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サイン施工実積例



852

サイン
施工
実績例

サイン施工実績例
二⼦⽟川東地区 第一種市街地
再開発事業（二⼦⽟川ライズ 第一期事業）

本　体：ステンレス曲げ加工、ショットブラスト仕上
表示板：強化ガラス加工、透明シート出⼒加工貼り
文　字：ABS樹脂加工、側面指定色塗装仕上、⾼輝度チップ型LED内蔵

本　体：ステンレス曲げ加工、ショットブラスト仕上
表示板：強化ガラス加工、透明シート出⼒加工貼り＋インクジェット出⼒加工貼り
照　明：側面スリム管内蔵（間接照明）

本　体：ステンレス曲げ加工、ショットブラス
ト仕上

表示板：強化ガラス加工、透明シート出⼒加工
貼り＋インクジェット出⼒加工貼り

照　明：側面スリム管内蔵（間接照明）
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サイン
施工
実績例

本　体：ステンレス曲げ加工、ショットブラスト仕上
表示板：強化ガラス加工、透明シート出⼒加工貼り＋インクジェット出⼒加工貼り
照　明：下部スリム管内蔵（間接照明）

下　地：スチール鋼材加工、溶融亜鉛メッキ仕上
本　体：黒御影石加工、ジェットバーナー仕上、彫刻加工、⾼透過強化ガラス加工、⽷面取り処理
パネル：⾼透過ガラス加工、インクジェット出⼒加工貼り、ソーラーパネル・電波時計システム内蔵 照　明：下部⾼輝度LED内蔵
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 東急キャピトルタワー

建物全景 本体：ステンレス曲げ加工焼付塗装
表示：導光板+LEDユニット内蔵、透過性インクジェットシート貼り
ホテルロゴ：乳半アクリル象眼加工、透過性シート貼り

文字：ABS樹脂切文字加工、指定色塗装仕上 文字：ABS樹脂切文字加工、指定色塗装仕上
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サイン
施工
実績例

【誘導サイン（左）】 本体：ステンレス曲げ加工焼付塗装／表示：ABS樹脂切文字塗装仕上+シルク印刷
【名称サイン（右）】 本体：ステンレス曲げ加工焼付塗装／表示：強化ガラス加工、乳半フィルム裏貼り、シルク印刷

照明：スポットライト防⽔型内蔵

本体：スチール曲げ加工、指定色焼付塗装仕上
表示：シルク印刷

【左側】本　体：スチール曲げ加工、指定色焼付塗装仕上／表示：シルク印刷
【右側】本　体：スチール曲げ加工、指定色焼付塗装仕上

表示板：スチール板加工、指定色焼付塗装仕上、マグネット着脱式、シルク印刷
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 武蔵野タワー

建物全景（昼）

建物全景（夜） ステンレス加工品焼付塗装仕上、内照用インクジェットシート、強化ガラス、
LED導光板

アルミ加工品アルマイト仕上、FFシート、インクジェット出⼒
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サイン
施工
実績例

ステンレス加工品焼付塗装仕上、インクジェットシート
貼り

ステンレス加工品焼付塗装仕上、インクジェットシート貼り

ステンレス加工品焼付塗装仕上、インクジェットシート
貼り

ステンレス加工品焼付塗装仕上、インクジェッ
トシート貼り

ステンレス切文字 5t、PHL仕上
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例
東池袋四丁⽬第二地区（再）
特定業務代⾏建設工事（アウルタワー）

建物全景

本体：透明アクリル板＋アクリル板加工
表示：塩ビシート切文字加工貼り

文字：ステンレス箱文字加工、鏡面仕上

文字：ステンレス箱文字加工、HL仕上／照明：⾼輝度LED内蔵
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 東急ビズフォート那覇

塩ビシートベタ抜き加工、塩ビシート切文字貼り、ガラス背面ブラストシートベタ貼り、ABS樹脂切文字加工貼り　

シート切文字貼り

アクリル板加工、ABS樹脂切文
字加工＋シート貼り

ABS樹脂切文字加工貼り、塩ビ
シート切文字加工貼り

ABS樹脂切文字加工貼り
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サイン施工実績例 東急虎ノ⾨ビル

サイン
施工
実績例

シルク印刷（現場刷り）

ステンレス折曲加工焼付塗装仕上、アクリル乳半裏当て加工、LEDユニット内蔵

アクリル切文字加工貼り

ステンレス切文字加工、PHL仕上
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 銀座越後屋

ステンレス折曲加工焼付塗装仕上、導光板＋アクリル乳半加工、インクジェット出⼒
加工貼り、LEDユニット内蔵

ステンレスFB加工焼付塗装仕上、ステンレス切文字加工焼付塗装仕上

LEDユニット内蔵照明（ステンレス鋼管加工焼付塗装仕上）
※既存看板利用

強化ガラス加工、ステンレスFB加工、HL仕上、
インクジェット出⼒加工貼り

ステンレス折曲加工焼付塗装仕上、導光板＋アクリル乳半加工、インクジェット出⼒
加工貼り、LEDユニット内蔵
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サイン施工実績例 CAFE ; HAUS

サイン
施工
実績例

ステンレス箱文字加工焼付塗装仕上、アクリル乳半加工、LEDユニット内蔵（支持：ステンレス鋼材加工、HL仕上）

ステンレス箱文字加工焼付塗装仕上、アクリル乳半加工、LEDユニット内蔵（支持：ステンレス鋼材
加工、HL仕上）

真鍮加工、メッキ仕上、エッチング色差し スチール折曲加工錆塗装仕上、塩ビシート切文字加工貼り
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 介護老人保健施設　はなみずき

アルミ板フレーム加工焼付塗装仕上、アルミ複合板イン
クジェット出⼒貼り（ラバーマグネット裏貼り）

アクリル板加工（蝶番加工開閉式）塗装仕上、シルク印刷

ステンレス箱文字加工、HL仕上 アルミ複合板加工、インクジェット出⼒加工貼り

アクリル板加工（蝶番加工開閉式）塗装仕上、
シルク印刷

アクリル板加工（蝶番加工開閉式）塗装仕上、
シルク印刷
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サイン施工実績例 介護老人保健施設　やすらぎの里

アルミ複合板、インクジェットシートステンレス切文字 5t、PHL仕上

のれん地、染色仕上

インクジェットグラフィックシート貼り インクジェットシート貼り

アルミ複合板、インクジェットシート、ダイノックシート貼り

サイン
施工
実績例
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 パークコート赤坂 ザ タワー

⼤理石磨き仕上、真鍮切文字

強化ガラス 10t、シート切文字、インクジェットシート ⼤理石磨き仕上、銅ブロンズ切文字

ステンレス加工品、焼付塗装仕上、FL内照式、パトライト
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 サクラス⼾塚

ステンレス折曲加工焼付塗装仕上、LED透過光内照式

アルミフレーム、アルマイト仕上、FFシート、FL透過光内照式

アルミフレーム、アルマイト仕上、FFシート、FL透過光内照式

ステンレス折曲加工、HL仕上、FL透過光内照式、インクジェット表示ステンレス折曲加工、インクジェットシート貼り、ステンレス切文字、焼付塗装
仕上



スチール折曲加工、アクリル、インクジェットシート貼り
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サイン
施工
実績例

ステンレス折曲加工、HL・焼付塗装仕上、FL透過光内照式、インクジェット表示

ステンレス折曲加工、HL・焼付塗装仕上、FL透過光内照式、インク
ジェット表示、パンフレットケース加工

インクジェットグラフィックシート貼り

インクジェットグラフィックシート貼り

アルミ複合板、インクジェットシート貼り
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 株式会社 育伸社

塩ビシート貼り シルク印刷、塩ビシート貼り

塩ビシート貼り 塩ビシート貼り

塩ビシート貼り 塩ビシート貼り



869

サイン
施工
実績例

ステンレス箱文字、焼付塗装仕上、バックライト（LED）

ステンレス加工品、焼付塗装仕上、FL内照式、インクジェットシート貼り

強化ガラス5t、化粧ビス固定、ABS切文字、シート切文字、点字加工 シート切文字

ステンレス加工品、焼付塗装仕上、ジョリパット仕上、強化ガラス15t、スポット
ライト内照式

サイン施工実績例 名古屋駅三丁⽬ビル
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 Shanghai World Financial Center

ステンレス箱文字加工、乳半アクリルLED表面発光

建物全景

スチール折曲加工、焼付塗装＋ステンレス切文字加工HL仕上

吊下型プラズマディスプレイ、LEDユニット内蔵（壁面埋込型）

スチール折曲加工焼付塗装、LED透過光内照式、LEDユニット内蔵

塩ビシート切文字貼り（ドット）
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サイン
施工
実績例

スチール枠加工、焼付塗装、乳半アクリル板透過性、インクジェット出⼒シート貼り、FL管内蔵

スチール折曲加工、焼付塗装仕上、強化ガラス加工、シルク印刷、プラズマ
ディスプレイ内蔵

塩ビシート切文字貼り（ドット）

スチールブラケット、アクリル加工、塩ビシート切文字 スチール折曲加工、焼付塗装仕上、強化ガラスシルク印刷
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 スフィアタワー天王洲

ステンレス箱文字加工HL仕上

ABS樹脂切文字加工、クロームメッキ仕上

本体：スチール折曲加工焼付塗装仕上
表示：アクリルガラス加工、ABS樹脂切文字加工、クロームメッキ仕上

インクジェット出⼒シート＋シート切文字加工貼り

ABS樹脂切文字加工、クロームメッキ仕上 本体：スチール折曲加工焼付塗装仕上
表示：アクリルガラス加工、ABS樹脂切文字加工、クロームメッキ仕上

インクジェット出⼒シート＋シート切文字加工貼り
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 ミスパリシャトー 名古屋

スチール加工溶融亜鉛メッキ仕上、不燃材FFシート張り＋塩ビシート貼り、
FL内照式

スチール加工溶融亜鉛メッキ仕上、不燃材FFシート張り＋塩ビシート貼り、
FL内照式

スチール加工溶融亜鉛メッキ仕上、不燃材FFシート張り＋塩ビシート貼り、
FL内照式

クリアガラステーパー加工、裏面シルク印刷

クリアガラステーパー加工、裏面シルク印刷
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 パークシティグランデ新浦安

GRC成形＋石材貼り、FL内照式、ステンレス切文字
焼付塗装、アクリル板加工＋インクジェット出⼒貼り

ステンレス箱文字焼付塗装

GRC成形塗装仕上、シート切文字、インクジェット出⼒
貼り

上：GRC成形塗装仕上
下：ステンレス箱文字焼付塗装

ステンレス加工焼付塗装、アルミ複合板
インクジェット出⼒貼り

GRC成形塗装仕上、ステンレス加工焼付塗装、インクジェット出⼒貼り
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 テラス蓼科

ステンレス折曲加工、鉄錆塗装仕上、乳半アクリル板加工内照式

木材加工、ステンレス加工バイブレーション
仕上、シート切文字

木材切文字着色仕上、ステンレス切文字、
バイブレーション仕上

ガラスアクリル、シート切文字、ステンレスFB磨き仕上、アクリル板加工、シルク印刷

ステンレスFBフレーム磨き仕上、コーリアンエッチング色差し、
ステンレス切文字ビーズブラスト仕上

スチール曲げ加工、焼付塗装仕上、
ガラスアクリル、アルミ板電解着色、
バイブレーション仕上、シルク印刷

ガラスアクリル、アルミ板電解着色、バイブレーション仕上、
シルク印刷
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サイン
施工
実績例

オリナスタワー/olinasモール
olinasコア/Brilliaタワー東京サイン施工実績例

ステンレス折曲加工焼付塗装、アクリル象眼、透過性シート貼り、FL管内照式、
表示部分：インクジェット出⼒

ステンレス箱文字焼付塗装、塩ビ乳半 透過性シート貼り、ネオン管内照式

アクリルR加工、裏面シート貼り

バナーサイン：インクジェット出⼒、四⽅ステッチ加工、
ステンレスブラケット

スチール折曲加工焼付塗装、乳半アクリルFL管内照式
表示部分：インクジェット出⼒

アクリル塗装仕上、シルク印刷、シート切文字貼り
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サイン
施工
実績例

スチール折曲加工焼付塗装／表示部分：インクジェット出⼒

スチール折曲加工焼付塗装、シート切文字貼り

アルミ板、インクジェット出⼒貼り

ステンレス切文字加工、シート貼り

スチール曲げ加工、焼付塗装、アクリル板塗装仕上、シート切文ガラスアクリル、シルク印刷
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 Dプロジェクト上三川

建物全景（昼）

本体：亜鉛引き鉄板箱文字加工
マーク：インクジェットシート出⼒貼り
ロゴ：焼付塗装仕上

（上記2枚共通仕様）
本体：亜鉛引き鉄板箱文字加工
マーク・ロゴ：乳半アクリル板加工、透過性シートベタ貼り
照明：LEDユニット内蔵

建物全景（夜）
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サイン
施工
実績例

ヤマトR&Dセンター

ステンレス箱文字、焼付塗装、塩ビ乳半、透過性シート貼り、ネオン管内照式（表面発光）

強化ガラス合せ加工、シルク印刷（グラデーション） ステンレス箱文字、焼付塗装、塩ビ乳半、透過性シート貼り、ネオン管内照式（表面発光）

サイン施工実績例

⽇⽴物流　京浜物流センター

亜鉛引き鉄板折曲加工、シート貼り、塩ビ乳半、透過性シート貼り、LED内照式
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 集英社神保町三丁⽬ビル

ステンレスチャンネル文字HL仕上

ステンレスチャンネル文字HL仕上

強化ガラス、ステンレス折曲加工、ビーズブラスト仕上、ステンレス切文字鏡面仕上

ガラスアクリル、シルク印刷ガラスアクリルボックス加工、シルク印刷、
メモ用紙挟込機能付

ガラスアクリル、シルク印刷
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 TXつくばエクスプレス（南流⼭〜柏たなか駅）

ステンレス折曲加工、焼付塗装仕上、インクジェット出⼒シート貼り ステンレス折曲加工、焼付塗装仕上、インクジェット出⼒シート貼り

ステンレス折曲加工、アルミ板加工、焼付塗装仕上、インクジェット出⼒シート貼り

乳半アクリル板加工、透過性インクジェット出⼒シート貼り ステンレス折曲加工、焼付塗装仕上、インクジェット出⼒シート貼り
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サイン
施工
実績例

サイン施工実績例 医療法人 輝⽣会 初台リハビリテーション病院

真鍮切文字加工、硫化イブシ仕上

強化ガラス加工、インクジェットシート出⼒＋シート切文字 ステンレス折曲加工、焼付塗装仕上、シート切文字

アクリルボックス加工、シート切文字

アクリル板加工、シート切文字、スライド加工

真鍮切文字加工、焼付塗装仕上

ステンレス箱文字加工、HL仕上（バックネオン）


