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1.2.3
名　称　　　JRセントラルタワーズ
使用タイル　外壁／形状：ニューエスト特注品 
　　　　　　品番：210/A-25（210×60）エンボス、453/A-3（145×45）以下組み合わせ、095/A-3（145×95）、127/A-3（145×127）
所在地　　　名古屋市
設計者　　　監修／阪田誠造（坂倉建築研究所最高顧問）　デザインコンサルタント・アーキテクト／Kohn Pedersen Fox Associates PC
設　計　　　JRセントラルタワーズ共同設計室
施　工　　　JRセントラルタワーズ新設工事共同企業体
　　　　　　（大成建設、鹿島、大林組、清水建設、熊谷組、竹中工務店、鉄建、名工建設、ジェイアール東海建設共同企業体）
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1.2.3.4.5.6.7
名　称　　　T-villege
使用タイル　外装／形状：クールアイランドタイル 
　　　　　　品番：CI-602/L-110
所在地　　　岐阜県多治見市
設　計　　　トヨタT&S建設一級建築士事務所
施　工　　　トヨタT&S建設
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1 2.3.4
名　称　　　岐阜県先端科学技術体験センター　 サイエンスワールド 

Science World
使用タイル　形状：ニューエスト45角　
　　　　　　品番：NW-045/R-225
所在地　　　岐阜県瑞浪市
設計・監修　岐阜県総務部管財課、仙田満＋環境デザイン研究所
施　工　　　大日本土木、野平特定共同企業体

名　称　　　岐阜県県民ふれあい会館　
　　　　　　Prefectural Community Center
使用タイル　形状：ニューエスト45二丁ラスター
　　　　　　品番：LS-452/M-61
所在地　　　岐阜市
設　計　　　岐阜県総務部管財課、日建設計・岬設計事務所共同企業体
施　工　　　大日本土木・鴻池組・土屋組・市川工務店共同企業体
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2
名　称　　　春日井市民病院　Kasugai 

Municipal Hospital (Aichi pref.)
使用タイル　外装／形状：ニューエスト45二丁　
　　　　　　品番：452/G-78　床／形状：パー

クペーパー300角　　　　　　　
品番：PK-292・142/G-301他

所在地　　　愛知県春日井市
設計・監修　日建設計・名古屋
施　工　　　鴻池組・岐建木村・坂井建設共同企

業体・佐藤工業・三菱建設・高柳組
共同企業体

1
名　称　　　甚目寺町総合体育館　
　　　　　　Jimokuji General 

Gymnasium(Aichi pref.)
使用タイル　形状：ニューエスト45二丁　
　　　　　　品番：NW-452/272・M-31・Q-3

（特色）
所在地　　　愛知県甚目寺町
設　計　　　浦野設計
施　工　　　前田建設工業

名　称　　　天王寺動物園コアラ舎
　　　　　　Tennohji Zoo.Koala House 

(Osaka city.)
使用タイル　形状：ニューエスト45三丁特殊面

状　
　　　　　　品番：NW-453/RBA-5095（特色）
所在地　　　大阪市
設　計　　　大阪市都市整備局営繕部/類設計室
施　工　　　米田工務店

3
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1.2.3.4
名　称　　　愛知学泉大学　経済学部校舎　Aichi Gakusen University (Toyota City.)
使用タイル　形状：ニューエスト45角　品番：NW-045/745-1
所在地　　　豊田市
設　計　　　竹中工務店設計部
施　工　　　竹中工務店・矢作建設共同企業体
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1.2.3
名　称　　　愛知県刈谷勤労福祉会館/洲原ロッジ・プール　
　　　　　　Kariya Labor & Welfare Hall. Aici-Prefecture 

Suhara Lodge Pool
使用タイル　形状：美濃二丁掛・二丁掛カマボコ型
　　　　　　品番：MN-602/2090（特色）
所在地　　　愛知県刈谷市
設　計　　　愛知県雇用促進事業団・安井建築設計事務所
施　工　　　熊谷組・角文建設共同企業体・近藤組

4.5
名　称　　　名古屋港ポートビル　
　　　　　　Nagoya Port Building
使用タイル　壁／形状：ユニボタイル　
　　　　　　　　品番：UN-314/111・B-1・B-2・B-3・B-4（特注色）
　　　　　　床／形状：パーク舗石100角　
　　　　　　　　品番：PK-100/10
所在地　　　名古屋市
設　計　　　光亜建築計画事務所
施　工　　　大林組・鴻池組・小原建設共同企業体
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1.2.3.4.5
名　称　　　エジプト・アラブ共和国大使館　
　　　　　　The Embassy of The Arab Republic/Egypt(Tokyo)
使用タイル　外壁／形状：ニューエスト45二丁　品番：NW-452/7747（特注色）
　　　　　　床／形状：ビトロ100角　品番：VT-094/7875（特注色）
所在地　　　東京都目黒区
設　計　　　竹山実建築綜合研究所
施　工　　　大日本土木
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1.2.3 4.5
名　称　　　味覚糖(株)奈良工場　
　　　　　　Mikakuto Co.,Ltd.,Nara works (Nara pref.)
使用タイル　形状：ビトロ100角・ニューエスト45角　
　　　　　　品番：VT-094/272・その他（特色）
所在地　　　奈良県大和郡山市
設　計　　　竹山実建築綜合研究所
施　工　　　東海興業

名　称　　　大野町総合町民センター
　　　　　　Oono-cho General Community Center
使用タイル　形状：ニューエスト45角　
　　　　　　品番：NW-045/A-1842（特色）　
所在地　　　岐阜県
設　計　　　日建設計
施　工　　　大成建設
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1 2 3.4
名　称　　　ABIX緑　
　　　　　　ABIX MIDORI (Shopping 

Center Pool)
使用タイル　形状：ビトロ100角二丁
　　　　　　品番：VT-942/8060（特色）・その他
所在地　　　名古屋市
設　計　　　浦野設計
施　工　　　フジタ工業

名　称　　　道立野幌室内運動場　
　　　　　　Indoor Playground (Hokkaido)
使用タイル　形状：アピト施釉200角
　　　　　　品番：AP-200/M-553・M-554・

M-555・M-557
所在地　　　北海道江別市
設　計　　　北海道開発コンサルタント
施　工　　　伊藤組

名　称　　　品川シーサイドフォレスト
　　　　　　Shinagawa seaside forest
使用タイル　形状：ニューエスト-E45二丁　
　　　　　　品番：NW-452/016　
所在地　　　東京都品川区
設　計　　　鹿島建設株式会社　建築設計本部
施　工　　　鹿島建設株式会社
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1.2 3 4
名　称　　　名古屋市地下鉄今池駅　
　　　　　　Subway Station Imaike 

(Nagoya City）
使用タイル　形状：リリア無釉150角（特注）
　　　　　　品番：LL-150/F-020・F-025
所在地　　　名古屋市
設　計　　　名古屋市交通局、サン・ウラノ設計
施　工　　　奥村組

名　称　　　深谷郵便局庁舎　
　　　　　　Fukaya Post Office(Saitama 

pref.)
使用タイル　形状：ニューエスト45角
　　　　　　品番：NW-045/720（特注色）
所在地　　　埼玉県深谷市
設　計　　　郵政省関東郵政局建築部
施　工　　　池田建設

名　称　　　台北国際大樓 
　　　　　　Taipei International office Building
使用タイル　形状：ニューエスト45二丁・45二丁特殊

面状
　　　　　　品番：NW-452/（特注色）　
所在地　　　台北/Taiwan
施　工　　　国泰建設
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1 2
名　称　　　IBMビルディング　
　　　　　　IBM Plaza Malaysia
使用タイル　形状：ニューエスト45二丁　
　　　　　　品番：NW-452/272・2127（特注

色）
所在地　　　クアラルンプール/Malaysia
設　計　　　T.R.HAMAZAH & YEAG SDN.

BHD

名　称　　　厚別郵便局庁舎　
　　　　　　Atsubetsu Post Office(Sapporo 

City)
使用タイル　形状：ニューエスト45二丁特殊面

状　
　　　　　　品番：NW-452/RBC-724（特注色）
所在地　　　札幌市
設　計　　　郵政省北海道郵政局建築部
施　工　　　フジタ工業

3.4
名　称　　　西春町文化勤労会館　
　　　　　　Nishiharu Culture Hall (Aichi 

pref.)
使用タイル　形状：ニューエスト45角特殊面状
　　　　　　品番：NW-045/RBF-M-47　

NW-452/M-47・M-49
所在地　　　愛知県西春町
設　計　　　浦野設計
施　工　　　前田建設工業、名工建設、三山建設

共同企業体
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納入実績　　　　　　　　平成 29年 1月 1日現在

官公庁等　　　　　　　	 	 	 	 	

名称 所在地 設計 施工
沖縄県那覇警察署庁舎 那覇市 ふくたけ建設設計事務所・

松田睦建築設計事務所 共同企業体 旭建設・角平組・丸元建設共同企業体
関市生涯学習拠点施設 岐阜県関市 佐藤総合計画 間・野田・青島建設共同企業体
中村警察署庁舎 名古屋市 愛知県警察本部施設課／梓設計 浅沼組・永楽建設共同企業体
泉警察署庁舎 仙台市 熊谷保治建築設計事務所 奥田建設
熊本県社会保険支払会館 熊本市 川崎設計事務所 穴吹工務店
宝塚市消防本部西消防署合同庁舎 兵庫県宝塚市 宝塚市建設部 鴻池組
千葉県運転免許センター 千葉市 創建設計 内野屋工務店
都城運転免許ブロックセンター 宮崎県都城市 日新建築設計事務所 野崎組
幸手市役所庁舎 埼玉県幸手市 井野設計事務所 埼玉建興
東郷町役場庁舎及び体育館 愛知県東郷町 浦野設計 清水建設・鹿島建設
芝川町庁舎 静岡県芝川市 針谷建築事務所 竹中工務店
金津町庁舎 福井県金津町 神谷建築事務所 鹿島建設・金津建設共同企業体
高速度鉄道第6号線野並駅B-2出入口ビル 名古屋市 名古屋市交通局 鴻池組
増田町役場庁舎 秋田県増田町 大成建設 大成建設
岐阜県健康科学センター 岐阜市 山下設計 東海興業
名古屋合同庁舎第一号館 名古屋市 建設省中部地方建設局営繕部 西松建設・浅沼組・鴻池組共同企業体
道庁議会議事堂 札幌市 集団制作建築事務所 木田建設・板谷建設共同企業体
京都市水道局蹴上浄水場 京都市 京都市水道局 水野建設
東京都南部汚泥処理プラント管理棟 東京都大田区 日本下水道事業団 間組・大末建設共同企業体
上五島石油備蓄基地管理棟 長崎県上五島町 三石エンジニアリング 大成建設・菱興建設・上渡建設共同企業体
エジプト・アラブ共和国大使館 東京都目黒区 竹山実建築綜合研究所 大日本土木
国営木曽三川治水記念館 岐阜県海津町 建設省中部地方建設局営繕部／日建設計 大林組・岐建木村
東海北陸自動車道権現山トンネル 岐阜県各務原市 日本道路公団名古屋建設局 名古屋道路エンジニアリング
関越自動車道関越トンネル 群馬県水上市 日本道路公団東京第二建設局・千代田コンサルタント 間組・前田建設工業・飛島建設共同企業体
名神高速自動車道米原トンネル 滋賀県米原市 日本道路公団名古屋建設局 大有建設
新真鶴トンネル 静岡県熱海市 日本道路公団 熊谷組・五洋建設共同企業体
高速度鉄道今池駅舎 名古屋市 名古屋市交通局 奥村組
名張郵便局 三重県名張市 郵政省東海郵政局建築部 大日本土木
大府郵便局庁舎 愛知県大府市 郵政省東海郵政局建築部 島藤建設工業
厚別郵便局庁舎 札幌市 郵政省北海道郵政局建築部 フジタ工業
函館東郵便局庁舎 函館市 郵政省北海道郵政局建築部 共立建設
昭島郵便局庁舎 東京都昭島市 郵政省東京郵政局建築部 浅沼組
深谷郵便局庁舎 埼玉県深谷市 郵政省関東郵政局建築部 池田建設
船橋郵便局庁舎 千葉県船橋市 郵政省関東郵政局建築部 西松建設
安芸五日市郵便局庁舎 岡山県五日市市 郵政省中国郵政局建築部 池田建設
高速度鉄道野並駅舎 名古屋市 名古屋市交通局/サン・ウラノ設計 鴻池組
岡山南郵便局庁舎 岡山市 郵政省中国郵政局建築部 蜂谷工業
高速度鉄道桜山駅舎 名古屋市 名古屋市交通局/司設計 前田建設工業
葛西郵便局庁舎 東京都江戸川区 郵政省東京郵政局建築部 小原建設
青森郵便局庁舎 青森市 郵政省大臣官房建築部 大成建設・大木建設共同企業体
橿原郵便局庁舎 奈良県橿原市 郵政省大臣官房建築部 森本組
淀川郵便局庁舎 大阪市 郵政省大臣官房建築部 東急建設
前橋郵便局庁舎 前橋市 郵政省大臣官房建築部 戸田建設・島藤建設工業共同企業体
筑波学園郵便局庁舎 茨城県桜村 郵政省大臣官房建築部 大木建設
白石郵便局庁舎 札幌市 郵政省大臣官房建築部 地崎工業
上福岡郵便局庁舎 埼玉県上福岡市 郵政省関東郵政局建築部 小原建設
磐田郵便局庁舎 静岡県磐田市 郵政省東海郵政局建築部 島藤建設
市道高速2号黒川ビル 名古屋市 日建設計 戸田・鴻池・地崎特定建設工事共同企業体
先端科学技術体験センター 岐阜県瑞浪市 環境デザイン研究所 大日本土木・野平特定建設工事共同企業体
岐阜県防災指令センター 岐阜市 久米設計建築事務所 鴻池組
国民宿舎レインボー桜島・桜島マグマ温泉 鹿児島郡桜島町 永園設計 鴻池組
名古屋市北配水事務所 名古屋市中村区 都設計事務所 松村組
鹿児島警察武道館 鹿児島市 衛藤中山設計 中央建設・鹿大丸建設共同企業体
愛知用水上流管理所 岐阜県 水資源開発公団愛知用水総合事業部 佐伯総合建設株式会社
さつま町新庁舎 鹿児島県薩摩郡 永園設計 大林・本田特定建設工事共同企業体
防災センター兼揖斐川町庁舎 岐阜県揖斐郡 大建設計 西濃建設
多治見税務署 岐阜県多治見市 梓設計 大鉄工業
多治見砂防国道事務所 岐阜県多治見市 ニュージェック 日本土木

敬称略・順不同

一
覧
（
官
公
庁
等
）

ちき
ゅうにやさしい グリーン購入法

適合商品 美濃焼CTタイル樹脂連結ユニット

ちき
ゅうにやさしい グリーン購入法

適合商品 美濃焼CTタイル樹脂連結ユニット

ちき
ゅうにやさしい グリーン購入法

適合商品 美濃焼CTタイル樹脂連結ユニット
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このマークは美濃焼 CT タイルを
使用しています。

医療・福祉施設等
名称 所在地 設計 施工
県立多治見病院東棟 岐阜県多治見市 岐阜県総務部管財課／

日建設計・岬建築事務所共同企業体 大日本土木・岐建木村・古庄工務店共同企業体

中津川市民病院 岐阜県中津川市 石本建築事務所 大日本土木・鹿島建設・中津川建設共同企業体
関西医科大学附属男山病院 京都府八幡市 吉村建築事務所 大林組
大垣市民病院 大垣市 日建設計 鴻池組・土屋組・山中建設共同企業体
公立尾陽病院 愛知県甚目寺町 浦野設計 フジタ工業
松波総合病院 岐阜県笠松町 岬建築事務所 大日本土木
財団法人慈愛会谷山病院 鹿児島市 日建設計・堂園設計監理共同企業体 鴻池組南九州支店
甲州病院 甲府市 日建設計 西松建設
仙台国立病院 仙台市 厚生省医務局/丹羽英二建築事務所 熊谷組・飛島建設・木田建設共同企業体
日本赤十字看護大学		広尾 東京都渋谷区 久米設計 大林組
池田回生病院 大阪府池田市 三宿工房 大林組
刈谷記念病院 愛知県刈谷市 丹羽英二建築事務所 中村建設
名古屋記念病院 名古屋市 青島設計 前田建設工業
前田外科病院 福島県いわき市 三宿工房 大林組
大和六地蔵病院 京都市 黒川紀章建築都市設計事務所 竹中工務店
津島中央病院 愛知県津島市 浦野設計 清水建設
東海大学附属病院 東京都渋谷区 大成建設設計部 大成建設
岐阜市民病院 岐阜市 日建設計 銭高・市川・坂口建設共同企業体
葛飾日本赤十字産院 東京都葛飾区 竹中工務店設計部 竹中工務店
新宿病院 東京都新宿区 アーバンライフ建築事務所 フジタ工業
北野病院 大阪市 安井建築設計事務所 鴻池組
中村記念病院 札幌市 竹山実建築綜合研究所 東海興業
八幡病院 京都府八幡市 吉村建築事務所 松村組・ツバサ工務店共同企業体
岐阜県立看護大学研究棟 岐阜県羽島市 坂倉建築研究所 戸田・技建木村共同企業体
大塚眼科 札幌市 日本設計事務所 高木組
太田病院緑風苑 福島県 蔵王設計 間組
サン・ラポール南房総老人ホーム 千葉県君津市 アド建築設計事務所 真柄建設
特別養護老人ホーム幸風苑 川崎市 富永譲＋フォルムシステム設計研究所 小川組・野州工業共同企業体
特別養護老人ホーム・和楽館 川崎市 安江設計研究所 前田建設工業
練馬区医師会館 東京都練馬区 丸ノ内設計事務所 竹中工務店
鈴木自動車工業保養年金会館 静岡県浜松市 田中忠雄建築設計事務所 住友建設
岡崎老人福祉センター 愛知県岡崎市 レック都市地域研究所 フジタ工業・小原建設共同企業体
佐賀厚生年金休暇センター 佐賀県伊万里市 佐藤武夫設計事務所 三井建設
厚生年金健康福祉センター 岐阜市 横河建築設計事務所 鴻池組
三好町保健センター 愛知県三好町 松浦建築設計事務所 住友建設
福島社会保険センター 福島市 松岡建築設計事務所 大成建設
半田市福祉会館 愛知県半田市 浦野設計 フジタ工業
鯖江福祉会館 福井県鯖江市 上田建築設計事務所 橋本建設
春日井市勤労福祉会館 愛知県春日井市 黒川建築事務所 安藤建設・株木建設・高柳組共同企業体
愛知県刈谷勤労福祉会館・洲原公園温水プール 愛知県刈谷市 愛知県建築部・雇用促進事業団/安井建築設計事務所 熊谷組・近藤組・角文建設共同企業体
西春町文化勤労会館 愛知県西春町 浦野設計 前田建設工業・名工建設・三山建設共同企業体
狭山保健所 埼玉県狭山市 埼玉県住宅都市部営繕課 小高建設工業
ケアハウス牧田苑 岐阜県 寿設計研究室 岐建木村
川薩保健所・北薩福祉事務所 鹿児島県川内市 川元設計 堀之内・橋口共同企業体
木曽川病院 愛知県笹栗郡 浦野設計 大日本・中村共同企業体
やまぶきの里 鹿児島市 東条設計 鴻池組
関ヶ原町国保保健総合施設 岐阜県関ヶ原町 浦野設計 藤塚・室建設共同企業体
南知多病院A病棟 愛知県南知多町 大建設計 近藤組
沖縄瑞慶覧病院 沖縄県宜野湾市 梓設計 竹中工務店
豊橋市民病院放射線治療棟 愛知県豊橋市 山下設計 鴻池・藤城建設共同企業体
大垣市民病院救命救急センター 岐阜県大垣市 日建設計 ＴＵＴＨＩＹＡ
岐阜県立下呂病院 岐阜県下呂市 安井建築設計事務所 岐建
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教育施設等
名称 所在地 設計 施工
横浜商科大学 横浜市 横浜建築研究所 大成建設
富士大学 岩手県花巻市 中村建築設計事務所 伊藤組
佛教大学教室棟 京都市 林建築設計事務所 清水建設・宝建設共同企業体
愛知学泉大学経営学部校舎・体育館 豊田市 竹中工務店設計部 竹中工務店・矢作建設共同企業体
武蔵野美術大学10号棟校舎 東京都小平市 竹山実建築綜合研究所 大成建設
福島大学教育学部校舎 福島市 福島大学施設課 菅野建設
京都産業大学研究棟 京都市 田中偉晃一級建築士事務所 鹿島建設
龍谷大学クラブボックス 京都市 中村建築設計事務所 西松建設
名古屋経済大学記念図書館 愛知県犬山市 安井建築設計事務所 小島建設
印西市立原小学校舎 千葉県印西市 山下和正建築研究所 不動建設
専修大学生田講議研究棟 神奈川県川崎市 松田・平田・坂本設計事務所 西松建設・佐藤工業共同企業体
阪南大学キャンパス総合整備計画 大阪府松原市 日建設計 清水建設
名古屋大学総合研究棟Ⅲ 名古屋市 安井建築設計事務所 鴻池・杉本組共同企業体
成安女子短期大学長岡京キャンパス 京都府長岡京市 吉村建築事務所 清水建設
芦屋学園短期大学 兵庫県芦屋市 芦屋学園設計部／都市開発設計事務所 神井建設工業
松蔭女子短期大学 神奈川県厚木市 竹中工務店設計部 竹中工務店・白石建設共同企業体
清真学園女子短期大学校舎 千葉県君津市 日建設計 住友建設
日本女子学院特別教室棟 東京都千代田区 レイモンド設計事務所 大成建設
桜花学園豊田短期大学 愛知県豊田市 梓設計 日本国土開発
九州大学（医療）病棟診療棟 福岡市 九州大学施設部・教育施設研究所 竹中・大林・九州建設共同企業体
石川県立内灘高校校舎 石川県内灘町 五井建築設計事務所 松本建設
安城学園高校校舎 愛知県安城市 竹中工務店設計部 竹中工務店
知多市立看護学校校舎 愛知県知多市 浦野設計 徳倉建設
東京写真専門学校四番町校舎 東京都千代田区 A&A設計 住友建設
福岡ビジネス専門学校 福岡市 鹿島建設設計部 鹿島建設
神戸工業高等専門学校校舎・体育館・図書館 神戸市 神戸市住宅局営繕部／安井建築設計事務所 竹中工務店・熊谷組・青木建設・王子建設
都立品川高等職業技術専門校 東京都品川区 東京都財務局・労働経済局／坂川建築事務所 古久根建設・増岡建設共同企業体
安田学園校舎 東京都墨田区 大成建設設計部 大成建設
菅原学園本館 仙台市 山下設計 飛島建設
福岡工業大学C棟・D棟 福岡市 那の津壽建築研究所 竹中工務店
福島医大体育館 福島市 福島県設計管理協会 菅原建設
日本工学院体育館 北海道登別市 村井建築設計事務所 地崎工業
岐阜医療技術短期大学 岐阜県関市 日本設計 伊藤工務店
四日市大学総合政策学部 三重県四日市市 山下設計中部支社 鴻池組
山形県立新庄産業高校 山形県新庄市 鈴木設計事務所 新庄建設
岐阜県立盲学校校舎・屋体・プール棟 岐阜市 塚原・玉田設計共同企業体 市川工務店・西濃建設共同企業体
金城学院大学 愛知県名古屋市 三菱地所設計 大成建設
九州大学理学部・農学部 福岡県福岡市 竹中工務店設計部 竹中工務店
福岡大学医学部 福岡県福岡市 日本設計 竹中工務店
佐賀大学医学部 佐賀県佐賀市 佐賀大学施設部設計 竹中工務店
好生館病院 佐賀県佐賀市 日建設計 竹中工務店
鹿児島大学医学部 鹿児島県鹿児島市 鹿児島大学施設部設計 竹中工務店
大口中央中学校 鹿児島県伊佐市 永園設計 松永工業
多治見市池田小学校 岐阜県多治見市 アール・アイ・エー 吉川･飯田･加藤特定建設工事共同企業体
昭和小学校屋内運動場 岐阜県多治見市 日野建築設計事務所 吉川組

文化・体育・研修施設等
名称 所在地 設計 施工
創価学会中部文化会館 名古屋市 都設計 鹿島建設
郡上八幡町文化センター 岐阜県八幡町 RIA建築綜合研究所 熊谷組・高垣建設共同企業体
創価学会吹田文化会館 大阪府吹田市 創造社 佐藤工業
綾部市中丹文化会館 京都府綾部市 佐藤武夫設計事務所 豊国建設・浅巻建設・吉田建設共同企業体
摩周文化センター 北海道弟子屈町 日本工房建築設計事務所 フジタ工業
村野コミュニティセンター 大阪府枚方市 山下設計 松村組
コミュニティながいずみ 静岡県長泉町 針谷建築事務所 竹中工務店・尾崎建設共同企業体
笠原町中央公民館 岐阜県笠原町 現代建築研究所 宇佐美組
白川町町民会館 岐阜県白川町 石本建築事務所 大成建設
八王子市子安市民センター 東京都八王子市 八王子市建築課 町田工務店・手島建設共同企業体
化学物研究所 札幌市 西松建設設計部 西松建設
吉川町中央公民館 埼玉県吉川町 桂建築設計事務所 佐田建設
吉祥院総合センター 京都市 京都市住宅局庁舎営繕課 田中工務店
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中村公園プラザ 名古屋市 名古屋市建築局 佐藤工業・杉本組共同企業体
岐阜メモリアルセンター 岐阜市 岐阜県総務部管財課／日建設計 大日本土木・土屋組・大武建設共同企業体
スポーツ振興富士研究所 静岡県小山町 大成建設設計部 大成建設
福祉健康センター／スポーツセンター棟 名古屋市 名古屋市建築局／内藤建築事務所 杉本組
草加市総合スポーツセンター 埼玉県草加市 梓設計 三井建設・谷古宇建設共同企業体
恵那市まきがね公園体育館 岐阜県恵那市 恵那市都市計画課 東急建設・大井建設共同企業体
名古屋市総合体育館 名古屋市 名古屋市建築局／梓設計 大林組・フジタ工業・西松

建設・五洋建設・東急建設共同企業体
越谷市立総合体育館 埼玉県越谷市 桂建築設計事務所 大林組・勝村組・本町高橋建設共同企業体
野幌総合体育館／道立野幌室内運動場 北海道江別市 北海道開発コンサルタント 伊藤組
和歌山市立体育館 和歌山市 梓設計 清水建設
甚目寺町総合体育館 愛知県甚目寺町 浦野設計 前田建設工業
瑞浪市民体育館 岐車県瑞浪市 丹羽英二建築事務所 五洋建設
市川市立南体育館 千葉県市川市 安井建築設計事務所 西武建設・大城組共同企業体
安八町総合体育館 岐阜県安八町 大建設計 西松建設・東海建設・三共組共同企業体
横浜ゴム湘南センター 神奈川県 日本設計事務所 清水建設
葛飾産業会館 東京都葛飾区 日本設計 間組
田山花袋記念館 群馬県館林市 桂建築設計事務所 小林工務店
府中博物館 東京都府中市 石本建築事務所 住友建設
館山市立博物館 千葉県館山市 公共建築設計事務所 青木建設・渡辺建設共同企業体
岐南町総合福祉センター 岐阜市 大建設計 鴻池組
松橋町総合体育文化センター 熊本県 梓設計 三井建設
飯能市郷土資料館 埼玉県飯能市 平安設計 市川建設
名古屋港ポートビル 名古屋市 光亜建築計画事務所 大林組・鴻池組・小原建設共同企業体
天王寺動物園コアラ舎 大阪市 大阪市整備局営繕部／類設計室 米田工務店
瑞浪市陶磁器会館 岐阜県瑞浪市 安井建築設計事務所 岐建木村・館林建設共同企業体
真正町保健福祉センター 岐阜県本巣郡 大建設計 上村建設
各務原市立中央図書館 岐車県各務原市 司設計 大日本土木
名古屋市南図書館・文化小劇場 名古屋市 名古屋建築局 麦島建設・水野工務店共同企業体
大洋薬品岐阜薬効研究所 岐阜市 国分設計 フジタ工業
オリエンタル酵母長浜研究所 滋賀県長浜市 竹中工務店設計部 竹中工務店
岐阜競輪正面スタンド 岐阜市 佐藤総合計画 大日本土木・土屋組共同企業体
大津市電算センター 大津市 丸山建築事務所 国土総合開発
中川ふれあいセンター 岐阜県大垣市 大垣市建築課／肥田設計 土屋組
岐阜県県民ふれあい会館 岐阜市 岐阜県管財課／日建設計・岬建築事務所共同企業体 大日本土木・鴻池組・

土屋組・市川工務店 共同企業体
長良川スポーツプラザ 岐阜市 岐阜県管財課／岬建築事務所 戸田建設・岐南興業共同企業体
一宮市庭球場 愛知県一宮市 石本建築事務所 中村工業
岐阜医療技術短期大学 岐阜県関市 日本設計 伊藤工務店
四日市大学総合政策学部 三重県四日市市 山下設計中部支社 鴻池組
大分社会保険職員宿舎 大分市 山田守建築設計事務所 佐伯建設

ホテル・商業・業務施設等
名称 所在地 設計 施工
JRセントラルタワーズ 名古屋市 JRセントラルタワーズ共同設計室 大成建設・鹿島・大林組・清水建設・熊谷組・竹中

工務店・鉄建・名工建設・ジェイアール東海建設共同企業体
プリンセス有馬 神戸市 昭和設計 前田建設工業
エクシブ鳥羽 三重県鳥羽市 安井建築設計事務所 大林組・清水建設共同企業体
ホテルニューオータニ 東京都千代田区 三菱地所 大成建設
ホテルキャッスルプラザ明石 兵庫県明石市 竹中工務店設計部 竹中工務店
茅ヶ崎第一ホテル 神奈川県茅ヶ崎市 ナベ設計 大日本土木
琉球サンロイヤルホテル 那覇市 三佼建築設計事務所 三井建設
岐阜キャッスルホテル 岐阜市 大日本土木設計部 大日本土木
エクシブ鳥羽アネックス 三重県鳥羽市 安井建築設計事務所 大林組
ホテル京阪京橋 大阪市 竹中工務店設計部 竹中工務店・京阪建設共同企業体
吉野安田ビル 東京都中央区 松田・平田・坂本設計事務所 大成建設
浅草ツカサビル 東京都台東区 ユニオン設計事務所 熊谷組
オーシャンプラザ赤池 名古屋市 久米建築事務所 フジタ工業
宮城トヨタ大河原営業所 宮城県大河原市 INA新建築研究所 鹿島建設
名東ビル 名古屋市 青島設計 住友建設
小倉ビル 東京都文京区 梓設計 竹中工務店
ヤマキ花鰹本社ビル 愛媛県伊予市 アルテカーサ 佐藤工業
代々木コミュニティビル 東京都渋谷区 日本技術開発 鹿島建設
明治乳業東京支社ビル 東京都墨田区 鹿島建設設計部 鹿島建設・銭高組・大木建設共同企業体
南塚口2丁目ビル 兵庫県尼崎市 松田・平田・坂本設計事務所 五洋建設
天正八戸の里ビル 東大阪市 類設計室 鴻池組・公成建設共同企業体
石川ビル 東京都墨田区 松田・平田・坂本設計事務所 戸田建設
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松山酒館ビル 松山市 住宅・都市整備公団 西松建設
渋谷区役所前駐車場 東京都渋谷区 三菱地所 東急建設・鹿島建設・大成建設・

清水建設・西武建設・吉原建設 共同企業体
大宮桜木町ビル 埼玉県大宮市 東海興業設計部 東海興業
上林ビル 京都市 東洋設計事務所 浅沼組
JA所沢市本店 埼玉県所沢市 埼玉県経済連一級建築設計事務所 平岩建設
ホテルセンチュリーイカヤ 新潟県上越市 清水建設設計部 清水建設
古川橋ショッピングセンター 大阪府門真市 丹青社 鹿島建設
国領駅前荻本ビル 東京都調布市 名古路建築設計事務所 フジタ工業
戸篠ビル 東京都杉並区 日本国土開発設計部 日本国土開発
サンク石川橋 名古屋市 青島設計 前田建設工業
綱島ビル 神奈川県厚木市 イズミ建築設計事務所 小田急建設
KMビル 東京都千代田区 竹中工務店設計部 竹中工務店
高島屋泉北店 大阪府堺市 高島屋工作所 ユタカ建設工業
大阪高島屋 大阪市 高島屋工作所 ユタカ建設工業
横浜高島屋 横浜市 松田・平田・坂本設計事務所 大林組
K&H	ビル 東京都豊島区 ビルト設計 中野組・興信建設共同企業体
産報新宿ビル 東京都新宿区 佐藤武夫設計事務所 佐藤秀工務店
新横浜ステーションビル 横浜市 城設計室 鴻池組
広瀬通りビル 仙台市 戸田建設設計部 戸田建設
江戸川木材本社ビル 東京都江戸川区 坂詰圀雄建築設計事務所 大林組
新宿旭ビル 東京都新宿区 連合設計社市谷建築事務所 熊谷組
東大通り野村不動産ビル 富山市 野村不動産一級建築士事務所 大林組
イ卜ーヨーカ堂/大宮店・綾瀬店 埼玉県 遠藤建築設計事務所 大成建設・戸田建設共同企業体
シンシア山手 名古屋市 青島設計 鹿島建設
狸小路商店街 札幌市 田上建設制作事務所 地崎工業
写研川越工業 埼玉県川越市 滝沢健児設計事務所 竹中工務店
久米ビル 東京都目黒区 竹中工務店設計部 竹中工務店
JR岐阜駅高架プラットホーム 岐阜市 JR東海建設工事部 鉄建建設・大日本土木・JR東海建設企業
富山ターミナルビル 富山市 JR西日本大阪工事事務所・鉄道会館一級建築士事務所 清水建設・佐藤工業共同企業体
東武鉄道竹の塚駅ビル 東京都足立区 清水建設設計部 清水建設・東武谷内田建設共同企業体
東武鉄道浅間台駅ビル 埼玉県越ヶ谷市 大建設計 清水建設・東武谷内田建設共同企業体
JR姫路駅コンコース・ショッピングセンター 兵庫県姫路市 リックデザイン 鹿島建設
JR京都駅 京都市 JR東海建設工事部/安井建築設計事務所 鉄建建設
JR名古屋駅プラットホーム 名古屋市 JR東海建設工事部 大成建設
宝文堂ビル 札幌市 サン設計 大成建設
センターズビル 宇都宮市 藤原設計事務所 竹中工務店
川崎港港湾振興会館 神奈川県川崎市 川崎市建築部/桂建築設計事務所 西松建設・東亜建設・池田建設共同企業体
卜ーヨコエンジニアリング本社ビル 横浜市 山下設計 卜ーヨコ建設
東燃石油化学技術開発センター 神奈川県川崎市 日本設計 清水建設
日本B	・C・G研究室 東京都清瀬市 篠原設計事務所 鹿島建設
伊勢半筑波研究所 茨城県水海道市 前田建設工業設計部 前田建設工業
相互生物医学研究所川越棟 川越市 松田・平田・坂本設計事務所 大成建設
バイオ科学研究所 山形市 本間利雄設計事務所 山形建設
協和発酵医薬研究所 静岡県三島市 松田・平田・坂本設計事務所 大成建設
本田技研伊東研究所 静岡県伊東市 石本建築事務所 大日本土木
金山電報電話局 名古屋市 NTT東海総支社 大日本土木
北海道情報技術研究所 北海道江別市 梓設計 大林組
法仙坊ゴルフ倶楽部ハウス 岐阜県美濃可茂市 服部都市建築設計事務所 佐藤工業・金下工業共同企業体
味覚糖(株)奈良工場 奈良県大和郡山市 竹山実建築綜合研究所 東海興業
富士写真フィルム小田急グリーンセンター 神奈川県小田原市 鹿島建設設計部 鹿島建設
JR東日本大宮事務所ビル 大宮市 JR東日本建築事務所 東鉄工業
北京都信用金庫本店ビル 京都府宮津町 吉村建築事務所 大林組・金下建設共同企業体
留萠信用金庫本店 北海道留萠市 北海道日建設計 大成建設・佐藤工業・山高建設共同企業体
大須駐車場 名古屋市 名古屋市建築局/国分設計 浅沼組・日東建設共同企業体
福岡銀行姪浜支店 福岡市西区 戸田建設 戸田建設
JR西日本バスビル 大阪市此花区 大林組 大林組
三洋機工技術センター 愛知県北名古屋市 浦野設計 清水建設
坂角総本舗本社・店舗 愛知県東海市 青島設計 竹中工務店
沖縄サザンビーチホテル 沖縄県 竹中工務店　設計部 竹中工務店
Ｔ－Ｖillage 岐阜県多治見市 トヨタＴ＆Ｓ建設一級建築士事務所 トヨタＴ＆Ｓ建設
とうしん学びの丘エール 多治見市虎渓山町 ㈱サニー建築設計 吉川組
JA愛知北岩倉支店 愛知県岩倉市 JAあいち経済連設計 鴻池組名古屋支店
JAあいち尾東米野木支店 愛知県日進市 JAあいち経済連設計 太啓建設
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集合住宅等
名称 所在地 設計 施工
コスモ鶴見 横浜市 リクルートコスモ/田口設計 佐藤工業
第5スエヒロハイツ 大阪市 小河建築設計事務所 竹中工務店
アルファガーデン錦町 香川県高松市 穴吹興産設計部 穴吹工務店
東京消防庁職員足立住宅62	 東京都足立区 東京消防庁施設課/渡辺公一建築設計事務所 金沢建設・増田建設共同企業体
藤ヶ丘一丁目マンション 横浜市 日立建築設計事務所 新建設
マック西新宿 東京都新宿区 マックホームズ一級建築士事務所 大日成建設
コーシャハイム松ヶ谷 東京都八王子市 東京都住宅供給公社 山口建設・鈴木組
日吉マンション 横浜市 竹中工務店 竹中工務店
田辺角店鋪併設住宅 名古屋市 名古屋市住宅供給公社 徳倉建設
地産ひょうたん山マンション 名古屋市 永井・多田建築事務所 鹿島建設
イ卜ーピア東砂 東京都江東区 伊藤忠不動産/西松建設 西松建設
レジダンスド仙台 仙台市 INA東建築研究所 間組
シャルマンコーポ小竹向原 東京都板橋区 環建築設計事務所 東レ建設
グリーンヒル相生山 名古屋市 住宅・都市整備公団/青島設計 名工建設・栄興建設共同企業体
品川シーサイドフォレスト 東京都品川区 鹿島建設/建築設計本部 鹿島建設
4－白壁2丁目ビル 名古屋市 住宅・都市整備公団/中部都市整備センター 村武建築
ロワイヤル広畑 姫路市 遠藤剛生建築設計事務所 赤鹿建設
グランドメゾン丸山公園 名古屋市 セキスイハウス特建事業部/RIA建築綜合研究所 西松建設
ストーク音羽 東京都文京区 三和ビル建設設計課 戸田建設
グランドメゾン本山 名古屋市 セキスイハウス特建事業部/青島設計 檜工務店
晴海一丁目地区一種市街地再開発 東京都中央区 住宅・都市整備公団/三井建設一級建築士事務所 三井建設・清水建設・松村組・新井組共同企業体
上用賀住宅 東京都世田谷区 竹中工務店 竹中工務店
西一ビル 名古屋市 丹羽英二建築事務所 大成建設
オーク・スクェア西神中央 神戸市 安井建築設計事務所・ネオマー共同設計体 大日本土木
パリシャトー 和歌山市 津本建築設計事務所 竹中工務店
ダイアパレス玉川 金沢市 中島建築設計事務所 東洋建設・中村工務店共同企業体
元一東民施A-27号 東京都北区 住宅・都市整備公団／三衛建築設計事務所 竹中工務店
ライオンズマンション城北公園 名古屋市 白井設計 西松建設
レジデンス港陽 名古屋市 杉本設計 熊谷組
横浜山手住宅 横浜市 竹中工務店 竹中工務店
北23条マンション 札幌市 住友不動産一級建築士事務所 新井組
ナリタビル第一・第二 名古屋市 青島設計 鉄建建設
円山公園マンション 札幌市 ミオ建築設計北海道事務所 島藤建設工業
旭山シャ卜ー桂和 札幌市 石本建築事務所 松村組
ビューコー卜金町マンション 東京都葛飾区 清水建設 清水建設
グランドメゾン津田沼 千葉県習志野市 積水ハウス都市開発部／オーシャンコンサルタント 鹿島建設
ヴェール久我山 東京都杉並区 住宅・都市整備公団 大成建設
第二東北沢ハウス 東京都世田谷区 住友不動産一級建築士事務所 大林組
ライオンズマンション平井 東京都江戸川区 トルテック都市建築設計事務所 東洋建設
フリーデンハイム宇都宮 宇都宮市 アトリエ・ラムダ・山田智念建築設計事務所 熊谷組
浦和元町二丁目再開発 浦和市 I・C・D都市計画事務所 佐藤工業・斎藤工業・松栄建設共同企業体
立正ハイツ 熊谷市 光冠建築設計事務所 中野組
名古屋市消防局明野宿舎 名古屋市 名古屋市建築局／源建築設計事務所 山田建設
サンロイヤル神戸元町 神戸市 IAO竹田設計室 フジタ工業
久屋グリーンビル 名古屋市 辻阪設計 前田建設工業
メゾン中央台 愛知県春日井市 住宅都市整備公団／青島設計 岐建木村・木内建設・徳倉建設共同企業体
メゾン中央台N棟 愛知県春日井市 住宅都市整備公団／青島設計 名工建設・石田組・須山建設共同企業体
シティライフ麻布10番 東京都港区 松田・平田・坂本設計事務所 東急建設
NEOダイキョー三の宮 神戸市 瀬戸本淳建築研究所 竹中工務店
南行徳マンション 東京都江東区 新日本設計 戸田建設・小松建設工業共同企業体
ダイアパレス西巣鴨 東京都豊島区 ダイア建設設計部 西松建設
郵政互助会マンション 鹿児島市 衛藤中山建築事務所 飛島建設
谷町四丁目シティハイツ 大阪市 住宅・都市整備公団 浅沼組・甲南建設共同企業体
JR東海グループ社員寮 名古屋市 JR東海建設 JR東海建設
武庫の荘パームハイム 兵庫県尼崎市 タウン設計 熊谷組
ダイアパレスあざみの 横浜市 ダイア建設設計部 日本国土開発
栄メンバーズ 名古屋市 横井建築設計事務所 清水建設
ディアハイム北品川 東京都品川区 連合設計社市谷建築事務所 鹿島建設
宮ヶ丘マンション 札幌市 住友不動産一級建築士事務所 清水建設
パークハイツ安方 青森市 久慈一戸建設事務所 清水建設
ニックハイム赤羽 東京都北区 日栄住宅資材 日産建設
興和南麻布 東京都港区 ホーマットホーム 大林組
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メイゾン高井戸 東京都杉並区 岩佐建築設計事務所 鴻池組
メイゾン鞍馬口 京都市 ＤＥＴＯＭ都市設計室 竹中工務店
ライオンズマンション二俣川 横浜市 久米建築事務所 鴻池組
ルミエール麻布 東京都港区 リード環境設計研究所 間組
ワコール三軒茶屋 東京都世田谷区 東急設計コンサルタント 東急建設
南与野マンション壱・弐番館 埼玉県与野市 JR東日本建築事務所 鉄建建設
興和元麻布 東京都港区 ホーマットホーム 大林組
ライオンズガーデン富士見台 東京都練馬区 環境開発研究所 間組
池田サニーフラット 大阪府池田市 蔵建築設計事務所 浅沼組
ライオンズプラザ南太田第二 横浜市 秀研設計 住友建設・馬淵建設共同企業体
目白シティハウス 東京都豊島区 住友不動産一級建築士事務所 竹中工務店
西寺尾テラス 横浜市 AIU建築設計事務所 熊谷組
卜ーア虎ノ門 東京都港区 山下建築企画研究室 フジタ工業
林原研究所独身寮 岡山市 藤本設計 大末建設
ライオンズマンション第六江坂 大阪府吹田市 小西設計 銭高組
ロワイヤル船場 兵庫県姫路市 遠藤剛生建築設計事務所「 赤鹿建設
サンパレス新宿 東京都新宿区 三菱地所 間組
岡崎ガーデンズ 京都市 アーバンスペース設計事務所 竹中工務店
東山サナトリウム 京都市 南建築事務所 清水建設
パークテラス桃山 京都市 関西建築設計事務所 藤井組
芦谷フラッツ 兵庫県芦屋市 小林恒雄建築研究所 清水建設
第二南榎公社分譲住宅 大阪府堺市 浪速設計事務所 日本国土開発・狭間組建設共同企業体
サザンヒル八事 名古屋市 住宅・都市整備公団/名古屋市住宅供給公社 名工建設・錢高組・西松建設
エリゼ熱川 静岡県東伊豆町 間組設計部 間組
西武コンドミニアム 札幌市 中央企画設計事務所 拓那建設
シティ能見台A棟・E棟 横浜市 東急設計コンサルタント 熊谷組・東急建設
朝日プラザCITY	サザンパーク 大阪市 AAA総合設計 東急建設
アーバンドエール東山 名古屋市 住宅・都市整備公団 水野建設
ライブタウン南生田 神奈川県川崎市 盟建築設計事務所 新建設
グランドメゾン徳川 名古屋市 セキスイハウス特建事業部／M&M建築総合企画 東洋建設
ロイヤルグリーン松戸 千葉県松戸市 ニチモ設計部 間組
ラグーナ蒲郡リゾート	ラ・メルカーサ 愛知県蒲郡市 青島建設 竹中工務店
ザ・パークハウス八幡山 愛知県名古屋市 三菱地所設計 大鉄工業
ブランズ滝川 愛知県名古屋市 IAO武田設計 村本建設
ビィアーレ星が丘の森 愛知県名古屋市 IAO武田設計 長谷工コーポレーション
ローレルコート八事広路町 愛知県名古屋市 プランテック 共立建設
ZOOM東陽町 東京都江東区 イクス・アーク都市設計 福田組
摩耶シティ 兵庫県神戸市 光井純＆アソシエーツ建築設計事務所 大鉄工業
ブランズ本八幡 千葉県市川市 スタイレックス 大日本土木
プレミスト新宿都庁前 東京都新宿区 長谷建築設計事務所 大和小田急建設
千石２丁目計画 東京都文京区 前田建設工業　一級建築士事務所 前田建設工業

SINGAPORE
TILE SIZE QTY(㎡) PROJECT NAME ARCHITECT
194×194mm 42,000 Braddell	Height	Housing	Project. URA	Architect
194×194mm 18,000 Arcadia	Gardens	Condominium	Housing	Project. URA	Architect
95×45mm 26,000 Tai-Pan	Ramada	Hotel Architects	Team	3
194×94mm 27,000 Jurong	Town	East	Condominium	Housing	Project URA	Architect
227×60mm 9,500 Albert	Complex. URA	Architect
227×60mm 11,000 Changi	Airport	Passenger	Terminal	BuildingⅡ PWD	Architect
150×150mm 9,200 Ministry	of	Labour	Office	Building	Singapore. URA	Architect

HONGKONG
227×60mm 27,300 Ma	Cha	Hang	Phase	1 Housing	Architect
95×45mm 7,000 HKHA	Development	of	Shek	Lei	Est.Ph.1&2 Hong	Kong	Housing	Authority
45×45mm 8,100 Shum	Chan	Government	Custom	Building Government	Officials	Of	China
227×60mm 20,600 Shouson	Hill	Private	Residential	Bungalo Kumagai	Design
94×94mm　194mm×94mm　
227×60mm　 4,000 Hong	Kong	Space	Museum	Recladding Hong	Kong	Governmet	Architectual	Service	Dept.
95×45mm 10,000 Junk	Bay	Police	Station Hong	Kong	Governmet	Architectual	Service	Dept.
95×45mm 14,000 Private	Residential	Development	At	Kotewall	Road Ronald	Chan	Associate
95×45mm 18,000 Commercial	Development	At	108,	Gloucester	Road Chow	Lam	Architects
45×45mm 13,000 Industrial	Building	At	Tsuen	wan-New	Tech	Centre Ng	Chun	Man	&	Associates
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45×45mm 25,000 Residential	Development	At	TWTL	329 Ng	Chun	Man	&	Associates
95×45mm 7,000 Entertainment	Plaza	at	Sha	Tsui	Road,	Tsuen	Wan,	N.T. Ronald	in	and	Associates
95×45mm　45×45mm 38,000	32,200 Sunshine	City	at	Ma	on	Shan,	N.T. E	Man	Construction	Co.,Ltd.
95×45mm 10,500 20-22	Macdonnell	Road	Residential	Development E	Man	Construction	Co.,Ltd.
95×45mm 8,000 彩虹工貿大廈 海南 子設計院
95×45mm HKHA	Redevelopment	of	Lei	Muk	Shue	Estate	Phase	3 Ling	Chan	+	Partners	Ltd.
95×45mm HKHA	Redevelopment	of	Tai	Wo	Hau	Estate	Phase	6 Hong	Kong	Housing	Authority	(HKHA)
95×45mm HKHA	Redevelopment	of	Lam	Tin	Estate	Phase	6 Hong	Kong	Housing	Authority	(HKHA)
145×45mm Main	Block	of	Shatin	Sewage	Treatment	Works	Stages	3	

Extension,Phase	1 Drainage	Service	Department

95×45mm　145×45mm Sai	sha	Road	Widening	Between	Kam	Ying	Road	&	Future	
Trunk	Road	T	7	Junction Highways	Department

94×94mm A	Primary	School	at	Ma	Wan Architectual	Service	Department
94×94mm　95mm×45mm　
227×60mm　294×294mm　 School	Development	at	Tung	Chung	Area	20	&	40 Architectual	Service	Department
95×45mm　45×45mm HKHA	Redevelopment	of	Lei	Yue	Mun	Estate	Phase	1 Hong	Kong	Housing	Authority	(HKHA)
95×45mm Construction	of	Shopping	Centre,Residential	Care	

Home	For	Elderly Hong	Kong	Housing	Authority	(HKHA)

JUPIA (RCHE)	and	Day-Care	Centre	for	the	Elderly	at	Shun	
Lee	Estate (Commercial	Properties	Division)

94×94mm 45,000 City	University	of	Hong	Kong	Student	Hostels	Phase	1-3	Devel-
opment	at	Cornwall	Street,	Kowloon	Tong,	Kowloon,Hong	Kong RMJM	Hong	Kong	Ltd.

227×60mm 5,000 D.D.217	Man	Kei	Toi,Pak	Sha	Wan,Sai	Kung Ronald	Lu	&	Partners(H.K.)Ltd.

MALAYSIA
95×45mm	194×94mm 23,900	1,500	 IBM	Plaza,	Malaysia, T.R.	Hamzah	＆	Yeang	SDN.BHD.
94×94mm 9,000 Makissa	20	Storey	Office	and	Complex Pakatan	Reka
45×45mm　227×45mm 3,000 Kuala	Lumpur	Station Perunding	Alam	Bina

TAIWAN
194×54mm 5,000 Kuo	Yang	Building	/	国揚ビル 国揚建設建築師事務所
227×60mm 24,800 Tristar　Tower	/	天廈ビル 劉祥宏建築師事務所
45×45mm　95×45mm 60,000 Taipei	International	Office	Bulding	/台北国際商業大樓 国泰建設設計部
45×45mm　95×45mm 15,000 Shih-Wei	Office	Building	/	四維商業大樓 国泰建設設計部
94×94mm	 15,000 Bank	of	Taiwan C.D	Architects	&	Associates
154×54mm 6,700 Unitraise	Head	Office Shu-yu-fu	Architects
95×45mm 32,000 Lin	Eng	Hotel	Kaousiung Lin	Eng	Architects
145×45mm 54,000 Lin	Kow	(林口)	Residential 国泰建設設計部

CHINA
45×45mm 16,000 Shenzhen	Customs	Administration	Office	Building	/	

深圳海関行政大樓

95×45mm 37,600 Shenzhen	Finance	Centre	/	深圳金融中心
95×45mm 23,000 Holiday	Inn	Dalian	/	大連九州飯店
95×45mm 7,400 Wa	Fat	Bungalows wa	Fat	Group	(Zhuhai)	Company
95×45mm 30,000 Yeam	Lam	Garden	/	海南椰林花園 Du	Hua	Basic	Engineering	Co.
95×45mm 41,200 World	Trade	Centre	Hoi	Nam
95×45mm 8,700 Rainbow	Hotel	in	Hoi	Nam	Dao

MACAU
95×45mm 54,400 Choc	Van	Bungalows Nissan	Property	Investment	Co.,Ltd.
142×142mm	 6,400 Portas	Do	Cerco	Project Teixeira	Duarte	S.A.
95×45mm	 13,000 Hwa	Jung	Building Hwa	Jung	(Macau)	Construction	&	Land	Co.,Ltd.
95×45mm　145×45mm 26,000	570 New	Century	Hotel Meng	Fal	Engineering	&	Construction	Company
95×45mm 11,200 Volvo	Garden Coneer	Engineering	Ltd.
45×45mm	 10,000 Fortune	Hotel China	Construction	Engineering(Macau)	Co.,Ltd.
45×45mm 4,700 Police	Station	No.1 Teixeira	Duarte	S.A.

BRUNEI
45×45mm	 11,700 Abdul	Razak	Complex	Block	H,	I&J Thomas	Chin	&	Associate
227×60mm 5,300 Complex	Mohammad	Yussof,Bsb Arkitek	Sigma
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