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施二年月 場所 物件名 対象物
面正面積

(nl)

1999年3月 広島県安芸君B海田町
国土交通省中国地方整備局中国技術事務所
落書き対策用塗料性能試験_

コンクリートタト壁 2

2∞0年1月 熊本県熊本市 観光案内板 (20ヶ所) 鋼板

20∞年1月 熊本県天草郡天草町 橘桑鉄骨部 鋼板 45

2000年2月 熊本県上益誠部益城町 上益城広域サイン柱部 (20ヶ所) 鉄柱 150

2000年2月 熊本県上益城部益城町 観光案内板 (10ヶ所) 鋼板 70

2∞0年2月 熊本県菊池郡菊陽町 観光案内板 (3ヶ所) 鉄柱 ,アルミ板 45

2000年 2月 熊本県熊本市含志町 観光案内板 (3ヶ所) 鉄柱・アルミ板 30

2000年 2月 熊本県阿蘇郡南阿蘇町 橋梁鋼板部 (3ヶ所) 鋼板 51

2000年 3月 熊本県菊池市 橋梁橋台部 コンクリート壁面 50

20∞年3月 熊本県上益城郡御船町 総合案内モニュメント ステンレス
コンクリート

“
2000年 3月 熊本県天草郡姫戸町 モニュメント

ステンレス
コンクリート 200

2000年 10月 大阪市中央区,い斎橋 アメリカ村ホテル外壁 コンクリート外肇 20

2001年 1月 高矢E県中村市 天神児童
PAN園 コンクリート

滑り台
5

2001年 1月 高知県中村市 八反原児童公園オフジェ オブジェ2体 5

2001年 1月 高知県中村市 八反原児童公園 1号トイレ トイレ内タイメレ 10

2001年 1月 大阪市中央区lb斎橋 西心斎補駐車場外壁 念籠・コンクリート 20

2001年2月 兵庫県赤穂市 赤穂城公園 本部 3

2001年2月 宮城県古川市 古川市公園オフジェ1体 コンクリート 30

2001年3月 大阪市住之江区住之江 住之江公園 コンクリート措 10

2001年3月 大阪市住2江区住之江 住之江公園 プール内壁 10

2001年3月 宮城県古り|1市 市営野球場 コンクリニト91・L 50

2αDl年3月 兵庫県赤穂市 赤穂城公園 本部デッキ 10

2αDl年4月 神奈川県横浜市都筑区 案局店舗兼住宅 シャッター・外怪 30
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麗工年月 場所 物件名 対象物
蘭正面積

(耐)

2001年4月 大阪市北区扇町 扇町公団 コンクリート外壁 100

2001年7月 和歌山県零0歌山市 旧近鉄百貨店 コンクリート外螢 75

2001年8月 冨山県高岡市 二上山公園公衆トイレ コンクリート外摯 12颯Э

2001年9月 富Ш県西砺波都福岡町 福岡町総含防災センター コンクリート外盤 45

2∞2年鯛 富城県古||1市 古川市営野球場 ダッグアウト2ケ所 コンクリート 180

2002年3月 福岡県福岡市早良区 田限公園 コンクリートタト壁 30

2(X)2年 3月 宮城県古川市 古り|1市営野球場 パブリック型トイレ内外 パネル板 160

2∞2年明 愛媛県今治市 今治港公共トイレ 石材 100

2∞2年4月 富城県古||1市 古川市営野球場スコアF‐卜
・
棟、スコアドート

・
全面 アルミ鋼板 350

2∞2舞6月 広島県広島市南区 字品橋 コンクリート外壁 250

2∞2年6月 広島県広島市南区 荒神睦福 コンクリート外里 240

2∞2年6月 目減県llb台市 戸建Fヨ塀、格子戸 本部 60

2002年6月 宮減県多賀城市 多賀城市公国内公衆トイレ コンクリート外璧 70

2∞簿 7月 熊本県熊本市辛島町 率島町交差点信号機制御ボックス 金属 1

2002年7月 熊本県熊本市手取本町 手取本町交差点信号機制御ボックス 金属 2

2002年8月 石川県金沢市 北陸鉄道七ツ屋地下歩遭 タイル 420

2002年3月 熊本県熊本市刈軍町 JRボックスカルノヽ―ト コンクリート内壁 30

2∞2年9月 宮城県仙合市 市内 関業医 替板 鋼板 30

2∞2年9月 宮城県仙台市 市内入来田 戸建駐車場 鋼板 100

2002年9月 広島県広島市安佐南区 広島 ICポックスカルバート コンクリート肉壁 250

2002年9月 熊本県熊本市西原 熊本東バイパス (国道57号線)西原小前地下道 コンクリート内笙 170

2∞2年10月 新潟市西野 北陸自動車適 西野連絡躍 コンクリ‐卜内難 420

2002年 11月 昌山県高岡市 二上山公園公衆トイレ コンクリ"卜内撻 60
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