
2007 年度施工・販売実績 

工期 現場名称 

1 月 グランデュール鴨川 EV ダイノックシート貼り工事 

1 月 ウェステージ明石 EV ダイノックシート貼り工事 

1 月 洋服の青山 姫路砥堀店 日照調整フィルム貼り工事 

1 月 洋服の青山 和歌山国体道路店 日照調整フィルム貼り工事 

2 月 貝塚サナトリウム 飛散防止フィルム貼り工事 

２月 ラ・ヴィスタ宝塚 EV 外部シート貼り工事 

３月 新大阪駅ホーム店舗改修 シート貼り工事 

３月 ヨドバシマルチメディア館博多什器 デザイン出力シート貼り工事 

３月 大阪ガーデンパレス客室 浴室用シート貼り工事 

4 月 シオノギ杭瀬 310 棟 カッティングシート貼り工事 

4 月 日土地淀屋橋ビル 飛散防止フィルム貼り工事 

6 月 関西労災病院 飛散防止フィルム貼り工事 

11 月 名古屋･大阪モーターショー デザイン出力シート貼り工事 

11 月 スチューデントピアレゾン 玄関ドアシート貼り工事 

1 月～12 月 ファミリーマート日照調製フィルム貼り工事 107 件 

 

2008 年度施工・販売実績 

工期 現場名称 

1 月 洋服の青山 大阪長居店 日照調整フィルム貼り工事 

1 月 大阪トヨタ布施店家具･トイレブース ダイノックシート貼り工事 

1 月 エクセラ塚口分什器 タックシート貼り工事 

2 月 洋服の青山 梅田店 日照調整フィルム貼り工事 

2 月 関西労災病院 装飾ガラスフィルム貼り工事 

2 月 香川県夢屋改装工事 ダイノックシート及び日照調製フィルム貼り工事 

2 月 山科南団地 エレベータ ダイノックシート貼り工事 

3 月 マルハン北加賀屋 カッティングシート貼り工事 

3 月 伊丹法務総合庁舎新営工事 飛散防止フィルム貼り工事 

3 月 三菱 UFJ 信託銀行 梅田支店 飛散防止フィルム貼り工事 

4 月 ファミールハイツ泉大津ドア ダイノックシート貼り工事 

 5 月 日商岩井菫橋ハイツ玄関ドア改修工事 ダイノックシート貼り工事 

6 月 イオンモール新居浜 1F 店舗 シート貼り工事 

7 月 日土地淀屋橋ビル 飛散防止フィルム貼り工事 

8 月 パデシオン宇治木幡 防犯フィルム貼り工事 

1 月～12 月 ファミリーマート日照調製フィルム貼り工事 125 件 



 

 

2009 年度施工・販売実績 

工期 現場名称 

1 月 グランドール北千里大規模改修工事 玄関ドアシート貼り工事 

1 月 ファミールハイツ泉大津 EV 枠 ダイノックシート貼り工事 

1 月 新梅田研修センター本館改修工事 ダイノックシート貼り工事 

1 月 洋服の青山大阪平野店 日照調製フィルム貼り工事 

1 月 大阪合同庁舎 2 号館 装飾ガラスフィルム貼り工事 

1 月 ジオタワー宝塚 装飾ガラスフィルム貼り工事 

2 月 洋服の青山大阪狭山店 日照調製フィルム貼り工事 

2 月 京都ブライトンホテル ダイノックシート貼り工事 

2 月 千里ノースタワー 飛散防止フィルム貼り工事 

３月 梅田パークビル エレベータ ダイノックシート貼り工事 

7 月 トイザラス泉北ニュータウン ダイノックシート貼り工事 

7 月 本町東栄ビル 6F 改修工事 ダイノックシート貼り工事 

7 月 サンシティ神戸北 エレベータ ダイノックシート貼り工事 

7 月 貝塚市役所 1F 日照調製フィルム貼り工事 

1 月～7 月 ファミリーマート日照調製フィルム貼り工事 126 件 

2010 年度施工・販売実績 

工期 現場名称 

1 月 羽曳野進学塾 GET シート貼り工事 

1 月 高島屋什器シート貼り工事 

2 月 亀岡松園荘シート貼り工事 

2 月 ファミリープラザ朝潮橋 EV 他シート貼り工事 

5 月 JA 川西店什器シート貼り工事 

6 月 四季彩都いちょう館 EV 工事 

6 月 ロワイヤル室町 EV 扉､玄関扉シート貼り工事 

7 月 泉北鴨谷台三丁第二住宅シート貼り工事 

8 月 淀川リバーサイドタウンさくら 13 番館シート貼工事 

8 月 パチンコ・スロット アスカ改装工事 

9 月 フジモト奈良近鉄百貨店什器シート貼り工事 

9 月 ノア・インドアステージ宝塚シート貼り工事 

10 月 ラウンドワン伊丹 5,6F シート貼り工事 

11 月 乳児棟 2F 東 男女トイレ改修工事 

12 月 武庫川樹のまち分譲棟 EV シート貼工事 

12 月 サニーハウス桃山台玄関ドア他シート貼り工事 



 

 

 

 

 

 

 

2011 年度施工・販売実績 

工期 現場名称 

1 月 京都ブライトンホテル壁面及び建具シート貼り 

1 月 芦屋市立市民病院ガラス装飾フィルム貼 

1 月 ルネグランステージ松原天美 EV シート貼り 

２月 グリーンピア 21 みさき公園 EV シート貼り 

２月 神戸北区ラブホテル壁面・什器シート貼り 

２月 グレースフジミりんくう泉南 什器シート貼り 

３月 加古川ﾔﾏﾄﾔｼｷ MAYSONGREY 什器シート貼り 

３月 ブライトンホテル京都山科壁面及び建具シート貼り 

３月 イオン姫路大津 METHOD 什器シート貼り 

４月 狭山ハウス EV 外部枠･扉シート貼り 

５月 くらずし箕面店 壁面及び什器シート貼り  

５月 アメニティ塚本公園ガラスフィルム貼り 

５月 サンシティ西京極みどりの街 EV シート貼り 

５月 ラフェスト天王寺東 EV 外部シート貼り 

６月 不二製油熊取研修所ガラスフィルム貼り 

６月 三宮パチンコ店壁面シート貼り 

６月 西明石ホテルキャッスルプラザ客室ドアシート貼り 

７月 ルミエール丸太町玄関扉･他シート貼り 

７月 イオン綾川店舗什器シート貼り 

８月 ふくだｸﾘﾆｯｸ新築工事サッシ枠シート貼り 

８月 京橋太閣園サッシ枠シート貼り 

９月 西宮市役所東館 7,8F 分日照調整フィルム貼 

１０月 神戸ホテルスウィング建具・サッシ枠シート貼り 

１０月 ファミールハイツ泉大津玄関ドアシート貼り 

１１月 西宮市消防局日照調整フィルム貼 

１１月 三宮そごう B1F､3F､女子トイレシート貼り 

１２月 神戸港湾空港技術調査事務所 3F 日照調整フィルム貼 

１２月 野村スティツ千里丘玄関ドアシート貼り 

１２月 コスモ北野田 EV フィルム貼 

１２月 都島自動車教習所トイレ壁面・ブース フィルム貼 



 

 

 

 

 

 

 

2012 年度施工・販売実績 

工期 現場名称 

１月 サンコーヴァンテアンⅡ三軒家東 EV シート貼り 

２月 六甲アイランドイーストコート 7 番街 EV シート貼り 

２月 小倉百人一首殿堂｢時雨殿｣壁面・什器シート貼 

３月 IBU 明和寮玄関ドアシート貼り 

３月 ウェスティン都ホテル京都チャペル控室壁面シート貼 

３月 HLA 研究所様間仕切シート貼 

３月 吹田市役所窓部日照調整フィルム貼 

３月 JR 長府駅券売機シート貼り 

４月 はるやま守口店 飛散防止フィルム貼付 

４月 くら寿司西宮今津店壁面・什器シート貼り 

４月 アルプラザ内城陽 g.u 壁面シート貼り 

４月 神戸サンシャインハイツ玄関ドアシート貼り 

４月 キャナルタウン中央 EV シート貼り 

５月 SEKINE パームシティ和歌山什器シート貼り 

５月 宣真学園幼稚園ガラスフィルム工事 

５月 天王寺アデランス什器シート貼り 

６月 関西 AGT 車輌ガラスフィルム貼 

６月 ダイエー金剛店トイレブースシート貼り 

６月 プロパレス天満橋ビル建具・三方枠シート貼り 

６月 ライオンズマンション鳳北ガーデンシティＥＶシート貼 

７月 梅田 TAKASAGO ガラスパーテーション飛散防止フィルム貼 

７月 キャンピングカーマーキング 

７月 エスペランス幸陽台玄関扉 シート貼り 

７月 草津パナソニック㈱AP 社グローバル調達センターガラス面装飾フィルム貼 

７月 弁天町グランドボールトイレシート貼り 

７月 ふぁみーゆ松原ＥＶ及び搭屋看板シート貼 

７月 キングマンション千里万博公園 EV シート貼り 

７月 ウェルピア井高野 EV 外部シート貼り 

７月 平城朱雀第 2 住宅玄関ドアシート貼り 

８月 京阪電車ダイノック貼り 



 

 

 

 

 

 

 

2013 年度施工・販売実績 

工期 現場名称 

１月 大阪都島自動車学校トイレ壁面・ブース シート貼 

１月 レックスシティ桃谷公園 ＥＶシート貼 

１月 ルネヒューマンズガーデン和泉ＥＶシート貼 

２月 陵南住宅 2 号棟ＥＶシート貼 

２月 明石イオン内カメラのキタムラマリオシート貼 

２月 グランプレステージ明石西Ⅱ玄関ドアシート貼 

３月 デリード烏丸五条玄関ドアシート貼 

３月 リコージャパン㈱断熱・日照調整ガラスフィルム貼 

４月 神戸ＴＦビルディングＥＬＶ他 シート貼 

４月 アレルギー医療センター１Ｆピロティー断熱ガラスフィルム貼 

５月 ユニ宇治マンション玄関ドアシート貼 

５月 新大阪丸正ビル類設計室シート貼 

６月 兵庫区柳原えびす神社シート貼り 

６月 生駒俵口ライオンズマンション玄関ドアシート貼 

６月 ユニハイム魚崎Ⅲ号棟玄関ドアシート貼 

７月 新長田ＪＯＹプラザ壁面シート貼り 

７月 守口市アビック大和田シート貼り工事 

７月 野江センチュリーマンション玄関ドアシート貼 

８月 インテリジェントシティＥＶ外部枠･扉シート貼 

８月 ＧＲＡＶＩＥ新長田店什器シート貼 

９月 あべの近鉄百貨店シート貼 

１０月 イオンモール幕張新都心シート貼 

１１月 近畿日本ツーリストシート貼 

１１月 オーシャンドリーム号改装工事 

１１月 ホテルクローネ神戸新築工事 

１１月 門真自動車教習所断熱・日照調整ガラスフィルム貼 

１１月 栄町ダイヤハイツ ダイノック貼り工事 

１２月 ＡＢＣマート梅田ビル８Ｆシート貼 

１２月 ＫＲＰ３号館１Ｆ～４Ｆトイレ改修工事 

１２月 パークハウス猪名川壱番街ＥＶシート貼 



 

2014 年度施工・販売実績 

工期 現場名称 

１月 シティコーポ昭和町 玄関ドア･エレベータ シート貼り 

１月 西舞子パーク・ホームズ 玄関扉 シート貼り 

１月 大阪ガス科学館 壁面・ブース・鏡面 シート貼り 

１月 HOOP4～6F 御客様用トイレ 改修工事 

１月 ルネヒューマンズガーデン鶴見 エレベータ・エントランス シート貼り 

２月 阿武山一番街玄関ドア シート貼り 

２月 京都リサーチパーク 3 号館 5F･6F トイレ改修工事 

２月 アメリア 1･2 番館 エレベータ外部 シート貼り 

２月 西舞子パーク・ホームズ 玄関扉 シート貼り 

２月 近鉄百貨店新本店プロジェクト 壁面及びグラフィックシート貼り 

２月 山科南団地大規模修繕工事 エレベータ外部 シート貼り 

２月 コーシャハイツ高見 36 号棟大規模修繕工事 玄関扉 シート貼り 

３月 東京国際空港国際線旅客ターミナル 内装 シート貼り 

３月 千里台スカイハイツ エレベータ外部 シート貼り 

３月 静岡伊勢丹キタムラ 壁面他什器 シート貼り 

３月 いかりスーパーみのお店エレベータ・壁面 シート貼り 

３月 ドトールコーヒー三国ヶ丘店 壁面 シート貼り 

３月 神戸ホテルクリオ エレベータ シート貼り 

３月 京阪百貨店くずは店 2F,3F 防火扉等 シート貼り 

４月 船場電気化材㈱新社屋 建具 シート貼り 

４月 ヴィーナスギャラリー大阪１階改修工事 壁面・トイレ・柱 フィルム貼り 

４月 サザンヒルズ学園前 エレベータ・エントランスガラス フィルム貼り 

４月 心斎橋サンボール B2 壁面 シート貼り 

４月 ダイエーおおとり店冷ケース シート貼り 

５月 イオン岡山 壁面 シート貼り 

５月 ドトールコーヒー なかもず駅前店 シート貼り 

６月 ホテルオークラ神戸トップライト 飛散防止フィルム貼り 

６月 三条通ガーデンハイツ 玄関扉他 シート貼り 

６月 なんば大国町ホテルリリーフ 客室扉 シート貼り 6 月分 

６月 心斎橋サンボール 3F 壁面・什器シート貼り 

７月 中央区日宝サンロードビルキジムナ エントランス扉シート貼り 

７月 宝塚パルメーラ宝松苑玄関ドア シート貼り 

８月 パナソニック電工㈱門真 トイレ更新工事 

８月 パントリー芦屋 冷ケース シート貼り 


