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施工内容 都道府県 市区町立名、学校法人名 学校名 施工年

千葉県 学校法人明海大学 明海大学セミナーハウス勝浦 2008

芝浦幼稚園 2010

芝浦小学校 2010

西新宿小学校 2012

四谷第六小学校 2009

墨田区立 梅若小学校 2011

みどり幼稚園 2011

小名木川小学校 2011

第六砂町小学校 2008

世田谷区立 京西小学校 2012

豊島区立 南池袋小学校 2010

北区立 西浮間小学校 2008

江戸川区立 平井第ニ小学校 2009

第三小学校 2012

第四小学校 2012

府中市立 四谷小学校 2012

布田小学校 2011

染地小学校 2011

第二小学校 2011

深大寺小学校 2010

深大寺保育園 2009

北ノ台小学校 2009

南大谷小学校 2011

忠生第一小学校 2011

藤の台小学校 2011

小平市立 小平第十三小学校 2005

第二小学校 2012

第八小学校 2012

第十小学校 2012

雷塚小学校 2012

第七小学校 2011

多摩市立 東愛宕中学校 2011

瑞穂町立 瑞穂第三小学校 2011

周山中学校 2010

桂川小学校 2010

上里小学校 2010

小学校（5校） 2005

小学校（4校） 2004

小学校（3校） 2003

小学校（6校） 2002

学校法人光華女子学園 光華女子学園 2010

東京都

京都府

港区立

新宿区立

町田市立

調布市立

武蔵村山市立

校庭芝生化

京都市立

立川市立

江東区立
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施工内容 都道府県 市区町立名、学校法人名 学校名 施工年

長吉東小学校 2009

茨田東小学校 2008

堺市立 錦西小学校 2010

枚方市立 交北小学校 2012

明和小学校 2012

成美小学校 2012

啓明小学校 2012

梅ヶ丘小学校 2012

西小学校 2012

吹田市立 交北小学校 2007

守口市立 藤田小学校 2010

五月田小学校 2010

二島小学校 2010

東大阪市立 高井田小学校 2009

富田林市立 高辺台小学校 2010

学校法人井上学園 大東幼稚園 2009

学校法人鴻池学園 鴻池幼稚園 2008

奈良県 学校法人奈良学園 奈良学園登美ヶ丘キャンパス 2010

鹿児島県 鹿児島市立 坂元小学校 2012

校庭緑化 長崎県 学校法人福岡大学 福岡大学付属大濠高校・中学 2009

千代田区立 麹町中学校 2011

落合第三小学校 2013

戸塚第一小学校 2011

淀橋第四小学校 2011

戸塚第二小学校 2010

墨田区立 東吾嬬小学校 2011

神宮前小学校 2010

幡代小学校 2008

和田小学校 2009

宮前中学校 2008

東原中学校 2007

学校法人女子美術大学 女子美術大学杉並キャンパス 2010

社会福祉法人葛飾福祉館 こひつじ保育園 2007

学校法人大森学園 大森学園高校 2006

神奈川県 学校法人フェリス女学院 フェリス女学院大学 2011

愛媛県 愛媛県立 松山商業高校 2005

鶴翔高校 2010

甲南高校 2010

沖縄県 那覇市立 銘苅小学校 2004

大阪府

大阪市立

門真市立

杉並区立

寝屋川市立

新宿区立

屋上緑化

鹿児島県 鹿児島県立

東京都 渋谷区立

校庭芝生化
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施工内容 都道府県 市区町立名、学校法人名 学校名 施工年

杉並区立 馬橋小学校 2009

学校法人日本歯科大学 日本歯科大学 2005

福岡県 北九州市立 曽根東小学校 2008

真和志中学校 2010

大名小学校 2010

松島小学校 2010

寄宮中学校 2010

城北中学校 2010

天妃小学校 2010

開南小学校 2010

石嶺中学校 2010

岩見沢東高校 2009

札幌稲雲高校 2009

美浜北小学校 2012

美浜南小学校 2012

東京都 新宿区立 西早稲田中学校 2008

京都府 学校法人立命館 立命館高校 2002

長崎県 学校法人長崎日本大学学園 長崎日本大学付属高校 2010

出水市立 出水中学校 2005

中種子町立 野間中学校 2004

沖縄県立 普天間高校 2006

宜野湾中学校 2007

志真志小学校 2007

真志喜中学校 2005

普天間中学校 2005

糸満市立 糸満中学校 2009

豊見城小学校 2009

長嶺小学校 2008

南城市立 大里南小学校 2011

金武町立 金武中学校 2007

嘉手納町立 嘉手納中学校 2009

浜川小学校 2006

桑江中学校 2006

北谷中学校 2006

北谷第２小学校 2006

北玉小学校 2006

北谷小学校 2006

八重瀬町立 東風平小学校 2004

多摩中学校 2011

東愛宕中学校 2011
多摩市立暑熱対策 東京都

北海道 北海道

壁面緑化

グランド散水

北谷町立

千葉県 浦安市立

東京都

宜野湾市立

豊見城市立

鹿児島県

沖縄県

沖縄県 那覇市立


