンレスパネル／25㎡　アルミ笠木
／210ｍ　パーゴラルーバー／30㎡

東京 虎ノ門トラストシティ 清水建設 清水建設㈱
幕板／340ｍ　アルミパネル／900㎡
笠木／1060ｍ　天井ルーバー／670㎡

東京 大塚プラザビル 清水建設 清水建設㈱ リングパネル／1500㎡　手摺／110ｍ

東京 東京国際空港第2ゾーン計画新築工事 日建設計 西松建設㈱
アルミルーバー／1000㎡　笠木／1500ｍ
アルミスパンドレル／2500㎡

東京 ＫＤＤＩ多摩センタービル 日建設計 ㈱大林組
エントランス天井アルミパネル／1,200㎡
アルポリック／500㎡

東京 東京工芸大学６号館新築工事 清水建設 清水建設㈱ アルミパネル／250㎡

東京 潮見二丁目ホテル 久米設計 ㈱フジタ 装飾金物一式

東京 ＴＧＭＭ芝浦プロジェクトＢ棟Ⅱ期 日建設計 清水建設㈱
ＥＶホール壁ステンレスパネル／90㎡
ピロティ・風除室壁ステンレスパネル／140㎡

東京 麹町五丁目計画新築工事 日建設計 西松建設㈱
エントランスホール壁・天井カットパネル／
庇パネル・スパンドレル／ゲートパネル

東京 浦和PJ 不動開発 不動開発㈱
デザインパネル／200㎡　ルーバー／220㎡
笠木／110ｍ

埼玉 理研計器春日部２期工事 大林組 ㈱大林組
アルミルーバー／715㎡　外壁アルミパネル／800
㎡　天井アルミパネル／100㎡

東京 ＰＭＯ浜松町大門前新築工事 野村不動産 ㈱イチケン
スパンドレル／600㎡　ルーバー／370㎡
ステンレスパネル／230㎡　アルミパネル／220㎡

東京 みらかHDあきる野新セントラルラボ計画 大林組 ㈱大林組
笠木／1550ｍ　幕板アルミパネル／980㎡
有孔折板／940㎡　ルーバー／380㎡

東京 三井住友銀行 錦糸町南ビルプロジェクト 前田建設工業 前田建設工業㈱
アルミカットパネル／140㎡　アルミ笠木／200ｍ
外壁アルミルーバー／70㎡

東京 渋谷野村ＰＭＯビル 野村不動産 清水建設㈱
ＳＵＳカットパネル／60㎡　ＳｔブラインドＢＯＸ・額縁
／1100ｍ　光壁・スイッチＢＯＸ,他

東京 日本政策投資銀行青葉台寮 三菱地所設計 清水建設㈱ 笠木／140ｍ　手摺／130ｍ　スパンドレル／100㎡

神奈川 （仮称）東京計装横浜工場新棟建設工事 西松建設 西松建設㈱
スパンドレル／160㎡　アルミパネル／130㎡
ハニカムパネル／1ヶ所

東京  (仮称) 千歳烏山プロジェクト 野村不動産 ㈱福田組 デザインパネル／180㎡

東京 南小岩六丁目再開発１街区 清水建設 清水建設㈱
アルミパネル／1020㎡　B・BOX／780ｍ
スパンドレル／80㎡

東京 （仮称）神谷町プロジェクト新築工事 三菱地所設計 清水建設㈱
外壁アルミカットパネル／760㎡
B・BOX／470ｍ　額縁／830ｍ

東京 （仮称）赤坂２丁目開発計画 日建設計 清水建設㈱
アルミカットパネル(エイジングﾞ塗装)／500㎡
笠木／280ｍ

東京 きらぼし銀行新宿オフィス改修工事 清水建設 清水建設㈱ 一方枠・ガラススクリーン枠／6ヶ所

千葉 プロロジスパーク千葉２プロジェクト フジタ ㈱フジタ 笠木／80ｍ　エントランス庇／1ヶ所

東京 あきる野内野製作所本棟 清水建設 清水建設㈱
アルミパネル／300㎡　天井ルーバー／90㎡
笠木／200ｍ

施工実績



２０１９年度

工事場所 物　件　名 設　計　会　社 施　工　会　社 施 工 部 位　・　規 模

東京 国立代々木体育館耐震改修工事
丹下都市建築設計／
久米設計ＪＶ

清水建設㈱
越屋根グレーチング／1480㎡
ステンレス手摺／2000m

東京
日本橋室町三丁目地区
第一種市街地再開発事業A地区

日本設計
鹿島･清水･
佐藤工業ＪＶ

柱パネル／1650㎡　屋上庇／463㎡
柱･笠木･幕板･軒天／3550㎡

東京 南平台プロジェクト
清水建設／
東急設計コンサルタント

清水建設㈱ SUS柱パネル／216㎡

東京 中央工学校　王子キャンパス整備計画 清水建設 清水建設㈱
屋外階段手摺／186ｍ
膳板･額縁･B.BOX／946ｍ

東京 西武鉄道池袋ビル 日建設計 大林・西武建設ＪＶ
ルーバー／650㎡　柱パネル／300㎡
アルミ笠木／220ｍ

東京 （仮称）西五反田二丁目計画 日本設計 ㈱大林組
壁アルミカットパネル／966㎡
柱型･円柱カットパネル／650㎡

東京 中央区晴海二丁目計画 大林組 ㈱大林組
カラーステンレス円柱パネル
φ1020×H3600／1ヶ所

東京 京橋一丁目（永坂産業） 日建設計 戸田建設㈱
外壁幕板パネル／8700㎡　笠木／2200ｍ
柱型パネル／2400㎡　止水パネル／2700㎡

東京 新橋一丁目ビル新築工事 大林組 ㈱大林組
外壁・天井カットパネル／4600㎡　笠木・水切り／
800ｍ　室外機スペースパネル／1400㎡

東京 東京国際展示場増築 佐藤総合計画 清水建設㈱
アルサス庇／3300㎡　グレーチング／2350ｍ
手摺／3900ｍ

東京 銀座５丁目計画新築工事 日建設計 清水建設㈱
ステンレス鏡面パネル／140㎡　外壁パネル／420㎡
断熱サンドイッチパネル／5300㎡

東京 昭和大学上條記念館 日本設計 戸田建設㈱ アルミ笠木／450ｍ　アルミ壁パネル／500㎡

東京 日本女子大学目白キャンパス
妹島和世建築設計事務所／
清水建設

清水建設㈱
手摺／1300ｍ　照明カバー／1600ｍ
スチールパネル／300㎡　アルミパネル／140㎡

神奈川 東扇島物流施設開発計画 久米設計 ㈱大林組 ファインフロア／2000㎡　手摺／1500ｍ

東京 学校法人電波学園東京電子専門学校Ⅱ期 清水建設 清水建設㈱
外壁アルミパネル／60㎡　吹抜壁アルポリック／200
㎡　1階軒天パネル／60㎡

千葉 MFLP船橋２期新築工事 大林組 ㈱大林組
大屋根幕板パネル／500㎡　南北エントランス
庇パネル・スパンドレル／250㎡

東京 神宮外苑ホテル 清水建設 清水建設㈱
バルコニー手摺／1500ｍ　バルコニー水切／
1500ｍ　屋上庇パネル／700㎡

東京 下谷警察 安井建築設計事務所 清水建設㈱ アルミパネル／600㎡　アルミルーバー／400㎡

東京 外神田一丁目 日建設計 前田建設工業㈱
スパンドレル／490㎡　庇パネル／670㎡
笠木／290ｍ　ガルバリウム鋼板／870㎡

東京 北青山二丁目共同住宅 アール・アイ・エー 清水建設㈱
外装ルーバー／300㎡　アルミパネル／600㎡
外装見切／1500ｍ

東京 六本木三丁目三井ホテル 清水建設 清水建設㈱
照明BOX／240ｍ　笠木／590ｍ
天井アルポリック／150㎡

東京 三幸学園未来大体育館南花畑 アーブ建築研究所 清水建設㈱
軒先曲面見切／80ｍ　アルミ笠木／90ｍ
天井間接照明BOX／100ｍ

施工実績



２０１８年度

工事場所 物　件　名 設　計　会　社 施　工　会　社 施 工 部 位　・　規 模

東京 (仮称)新川ビル解体工事・ＧＥＭＳ茅場町 鴻池組 ㈱鴻池組 アルミルーバー／1480m

埼玉 プロロジスパーク東松山 清水建設 清水建設㈱ 庇／68㎡

千葉 船橋駅南口駅ビル(仮称)新築他 JR東日本建築設計 ㈱大林組 アルミボーダーパネル／400m

東京 日本橋二丁目地区第一種市街地再開発【A街区】
日本設計／
プランテック設計 ㈱大林組

天井パネル／1300㎡
壁パネル・ルーバー／204㎡

東京  (仮称)港区南青山二丁目計画 大林組 ㈱大林組
円柱／14ヶ所･アルミカットパネル／350㎡
アルミバイブレーションパネル／500㎡

東京 (仮称)芝５丁目プロジェクト新築工事 清水建設 清水建設㈱
ブラインドBOX・額縁／2740ｍ
目隠しルーバー／366㎡　笠木／350ｍ

東京 ウェルケアガーデン深沢 日建ハウジング ㈱森組 笠木・幕板／94.4ｍ　アルミパネル／222㎡

東京 砂防会館本館建替え工事 山下設計 清水建設㈱ 取り合いBOX・膳板図／600ｍ　手摺／196ｍ

神奈川 大野総合事務所改築工事
小田急エンジニアリング／
清水建設 清水建設㈱

ブラインドBOX・膳板／210ｍ
ファインフロア／260ｍ

東京 (仮称)麹町四丁目計画 INA新建築研究所 清水建設㈱
ブラインドBOX・膳板／600ｍ
バルコニー・目隠しルーバー／812㎡

東京 ＰＭＯ八丁堀Ⅲ新築工事 野村建設工業 野村建設工業㈱ スパンドレル／430㎡　アルミパネル／180㎡

東京 ＰＭＯ新川二丁目新築工事 野村不動産 JFEシビル㈱
スパンドレル／700㎡･アルミパネル／500㎡
アルミルーバー／100㎡

東京 ＧＥＭＳ三軒茶屋新築工事 野村建設工業 野村建設工業㈱
屋上目隠しパネル･スパンドレル／300㎡
外部階段手摺・パネル／1745ｍ

東京 立川病院新築整備工事 久米設計 ㈱大林組
外構歩廊庇アルポリックパネル／220㎡
陸橋外壁アルミパネル／300㎡

東京 (仮称)浜松町駅前プロジェクト 大林組 ㈱大林組
壁化粧格子／3660ｍ
1Ｆ天井アルポリック／580㎡

東京 (仮称)三陽商会新アネックスビル新築工事 前田建設 前田建設工業㈱ 笠木／80ｍ　目隠しルーバー／371.5㎡

千葉 酒々井プレミアムアウトレット3期新築工事 三菱地所設計 前田建設工業㈱ 水切／1320ｍ　笠木／1120ｍ

千葉  TDK(株)テクニカルセンターW2棟建築工事 山下設計 ㈱大林組
内部天井照明カバー2500ｍ
天井ﾙｰﾊﾞｰ／350㎡・天井ｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ／350㎡

東京 (仮称)麹町一丁目計画新築工事 日建設計 前田建設工業㈱
PC庇雪止め金物／540ｍ
天井スパンドレル／180㎡

東京 日本橋二丁目地区第一種市街地再開発【C･D街区】
プランテック設計／
日本設計 共同企業体 鹿島建設㈱

エントランス幕板・壁パネル／50㎡
天井スリット／250ｍ

東京 (仮称)神田東松下町プロジェクト新築工事 山下設計  スターツCAM大成建設JV 庇／310㎡　ルーバー／295㎡

東京 キヤノン(株)下丸子研修所 大林組 ㈱大林組
ルーバー／230㎡・アルミパネル／300㎡
化粧フィン／250ｍ

山梨 真澄寺別院斉燈護摩道場　改修工事 一如社 清水建設㈱ スパンドレル／500㎡　アルミスパンドレル／607ｍ

東京 (仮称)新橋四丁目計画新築工事 大林組 ㈱大林組
アルポリック天井／123㎡・笠木／96ｍ
ルーバー／450㎡・カットパネル／562㎡

東京 (仮称)祐天寺駅ビル新築工事 東急設計コンサルタント 清水建設㈱
外装アルミ印刷パネル／400㎡
天井木目調スパンドレル／300㎡

東京 (仮称)東京海上日動西落合研修所 三菱地所設計 清水建設㈱
アルミパネル･化粧見切／332ｍ
アルミルーバー／200㎡・有孔折板／300㎡

東京 (仮称)富ヶ谷１丁目プロジェクト 清水建設 清水建設㈱
化粧見切／400ｍ・アルミパネル／250㎡
アルミルーバー／400㎡

東京 聖心女子大学 新学寮建設工事 清水建設 清水建設㈱
アルミルーバー手摺／800ｍ
有孔折板／700㎡・額縁･BOX／600ｍ

施工実績



工事場所 物　件　名 設　計　会　社 施　工　会　社 施 工 部 位　・　規 模

東京 池袋藤久ビル東５号館新築工事 日建設計 清水建設㈱
外装アルミルーバー／1,700㎡
アルミパネル／2,000㎡　　他

東京 東京大学(本郷)アカデミックコモンズ新営工事 清水建設 清水建設㈱
構造天井／700㎡
リン酸処理(OMZP)パネル・手摺

東京 八王子オリンパスG館 清水建設 清水建設㈱ アルミ笠木／330m　スチール手摺／150m

東京 PMO西新橋新築工事 野村不動産 西松建設㈱ ステンレスパネル／100㎡他　金物工事

東京 赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業 日本設計 ㈱大林組
アルミスパンドレル・パネル／6,500㎡
SUS・St手摺／1,300ｍ　他

東京 府中駅南口再開発 INA新建築 清水建設㈱ アルミパネル／1,800㎡他　金属工事

東京 (仮称)南青山三丁目プロジェクト 大林組 ㈱大林組
アルミパネル／480㎡　ファインフロア／605㎡
アルミルーバー／2,200㎡

東京 (仮称)京王電鉄調布駅周辺開発計画 日建設計 清水建設㈱ アルミパネル／1,100㎡　レールユニット／70m

東京
千代田インターナショナルスクール
校舎新築工事及び体育館建替工事

東畑建築事務所 清水建設㈱ アルミパネル／350㎡　門扉／5か所

神奈川 関東学院大学金沢八景キャンパス３号館建設工事 山下設計 前田建設工業㈱
外壁パネル／650㎡
天井木目ルーバー／700㎡

東京 (仮称)ＮＦＩ新宿ビル新築工事 大林組 ㈱大林組 外壁パネル／300㎡

東京 (仮称)港町駅前マンションC棟新築工事 大林組 ㈱大林組 アルミパネル／480㎡

千葉 船橋市北部清掃工場建設工事 鹿島建設 荏原環境プラント㈱ 笠木／530m　アルミルーバー／130㎡

東京 日通新東京物流センター新築工事 日動不動産 鹿島建設㈱ アルミパネル／330㎡　膳板･額縁／500m

茨城 坂東市新庁舎建設工事 久米設計 清水建設㈱ 手摺／580m

東京 (仮称)八洲電機新本社ビル新築工事 NTTファシリティーズ設計 ㈱大林組 アルミルーバー／350㎡　アルミパネル／450㎡

東京 (仮称)ＪＡ東京南新宿ビル 三菱地所設計 清水建設㈱ 笠木／200m　アルミルーバー／150㎡

東京 創価大学新滝山寮新築工事 大林組 ㈱大林組 水切／490m　笠木／400m

東京 東京大学(本郷)付属図書館改修工事 東京大学施設部 清水建設㈱ 手摺／50m

東京 互助会ビル建設プロジェクト 三菱地所設計 清水建設㈱
ファインフロア／100㎡
窓台･ブラインドボックス／230m

東京 (仮称)千代田区一番町計画 日建ハウジングシステム 清水建設㈱ 水切／780m

東京 (仮称)シミズものづくりアカデミー新築工事 清水建設 清水建設㈱ アルポリックパネル／150㎡

東京 (仮称)神田駅前プロジェクト 大林組 ㈱大林組
アルミパネル／1,400㎡
アルポリックパネル／1,620㎡

東京 岩井機械工業　本社新社屋建設計画 清水建設 清水建設㈱ 手摺／410m

東京 (仮称)台東区東上野三丁目計画新築工事 安宅設計 りんかい日産建設㈱ アルミパネル／20㎡　扉／1か所

東京 タツノ芝浦ビル新築工事 大林組 ㈱大林組 笠木／110m　アルミパネル／253㎡

埼玉 城西大学坂戸キャンパス21号館建設工事 久米設計 ㈱大林組 スチール巾木／320m　ステンレス巾木／520m

神奈川 イオンモール座間新築工事 大林組 ㈱大林組 内外装スチールパネル／1300㎡

東京 (仮称)TMA計画 清水建設 清水建設㈱ 天井壁アルポリック／500㎡　笠木／250ｍ

東京
国立がん研究センター
(仮称)新総合棟　新築･解体等工事

久米設計 清水建設㈱ 外壁パネル／600㎡　笠木／450ｍ

大阪 ヤマトグループ関西ゲートウェイターミナル フジタ ㈱フジタ 手摺／3000ｍ　ファインフロア／17,000㎡

施工実績

２０１７年度



２０１６年度

工事場所 物　件　名 設　計　会　社 施　工　会　社 施 工 部 位　・　規 模

東京 銀座東急プラザ 日建設計 清水建設㈱
天井・柱アルミカットパネル／1,500㎡
ステンレス手摺／250ｍ　　他装飾金物

群馬 太田スバル新築工事 日建設計 清水建設㈱
内部壁アルミカットパネル／700㎡
外壁アルミルーバー／600㎡

東京 新豊洲市場 日建設計 清水建設㈱ 外装アルミ製品／8,000㎡

千葉 成田固定ゲート増築工事 成田国際空港 清水建設㈱
エキスパンドメタル／1,650ｍ
スチールパネル／800㎡

東京 銀座４丁目計画 清水建設 清水建設㈱
外壁アルミカットパネル／200㎡
アルミルーバー／350㎡

東京 国分㈱西東京総合センター新築工事 清水建設 清水建設㈱
笠木／300ｍ　ガートポスト／400本
フォークガード／2,200ｍ

茨城 坂東キヤノンエコロジー工場 清水建設 清水建設㈱  笠木／500ｍ　エントランス庇/100㎡

東京 豊洲Ｂ２街区マンション 清水建設 清水建設㈱ アルポリックパネル／230㎡

栃木 ＪＡ宇都宮 久米設計 清水建設㈱ パネル／1,200㎡　ルーバー／120㎡

埼玉 武蔵浦和駅第３地区再開発事業 安宅設計 清水建設㈱ スパンドレル／1,050㎡

東京 梅ヶ丘一丁目三井マンション 日建設計 清水建設㈱ ロートアルミ手摺／200ｍ　アルミ手摺／130ｍ

東京 豊洲新市場加工パッケージ棟 日建設計 清水建設㈱JV 外装アルミ製品／1,300ｍ

東京 日本大学新学部校舎新築工事 清水建設 清水建設㈱ 笠木／420ｍ　パネル／1,300㎡

東京 新橋６丁目計画 清水建設 清水建設㈱
アルミルーバー／800㎡
外装アルミパネル・笠木／450㎡

東京 順天堂大学Ｂ棟２期工事 清水建設 清水建設㈱ ＥＸＰ・Ｊ工事　アルミルーバー・笠木

埼玉 プロロジスパーク吉見 清水建設 清水建設㈱ エントランス庇／180㎡

埼玉 日本無線川越事業所新築工事 日建設計 清水・小原JV スタンション鉄骨／15ｔ　スチール庇・鉄骨（OMZP）

東京 京橋２丁目西地区再開発事業 日建設計 清水建設㈱ アルミパネル／350㎡

東京 総合研修センター他（メトロ新木場）
JR東日本建築設計／
東日本旅客鉄道 ㈱大林組 アルミパネル／2,200㎡

東京 新宿基盤整備上部躯体仕上【文化施設】 JR東日本建築設計 ㈱大林組JV 外壁パネル／1,000㎡　他

東京 帝京大学八王子キャンパス（アリーナ棟） NTTファシリティーズ設計 ㈱大林組 外装　アルミパネル・笠木　一式

東京 大手町一丁目第三地区第一種市街地再開発
三菱地所設計／
NTTファシリティーズ設計 戸田建設㈱

アルミルーバー／2000㎡
アルミカットパネル／300㎡

東京 糀谷駅前地区市街地再開発 山下設計 戸田建設㈱
アルミスパンドレル／500㎡
アルミパネル／700㎡

東京 三井住友銀行蒲田東ビル 安井建築設計 前田建設工業㈱
外装スチールパネル（ＯＭＺＰ）／350㎡
アルミ笠木・アルミパネル

東京 三田一丁目計画 日建設計 前田建設工業㈱
外壁アルミカットパネル／8,000㎡
外壁アルミルーバー／2,000㎡

東京 ＰＭＯ日本橋江戸通 野村不動産 佐藤工業㈱ パネル／360㎡

東京 ＧＥＭＳ神田新築工事 清水建設 不動開発㈱ 外装　アルミパネル・笠木・ルーバー　一式

施工実績




