
ノン ″キープ丁S施工実績表  落書き

施工年月 地域   物件 対象物   面積

1999年 3月 広島  国土交通省中国地方整備局中国技術事務所       コンクリート   2m2
落書き対策用塗料性能試験 (外壁)

2000年 1月 熊本 金属 (鋼板)    45 m2

橋梁鉄骨部

2000年 2月  熊本 金属 (鉄柱)   150 m2

上益城広域サイン柱部 (20ヶ 所)

2000年 2月  熊本 金属 (鋼板)    70m2

観光案内板 (10ヶ 所)

2000年 2月 熊本 命号)(鉄
・ア    45 m2

観光案内板 (3ヶ 所)

2000年2月  熊本 命雪)鉄
・ア    30m2

観光案内板 (3ヶ 所)

2000年 2月 熊本 金属 (鋼板)    51 m2

橋梁鋼板部 (3ヶ 所)

2000年 3月 熊本 コンクリート    50m2
橋梁台部 (壁面)

2000年3月 熊本 ス≠多じスト    40m2
総合案内モニュメン ト

2000年 3月 熊本 員挙:`うし,こ

卜     200 m2
モニュメン ト

2000年 5月 広島 コンクリート   140m2
広島市海田地下道壁面補修工事

2000年 10月 大阪 ス≠多ι買卜    20m2
アメリカ村ホテル外壁

2001年 1月 高知 員≠多じ買卜     5 m2
天神児童公園 (滑 り台他 )

2001年 1月  高知 員≠多じ買
卜    5m2

人反原児童公園オブジェ 2体

2001年 1月 高知 タイル       lo m2
人反原児童公園 1号 トイレ

2001年 1月 大阪 丞属
クリート    20m2

西心斎橋駐車場

2001年 2月 兵庫  赤穂市

赤穂城公園

3m2

2001年2月 宮城  古川市

公園オブジェ1体

コンクリート    30m2

2001年 3月 官城  市営球場休憩所、屋内、壁、天丼           コンクリート   50ぽ
落書き防止

2001年 3月 愛媛 コンクリート   180m2
宇和島道維持第 2工事

2001年 3月 大阪

住之江公園 (塔 )

コンクリート    lo m2



ノゞイ″キープ鶏た五実績表  落書き

対象物   面積施二年月 地域   物件
2001年 3月 大阪

コンクリート    lo m2
住之江公園 (プール )

2001年 3月 兵庫 木製        10m2

赤穂城公園 (本部デッキ)

2001年 4月 神奈川
基属

クリート     30 m2

薬局店舗兼住宅 (シャッター、外壁)

2001年 4月  大阪 コンクリート   loo m2   1
扇町公団 (外壁 )

2001年 7月  和歌山 コンクリート    75 m2
旧近鉄百貨店 (外壁 )

2001年 8月  富山  高岡市
二上山公園公衆 トイ レ 外壁

コンクリート   140m2

2001年 9月  富山 コンクリート   140m2
福岡町総合防災センター 外壁

2002年 2月 官城  市営球場ダックア ウ ト (1.3塁 )         コンクリート  180m2
落書き防止

2002年 3月 宮城  市営球場パブ リック型 トイ レ、内外壁         パネル板    160m2
落書き防止

2002年胡 福岡
コンクリート    30 m2

田隈公園 (外壁 )

2002年 4月 宮城  市営球場スコアボー ド棟、板             金属     350m2
落書き防止 (鋼板、アルミ板、コンクリート面)

2002年 4月 高知 コンクリー ト    m2
中央公園 トイレ

2002年 5月 高知 コンクリー ト      m2
公園 トイ レ

2002年 6月 宮城  多賀城市公園内公衆 トイ レ

落書き防止 (パネル板)

金属        70m2

2002年 6月 広島
コンクリート   250ぽ

字品橋 (外壁 )

2002年 6月 広島 コンクリート   240m2
荒神陸橋 (外壁 )

2002年 6月 大阪  阪急電鉄

南千里橋脚

コンクリー ト      m2

2002年 7月 熊本  辛島町

交差点信号制御ボックス

l m2

2002年 7月 熊本  手取本町

交差点信号制御ボックス

2m2

2002年 8月  石川 オ(1腱           420 m2

北陸鉄道七ッ屋地下歩道 (タ イル)

2002年 8月 熊本

JRボ ックスカルバー ト

コンクリート    30 m2



ノン ″ヰープ丁S施工実績表  落書き

施二年月 地域   物件 対象物   面繕

2002年 8月 大阪  阪急電鉄

西京極ボックスカルバー ト

コンクリー ト      m2

2002年 8月 大阪 コンクリー ト     m2
枚方市公園 トイレ

2002年 9月 宮城  市川邸 駐車場

落書き防止

金属       100m2

2002年 9月 官城  斉藤外科医院 看板

落書き防止

金属        30m2

2002年 9月 広 島  山陽道

広島 ICボ ックスカルバート

コンクリート   250m2

2002年 9月 熊本 コンクリート   170m2
熊本東バイパス (国道57号)西原小前地下道

2002年 9月 大阪 コンクリート      m2
樟葉公園トイレ

2002年 11月 富山  高岡市
二上山公園公衆 トイレ

トイレ       60 m2

2002年 11月 大阪 コンクリー ト    m2
JR大阪駅中央ロトイレ

2002年 11月 大阪 コンクリー ト      m2
JR弁天町 トイ レ

2002年 12月 愛媛  今治市 鳥生大浜八町線道路改良工事         コンクリート 2,000m2
特定 。塗装工事 道路用壁落書き対策

2003年 1月 愛媛 コンクリート    60m2
道路用壁落書き対策

2003年 1月 大阪 コンクリート   35m2
梅田泉の広場 天丼

2003年 3月 大阪 コンクリート   300m2
JR福島～野田 高架下落書き防止  (5箇所)

2003年明  島根  出雲バイパス

落書き対策

コンクリート  3,000m2

2003年 7月 沖縄  沖縄モノレール

高架橋落書き対策

コンクリート   500m2

2003年 9月 佐賀  富山短期大学

落書き対策

コンクリート   400m2

2003年 10月 大阪 コンクリート   loo m2
ユニバーサルスタジアムジャパン 落書き対策

2003年 10月 大阪 コンクリート   140m2
」R高架下No.50通 路 落書き対策

2003年 12月 愛媛  今治市特定道改第 9号 鳥生大浜人町線道路改良工事  コンクリート 1,200m2
特定。塗装工事 道路用壁落書き対策

2004年期  大阪

枚方公園 落書き防止

コンクリート   loo m2


