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R2 ハーモニーTMKニセコ花園ホテル 北海道虻田郡 日建設計 フジタ イタリア製磁器質タイル

R1 国立アイヌ民族博物館 北海道白老郡白老町 久米設計 竹中工務店
イタリア製磁器質タイル

エントランス他　床

R1 高輪ゲートウェイ駅 東京都港区 隈研吾建築都市設計事務所 大林組
イタリア製磁器質タイル

壁　大判タイル

R1 ANAラウンジ　那覇空港 隈研吾建築都市設計事務所 (株)プレビシオン イタリア製磁器質タイル

R1 ホテルロイヤルクラシック大阪 大阪府大阪市 隈研吾建築都市設計事務所 大幸建陶/鹿島建設 イタリア製磁器質タイル

R1 ザ　ブラッサム博多プレミア 福岡県福岡市 イリア 東急建設 イタリア製磁器質タイル

R1 日比谷ジェフリーズ証券 東京都千代田区 パイク アークテック イタリア製磁器質タイル

R1 ディア日本橋 東京都中央区 イタリア製磁器質タイル

R1 栗橋小規模保育園 山田伸彦建築設計事務所 ㈱昭和技建工業 イタリア製磁器質タイル

R1 Dior阪急梅田 ジーク株式会社 ㈱クリエストン イタリア製磁器質タイル

R1 ラグーナベイコート倶楽部蒲郡 丹青社
㈱CCB

住商インテリアインターナショナル

イタリア製磁器質タイル

ニッチ　大判タイル

R1 霧島ホテル 渡辺仁設計事務所 ウオク イタリア製磁器質タイル

R1 個人邸 山形県 アトリエワン スペイン製テラコッタタイル

R1 ホテルオークラ　和食レストラン 東京都港区 谷口建築設計研究所 大成建設
イタリア製磁器質タイル

床タイル

R1 ホテルオークラ　41階 東京都港区 観光企画設計社 大成建設
イタリア製磁器質タイル

床タイル

R1 星のや沖縄 沖縄県中頭郡読谷村 東環境建築研究所 佐藤工業 イタリア製磁器質タイル

R1 明治神宮ミュージアム 東京都渋谷区 隈研吾建築都市設計事務所 清水建設 イタリア製磁器質タイル

R1 東京看護協会 東京都新宿区 フィールドフォーデザインオフィス 清水建設 イタリア製磁器質タイル

R1 個人邸 長野県 バリ建築設計事務所 笹沢建設 イタリア製磁器質タイル

H31 JAPAN SHOP 2019 東京都江東区 秀光 秀光

国内在庫品

イタリア製磁器質タイル、

カウンター

H31 北茨木ホテル 茨城県北茨城市
クオリタス・ホスピタリティー・

アドバイザーズ
イタリア製磁器質タイル

H30 ミレニアム　三井ガーデンホテル東京 東京都中央区 久米設計
イタリア製磁器質タイル

外壁

H30 外苑ハウス 東京都港区 日建スペースデザイン
イタリア製磁器質タイル

バスタブ

H30 JALラウンジ　伊丹空港 大阪府豊中市 A.N.D アジアグラニット
洗面器

イタリア製磁器質タイル

H30 JALラウンジ　松山空港 愛媛県松山市 A.N.D アジアグラニット イタリア製磁器質タイル

H30 ぶなの木保育園 埼玉県加須市 山田伸彦建築設計事務所 小林建設 イタリア製磁器質タイル

H30 京阪電鉄枚方市駅 大阪府枚方市 スーパーポテト 平田タイル
ドイツ製木目磁器質タイル

コンコース床

H30 アップル渋谷 東京都渋谷区 高松建設
アメリカ製現場打テラゾ

店舗床

H30 パークコート乃木坂ザ タワー 東京都港区 APO アークテック
イタリア製磁器質タイル

壁　大判タイル

H30 個人邸 宮崎県 イタリア製ガラス製家具

H30 個人邸 静岡県 山崎壮一建築設計事務所
イタリア製磁器質タイル

床・壁タイル

H30 個人邸 東京都港区 バケラッタ
イタリア製磁器質タイル

キッチンカウンター大判タイル

H30 個人邸 東京都目黒区 バケラッタ
イタリア製磁器質12㎜厚タイル

キッチン・洗面カウンター大判タイル

H30 個人邸 東京都港区 バケラッタ イタリア製束　（タイル用）

H30 個人邸 大阪府摂津市 デザインフレスコ
イタリア製磁器質タイル

造作家具カウンター、扉表

H30 個人邸 東京都港区 カガミ建築計画
イタリア製磁器質タイル

キッチンカウンター大判タイル

H30 個人邸 東京都港区 リネアタラーラ

イタリア製磁器質タイル

キッチン扉表6㎜厚、

カウンター12㎜厚大判タイル
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H30 瑞聖寺庫裡 東京都港区 隈研吾建築都市設計事務所 松井建設
イタリア製磁器質タイル

床タイル

H30 レーベンフラレッツ洗足池モデルルーム 東京都大田区 アルフレックス　ジャパン ㈱アベルコ
イタリア製磁器質タイル

壁大判タイル

H30 虎ノ門オフィス　リニューアル工事 東京都港区 OSO ㈱アイガー産業 イタリア製磁器質タイル

H30 エキュート大宮キャトーズジュイエ 埼玉県さいたま市 JR東日本　リテール 保坂製作所
イタリア製磁器質タイル

カウンター大判タイル

H30 ウエリス新宿早稲田の森 東京都新宿区 TEAM IWAKIRI PRODUCTS
アークテック

オルスタンダード・エムス

天然石オブジェ

イタリア製磁器質タイル

家具表装　大判タイル

エントランス床・壁

H30 東京ミッドタウン日比谷 東京都千代田区 イリア
鹿島建設

アークテック

イタリア製磁器質タイル

９、10階スカイロビー

床・壁大判タイル

H30 (仮称)目黒Ⅱモデルルーム 東京都港区 アルフレックス　ジャパン ONEデザインズ㈱ イタリア製磁器質タイル

H30
(仮称)グランドメゾン中野富士見モデル

ルーム
東京都港区 アルフレックス　ジャパン ONEデザインズ㈱

イタリア製磁器質タイル

スペイン製家具　アームチェアー

H30 埼玉懸信用金庫 本店営業部 埼玉県さいたま市 秀光 秀光
イタリア製磁器質タイル

カウンター大判タイル

H30 ホテルアルモントイン湘南藤沢 神奈川県藤沢市 三越伊勢丹プロパティ・デザイン
丸山工務所

住商インテリアインターナショナル

イタリア製磁器質タイル

壁、レセプションカウンター　大判

H30 ANAインターコンチネンタルホテル 東京都港区 イタリア製バスタブ

H30 広尾計画 東京都渋谷区 名古屋モザイク工業 イタリア製磁器質タイル

H30 会津信用金庫本店営業部 福島県会津若松市 秀光 秀光

国内在庫品

イタリア製磁器質タイル

パネル　大判タイル

H30 多摩信用金庫橋本支店 神奈川県相模原市 秀光 秀光

国内在庫品

イタリア製磁器質タイル

壁、パネル、カウンター

大判タイル

H30 さくら幼稚園 埼玉県久喜市 山田伸彦建築設計事務所 アベルコ イタリア製磁器質タイル

H30 埼玉りそな銀行　アトレ浦和 埼玉県さいたま市 秀光 秀光
イタリア製磁器質タイル、

カウンター

H30 JAPAN SHOP 2018 東京都江東区 秀光 秀光

国内在庫品

イタリア製磁器質タイル、

カウンター

H30 むらさき乳腺クリニック五反田 東京都品川区 ラカリテ

国内在庫品

イタリア製磁器質タイル

カウンター12㎜厚大判タイル

H30

住友化学（株）

健康・農業関連事業研究所

合成新棟

兵庫県宝塚市 プラナス 清水建設
イタリア製磁器質タイル

エントランス床

H29 アクシブ（IMJ恵比寿） 東京都渋谷区 秀光 アークテック
イタリア製磁器質タイル

床、壁

H29 愛宕フォレストタワー・床タイル改修 東京都港区 森ビル アークテック イタリア製磁器質タイル

H29 Antnio Lupi社製フック 新潟県五泉市 エム・ケークリエーション イタリア製バスアクセサリー

H29 O邸・イタリア製スイッチ 北海道札幌市 AI'Sインテリア デザイン イタリア製スイッチ

H29 個人邸 東京都渋谷区 プレステージプランニング プレステージプランニング イタリア製磁器質タイル

H29 パークコート赤坂檜町ザ・タワー 東京都港区 隈研吾都市設計事務所 大成建設
イタリア製磁器質タイル

イタリア製洗面シンク

H29
秀光 羽田工作所 塩浜工場

待合室
川崎市川崎区 秀光

秀光

アークテック

イタリア製磁器質タイル

洗面カウンター、床、壁

H29 アークヒルズ・スパレセプション 東京都港区 森ビル アークテック
イタリア製磁器質タイル、

カウンター

H29 個人邸 東京都世田谷区 カガミ建築計画 青 イタリア製エッチングガラス

H29
ジオ千代田大手町

モデルルーム
東京都千代田区 日建スペースデザイン アークテック

イタリア製磁器質タイル

壁アート　大判タイル

H29 新私立高等学校校舎棟建築工事 埼玉県川口市 久米設計 イタリア製磁器質タイル

H29 飯塚市新庁舎 福岡県飯塚市 佐藤総合計画
大林・鈴木・中村

特定建設工事JV

イタリア製磁器質タイル、

iQシステム、

イタリア製ペデスタル
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H29 グランドメゾン御園座タワー 名古屋市中区 隈研吾建築都市設計事務所 鹿島建設
イタリア製磁器質タイル

床　大判タイル

H29 ブルームバーグ エル・ピー 東京都千代田区 ザ・デザインスタジオ 大林組 イタリア製磁器質タイル

H29 獺祭ストア 東京都中央区 隈研吾建築都市設計事務所 乃村工藝社
イタリア製磁器質タイル

床　大判タイル

H29 JALラウンジ　那覇空港 沖縄県那覇市 A.N.D 三興バルブ イタリア製洗面ボール

H29 JALラウンジ　福岡空港 福岡県福岡市 A.N.D アジアグラニット
イタリア製磁器質タイル・

イタリア製洗面ボール

H29 アスコット 丸の内東京 東京都千代田区 三菱地所設計 竹中工務店 イタリア製磁器質タイル

H29 銀座ヨシノヤ６丁目本店 東京都中央区 丹青社 鹿島建設
イタリア製磁器質タイル、

アメリカ製目地材

H29 個人邸 東京都港区 カガミ建築設計 リフォームQ
イタリア製磁器質タイル

キッチン壁、カウンター、大判タイル

H29
アトラス日暮里

イーストレジデンス
東京都荒川区 スタジオモンス 前田建設工業

日本製いぶしタイル、

二丁掛タイル

H29 星のや京都 別館 京都府京都市 東　環境・建築研究所 熊倉工務店 イタリア製磁器質タイル

H29 碧海信用金庫御園支店新築工事 愛知県名古屋市 隈研吾建築都市設計事務所 鴻池組 スペイン製磁器質タイル

H29 荘内銀行本店新築工事 山形県鶴岡市 久米設計
前田・鶴岡・佐藤工務店・

マルゴ特定建設工事JV
イタリア製磁器質タイル

H29 札幌駅前通共同ビル 北海道札幌市 フィールドフォーデザインオフィス 清水建設 ドイツ製磁器質タイル

H29 プリンスホテル紀尾井町 東京都千代田区 日建設計
鹿島・鉄建・熊谷

建設共同企業体

イタリア製特注

セメントテラゾー

H29 アークフォレストテラス 東京都港区 APO+森ビル アークテック
イタリア製磁器質タイル

カウンター大判タイル

H29 こどもむら学童クラブ 埼玉県久喜市 山田伸彦建築設計事務所 昭和技建工業 ドイツ製磁器質タイル

H29 個人邸 東京都港区 APO
三井不動産リフォーム

アークテック

イタリア製磁器質タイル、

アメリカ製目地材

キッチン前　大判タイル

H29
GINZA SIX

ヴァレンティノショップ石工事
東京都中央区 DCA

鹿島建設

アークテック
イタリア製大理石パネル

H29 GINZA SIX   CELIENE 東京都中央区 鹿島建設 イタリア製特注テラゾー

H29
GINZA SIX

13階 商業エリア共用部
東京都中央区 キュリオシティ 鹿島建設

イタリア製磁器質タイル、

アメリカ製目地材、

ガラス+大理石モザイク

H29 ミキモト本店 東京都中央区
デザインフレスコ、

鹿島建設

鹿島建設

アークテック

イタリア製磁器質

床、壁、タイル洗面台、

アメリカ製目地材

H29 個人邸 東京都渋谷区 カガミ建築設計 リフォームQ イタリア製磁器質タイル

H29 個人邸 東京都渋谷区 カガミ建築設計 辰
イタリア製磁器質タイル

キッチンカウンター大判タイル

H28 ＪＲゲートタワー内　クリニック 愛知県名古屋市 カッシーナ・イクスシー 名古屋モザイク工業 イタリア製磁器質タイル

H28
コンプレックスユニバーサル

ファニチャーサプライ
東京都内 関東大理石 イタリア製磁器質タイル

H28 ロールスロイスショールーム 愛知県名古屋市
イタリア製家具(cassina)、

スイス製ラグ(Fisba)

H28 千代田区二丁目ファーストビル7F 東京都千代田区 秀光 アークテック イタリア製磁器質タイル

H28
鹿島田駅西部地区第一種市街地

再開発事業
神奈川県川崎市 松田平田建築設計 清水建設

イタリア製磁器質タイル、

アメリカ製目地材

H28 グランドプリンス新高輪 東京都品川区 デザインスタジオ スピン Jフロント建装
イタリア製磁器質タイル

床　大判タイル

H28 ニチエー本社ビル 愛知県名古屋市 ユーエス計画研究所 ヒメノビルド
イタリア製磁器質タイル

アメリカ製目地材

H28 個人邸 東京都練馬区 匠陽 匠陽 イタリア製磁器質タイル

H28 田中仏光堂 愛媛県今治市 内田デザイン研究所 今治タイル ドイツ製磁器質タイル

H28 個人邸 埼玉県川口市 イタリア製磁器質タイル

H28 新千歳空港 JALラウンジ 札幌市東区 A.N.D ヒカリ石材工業
イタリア製/ドイツ製

磁器質タイル

H28 西南学院大学100周年記念館 東京都中央区 佐藤総合計画 イタリア製磁器質タイル

H28 個人邸 東京都渋谷区 シンプリシティ
香港製カーペット(Taiping製

ハンドタフテッドカーペット)
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H28
福島医療機器開発

安全性評価センター
福島県郡山市 久米設計 イタリア製磁器質タイル

H28 みずほ銀行 神奈川県川崎市 秀光 秀光
イタリア製磁器質タイル

壁アクセント　大判タイル

H28 東京都写真美術館 東京都目黒区 久米設計 鹿島・久保工建設 イタリア製磁器質タイル

H28 御堂筋グランタワー 大阪府大阪市 三越伊勢丹プロパティ・デザイン アークテック
イタリア製磁器質タイル

壁　大判タイル

H28 King&Spalding Tokyo Office 東京都千代田区 ゲンスラージャパン

クッシュマンアンド

ウィークフィールド、

アークテック

イタリア製磁器質タイル、

デュアルフィッティングシステム

H28 恵比寿駅西口 東京都中央区 JR東日本建築設計 大成建設 イタリア製磁器質タイル（imola)

H28 ディア 西麻布 東京都中央区 ワンズクリエイツ イタリア製磁器質タイル

H28 ディア 日本橋タワー 東京都中央区 ワンズクリエイツ イタリア製磁器質タイル

H28 B&Bショールーム改修 東京都港区 progetto 81 progetto 81
中国製

特殊メタルメッシュスクリーン

H28 長野市庁舎 長野県長野市 槇　総合計画事務所

GC　第一工区

前田建設工業・

飯島建設JV

第二工区

北野建設・千広建設・

鹿熊組JV

イタリア製タイル

H28 星のや東京 東京都千代田区 東　環境・建築研究所 戸田建設 イタリア製磁器質タイル

H28
ザ・プリンスギャラリー

東京紀尾井町
東京都千代田区

ロックウェルグループヨーロッパ・

日建設計

鹿島・鉄建・熊谷建設

共同企業体
イタリア製セメントテラゾー

H27 アリミノ新研究所 埼玉県比企郡 プラナス 不二窯業 イタリア製磁器質タイル

H27 ザ・リッツ・カールトン東京 東京都港区 デザインスタジオスピン
Jフロント建装

アークテック

イタリア製磁器質タイル

床　大判タイル

H27
三井アミューズメントパーク

エキスポシティ
大阪府吹田市 竹中工務店 竹中工務店 イタリア製磁器質タイル

H27 海洋船舶ビル 東京都港区 松田平田設計 大成建設
イタリア製磁器質タイル

床　大判タイル

H27 大倉山公園 横浜市 大森造園 日本製れんが（工事含む）

H27 星のや富士
山梨県南都留郡

富士河口湖町
東　環境・建築研究所 清水建設 イタリア製磁器質タイル

H27 個人邸 兵庫県芦屋市 鈴木エドワード建築設計事務所 笠谷工務店
イタリア製磁器質タイル

床　大判タイル

H27 恋する豚研究所 千葉県香取市 アトリエ　ワン 日建産業
テラコッタ洗浄及び

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ工事

H27 W-HOUSE II 東京都目黒区 渡辺明設計事務所 田島建設
イタリア製磁器質タイル及び

防滑コーティング工事

H26 KADOKAWA富士見ビル 東京都千代田区 鹿島建設 鹿島建設 イタリア製磁器質タイル

H26 個人邸 東京都府中市 旭化成ホームズ アークテック イタリア製磁器質タイル床

H26 個人邸 熊本県熊本市 AYM office 清水建設
イタリア製シャンデリア、

イタリア製家具、

H26 FENDI 阪急うめだ店 大阪府大阪市 乃村工藝社 イタリア製磁器質タイル

H26 肥後銀行本店 熊本県熊本市 日建設計 清水建設 韓国製ペデスタル

H26 (一財)　食品分析センター SUNATEC 三重県四日市市 プラナス ナカノフドー建設 イタリア製磁器質タイル

H26 バーバリー福岡大丸福岡天神店 福岡県福岡市
香港製

ハンドタフテッド・カーペット

H26 バーバリー大丸東京店 東京都千代田区
香港製

ハンドタフテッド・カーペット

H26 ホテル日航福岡 福岡県福岡市 セプトジャスミン 鹿島建設
イタリア製磁器質タイル、

イタリア製ステンドガラス

H26 ザ・レジデンス三田 東京都港区 清水建設 イタリア製磁器質タイル

H26 安川電機本社 福岡県北九州市 清水建設
イタリア製テラゾー、

日本製ガラスボード
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        ARC & TEC  施工・材料納入現場リスト（プロジェクト）

2019.12.17

納期 現場名 所在地 設計 施工 商品名

H26 JRおおいたシティ 大分県大分市 日本設計 大林組・前田建設工業

日本製れんがタイル、

日本製織物調塩ビ床材、

イタリア製モザイクタイル、

中国製モザイクタイル、

中国製硬質磁器タイル

（工事含む）

H26 創価学会上尾文化会館 埼玉県上尾市 イタリア製磁器質タイル

H26 FENDI横浜タカシマヤ店 神奈川県横浜市 高島屋スペースクリエイツ イタリア製磁器質タイル

H26 T邸 岐阜県多治見市 東　環境・建築研究所 服部工務店 イタリア製磁器質タイル

H26
GUCCI軽井沢・

プリンスショッピングプラザ店
長野県北佐久郡軽井沢町 丹青社 イタリア製磁器質タイル

H26
GUCC神戸三田

プレミアム・アウトレット店
兵庫県神戸市 丹青社 イタリア製磁器質タイル

H26 成城欧林邸 東京都世田谷区 プラス イタリア製シャンデリア部材

H26 ピアスエステサロン　横浜 神奈川県横浜市 セプトジャスミン 日本製フラワーレリーフ

H26 成徳学園十条キャンパス 東京都北区 山下設計 清水建設
イタリア製磁器質

大判タイル(3 X 1.5m)

H26 虎ノ門ヒルズ 東京都港区 日本設計 大林組 イタリア製磁器質タイル

H26
ホテルオリオンモトブリゾート

アンドスパ
沖縄県国頭村

・東急設計コンサルタント

・国建・日建設計・アムス設計

・沖縄プランニング・国吉設計

・日建スペースデザイン

金秀・清水・大米・屋部・大城JV

イタリア製磁器質タイル、

スペイン製テラゾー、

イタリア製カリオン、

タイ製バスタブ

H26 飯田橋再開発 東京都文京区 東　環境・建築研究所 前田建設JV イタリア製磁器質タイル

H26 村田園本社ビル 熊本県菊池郡大津町 AYM office 清水建設

イタリア製磁器質タイル

（工事含む）、

照明器具、家具

H26 FENDI名古屋高島屋 愛知県名古屋市 H&A イタリア製磁器タイル

H25 かなざわはこまち 石川県金沢市 山下設計 竹中工務店 イタリア製磁器タイル

H25 F-HOUSE 鹿児島県霧島市 渡辺明設計事務所 堀之内建設 イタリア製磁器タイル

H25 亀甲新 東京都世田谷区 東　環境・建築研究所 佐藤秀
イタリア製磁器質タイル

（工事含む）

H25 平方夢らんど 埼玉県越谷市 アクセス イタリア製磁器タイル

H25 創価学会総本部 東京都新宿区 久米設計
大成・大林・鹿島・

清水・竹中JV
イタリア製磁器タイル

H25
六本木ヒルズウェストウォーク5F

女男女トイレ
東京都港区 東　環境・建築研究所 丹青社

イタリア製磁器タイル、

スペイン製人造大理石

H25 東京農大世田谷運動部新寮 東京都世田谷区 久米設計 大成建設 イタリア製磁器タイル

H25 ホルトホール大分 大分県大分市 佐藤総合計画 前田・東亜・梅林・佐伯JV イタリア製磁器タイル

H25 沖縄セルラー本社ビル 沖縄県那覇市 日本設計/国建 鹿島・國場・屋部JV ポルトガル製コルクタイル

H25 ピアスエステサロン　ニッケ神戸ビル 兵庫県神戸市 セストジャスミン 日本製フラワーレリーフ

H25 ホテルモントレ沖縄　スパ＆リゾート 沖縄県那覇市 鹿島建設/イリア 鹿島建設 ドイツ製磁器質タイル

H25
六本木ヒルズウェストウォーク3F

女子トイレ
東京都港区 東　環境・建築研究所 白水社

イタリア製磁器タイル、

スペイン製人造大理石

H25 Apple Japan本社ビル 東京都港区 TDS イリア
イタリア製磁器タイル工事

（特殊施工システム含む）

H25 ラペルラ銀座店 東京都中央区 DNA DNA イタリア製ドアハンドル

H25 諫早市歴史文化館 長崎県諫早市 佐藤総合計画 吉川・永野JV ドイツ製磁器タイル

H25
オーストラリア・コモンウェルス銀行

東京支店
東京都港区 ベルチェアソシエイツ アークテック

イタリア製磁器タイル+

デュアルフィッティングシステム

H25 葵の園・美浜 千葉県美浜区 中日設計 大成建設 イタリア製磁器タイル

H25 プレシス両国レジュール 東京都墨田区 大木建設 イタリア製磁器タイル施工

H25 M邸 熊本県熊本市 AYM office 清水建設

タイ製バスルーム製品、

イタリア製家具、照明、

ガーデン用品、

ガラス食器、鏡

H25 山洋電気本社 東京都品川区 プラス プラス
イタリア製磁器タイル及び

簡易施工システム（工事含む）

H24 小松空港 石川県小松市 日建スペースデザイン スペースインダストリー イタリア製磁器タイル
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納期 現場名 所在地 設計 施工 商品名

H24 FENDI NAVIO店 大阪府大阪市 H&A 大豊トラスト イタリア製磁器タイル

H24 FENDI 阪急大阪梅田店 大阪府大阪市 H&A 乃村工藝社 イタリア製磁器タイル

H24 FENDI 東京大丸店 東京都千代田区 H&A 綜合デザイン イタリア製磁器タイル

H24 ザ・キャピトルホテル東急 東京都千代田区

東急設計コンサルタント/

観光企画設計JV

デザインアーキテクト

隈研吾建築都市設計事務所

清水建設 イタリア製磁器タイル工事

H24 東京国際フランス学園 東京都北区 山下設計 清水建設 イタリア製レンガ（工事含む）

H24 界　熱海　星野リゾート 静岡県熱海市 東環境建築研究所 清水建設 イタリア製磁器タイル

H24 伊東プロジェクト 静岡県伊東市 隈研吾都市設計事務所 大成建設 イタリア製磁器タイル

H24 増田山荘 長野県北佐久郡 東環境建築研究所 竹花工業
イタリア製磁器タイル、

イタリア製建具

H24 創価大学看護学部 埼玉県春日部市 創造社 大林組 イタリア製磁器タイル

H24 M邸 熊本県熊本市 AYM office 清水建設

イタリア製磁器タイル、

イタリア製木製大型玄関扉、

イタリア製ステンドグラス、

イタリア製特注革パネル

H23 代々木Palette 東京都渋谷区 SO-Design & アークテック アークテック 内装工事一式

H23 市原刑務所 千葉県市原市 千代田設計 竹中工務店 イタリア製磁器タイル

H23 鹿島道路中落合住宅 東京都新宿区 鹿島道路 アークテック ブロック工事

H23 テラスモール湘南 神奈川県藤沢市 大成建設 アークテック イタリア製フローリング工事

H23 特別養護老人ホームしゃんぐりあ 神奈川県川崎市 梓設計＋SO-Design 馬淵建設 イタリア製磁器タイル工事

H23 星のや　竹富島 沖縄県八重山郡 東環境建築研究所 前田建設工業 イタリア製磁器タイル

H23
パークハビオ新宿

イーストサイドタワー
東京都新宿区 メックデザイン 三井住友建設 イタリア製磁器タイル

H23 ブリオーニ 銀座店 東京都中央区 GARDE GARDE イタリア製磁器タイル

H23
エスカーダ・ブティック

帝国ホテルプラザ店
東京都千代田区 GARDE GARDE イタリア製磁器タイル

H23
羽田空港第二ターミナル

ANA SUITE LOUNGE
東京都大田区 日建スペースデザイン J.フロント イタリア製磁器タイル

H23 ソラリア西鉄ホテル銀座 東京都中央区 日建スペースデザイン 清水建設 イタリア製磁器タイル

H23 森永クリニック 愛知県春日井市 佐藤総合計画 鹿島建設 イタリア製磁器タイル

H23 町田市庁舎 東京都町田市 槇総合計画事務所 鹿島建設
イタリア製磁器タイル、

国産磁器タイル (工事含む)

H23 創価学会 瀬戸文化会館 創造社 熊谷組 イタリア製磁器タイル

H23 創価学会 美濃加茂文化会館 岐阜県美濃加茂市 創造社 大成建設 イタリア製磁器タイル

H23 創価学会 秋葉平和会館 新潟県新潟市秋葉区 創造社 本間組 イタリア製磁器タイル

H22 汐留東洋海事ビル 東京都 山下設計 戸田建設
特注大型時計、

大理石床張りデザイン

H22
ロイズTSB銀行東京支店

新BAUオフィス
東京都港区 Master Mind アークテック イタリア製iQシステムタイル

H22 新潟市文化財センター 新潟県新潟市 山下設計 小川組 イタリア製磁器タイル

H22 AIG Global Real Estate 東京都港区 アークテック
イタリア製磁器タイル

iQシステム

H22 羽田空港国内線JALサクララウンジ 東京都大田区 NAP建築設計 大成建設 イタリア製磁器タイル

H22 箱根　翠松園 神奈川県足柄下郡箱根町 ソラ・アソシエイツ ふじい庭苑 陶板

H22 武田薬品㈱新研究所 神奈川県 竹中工務店 竹中工務店 イタリア製磁器タイル

H22 地球市民交流センター 愛知県名古屋市 山下設計 土屋組 日本製特注タイル

H22 羽田空港国内線 ANA LOUNGE 東京都大田区 日建スペースデザイン J.フロント イタリア製磁器タイル

H22 新潟競馬場 新潟県 山下設計 小川工務店 イタリア製磁器タイル/日本製

H22 ウェリスオリーブ新小岩 東京都葛飾区 NTT都市開発 共立建設
イタリア製磁器タイル/

日本製ボーダータイル

H22 講談社目白台ビル 東京都文京区 鹿島建設 鹿島建設
日本製特注42四丁磁器

施釉タイル、工事

H22 BOSCH横浜 神奈川県横浜市 山下設計 竹中工務店 ドイツ製ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾀｲﾙ

H22 野方の家 東京都中野区 Ｅ．Ｌ．Ｄ 金子工務店 イタリア製フローリング材
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H21 北海道BUBU新道店ショールーム 札幌市東区 共立建設 イタリア製磁器タイル

H21 北越高校 新潟県新潟市 山下設計・ソラアソシエイツ 本間組 御影石ｽﾂｰﾙ

H21 パークハウス瀬田一丁目 東京都世田谷区 メックデザイン 北野建設 イタリア製磁器タイル

H21 クラブ榕 東京都中央区 SO-Design アークテック
内装壁･天井クロス、

壁面鏡、レンガ

H21 横浜西口ハマボールＳＰＡ内装工事 神奈川県横浜市 乃村工藝社 福田リニューアル
中国製モザイク

日本製磁器タイル工事

H20 グランガーデン新町 大阪府東大阪市 COMON館建築事務所 西田工業 イタリア製木製建具

H20 法政大学小金井キャンパス 東京都小金井市 山下設計 フジタJV イタリア製磁器タイル

H20
大東文化大学

ビアトリクス・ポター資料館
埼玉県北葛城郡 山下設計 飛島建設

大型スレート小端積み工事、

中国製スレート小端積み工事

H20 O邸 東京都新宿区 筒井紀博空間工房 友進建設 イタリア製磁器タイル

H20 ＴＯＭＯＤＡＣHＩ　プロジェクト 東京都大田区 トニーポメラ イタリア製磁器タイル

H20 U邸 東京都町田市 内山設計 木村建設
イタリア製メラミンフローリング、

イタリア製２層式フローリング

H20 渋谷区猿楽町計画 東京都渋谷区 ミサワアソシエイツ 鹿島建設 イタリア製２層式フローリング

H20 ＳＯ　ＤＥＳＩＧＮ　オフィス 東京都新宿区 ＳＯ　ＤＥＳＩＧＮ ＳＯ　ＤＥＳＩＧＮ イタリア製メラミンフローリング

H20 銀座新橋会館 東京都中央区 山下設計 清水建設
イタリア製大型タイル、

ガラス壁工事、サイン工事

H20 増田パートナーズ法律事務所 東京都千代田区 プラススペースデザイン

清水建設

プラススペースデザイン

アークテック

iQシステム、

イタリア製メラミンフローリング、

イタリア製建具、吸音パネル、

国産建具、中国石、

国産家具、イタリア製家具、

内装工事一式

H20 北越高校 新潟県 山下設計 西松建設 イタリア製磁器タイル

H19 I邸 兵庫県神戸市 COMON館建築事務所 大幸建設 イタリア製木製建具

H19 THE TOKYO TOWERS 東京都中央区 山下設計・ソラアソシエイツ 前田・大成JV

特注プールタイル、

特注240角タイル、

アメリカ製木目タイル、

特注ニ丁掛タイル

H19 M邸 大阪府茨木市 COMON館建築事務所 COMON館建築事務所 イタリア製木製建具

H19
いしかわ総合スポーツセンター・

プール棟
石川県金沢市 池谷設計 清水建設 イタリア製プールタイル

H19 若宮町計画 東京都新宿区 アトリエアール・ソラアソシエイツ ふじい庭苑 陶製オブジェ

H19 ラ・シュエット邸 長野県軽井沢 アトリエアール・ソラアソシエイツ 水沢工務店 外構用レンガ工事

H19
シェラトン・ラグーナ・グアム・

リゾートホテル
グアム 観光企画設計社 三井住友建設 アメリカ製磁器タイル

H18 東京ミッドタウン 東京都港区
ミサワアソシエイツ

三井デザインテック
竹中工務店 イタリア製フローリング工事

H18 仙台白百合女子大学 宮城県仙台市 山下設計 前田建設工業 イタリア製磁器タイル

H18 モリモト本社ビル 東京都渋谷区 三井住商建材 清水建設 イタリア製木製建具取付け

H18 立教大学新座キャンパス 埼玉県新座市 日建設計 戸田建設 韓国ホフマン調レンガ

H18 普連土学園 東京都港区 山下設計・ソラアソシエイツ 西松建設
イタリア製テラコッタ、

床用タイル

H18 こどもの城国立総合児童センター 東京都渋谷区 山下設計 目時工務店 特注御影石モザイクネット張り

H17 パンテオン文京千石 東京都文京区 マックアンドサンク イタリア製木製建具工事

H17 聖パウロ修道女会　ナザレト修道院 神奈川県藤沢市 山下設計・ソラアソシエイツ 前田建設工業 御影石製台座

H17 政策研究大学院大学（GRIPS) 東京都港区 山下設計・リチャードロジャース 大林組

イタリア製外壁用テラコッタ、

テラコッタバケット、

床用テラコッタ

H17 池上パークハウス 東京都大田区 戸田建設 戸田建設 イタリア製木製建具工事

H16 プロパスト本社 東京都港区 プロパスト アークテック イタリア製木製建具工事

H16 エスケー南春日丘の家 大阪府茨木市 COMON館建築事務所 栗本建設 イタリア製木製建具

H16 ラ・プラ―ス・ウエスト 東京都品川区 松田平田建築設計 前田建設工業

イタリア製木製建具工事、

国産木製額縁、

イタリア製洗面金物

株式会社アークテック　http://arc-tec.co.jp/ 7/10



        ARC & TEC  施工・材料納入現場リスト（プロジェクト）

2019.12.17
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H16 スターロワイヤル森下 東京都江東区 マックアンドサンク イタリア製木製建具工事

H15 グアムレオパレスリゾートホテル グアム リカルドトッサーニ 三井住友建設
特注タイル、

ガラスモザイク製デザイン画

H15 ファミール逗子 神奈川県逗子市 アークテック アークテック 管理人室からコンバージョン

H15 富士通蒲田本社ビル 東京都大田区 山下設計 清水建設
イタリア製外壁用

テラコッタウイングタイプ

H15 根岸本社ビル 埼玉県さいたま市 鹿島建設・大興物産 マックアンドサンク イタリア製木製建具工事

H15 スターロワイヤル練馬春日町 東京都練馬区 大木建設 イタリア製木製建具工事

H15
ラ・フォレスタ・ディ・マニフィカ

（プラザ平安土浦）
茨城県土浦市 吉村建築事務所 戸田建設

石・テラコッタ・FRP・

大理石モザイク工事

H15 T邸 東京都中野区 アークテック アークテック
分譲マンションの

リフォーム工事一式

H15 O邸 東京都大田区 設計工房環 アークテック
事務所から住宅へ

コンバージョン工事一式

H14 家具製造、輸入、販売２０コンテナ 福岡県博多市 アークテック 千趣会、北徳産業 ベトナム製家具

H14 苦楽園　S邸 兵庫県西宮市 COMON館建築事務所 積水ハウス
鍛鉄、木製建具、

水洗金物納入

H14 四国正心館 徳島県鳴門市 北野建設 北野建設 特注テラコッタ製造納入

H14 青森総合体育館プール棟 青森県青森市 池原義郎建築設計事務所 清水建設 イタリア製プールタイル

H14 泉屋博古館 分館 東京都港区 日建設計 三井住友建設
大理石内壁床工事、

御影石外壁工事

H14
パルティーレ東京ベイ

（現アニヴェルセル 東京ベイ）
東京都江東区 熊谷組 イタリア製鍛鉄

H14 人形町谷口マンション 東京都豊島区 フジケン フジケン 中国製大理石工事

H14 東京ツインパークス 東京都中央区 三菱地所 大成建設 イタリア製ドア工事

H13 家具製造、輸入販売16コンテナ 福岡県博多市 アークテック 千趣会 ベトナム製家具

H13 和歌山セレモニーホール 和歌山県和歌山市 吉村建築事務所 清水建設 スタンプコンクリート工事

H13 W邸 静岡県伊東市 野村商店 特注２丁掛けタイル

H13 立教大学新々研究棟 東京都豊島区 日本設計 鹿島・大成ＪＶ 韓国ホフマン調レンガ

H13 立教大学外構 東京都豊島区 日建設計 清水建設 韓国ホフマン調レンガ

H13 ラ・ヴィオラ尾道 広島県広島市 吉村建築事務所 鴻池組 スタンプコンクリート工事

H13 M邸 東京都世田谷区 スウェーデンハウス スウェーデンハウス メキシタイル工事

H13 三原典礼会館 広島県広島市 吉村建築事務所 鴻池組 スタンプコンクリート工事

H13 本匠中学校 福岡県博多市 本匠村役場 シバタ スタンプコンクリート工事

H13 東雲公園回廊・便所 大阪府大阪市 SEN環境計画室 キョーシン
テラコッタ、

ライムストーン彫刻工事

H13 T邸 神奈川県横浜市 森設計 アークテック

外壁タイル、

イタリア製システム家具、

イタリア製ドア、内装工事一式

H13 T邸 神奈川県横浜市 アークテック アークテック

カナダ製玄関ドア、

カナダ製キッチン、

イタリア製窓、イタリア製ドア、

住宅建築工事一式

H13 シューズコレクション邸 東京都世田谷区 スウェーデンハウス スウェーデンハウス 笠木石、タイル工事

H13 こどもの城国立総合児童センター 東京都渋谷区 山下設計 目時工務店
ガラスモザイク、

プールタイル工事

H13 T邸 東京都世田谷区 アークテック アークテック

イタリア製チョットリ、

中国製竹フローリング、

住宅建築工事一式

H13 コアロード海老名4 神奈川県海老名市 環設計事務所 三井住友建設 中国製石工事

H13 グリーンステージ 神奈川県横浜市 グリーンステージ グリーンステージ 英国製レンガ

H13 グアムウエスティンホテル グアム リカルドトッサーニ 三井住友建設 大理石工事

H13 K邸 東京都八王子 正屋デザインシステマ 正屋デザインシステマ
中国製ピンコロ工事、

モザイクタイル

H13 岡山カルチャーセンター 岡山県岡山市 吉村建築事務所 鴻池組 スタンプコンクリート工事

H13 びぷれす熊日会館 熊本県熊本市 梓設計 鹿島建設 ＦＲＰ工事

株式会社アークテック　http://arc-tec.co.jp/ 8/10



        ARC & TEC  施工・材料納入現場リスト（プロジェクト）

2019.12.17

納期 現場名 所在地 設計 施工 商品名

H13 ユニバーサルスタジオジャパン 大阪府大阪市 Ｕ．Ｓ．Ｒ． USJ第3工区JV
ＦＲＰ、ステンレス工事、

スタンプコンクリート

H13 Sea Loves You（ダイビングショップ） 神奈川県鎌倉市 アークテック アークテック
モザイクタイル、タイル、

その他リフォーム一式

H12 三重中日ハウジングセンター 三重県 スウェーデンハウス スウェーデンハウス スタンプコンクリート

H12 F邸 茨城県 スウェーデンハウス スウェーデンハウス スタンプコンクリート

H12 美容室サプリ湘南台店 神奈川県藤沢市 ＡＴＯエンタープライズ ＡＴＯエンタープライズ モザイクタイル

H12 晴海トリトンスクエア 東京都中央区 山下設計、ソラアソシエイツ 大林組JV

英国製レンガ、

ベルギー産レンガ、

Ｓ字タイル、特注タイル、

イタリア製大理石モザイク、

特注カリオン、オリーブ床材、

中国製大理石工事

H12 H邸 東京都世田谷区 スウェーデンハウス スウェーデンハウス イタリア製チョットリ、タイル

H12 日体柔整専門学校 東京都世田谷区 山下設計 勝山建設 カナダ製レンガ

H12 名取展示場 宮城県仙台市 スウェーデンハウス スウェーデンハウス スタンプコンクリート

H12 東京トヨペット大森店 東京都大田区 山下設計・ソラアソシエイツ 鹿島建設、大興物産

竹床フローリング,

イタリア製テラコッタタイル、

韓国製レンガ、

ドイツ製インダストリアルタイル

H12 垂水住宅展示場 兵庫県 スウェーデンハウス スウェーデンハウス スタンプコンクリート

H12 S邸 埼玉県埼玉市 スウェーデンハウス スウェーデンハウス スタンプコンクリート

H12 埼玉展示場 埼玉県埼玉市 スウェーデンハウス スウェーデンハウス スタンプコンクリート

H12 光世証券本社ビル 大阪府大阪市 永田・北野建築研究所 住友建設 英国製レンガ、テラコッタ工事

H12 O邸 横浜市戸塚区 インターファーム 世紀東急工業

イタリア製チョットリ、

イタリア製スタッコ、

メキシタイル、ジャグジー工事

H12 U邸 東京 スウェーデンハウス スウェーデンハウス スタンプコンクリート

H12 伊丹住宅展示場 兵庫県 スウェーデンハウス スウェーデンハウス スタンプコンクリート

H12 あびこモデルハウス 東京都 スウェーデンハウス スウェーデンハウス スタンプコンクリート

H12 Ｋ邸 宮城県仙台市 スウェーデンハウス スウェーデンハウス スタンプコンクリート

H12 ＪＲＡ新潟 新潟県上越市 山下設計・ソラアソシエイツ 大成建設

米国製レンガ、

ガラスアート工事、

イタリア製床タイル

H11 立教大学中高一貫棟 東京都豊島区 山下設計 戸田建設 韓国製ホフマンレンガ

H11 立教大学８号館改修工事 東京都豊島区 佐藤綜合事務所 清水建設 韓国製ホフマンレンガ

H11 横浜地方法務局青葉出張所 神奈川県横浜市 東急建設 ウレタン吹付け工事

H11 ミサワホーム静清展示場 静岡県清水市 ミサワホーム ミサワホーム静岡 玄関ポーチ床御影石

H11 ミサワホーム柏展示場 千葉県柏市 ミサワホーム ミサワホーム柏 暖炉工事

H11 ディズニーアンバサダーホテル 千葉県舞浜 日建設計 清水・東急JV

FRP壁画、アンカー設置、

ステンレス缶体、石、

特注プールタイル、

FRP製イルカ及び台座工事

H11 長門地域文化体育施設 山口県長門市 山下設計 カナダ製レンガ

H11 東洋英和女学院 神奈川県横浜市 鬼頭梓設計 清水建設 英国製レンガ、テラコッタ

H11 幸福の科学五反田 東京都品川区 東急建設 東急建設 テラコッタ、サッシ面格子工事

H11 光世証券兜町ビル 東京都 永田・北野建築研究所 北野建設 タイル工事

H11 木村病院 神奈川県横浜市 正屋ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾏ 大林組 吹付け工事

H11 上八川小学校プール 高知県吾川郡 池原義郎建築設計事務所 清水建設 イタリア製プールタイル

H11 音更町図書館 北海道十勝 山下設計 曽根・中谷　他JV 石・ガラスモザイク・タイル工事

H11 O邸 東京都渋谷区 正屋デザインシステマ 正屋デザインシステマ モザイクタイル、ピンコロ工事

H10 藤沢市八部公園　温水プール 神奈川県藤沢市 山下設計横浜支店 熊谷組
イタリア製プールタイル・

チョットリ、中国石工事

H10 東京こども図書館 東京都杉並区 草野設計
吉野建設

ジャパンブリックス
英国製レンガ

H10 日体大荏原高校 熊谷組 タイル工事
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H10 栃木市立千塚小学校 栃木県栃木市 西松　他ＪＶ モザイク壁画

H9 栗橋町　健康福祉センター 埼玉県北葛城郡 山下設計 島村工業 イタリア製プールタイル

H9 ミサワホーム群馬展示場 群馬県伊勢崎市 ミサワホーム ミサワホーム 床石工事

H9 ミサワホーム石神井展示場 東京都練馬区 ミサワホーム ミサワホーム 床石工事

H9 大和愛育病院 神奈川県大和市 造家社 西松建設 プール内モザイク壁画
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