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強靭でしなやかなワイヤー、その用途は幅広く、多くの可能性を秘めています。

株式会社アルティマは、弊社代表取締役 青鹿孝行がこれまでに携わってきた経験と考え方をもとに、

ワイヤー等 線材の調整止め金具の開発メーカーとして、1986年6月に創業致しました。

安全性、効率化の追求、熟練作業者の減少、新素材の台頭などの社会的変化を考える一方、

強度・仕様・コスト・汎用性などの金具としてのﾆｰｽﾞの原点を探り、独自の技術で製品開発をいたしております。

その製品は、美術品、照明、空調ダクト等の【吊下げ調整止め金具】として、

また、【ワイヤー式手摺・防護柵】や【耐震用家具転倒防止システム】と様々な製品を開発し、多くのご採用実績を積み重ねております。

さらに、その技術は地球温暖化防止策の一つとして【壁面・緑化サポート材】の応用にも結びつき、さらに技術の向上と拡大に努めております

我々は、創業以来培ってきた技術と経験を活かしながら、常に新しい商品の開発に努めると共に、

時代が求める様々なニーズに応えるべく、より一層の努力で前進致します。
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誰も気が付かなかったニッチな市場へ

独自の発想と技術で創出した唯一無二の製品を市場へ投入することで、他製品との差別化を図り、競争力を高める。

この姿勢がアルティマの存在意義と考えます。

CATALOG



社 名 株式会社 アルティマ

代表者 代表取締役 青鹿 孝行 (あおしか たかゆき)

創 業 1986年 (昭和61年) 6月7日

所在地 東京都墨田区業平3丁目4番8号 豊ビル 2F

電話・FAX 03-5608-6838 (代表) ・ 03-5608-6837

資本金 ¥14,000,000

取引銀行

• 三菱東京UFJ銀行 押上支店

• りそな銀行 浅草支店

• 城北信用金庫 吾妻橋支店

業務内容

ワイヤー等の線材の調整止め金具及び周辺システムの開発・製造

• 絵画、額、パネルなどの美術品の吊り専用金具

• 家具、オフィス什器、OA機器の転落・落下防止補助支持材

• ワイヤー式防鳥システム

• 手摺・防護柵用転落防止ワイヤーシステム

• パーゴラ、サイン振れ止めワイヤーシステム

• 壁面緑化用補助支持材

• テナントビル、商業施設、マンション等の窓際を緑化、ディスプレイシステム

• 緑化パーテーション 等

受賞歴

2005年 墨田区 「2005年 第1回ものづくり企業大賞」受賞

2009年 経済産業省 「元気なモノ作り中小企業300社」受賞

2013年 墨田区 すみだ地域ブランド戦略「実はすみだが支えてる」「都市の建物を緑で彩る」で認定

2017年 屋内緑化コンクール2017 「(一社) 日本ハンギングバスケット協会理事長賞」受賞

助成金歴

2006年 墨田区 「新商品・新技術開発支援企業」選定

2007年 地域総合整備財団 (ふるさと財団) 「企業新分野進出等企業支援助成事業」選定

2014年 国土交通省 平成25年度・26年度 先導的都市環境形成促進事業計画選定 「壁面緑化用つる植物結束資材の技術開発」

所属会員 エコグリーンネットワーク 会員
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1980 ～

1986年 6月

1988年 3月

1989年 10月

会社設立

ワイヤー金具の総称を「Uグリップ」とする

「ピクチャーハンガーセイフティーフック」発売

鹿島建設株式会社「鹿栄会」メンバーによる設備工事の省力化に「Uグリップ」が採用

「鹿栄会」会長賞受賞

同製品を用いた設備システムを鹿島建設株式会社と特許を共同出願

1990 ～

1990年 3月

1992年 5月

9月

1995年 3月

ネグロス電工株式会社が上記製品システムの「Uグリップ」を「ラインロック」として発売開始

「Uグリップ」が株式会社シマノ (自転車部品製造会社）に、シグトレバーテスト用として採用される

「Uグリップ」のイギリス輸出が開始される

家具転倒防止「耐震レールシステム」発売

「耐震レールシステム」が株式会社ﾗｲｵﾝ事務器及び事務器メーカーのカタログに採用される

その後、外資系銀行各店に採用される

2000 ～

2000年 3月

2003年 1月

3月

2004年 3月

12月

2005年 3月

6月

2006年 4月

5月

7月

2007年 4月

7月

手摺用ワイヤーシステム「ワイヤーテンド」発売

振れ止め専用金具「アルティマターンバックル」発売

壁面緑化補助支持材「アルティマグリーンライン」発売

杉田エース株式会社を販売代理店として当社製品がカタログ掲載される

緑化専用ワイヤー「被膜φ6 スパイラルワイヤー」発売

墨田区「2005年 第１回 ものづくり企業大賞」受賞

鳥よけシステム「アルティマ防鳥(Uグリップ)ワイヤー」を発売

「耐震レールシステム」を「インテリア・アンカー」としてリニューアル発売

(同製品は平成17年度 墨田区新商品・新技術開発支援事業選定製品 助成金を得る）

株式会社ＧＫインダストリアルデザイン （開発コンサルタント）

東京都中小企業振興公社に「インテリア・アンカー」が「ニューマーケット開拓支援製品」に指定される

「ワイヤーテンド」を「ワイヤーテンド(N)」としてリニューアル発売

地域総合整備財団（ふるさと財団）「企業新分野進出等企業支援助成事業」選定 助成金を得る

（開発テーマ：「LED活用の室内緑化器具の開発」）

「投物防止ワイヤーシステム」を発売

（JR東日本コンサルタンツ株式会社と共同開発をし、特許を共同出願する）
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2008年 1月

3月

11月

2009年 5月

9月

小中学校の壁面緑化に「アルティマ・グリーンライン」の導入事例が増える

静岡県防災局防災情報室発行の機関紙「自主防災」に「インテリア・アンカー」が紹介される

「アルティマ防鳥ワイヤー」をリニューアル発売

2009年度「元気なモノ作り中小企業300社(経済産業省)」を受賞

「2009 リフォーム博」にて住友林業㈱と弊社との共同開発

「スミリンセーフティレールシステム（レール式家具転倒防止）」を発表

2010 ～

2010年 1月

3月

4月

12月

2011年 4月

5月

11月

2012年 7月

8月

2013年 5月

12月

2014年 5月

2015年 6月

8月

10月

2016年 3月

東京都都市整備局 平成21年度 木造住宅の「耐震改修工法・装置」（アイデア部門）に

住友林業ホームテック ㈱「スミリンセーフティレールシステム（レール式家具転倒防止）」が選定

月刊「環境ビジネス5月号」（日本ビジネス出版）に弊社の環境貢献が取上げられ、「アルティマグリーンライン」が紹介される

アルティマグリーンラインの特許（第4488802号）を取得

環境新聞(1月12日付号）「アルティマグリーンライン」が紹介される

「アルティマ緑化レールシステム」を新発売

「オフィス総合展2011」（東京ビックサイト）に「アルティマ緑化レールシステム」が紹介される

月刊J2TOP〔ジェイトゥトップ〕2011年11月号（2011年10月25日発行）Vol.56の

「世界に誇る！日本の中小企業」に弊社取組が紹介される

第三回エコオフィス・エコ工場EXPOに株式会社グリーバルとの共同開発（特許出願）、「Leaflax」を発表

サンケイBiz（産経新聞）〔飛躍カンパニー〕に弊社の室内緑化製品開発の取組が紹介される

すみだモダン「実はすみだが支えてる」において「都市の建物を緑で彩る」をテーマに認定を受けました

あんしん財団広報誌「あんしんLife12月号 日本を支えるこの技術」にて、弊社取組が紹介される

文芸春秋5月号「金属加工の町 墨田 日本のモノづくりを支える町工場」にて、独自開発のグリップが取り上げられる。

一般社団法人「緑のまちづくり支援機構」にて室内緑化「Lea-F-resh」を共同開発する

「2015 夏の暑さ対策展」（後援：環境省/東京都）に室内緑化「Lea-F-resh」を出展する

お台場夢の広場「花と緑のおもてなしプロジェクト2015」テーマ「五感に訴えるクールスポット」

（主催者：臨海副都心「花と緑」のイベント実行委員会）に「アルティマ緑化レールシステム」を出展する

室内窓際レールシステム「アルティマグリューネフェンスター（実用新案登録）」新発売

実用新案「誘引結束具 つる誘引クリップ」登録

「建築・建材展2016」（東京ビックサイト）にて住友林業株式会社様と提携し、「室内緑化」を出展する

「アルティマ緑化レールシステム」を「アルティマ壁面緑化システム」としてリニューアル発売6



4月

7月

10月

12月

2017年 3月

4月

5月

8月

9月

10月

11月

2018年 2月

3月

11月

2019年 4月

10月

「アルティマ防鳥ワイヤー」、φ0.8mm対応のUBWMシリーズを発売

日比谷花壇本社 ショールーム「COTO no BA」にアルティマ グリューネフェンスターを展示する

「アルティマ グリューネフェンスター(ディスプレイ)」を発売

週刊ビル経営12月号「春に向けて今こそ緑化」にて、アルティマ グリューネ・フェンスターが紹介される

「アルティマ ターンバックル」、被膜φ6スパイラルワイヤー対応モデルを発売

「アルティマ壁面緑化システム」、緑化レール内のワイヤー納まり仕様を変更

「第33回 全国都市緑化よこはまフェア」 (みなとガーデン) にて都市緑化機構様ブース内に「アルティマ グリューネフェンスター」、

「被膜φ6スパイラルワイヤー」を出展する

「アルティマ壁面緑化パーテーション システム」をラインアップに追加

「アルティマ防鳥ワイヤー」、丸形パイプ専用支柱 UBS-Pシリーズを発売

「アルティマ グリューネ・フェンスター(ホーム)」を発売

「アルティマ グリューネ・フェンスター(パーテーション)」を発売

屋内緑化コンクール2017 「(一社) 日本ハンギングバスケット協会理事長賞」を受賞

「アルティマ グリーンパーゴラ システム」を発売

「アルティマ防鳥ワイヤー」、JR川崎駅北口リニューアルに伴い、様々な納まり仕様で受注

「アルティマ グリューネ・フェンスター(ディスプレイ)」、2×4材仕様で受注

JAPANTEX2018 プラネットブース内に「アルティマ グリューネ・フェンスター(ディスプレイ)」を展示

「アルティマ グリーンライン」を「アルティマ壁面緑化システム」にシステム統合

「アルティマ(Uグリップ)防鳥ワイヤー」、黒色防鳥ワイヤーセット UBW-B、UBWM-Bシリーズ、黒色支柱 UBS-T0 Bを発売

「アルティマ壁面緑化システム」、緑化用ワイヤー 被膜φ6スパイラルワイヤーセットを新ラインアップ

「 ガーデンEXPO2019」 (幕張メッセ)にて泰豊トレーディング株式会社ブース内に「アルティマ グリューネ・フェンスター」を出展する

2020 ～

2020年 3月

7月

2021年 6月

2022年 1月

2022年4月

「 アルティマ投物防止ワイヤーシステム」 をJR某駅自由連絡通路、JR某駅南口ご線橋に使用

被膜φ6 スパイラルワイヤーセット、大型商業施設【有明ガーデン】にて約9,000本採用

「アルティマ(Uグリップ)防鳥ワイヤー」、支柱2列配置に対応したビス止め取付支柱【UBS-T0 D】を発売

「アルティマ振れ止めワイヤーシステム」を発売

「アルティマ オンラインショップ」を開設

2022年7月 アルティマ商材の一部を建築建材総合検索サイト「Arch-LOG」へ登録

2023年2月 英語版ホームページをリリース
7
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アルティマ振れ止めワイヤーシステム

※アルティマ ターンバックルを統合しております

ワイヤー調整吊り金具

アルティマ ライン グリップ (PAT)

ワイヤー式家具転倒防止システム

インテリア・アンカー (PAT.P)

ピクチャーハンガー

セイフティーフックシリーズ

ワイヤー式防鳥システム

アルティマ(Uグリップ)防鳥ワイヤー (PAT)

 振れ止め・吊り金具

 鳥害・防鳥

 家具転倒防止・ディスプレイ



ワイヤー式手摺・防護柵

ワイヤーテンド (N) (PAT.P)

振れ止め専用ワイヤー

アルティマ投物防止ワイヤーシステム (PAT.P)

ワイヤー式壁面緑化工法

アルティマ壁面緑化システム (PAT.P)

屋内緑化・ディスプレイレールシステム

アルティマ グリューネ・フェンスター (PAT.P)

 手摺・防護柵

 屋内緑化

 屋外緑化

9

緑化パーテーション

Leaflax (リーフラックス)

※生産中止 (2022年11月より)
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株式会社 シマノ 杉田エース 株式会社 泰豊トレーディング 株式会社 レモン画翠

大和リース 株式会社 東邦レオ 株式会社 株式会社 風憩セコロ 小岩金網 株式会社

株式会社 ヒガノ 株式会社 グリーバル 児玉 株式会社 大阪総合内装 株式会社

株式会社 エービーシー商会 アトムリビンテック 株式会社 株式会社 トーシンコーポレーション 入交コーポレーション 株式会社

ユアサ商事株式会社 日建エンジニアリング株式会社 山崎産業株式会社 東鉄工業株式会社

ライオン事務器 株式会社 株式会社 グリーンアンドアーツ 住友林業緑化株式会社 日比谷アメニス株式会社

株式会社 杉孝メトログリーン 綿半ソリューションズﾞ 株式会社 株式会社 共栄グリーンサービス

他多数

株式会社 日建設計 株式会社 日本設計 株式会社 松田平田 株式会社 佐藤総合計画

株式会社 JR東日本設計 株式会社 清水建設 株式会社 大林組 株式会社 鹿島

大成建設 株式会社 株式会社 竹中工務店 パナソニック 株式会社 オーデリック 株式会社

東芝ライテック 株式会社 大光電機 株式会社 株式会社 関電工 株式会社 きんでん

株式会社 イトーキ 株式会社 岡村製作所 銀座 伊東屋 東急ハンズ各店

新日本造形 株式会社 財団法人 日本民藝館 西武造園 株式会社 株式会社 コトブキ

 主な取引先

 主な指定先

他多数



使用現場

IBM新潟オフィス 全日空川崎ビル ツムラ本社ビル 全日空情報システムセンター

NTT関東各局 JTB各店 新日鉄本社ビル 産経新聞浦安工場

ホンダ栃木工場 日本電気本社ビル 長崎電気ビル 日東東雲ビル

近畿三菱 日新火災海上名古屋 チノン諏訪工場 三菱重工横浜ビル

NTT三鷹データセンター 東京ガス南千住 富士養鱒場 群馬トヨタ

日産ニスモ各店 大阪東部下水道事務所 新交通ゆりかもめ各駅 ロシア領事館

航空宇宙研究所 東海TV 北陸銀行各店 長銀名古屋支店他

横浜銀行横浜駅前店他 静岡銀行新宿他 常陽銀行研究学園都市店他 京葉銀行船橋駅前店他

豊橋住金幸店他 東和銀行鴻巣店他 新潟労働金庫本店他 浜松郵便局

大分労働金庫三重店他 茨城労働金庫取手店他 別府信用金庫中央店他 新井信用金庫北支店他

伊勢崎信用金庫新田店 石川中央病院 東京衛生病院 国立がんセンター東病院

都立小平高校 札幌光星高校 女子美術大学 多摩美術大学

武蔵野美術大学 横浜市立中学各学校 学習院女子部 岡山国際ホテル

虎ノ門農林会館パストラル ホテル新潟 岡山ロイヤルホテル 三井アーバンホテル

横浜平安閣 浦安ベイヒルトンホテル 石川グランドホテル 和歌山マリーナシティー

神戸ハーバーランド 下関港国際ターミナル センチュリータワービル 関西国際空港ターミナル

羽田空港イルミネーション 八ヶ岳高原音楽堂 NHK衛星放送スタジオ

他多数
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※ 一部抜粋した実績になります
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使用現場

厚木多目的ホール 参議院議員議長公舎 新宿全労階会館 江戸川区塩沢区民施設

大宮情報文化センター 杉並社会教育センター 江戸川区塩沢区民施設 八王子文化センター

川越市立図書館 江戸川総合文化センター 江戸川老人ホーム健康センター 自衛隊朝霞庁舎

青森県庁 練馬区青少年館 小平市民文化会館 横浜国際会議場

羽田警察署 日暮里サニーホール 岩手自治会館 新宿区民健康村

大阪府勤労福祉センター 川崎市民ギャラリー 向島消防署 千葉県庁

神奈川県民ホール 中野区立上高田地域センター 千代田区一番町施設 松山郵便貯金ホール

福岡国際会館 長野県女性会館 広島合同庁舎 防災センター いわき近代美術館

佐渡中央文化会館 厚生省障害保険福祉部 宮崎県総合博物館 朝倉彫塑館

郵政省特定郵便

取扱い各店
目黒区立美術館 ミナミ美術館 茨城県立近代美術館

山形ＮＨＫ放送会館 鶴岡八幡宮資料館 安田火災東郷美術館 栃木県立石城美術館

富士美術館 奈良県立美術館 呉市美術館 近鉄百貨店阿倍野店ギャラリー

横浜海洋科学博物館 土浦市立歴史民族博物館 有楽町西武ギャラリー 成田山書道美術館

下関市立美術館 東京競馬資料館 窯業史博物館 渋谷全労会館

東急文化村 月の砂漠記念館 特許庁庁舎 群馬県生涯学習センター

メルシャン美術館 東京消防庁 成田市庁舎 川崎市民ミュージアム

※ 一部抜粋した実績になります

他多数
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他多数

都営住宅：使用現場 UR都市機構：使用現場

新田一丁目アパート 熊川住宅 江北一丁目アパート アートヒル高根台

新宿戸山住宅 南田中アパート 鹿浜アパート 荻窪団地

トミンハイム小金井仲町 若林四丁目アパート 羽田アパート 公団花見川団地

保木間アパート 文花一丁目アパート 前野町４丁目アパート フレール西新井中央公園

滝野川三丁目アパート 塩浜四丁目アパート 足立中央本町4丁目アパート 北坂戸団地

多摩川住宅 北砂一丁目アパート 砂１丁目第二アパート 小平団地

東砂二丁目アパート 西大久保アパート 前野町1丁目アパート パークサイド石神井

八王子南大矢アパート 下谷一丁目アパート 王子本町第２アパート 成田ニュータウン諏訪

新河岸一丁目アパート 江古田住宅 南品川アパート アーベインルネス梅光園

東雲一丁目アパート 立川富士見町 六丁目アパート 青柳南アパート１号棟 多摩ニュータウン諏訪

南砂三丁目アパート 坂下一丁目アパート 昭島アパート 飯島団地

青戸三丁目アパート 森下三丁目アパート 日野新井アパート パークサイド鎌ヶ谷

狛江アパート 東日暮里一丁目アパート 田無本町4丁目アパート 芝山団地

霞台第一住宅 小松川二丁目アパート 赤羽西五丁目アパート 片山公園団

神谷三丁目アパート 赤羽西六丁目アパート

※ 一部抜粋した実績になります
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他多数

駅舎関係：使用現場 その他：使用現場

JR駒込駅 JR東中神駅 慶応大学 日吉校舎 照連寺

京成日暮里駅 JR川崎駅北口 JRA函館競馬場 ザ・パークハウス東陽町

JR武蔵小杉駅 総持寺駅 豊洲小学校 国立国際医療研究センター

川越豊洲原駅 JR横浜駅東口 埼玉県本庁舎 JAぎふ岐南支店

JR御徒町駅 JR岐阜羽島駅 新阪急大井ビル 獨協医科大学

JR前橋駅 センター南駅 NIPPO本社ビル 筑波大学医学系学系棟

JR南多摩駅 阪神甲子園駅 三菱UFJ銀行八千代支店 JR松本社員寮

JR土浦駅西口広場 JR浅草橋駅
特別養護老人ホーム

湖北水鳥の里
みずほ銀行吉祥寺支店

JR高崎駅北口 JR茅野駅 淀橋市場 日本梱包運輸倉庫

JR富山駅南口広場 JR谷山駅 新宿御苑大温室 東京国税局

新田辺駅 JR熱海駅 飛騨信用組合本店 スターバックス原宿店

JR長野新駅ビル JR津田沼駅 ホテルオークラ 多摩美術大学

野村不動産 天王洲ビル 赤城乳業本社

熊本大学

熊本国際先端研究

住友不動産麹町

ファーストビル

北区役所 千葉そごう スターバックス

ホテルシーサイドオオツカ

露天風呂
アトレ川崎

大新田公園球場 BITO AKIBAビル

※ 一部抜粋した実績になります



15

他多数

使用現場

横浜ポートサイド ペルーナクリニックセンター 青山学院相模原キャンパス 扇島防災公園

横浜赤レンガ倉庫 昭島マンション 横浜双葉学園 サンルダム

東京スカイツリー 立教大学 電気通信大学 清水建設技術研究所

大阪道頓堀 ナイキ各店 明治大学 箱根ラリック美術館

横浜みなとみらい 土木会館 恵比寿駅前集合施設 オービック東京本社ビル

ゆりかもめ新橋駅 武蔵大学 逢妻川緑地横断歩道橋 宮城県石巻工業高校

横須賀周辺 公団公社デッキ 湯けむりの里 東京大学 窪田理容美容専門学校

横浜ポートサイド公園 御殿山ハウス 馬堀海岸 相模台工業高校

市川和洋学園

国府台キャンパス
中善寺湖 長崎港地域総合整備 東京国立博物館平成館

サンケイビル 文化女子大学（パーゴラ） 玄海田公園 東京警察病院

甲府NTTドコモビル 岐阜大学医学部付属病院 JALシティホテル 上越総合病院

日本大学付属 東京工業高校 都立大学 田ノ浦公園 大手町合同庁舎

代々木オリンピック公園 学習院女子大学 多摩水道改革推進本部庁舎 経団連ビル

湘南工科大学付属高校 四街道駅 成田エアカーゴセンター 千葉県庁

九段フランス人学校 長瀞モニュメント 浜川漁港 東京海上火災本社

※ 一部抜粋した実績になります
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使用現場

戸塚区吉田町マンション 島忠小平店 日本通運芝浦研修センター 京浜交通小倉営業所立体駐車場

日本貨物鉄道中央研修センター ベルサール六本木 ネクストサイト中野(NTT） 清水本社ビル

西岐波小学校 JR東京総合病院 埼玉県本庁舎 エコビレッジ日本橋水天宮

サミットストア葛飾区役所前 ヴィナシス金町タワーレジデンス 杉並区天沼小学校 都立羽村特別支援学校

あきる野中央図書館立体駐車場 株式会社オクタ新社屋 仙台トラストシティ 三田ベルジュビル

AMNY坂上ビル 野火止商業施設「クルネ」 墨田区総合体育館(テニスコート) 佐川急便新東京店

東京トヨペット足立店 高座渋谷駅前複合ビ「IKOZA」
URハートランド新田F街区住宅(駐車

場）
宮崎市役所庁舎

ヴェロックス赤坂通り SJ51工区街路 擁壁 浜見平団地立体駐車場 イオン東久留米ショッピングセンター

ナショナルトレーニングセンター 墨田区総合体育館 豊田市福祉センター 赤塚第二中学校

新宿区立四谷小学校 港区立高陵中学校 豊洲 四谷保健センター

神田川環状七号線地下調整池 東久留米市立第一小学校体育館 一宮斎場 ジョーシン電機店

袋井ごみ処理施設 NTT保土ヶ谷ビル TODA BUILDING青山 芝フロントビル

新宿区立西早稲田中学校 スマイルプラザ中央町
県立川越高等

技術専門学校
先端地震防災研究棟

烏山駅前子育て支援施設 放射線医学総合研究所 JR目黒グリーンビル 谷中防災・コミュニティ施設

銀座PIASビル 那覇空港自走式駐車場 筑波大学イノベーション 特別養護老人ホーム千川の杜

※ 一部抜粋した実績になります
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使用現場

タイヤ館大宮西店 プラウドシティ越中島 宝塚仏光保育園 グランビル葛西

芝消防署 入間ハート病院 関町病院 パークハビオ初台

中京テレビ新社屋 足立区立江北桜中学校 ザ・パークハウス 名古屋立駐 茨城県フラワーパーク

東京消防庁江東航空センター 都営住宅27H-117東江東区豊洲 グランオー前橋 プロロジスパーク神戸5

西友朝霞根岸店 都営住宅27H-119東江東区豊洲 深大寺 ヤマト運輸枝川物流ターミナル

健康科学大学 有明ガーデン 東急番町ビル さんホーム目黒

豊洲新市場管理棟 JECビル（高宮学園） フォルテ羽生 ソライエグラン流山おおたかの森

東北沢駅 機械棟 ヤマトグループ 新港南ビル 大泉西中学校校舎棟 SOSiLA板橋

京王ストアキッチンコート野崎店 碑小学校 アネシア原 TOWER THE TERRACE ポルシェセンター浦和

都立江東地区第二養護学校グランド ホテルオークラ東京 グッドマンビジネスパークステージ4 タカオネ

ガーデンテラス赤羽 東松山アパホテル アップル天神 幸田配送センター

前田道路株式会社

東京合材工場 破砕施設
東京令和館 中野 西長住公民館 ピエトロ セントラーレ

埼玉県魚市場物流センター シティータワー金町 ベンツ世田谷店 メリーポピンズ 南砂ルーム

深川消防署有明分署 ラフルール本山 株式会社日本タクシー オザム西東京保谷店

長谷工システムズﾞ本社 スズキ自動車販売千葉 マルエツ船橋三山店 医心館 平和台

※ 一部抜粋した実績になります

他多数
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