視覚障害者誘導ハートビルマーカー「埋込工法（JIS規格）」 納入実績表
No．1
納 入 先

老人ホーム巴の里(鴻池組)
青森労働金庫 黒石支店
秋田県 ジェネラス泉
上山田総合観光文化施設
西友 国領店
平原眼科クリニック
ハイホーム 墨田百貨園
日立市 吉田正記念館
国際ファッションセンター
新杉田再開発
東京ビックサイト
戸田芦原小学校
簱美術館箱根
トヨタ産業技術記念館
バイオ・ＩＴ融合研究施設
日本銀行リニューアル工事
東京大学医学部総合研究棟(Ⅱ期）
植水第二放課後児童クラブ
いなげや花小金井駅前北口店
千葉総合スポーツ公園
VEGASUVEGASU 仙台店
常磐新線 守谷駅
伊勢原中南信用金庫新築工事
東京都情報サービス産業健康保険組合 箱根保養所
羽村市生涯学習施設
帝京大学箱根セミナーハウス
花園子供図書館
勝山町福祉センター
北洋銀行
青森市美術館
青森県労働福祉会館
(仮称)藤和中野新江古田ﾏﾝｼｮﾝ
縄文の森広場ガイダンス施設
新ｶﾞｽの科学館
ゆりかもめ 新橋駅他11箇所
東京理科大学カナル会館新築工事
日拓エスパス渋谷店(パチンコ)
日拓エスパス上野店(パチンコ)
日拓エスパス大久保店(パチンコ)
高崎総合福祉センター
所沢市立中新井小学校増築工事
日本大学薬学部2号館
寒川図書館
八十二ＢＫ
ＪＡしみず袖師支店新築工事
九州工業大学
全国盲導犬総合育成訓練センター（静岡県）
沖縄県立博物館･美術館
ＢＭＷ東京ＭＩＮＩ世田谷店
陸前高田市立第一中学校校舎
みずほ銀行 全国（ＡＴＭ）
宮崎市立高岡小学校
岐阜トヨタ各務原店
ライトオン立川店
タマホーム豊岡店
加賀市役所
ビジネスホテル青物横丁新築工事

納 入 先

港区立飯倉保育園
溝口駅周辺整備
美麻コミュニティーセンター
住友生命 富山ビル
栃木警察署
キリスト福音協会
ホテルルートイン一関
東急ハーヴェスト箱根
愛和病院増築工事
海老名福祉会館
宮城大学
新神田合同庁舎
ららぽーと横浜紀伊国屋書店
溝口駅周辺整備
特別養護老人ホームふれあいの泉
芝浦アイランド地区公益施設建築その他
像潟中学校体育館
三木山森林公園ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ化整備
オリエンタル大塚コーポラス
大東典礼会館（東大阪市）
北里大学
滑川市民交流プラザ(富山県)
石鍋幼稚園仮設園舎
ドーミーイン松本
タマホーム姫路南
名古屋女子大東館
ＭＩＤワールド
一葉記念公園改造工事
桃阪コンフォートガーデン
福岡銀行
住友生命 富山ビル
栃木警察署
ホテルルートイン一関
あだち新産業振興センター北棟
新宿３丁目
横浜ららぽーとユニクロ
四谷小学校並びに幼稚園及び保育園一元化
明星大学
湘南多摩大
知的障害者通所授産施設恵学園
新宿リニューアルサザンテラス接続部改修工事
史跡手出跡地ガイダンス
共立女子学園 神田一ツ橋本館
小田急サザンタワー
ＪＲ松本駅
慈誠会東武練馬中央病院
介護付有料老人ホームみかんの花咲く丘
千葉銀行柏支店
秋田県 花輪小学校
勝どき六丁目再開発
東京区政会館本館リニューアル工事
有楽町駅前第一種市街地再開発
船橋フェイスビル(改修）
夢前福祉センター(姫路市)
東部地域構想高校体育館（三島）
愛知県 大口町立大口中学校
恵比寿南1丁目ビル

視覚障害者誘導ハートビルマーカー「埋込工法（JIS規格）」 納入実績表
No．２
納 入 先

ＴＳＵＴＡＹＡ桜新町店
石川県総合スポーツセンター
アドアーズ上野B館(旧ガイヤ上野店)
静岡中央銀行 香川支店新築工事
深大寺 (東京調布市)
伊勢丹新宿本店
浜松町ＣＢＦ計画新築工事
山梨市新庁舎
貞静学園保育福祉専門学校短大改修工事
京見町公民館(姫路市広畑区)
ロータリーパレス東松山新築
川崎市黒川地区小中学校新設工事
稚内フェリーターミナル
秀明学園大学
天然温泉亀の湯
真岡皮フ科クリニック
茨城県キリスト大学
ＴＳＵＴＡＹＡ 神谷町駅前店
成城石井 市ヶ尾店
南伊豆病院
金沢脳神経外科
京葉銀行 柏の葉キャンパス店
スーパースポーツゼビオ盛岡南
ケーユー中古車ショールーム
町田市鶴間店舗
千葉銀行幕張支店
久末大谷第二住宅みながら改修工事
花輪小学校周辺環境整備
立正大学 熊谷キャンパススポーツキューブ階段
東洋大学白山第二キャンパス
横浜地方気象台
秋田空港
東大教養学部6号館
千葉銀行幕橋支店
埼玉メディカルタウン
宇都宮 自治医大
東札幌病院
クリオ麹町新築工事
出町子供歌舞伎
熱海所記念病院
ドーミーイン目黒青葉台
静清信用金庫 登呂支店
土佐･龍馬であい博テーマ館
大石田統合中学校校舎
上野学園音楽ホール棟
(仮称)富士見こども施設整備計画
東日本銀行 矢口支店
練馬区立南田中小学校
ＪＡ横浜本店
西区障害者就労支援型施設(仮称)
京浜急行 ウィング久里浜駅ビル
北秋田市民病院
コーナン大和郡山店
ユニクロ中野サンモール店
福原織物(株)店舗
ふるさと文化会館新築工事(練馬区)
横浜ベイサイドマリーナ

納 入 先

戸田中央総合健康管理センター
南砺中央図書館
板橋区立志村ふれあい館
東北電力保安協会あすと長町
しいのき迎賓館（石川県旧県庁本館南改修工事)
東御市民病院助産所
中央労金船橋支店
金沢信用金庫間明店
のとじま水族館
仙台太白シティーホール
鏡山酒造跡地大正蔵工事現場
道の駅萩住環整備工事
須賀川警察
秋田県 湯沢統合高校
野々市文化会館フォルテ
浜松市北部公民館10館ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化整備工事
マクドナルド熊谷駅前店
ユニクロ 神戸ベガ店
メガロス三鷹
慈誠会 上板橋病院
旧大和田小学校跡地
新宿TOP Shop
村田町新設合同小学校
二子玉川東地区再開発
辻堂駅前商業施設計画
富士見ヶ丘駅前ホール
滋賀銀行 山東支店
横手駅前再開発
ニューリック数寄屋橋ビル
大沢野屋内グランド新築主体工事
蒲田リハビリテーション病院
武蔵野東中学校
新橋御成門アパホテル
京葉銀行みどり台支店
県信常陸太田支店新築工事
ＴＮＦ＋ギャレ大阪店
浜松信用金庫湖東支店
横山町K２ビル新築工事(東京都八王子市)
テーピ興産老人ホーム新築工事(長野県岡谷市)
昌平学園校舎増築工事
ＮＨＫ砧
新特別養護老人ホームひなた新築工事
東電資料館
大町警察署八坂駐在所
植物工場基盤技術研究センター
大蔵保育園(東京都町田市)
1，2，3座間店新築工事(座間市)
山梨県立図書館(山梨県甲府市)
下松市民交流拠点施設(山口県)
渥美文化会館(愛知県)
小瀬スポーツ公園
町立辰野病院(長野県)
東日本銀行 尾久支店
ＪＡあおば東京東大泉
名取コミュニティー(宮城県名取市)
掛川・袋井病院
平成23年度中心市街地交流拠点施設(静岡県)

視覚障害者誘導ハートビルマーカー「埋込工法（JIS規格）」 納入実績表
No．３
納 入 先

練馬区石神井台特別養護老人ホーム
三鷹公会堂建替え工事
東京消防庁 第八消防
中南信用金庫 本店・旭・平塚・国府・四之宮支店
社会保険山梨病院
筑後広域公園文化交流館
昭和産業虎ノ門ビル
ＪＡ相模原市 上溝支店新築工事
品川区 平塚小学校
青梅市複合型ケアセンター
ホンダカーズ三芳店
宮城県典礼会館新築工事
平成２３年度十和複合施設
雄勝中学校
読売新聞東京本社ビル
杏林大学病院イニューアル
浜松町 新・島嶼会館
札幌信金 当別
オギツ本社ビル建替え計画
相武台団地高齢者住宅
弘前典礼会館
日大藤沢中高グランド
在ペナン日本国大使館
男鹿中学校
水戸信用金庫磯原支店
ＪＡ広瀬
東金市保健福祉センター
古川東中学校校舎新築復旧工事
横浜中央看護専門学校
熊本大学外来診療所
流山おおたかの森新築工事
姪浜旅客待合所
中南信金 中井町支店
中南信金 二宮支店
千葉みなとリハビリテーション病院
浪速典礼会館新築工事
東邦大学医学部本館
大船渡魚市場
新羽どろんこ保育園
ラコパ福島新築工事
（仮称）池尻団地建替計画新築工事
明治大学生田キャンパス 生田第一校舎６号館
上尾中央総合病院
東北メディカルメガバンク
しずおか信金瀬名
秋田県 小坂町庁舎
山梨中央銀行八王子支店
ビジネスホテル北品川２丁目計画
筑波大学共同研究A棟
(仮称)ドンキホーテ後楽園ビル
(仮称)内浦地区センター(沼津)
東急ハーベストクラブ京都
アーバンネット札幌ビル共用部
八幡平庁舎
ＪＲ武並駅南口
旭町メディカルビル
長野県信用組合豊科支店

納 入 先

北海道 森林体験研修センター
老人ホーム白寿園荻窪計画新築工事
道立視覚障がい教育センター校
武蔵野市立中央図書館
大町広場共同店舗新築工事
山梨県 富士川クラフトパーク
平成２５年度七ヶ浜中学校
真駒内病院
小平市立仲町公民館・仲町図書館
岡崎信用金庫 大府店
飯田市役所
こうのとり東保育園（静岡県磐田市）
三島メディカルセンター（静岡県三島市）
阿蘇草原学習センター
引佐地区新構想高等学校
菊陽中学校管理棟
みずほ銀行山口支店
菊住小２６年次大規模改修
秋田県 県立大学
山形県 高畠町立高畠中学校
至誠会館北戸田ホール新築工事
浦山交流センター新築工事
岩手県 向中野小学校
山梨県庁別館改修工事
日吉津複合施設
高鍋庁舎耐震補強及び大規模改修工事
静岡県 掛川地区特別支援学校校舎棟
JAぎふ岐南支店
栃木県 よねやま保育園
磯丸水産かごの屋花小金井店
東京福祉大学王子キャンパス新築工事
武蔵野銀行川口支店
高浜文化会館
多摩大学目黒中学校・高等学校第７校舎新築工事
成増１丁目介護施設外構工事
モリパークアウトドアヴィレッジ ザ・ノースフェイス
国見町庁舎
秋田県 港北チャイルド園
山梨県 桃源荘サテライト施設建設工事
角田市民センター
豊和会札幌病院
白萩地区避難施設
蕪島休憩案内施設本棟工事
練馬区 桜台地区区民館第二保育園
福島県 鹿島サービスエリア活用拠点施設
黒部市庁舎交流棟
新百合ヶ丘駅ビル
愛知県岡崎市 さくらレジデンス新築工事
復興住宅常磐集会所
福島県白河市 葉ノ平災害公営住宅
黒部市庁舎交流棟
伊東屋銀座本店建替え工事
仙台水族館新築工事

