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事 業 概 要

会 社 名 日本宣伝美術株式会社

所 在 地 本　　　社

川口事業所

北陸営業所

東京都中央区京橋2丁目5番12号

埼玉県川口市戸塚1丁目12番16号

富山県高岡市井口本江6 4 0 - 2

代 表 者

資 本 金

営 業 種 目

ス タ ッ フ 構 成

業 者 登 録

取 引 銀 行

代表取締役 中 平 充 海

設 立 年 月 日 昭和30年（1955年）1月13日

5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円

サイン工事設計施工

営 業

三菱東京UFJ銀行 　京 橋 支 店 　

み ず ほ 銀 行 　京 橋 支 店 　

み ず ほ 銀 行 　銀座中央支店　

り そ な 銀 行 　東京中央支店　

三井住友銀行　 京 橋 支 店 　

高岡信用金庫　 駅 南 支 店 　

建築業者登録　鋼構造物工事業　東京都知事　第 5 9 0 1 3 号

屋外広告業    東京都知事 都広  第 1 7 2 7 号

鋼 構 造 物 設 計 施 工

　  8名 デザイン 　  6名

監 理 　  4名設 計 　  3名

経 理 　  1名



事 業 沿 革

昭 和 ２ ０ 年

昭 和 3 0 年

昭 和 3 5 年

昭 和 3 9 年

昭 和 4 0 年

創業者　　中 平 繁 一 　 銀座工房を設立

銀座工房発展的解消し

日本宣伝美術株式会社を設立

東京都主催第14回屋外広告物審査会にて
当社製作品
（1等　サン・モトヤマ　２等　フジヤ・マツムラ
    3等　オリーブ）　３賞受賞

東京オリンピック大会開催に当たり大会準備建設委員の
ご指名により駒沢オリンピック公園サイン工事・
明治神宮室内プールサイン工事を施工

関東地区広告美術業組合連合主催
東京都後援第３回広告美術コンクール入選

昭 和 4 1 年 関東地区広告美術業組合連合主催
東京都後援第4回広告美術コンクール理事長賞受賞

昭 和 4 2 年 関東地区広告美術業組合連合主催
東京都後援第5回広告美術コンクール東京都知事賞受賞

昭 和 4 4 年 第22回東京都屋外広告物コンクール入選



1月 学校法人　青山学院　サイン工事昭和50年

2月 ドイツ民主共和国大使館　サイン工事

3月 東京電気通信局建設部　システムサイン工事

日動火災海上保険　多摩支部　サイン工事

4月 東京銀行　新橋支店　サイン工事

6月 東京銀行　日比谷支店　サイン工事

日動火災海上保険　池袋支部　トータルサイン工事

8月 小田急　新宿駅西口地下街　エースタウン　トータルサイン工事

9月 東京住友信託ビル　トータルサイン工事

11月 全日空　名古屋空港　サイン工事

4月 青山ベルコモンズ

5月 高根公団駅ビル　SCサンプロムナード　トータルサイン工事

6月 海老屋総本舗　外装サイン工事

7月 千疋屋総本店　トータルサイン工事

8月 ヴィクトリア横須賀店　外装サイン工事

9月 中央競馬会　馬事公苑　システムサイン工事

10月 小田急線　町田駅　トータルサイン工事

東京銀行　銀座支店　サイン工事

11月 パンアメリカン航空　帝国ホテル内チェックオフィス設置工事

12月

1

日本IBM　国立科学博物館　展示工事

昭和51年



2

2月 帝国ホテル　総合キャッシャークローク（本館M階）設置工事昭和52年

3月 福島ホテル辰己屋　トータルサイン工事

4月 港南台　SCテスコ　トータルサイン工事

6月 東京銀行　八重洲通り支店　サイン工事

7月 東京銀行　銀座支店　サイン工事

新京成線　新津田沼駅　トータルサイン工事

9月 安田火災美術財団　東郷青児美術館　サイン工事

日本赤十字社　金属フレーム工事

6月 日動火災海上保険　千葉支店　サイン工事

日動火災海上保険　船橋支店　サイン工事

8月 ラフォーレ修善寺　トータルサイン工事

10月 日動火災海上保険　埼玉支社　トータルサイン工事

11月 町田市役所　サイン工事

12月 第15森ビル　ネオンサイン工事

2月 日本IBM　飯倉事業所　トータルサイン工事

4月 全日空　高知空港　サイン工事

8月 全日空　釧路空港　サイン工事

9月 厚木市民文化会館　トータルサイン工事

10月 SCヴェルデ浦和　トータルサイン工事

5月 アマダ・マシンツール本社工場　第2期工事

3月 東京航空食品　成田エアーポートレストハウス　トータルサイン工事

日本航空　成田空港　メンテナンスコントロールボード設置工事

小田急線　代々木上原駅　トータルサイン工事　

昭和53年
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昭和53年 11月 協和銀行　京橋支店　サイン工事

全日空　羽田空港　サイン工事　

12月 入間川ショッピングセンター　サイン工事
文部省　国立中央青年の家　システムサイン工事

1月 千代田火災海上保険　本社　サイン工事

2月 日動火災海上保険　西東京支店　トータルサイン工事

4月 日本IBM　藤沢工場　サイン工事

5月 東京銀行　本店・別館　トータルサイン工事

6月 国家公務員組合　竹橋会館　トータルサイン工事

9月 アマダ・マシンツール本社工場　第３期システムサイン工事

木曽　グランドホテルつたや　トータルサイン工事

10月 上野風月堂　本店　トータルサイン工事

11月 千代田火災海上保険　北関東支店　トータルサイン工事

8月 日本IBM　仙台事業所　サイン工事

全日空　千歳空港　サイン工事

7月 財団法人日本遺族会　九段会館　トータルサイン工事

全日空　広島空港　サイン工事

熱海ホテルニューアカオ　サイン工事

昭和54年

2月 熱海ホテル大野屋　トータルサイン工事

3月 山形全逓会館　サンシャイン山形　トータルサイン工事

4月 筑波学園インターナショナルセンター　サイン工事

日本平ホテル　トータルサイン工事

日本IBM　野洲工場　サイン工事

昭和55年
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6月

7月

東亜国内航空　三沢営業所　壁面サイン工事

国家公務員共済組合　江ノ島向洋荘　トータルサイン工事

宇都宮ロイヤルホテル　トータルサイン工事

千代田火災海上保険　事務センター　トータルサイン工事

第23森ビル　ネオンサイン工事

アマダ・マシンツール本社工場　第4期システムサイン工事

8月 泰野市文化会館　トータルサイン工事

鬼怒川プラザホテル　トータルサイン工事

秋田泰山荘　トータルサイン工事

ホテルお茶の水イン　サイン工事

八千代信用金庫　CDコーナーボックス設置工事

10月 東急つくし野駅前　シンボルサイン工事

11月 志賀高原熊の湯ホテル　トータルサイン工事

12月 熱海ホテルニューアカオ　外壁ネオンサイン工事

日動火災海上保険　本社　サイン工事

小田急線　新宿駅　サイン工事

第9森ビル　ネオンサイン工事

第12森ビル　ネオンサイン工事

第15森ビル　ネオンサイン工事

昭和55年

2月 東亜国内航空　エマージェンシーチェックボード工事

3月 多治見市文化会館　トータルサイン工事

小田急線　百合ヶ丘駅　第2種駅名サイン工事

農林水産省共済組合　南青山会館　サイン工事

4月 サンシャイン摩天楼大飯店　サイン工事

小田急線　向ヶ丘遊園駅　サイン工事

日本ランディック　本社　トータルサイン工事

5月 サンシャイン味の小路　サイン工事

6月 全逓鳥取ステーションホテル　トータルサイン工事

諏訪シティホテル　成田屋　トータルサイン工事

昭和56年
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6月  全逓鳥取ステーションホテル　トータルサイン工事

諏訪シティホテル　成田屋　トータルサイン工事

7月 松田町民文化センター　サイン工事

小田急不動産　大泉学園営業所　サイン工事

8月 日本ランディック　西新橋ビル　サイン工事

 江ノ島全逓会館　サイン工事

 沼田電報電話局　サイン工事

9月 日動火災海上保険　茨城支社　トータルサイン工事

ホテルセントラーザ成田　トータルサイン工事

小田急線　百合ヶ丘駅　サイン工事

10月 SC経堂ジョイフル　トータルサイン工事

日本IBM　厚木センター　トータルサイン工事

12月 四街道町文化センター　サイン工事

水道橋全逓会館　サイン工事

日本IBM　本社　サイン工事

昭和56年

1月 茨城電気通信部庁舎　サイン工事

第22森ビル　ネオンサイン工事

2月 東陽町団地　交通システムサイン工事

小田急線　本厚木駅　サイン工事

小田急線　新宿駅　掲示板新設工事

日動火災海上保険　江東支社　サイン工事

3月 沖縄全逓会館　トータルサイン工事

小山市市民病院　トータルサイン工事

日動火災海上保険　和歌山支社　トータルサイン工事

日本IBM　川崎事業所　ネオンサイン工事

小田急線　新宿駅　第1種駅名サイン工事

5月 日本IBM　野洲工場　事務棟サイン工事

日本IBM　川崎事業所　トータルサイン工事

王子シネマビル　トータルサイン工事

昭和57年
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5月 ヴィクトリア洋菓子　各支店　ファサードサイン工事

オンワード樫山健保組合　樫の木荘　トータルサイン工事

丸ビル外装改修工事　各社トータルサイン工事

小田急線　東林間駅　広告サイン工事

7月 小山市保健福祉センター　館内サイン工事

長野ホテルNAKAMURAYA　トータルサイン工事

熱海　富士屋ホテル　館内サイン工事

磐梯熱海　紅葉館　トータルサイン工事

8月 東京理科大学記念図書館　トータルサイン工事

小田急線　経堂駅　広告サイン工事

9月 虎ノ門40森ビル　トータルサイン工事

10月 日本IBM　川崎事業所　トータルサイン工事

厚木市民文化会館　トータルサイン工事

11月 鬼怒川グランドホテル　トータルサイン工事

12月 日本輸出入銀行　曙橋研修会館　館内サイン工事

日本IBM　飯倉事業所　トータルサイン工事

西新宿ホテル　電光システムサイン工事

昭和57年

1月 対島空港　日本近距離航空　サイン工事

川越富士学院　トータルサイン工事

2月 国際電信電話（株） 新橋局　サイン工事

3月 帝国ホテル（インペリアルタワー） サイン工事

日産自動車　東京体育センター　トータルサイン工事

4月 三田43森ビル　サイン工事

5月 日本IBM　日比谷P.S.C　トータルサイン工事

6月 藤沢法華クラブ　トータルサイン工事

9月 九段会館　トータルサイン工事

昭和58年
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9月 東京スタイル本社　サイン工事

10月 小田急線　成城学園前駅　広告サイン工事

11月 株式会社ライフ　新橋　広告塔工事

1月 東京銀行　横浜支店　サイン工事

3月 日動火災海上保険　金沢支社　トータルサイン工事

若潮会館　トータルサイン工事

4月 小田急線　代々木上原駅　広告サイン工事

東急ニュ－タウン　柏ビレッヂ　外構サイン工事

5月 日立電子サービス本社　サイン工事

6月 逗子市　市役所　トータルサイン工事

8月 日本IBM　札幌OAセンター　サイン工事

9月 日動火災海上保険　栃木支社　トータルサイン工事

10月 エス・エス・ティ総研　サイン工事

11月 日本IBM　野洲工場　広告塔工事

昭和59年

昭和58年

2月 国際興業グループ　花巻温泉ホテル千秋閣　トータルサイン工事

日本IBM　福岡事業所　広告塔及びトータルサイン工事　

3月 三井不動産　ホテルサンガーデンららぽーと　トータルサイン工事

日本IBM　大和研究所　広告塔及びトータルサイン工事

5月 森ビル観光　ラフォーレ琵琶湖　トータルサイン工事

6月 ARKテレビ朝日　広告塔及びトータルサイン工事

7月 富士ビューホテル　トータルサイン工事

昭和60年
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1月 ラフォーレ原宿　トータルサイン工事

3月 日本IBM　築地事業所　広告塔及びトータルサイン工事

4月 日本IBM　野洲工場　第5期トータルサイン工事

6月 国際興業グループ　山梨交通甲府駅前再開発バスシェルター工事
案内サイン　待合所建設工事

7月 東京共済会館　トータルサイン工事

8月 大阪建物　三田日東大ビル　壁面ビル名サイン工事

9月 練馬区医師会立　光が丘総合病院　トータルサイン工事

10月 山口不動産　ランドマークビル　トータルサイン工事

インペリアルホームズ　恵比寿スカイエビスビル　広告塔新築工事

12月 日本IBM　芝浦倉庫　トータルサイン工事

鈴木自動車　屋上ベンツマーク　広告塔新築工事

昭和61年

昭和61年

1月 東急ケーブルTV　トータルサイン工事

2月 福井パレスホテル　トータルサイン工事

3月 インペリアル7　ネオンサイン工事

5月 御成門第1ビル　トータルサイン工事

6月 東京銀行　八重洲通り支店　外部サイン新装工事

8月 新藤美術印刷　屋上広告塔新築工事

昭和62年

9月 日動火災海上保険　鹿児島支店　広告塔及びトータルサイン工事

年金事業団　津南大規模年金保養基地　トータルサイン工事

富獄カントリークラブ　トータルサイン工事　　

10月 日本IBM　神田事業所　広告塔及びトータルサイン工事
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9月 秋田ワシントンホテル　トータルサイン工事

10月 テレビ朝日　ネオンサイン工事

11月 大分ワシントンホテル　トータルサイン工事

12月 千葉ワシントンホテル　トータルサイン工事

東急ケーブルテレビジョン　トータルサイン工事

日本IBM　永田町事業所　広告塔新築工事

全日空　大阪ビルディング　屋上広告塔及びトータルサイン工事

1月 日動火災海上保険　大泉支店　屋上広告塔新築工事

2月 社団法人経済団体連合会会館　サイン新築工事

3月 小田急不動産　本社　屋上広告塔新築工事

日動火災海上保険　鹿児島第2ビル　トータルサイン工事

5月 かんなみスプリングスカントリークラブ　トータルサイン工事

（株）ライフ神田　屋上広告塔新築工事

6月 東京銀行　神田支店　外部サイン工事

焼津観光ホテル　松風閣　トータルサイン工事

鈴木自動車　太田ショウルーム　トータルサイン工事

小田急線　全駅広報掲示板工事

東レ　森島ビル　トータルサイン工事

7月 ラフォーレ修善寺　外構・施設トータルサイン工事

9月 KODAK JAPAN　外構・施設トータルサイン工事

10月 日動火災海上保険　いわき支店　屋上広告塔新築工事

11月 日本ランディック　本社　トータルサイン工事

（株）ライフ　CIによる各支店支社サイン改装工事

8月 （株）ライフ新橋　屋上広告塔新築工事

　箱根ホテル　南風荘　トータルサイン工事

昭和63年

昭和62年
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1月 大阪建物　CIによる各ビルサイン改装工事

日動火災海上保険　金沢支店　メインサイン新築工事　

平成元年

昭和63年

2月 エーデルワイスゴルフクラブ　トータルサイン工事

小田急　藤沢ゴルフクラブ　トータルサイン工事

3月 神奈川県　茅ヶ崎体育館　トータルサイン工事

日本ランディック　本社　屋上広告塔新築工事

東京銀行　浅草支店　外部サイン工事

4月 日本IBM　大和研究所　トータルサイン工事

那珂川ホテルグリーンヒル　外構・施設トータルサイン工事

5月 日本IBM　箱崎事業所　トータルサイン工事

6月 横浜高島屋　物流センター　壁面マーク・社名製作施工

7月 エーデルワイスゴルフクラブ　トータルサイン工事

角筈区民センター　トータルサイン工事

8月 IDCジャパン鶴見物流センター　壁面ネオンサイン工事

イイノスポーツ・プラザU　独建サイン製作

9月 日本IBM　大和研究所　第2期工事追加サイン

10月 日比谷ダイビル新築工事　トータルサイン工事

山交百貨店　トータルサイン工事

11月 国際興業　三島ゴルフ　トータルサイン工事

函南スプリングスカントリークラブ　トータルサイン工事

12月 日動火災海上保険　富山支店　袖看板及び広告塔新築工事

日本IBM　大阪南港事業所　ビル名・内部・外部サイン工事

12月 （株）アルテリーベ　本社　トータルサイン工事

  北浦和ホテルアクロス　トータルサイン工事

  日本IBM　川崎東事業所　ネオンサイン及びトータルサイン工事
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8月 小田急線　各駅ポスター掲示板取付工事

10月 ムラーラ本牧　トータルサイン工事

厚木市総合福祉センター　トータルサイン工事

中伊豆ゴルフクラブ　トータルサイン工事

11月 山交湯村ショッピングセンター　トータルサイン工事

12月 HOTEL HOPS　トータルサイン工事

日動火災海上保険　福井支社　袖看板新設工事

2月 プリメール栗平　各種サイン工事

3月 旭川バスロケーション　システム製作

協和埼玉銀行　京橋・狭山・相原支店　各店舗サイン改修及び変更工事

TOKYU Harvest Club天城高原　トータルサイン工事

ライフ東京総合センター　壁面ネオン・内部・外部 サイン工事

5月 横浜市栄公会堂スポーツセンター　トータルサイン工事

SAビル　トータルサイン工事

7月 日本IBM　幕張ビル　トータルサイン工事

9月 幕張　ホテルフランクス　外壁ネオンサイン及びトータルサイン工事

麻布文明堂　屋上広告塔改修工事

宮ノ下富士屋ホテル　トータルサイン工事

10月 東京銀行　上野支店　外壁ネオンサイン工事

財団法人全国市長会館　独建サイン工事

11月 小田急線　町田駅　広告サイン新設工事

平成3年

4月 長野駅前シーワンビル　屋上広告塔新築工事

図研研究所　トータルサイン工事

6月 町田市立総合体育館　トータルサイン工事

ラフォーレ那須　トータルサイン工事

7月 清里富士屋ホテル　外部・内部サイン工事

平成2年
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1月 日本IBM　幕張事業所　トータルサイン工事

2月 ホテルブエナビスタ（松本）　立体駐車場サイン工事

3月 小田急線　成城学園前駅　コンコース広告サイン工事

平川病院　トータルサイン工事

竹橋合同ビル　トータルサイン工事

4月 ホテル青森　ネオンサイン及びトータルサイン工事

TOKYU Harvest Club鬼怒川　トータルサイン工事

5月 蓼科高原カントリークラブ　トータルサイン工事

6月 経堂ジィフル　リニューアルトータルサイン工事

アマダ　イーストブロック研修棟　トータルサイン工事

箱根ホテル　トータルサイン工事

ランディック　白金台ビル　トータルサイン工事

7月 横浜市総合保険医療センター　トータルサイン工事

小田急線　新宿駅　人工地盤　広告サイン工事

ラフォーレ蔵王　トータルサイン工事

8月 東京銀行　神田支店　外部建植サイン改修工事

豊橋バスロケーション停留場　標識製作

9月 アマダ　ウエストブロックソフト工房　トータルサイン工事

芝廣済堂ビル　サイン工事

あさひ銀行　行名変更工事

平成4年

平成 3年 11月 ホテルブエナビスタ（松本）トータルサイン工事

東京駅大丸　ネオン改修工事

台東区立　浅草橋区民会館　トータルサイン工事

12月 日比谷ダイビル2期工事　トータルサイン工事

日本IBM　大和研究所　ネオンサイン改修工事

高山ランド日暮里ビル　トータルサイン工事

神奈川県警察本部庁舎　トータルサイン工事
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平成 5年 1月 ベンツ太田ショールーム　外部看板改修工事

アイクラブ菅平　トータルサイン工事

2月 サンウエスト山手ビル　トータルサイン工事

日本IBM　幕張事業所　トータルサイン工事

学校法人和光学園　トータルサイン工事

小田急線　渋沢駅　広告サイン工事

3月 ラフォーレ琵琶湖　外構サイン工事

セイコー電子工業　サイン工事

4月 水産庁金沢中央水産研究所　内部・外部サイン工事

馬門温泉富士屋ホテル　トータルサイン工事

5月 ラフォーレ原宿・小倉　屋上外壁サイン工事

ラフォーレ原宿・新潟　袖看板工事

茨城県立カシマサッカースタジアム　サイン工事

6月 読売日本サッカースタジアム　サイン工事

小田急線　新百合ヶ丘駅　広告サイン工事

7月 塩壷温泉ホテル　トータルサイン工事

季美の森ゴルフクラブ　サイン工事

8月 メルセデスベンツ　サイン工事

鎌倉歐林堂　トータルサイン工事

平成4年 10月 日産自動車健保組合　那須保養荘　トータルサイン工事

東京消防庁　四谷消防署　トータルサイン工事

EXPASS　フィットネスクラブ　トータルサイン工事

11月 高崎駅前バスターミナル　サイン工事　

アマダ検収工場　サイン工事

ゴールデンレイクスカントリークラブ　サイン工事

12月 泉郷プラザホテル　トータルサイン工事

9月 ラフォーレ原宿パート1　屋上ネオン改修工事

西新橋第20森ビル　トータルサイン工事
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平成 6年 1月 ラフォーレ山中湖　トータルサイン工事

日動火災海上保険　熊谷支店　トータルサイン工事

2月 マルゼン　新社屋屋上広告塔　社名サイン工事

茅ヶ崎中央病院　トータルサイン工事

3月 KKR  HOTEL  TOKYO　トータルサイン工事

相模大野 南新町商店街　シンボルアーチ工事

神田 大朋ビル ビックエコー　屋上広告塔工事

新宿区立 榎町児童館　トータルサイン工事

プロミス（株）長野駅前　屋上ネオン広告塔工事

4月 アメリカンファミリー生命保険　調布ビル　トータルサイン工事

20森ビル 東京銀行　新橋支店　袖看板行名サイン工事

JPモルガン　赤坂パークビル　トータルサイン工事

富田建物　長野駅前ビル　テナント突出照明看板工事

5月 茨城県友部町『ふれあい館』　トータルサイン工事

ベンツ　外構サイン工事

6月 『やまびこスケートの森』アイスアリーナ　トータルサイン工事

小田急線　相模大野駅　自立広告サイン工事

7月 府中市清水が丘高齢者在宅サービスセンター　トータルサイン工事

ラフォーレ琵琶湖　内部・外構サイン改修工事

平成5年 10月 神田大朋ビル　テナントサイン工事

長谷工コーポレーション・グランナチュール　トータルサイン工事

日動火災海上保険　首都南支店　屋上広告塔改修工事

11月 茅ヶ崎看護福祉専門学校　トータルサイン工事

日動火災海上保険　横浜中央支社　広告塔及び袖看板改修工事

神田サクラホテル　トータルサイン工事

夏油高原スキー場　トータルサイン工事

小田急　経堂ジョイフル　看板増設工事

12月 ムトーエンジニアリング　トータルサイン工事

アメリカンファミリー生命保険　調布ビル　外壁ネオンサイン工事
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1月 虎ノ門36森ビル・プラザ36　店舗サイン工事

新宿区立霧ヶ峰高原学園　トータルサイン工事

2月 日動火災海上保険　赤羽支社　屋上広告塔改修工事

八重洲コンタクト　渋谷店　サイン工事

交通営団健保組合　伊東保養所　サイン工事

3月 小田急線　喜多見・狛江・和泉多摩川駅　各駅広告サイン工事

東品川2丁目住宅　トータルサイン工事

4月 第27森ビル　モダンサイン改修工事

神奈川県警察本部庁舎　トータルサイン工事

祖師谷留学生会館　外構サイン工事

小田急線　六会駅　広告サイン工事

5月 藤屋ビル　袖看板工事

東京銀行　新橋支店　看板改修工事（第27森ビルリニューアル）

神田ジャンボ　トータルサイン工事
　東京屋外広告物コンクール第2部門入賞

6月 日本IBM　館山ビーチハウス　トータルサイン工事

日本IBM　伊豆山ウエルネスセンター　トータルサイン工事

平成7年

平成 6年 8月 小田急線　大和駅　広告サイン工事

国際放送企画　福住バスターミナル　サイン工事

9月 小田急線　大和駅　広告サイン工事

国際放送企画　福住バスターミナル　サイン工事

10月 日の丸リムジン　ベンツサイン工事

森ビル開発　赤坂ツインタワービル　店舗集合看板作成

日動火災海上保険　八王子支社　袖看板及び造型字工事

11月 東京ダイヤビル　サイン工事

ネパール王国　トータルサイン工事

12月 日本橋加藤ビル　野村投信　ネオンサイン工事

アメリカンファミリー生命保険　神田支社　袖看板工事

鎌倉歐林洞　トータルサイン工事
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11月 日立信販五陵郭支店　屋上広告塔新設工事

研数学館　津田沼校　袖看板工事

八重洲コンタクトレンズ　電光表示サイン工事

横浜KTビル　ネオンサイン工事

12月 日本IBM　大阪南港事業所　壁面ネオンサイン改修工事

新橋ライフ　屋上広告塔改修工事

東洋熱工業　袖看板工事

中野サンプラザ　宴席案内サイン製作

平成7年

1月 日本IBM　川崎事業所　スタンドサイン工事

有明南地区　モデルビル　トータルサイン工事

三田43森ビル　ネオン看板改修工事

長野駅前シーワンビル　屋上広告塔改修工事

2月 小田急線　六会駅　ポスター掲示板工事

日動火災海上保険　高崎支社　トータルサイン工事

ムトウユニパック　トータルサイン工事

平成8年

6月 箱根湯本 富士屋ホテル　トータルサイン工事

森ビル神谷町　緑道サイン工事

7月 海外経済協力基金　屋内サイン工事

在日大韓基督教会東京教会　ショウケース製作

8月 テレビ東京既存ネオン改修工事

台場K街区高層住宅　サイン工事

野村投信　自立サイン工事

京王プラザホテル　宴席案内スタンド製作

日本IBM　高松事業所　トータルサイン工事

9月 有明南地区モデルビル　サイン工事

小田急線　六会駅　広告サイン工事

10月 新北陵病院　屋上広告塔工事

三笠ビル商店街　ネオンサイン工事
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平成 8年

9月 小田急　プラウディア栗平　サイン工事

日動火災海上保険　千葉ニュータウン研修センター　サイン工事

大塚プラザビル　サイン工事

佐原市庁舎　情報通信設備工事

10月 中野サンプラザ　宴席案内スタンドサイン

国際興業バス停　標識工事

日動生命保険　各支店　新設サイン工事

白石文化体育活動センター　サイン工事

11月 小田急線　喜多見・狛江・和泉多摩川駅　広告看板新設工事

日動火災海上保険　東銀座ビル　屋上広告塔改修工事

12月 東京港フェリー埠頭ターミナルビル　サイン工事

小田急線　相模大野駅　広告サイン工事

小田急線　秦野駅　広告サイン工事

アーク森ビル　駐車場サイン工事

西新橋20森ビル　店舗集合看板　改修工事

第二誠実ビル　サイン工事

3月 野村不動産　JAFCO第二鉄鋼ビル　トータルサイン工事

日動火災海上保険　豊橋支社　サイン改修工事

ラフォーレ伊東　トータルサイン工事

大湯温泉　ホテル鹿角　トータルサイン工事

東京銀行・三菱銀行　合併による行名変更工事

4月 湯本富士屋ホテル新館　トータルサイン工事

KKRニュー目黒　サイン工事

5月 アストロン渋谷　トータルサイン工事

ラジオ日本長者町ビル　トータルサイン工事

6月 ラジオ日本長者町ビル　追加サイン工事

新橋29森ビル　サイン改修工事（森ビル設計）

7月 リサイクルセンター　トータルサイン工事

横浜流通センター　サイン工事

8月 東京オペラシティ　サイン工事



18

7月 丸紅代々木寮　サイン工事

ラフォーレ倶楽部ホテル軽井沢　サイン工事

日動火災海上保険　南大阪ビル　サイン工事

錦屋本店　袖看板工事

東京ディズニーランド ステラスウィート　ネオンサイン工事　

8月 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校　サイン工事

フルーツパーク富士屋ホテル　サイン工事

国際興業　飯能営業所　バス停工事

9月 五十嵐冷蔵　サイン工事

野村アセット・マネジメント（株）　社名変更に伴うサイン工事

10月 ATT新館テナント　店舗サイン工事

日動火災海上保険　金沢支店　屋上広告塔改修工事

12月 メリルリンチ証券会社　社名サイン工事

小田急線　相模大野駅　大型広告サイン工事

11月 ジェイ・アール・エフ　ホテル（田端）

東急ハーヴェストクラブ斑尾　各種サイン工事

横浜花咲ビル（神奈川新聞社）独立サイン工事

杉並区上井草総合スポーツセンターサイン工事

平成9年 1月 増田屋コーポレーション　屋上広告塔工事

2月 学校法人総持学園　鶴見大学6号館　サイン工事

3月 朝日駒場マンション　サイン工事

NOVA函館校　サイン工事

石川厚生年金会館　宴席案内サイン工事

4月 ケアハウスふれあいの里　サイン工事

5月 湘南さくら病院　改修サイン工事

小田急線　相模大野駅他　広告サイン工事

6月 メルセデスベンツ オートサービス寝屋川　サイン工事

櫛形病院　サイン工事

東京ステーションホテル　サイン改修工事
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2月 小田急線　新百合ヶ丘駅　広告サイン工事

古川橋病院　サイン1期工事

東金シネマコレクション　サイン工事

平成10年 1月 モルガン銀行　フロアーサイン工事

八芳園　タワーパーキング袖看板工事

ラフォーレ軽井沢　トータルサイン工事

4月 小田急線　相模大野駅　広告サイン新設工事

新宿サザンテラス　サイン工事

3月 SKグループジャパン　サイン工事

日動火災　名古屋南ビル　各種サイン工事

有明フロンティアビル　店鋪案内サイン工事

東京ダイヤビル　サイン改修工事

銀座カリオカビル　各種サイン工事

ドイツ文化会館　各種サイン工事

西麻布28森ビル　モダニゼーション　サイン工事

5月 赤坂1丁目森ビル　サイン工事

6月 小田急線　相模大野駅　自立ポスター掲示板設置工事

メルセデスベンツ日本　サイン工事

7月 小田急線　六会駅　広告サイン新設工事

小田急線　新宿駅6番ホーム壁面　リニューアル工事

国際興業　バス停工事

8月 箱根ガーデンミュージアム　サイン工事

南関東自転車競技会横浜ビル　トータルサイン工事

高輪プリンスホテル　見楽来サイン工事

八芳園　リニューアルサイン工事

経団連　国際会議場　サイン工事

9月 森ビル　八重洲北口駐車場　サイン工事

アークヒルズ　排気塔壁面　総合案内サイン新設工事

小田原小沢病院　トータルサイン工事

アメリカンファミリー生命保険会社　優積サイン工事
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11月 MIKUNI  GINZA  BLDG.　サイン工事

小田急線　経堂駅　広告サイン新設工事

小田急線　相模大野駅　エスカレーターイルミネーション新設工事

平成10年 10月 テレビ東京　ロゴマーク　リニューアル工事

平成11年 1月 豊島区老人ホーム　トータルサイン工事

関電工　大和営業所　サイン工事

12月 都立八王子市上柚木野球場　トータルサイン工事

21森ビル　ルーセントネオンサイン工事

日本IBM　幕張ビル　2期トータルサイン工事　

2月 札幌プリンスホテル　見楽来新設工事

メルセデスベンツ日本　パネルサイン工事

日本翻訳センター　袖看板工事

秋田県立大学　秋田キャンパス　トータルサイン工事

藤沢市　湘南台駅東西自由通路　相鉄工区トータルサイン工事

3月 ケアハウス　リバティガーデン　トータルサイン工事

小田急　経堂ジョイフル　リニューアルサイン工事

平塚シネプレックス8　サイン工事

古川橋病院　2期サイン工事

日動火災海上保険　立川支社　サイン工事

小田急線　祖師ヶ谷大蔵駅　広告サイン新設工事

4月 小田急線　祖師ヶ谷大蔵駅　掲示板新設工事

東京オペラシティー　第2期　サイン工事

6月 リオ　京都　久御山　イオンシネマサイン工事

アーク森ビル　駐車場サイン改修工事

国際放送企画　花巻温泉佳松園サイン工事

小田急　マルシェ永山　サイン改修工事

5月 三菱倉庫　大井冷蔵倉庫　壁面ロゴ・マークサイン工事
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7月 三菱倉庫　大井冷蔵庫　サイン工事

小田急線　祖師ヶ谷大蔵駅　広告看板新設工事

国際興業　バス停上屋工事

小田急　プラウディア五月台サイン工事

8月 パレットタウンウエストモール　森ビル流通サイン工事

シンキ　溝の口店　各種サイン工事

藤沢市　湘南台駅東西自由通路　横浜市営工区トータルサイン工事

国際興業　バスシェルター設置工事　

9月 国際興業　やすらぎバスステーション設置工事

国際協力銀行　サイン工事（日本輸出入銀行・海外協力基金併合）

藤沢市　湘南台駅東西自由通路　小田急工区トータルサイン工事

11月 財団法人　小山台会館サイン工事

国際興業　やすらぎバスステーション設置工事

12月 SVG Japan   各種サイン工事

DHC  銀座オリーブの部屋　各種サイン工事

JG  Japan  外壁ロゴマークサイン工事　

10月 野村アセット・マネジメント投信　三井2号館　サイン工事

平成11年

1月 アメリカンファミリー生命保険会社　社名ネオンサイン工事

2月 杉並区上井草総合運動場第２期　サイン工事

4月 森トラスト（株）ATT地下駐車場　サイン工事

5月 後楽１丁目森ビル　アストラゼネカ　テナントサイン工事

日本IBM　飯倉システムプラザ　改修工事

3月 小田急線　相模大野駅ビル　ステーションスクエア　サイン工事

藤沢市湘南台駅　サイン工事

後楽１丁目森ビル　サイン工事

小石川後楽園　緑道　サイン工事

日本チボリシステム　サイン工事

湘南東部総合病院（茅ヶ崎）サイン工事

グリコ乳業株式会社　社名変更に伴うサイン工事　

平成12年



1月 海洋科学研究所　サイン工事

2月 相鉄バス　バス停標識工事

3月

4月

日本IBM　大阪　サイン改修工事

小田急線　町田駅　駅名ネオンサイン改修工事

国際興業　バスシェルター工事

アイセス　サイン工事

小田急プラウディア栗木台マンション　サイン工事

ゼニア銀座　サイン工事

5月 小田急箱根リフレッシュクラブ　サイン工事

日本トラスティ・サービス信託　サイン工事

コーンズ アンド カンパニー　サイン工事

平成13年
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6月 八芳園　地下鉄南北線・白金駅入口前広告塔サイン工事

内外建設　東京三菱銀行八重洲中央支店　サイン撤去工事

7月 大丸木工　ゼニアスポーツ青山店　各種サイン工事　

小田急　経堂ジョイフルサイン工事

8月 医療法人　康心会　THPメディカルクリニック（藤沢）各種サイン工事　

アーク森ビル　車路サイン工事

9月 AMANO　旧東京日産本社ビル　駐車場サイン改修工事

熊谷組　みなとみらい21　26街区ビル　サイン工事

10月 森ビル　パレットタウン　ポスター掲示板製作工事

小田急エージェンシー　小田急線媒体調査

国際放送企画　国際興業バス停新設工事

野村ビルマネジメント　社名変更に伴うサイン工事

11月11月 ゼニアスポーツ銀座店　各種サイン工事　

スクエアサンダース　三木＆吉田法律事務所　各種サイン工事　

12月 国際協力銀行　各種サイン工事　

サンテンコーポレーション　槐金物製作　

平成12年



1月 日本IBM　沖縄　サイン工事

安田動物病院　サイン工事

ウェスティンホテル　リニューアルサイン工事

平成14年
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6月 国民生活金融公庫　千葉支店　サイン工事

京橋MTビル　サイン改修工事

日本IBM　大阪南港事業所　サイン工事

アーク森ビル　サイン工事

後楽森ビル　コーポレートネオンサイン工事

7月 坂口屋ビル　サイン工事　

東京駅　大丸地下食品街　サイン工事

東急ハーベストクラブ　旧軽井沢　サイン工事

日本IBM　芳賀センター　サイン工事

8月 東陽セントラルビル　　ミスミ　オブジェ製作工事　

新宿サザンテラス　サイン全面改修工事

9月 虎ノ門23森ビル　ネオンサイン工事

宝組　東扇島C棟　サイン工事

相武台ジョイフル　サイン改修工事

エーエスエムジャパン　サイン工事

パレットタウン　サンウォーク　サイン工事

相鉄バス　バス停工事

10月 日本IBM　大阪　サイン改修工事

小田急　センチュリーホテル　和風レストラン　サイン工事

後楽森ビル　日本エリクソン　ネオンサイン工事

愛宕フォレストタワー　外壁社名サイン工事

愛宕グリーンヒルズ　事務所棟　社名サイン工事

小田急線　千歳船橋駅　広告サイン工事

東日ビル　ショーケース工事　

六本木ゲートタワー　社名ネオンサイン工事

宝組　東扇島　追加サイン工事

11月

12月 小田急線　町田駅　広告リニューアルサイン工事　

小田急線　祖師ヶ谷大蔵駅　広告サイン工事



1月 ジブラルタ生命　宇都宮センタービルサイン工事平成15年
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2月 日本IBM　大阪　サイン工事

国際興業　バス停工事

VINA WALK　サイン工事

3月 小田急線　町田駅　広告サイン工事　

小田急線　梅ヶ丘駅　広告サイン工事

小田急線　豪徳寺駅　広告サイン工事

小田急線　経堂駅　広告サイン工事

小田急線　成城学園駅　広告サイン工事

国際協力銀行　サイン工事

4月 東京駅　大丸　地下自由通路サイン工事　

VINA WALK　サイン工事

5月 クロスター　突出照明サイン工事

6月 TIビル　各種サイン工事

ジブラルタ生命　各所社名サイン工事

御徒町CYビル　サイン工事10月

12月 デュプロ相模原本社　サイン工事　

野村アセットマネジメント　三井二号館社名サイン工事

小田急線　代々木上原駅　大掛ポスターボード工事

2月 海老名中央公園周辺地区開発計画　サイン工事　

7月 小田急　プラウディア五月台　サイン工事

アンダーソン毛利法律事務所　サイン工事

8月 パレットタウン　サイン工事

9月 アーク森ビル　セキュリティゲートサイン工事

ブルームバーグL.P.（新丸ビル内）サイン工事

小田急線　経堂駅　サイン工事

西島脊椎クリニック　サイン工事

日本IBM　晴海オフィス　サイン工事11月
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2月 小田急線　相武台駅　掲示板工事

吉田病院　各種サイン工事

小田急線　代々木上原駅　広告サインリニューアル工事

3月 新宿駅西口地下街　小田急エース第一期　サイン工事　

埼玉協同病院　サイン工事

小田急ランドフローラ　ロゴサイン改修工事

アクティブG　ORIBEプラザサイン工事

小田急線　小田原駅　ポスター掲示板・電飾サイン工事

4月 六本木ヒルズ　住宅棟C,Dサイン工事　

日本IBM　インダストリアルソリューション　社名サイン工事

5月 早稲田大学　戸田艇庫サイン工事

後楽森ビル　駐車場サイン改修工事

六本木ヒルズ　環三デッキ　シックスサークル工事

六本木ヒルズ　劇場棟サイン工事

6月 東京テレポート駅　サイン工事

開成庭園の社　パレットガーデン　壱番館　サイン工事

7月 下館スピカ　サイン改修工事

8月 埼玉協同病院　サイン工事

10月 高根台ホーム　サイン工事

六本木ヒルズ　駐車場サイン工事

小田急線　経堂駅　広告サイン工事

六本木ヒルズ　MIKIMOTO テナントサイン工事

小田急線　相模大野駅ビル　ステーションスクエア　サイン改修工事

9月 六本木ヒルズ　クリニックサイン工事

ブルームバーグL.P. 郵船ビル　グラフィックサイン工事

新宿駅西口地下街　小田急エース北館　サイン工事

11月 新宿駅西口地下街　小田急エース南館　サイン工事

大和証券新本社ビル　サイン工事

小田急線　経堂駅　階段オデコサイン工事

六本木ヒルズ　J-WAVE 　LEDサイン工事
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11月 自由が丘　新岡田ビル　サイン工事

アクティブG  サイン リニューアル工事

小田急線　千歳船橋駅　広告サイン工事

12月 グランドメゾン恵比寿　サイン工事

平成16年 1月 南麻布マンション　サイン工事

研水会平塚老人ホーム　サイン工事

2月 大森　平和の里　サイン工事

ウェスティンホテル東京　サイン工事

小田急線　経堂駅　上りホーム階段オデコサイン工事

VINA MARKS　EAST棟　サイン工事

3月

4月

ラフォーレ原宿　屋上サイン改修工事

岐阜　コナミスポーツ　外照サイン工事

六本木ヒルズ　森タワースタンドサイン工事

虎ノ門５丁目計画　森ビルMマーク　ネオンサイン工事

コナミスクール　サイン・ディスプレイ工事

六本木　国際ペットカルチャー総合学院　各種サイン工事

小田急線　経堂駅　コンコースサイン工事

新宿駅西口地下街　小田急エース　第３期サイン工事

AMB西浦・潮見倉庫　サイン工事

アクティブG 　1F入口サイン工事

5月 東京ダイヤビル　サイン工事
学校法人　奥野木学園　不二女子高等学校 サイン工事

6月 小田急線　梅が丘・豪徳寺駅ポスタ－掲示板新設工事
小田急線　経堂駅　自由通路LEDサイン工事

7月 八重洲コンタクトレンズ　袖看板新設工事

VINA MARKS　WEST棟　サイン工事

8月 魚津　海の駅サイン工事
横浜花咲ビル　バンテック　ネオンサイン工事
学校法人　明治大学　リバティタワー　頂上ネオンサイン工事
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9月 パレットタウン　共用部サイン工事

神宮前メディアスクェアビル　ファサ－ドサイン工事

東鵬　各種サイン工事

日本IBM　豊洲事業所　各種サイン工事

10月

11月

小田急線　町田駅　上りホームB階段オデコサイン工事

アンダ－ソン毛利法律事務所　サイン工事

六本木ヒルズ　住宅棟サイン工事

小田急線　町田駅　ファンケルLEDサイン工事

小田急線　経堂駅　自由通路L型サイン工事

平成17年

12月

1月

六本木ヒルズ　天吊サイン工事

正田醤油　各種サイン工事

小田急線　はるひ野駅サイン工事

小田急線　町田駅下りC階段　LEDオデコサイン工事

日本IBM   川崎事業所　サイン工事

日本橋加藤ビル　テナントサイン工事

アンダ－ソン毛利法律事務所　合併によるサイン変更工事

平塚MNビル　UFJ信託銀行 独立サイン工事

平塚　貴峯荘サイン工事

小田急線　成城学園前駅コンコースポスター板工事

小田急線　町田駅上りA階段LEDオデコサイン工事

VINA WALK　2番館　ネオンサイン改修工事

2月 開成庭園の社　パレットガーデン　弐番館　サイン工事

小田急　新宿ミロードサイン改修工事

小田急　マルシェ多摩センター 　サイン工事

小田急線　各駅待合室バリカー設置工事

VINA WALK　サイン工事

東急ハーヴェスト東磐梯　グランデコサイン工事
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3月 CUBE川崎ビル各種サイン工事

36森ビル  ウイルコム  ネオンサイン新設工事

アフラック調布スクェア　ブランドマーク変更ネオンサイン工事

順天堂練馬病院各種サイン工事

神奈川県警本部 各種サイン工事

小田急線　町田駅階段オデコLEDサイン工事

エンターブレイン　各種サイン工事

東京ダイヤビル  各種サイン工事

アクティブG　各種サイン工事

4月 パレットタウン　サイン改修工事

エラワンタイ　サイン工事

5月 新宿サザンテラス　Francflanc　サイン工事

6月 順天堂練馬病院サイン工事

小田急線　梅が丘・豪徳寺コンコースポスター工事

小田急線　長後駅野立て看板工事

7月 順天堂練馬病院追加サイン工事

小田急線　本厚木駅　オデコ工事

小田急線　町田駅　LEDオデコサイン工事

8月 森ビル　新橋1丁目アネックスビル袖看板工事

37森ビル1F集合看板改修工事

9月 森ビル　ノースタワー店鋪サイン工事

銀座NSビル袖看板工事

10月 VINA PLUS 各種サイン工事

ルネサンス三軒茶屋 サイン工事

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　サイン工事

11月 六本木ヒルズ  レジデンス　仮囲い化粧シートサイン工事

六本木ヒルズ  ゾーン名称サイン工事

小田急新宿  ミロード オデコサイン工事

小田急線　経堂駅　LEDポスターサイン工事
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12月 東急建設　本社3F受付サイン工事

TTS表参道プロジェクト　各種サイン工事

ヒーリングビラ印西　サイン工事

小田急線　多摩線各駅　広告サイン工事

1月 表参道ヒルズ　モニターパネル工事

相互住宅麻布第一マンションズ　サイン工事

小田急線　相武台前駅　建植サイン工事

SAMM赤羽  各種サイン工事

2月 小田急線　小田急多摩センター駅　案内サイン工事

森ビル  ノースタワー外構エントランスサイン工事

小田急線　新宿駅  西口地下柱型サイン工事

3月 ヒーリングビラ印西 追加サイン工事

千駄ヶ谷フレンシア外苑 サイン工事

小田急線　多摩線  追加サイン工事

アクティブG　各種サイン工事

竹橋合同ビル  サイン工事

日本IBM　箱崎事業所  サイン改修工事

小田急　マルシェ鶴川　サイン工事

新宿サザンテラス　各種サイン工事

三益半導体工業  外壁社名サイン工事

6月 ルネサンス熱田 内部サイン工事

藤沢ミスターマックスSCサイン工事

小田急線　登戸駅　広告サイン工事

7月 小田急線　柿生駅　野建サイン工事

飯田橋尚学ビル  ディスコネオンサイン工事

横浜ベイクォーター　ネオンサイン工事

恵比寿の丘マンション サイン工事

小田急線　町田駅　柱巻サイン工事

AX六本木ビル　各種サイン工事

平成18年
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平成19年

8月 小田急線　登戸駅　広告サイン工事

ブルームバーグL.P.サイン改修工事（丸ビル20～22F）

小田急線　新宿駅　大階段広告サイン工事

ボートピア習志野　各種サイン工事

9月 小田急線　唐木田駅　広告サイン工事

東急ハーヴェストクラブ那須 　各種サイン工事

小田急線　成城学園前駅　超一種サイン工事

小田急線　成城学園前駅　柱巻サイン工事

10月 ボートピア習志野　サイン工事

VINA WALK　5番館　サイン工事

プルデンシャルタワー総合案内　サイン工事

11月 ABビル広告塔　改修工事

ボートピア習志野　追加サイン工事

12月 日本IBM　川崎事業所　EVホール改修工事

小田急　マルシェ多摩センター　サイン工事

小田急線　成城学園前駅　柱巻サイン工事

1月 ルネサンス大泉　内部サイン工事

2月 開成庭園の社　パレットガーデン　参番館　サイン工事

小田急線　小田急相模原駅　ポスター掲示板工事

小田急線　小田急相模原駅　広告サイン工事料

小田急線　登戸駅　ポスター掲示板工事

3月 小田急線　相模大野駅ビル　ステーションスクエア　各種サイン改修工事

ボートピア野立て　サイン工事

宗達鎌倉店　サイン工事

紫水苑 　サイン工事

藤沢東急プラザ 　サイン改修工事

八芳園　サイン工事

小田急線　各駅　省エネサイン工事
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平成19年 4月 新光商事　各種サイン工事

コナミスクール　サイン工事

コッコラーレ熱海　サイン工事

アイデックス横浜支店　内部サイン工事

新国立劇場駐車場　サイン工事

小田急線　小田原駅オデコ　サイン工事

ウェスティン東京　テラスガーデン　ネオンサイン工事

東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢ANNEX　サイン工事

箱根トイミュージアム　各種サイン工事

パレットタウン　サイン改修工事

成田エクセルホテル　各種サイン工事

小田急線　藤沢駅　券売機上広告サイン製作工事

モンシェール代官山　テナントサイン工事

グランツ等々力　各種サイン工事

調布サウスゲートビル　アフラックブランドマーク

LED外壁サイン工事　エントランスホールサイン工事

ルースクリスステーキハウス（東京倶楽部）サイン工事

西鉄辰巳ロジェスティクス　サイン工事

小田急ハイアットリージェンシー　サイン改修工事

日本IBM　健保組合仙台ロッヂ　外部サイン工事

小田急線　祖師ケ谷大蔵駅　コンコース柱電飾サイン工事

アークヒルズ　各種サイン改修工事

六本木ファーストビル　駐車場サイン改修工事

竹橋合同ビル　サイン改修工事

田町プロジェクトオフィス棟　サイン工事

小田急線　狛江駅　広告サイン工事

東京駅ノースタワー大和証券　サイン工事

7月

8月

9月

11月

5月

6月

10月
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平成19年 12月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所　33F ABゾーン　サイン工事

白馬東急ホテル　サイン工事

小田急線　長後駅・善行駅　省エネサイン工事

八丁堀NFビル　自立サイン工事

熱海ゴルフ倶楽部　各種サイン工事

東京駅サウスタワー住友信託銀行　キャビネットシートサイン工事

東京駅ノースタワー大和証券　追加サイン工事

積水神山町　各種サイン工事

オランダヒルズ　Mマークネオン改修工事

Duplo相模原　ネオンサイン工事

日生藤沢駅前ビル　ミラーブラケット工事

田町プロジェクト（マンション棟）　サイン工事

大田区大森工場アパート　各種サイン工事

後楽森ビル　ネオン改修工事

千駄ヶ谷フレンシア　サイン工事

小田急線　16駅　ネットボード改修工事

小田急線　相模大野駅　大型ボード改修工事

青山サバティーニ　サイン改修工事

小田急線　新百合ケ丘駅　広告サイン工事

小田急　マルシェ　新百合ケ丘　各種サイン工事

小田急線　登戸駅　広告サイン工事

学校法人昭和学院小学校　新築工事サイン工事

日生半蔵門ビル　ミラーブラケット工事

宇田川町アローパーキング　各種サイン工事

小田急線　小田急相模原駅　サイン工事

大和八重洲ビル　サイン工事

モンシェール代官山　各種サイン工事

小田急線　小田原駅　LEDポスターサイン工事

小田急線　狛江駅　広告サイン工事

小田急VI計画　LED各所サイン工事

小田急線　新百合ケ丘駅　階段自立サイン工事

新横浜シーキャピタル　サイン工事

1月

2月

3月

5月

平成20年
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平成20年 7月

8月

9月

10月

11月

12月

渋谷TSKビル新築工事サイン工事

カトーレディースクリニック　サイン工事

東急ハーヴェストクラブ那須　モニュメント製作

小田急線　町田駅　ポスター掲示板工事

荻窪北口駅前ビル　サイン工事

パレットタウン　駐車場サイン工事

小田急線　登戸駅　ポスター掲示板工事

竹橋合同ビル　駐車場サイン工事

八芳園　メインロビー改修に伴うサイン工事

日本IBM　箱崎事業所サイン工事

横浜地方裁判所　サイン工事

明和地所　壁面社名サイン工事

小田急線　新百合ケ丘駅　ポスターボード工事

イマジカ東五反田スクェア　サイン工事

東急バス池尻ビル　サイン工事

八芳園　ANNEX  サイン工事

国際協力銀行　組織移行関連サイン工事（第４フェーズ）

五反田　マークビル　サイン工事

西鉄原木　社名サイン工事

川久保病院　サイン工事

小田急線　新百合ケ丘駅　ポスターボ－ド・オデコ広告サイン工事

大和八重洲ビル　袖看板工事

日本IBM　箱崎事業所サイン工事

駒形プラザビル　社名サイン工事

目白大学　アネックスサイン工事

小田急線　新百合ケ丘駅　ポスターボ－ド・オデコ広告サイン工事

小田急線　新百合ケ丘駅　L-ミロードLEDサイン工事

小田急線　湘南台駅　広告サイン工事

荻窪北口駅前ビル　サイン工事

目白学園　5号館新築工事・サイン工事

小田急　マルシェ伊勢原　施設名サイン工事

六本木ヒルズ　劇場棟駐車場サイン改修工事
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平成21年 1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

六本木ヒルズ　劇場棟駐車場サイン改修工事

日本IBM　箱崎事業所サイン工事

アンダ－ソン毛利・友常法律事務所　39階・40階サイン工事

御殿山プロジェクト　サイン工事

アークヒルズ・ヒルズサイド各種サイン改修工事

国際協力銀行　国際協力機構　サイン工事

小田急線　高座渋谷駅　広告サイン改修工事

経済産業省庁舎　サイン工事

小田急線　千歳船橋駅　マルシェ自立サイン工事

学校法人　目白学園　各種サイン工事

小田急　マルシェ伊勢原　サイン工事

小田急線　大和駅　柱巻サイン工事

日本IBM　沖縄事業所　各種サイン工事

小田急線　伊勢原駅　広告サイン工事

小田急線　鶴川駅　広告サイン工事

小田急線　本厚木駅　柱巻サイン第１期工事

アクティブG 　サインリニューアル工事

日本IBM　箱崎事業所サイン工事

表参道ヒルズ　青山エントランス　LED内照テナントサイン工事

表参道ヒルズ　LED内照テナントサイン工事

秋葉原フィナンシャルビル　サイン工事

小田急線　新百合ケ丘駅　ポスターボ－ド工事

日本IBM    箱崎事業所 サイン工事

神谷町セントラルプレイス 歩行者誘導サイン工事

ダイヤビル　日本IBM 各種サイン工事

クリオさいたま新都心　サイン工事

クリオみずほ台　サイン工事

クリオ茅ヶ崎　サイン工事

日本IBM　幕張事業所　第3期サイン工事
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平成21年

平成22年

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

小田急線　新百合ケ丘駅6番線広告サイン工事

クリオ南大田　サイン工事

東急線　たまプラーザ駅南口バスターミナルサイン工事

航空科学博物館　コルトンパネルサイン工事

甲府市内山交バス停　バスシェルター設置工事

小田急線　登戸駅　ESC部オデコサイン工事

ミニボートピアみやき　独立型サイン工事

日本IBM　箱崎事業所　サイン工事

日本IBM　幕張事業所　サイン工事

麻布台一丁目ビル　ケーブルテレビジョンLEDバックライトサイン工事

日本IBM　  各種サイン工事

CUBE川崎ビル　原状回復工事

小田急線　新百合ケ丘駅　フィットネスクラブ ティップネス サイン工事

VINA  WALK　サイン工事

日本IBM　箱崎事業所　サイン工事

ヴィーナスフォート サイン工事

やまなかレディースクリニック サイン工事

小田急線　厚木駅　広告サイン工事

新宿ミロード サイン工事

ボートピア習志野　自立サイン工事

学習塾STEP  袖看板工事

クリオ船橋南　サイン工事

神宮前メディアスクェアビル　総合案内サイン工事

三井倉庫箱崎ビル　日本IBMサイン工事

東急ハーヴェストクラブ有馬六彩　サイン工事

小田急線　海老名駅　SSボ－ド新設工事

古川橋病院　EXE麻布　サイン工事

渋谷野村ビル　みずほインベスターズ証券自立サイン工事

小田急線　12駅　広告サイン工事

小田急線　伊勢原駅　額面サイン工事

小田急線　鶴間駅　小田急不動産広告サイン工事
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平成22年 4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

新宿西口公共施設サイン改修工事

ビナウォーク5・6番館サイン改修工事

キューブ川崎　バンテックLED内照式壁面サイン工事

アークヒルズ　サイン改修工事

ボートピア大村　自立サイン工事

ボートピア芦屋　自立サイン工事

虎ノ門A3ビル　サイン工事

小田急線　経堂駅コンコース柱LEDサイン工事

愛宕グリーンヒルズ　集合サイン工事

㈲タカハシ様　サイン工事

赤坂プレデンシャルタワー店舗集合サイン工事

ボートピア習志野レストランサイン改修工事

神奈川レディスクリニック サイン工事

小田急線　海老名駅　広告サイン工事

ビナウォーク　壁面文字LED改修工事

小田急線　海老名駅　SC事業部サイン工事

小田急線　海老名駅　ホーム自立PBサイン工事

北信土建（株）壁面サイン工事

たまプラーザ東急キャッツベースステーションサイン工事

虎ノ門A3ビル　宍戸国際ゴルフ倶楽部サイン工事

結城市レディスクリニックサイン工事

高岡市立古府小学校補強工事

小田急マンション リージア経堂サイン工事

ビナウォーク呑み所 ビナ横町LEDサイン工事

小田急線　町田駅　コンコースLEDパネル交換工事
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平成23年 1月

2月

3月

日本IBM 幕張事業所　サイン工事

日本IBM 箱崎事業所　サイン工事

虎ノ門11森ビル　ビルNo.表示袖看板設置工事

ジャフコ移転に伴うサイン工事

結城市赤羽クリニックサイン工事

日本映画大学サイン工事

アウトバックステーキ渋谷店サイン工事

小田急線　町田駅コンコース柱サイン工事

アークヒルズ  外構サイン改修工事

紀尾井町ガーデンタワーサイン改修工事

第一生命　大井事業所　サイン工事

日本IBM 箱崎事業所　サイン工事

ボートレース福岡　サイン工事

クリオ　志村三丁目　サイン工事

クリオ　黄金町　サイン工事

クリオ　浦和常盤　サイン工事

クリオ　府中中河原　サイン工事

クリオ　横浜鶴見　サイン工事

クリオ　浅草　サイン工事

小田急線　登戸駅　オデコサイン工事

ビナウォーク　リニューアルサイン改修工事

アウトバックステーキ渋谷店サイン工事

小田急線　経堂駅　広告サイン復旧工事

KYODO  CORTY  サイン工事
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平成23年 5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

小田急線　湘南台駅　コンコースLEDサイン工事

37森ビル　出庫注意サイン工事

医療法人　川久保病院　駐車場サイン工事

金沢医科大学　氷見市民病院　サイン工事

パレットタウン　トヨタ施設 誘導サイン工事

第一生命　大井事業所　サイン工事

日本IBM 幕張事業所　サイン工事

千代田区立　日比谷図書文化館　サイン工事

小田急線　南新宿駅　額面サイン新設工事

銀座カリオカビル　各種サイン工事

金沢医科大学　氷見市民病院　追加サイン工事

三井倉庫　新社屋 LED内照式壁面社名サイン設置工事

ボートレース津　サイン工事

ミニボートピア山口あじす　独立型サイン工事

ボートレース鳴門　独立型サイン工事

ボートピア南部　独立型サイン工事

第一生命　大井事業所　サイン工事

六本木ヒルズゲートタワー　自立型駐車場誘導サインLED化工事

神田大朋ビル　袖看板他 内部照明LED化工事

小田急線　経堂駅　C工区サイン工事

第一生命　大井事業所　サイン工事

加藤レディスクリニック　サイン工事

クリオ志村ラ・モード　サイン工事

アークヒルズ　Mマークネオンサイン　LED化工事

日本IBM 幕張事業所　震災復旧サイン工事

後楽森ビル　駐車場導入サイン工事

銀座新太炉ビル　袖看板及び各種テナントサイン工事

パレットガ－デン四番館 サイン工事
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平成24年 1月

2月

3月

日本IBM 幕張事業所　サイン工事

オラレ上越　ファサード演出・プログラム作成

厚生連高岡病院　第3病棟サイン工事

医療法人　川久保病院　駐車場サイン工事

町田市立小山中学校各種サイン工事

小田急マルシェ秦野サイン改修工事

虎ノ門35森ビル　ビルNo.表示袖看板設置工事

剣山スポーツサイン工事

住友信託銀行　丸の内1-4サイン工事

厚生連高岡病院　放射線診療棟サイン工事

クリオレジダンス新城 サイン工事

クリオ中板橋 サイン工事

クリオ川崎リバーサイド サイン工事

クリオ川崎榎町 サイン工事

クリオ横浜フロントレジデンス サイン工事

クリオ横浜サウスレジデンス サイン工事

クリオ中山サイン工事

クリオ港北中川サイン工事

クリオ多摩川中丸子サイン工事

クリオ鴨居サイン工事

クリオ築地川公園サイン工事

クリオ横浜大通り公園サイン工事

小田急線　登戸駅　上りホームオデコサイン工事

三井住友信託銀行　本店営業部サイン工事

国際協力銀行　名称変更に伴うサイン工事ー

5月    高生連高岡病院 1期工事追加サイン工事

6月　 医療法人本納整形外科サイン改修工事

　　　M'S CORE サイン工事

　　　三井住友信託銀行各支店エンブレムサイン

　　   日本 IBM 豊洲事業所　ラボラトリーイメージアップ工事

　　　日本 IBM 豊洲事業所　共用部サイン工事

7月　 ビナウォーク　各種サイン工事

　　　クリオ横浜大通り公園サイン工事

　　　日本 IBM横浜　サイン工事
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平成24年

平成25年

8 月　 小田急食品　サイン工事

            東急ハーヴェストクラブ箱根明神平サイン工事

            パレットタウン T街区・パレットプラザサイン改修工事

            オランダヒルズ森タワー　Mマークネオンサイン LED改良工事

           NOF 川崎東口ビル　屋外サイン工事

           日本 IBM広島 GPS サイン工事

9月    三井住友信託銀行 仙台あおば支店　サインパネル工事

11 月  クリオ玉川上水住戸前門柱サイン工事

　　　サザンテラス　サイン改修工事

12 月　富山県立雄峰高校　各種サイン工事

　　　クリオ奥浅草　サイン工事

1月　大淵銀器　屋上広告塔補修工事

           日総 15 ビル　外構サイン工事

2月   小田急線下北沢・東北沢・世田谷代田 各駅ポスタ－掲示板工事

          厚生連高岡病院　西診療棟サイン工事

          小田急線　藤沢駅建屋壁面広告サイン工事

3月   リーフィアレジデンスはるひ野　サイン工事

          ルースクリスステークハウス東京　既存サイン LED改良工事

          大森プライムビル　サイン工事

          クリオ南砂町・磯子・中央林間・川崎東門前　各所サイン工事

          小田急箱根湯寮　サイン工事

          クリオ東神田・西小山・等々力・上麻生　各所サイン工事

4月　目白大学岩槻キャンパス　耳科学研究所クリニック名称変更に伴うサイン工事

　　  クリオ横浜蒔田　サイン工事

　　  六本木ヒルズ　各種サインリニューアル工事

5月   日本橋加藤ビルディング　各種サイン工事

          戸出地区コミュニティ　サイン工事

          厚生連高岡病院内科・外科サイン改修工事

          三井住友信託銀行　浦和支店　ポスターボード・エンブレムサイン工事

          相武台マルシェ　外部サイン工事

 6 月  六本木ヒルズ　自立サイン改修工事

          日本 IBM箱崎　避難経路図サイン工事

          相武台マルシェ　サイン工事

 7 月  アンダーソン・毛利・友常法律事務所　事務所移転に伴うサイン工事

          東急ハーヴェストクラブ熱海　サイン工事
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平成25年

平成26年

8月　  新百合丘駅前　パンチング工事

             本町アーバンビル　サイン改修工事

9月　  目白学園　外部自立サイン工事

             新百合ケ丘ミロード　サイン工事

             三井住友信託銀行　目黒支店　ポスタ－スタンド工事

             六本木ヒルズ　EVサイン変更工事・ポスタ－ボード改修工事

10 月    三井住友信託銀行　新百合ケ丘　ポスターボード製作

             クリオ北野　サイン工事

             小田急線 相模原駅　LED広告サイン工事

             大都技研板橋工場新築工事・サイン工事

　　　  三井住友信託銀行　渋谷支店　サイン工事

11 月　 パレットタウン　タウンマップその他工事

              ARK HILLS　サイン改修工事

             三井住友信託銀行　新百合ケ丘　サイン工事

             クリオ府中　サイン工事

             三井住友信託銀行　市川市店　サイン工事

12 月    六本木ピラミデビル　サイン工事

             住友不動産オークタワー　サイン工事

             クリオ 一之江親水公園 サイン工事

             水戸市河田町クリニック　各種サイン工事

             大都技研板橋工場新築工事・内部サイン工事

             荻窪 ROOF 壁面サイン改修工事

             愛宕森ビル　Mマークネオンサイン　LED改良工事

1月    アークサウスタワー　共用部サイン工事

　       リーフィアレジデンス本厚木　サイン工事

2月    表参道ヒルズ　青山エントランス　照明改良工事（LED化）

           クリオ川崎大使公園　サイン工事

           東京国際空港 CIQ 棟　サイン工事

           クリオ文京音羽　サイン工事

           小田急線　代々木上原駅　アコルデオデコサイン工事

            紀尾井町ビル　各種サイン工事

3月　 スイング碑文谷　サイン工事

            高岡市急患医療センター　サイン工事

            海老名 A街区　サイン工事

            三郷市立図書館・郷土資料館建替工事・サイン工事
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平成26年 3月　福野中A.B 棟　サイン工事

           中部高等学校　サイン工事

           石堂小学校　サイン工事

          愛寿乃里　サイン工事

          マルシェ相武台ビル　サイン工事

          日本 IBM大阪事業所　サイン工事

           クリオ新小岩イースト・ウエスト　サイン工事

           紀尾井町ビル　サイン工事

           Abdul Latif Jameel サイン工事
4月    三井倉庫箱崎ビル　ELVホールサイン工事

          厚生連高岡病院　サイン工事

5月   三井倉庫箱崎ビル　ELVホールサイン工事

          JCN みなと新宿　社名変更に伴うサイン交換工事

          小田急線町田駅　F/C 広告ボードサイン工事

6月   NOF 川崎東口ビル　住友不動産販売サイン工事

          大淵銀器　屋外広告塔改修工事

          三井住友信託銀行　札幌支店　パンチングメタル工事

          三井倉庫箱崎ビル　ELVホールサイン工事

          小田急線町田駅　広告ボード工事

7月   クリオ入谷　サイン工事

         箱根湯寮　サイン工事

          小田急食品　外部社名サイン工事

          三井倉庫箱崎ビル　ELVホールサイン工事

          東急ハーヴェストクラブ京都鷹峰　サイン工事

8月   三井倉庫箱崎ビル　ELVホールサイン工事

          日本 IBM大阪京橋事業所　サイン工事

          八芳園　各種サイン改修工事

          三井住友信託銀行　札幌支店　サイン工事

9月   六本木ヒルズ　グランドハイアット東京 2 階宴会場リノベーション工事

          六本木ヒルズ　レジデンス  駐車場自立サイン　LED化改良工事

          ビナフロント　サイン工事

          東急ハーヴェストクラブ京都鷹峰　追加サイン工事

         ビナウォーク内ユニクロ　サイン工事

          新百合ケ丘　エルミロード　サイン工事

10 月 虎ノ門ヒルズ　サイン改修工事

          三井倉庫箱崎ビル　ELVホールサイン工事・内装サイン工事
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11 月　 ビナウォーク内　ニトリ　りそな　サイン工事

               NOF 川崎西口ビル　サイン改修工事

              仙台グリーンプレイス　サイン工事

              三井倉庫箱崎ビル　ELVホールサイン工事・内装サイン工事

              小田急線　町田駅　新宿方広告サイン工事

12 月　 荻窪 TMビル　群馬銀行サイン工事

              ジブラルタ生命相模原　壁面サイン工事

              クリオ新横浜　サイン工事

               NOF 川崎東口ビル　サイン工事

              日本 IBM幕張事業所　サイン工事

1月        飯能能美台コンフォル 21 駐車所ナンバリングサイン工事

              ルーチェ会佐々木医院　サイン工事

              日本 IBM幕張事業所　サイン改修工事

              富山高等専門学校　サイン工事

              富山ガラス美術館　内装工事

              虎ノ門ヒルズ　各種サイン工事

              クリオ横浜ザ・イースト　サイン工事

2月　   富山市民病院　内科サイン工事

              VINA WALK 各所サイン改修工事

              クリオレジダンス横浜新杉田　サイン工事

              虎ノ門 15 森ビル　塔屋ビル名サイン改修工事

3月       新百合ヶ丘エルミロード　外壁サイン工事

              クリオ茅ヶ崎中海岸　オートロックサイン工事

              目白大学・短期大学　式典サイン工事

              三井住友信託銀行　東池袋支店サイン工事

　　　 クリオ船橋　サイン工事

　　  　富山国際会議場　LED工事

4月       小田急線東北沢駅　ポスターサイン工事

　　　  三井倉庫箱崎ビルサイン工事

　　　  浜松町ビルディング　シミックホールディングス　サイン工事

5 月     高岡御車山会館サイン工事
　　    渋谷神泉ビル壁面サイン工
　　    クリオ聖蹟桜ヶ丘サイン工事
　　    三井倉庫箱崎ビルサイン工事

 



平成27年
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6 月   富山市西町エキシビジョン　ショーケース製作
 　　 三井住友信託銀行　自由が丘支店サイン工事
　　  三井住友信託銀行　小金井支店サイン工事
　　  三井住友信託銀行　新橋支店サイン工事
　　  ALIC by HAIRMOREサイン工事
　　  富山市民病院　門構えサイン工事
　　  日産サティオ富山　サイン工事
7月   六本木ヒルズ ゲートタワー　Mマークサイン LED化工事
　　  三井住友信託銀行　自由が丘支店サイン工事
　　  小田急線　世田谷代田駅　ポスターボード工事
　　  虎ノ門 36 森ビル　塔屋ネオンサイン点検補修工事 
8 月   クリオ藤沢弐番館　ネオンサイン工事
　　   SMTB名古屋営業部　第 1期サイン工事
　　  三井倉庫箱崎ビルサイン工事
9月   HF 仙台本町ビル　共用部サイン工事
　　  三井倉庫箱崎ビルサイン工事
　　  日本アイ・ビー・エム　幕張事業所　サイン工事
　　  三井住友信託銀行　二俣川支店サイン工事
　　  虎ノ門 37 森ビル　塔屋ネオンサイン点検補修工事
　     TFB ファクトリー　施設名サイン工事
10 月 ビナウォーク　外壁サイン工事
　　  小田急電鉄　誘導鈴工事
        小田急線　海老名駅　ビナビジョンモニター工事
　　  三井倉庫箱崎ビル　サイン工事
　　  富山市民病院　玄関周りサイン工事
11 月 ウェスティンホテル東京　各種サイン工事
　　  エッサム神田ホール 2号館　外部サイン工事
　     日本アイ・ビー・エム　幕張事業所　サイン工事
　　  三井倉庫箱崎ビルサイン工事
　　  富山銀行 サイン工事
12 月  仙石山森タワー 店舗サイン工事
　　  ウエストワンビル　サイン改修工事
　　　三井住友信託銀行　名古屋営業部　第 1期サイン工事
　　  三井倉庫箱崎ビル　サイン工事
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平成28年 1 月   エッサム神田ホール 2号館　外部サイン工事
　　　小田急電鉄　誘導鈴設置工事
　　   ウエストワンビル　サイン改修工事
2月   虎ノ門ヒルズ　店舗サイン工事
　　   三井住友信託銀行　八千代支店　サイン工事
　　   エッサム神田ホール 2号館　パブリックサイン工事
　　   経堂コルティ　サイン補修工事
　　　三井住友信託銀行　名古屋営業部　サイン工事
　　　新百合ヶ丘エルミロード　6階リニューアルサイン工事
　　　ビナフロント　西面テナントサイン工事
3月    表参道ヒルズ　メインエントランスサイン工事
　　   三井住友信託銀行　小田原支店サイン工事
　　   浜松町ビルディング　1階エントランス停止階サイン工事
　　   本厚木ミロード　名称 LEDサイン工事
　　   ハマ六本木　サイン改修工事
　　   横浜本町プロジェクト　サイン工事
　      NOFテクノポートカマタセンタービル サイン工事
　　   三井住友信託銀行　札幌支店 サイン工事
4月    表参道ヒルズ　メインエントランスサイン工事
　　   小田急線　世田谷代田駅　ポスター板工事
　　   小田急線　下北沢駅　ESC2 サイン工事
　　   セキダイ工業　サイン工事 
5 月   クリオ東小金井・湘南辻堂・横浜セントラル　サイン工事
　　   三井住友信託銀行　名古屋営業部　サイン工事
　　  フレスコ浅草　サイン工事
　　  HF 仙台本町ビル　共用部サイン工事
　　  サクセス芝大門ビル　魚錠サイン工事
6月   新百合ヶ丘ミロード　サイン工事
　　   西麻布 28 森ビル　塔屋サイン撤去原状回復工事
　      三井倉庫箱崎ビル　サイン工事
7月   新百合ヶ丘エルミロード　3・4階サイン改修工事
　　   三井住友信託銀行　横浜西口・多摩桜ヶ丘 サイン工事
8月   ミラザ新宿　外壁サイン工事
　　　NMF新宿南口ビル　1階外部サイン工事
　　　NOF サイン改修工事
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平成28年

平成29年

　　　　  9 月   木徳新糧小川町ビル　サイン工事
　　　　　　　 代官山イルポンテ　サイン工事
　　　　　　　 complex665 サイン工事
　 　　　         三井住友信託銀行　横浜西口支店　ショーウインドウ工事
　 　　　　　　三井住友信託銀行　二俣川支店　サイン工事
　 　　　　　　六本木ヒルズ　ゲートタワー　外構サイン工事
　　 　　　　　銀座カリオカ　各種サイン工事
　　　 　10 月  クリオ横濱三沢　サイン工事
　　　 　　　　新百合ヶ丘エルミロード　駅サイン工事
　　　　 　　　南砺市ケアセンター　サイン工事
　　　　 　　　三井住友信託銀行　二俣川支店　サイン改修工事
　　　 　11 月  グランドハイアット東京　4階サイン工事
　　　　　 　　小田急電鉄　誘導鈴設置工事
　　　　　 　　三井住友信託銀行　立川支店　サイン工事
　　 　　12 月  加藤レディースクリニック　サイン改修工事
　　　　　 　　アンダーソン毛利・友常　サイン工事
　　　　　 　　クリオ登戸新町　サイン工事
　　　　　　 　六本木ヒルズ　ノースタワー　サイン改修工事
　　　　　　 　目黒雅叙園　アルコタワー　シンボルサイン工事
　　　　　　　 目黒雅叙園　アルコタワー　外構照明改修工事
              1 月  クリオ東日本橋・武蔵小金井　サイン工事
　　　　　 　　アーク森ビル　駐車場サイン工事
　　　　　　 　後楽森ビル　LEDサイン工事
　　　　　　 　武蔵小杉学生寮　サイン工事
　　　　  2 月  志貴野中学校　サイン工事
　　　　　　　 ビナウォーク　屋外サイン改修工事
　　　　  3 月  姫路センタービル　自立サイン工事
　　　　          ビナ 6番館　ギャラリー 2 サイン工事
　　　　　　 　三井住友信託銀行　荻窪支店　サイン工事
                      TYD札幌　サイン工事
　　　　　　　 池上かまたや　店舗看板工事
　　　　　　 　三井倉庫箱崎ビル　サイン工事
　　　　  4 月  虎ノ門 30 森ビル　東面サイン改修工事
　　　　　　    クリオラベルヴィ　サイン工事
　　　　　　　 ビナウォーク 5番館　サイン改修工事
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平成29年　　　　  5 月   ユニック池上　サイン工事
　　　　  6 月　辻建設株式会社　南砺支店サイン工事
　　　　  7 月　小田急本厚木駅　サイン工事
　 　　　         桜井中学校　サイン工事
　 　　　　　　朝日消防署　サイン工事
　 　　　　　　横浜野村ビル　各種サイン工事
　　 　　　　　TOTO札幌　光壁工事
　　　　  8 月　ネッツトヨタ福岡店　サイン工事
　　　 　　　　ホテルセンチュリー相模大野　サイン改修工事
　　　　 　　　表参道ヒルズ　エントランスサイン工事
　　　　 　　　TFBファクトリーズ　LEDサイン工事
　　　　 　　　グランドハイアット東京　3階宴会場サイン工事
　　　　　 　　クリオ津田沼壱番館　屋上ネオン改修工事 
　　　　  9 月　福島医院　サイン工事
　　　　　 　　日産サティオ新高岡　ポールサイン工事
　　　　　　 　ヴィーナスフォート　出入口自立サイン工事
　　　 　10 月  ボートピア習志野　テナントサイン改修工事
　　　　　　　 東急ハーヴェスト那須　コテージポーチサイン工事
　　　　　　　 表参道ヒルズ　LEDコルトンサイン改修工事
　　　　　 　　新百合ヶ丘ミロード　外壁サイン工事
　　　　　　 　日本 IBM 箱崎、幕張事業所AEDサイン工事
　　　　　　 　日産サティオ富山　サイン工事
　　　　　　 　フレッシュ佐武　サイン工事
　　　　　 　　新座新市庁舎　サイン工事
　　　 　11 月  新百合ヶ丘ミロード　サイン工事
　　　　　 　　TOTO大宮　サイン工事
　　　　          富山病院　二期サイン工事
　　　　　　 　小田急下北沢駅　広告サイン工事
                      三井住友信託銀行　各支店エンブレムサイン製作
　　　 　12 月  宇都宮法務庁舎　サイン工事
　　　　　　 　目黒雅叙園　アルコタワー　シンボルサイン工事
　　　　　　 　ふじよし川崎工場　LEDサイン工事
　　　　　　    日本 IBM大阪事業所　サイン工事
　　　　　　　 小田急登戸駅　LED広告サイン工事
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平成30年　　　　  1 月   クリオ保土ケ谷　館名サイン工事
　 　　　         NMF川崎東口ビル　テナントサイン工事
　　　　  2 月　ラフォーレ原宿　グルグルサイン補修工事
　 　　　         ゲートタワー　サイン工事
　 　　　　　　東急ハーヴェスト勝浦　サイン工事
　 　　　　　　みらいく保育園　サイン工事
　　 　　　　　相模大野駅ビル　屋外広告改修工事
　　 　　　　　本厚木ミロード　外壁サイン工事
　　　 　　　　小田急梅ヶ丘駅　広告サイン LED化改修工事
　　　　 　　　小田急新百合ヶ丘駅　広告サイン LED化改修工事
　　　　 　　　小田急世田谷代田駅　ポスターボード工事
　　　　 　　　第一生命戸塚　各所サイン工事
　　　　　 　　愛宕オフィス　サイン工事 
　　　　  3 月　ヴィーナスフォート　バリカー設置工事
　　　　　 　　経堂 CORTY　サイン改修工事
　　　　　　 　ヴィーナスフォート　出入口自立サイン工事
　　　　　　 　上星川クリオ壱番館　屋上広告塔サイン工事
　　　　　　　 クリオ柏三番館　屋上広告塔サイン工事
　　　　　　　 クリオ ラベルヴィ武蔵小杉　サイン工事
　　　　　 　　クリオ横濱綱島　サイン工事
　　　　　　 　クリオ横濱浅間町　サイン工事
　　　　　　 　キッズラボ西馬込　サイン工事
　　　　　　 　アコルデ代々木上原　共用部サイン工事
　　　　　 　　ビナ 3番館　美化工事
　　　　　 　　三菱東京UFJ 銀行　行名変更工事
　　　　　 　　明治安田アセットマネジメント　サイン工事
　　　　  4 月　エッサム 2号館　1,2 階サイン改修工事
　　　　　　 　日経虎ノ門別館　サイン工事
　　　　　　 　なごみホール大井　サイン工事
　　　　　　    井波中学校　サイン工事
　　　　　　　 日産サティオ富山　高岡西店　シンボルサイン工事
　　　　  5 月　クリオ磯子丸山壱番館　屋上広告塔サイン工事
　　　　　　 　パレットタウンT街区　チームラボサイン工事
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平成30年　　　　  6 月   調布サウスゲートビル　外壁ロゴサイン工事
　 　　　         メットライフ神田錦町　サイン工事
　 　　　         倉垣小学校　サイン工事
　　　　  7 月　東急ハーヴェスト軽井沢　サイン工事
　 　　　　　　小田急本厚木駅　オデコサイン工事
　　　　  8 月　クリオレジダンス横浜　サイン工事
　　 　　　　　クリオラベルヴィ錦糸町　サイン工事
　　 　　　　　小田急鶴巻温泉駅　額面広告サイン工事
　　　 　　　　クリオ浦和仲町　サイン工事
　　　　 　　　グランハイアット東京 4F 宴会場、避難経路　改修工事
　　　　  9 月　小田急豪徳寺駅　広告サイン LED化工事
　　　　 　　　国際協力銀行　駐車場サイン改修工事
　　　　　 　　三井住友信託銀行 千葉支店　サイン改修工事 
　　　　　 　　三井住友信託銀行 一宮支店　サイン改修工事 
　　　　　 　　三井住友信託銀行 CP 調布　サイン工事
　　　 　10 月  イマジカトータルサービス　社名変更サイン工事
　　　　　　 　クリオ南万騎が原　屋上広告塔サイン工事
　　　　　　　 クリオ ラベルヴィ三ノ輪　サイン工事
　　　　　　　 小杉南中学校　サイン工事
　　　 　11 月  愛宕グリーンヒルズ　サイン工事
　　　　　　 　クリオ鷺沼マスターテラス　サイン工事
　　　　　　 　明興工業　サイン工事
　　　　　　 　日本 IBM福岡事業所　サイン工事
　　　　　 　　コビルナ町田　サイン改修工事
　　　 　12 月  クリオ日本橋久松町　サイン工事
　　　　　 　　愛宕グリーンヒルズ　広域マップサイン工事
　　　　　 　　三井住友信託銀行　御成門タワー　サイン工事
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令和元年　　　　  1 月   愛宕グリーンヒルズ　MORI タワーゴサイン工事
　 　　　         アークヒルズエグゼクティブタワー　サイン工事
　 　　　         クリオラベルヴィ馬込　サイン工事
　 　　　         クリオラベルヴィ赤羽東　サイン工事
　　　　  2 月　六本木ヒルズ　バースセンサー新設工事
　 　　　         表参道ヒルズ　コルトンサイン LED化工事
　 　　　         NMF青山一丁目ビル　サイン改修工事
　　 　　　　　小田急代々木八幡駅　サイン工事
　　 　　　　　桜井宇奈月中学校　サイン工事
　　　 　　　　日本 IBM名古屋事業所　サイン工事
　　　　 　　　アベテクノ本社　LEDサイン工事
　　　　 　　　六本木ヒルズ低層棟　サイン工事
　　　　 　　　クリオ横濱三ツ沢　サイン工事
　　　　  3 月　渋谷道玄坂東急ビル　サイン工事
　　　　　 　　小田急祖師ヶ谷大蔵駅　広告サイン LED化工事
　　　　　 　　ヴィーナスフォート　ELVサインリニューアル工事
　　　　　 　　クリオレジデンス八王子　サイン工事
　　　　　　 　クリオ鶴間弐番館　屋上広告塔サイン工事
　　　　　　　 クリオ横浜本牧　サイン工事
　　　　　　　 かの苑 地域交流棟　サイン工事
　　　　　　　 三井住友信託銀行 四日市支店　サイン工事
　　　　　　 　小田急下北沢駅　業務掲示板工事
　　　　　　 　本厚木ミロード　外壁サイン改修工事
　　　　　　 　小杉南中学校　3期サイン工事
　　　　  4 月　六本木ヒルズ レジデンス駐車場バースサイン
　　　　  5 月　日本 IBM箱崎事業所　メニューサイン工事　
　　　　　 　　小田急下北沢駅　業務掲示板工事
　　　　　 　　射水市立大門中学校　サイン工事
　　　　　 　　かの苑　サイン工事
　　　　　 　　三井住友信託銀行 池田支店　サイン改修工事
　　　　  6 月　浜松町ビル 29F スケーラブルオフィス　サイン工事
　　　　　 　　クリオ横濱綱島ガーデン　サイン工事
　　　　　 　　日経虎ノ門別館　サイン工事
　　　　　 　　ヴィーナスフォート　トイレブース改修工事
　　　　　 　　ノースタワー 駐車場　サイン工事
　　　　　 　　赤羽セキネビル　袖看板工事



50

令和元年

令和2年

　　　　  7 月   NMF渋谷公園通りビル　サイン点検工事
　 　　　         小田急本厚木駅　オデコ広告サイン工事
　 　　　         クリオラベルヴィ武蔵小杉　サイン工事
　 　　　         共立食品　袖看板工事
　　　　  8 月　六本木ヒルズ　ELVサイン工事
　 　　　         H スクエア吉祥寺南町　自立サイン工事事
　　 　　　　　愛宕グリーンヒルズ　MORI タワーゴサイン工事
　　 　　　　　稲畑香料 東京支店リノベーション　サイン工事
　　　　  9 月　各所ヒルズ　掲示板工事
　　　　 　　　小杉社会福祉会館サイン工事
　　　　 　　　小田急代々木八幡　額面サイン工事
　　　　 　　　サザンテラス　サイン補修工事
　　　　 　　　三井住友信託銀行 大津支店　サイン工事
　　　　　 　　渋谷駅東口地下広場　サイン工事
　　　 　10 月  大都技研 板橋工場　外壁シートサイン工事
　　　　　 　　コビルナ町田　サイン工事
　　　 　11 月  クリオ小田原壱番館　屋上広告塔サイン工事
　　　　　　　 プルデンシャルタワー　自立駐車場サイン工事
　　　　　　　 グランハイアット東京　カードリーダーサイン工事
　　　　　　　 桜井建設　倉庫増築サイン工事
　　　　　　 　本厚木ミロード南館　サイン改修工事
　　　 　12 月  キッズラボ中延園　サイン工事
　　　　　　 　クリオ二俣川壱番館　屋上広告塔サイン工事
　　　　　　 　三井住友信託銀行 渋谷支店　サイン工事
　　　　  1 月　NMF新宿 EASTビル　サイン改修工事　
　　　　　 　　リソルホテル東京浅草　サイン工事
　　　　　 　　おおたにこども園　サイン工事
　　　　　 　　虎ノ門ヒルズ　サイン改修工事
　　　　  2 月　三井住友信託銀行 丸の内本店　サイン改修工事
　　　　　 　　小田急中央林間駅　広告サイン工事
　　　　　 　　IXINAL門前仲町　サイン工事
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令和 2年　　　　  3 月　小田急湘南台駅　LED広告サイン工事
　　　　　 　　クリオ練馬北町　サイン工事
　　　　　 　　クリオ鵠沼海岸　サイン工事
　　　　　 　　クリオレジダンス横濱ベイサイド　サイン工事
　　　　　 　　六本木ヒルズ　駐車場サイン工事
　　　　　 　　アーク森ビル　サイン工事
　　　　　 　　三井住友信託銀行 新橋支店　ウィンドウサイン工事
　　　　　 　　ならファミリーパーキング　サイン製作
　　　　　 　　品川東急ビル　サイン工事
　　　　　 　　H1T　エントランスサイン製作
　　　　　 　　小田急電鉄 6 駅　デジタルサイネージ設置工事


