
超吸着性ハイブリッド型環境触媒「アパテック」施工実績表【2000年～2005年】
　

NO 分類 実施箇所 施工目的 数量 施工年月

1 病院 四日市社会保険病院 特別室 消臭、抗菌 　　50㎡ 2000.08

2 公共施設 四日市市役所 喫煙室 消臭、抗菌 　　50㎡ 2001.02

3 福祉施設 福祉法人　明星会（老人ホーム） 室内 消臭、抗菌 　  100㎡ 2001.04

4 工場 名古屋　食品工場 室内 防カビ 　　80㎡ 2001.05

5 工場 大阪　池田金属 外壁 防汚 　  450㎡ 2001.06

6 娯楽施設 カラオケボックス　ラウム上社店　他１店 室内 消臭、抗菌 　 ４２室 2001.06

7 道路施設 日本道路公団　東名高速足柄SA 外壁 防汚 　1333㎡ 2001.08

8 娯楽施設 スーパー銭湯　　湯楽 天井 防カビ 　  840㎡ 2001.11

9 公共施設 中部経済産業局（人工樹の設置） 室内 消臭、抗菌 　　35本 2002.03

10 百貨店 松坂屋　栄店 女子トイレ 消臭、抗菌 　  150㎡ 2002.09

11 ホテル 名古屋キャッスルホテル 客室 消臭、抗菌 　　  2室 2002.09

12 飲食店 リンガーハット　多の津店 室内、外壁 消臭、防汚      170㎡ 2002.10

13 住宅 千歳市　モデルハウス 室内　 消臭、抗菌      250㎡ 2002.11

14 プール 千歳市　温水プール 男子トイレ 消臭      150㎡ 2002.11

15 個人住宅 横浜　個人住宅 外壁 防汚      240㎡ 2002.11

16 道路施設 日本道路公団　亀山SA下り線 外壁 防汚 　　20㎡ 2002.11

17 研究施設 独立行政法人　産業技術総合研究所 喫煙室 消臭、抗菌 　  250㎡ 2003.03

18 ホテル スーパーホテル　池袋北口 客室 消臭、抗菌      209室 2003.04

19 ホテル スーパーホテル　富士 客室 消臭、抗菌 　　91室 2003.04

20 ホテル スーパーホテル　南彦根 客室 消臭、抗菌 　　95室 2003.05

21 病院 トヨタ記念病院 病室 消臭、抗菌 　　99室 2003.05

22 スーパー コープサッポロ　川沿店　鮮魚ブース 室内 消臭、抗菌 　  130㎡ 2003.06

23 ホテル スーパーホテル　宇部 客室 消臭、抗菌 　  108室 2003.06

24 ホテル スーパーホテル　奈良 客室 消臭、抗菌 　　97室 2003.06

25 厚生施設 あいおい損保　東富士研修所 ｶﾗｵｹﾙｰﾑ 消臭 　  　1室 2003.06

26 病院 勤医協病院 喫煙室 消臭 　　21㎡ 2003.07

27 娯楽施設 苫前　ふわっとの湯　玄関、靴ケース、室内 室内 消臭、抗菌 　　25㎡ 2003.07

28 車 自家用自動車　ワンボックスタイプ 内部、外部 消臭、防汚 　　85㎡ 2003.07

29 ホテル スーパーホテル　堺 客室 消臭、抗菌 　　99室 2003.07

30 ホテル スーパーホテル　水俣 客室 消臭、抗菌 　　93室 2003.07

31 ホテル スーパーホテル　湯田温泉 客室 消臭、抗菌 　  130室 2003.07

32 市役所 長野県　上田市役所　本庁舎1階 トイレ・喫煙室 消臭、抗菌 　  180㎡ 2003.07

33 雑貨 共和企業㈱2004北海道グッドデザイン賞 木製ベンチ 抗菌、防汚 　　15㎡ 2003.08

34 ホテル スーパーホテル　博多 客室 消臭、抗菌 　　54室 2003.08

施工先



35 ホテル スーパーホテル　四日市 客室 消臭、抗菌 　　80室 2003.08

36 ホテル スーパーホテル　神戸 客室 消臭、抗菌 　　87室 2003.08

37 ホテル スーパーホテル　赤羽 客室 消臭、抗菌 　　49室 2003.08

38 ホテル スーパーホテル　千葉 客室 消臭、抗菌 　  151室 2003.08

39 病院 長野県上田市　上田病院　1階救急室 救急室 消臭、抗菌 　　63㎡ 2003.08

40 娯楽施設 グループホーム　ゆーあい天馬 室内、玄関 消臭、抗菌       953㎡ 2003.09

41 スーパー コープ札幌　本店 喫煙室 消臭 　　50㎡ 2003.09

42 空港 奥尻空港　 木製案内板 防汚 　　30㎡ 2003.09

43 ホテル スーパーホテル　高岡 客室 消臭、抗菌 　　94室 2003.09

44 ホテル スーパーホテル　新潟 客室 消臭、抗菌      100室 2003.09

45 ホテル スーパーホテル　新潟新井 客室 消臭、抗菌 　　84室 2003.09

46 ホテル スーパーホテル　亀戸 客室 消臭、抗菌 　　93室 2003.09

47 ホテル スーパーホテル　倉敷・新館 客室 消臭、抗菌      107室 2003.09

48 厚生施設 ㈱トヨタ東富士第3寮　人工樹設置 共用部・個室 消臭 　　87本 2003.09

49 スーパー コープ札幌　西岡店　調理場・大型冷蔵庫 室内 消臭、抗菌 　　50㎡ 2003.10

50 農協 オホーツク網走農業協同組合 室内・カーテン 消臭、抗菌      126㎡ 2003.10

51 薬局 こすげ薬局 外壁・ベランダ 防汚      220㎡ 2003.10

52 ホテル スーパーホテル　出雲 客室 消臭、抗菌      121室 2003.10

53 ホテル スーパーホテル　鳥取 客室 消臭、抗菌 　　92室 2003.10

54 ホテル スーパーホテル　山形 客室 消臭、抗菌 　　98室 2003.10

55 厚生施設 ㈱トヨタ東富士第2寮　人工樹設置 共用部 消臭・防汚 　　10本 2003.10

56 厚生施設 ㈱トヨタ東富士第3寮　アミーゴ クラブフロア 消臭、防汚      170㎡ 2003.10

57 ホテル　　 箱根プリンスホテル コテージ 消臭、防カビ 　　  2棟 2003.10

58 公共施設 長野県南佐久郡臼田町　総合福祉センター 室内 シック・消臭      500㎡ 2003.10

59 公共施設 苫小牧　沼の端　歩道　御影石表示板　植樹桝 外部 防汚      730㎡ 2003.11

60 ホテル スーパーホテル　大津 客室 消臭、抗菌 　　80室 2003.11

61 スーパー 滝川ラルズ　鮮魚ブース 室内 消臭、抗菌      160㎡ 2003.11

62 ホテル スーパーホテル　大阪江坂 客室 消臭、抗菌      108室 2003.11

63 ホテル スーパーホテル　北見 客室 消臭、抗菌 　　83室 2003.11

64 厚生施設 ㈱トヨタ　東富士第3寮 外壁 防汚 　　20㎡ 2003.11

65 ホテル 箱根プリンスホテル 男女トイレ 消臭 　　60㎡ 2003.11

66 病院 札幌市立病院　喫煙室、トイレ 室内 消臭、抗菌      120㎡ 2003.12

67 ホテル スーパーホテル　青森 客室 消臭、抗菌 　　87室 2003.12

68 ホテル スーパーホテル　宮崎 客室 消臭、抗菌       124室 2004.01

69 ホテル 静岡県　ホテル24 昭和通り 客室 消臭、抗菌 　　 91室 2004.01

70 福祉施設 福祉法人　柿田川ホーム 居住室 消臭 　  　8室 2004.01



71 ホテル スーパーホテル　大阪天王寺4丁目 客室 消臭、抗菌 　　96室 2004.01

72 ホテル スーパーホテル　大阪谷町 客室 消臭、抗菌 　　74室 2004.01

73 公共施設 北海道庁　別館 喫煙室 消臭 　　65㎡ 2004.02

74 ホテル スーパーホテル　大垣 客室 消臭、抗菌 　　88室 2004.02

75 ホテル スーパーホテル　京都烏丸五条 客室 消臭、抗菌       108室 2004.02

76 ホテル スーパーホテル　安城 客室 消臭、抗菌       116室 2004.02

77 福祉施設 福祉法人　柿田川老人ホーム 集会ホール 消臭       260㎡ 2004.02

78 スーパー マックスバリュー東海　稲取 トイレ 消臭 　　60㎡ 2004.02

79 老人ホーム 長野県上伊那郡箕輪町　みのわ園 女子浴室 防カビ、消臭 　　50㎡ 2004.02

80 公共施設 所沢市斎場　庭園人工滝　御影石壁画 外壁 防藻 　　10㎡ 2004.02

81 幼稚園 北海道　南幼稚園　トイレ、遊戯具、靴箱、調理室 室内 消臭、抗菌      150㎡ 2004.03

82 ホテル スーパーホテル　大阪門真 客室 消臭、抗菌      105室 2004.03

83 ホテル スーパーホテル　沖縄・新都心 客室 消臭、抗菌 　　90室 2004.03

84 老人ホーム 長野県諏訪郡富士見町　紅林荘 室内、トイレ 消臭、抗菌      197㎡ 2004.03

85 ペンション 長野県北佐久郡軽井沢町　ペット可の部屋 室内 消臭、抗菌 　　70㎡ 2004.03

86 ホテル スーパーホテル　八戸 客室 消臭、抗菌 　　92室 2004.04

87 公共施設 陸上自衛隊　札幌第11師団　 迷彩服 消臭、抗菌   約700着 2004.04

88 ホテル ラフォート札幌 喫煙室、客室 消臭、抗菌      124㎡ 2004.04

89 老人ホーム 長野県上伊那郡箕輪町　みのわ園　相談室 室内 防カビ、消臭      200㎡ 2004.04

90 娯楽施設 愛知県稲沢市　パチンコ店 室内 消臭、抗菌      500㎡ 2004.05

91 ホテル 仙台　秋保温泉　岩沼屋 貴賓室 消臭、抗菌      200㎡ 2004.05

92 福祉施設 ディサービス　さくら 室内 消臭、抗菌      210㎡ 2004.05

93 公共施設 愛知万博　コモン５　NEDO館　ガラス面 外壁 防汚      600㎡ 2004.05

94 公共施設 長野県長谷村　国保直営　美和診療所 エレベーター 防カビ、消臭      117㎡ 2004.05

95 病院 八雲総合病院　トイレ、喫煙ルーム 室内 消臭、抗菌      202㎡ 2004.05

96 福祉施設 第２洛風苑 窓、木質外壁 防汚      609㎡ 2004.06

97 ビル 愛知県一宮市 駐車場 消臭      365㎡ 2004.06

98 個人住宅 三重県いなべ市 室内、外壁 消臭、防汚      350㎡ 2004.06

99 個人住宅 三重県津市 室内、外壁 消臭、防汚      350㎡ 2004.06

100 老人ホーム 長野県上田市　　別所温泉　長寿園 トイレ 消臭、抗菌 １６か所 2004.06

101 店舗 ベビーザらス　広島府中店 室内 消臭、抗菌 　4000㎡ 2004.07

102 公共施設 長野県　上田市立図書館 トイレ 消臭、抗菌      250㎡ 2004.07

103 ペンション 長野県北佐久郡軽井沢町　ペット可の部屋 室内 消臭、抗菌 　　70㎡ 2004.07

104 公共施設 長野県上田市　市民トイレ トイレ 消臭、抗菌      230㎡ 2004.07

105 個人住宅 三重県津市 室内、外壁 消臭、防汚      350㎡ 2004.08

106 店舗 トイザらス　福岡粕谷店 室内 消臭、抗菌 　4000㎡ 2004.08



107 ゴルフ場 軽井沢72ゴルフ　クラブハウス、トイレ 室内 消臭、抗菌      120㎡ 2004.08

108 保養所 たかの友梨ビューティークリニック　軽井沢 室内 シックハウス対策      135㎡ 2004.08

109 店舗 トイザらス　町田小山店 授乳室、陳列棚 消臭、抗菌      800㎡ 2004.09

110 店舗 トイザらス　宇都宮インターパーク店 授乳室、陳列棚 消臭、抗菌      500㎡ 2004.09

111 店舗 トイザらス　横浜店 授乳室、陳列棚 消臭、抗菌      500㎡ 2004.09

112 ホテル スーパーホテル　大阪日本橋 客室 消臭、抗菌      140室 2004.11

113 個人住宅 三重県津市 外壁 防汚      180㎡ 2004.11

114 ホテル スーパーホテル　水戸 客室 消臭、抗菌      104室 2004.11

115 ビル 東京　新木場 外壁 防汚      300㎡ 2004.11

116 JR西日本 JR三宮駅西口男子トイレ 室内 消臭      110㎡ 2004.11

117 マンション 埼玉県朝霞市　外壁タイル 外壁 防汚 　1400㎡ 2004.12

118 個人住宅 三重県一志町　サイディング 外壁 防汚      150㎡ 2004.12

119 食品工場 コーミ(株)　包装室 室内 抗菌、消臭 　　80㎡ 2005.01

120 店舗 トイザらス　東京府中駅前店 陳列パネル 消臭、抗菌      600㎡ 2005.01

121 店舗 トイザらス　多摩店 陳列パネル 消臭、抗菌      600㎡ 2005.01

122 住宅 三重県津市　手芸教室 室内 消臭、抗菌      120㎡ 2005.01

123 航空自衛隊 インドネシア派遣医療チーム 迷彩服 消臭、抗菌 　　60着 2005.01

124 住宅 東京　　浅草　 室内 消臭、抗菌      130㎡ 2005.02

125 JR西日本 住吉駅　男女トイレ トイレ 消臭、抗菌      146㎡ 2005.03

126 JR西日本 元町駅西口　男女トイレ トイレ 消臭、抗菌      212㎡ 2005.03

127 JR西日本 姫路駅　男女トイレ トイレ 消臭、抗菌 　 255㎡ 2005.03

128 住宅 東京都江戸川区 外壁 防汚 　　80㎡ 2005.03

129 マンション 埼玉県　大井町 外壁 防汚      180㎡ 2005.03

130 住宅 埼玉県志木市幸町 門柱、塀 防汚 　33か所 2005.03

131 娯楽施設 愛知県稲沢市　パチンコ店 室内、トイレ 消臭、抗菌      200㎡ 2005.03

132 個人住宅 三重県津市 外壁 防汚      150㎡ 2005.04

133 幼稚園 埼玉県浦和市　外壁ガラス、教室 外壁、室内 防汚、消臭      300㎡ 2005.04

134 マンション 埼玉県　成増フレクション 外壁タイル 防汚      200㎡ 2005.04

135 ビル 名古屋市　中部経済産業局1期　吹付タイル 外壁 防汚      150㎡ 2005.04

136 幼稚園 名古屋市　　室内全部 室内 消臭、抗菌 　2000㎡ 2005.04

137 ホテル 沖縄県石垣市　外壁カラー鋼板 外壁 防汚 　1350㎡ 2005.05

138 パチンコ 愛知県稲沢市　パチンコ店 トイレ 消臭、抗菌      100㎡ 2005.05

139 ビル 名古屋市　中部経済産業局　2期　吹付タイル 外壁 防汚      150㎡ 2005.05

140 個人住宅 三重県桑名市 室内 消臭、抗菌      260㎡ 2005.05

141 アパート 茨城県古河市　リゾネットタイプ2LDK4室 室内 VOC対策      800㎡ 2005.07

142 個人住宅 つくば市　外壁、リシン及び木部　室内 外壁、風呂 防汚、防カビ      400㎡ 2005.07



143 中学校 北海道　苫前小学校 室内 VOC対策      800㎡ 2005.07

144 マンション 中国大連　 室内 シックハウス対策    1000㎡ 2005.07

145 医院 名古屋市東区　内科医院 トイレ 消臭、抗菌 　　40㎡ 2005.08

146 マンション 埼玉県　外壁タイル面 外壁 防汚      250㎡ 2005.08

147 マンション 埼玉県　個人キッチン、トイレ 室内消臭、抗菌 　　30㎡ 2005.08

148 銀行 仙台　　七十七銀行　外壁、人工大理石 外壁 防汚 　　90㎡ 2005.08

149 幼稚園 愛知県　尾張旭市　暁幼稚園　 トイレ 消臭、抗菌      250㎡ 2005.08

150 ホテル スーパーホテル　高松・観光通り 客室 消臭、抗菌 　　68室 2005.08

151 店舗 埼玉県朝霞市　　函館海や 店舗、トイレ 消臭、抗菌      150㎡ 2005.08

152 ホテル スーパーホテル　東西線　市川・妙典駅前 客室 消臭、抗菌 　　75室 2005.08

153 ホテル スーパーホテル高知 客室 消臭、抗菌      120室 2005.09

154 介護施設 名古屋市東区　　町デイサービスセンター 室内 消臭、抗菌      200㎡ 2005.09

155 個人住宅 三重県桑名市 室内 消臭、抗菌      100㎡ 2005.09

156 ビル 東京原宿　東京デザイン専門学校　フッ素塗装面 外壁 防汚      500㎡ 2005.10

157 ビル 名古屋市　中部経済産業局3期　吹付タイル 外壁 防汚      100㎡ 2005.10

158 住宅 埼玉県狭山市　菊池邸 屋根 防汚 　　88㎡ 2005.10

159 ホテル 名古屋市　キャッスルホテル　南面外壁タイル 外壁 防汚      500㎡ 2005.11

160 ホテル 名古屋市　キャッスルホテル　　北面外壁タイル 外壁 防汚      300㎡ 2005.11

161 ホテル スーパーホテル　岩手盛岡 客室 消臭、抗菌 　　96室 2005.11

162 住宅 埼玉県入間郡三芳町　増田邸 屋根 防汚 　　65㎡ 2005.11

163 ホテル スーパーホテル　薩摩川内 客室 消臭、抗菌 　　81室 2005.12

164 住宅 埼玉県鶴ヶ島市　岩田邸 外壁、屋根 防汚      346㎡ 2005.12


