
　  膜材：不燃材　（ガラス繊維＋四フッ化エチレン樹脂）             物件一覧　   　  膜材：不燃材　（ガラス繊維＋四フッ化エチレン樹脂）             物件一覧　   　  膜材：不燃材　（ガラス繊維＋四フッ化エチレン樹脂）             物件一覧　   　  膜材：不燃材　（ガラス繊維＋四フッ化エチレン樹脂）             物件一覧　   太陽工業株式会社　岡山県代理店

太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　広島支店広島支店広島支店広島支店 　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社
             　　　　　　　　　　　℡　086-446-2332    担当　片岡℡  082-261-1251　 担当　東垂水 ℡　090-4699-3870    担当　片岡

カンコー スタジアム     所在地/岡山市 岡山ドーム 　　所在地/岡山市 みまさかアリーナ　　　　　　　　　      所在地/美作市 江尻レストパーク     所在地/岡山市 玉野すこやかセンター　　　　　　       所在地/玉野市

　　膜材/SF-Ⅱ 　　膜材/SF-Ⅱ 　　膜材/SF-Ⅱ 　　膜材/SF-Ⅴ 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SF-Ⅴ

児島マリンプール　　　　　　　      所在地/倉敷市 ひまわりドーム　　　　　　　　　　        所在地/美作市 朝霧温泉　ゆらら　　　　　　　　　      所在地/高梁市 西大寺ふれあいセンター　　　　       所在地/岡山市 鴨方ビックハット　　　　　　　　　        所在地/浅口市

　　膜材/SF-Ⅱ・コスモエコー100 　　膜材/SF-Ⅱ 　　膜材/SF-Ⅱ 　　膜材/SF-Ⅱ 　　膜材/SF-Ⅱ

憩いとふれあいの森公園ステージ　　　所在地/新見市 川上町子供の城　　 　　　　　　　　    所在地/高梁市 備前市総合運動公園温水プール　　所在地/備前市 岡山県補助陸上競技場　　　　　    所在地/岡山市 東山プール     所在地/岡山市

　　膜材/SF-Ⅱ 　　膜材/SF-Ⅱ 　　膜材/SF-Ⅱ 　　膜材/SF-Ⅴ 　　膜材/SF-Ⅱ

宇野港ポンツーン　　　　　　　　        所在地/玉野市 新見ゲートボール場　　　　　　　       所在地/新見市 宇野駅駐輪場　　　　　　　　　　　　      所在地/玉野市 就実大学     所在地/岡山市 三光荘     所在地/岡山市

　　膜材/SF-Ⅱ 　　膜材/SF-Ⅱ 　　膜材/SF-Ⅱ

倉敷まきび支援学校　　　　　　　　        所在地/倉敷市 老松小学校　　　　　　　　        所在地/倉敷市

　　膜材/FGT-600 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/FGT-600 酸化チタン光触媒コート



　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   太陽工業株式会社　岡山県代理店

太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　広島支店広島支店広島支店広島支店 　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社
℡  082-261-1251　 担当　東垂水  ℡　090-4699-3870    担当　片岡

湯原ロッククライミング壁　　　　        所在地/真庭市 多世代交流施設     所在地/玉野市 北長瀬駅 駅前広場 　　　　　　　  所在地/岡山市 岡山駅西口横断デッキ 　　　　　　　　　　　　　   　 所在地/岡山市 灘崎町総合公園 サッッカー場     　所在地/岡山市

　　膜材/TFB250 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート

和気ドーム　　　　　　　　　　　　　　    所在地/和気町 ゲンキかさおか広場ゲートボール場　　　所在地/笠岡市 寄島町スポーツ公園　　　　　　所在地/浅口市    所在地/浅口市 維新百年記念公園シェルター　　　　　所在地/浅口市    所在地/山口市 灘崎町総合公園 　　　　　　　　　　　　　   　 所在地/岡山市

　　膜材/クリーンマックス 　　膜材/TFB250 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート

鏡野ドーム　　　　　　　　　　　　　　    所在地/鏡野町 新見一般廃棄物処分場    　 所在地/新見市 中央かめっこ保育園　　　　　　　　　　　　　　    所在地/美咲町 倉敷市立長尾小学校     所在地/倉敷市 湊はまゆう公園     所在地/長門市

　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート

寄島町スポーツ公園　　　　　　所在地/浅口市 備前市テニスコート休憩所　　　所在地/備前市 総合ケアセンター　しおかぜ　　　所在地/倉敷市 岡山市立岡山中央小学校　　  所在地/岡山市 津山市テニスセンター     所在地/津山市

　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート

奥津町屋内コミュニティー施設　　　所在地/鏡野町 明神地下道     所在地/倉敷市 愛媛県総合運動公園相撲場　　　　　      　  所在地/松山市 灘崎町総合公園 ゲートボール場    　 所在地/岡山市 うかん常山公園ステージ上屋　　　　        所在地/高梁市

　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX 270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート



　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   太陽工業株式会社　岡山県代理店

太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　広島支店広島支店広島支店広島支店 　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社
℡  082-261-1251　 担当　東垂水  ℡　090-4699-3870    担当　片岡

倉敷南小学校     所在地/倉敷市 倉敷南小学校     所在地/倉敷市 岡山大学病院　　　　        所在地/岡山市 木戸口公園スタンド上屋　　　　        所在地/上郡町 おかやま山陽高等学校　　　　        所在地/浅口市

　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート

岡山駅東口シェルター　　　　        所在地/岡山市 庭瀬駅南口上屋　　　　        所在地/岡山市 高島駅南口上屋　　　　        所在地/岡山市 児島駅前広場　　　　        所在地/倉敷市 岡山大学附属中学校     所在地/岡山市

　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート

誕生寺養護学校体育館　　　　        所在地/久米南町 岡山駅西口広場　　　　        所在地/岡山市 井原駅前広場　　　　        所在地/井原市 ファーマーズマーケット　北     所在地/勝央町 三井アウトレットパーク    所在地/倉敷市

　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/ターポロン G3500

環境交流スクエア　　　　        所在地/倉敷市 児島ボート　　　　        所在地/倉敷市 県立大安寺中等学校　　　　        所在地/岡山市 江尻レストパーク　　　　        所在地/岡山市 奈義町ステージ    所在地/奈義町

　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート

吉備国際大学　　　　        所在地/南あわじ市 新見公立大学     所在地/新見市 ＪＦＥコンテナー 倉庫     所在地/倉敷市 荘内小学校     所在地/玉野市 荘内小学校　Ⅱ期     所在地/玉野市

　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX270 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SB320FH 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート



　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   　 膜材：不燃材　（ガラス繊維＋塩ビ樹脂）  　　　　　　物件一覧　   太陽工業株式会社　岡山県代理店

太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　広島支店広島支店広島支店広島支店 　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社
℡  082-261-1251　 担当　東垂水  ℡　090-4699-3870    担当　片岡

矢掛町総合運動公園     所在地/矢掛町 倉敷まきび支援学校　駐車場     所在地/倉敷市 倉敷まきび支援学校　渡り廊下     所在地/倉敷市 トマト銀行　倉敷営業部     所在地/倉敷市

　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/CMX220 酸化チタン光触媒コート



　膜材：防炎材　（ポリエステル合成繊維＋塩ビ樹脂）　・　その他商品              　物件一覧　   　膜材：防炎材　（ポリエステル合成繊維＋塩ビ樹脂）　・　その他商品              　物件一覧　   　膜材：防炎材　（ポリエステル合成繊維＋塩ビ樹脂）　・　その他商品              　物件一覧　   　膜材：防炎材　（ポリエステル合成繊維＋塩ビ樹脂）　・　その他商品              　物件一覧　   太陽工業株式会社　岡山県代理店

太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　広島支店広島支店広島支店広島支店 　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社
             　　　　　　　　　　　℡　086-446-2332    担当　片岡℡  082-261-1251　 担当　東垂水 ℡　090-4699-3870    担当　片岡

岡山中央小学校        　  所在地/岡山市 コスモスＤＯＭＥ     所在地/真庭市 新見憩いとふれあいの公園     所在地/新見市 宇野港浮桟橋     所在地/玉野市 英田ゲートボール場　　　　　        所在地/美作市

　　膜材/SST140 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート

マスカットスタジアム投球練習場　  所在地/倉敷市 矢掛町Ｂ＆Ｇプール     所在地/矢掛町 下石井公園 ＳＬ上屋     所在地/岡山市 長船磯上公園 ステージ　　     　      所在地/瀬戸内市 新見防災公園 テニスコート     所在地/新見市

　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SST140 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート

動物愛護センター 　　　　　　　  所在地/岡山市 灘崎町総合福祉センター     所在地/岡山市 岡山南養護学校 プール　　　　　　　　　　　　　　    所在地/岡山市 真備体育館 駐輪場     所在地/倉敷市 児島味野バス乗り場     所在地/倉敷市

　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC125-J 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC125-J 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC125-J 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート

倉敷市船穂支所 駐輪場     所在地/倉敷市 児島地区公園 シェルター     所在地/倉敷市 児島地区公園 シェルター     所在地/倉敷市 矢掛町総合運動公園     所在地/矢掛町 湯郷地域交流センター     所在地/美作市

　　膜材/SCC125-J 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC125-J 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC125-J 酸化チタン光触媒コート

玉島みなと公園 シェルター    所在地/倉敷市 玉島みなと公園 シェルター    所在地/倉敷市 玉島みなと公園　トイレ     所在地/倉敷市 道の駅　かよう     所在地/吉備中央町 遊プラザ テニスコート     所在地/岡山市

　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート



　膜材：防炎材　（ポリエステル合成繊維＋塩ビ樹脂）　・　その他商品              　物件一覧　   　膜材：防炎材　（ポリエステル合成繊維＋塩ビ樹脂）　・　その他商品              　物件一覧　   　膜材：防炎材　（ポリエステル合成繊維＋塩ビ樹脂）　・　その他商品              　物件一覧　   　膜材：防炎材　（ポリエステル合成繊維＋塩ビ樹脂）　・　その他商品              　物件一覧　   太陽工業株式会社　岡山県代理店

太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　太陽工業株式会社　広島支店広島支店広島支店広島支店 　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社　水島ゴム工業用品株式会社
             　　　　　　　　　　　℡　086-446-2332    担当　片岡℡  082-261-1251　 担当　東垂水 ℡　090-4699-3870    担当　片岡

柵原東保育園     所在地/美咲町 高梁市民プール     所在地/高梁市 那岐山麓　山の駅    所在地/奈義町 奉還町イベント広場    所在地/岡山市 イオンモール倉敷     所在地/倉敷市

　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SCC200-H 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SMX 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/SMX 酸化チタン光触媒コート

岡山国際ホテル　シェード    所在地/岡山市 宇高国道フェリー    所在地/玉野市 倉敷市温水プール    所在地/倉敷市 奈義小学校    所在地/奈義町 早島中学校    所在地/早島町

　　膜材/SCC125-J 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/BATTYLINE  Aw   　　膜材/BATTYLINE  Aw   　　膜材/BATTYLINE  Aw   

倉敷スポーツ公園     所在地/倉敷市 岡山相互木材市場　　　　        所在地/岡山市 サンピーチ児島     所在地/倉敷市 玉野産業振興ビル　ジャカッセ　　　所在地/玉野市 コンベックス岡山 遮光膜     所在地/岡山市

　　膜材/SMX 酸化チタン光触媒コート 　　膜材/E-5     

岡南大橋・水玉ブリッジライン仮設テント 美星町Ｂ＆Ｇプール     所在地/井原市 某病院　　シェード    所在地/岡山市 タンチョウサブセンター　ＴＭトラス    所在地/真庭市 真備体育館　ＴＭトラス    所在地/倉敷市

北長瀬駅 駐車場　　　　　　　　　　　　　　    所在地/岡山市 児島地区公園 駐輪場     所在地/倉敷市 環境交流スクエア　太陽光発電    所在地/倉敷市 寄島町公園 ＦＲＰ擬岩    所在地/浅口市

　　膜材/蓄光膜


