
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【2006年～2010年】
　

NO 分類 実施箇所 施工目的 数量 施工年月

165 住宅 埼玉県川越市　鈴木邸 外壁 防汚      386㎡ 2006.01

166 住宅 埼玉県川越市　松野邸 外壁 防汚      226㎡ 2006.01

167 マンション 岐阜県土岐市 外壁 防汚      346㎡ 2006.02

168 ホテル スーパーホテル　高松東宝 客室 消臭、抗菌      124室 2006.02

169 ホテル スーパーホテル　弘前 客室 消臭、抗菌      100室 2006.02

170 宗教法人 栃木県　那須塩原　建造物A 外壁 防汚 　1978㎡ 2006.03

171 宗教法人 栃木県　那須塩原　建造物B 外壁 防汚 　1606㎡ 2006.03

172 宗教法人 栃木県　那須塩原　建造物C 外壁 防汚 　1914㎡ 2006.03

173 ホテル スーパーホテル　上野 客室 消臭、抗菌 　　69室 2006.03

174 福祉施設 愛知県豊田市　つどいの丘 外壁 防汚 　　85㎡ 2006.03

175 ホテル 名古屋市　キャッスルホテル　外壁ガラス面 外壁 防汚 　　30㎡ 2006.04

176 パチンコ 愛知県豊田市　APANCRUB　山の手店 トイレ 消臭、抗菌      266㎡ 2006.04

177 住宅 埼玉県川越市　泉山邸　 屋根 防汚 　　69㎡ 2006.04

178 ホテル スーパーホテル　釧路 客室 消臭、抗菌      101室 2006.05

179 ホテル スーパーホテル　新大阪 客室 消臭、抗菌      105室 2006.06

180 ホテル スーパーホテル　埼玉大宮 客室 消臭、抗菌      157室 2006.06

181 パチンコ 岐阜県美濃加茂市　APANCRUB トイレ 消臭、抗菌      400㎡ 2006.07

182 パチンコ 愛知県瀬戸市　APANCRUB トイレ 消臭、抗菌      350㎡ 2006.08

183 個人住宅 秋田県秋田市　古谷邸　 外壁 防汚      180㎡ 2006.08

184 宗教法人 愛知県一宮市 外壁 防汚 　　95㎡ 2006.08

185 スポーツ施設 石川県金沢　スポーツクラブ　ヴィテン 室内 消臭、抗菌 　　69㎡ 2006.09

186 パチンコ 愛知県　　APANCRUB トイレ 消臭、抗菌      170㎡  2006.10

187 老人ホーム 埼玉県　居室 室内 消臭、抗菌      100㎡  2006.10

188 宗教法人 東京都日暮里 外壁 防汚      150㎡  2006.10

189 個人住宅 埼玉県川越市　屋根、外壁 外壁 防汚      190㎡  2006.10

190 個人住宅 秋田県能代市　店舗付き住宅・パン屋様 外壁 防汚      350㎡  2006.10

191 アパート 石川県金沢市　ウエルポニア泉ヶ丘 外壁 防汚      225㎡  2006.10

192 個人住宅 埼玉県川越市 外壁 防汚      190㎡ 2006.11

193 宗教法人 東京都五反田 外壁 防汚 　2800㎡ 2006.12

194 アパート 石川県金沢市　ウエルポニア泉ヶ丘 室内 消臭、抗菌      270㎡ 2006.12

195 個人住宅 横浜市　根本邸 室内 消臭、抗菌      387㎡ 2006.12

196 ホテル スーパーホテル　横浜山下町　屋上看板 屋上看板 防汚      300㎡ 2007.01

197 個人住宅 埼玉県川口市 室内 消臭、抗菌      150㎡ 2007.01

198 福祉施設 静岡県　　長泉町福祉会館 室内 消臭、抗菌 　1566㎡ 2007.01

施工先



199 個人住宅 静岡県　水口邸 室内 消臭、抗菌      160㎡ 2007.01

200 社屋 茨城県古河市　　　 外壁 防汚      300㎡ 2007.02

201 マンション 千葉県幕張 外壁 防汚      800㎡ 2007.02

202 ホテル スーパーホテル　沖縄名護 屋上看板 防汚      150㎡ 2007.02

203 個人住宅 埼玉県川越市　蔵 外壁 防汚      135㎡ 2007.02

204 道路施設 北海道札幌　ステンレスフェンス 防護柵 防錆 　　14ｍ 2007.02

205 個人住宅 静岡県静岡市 室内 消臭、抗菌      334㎡ 2007.02

206 旅館 静岡県　木太刀壮 室内 消臭、抗菌 　　15室 2007.02

207 社宅 静岡県　テプコシステムズ 室内 消臭、抗菌 　　16室 2007.02

208 宗教法人 高知県高知市 外壁 防汚      561㎡ 2007.03

209 ホテル スーパーホテル　富士 屋上看板 防汚      150㎡ 2007.03

210 ホテル スーパーホテル　宇都宮 屋上看板 防汚      150㎡ 2007.03

211 学校 名古屋大学（東山）教育棟　アルミパネル 外壁 防汚 　　80㎡ 2007.03

212 個人住宅 埼玉県川越市　那須邸 外壁 防汚      145㎡ 2007.04

213 マンション 埼玉県川越市　横山邸 室内 消臭、抗菌      122㎡ 2007.04

214 宗教法人 岸和田市 外壁 防汚      100㎡ 2007.04

215 ホテル スーパーホテル　桑名駅前 屋上看板 防汚 　　70㎡ 2007.04

216 学校 東京表参道　町田ひろ子アカデミー 教室、トイレ 消臭、抗菌 　  4教室 2007.04

217 老人ホーム 三重県松阪市　アサヒ・ビハーラ 風呂 防カビ 　　80㎡ 2007.04

218 タクシー 東京都府中市　四谷タクシー 車内 消臭、抗菌 　　22台 2007.05

219 個人住宅 東京　江東区越中島 外壁 防汚      130㎡ 2007.05

220 個人住宅 三重県津市　コンクリート、ガラス 外壁 防汚 　　70㎡ 2007.05

221 医院 愛知県豊田市　服部矯正小児歯科 室内 消臭、抗菌 　　60㎡ 2007.06

222 ホテル スーパーホテル　松本駅前 屋上看板 防汚      120㎡ 2007.06

223 宗教法人 香川県高松市 外壁 防汚      600㎡ 2007.07

224 個人住宅 愛知県大治町　フェンス フェンス 防汚 　　35㎡ 2007.07

225 小学校 岩手盛岡　滝沢小学校　多目的教室 室内 シックスクール      170㎡ 2007.07

226 会社 三重県伊勢市　応接室、トイレ 室内 消臭、抗菌      100㎡ 2007.07

227 ホテル スーパーホテル　新居浜 屋上看板 防汚      200㎡ 2007.07

228 パチンコ 名古屋市名東区　APANCRUB トイレ 消臭、抗菌      120㎡ 2007.07

229 小学校　　 岩手県　水堀小学校　音楽室 室内 シックスクール      170㎡ 2007.08

230 宗教法人 三重県津市　外壁、石柱、石 外壁 防汚、防カビ 　　30㎡ 2007.08

231 ビル 東京都板橋区　塗装面、タイル 外壁 防汚      360㎡ 2007.08

232 店舗 トイザらス　北九州市門司 陳列パネル シックハウス対策      297㎡ 2007.09

233 マンション 東京都葛飾区東新小岩 外壁 防汚      200㎡ 2007.09

234 住宅 埼玉県鶴ヶ島　 外壁、屋根 防汚      226㎡ 2007.10



235 住宅 三重県鈴鹿市 外壁 防汚 　　50㎡ 2007.11

236 宗教法人 徳島県阿南市 外壁 防汚      800㎡ 2007.11

237 パチンコ 愛知県豊田市渡刈町 室内、トイレ 消臭、抗菌 　3000㎡ 2007.11

238 ホテル 広島市中区西平塚 屋上看板 防汚      120㎡ 2007.11

239 道路施設 北海道開発局　石狩調整池周辺整備工事 転落防止柵 防錆 　1000ｍ 2007.11

240 道路施設 北海道開発局　北生振揚水機場周辺工事 転落防止柵 防錆      500ｍ 2007.11

241 店舗 東京都新宿区早稲田鶴巻町 外壁 防汚      231㎡ 2007.11

242 パチンコ 愛知県豊田広路町 トイレ 消臭、抗菌      360㎡ 2007.12

243 宗教法人 愛媛県松山市 外壁 防汚      600㎡ 2007.12

244 店舗 徳島県阿南市　居酒屋 室内全部 消臭、抗菌      150㎡ 2007.12

245 個人住宅 三重県津市 室内全部 シックハウス対策      400㎡ 2008.01

246 マンション 三重県いなべ市 室内全部 消臭、抗菌      200㎡ 2008.04

247 病院 愛知県知多市　トイレ、理学療法室 室内 消臭、抗菌      500㎡ 2008.04

248 個人住宅 三重県津市 室内 消臭、抗菌      300㎡ 2008.04

249 車 三重県松阪市　　 車内 消臭、抗菌 　　14台 2008.04

250 ホテル スーパーホテル鳥取駅北口 屋上看板 防汚      100㎡ 2008.05

251 個人住宅 三重県松阪市上川町 外壁 防汚       250㎡ 2008.05

252 ビル 東京都中央区日本橋堀留町　1階　エントランス 室内 消臭、抗菌       100㎡ 2008.05

253 マンション 埼玉県富士見市鶴馬 室内 消臭、抗菌       100㎡ 2008.05

254 店舗 三重県多気町　マックスバリュー　トイレ、他 室内 消臭、抗菌      580㎡ 2008.06

255 マンション 埼玉県中浦和　　2戸全部 室内 消臭、抗菌      500㎡ 2008.06

256 トラック 三重県津市　日野自動車　大型トラック 外部 防汚、防錆 　　74㎡ 2008.07

257 マンション 埼玉県中浦和　　　　 室内 消臭、抗菌      250㎡ 2008.07

258 個人住宅 三重県津市一身田上津部田 外部木部 防汚、防カビ 　　70㎡ 2008.08

259 店舗 トイザらス　北九州市門司 陳列パネル シックハウス対策      450㎡ 2008.10

260 個人住宅 三重県津市 外壁 防汚 　  110㎡ 2008.10

261 福祉施設 北海道　子育て支援センター 外構パイプ 防汚      240㎡ 2008.10

262 個人住宅 三重県松阪市上川町 外壁 防汚      250㎡ 2008.12

263 観光バス 愛知県名古屋市 車内 インフルエンザ対策　　11台 2008.12

264 個人住宅 三重県松阪市上川町 室内 消臭、抗菌      350㎡ 2009.01

265 食品工場 三重県伊勢市　　正田食品　伊勢工場 外壁 防カビ      600㎡ 2009.04

266 個人住宅 住友不動産　東京都千駄木　そっくりさん 室内、外壁 消臭、防汚      220㎡ 2009.04

267 駐車場 十勝くみあい農機事業センター　車止め 外構パイプ 防汚 　  120㎡ 2009.05

268 店舗 三重県鈴鹿市　人形のヒロモリ 外壁 防汚      290㎡ 2009.05

269 公共施設 新京成　北習志野駅ペデストリアンデッキ 外壁 防汚      290㎡ 2009.05

270 バス 愛知県名古屋市 車内 ウイルス対策 　　50台 2009.05



271 バス 静岡県浜松市 車内 ウイルス対策 　　10台 2009.05

272 ビル 埼玉県所沢市 外壁 防汚      310㎡ 2009.06

273 個人住宅 三重県桑名市 室内 消臭、抗菌      250㎡ 2009.06

274 店舗 横浜関内　ホルエモン 室内 消臭、抗菌      150㎡ 2009.07

275 ビル 横浜東戸塚　日立ソフトウエアエンジニアリング 喫煙室 消臭、抗菌 　　77㎡ 2009.07

276 大学 三重大学医学部　解剖教室、処置室 室内 ホルムアルデヒド対策     846㎡ 2009.07

277 墓石 三重県菰野町杉谷 墓石 防汚          2基 2009.07

278 医院 大分県大分市　小児科 室内 消臭、抗菌      200㎡ 2009.07

279 路線バス 静岡県浜松市 車内 ウイルス対策 　　10台 2009.08

280 個人住宅 三重県津港 外壁 防汚      200㎡ 2009.08

281 ビル 東京都世田谷区世田谷 外壁 防汚      700㎡ 2009.09

282 スーパー 三重県松阪市　マックスバリュー 室内 防カビ          8㎡ 2009.09

283 個人住宅 埼玉県川越市 外壁 防汚      300㎡ 2009.10

284 個人住宅 埼玉県川越市 外壁 防汚      300㎡ 2009.11

285 個人住宅 東京都中野区　住友不動産　そっくりさん 室内 消臭、抗菌      397㎡ 2009.11

286 個人住宅 三重県津市津興 室内 シックハウス対策      500㎡ 2009.11

287 店舗 ドトールコーヒー新宿３丁目東店 喫煙ルーム 消臭、抗菌 　　70㎡ 2009.12

288 個人住宅 三重県四日市市稲葉町 室内 消臭、抗菌      500㎡ 2009.12

289 ビル 横浜東戸塚　日立ソフトウエアエンジニアリング 喫煙室 消臭、抗菌 　　77㎡ 2010.02

290 店舗 新宿1丁目食堂 室内 消臭、抗菌      200㎡ 2010.02

291 個人住宅 埼玉県川越市 外壁 防汚      190㎡ 2010.02

292 ビル 埼玉県朝霞市 外壁 防汚      240㎡ 2010.03

293 店舗 ドトールコーヒー新宿2丁目店 喫煙ルーム 消臭、抗菌        90㎡ 2010.03

294 個人住宅 埼玉県川越市　 屋根 防カビ 　　75㎡ 2010.04

295 個人住宅 埼玉県川越市　 外壁 防汚      200㎡ 2010.05

296 個人住宅 埼玉県春日部市 屋根 防カビ      100㎡ 2010.05

297 個人住宅 埼玉県川越市　　緑川邸 屋根、外壁 防カビ、防汚      270㎡ 2010.06

298 個人住宅 北海道札幌市　　高橋邸 外壁、室内 消臭、防汚      486㎡ 2010.07

299 個人住宅 埼玉県川越市　　関根邸 外壁 防汚      380㎡ 2010.07

300 マンション 東京都大田区東馬込 外壁 防汚      430㎡ 2010.08

301 店舗 ドトールコーヒー西新宿３丁目店 喫煙ルーム 消臭、抗菌 　　90㎡ 2010.08

302 個人住宅 三重県松阪市小黒田町 外壁 防汚      281㎡ 2010.09

303 個人住宅 東京都目黒区目黒　PC板 外壁 防汚      175㎡ 2010.11

304 個人住宅 愛知県岡崎市 外壁 防汚      100㎡ 2010.11

305 個人住宅 愛知県一宮市 外壁 防汚      300㎡ 2010.12


