
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【2011年～】
　

NO 分類 実施箇所 施工目的 数量 施工年月

306 老人ホーム 神奈川県川崎市　特別養護老人ホーム 室内 消臭、抗菌 　　30室 2011.03

307 幼保園 名古屋市緑区大高 外壁 防汚      400㎡ 2011.03

308 幼稚園 大阪府堺市 厨房 衛生対策      130㎡ 2011.03

309 個人住宅 岐阜県各務原市 外壁、室内 抗菌、防汚      490㎡ 2011.03

310 幼保園 名古屋市緑区大高 トイレ 消臭、抗菌      600㎡ 2011.03

311 個人住宅 東京都練馬区 外壁 防汚 　　40㎡ 2011.04

312 ビル 東京都台東区浅草 外壁 防汚      450㎡ 2011.08

313 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㎡ 2011.08

314 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㎡ 2011.08

315 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㎡ 2011.08

316 店舗 愛知県江南市 トイレ 消臭、抗菌      400㎡ 2011.08

317 事務所 愛知県名古屋市港区 外壁 防汚 　　18㎡ 2011.10

318 個人住宅 愛知県高浜市向山町 外壁 防汚 　　25㎡ 2011.10

319 ビル 千葉県柏市 外壁 防汚 　1100㎡ 2011.12

320 アパート 埼玉県上福岡　アパマンショップ 室内 消臭、抗菌           8室 2011.12

321 店舗 三重県菰野町 厨房 消臭、抗菌      120㎡ 2011.12

322 個人住宅 春日井市二子町　トイレ2か所、車1台 室内 消臭、抗菌 　　20㎡ 2012.02

323 個人住宅 安城市美園町 外壁 防汚 　　25㎡ 2012.02

324 幼稚園 愛知県緑区大高 外壁 防汚、防カビ 　　20㎡ 2012.03

325 個人 三重県度会郡玉城町 墓石 防汚、防カビ          1基 2012.03

326 官庁 湯島地方合同庁舎　ポリカーボネート 外壁 防汚、防カビ      100㎡ 2012.03

327 地下鉄 業平橋駅改修工事　アルミパネル 構内 防汚      150㎡ 2012.04

328 ビル トヨタ自動車　技術本部 室内 VOC対策      232㎡ 2012.07

329 医院 千葉県八千代市　歯科医院 手術室 抗菌対策 　　50㎡ 2012.07

330 個人住宅 名古屋市昭和区鶴舞（リフォーム） 室内 消臭、抗菌      200㎡ 2012.08

331 病院 千葉県　向陽台病院 室内 消臭、抗菌      800㎡ 2012.08

332 病院 名古屋市西区　こどもクリニック 室内 消臭、抗菌      100㎡ 2012.09

333 ビル 東京都品川 外壁 防汚、防カビ      600㎡ 2012.10

334 個人住宅 愛知県日進市米野木 室内 防カビ 　　20㎡ 2012.11

335 個人住宅 滋賀県長浜市宮司町 床下 防カビ 　　64㎡ 2012.11

336 病院 名古屋市金山　レディースクリニック トイレ 消臭、抗菌 　　30㎡ 2012.11

337 マンション ナビタウン各務原　改修工事 外壁 防汚   28470㎡ 2012.9～12

338 研究施設 ライオン平井新研究棟 室内 消臭、抗菌 　2392㎡ 2013.01

339 個人住宅 岐阜県羽島市正木町　高田邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2013.03

施工先



340 福祉施設 名古屋市名東区　老人福祉施設 トイレ 消臭、抗菌      400㎡ 2013.03

341 個人住宅 岐阜県美濃加茂市本郷町　山口様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2013.03

342 個人住宅 尾張旭市東三郷町　小村様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2013.04

343 個人住宅 滋賀県守山市森川原町　美馬様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2013.04

344 個人住宅 稲沢市井ノ口四ツ家町　高橋様邸 外壁 防汚 　　40㎡ 2013.04

345 地下鉄 国会議事堂前駅　アルミパネル 構内 防汚      850㎡ 2013.05

346 個人住宅 愛知県北名古屋市　深坪の家 室内 消臭、抗菌      920㎡ 2013.05

347 個人住宅 京都市西京区大原野 室内 消臭、抗菌      320㎡ 2013.06

348 マンション ナビタウン各務原　改修工事 外壁 防汚      600㎡ 2013.06

349 事務所 京都市西京区大原野 室内 消臭、抗菌      150㎡ 2013.06

350 病院 岐阜市　三好病院　改修工事1期 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2013.07

351 個人住宅 愛知県稲沢市　堀田様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2013.06

352 病院 岐阜市　三好病院　改修工事　 2期 室内 消臭、抗菌      450㎡ 2013.08

353 病院 名古屋市南区　加藤眼科クリニック トイレ 消臭、抗菌 　  2か所 2013.09

354 個人住宅 一宮市北方町　梶浦様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2013.09

355 病院 岐阜市　三好病院　改修工事3期 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2013.09

356 個人住宅 愛知県扶桑町　吉田様邸 外壁 防汚 　　50㎡ 2013.10

357 病院 岐阜市　三好病院　改修工事4期 外壁 防汚 　　50㎡ 2013.10

358 病院 岐阜市　三好病院　改修工事5期 室内 消臭、抗菌      850㎡ 2013.11

359 病院 三重県津市　若葉病院　改修工事 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2013.12

360 個人住宅　 愛知県江南市　木下様邸 室内 消臭、抗菌      300㎡ 2013.12

361 個人住宅 愛知県扶桑町　吉田様邸 室内 消臭、抗菌      300㎡ 2014.01

362 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㎡ 2014.02

363 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㎡ 2014.02

364 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㎡ 2014.03

365 個人住宅 岐阜市各務原市緑苑中　水野様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2014.03

366 個人住宅 愛知県西尾市徳次町小藪　蟹江様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2014.03

367 個人住宅 愛知県稲沢市祖父江町　山田様邸 室内 消臭、抗菌      450㎡ 2014.04

368 個人住宅 愛知県東海市荒尾町　平松様邸 室内 消臭、抗菌      350㎡ 2014.04

369 個人住宅 岐阜県大垣市世安町坪井様邸 室内 消臭、抗菌 　  350㎡ 2014.05

370 ビル 三重県四日市市海山道町 外壁 防汚      450㎡ 2014.06

371 店舗 岐阜県高山市岡本町 室内 消臭、抗菌      300㎡ 2014.06

372 個人住宅 一宮市木曾川町 室内 消臭、抗菌 　　50㎡ 2014.08

373 マンション 名古屋市東区葵 室内 消臭、抗菌      200㎡ 2014.08

374 個人住宅 岐阜県養老郡養老町下笠 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2014.08

375 個人住宅 愛知県あま市甚目寺町　原様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2014.10



376 個人住宅 岐阜県羽島郡笠松町　山内様邸 室内 消臭、抗菌      100㎡ 2014.10

377 個人住宅 三重県四日市市東日野町　甲斐様邸 外壁 防汚      250㎡ 2014.11

378 個人住宅 犬山市前田面　小島様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2014.12

379 個人住宅 愛知県扶桑町　千田様邸 外壁 防汚      256㎡ 2015.01

380 個人住宅 犬山市犬山　坪内様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2015.01

381 個人住宅 四日市市東日野町　甲斐様邸 外壁 防汚 　　80㎡ 2015.02

382 病院 一宮市　ひらまつ小児科クリニック 外壁 防汚       300㎡ 2015.02

383 病院 名古屋市　桶屋クリニック トイレ 消臭、抗菌 　  2か所 2015.03

384 個人住宅 一宮市奥町野越　三輪様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2015.04

385 マンション 名古屋市北区上飯田 外壁 防汚      120㎡ 2015.05

386 病院 各務原市　そはら永田クリニック 外壁、検査室 防汚、抗菌      100㎡ 2015.05

387 個人住宅 愛知県扶桑町　兼松様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2015.06

388 個人住宅 三重県伊勢市 室内 防カビ 　　50㎡ 2015.06

389 病院 鈴鹿市江島町　おの内科クリニック 外壁 防汚      170㎡ 2015.06

390 個人住宅 愛知県扶桑町　住様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2015.09

391 個人住宅 愛知県稲沢市　松田様邸 室内 消臭、抗菌      300㎡ 2015.10

392 個人住宅 岐阜県本巣市　青木様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2015.10

393 個人住宅 岐阜市北一色　市川様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2015.10

394 個人住宅 彦根市新開浜　谷口様邸 外壁 防汚      270㎡ 2015.11

395 個人住宅 愛知県扶桑町大字高雄　千田様邸追加 外壁 防汚 　　40㎡ 2015.12

396 個人住宅 愛知県刈谷市中山町　磯村様邸 室内 消臭、防汚      400㎡ 2015.12

397 病院 名古屋市千種区　もとやま耳鼻科 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2016.01

398 薬局 名古屋市西区城西　菜の花調剤薬局 外壁 防汚           1式 2016.01

399 会社 岐阜県関市　深見製作所 トイレ 消臭、抗菌      100㎡ 2016.01

400 個人住宅 愛知県安城市桜井町　友田様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2016.02

401 個人住宅 愛知県終わります庄南町　長谷川様邸 室内 消臭、抗菌      350㎡ 2016.02

402 個人住宅 岐阜県美濃市志摩　山中様邸 外壁 防汚 　　70㎡ 2016.03

403 病院 三重県津市　若葉病院　改修工事 室内 消臭、抗菌      100㎡ 2016.03

404 個人住宅 愛知県豊橋市東田町　多和田様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2016.03

405 病院 三重県津市　若葉病院　改修工事 室内 消臭、抗菌 　　50㎡ 2016.04

406 病院 三重県津市　若葉病院　改修工事 室内 消臭、抗菌 　　50㎡ 2016.04

407 個人住宅 名古屋市千種区新西　酒井様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2016.05

408 病院 知多郡東浦町　ひだかこどもクリニック 外壁 防汚 　  352㎡ 2016.05

409 病院 三重県津市　若葉病院　改修工事 室内 消臭、抗菌 　　50㎡ 2016.06

410 個人住宅 愛知県岡崎市西魚町　成田様邸 室内 消臭、抗菌      350㎡ 2016.06

411 斎場 茨城県土浦市田中　土浦斎場　リン酸パネル 外壁 防汚      723㎡ 2016.07



412 斎場 茨城県土浦市田中　土浦斎場　　 室内 消臭、抗菌      385㎡ 2016.07

413 個人住宅 愛知県知立市牛田町　原口様邸 室内 消臭、抗菌      350㎡ 2016.07

414 老人ホーム 羽島郡岐南町　岐南仙寿うれし野 室内 消臭、抗菌 　  2部屋 2016.10

415 個人住宅 一宮市今伊勢町　吉川様邸 室内 消臭、抗菌      350㎡ 2016.10

416 アパート 東京都港区白金　ラクール白金 外壁 防汚      400㎡ 2016.10

417 個人住宅 愛知県東海市太田町　久野様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2016.11

418 個人住宅 愛知県北名古屋市鹿田　高橋様邸 室内 消臭、抗菌      400㎡ 2016.11

419 個人住宅 名古屋市千種区　加藤様邸 外壁 防汚      230㎡ 2016.11

420 喫茶店 ドトールコーヒー新宿３丁目東店 喫煙ルーム 消臭、抗菌 　　60㎡ 2016.12

421 個人住宅 滋賀県甲賀郡水口町　松栄の家 外壁 防汚      210㎡ 2017.01

422 喫茶店 ドトールコーヒー新宿2丁目店 喫煙ルーム 消臭、抗菌 　　80㎡ 2017.01

423 個人住宅 名古屋市千種区　加藤様邸 室内 消臭、抗菌 　　50㎡ 2017.02

424 ビル 東京都品川区　OCEAN 外壁 防汚 　  750㎡ 2017.02

425 喫茶店 ドトールコーヒー西新宿３丁目店 喫煙ルーム 消臭、抗菌 　　70㎡ 2017.02

426 個人住宅 滋賀県甲賀郡水口町　松栄の家 擁壁 防汚      116㎡ 2017.03

427 個人住宅 三重県いなべ市　松伝様邸 室内 消臭、抗菌      100㎡ 2017.04

428 個人住宅 三重県いなべ市　後藤様邸 室内 消臭、抗菌      100㎡ 2017.04

429 店舗 三重県いなべ市　後藤様店舗 室内 消臭、抗菌      100㎡ 2017.04

430 病院 名古屋市　ゆり成型栄久屋大通クリニック 室内 消臭、抗菌      380㎡ 2017.04

431 個人住宅 豊田市小坂町　花本様邸 外壁 防汚      200㎡ 2017.05

432 学校 中国広東省佛山市　美柁国際学校 室内 消臭、抗菌 　6000㎡ 2017.06

433 病院 三重県桑名市　中部眼科 外壁 防汚      333㎡ 2017.06

434 個人住宅 岐阜県岐南町徳田　大栄様邸邸 室内 消臭、抗菌      350㎡ 2017.11

435 マンション 東京都世田谷区南烏山　ナノミリカ 外壁 防汚 　　70㎡ 2017.12

436 個人住宅 愛知県大府市共西町　藤代様邸 外壁 防汚 　  170㎡ 2017.12

437 個人住宅 岐阜県各務原市那加太平町　山田様邸 外壁 防汚      250㎡ 2018.01

438 医院 六条眼科アピタ加納店テナント新築工事 室内 消臭、抗菌 　 200㎡ 2018.02

439 病院 愛知県豊田市　豊田若竹病院　トイレ、汚物処理室 室内 消臭、抗菌 　 200㎡ 2018.03

440 個人住宅 福井市江守中１丁目　竹内様邸 外壁 防汚 　　50㎡ 2018.04

441 個人住宅 愛知県あま市石作　墨様邸 外壁 防汚      140㎡ 2018.06

442 個人住宅 大阪府吹田市藤白台　島野様邸 外壁 防汚 　 300㎡ 2018.10

443 事務所 豊田市高岡新町天王　新三商事㈱豊田営業所 トイレ 消臭、抗菌      130㎡ 2018.11

444 個人住宅 名古屋市昭和区広路本町　小林様邸 外壁 防汚 　 170㎡ 2018.12

445 介護施設 名古屋市守山区上志段味　守山愛の里 トイレ 消臭、抗菌 　　4カ所 2019.02

446 ホテル 三重県鳥羽市　鳥羽国際ホテル 室内 消臭、抗菌 　 10部屋 2019.02

447 個人住宅 岐阜県各務原市那加日之出町　栗山様邸 外壁 防汚 　　60㎡ 2019.03



448 公共施設 北海道千歳空港給油施設㈱G１ゲート取替工事 外壁 防汚 　  200㎡ 2019.04

449 個人住宅 京都市西京区大原野近くの個人住宅 室内 過敏性対策 　  100㎡ 2019.07

450 個人住宅 沖縄名護　　青木様邸 室内 防カビ対策       250㎡ 2019.07

451 店舗 三重県桑名市多度町　　服部菓子舗 作業場 火災臭対策       600㎡ 2019.08

452 個人住宅 愛知県豊川市　稲吉様邸 室内 防カビ対策 　  400㎡ 2019.10

453 国立大学 名古屋大学理学部実験室 室内 消臭 　　81㎡ 2019.11

454 個人住宅 名古屋市東区砂田橋　杉田様邸 室内 消臭・抗菌 　  100㎡ 2020.03

455 個人住宅 岐阜県美濃市志摩　山中様邸 外壁 防汚 　　  5㎡ 2020.04

456 喫茶店 ドトールコーヒー新宿２丁目店 喫煙ルーム 消臭、抗菌         80㎡ 2020.06

457 喫茶店 ドトールコーヒー新宿３丁目東店 喫煙ルーム 消臭、抗菌         60㎡ 2020.06

458 喫茶店 ドトールコーヒー西新宿3丁目店 喫煙ルーム 消臭、抗菌 　　 70㎡ 2020.06

459 個人住宅 浜松市西区篠原町　大瀧様邸 外壁 防汚 　   130㎡ 2020.06

460 病院 京都府木津川市城山台　こびとの森歯科様 外壁 防汚 　  360㎡ 2020.07

461 個人住宅 松阪市小船江町　田中様邸 室内 消臭、抗菌 　　36㎡ 2020.07

462 鉄道 浜松　遠州鉄道　車両 車内 コロナ対策 　　28台 2020.09

463 バス 小松市　バス会社 車内 コロナ対策 　　 ８台 2020.09

464 バス 南滋賀観光バス 車内 コロナ対策 　　 10台 2020.09

465 鉄道 名鉄グループ 車内 コロナ対策 　　100台 2020.10


