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下記に掲載の物件は、公共施設・歴史的建造物における ︎、弊社製品の「導入および図面採用実績」です。

図面採用のみの物件、および現在工事中の物件も含まれることをご了承ください。

また、下記の情報は弊社が現段階で確認できている範囲のものであり、この他にも一般住宅物件や公共物件に多数採用されています。

■コボット／ピボット

業種 名称 物件名 工事内容 所在地 採用箇所 種類

住居 京都ワークハウスすてっぷ糸屋 上京ワークス分室 耐震補強工事 京都府京都市

ぐるぐるそだつながや 耐震補強工事 大阪市平野区 壁面

今川寮 宿舎 新築耐震工事 千葉県浦安市 壁面

スルガ銀行 沢田寮　炊き出し棟 増築工事 静岡県沼津市 水平面

スルガ銀行 防災センター 新築工事 静岡県沼津市 水平面

教育機関 北海道大学 キャンパス内コンビニ 新築耐震工事 北海道札幌市 壁面（焼付塗装品）

山形大学 旧米沢高等学校本館 保存修理工事 山形県米沢市 壁面・水平面 重要文化財

山辺町立山辺中学校 クラブハウス 新築工事 山形県山辺町 水平面

増穂西小学校 耐震補強工事 山梨県南巨摩郡 水平面

埼玉県立松山高等学校 記念館 耐震改修等工事 埼玉県東松山市 水平面

玉川大学・玉川学園 小原記念館 改修・一部建替工事東京都町田市 壁面

横浜共立学園 校舎 改修工事 神奈川県横浜市 水平面？ 横浜市指定文化財

京都大学 京都農場園芸実験室 改修工事 京都市左京区 壁面

京都大学 吉田寮 耐震工事 京都市左京区

田辺市立秋津川小学校 校舎 耐震改修工事 和歌山県田辺市 水平面

篠山市立篠山小学校 校舎？ 耐震補強工事？ 兵庫県篠山市

中竹野小学校 教室棟④外1棟 耐震改修工事 兵庫県豊岡市 水平面

姫路市立白浜小学校 相撲場 新築工事 兵庫県姫路市 壁面・水平面

倉敷市立西中学校 北棟 耐震改修工事 岡山県倉敷市 壁面・水平面

広島県立大崎海星高等学校 管理棟 新築その他工事 広島県豊田郡 壁面

西脇市立西脇小学校 校舎 改修工事 兵庫県西脇市

広島県立大崎海星高等学校 管理棟・その他 建設工事 広島県豊田郡 壁面・水平面

鶴岡市立朝陽第五小学校 小体育館 補強工事 山形県鶴岡市

三重県白川小学校 校舎南棟 耐震改修工事？ 三重県亀山市 登録有形文化財

日本女子大学 成瀬記念館 耐震改修工事 東京都文京区 水平面（ピボット）

旅館 美ヶ原温泉　金宇館 本館 改装工事 長野県松本市 壁面・水平面

富士屋ホテル ？ 耐震改修工事 神奈川県足柄下郡箱根町 登録有形文化財・近代化産業遺産

べにや旅館 新築工事 福井県あわら市 壁面・水平面

観光名勝 下田ロープウェイ寝姿山山頂駅 駅舎 耐震改修工事 静岡県下田市 水平面

リデル、ライト両女史記念館 復興工事 熊本県熊本市 壁面・水平面 登録有形文化財

松合郷土資料館 耐震補強工事 熊本県宇城市 壁面

富岡製糸場と絹産業遺産群 高山社跡（長屋門） 修復補強工事 群馬県藤岡市 水平面 国の史跡・世界遺産

店舗 道の駅　協和 休憩所 新築工事 秋田県大仙市 壁面

農産物直売所　とれたて食楽部 店舗 新築耐震工事 静岡県袋井市 壁面？

ベーカリーパーラー　ペリカン 店舗 新築耐震工事 愛知県海部郡 水平面

ミニストップ名古屋梅森坂二丁目店 店舗 新築耐震工事 名古屋市名東区

天王寺公園エントランスエリア　てんしば 施設内飲食店舗 新築耐震工事 大阪市天王寺区 壁面

千鳥文化 店舗・アートギャラリー 耐震改修工事 大阪市住之江区 壁面

クオール薬局 店舗 新築工事 大阪市都島区 壁面

ファミリーマート日比津グランド前店 店舗 新築耐震工事 名古屋市中村区 壁面

ファミリーマート南知多大井店 店舗 新築耐震工事 愛知県知多郡 壁面

ファミリーマート菰野桜野店 店舗 新築耐震工事 三重県三重郡 壁面

ファミリーマート巻駅前店 店舗 新築耐震工事 新潟県新潟市 壁面

蔵王パティオ 店舗 新築工事 宮城県刈田郡蔵王町

ミシェル・ブラス軽井沢 レストラン 新築工事 長野県北佐久郡軽井沢町

広島マリーナホップ 展望台 新築工事 広島県広島市 壁面

やまだ屋本店 新築工事 山口県山口市

丸源ラーメン新下関店 店舗 新築耐震工事 山口県山口市

丸源ラーメン福岡福重店 店舗 新築耐震工事 福岡県福岡市

丸源ラーメン福岡那珂川店 店舗 新築耐震工事 福岡県那珂川市

ai彩ひろば（草津川跡地公園） 施設内店舗 新築工事 滋賀県草津市 壁面・水平面

社屋 アートプランタジマ ショールーム・社屋 新築工事 群馬県太田市 壁面

GSユアサ 役員館 新築耐震工事 滋賀県

気仙タクシー 社屋 新築工事 岩手県陸前高田市壁面

病院 いそがい歯科医院 新築耐震工事 愛知県一宮市 水平面

酪農 フジアグリラッシュ 渡部牧場牛舎 新築工事 北海道野付郡 壁面・水平面

デンマーク牧場福祉会 牛舎 新築工事 静岡県袋井市 壁面

農業 ローズファームKEIJI 農園施設 新築工事 滋賀県守山市 壁面

文化財 能代市議会議事堂 耐震補強工事 秋田県能代市 壁面？ 国指定文化財

旧観鶴丸商店 災害復旧工事 宮城県石巻市 水平面？ 市指定文化財

旧伊達郡役所 福島県伊達郡 国指定文化財

石場家住宅 保存修理工事 青森県弘前市 国指定重要文化財

東京都立浜離宮恩賜公園 燕の茶屋 復元工事 東京都中央区 水平面 特別名勝

東京都立浜離宮恩賜公園 鷹の御茶屋 復元工事 東京都中央区 水平面 特別名勝

三渓園 鶴翔閣（旧原家） 復元工事 神奈川県横浜市 壁面・水平面 重要文化財

小黒恵子童謡記念館 耐震補強その他工事神奈川県川崎市 水平面



業種 名称 物件名 工事内容 所在地 採用箇所 種類

にいはる里山交流センター 旧奥津邸 耐震改修工事 神奈川県横浜市 市認定歴史的建造物

機那サフラン酒本舗 米蔵 改修工事 新潟県長岡市 壁面？

諸戸氏庭園 玄関および座敷 耐震改修工事 三重県桑名市 水平面 重要文化財

旧安川邸 耐震補強工事 福岡県北九州市 壁面

名勝小川氏庭園 保存処理工事 鳥取県倉吉市 壁面 県指定名勝

草野家住宅 保存修理工事 大分県日田市 壁面・水平面 重要文化財

旧矢羽田家住宅 移築保存耐震工事 大分県日田市 壁面 重要文化財

熊本洋学校教師館ジェーンズ邸 建物復旧工事 熊本県熊本市 水平面 県指定重要文化財

南海電鉄浜寺公園駅 駅舎 移築保存耐震工事 大阪府堺市 水平面 登録有形文化財

南海電鉄浜寺公園駅 ホーム 耐震補強工事 大阪府堺市 壁面 登録有形文化財

神社仏閣 中尊寺 白山神社 能舞台 耐震補強工事 岩手県西磐井郡 水平面

不動ヶ岡不動尊總願寺 耐震補強工事 埼玉県加須市 壁面？

マリア観音 妙覚寺 本堂・位牌堂 改修工事 長野県大桑村 水平面 村指定文化財

温泉寺 耐震補強工事 長野県諏訪市 壁面？

カトリック高円寺教会 耐震工事 東京都杉並区

靖国神社 休憩所 耐震工事 東京都新宿区 水平面

富士六所浅間神社 新神殿 造営工事 静岡県富士宮市 水平面

休息山立正寺 庫裡 耐震改修工事 山梨県甲州市 壁面

善応寺 山門 保存修理 岐阜県美濃市 壁面

大通寺 耐震改修工事 滋賀県長浜市 壁面

鹿苑寺（金閣寺） 耐震改修工事？ 京都市北区 水平面

京都御所　紫宸殿 右近の橘防寒仮設建屋 補強工事 京都市上京区 壁面（ピボット）

大琳寺 本堂 新築耐震工事 大阪市西区 水平面

全興寺 大阪市平野区

奈加美神社 社務所 大阪府泉佐野市

青蓮寺 耐震補強工事 熊本県 壁面？

徳円寺 耐震補強工事 広島県府中市 壁面

医王山 油山寺 山門 保存修理工事 静岡県袋井市 壁用 重要文化財

保育施設 明神保育園 屋内運動場 新築耐震工事 栃木県日光市 壁面

その他 高野幼稚園 園舎 耐震補強工事 茨城県ひたちなか市水平面

郡山市うねめ保育所 園舎 耐震補強工事 群馬県郡山市 水平面

けやきの森保育園 おおたかの森　第三 新築工事 千葉県流山市 水平面

イワベの保育所 新築工事 千葉県香取市 壁面 （企業主導型保育事業）

島ヶ原保育所 三重県伊賀市

グループホーム分校（仮称） 新築工事 石川県加賀市 　

蟹谷統合こども園（仮称） 建築主体工事 富山県小矢部市

上郷保育園 移転新築工事 愛知県長久手市 壁面

美作市立大原保育園 新築工事 岡山県美作市 壁面

松江市立玉湯幼稚園 耐震工事 島根県松江市 水平面

小郡保育園 園舎 新築工事 福岡県小郡市 水平面

アソカの森幼稚園 園舎 増築工事 福岡県福岡市 壁面

蓼川保育園 園舎 増改築工事 兵庫県豊岡市 水平面

女川町立保育所 建設工事 宮城県女川町

中原保育園 耐震工事 神奈川県川崎市 壁面

あゆみ学園 埼玉県羽生市 壁面？（ピボット）

公共施設 宿根木公会堂 耐震補強改修工事 新潟県佐渡市 壁面

貢川公民館 （八幡神社内） 耐震補強工事 山梨県甲府市 ？

久留馬公民館 建設工事 群馬県高崎市 壁面

北の丸公園　花木園　清水門 トイレ 建設工事 東京都千代田区 水平面

城見台集会所 改修工事 兵庫県姫路市 壁面（ピボット）

大須演芸場 耐震改修工事 名古屋市中区 壁面？

下田公民館 新築工事 岐阜県郡上市 水平面（ピボット）

戦国山城ミュージアム （旧兼山歴史民俗資料館） 耐震改修工事 岐阜県可児市 水平面

越智のまち小屋 新築工事 高知県高岡郡

豊田市生涯学習センター　藤岡交流館 ホール・舞台？ 耐震改修工事 愛知県豊田市 壁面

宇治田原町　保健センター 新築工事 京都府綴喜郡宇治田原町壁面

長沼ボート場 クラブハウス 建設工事 宮城県登米市 壁面

鵜住居駅前公共施設 津波伝承施設 建設工事 岩手県釜石市 壁面

鵜住居駅前公共施設 観光交流拠点施設 建設工事 岩手県釜石市 壁面

白鷹町まちづくり複合施設 書庫棟 建設工事 山形県西置賜郡白鷹町壁面？

大綱交流サロン 建設工事 秋田県大仙市 壁面

TOTOおもてなしトイレ 建設工事 広島県廿日市市 壁面？

尾道市土生公民館 建設工事 広島県尾道市 壁面

道の駅　願成就温泉 トイレ 建設工事 山口県山口市 壁面

建設・設備工事 東京都中央区 壁面・水平面大型木造仮設建築物／交流広場


