
納入年度 施工先 場所 内容 備考

1 1996 川西市立中央図書館 図書館 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
2 1997 東大阪市Ｇリージョンセンター（近江堂市民プラザ） 文化ホール ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
3 1997 東大阪市Ｇリージョンセンター（近江堂市民プラザ） ビデオＣＤライブラリー ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
4 1997 奈良国立文化財研究所 研修棟 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
5 1997 奈良県市町村会館 研修室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
6 1997 播磨科学公園都市PR館・オプトピア 映像ホール ＡＶ設備 ビクターアークス株式会社
7 1997 奈良地場産業振興センター（インテクノ奈良） ホール 音響設備 日本ビクター株式会社
8 1997 鳥取県東伯町生涯学習センター（まなびタウンとうはく） 各室共用 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
9 1997 奈良国立博物館 講堂／視聴覚室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社

10 1997 舞洲障がい者スポーツセンター アリーナ 音響設備 株式会社アセント
11 1997 舞洲障がい者スポーツセンター プール 音響設備 株式会社アセント
12 1997 真田山プール 全館 非常放送設備 日本ビクター株式会社
13 1997 真田山プール 体育館／プール／他 音響設備 日本ビクター株式会社
14 1997 亀岡市中央生涯学習センター（ガレリア亀岡） コンベンションホール 音響設備 日本ビクター株式会社
15 1997 亀岡市中央生涯学習センター（ガレリア亀岡） 響ホール／大広間 音響設備 日本ビクター株式会社
16 1997 亀岡市中央生涯学習センター（ガレリア亀岡） マルチメディアコーナー ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
17 1997 奈良県三郷町立図書館 調光室 音響設備 日本ビクター株式会社
18 1997 大阪市立大学看護短大 実験室／実習室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
19 1997 関西電力病院 全館 非常放送設備 株式会社アセント
20 1997 メトロホテル 宴会場 音響設備 松下電器産業株式会社
21 1997 新長田駅前地区再開発ビル 大集会室 会議システム ＪＡＴＯ株式会社
22 1997 女性いきいきセンター東部館（クレオ大阪東） ホール 音響設備 ＪＡＴＯ株式会社
23 1997 真宗大谷派（東本願寺）参拝所 視聴覚ホール ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
24 1997 丸石製薬本社ビル 大会議室 会議システム 日本ビクター株式会社
25 1997 カナレ電気株式会社 技術部 特注ユニット カナレ電気株式会社
26 1997 大阪市老人保健施設 南部館 非常放送設備 日本ビクター株式会社
27 1998 ＪＴ生命誌研究館 ホール ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
28 1998 広島国際大学 実習室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
29 1998 山科駅前健康文化施設（ラクトスポーツプラザ） トレーニング室／プール／他 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
30 1998 山科駅前健康文化施設（ラクトスポーツプラザ） 全館 放送設備 日本ビクター株式会社
31 1998 山科駅前健康文化施設（ラクトスポーツプラザ） Ｃ棟 非常放送設備 日本ビクター株式会社
32 1998 伊丹市立文化会館（いたみホール） 大ホール 舞台音響設備 日本ビクター株式会社
33 1998 伊丹市立文化会館（いたみホール） 大ホール 舞台進行支援設備 日本ビクター株式会社
34 1998 伊丹市立文化会館（いたみホール） 大ホール 舞台映写設備 日本ビクター株式会社
35 1998 愛媛県松前町庁舎 ５Ｆ議場 会議システム 日本ビクター株式会社
36 1998 奈良市民文化ホール 大ホール／中ホール ＩＴＶ設備 日本ビクター株式会社
37 1998 赤穂老人福祉施設 各室共用 音響設備 日本ビクター株式会社
38 1998 伊丹阪急新駅ビル 全館 ＩＴＶ設備 松下電器産業株式会社
39 1998 伊丹阪急新駅ビル 全館 非常放送設備 松下電器産業株式会社
40 1998 西成スポーツセンター 体育館／プール／他 音響設備 日本ビクター株式会社
41 1998 西成スポーツセンター 全館 ＩＴＶ設備 日本ビクター株式会社
42 1998 滋賀県立県民交流センター（ピアザ淡海） ３Ｆ国際会議室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
43 1998 国保那賀病院 ホール ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
44 1998 南長野運動公園 多目的競技場 場内放送設備 日本ビクター株式会社
45 1998 奈良市１００年会館 中ホール／多目的ホール 映像設備 日本ビクター株式会社
46 1998 橿原公苑第１体育館 アリーナ 音響設備 日本ビクター株式会社
47 1999 近大奈良病院 手術室 ＩＴＶ設備 日本ビクター株式会社
48 1999 柏原市健康福祉センター（オアシス） 大会議室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
49 1999 アサツーディ・ケイ 会議室／プレゼンルーム ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
50 1999 桜井市立図書館 研修室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
51 1999 和歌山県立医科大学 生涯研修・地域医療センター ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
52 1999 大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 大会議場 映像設備 日本ビクター株式会社
53 1999 種智院大学向島キャンパス 講義室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
54 1999 クラフトパーク 多目的室／造形実習室 ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
55 1999 吹田市立片山市民体育館 体育室／会議室／研修室 放送設備 日本ビクター株式会社
56 1999 大阪ガスビル ３Ｆホール ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
57 1999 もんじゅ核燃料サイクル開発機構 ＦＢＲ情報館 展示ＡＶ設備 三洋電機ＡＶシステム株式会社
58 1999 南大阪病院 防災センター ＩＴＶ設備 松下電器産業株式会社
59 1999 日清食品安藤百福記念館 館内 ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
60 1999 村上学園東大阪短期大学 介護福祉校舎棟 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
61 1999 津山圏域防災学習センター 視聴覚室 ＡＶ設備 株式会社内田洋行
62 1999 此花西部臨海地区熱供給施設 メイン／サブプラント ＩＴＶ設備 日本ビクター株式会社
63 1999 北浜野村ビル 大ホール／理事会室 ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
64 1999 中ノ島ＭＴビル １９Ｆ大会議室 会議システム 日本ビクター株式会社
65 1999 奈良市西部生涯スポーツセンター スタジオ／軽運動室／会議室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
66 1999 追手門学院大学 学生放送 放送設備 株式会社アセント
67 1999 びわこ競艇場 宿舎／整備場 ＩＴＶ設備 日本ビクター株式会社
68 1999 神戸山手大学 視聴覚室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
69 1999 門真市保健福祉センター 多目的ホール／会議室／他 ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
70 2000 神戸文化ホール 大ホール 舞台音響設備 松下電器産業株式会社
71 2000 神戸文化ホール 中ホール 舞台音響設備 松下電器産業株式会社
72 2000 淡路夢舞台国際会議場 会議場 音響備品 松下電器産業株式会社
73 2000 滋賀厚生年金センター（ウェルサンピア滋賀） ２Ｆ琵琶の間 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
74 2000 大阪府看護協会（ナーシングアート大阪） 大ホール（レモンホール） ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
75 2000 羽曳野市立生活文化情報センター（LICはびきの） スタジオ／セミナー ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
76 2000 河合町総合福祉会館（豆山の郷） 研修室／ふれあい広場 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
77 2000 豊中駅西口地区第一種市街地再開発事業 施設用／住宅用 ＩＴＶ設備 松下電器産業株式会社
78 2000 箕面市西南図書館 視聴覚室 ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
79 2000 大阪大学共通教育機構 講義室／ゼミ室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
80 2000 明石ペーパームーン老人ホーム 館内施設 ＡＶ設備 三洋電機ＡＶシステム株式会社
81 2000 伊丹市立労働会館（スワンホール） 多目的ホール／会議室／他 ＡＶ設備 ビクターアークス株式会社
82 2000 伊丹市立労働会館（スワンホール） 全館 非常放送設備 ビクターアークス株式会社
83 2000 伊丹市立労働会館（スワンホール） 全館 ＩＴＶ設備 ビクターアークス株式会社
84 2000 京都市東山区総合庁舎 大会議室 ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
85 2000 奈良県万葉文化館 企画展示室 ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
86 2000 奈良県万葉文化館 全館 ＩＴＶ設備 松下電器産業株式会社
87 2000 アイフル株式会社本社ビル 大会議室 ＡＶ設備 株式会社アセント
88 2001 立命館大学学術フロンティア ホール ＡＶ設備 キノンビクス株式会社
89 2001 日本圧着端子製造株式会社名古屋技術センター 研修ホール ＡＶ設備 松下電器産業株式会社

納入実績表



90 2001 京都市右京ふれあい文化会館 ホール／創作活動室 舞台音響設備 松下電器産業株式会社
91 2001 大阪電気通信大学２１世紀マルチメディア研究所 多目的ホール／会議室／他 ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
92 2001 大阪芸術大学１０号館 講義室／実習室 ＡＶ設備 株式会社アセント
93 2001 兵庫県立美術館（芸術の館） レクチャールーム ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
94 2001 西京極総合運動公園プール（京都アクアリーナ） メインプール 音響設備 松下電器産業株式会社
95 2001 阿倍野区民センター 式場 音響設備 松下電器産業株式会社
96 2001 大阪大学経済学部 講義室 放送設備 株式会社アセント
97 2001 鹿児島市リサイクルプラザ 館内展示 展示設備 株式会社アセント
98 2001 赤穂市新図書館 ビデオライブラリー ＡＶ設備 株式会社アセント
99 2001 辻調理師専門学校 教員室／学生ホール 映像設備 株式会社アセント

100 2001 湊町リバープレイス 全館 ＩＴＶ設備 日本ビクター株式会社
101 2002 門真市リサイクルプラザ 全館 ＩＴＶ設備 松下電器産業株式会社
102 2002 門真市リサイクルプラザ マルチホール ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
103 2002 栂文化会館 ホール 舞台音響設備 日本ビクター株式会社
104 2002 サンピア大阪 会議室／広間 音響設備 松下電器産業株式会社
105 2002 明石市生涯学習センター 学習室／会議室／他 会議システム 株式会社アセント
106 2002 ふげん３Dシステム 解体作業シミュレーション 映像設備 株式会社ペスコ
107 2002 勤労体験プラザ（私のしごと館） 全館 ＩＴＶ設備 日本ビクター株式会社
108 2002 勤労体験プラザ（私のしごと館） 展示施設 展示設備 松下電器産業株式会社
109 2002 東大阪市総合庁舎 議場／委員会室 会議システム 松下電器産業株式会社
110 2002 東大阪市総合庁舎 ＩＴＶ／登庁表示 ＩＴＶ設備 松下電器産業株式会社
111 2002 北地区コミュニティセンター 市民ホール 舞台音響設備 株式会社アセント
112 2002 笠松競馬場 全館 映像設備 株式会社アセント
113 2002 アース製薬 大会議室 会議システム 三洋マルチメディアセールス(株)
114 2002 精華町庁舎 議場／委員会室 会議システム 日本ビクター株式会社
115 2002 門真市保健福祉センター ふれあいサロン ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
116 2002 門真市庁舎 議場／委員会室 会議システム 松下電器産業株式会社
117 2002 篠山市中央図書館 ＡＶコーナー ＡＶ設備 株式会社アセント
118 2002 榛原町庁舎 議場 会議システム 松下電器産業株式会社
119 2002 八尾プリズムホール 大ホール 舞台音響設備 松下電器産業株式会社
120 2003 京都国際会館 会議場 音響設備 松下電器産業株式会社
121 2003 日赤兵庫支部 館内施設 ＡＶ設備 株式会社アセント
122 2003 大阪府警察 街頭緊急通報 通報装置 株式会社アセント
123 2003 びわこ競艇場 管理室 通信監視システム 株式会社アセント
124 2003 藤沢薬品 中教室 ＡＶ設備 ＪＡＴＯ株式会社
125 2003 熊本県立劇場 演劇ホール 舞台音響設備 松下電器産業株式会社
126 2003 佛教大学宗教文化ミュージアム 館内施設 展示設備 株式会社アセント
127 2003 国立大阪南病院 館内施設 ＡＶ設備 株式会社アセント
128 2003 東京電力多摩支店立川総合社屋 非常災害対策本部 ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
129 2003 ツイン２１ 全館 放送設備 松下電器産業株式会社
130 2003 茨木生涯学習センター（きらめきホール） ホール 舞台音響設備 松下電器産業株式会社
131 2004 王寺地域交流センター 多目的ルーム ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
132 2004 舞鶴市総合文化会館 大ホール 舞台音響設備 松下電器産業株式会社
133 2004 大阪千代田短期大学 体育館 音響設備 株式会社アセント
134 2004 富山県教育文化会館 ホール 舞台音響設備 松下電器産業株式会社
135 2004 月島社会教育会館 ホール 舞台音響設備 株式会社アセント
136 2004 樟蔭東女子短期大学 マルチメディア教室 ＡＶ設備 株式会社アセント
137 2004 市川市第７中学校 ふれあい施設 音響設備 株式会社アセント
138 2004 和歌山県立情報交流センター（ビッグユー） 研修室 音響設備 株式会社アセント
139 2004 三木文化会館 ホール 舞台音響設備 株式会社アセント
140 2004 阪神西梅田開発 プレゼンルーム ＡＶ設備 株式会社教映社
141 2004 三菱信託銀行新青山ビル 研修室 ＡＶ設備 株式会社アセント
142 2004 奈良県立図書館 研修室／交流室 ＡＶ設備 松下電器産業株式会社
143 2004 キャノン株式会社平塚事業所 多目的ホール ＡＶ設備 株式会社アセント
144 2004 洲本市文化体育館 ホール 舞台音響設備 日本ビクター株式会社
145 2004 洲本市文化体育館 メインアリーナ 音響設備 日本ビクター株式会社
146 2005 三木総合防災公園 陸上競技場 音響設備 株式会社アセント
147 2005 福崎町立図書館 ＡＶライブラリー ＡＶ設備 日本ビクター株式会社
148 2005 三菱電機東京ビル 大会議室 音響設備 株式会社アセント
149 2005 芝浦工業大学豊洲キャンパス 館内施設 放送設備 ＪＡＴＯ株式会社
150 2005 東レ株式会社 大会議室／役員会議室 ＡＶ設備 株式会社アセント
151 2005 神宮前４丁目市街地再開発 館内施設 展示設備 ＪＡＴＯ株式会社
152 2005 ヤマト運輸岐阜 綜合警備 ＩＴＶ設備 株式会社アセント
153 2005 宮城テレビ放送 スタジオサブ 音響設備 株式会社アセント
154 2005 大阪人権博物館（リバティおおさか） 館内施設 展示設備 株式会社アセント
155 2005 鳴門総合運動公園 陸上競技場 音響設備 株式会社アセント
156 2005 榛原町庁舎 館内施設 出退表示設備 パナソニックＳＳマーケティング（株）

157 2005 し尿処理施設 議場／会議室 ＡＶ設備 パナソニックＳＳマーケティング（株）

158 2006 富士薬品 大会議室 ＡＶ設備 株式会社アセント
159 2006 東京高校 視聴覚室 ＡＶ設備 株式会社アセント
160 2006 鹿児島維新ふるさと館 館内施設 展示設備 株式会社アセント
161 2006 フェスティバルホール 大ホール 舞台音響設備 ＪＡＴＯ株式会社
162 2006 福岡ドーム（ヤフオク！ドーム） 館内施設 放送設備 株式会社アセント
163 2006 横浜スタジアム 館内施設 放送設備 株式会社アセント
164 2006 千葉ポートスクエア（ＴＥＰＣＯ地球館） 館内施設 展示設備 株式会社アセント
165 2006 横浜アリーナ 館内施設 放送設備 株式会社アセント
166 2006 大谷大学 ホール／スタジオ 音響設備 株式会社アセント
167 2006 昭和音楽大学 ホール 音響設備 株式会社アセント
168 2006 山野美容専門学校 ホール ＡＶ設備 株式会社アセント
169 2006 大阪空港周辺緑地 館内施設 放送設備 三栄電気株式会社
170 2007 兵庫県立歴史博物館 館内施設 展示設備 株式会社アセント
171 2007 京都嵯峨芸術大学 講義室 AV設備 株式会社甲子社エイブイシー
172 2007 ＫＢＳ京都テレビ 局内 音響設備 ジークレフ音響株式会社
173 2007 龍谷大学 講義室 ＡＶ設備 株式会社甲子社エイブイシー
174 2007 奈良学園 講義室 ＡＶ設備 株式会社甲子社エイブイシー
175 2007 京都外国語大学 講義室 ＡＶ設備 株式会社甲子社エイブイシー
176 2007 なんばハッチ ホール 音響設備 株式会社甲子社エイブイシー
177 2008 大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 ビクターアークス株式会社
178 2008 京都芸術大学 講義室 ＡＶ設備 株式会社甲子社エイブイシー
179 2008 ＡＢＣ毎日放送 局内 音響設備 ジークレフ音響株式会社
180 2008 モード学園 研修室 AV設備 株式会社アセント
181 2008 東京都庁舎 都議会会議室 会議システム 株式会社アセント
182 2008 広島新市民球場（マツダスタジアム） 場内 音響設備 日本ビクター株式会社



183 2009 天理大学 講義室 ＡＶ設備 株式会社甲子社エイブイシー
184 2009 大阪府立大学 ＴＶ会議 会議システム 株式会社甲子社エイブイシー
185 2009 ＮＨＫ大阪 局内 音響設備 ジークレフ音響株式会社
186 2009 国立文楽劇場 劇場 音響設備 株式会社アセント
187 2010 なんばハッチ ホール 音響設備 株式会社甲子社エイブイシー
188 2010 伊丹市立文化会館（いたみホール） 大ホール 舞台音響設備 ビクターアークス株式会社
189 2010 関西大学高槻ミューズキャンパス 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
190 2010 第五管区海上保安本部 全館 ＩＴＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
191 2010 池田市民文化会館（アゼリアホール） 大ホール 舞台音響設備 株式会社甲子社エイブイシー
192 2010 近畿管区警察局 全館 ＩＴＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
193 2010 京都女子大学 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
194 2010 ＵＦＪ銀行大阪 会議室 ＡＶ設備 株式会社甲子社エイブイシー
195 2010 跡見女子大学 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
196 2010 大妻女子大学 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
197 2010 大阪城天守閣 １Ｆシアタールーム 展示設備 株式会社アセント
198 2010 ＪＲ西日本 会議室 会議システム 東和エンジニアリング株式会社
199 2011 八尾市庁舎 議場 会議システム 株式会社アセント
200 2011 西宮消防局 指令室 緊急情報システム 東和エンジニアリング株式会社
201 2011 文教大学 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
202 2011 総合芸術高校 講義室 ＡＶ設備 株式会社アセント
203 2011 自治医科大学 講義室 ＡＶ設備 株式会社アセント
204 2012 日本武道館 武道場 音響設備 株式会社アセント
205 2012 サミー株式会社川越新工場 会議室 ＡＶ設備 （株）システムエンジニアリング
206 2012 関西医科大学枚方キャンパス 視聴覚室 ＡＶ設備 （株）システムエンジニアリング
207 2012 甲府市新庁舎 会議室／委員会室 ＡＶ設備 株式会社アセント
208 2012 福知山防災センター 館内施設 展示設備 株式会社アセント
209 2012 横浜市歴史博物館 館内施設 展示設備 株式会社アセント
210 2012 日本大学三島高等学校 講義室 ＡＶ設備 株式会社アセント
211 2012 フェスティバルホール 大ホール 舞台音響設備 株式会社アセント
212 2012 東京国際フォーラム ホール 音響設備 株式会社アセント
213 2012 東京国際フォーラム 会議室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
214 2012 中之島フェスティバルタワー 会議室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
215 2012 ゼビオアリーナ仙台 アリーナ 音響設備 株式会社アセント
216 2012 ベルシステム２４神戸 会議室 ＡＶ設備 電子システム株式会社
217 2012 関西医科大学 講義室 ＡＶ設備 株式会社アセント
218 2013 甲府市新庁舎 議場 会議システム 株式会社アセント
219 2013 土佐女子高校 メインアリーナ／サブアリーナ 音響設備 ビクターアークス株式会社
220 2013 アステラス製薬 会議室 ＡＶ設備 株式会社アセント
221 2013 長浜市役所 会議室／委員会室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
222 2013 ケイ･オプティコム 会議室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
223 2013 関西福祉大学 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
224 2013 京都教育大学 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
225 2013 神戸大学 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
226 2013 加東市庁舎 議場 会議システム 東和エンジニアリング株式会社
227 2013 川崎重工業明石工場 ホール／会議室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
228 2014 奈良学園大学 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
229 2014 ＭＢＳ毎日放送 ウェルカムスペース 映像設備 株式会社シーマ
230 2014 サンケイホールブリーゼ 小ホール 映像設備 （株）システムエンジニアリング
231 2014 大阪大学吹田キャンパス 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
232 2014 大阪市立大学 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
233 2014 大阪大学豊中キャンパス 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
234 2014 小野薬品工業 会議室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
235 2014 東京国際フォーラム ホール 音響設備 ＪＢＳ株式会社
236 2014 田町男女平等参画センター（リーブラホール） ホール 音響設備 ＪＢＳ株式会社
237 2014 立命館大学茨木キャンパス ホール 舞台音響設備 Ｊ＆Ｋビジネスソリューション（株）
238 2014 共立女子大学 会議室／講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
239 2014 株式会社ダイフク総合展示場（日に新た館） イベントホール ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
240 2014 泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南） 多目的ホール ＡＶ設備 （株）ＪＶＣケンウッド・アークス
241 2014 佐用町庁舎 議場 会議システム 東和エンジニアリング株式会社
242 2014 佐用町庁舎 防災会議室 音響設備 東和エンジニアリング株式会社
243 2015 京都大学国際イノベーション シンポジウムホール ＡＶ設備 株式会社オーエス
244 2015 東広島芸術文化ホール（くらら） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 ヤマハサウンドシステム（株）
245 2015 大阪国際会議場（グランキューブ大阪） ホール／会議室 会議システム 東和エンジニアリング株式会社
246 2015 福岡県春日市総合スポーツセンター メインアリーナ 音響設備 （株）ＪＶＣケンウッド・アークス
247 2015 四天王寺大学 講義室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
248 2015 日経新聞社 大会議室／カンファレンスルーム ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
249 2015 京都会館 大ホール／中ホール／小ホール 舞台音響設備 東和エンジニアリング株式会社
250 2015 久留米シティプラザ 六角堂広場 音響設備 ヤマハサウンドシステム（株）
251 2015 羽田第１ビル 全館 放送設備 ＴＯＡ株式会社
252 2015 調布市グリーンホール 大ホール 舞台音響設備 （株）ＪＶＣケンウッド・アークス
253 2015 三重県総合文化センター 大ホール 舞台音響設備 ヤマハサウンドシステム（株）
254 2016 長野県伊那文化会館 小ホール 舞台音響設備 ヤマハサウンドシステム（株）
255 2016 博多座 劇場 舞台音響設備 ヤマハサウンドシステム（株）
256 2016 広島高速交通１号線 新白島駅 ＩＴＶ設備 パナソニックシステムネットワークス（株）

257 2016 関西大学 ４学舎４号館各教室 ＡＶ設備 パナソニックシステムネットワークス（株）

258 2016 フォーシーズンズホテル京都東山 ボールルーム／チャペル／他 ＡＶ設備 （株）ＪＶＣケンウッド・アークス
259 2016 埼玉会館 大ホール 舞台音響設備 ヤマハサウンドシステム（株）
260 2016 獨協大学創立５０周年記念館 各教室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
261 2016 兵庫県立芸術文化センター 中ホール 舞台音響設備 ヤマハサウンドシステム（株）
262 2017 安来市総合文化ホール（アルテピア） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 ヤマハサウンドシステム（株）
263 2017 大津市民会館 大ホール 舞台音響設備 ヤマハサウンドシステム（株）
264 2017 広島高速交通１号線 既設１３駅 ＩＴＶ設備 パナソニックシステムネットワークス（株）

265 2017 関西アーバン銀行本店 ホール ＡＶ設備 ソニービジネスソリューション（株）
266 2017 香川県県民ホール（レクザムホール） 小ホール 舞台音響設備 ヤマハサウンドシステム（株）
267 2017 新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ） コンサートホール 舞台音響設備 ヤマハサウンドシステム（株）
268 2017 近畿大学 ２０号館／２１号館各教室 ＡＶ設備 東和エンジニアリング株式会社
269 2017 森ノ宮ピロティホール 大ホール 舞台音響設備 ヒビノアークス株式会社
270 2017 和泉シティプラザ（弥生の風ホール） 大ホール 舞台音響設備 ヒビノアークス株式会社
271 2017
272 2017
273 2017
274 2017
275 2017



保守点検先 点検場所 内容 備考
1 京都コンサートホール 大ホール／小ホール 舞台音響設備 過去定期点検実績有り
2 京都コンサートホール 全館 放送／ＩＴＶ設備 過去定期点検実績有り
3 フェスティバルホール 大ホール／小ホール 舞台音響設備 過去保守実績有り
4 サンケイホールブリーゼ 大ホール 舞台音響設備 現在定期点検中
5 サンケイホールブリーゼ 小ホール／８Ｆ会議室 AV設備 現在定期点検中
6 波切ホール 大ホール 舞台音響設備 過去定期点検実績有り
7 森ノ宮ピロティホール 大ホール／小ホール 舞台音響設備 現在点検中
8 大和郡山城ホール 大ホール／小ホール／他 舞台音響設備 過去定期点検実績有り
9 いかるがホール 大ホール／小ホール／他 舞台音響設備 過去定期点検実績有り

10 いかるがホール 図書館 ＡＶ設備 過去定期点検実績有り
11 プリズムホール（八尾市文化会館） 大ホール 舞台音響設備 過去定期点検実績有り
12 かるぽーと（高知市文化プラザ） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 現在定期点検中
13 アゼリアホール（池田市民会館） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 現在定期点検中
14 いたみホール（伊丹市立文化会館） 大ホール 舞台音響設備 現在定期点検中
15 大阪四季劇場 劇場 舞台音響設備 過去保守実績有り
16 アプラホール（たかいし市民文化会館） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 過去定期点検実績有り
17 さやかホール（大阪狭山市文化会館） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 現在定期点検中
18 きらめきホール（茨木市立生涯学習センター） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 過去点検実績有り
19 みつなかホール（川西市文化会館） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 現在定期点検中
20 あじさいホール（かつらぎ総合文化会館） ホール／他 音響設備 過去点検実績有り
21 アミティホール（西宮市民会館） ホール／他 音響設備 過去点検実績有り
22 弥生の風ホール（和泉シティプラザ） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 過去保守実績有り
23 弥生の里ホール（田原本生涯学習センター） ホール／他 音響設備 過去点検実績有り
24 M・Cみはら（堺市立みはら歴史博物館） ホール／他 音響設備 過去定期点検実績有り
25 レインボーホール（富田林市市民会館） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 過去点検実績有り
26 さんさんホール（あやま文化センター） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 過去定期点検実績有り
27 三朝町総合文化ホール 大ホール／小ホール 舞台音響設備 過去点検実績有り
28 湯梨浜町ハワイアロハホール 大ホール／小ホール 舞台音響設備 現在点検中
29 守山市民ホール 大ホール／小ホール 舞台音響設備 過去定期点検実績有り
30 山城町総合文化センター（アスピアやましろ） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 過去点検実績有り
31 摂津市立コミュニティプラザ ホール／他 音響設備 過去定期点検実績有り
32 大津生涯学習センター ホール／他 音響設備 過去点検実績有り
33 やわらぎ会館（王寺町立会館） ホール／他 音響設備 過去点検実績有り
34 姫路市市民会館 大ホール／小ホール 舞台音響設備 過去点検実績有り
35 京都迎賓館 館内施設 非常表示設備 現在定期点検中
36 大阪城天守閣 館内施設 展示設備 過去定期点検実績有り
37 Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島 場内 音響設備 現在定期点検中
38 京都アクアリーナ（西京極総合運動公園プール） メインプール 音響設備 過去定期点検実績有り
39 京都アクアリーナ（西京極総合運動公園プール） 館内施設 放送／ＩＴＶ設備 過去定期点検実績有り
40 福井県こども家族館 館内施設 展示設備 現在定期点検中
41 淡路夢舞台国際会議場 会議場 音響備品 過去保守実績有り
42 いきいき地球館（大阪市立環境学習センター） 館内施設 展示設備 過去定期点検実績有り
43 山城総合運動公園 全館 放送／ＩＴＶ設備 過去点検実績有り
44 宇治源氏物語ミュージアム 館内施設 展示設備 過去定期点検実績有り
45 兵庫県立歴史博物館 館内施設 展示設備 現在定期点検中
46 国立民族学博物館 館内施設 展示設備 過去点検実績有り
47 みやこメッセ（京都市勧業館） 展示場 ＡＶ設備 現在定期点検中
48 みやこメッセ（京都市勧業館） 全館 放送／ＩＴＶ設備 現在定期点検中
49 米子コンベンションセンター（BiG SHiP） 大ホール／小ホール 舞台音響設備 現在定期点検中
50 道の駅ガレリアかめおか ホール／広間／図書館／他 ＡＶ設備 過去定期点検実績有り
51 私のしごと館 館内施設 展示設備 過去定期点検実績有り
52 靭テニスセンター メインコート／サブコート 音響設備 過去点検実績有り
53 靭テニスセンター 全館 放送／ＩＴＶ設備 過去定期点検実績有り
54 橿原リサイクルセンター 館内施設 展示設備 過去点検実績有り
55 アウィーナ大阪 宴会場 ＡＶ設備 過去定期点検実績有り
56 ガーデンパレス大阪 宴会場 ＡＶ設備 過去点検実績有り
57 ツイン２１ 全館 放送設備 過去点検実績有り
58 東大阪市庁舎 議場 会議システム 過去定期点検実績有り
59 東大阪市若江リージョンセンター ホール／他 ＡＶ設備 過去定期点検実績有り
60 東大阪市近江堂リージョンセンター ホール／他 ＡＶ設備 過去定期点検実績有り
61 東大阪市日下リージョンセンター ホール／他 音響設備 現在定期点検中
62 八尾市庁舎 議場 会議システム 過去定期点検実績有り
63 精華町庁舎 議場／委員会室 会議システム 過去定期点検実績有り
64 精華町図書館 図書館 ＡＶ設備 過去点検実績有り
65 大阪市立クラフトパーク ホール／他 ＡＶ設備 現在定期点検中
66 あいぴあ泉南（泉南市総合福祉センター） 全館 ＡＶ設備 過去定期点検実績有り
67 あいぴあ泉南（泉南市総合福祉センター） 全館 放送／ＩＴＶ設備 過去定期点検実績有り
68 クリスタ長堀 全館 ＩＴＶ設備 過去保守実績有り
69 ピアザ淡海（滋賀県立県民交流センター） 全館 ＩＴＶ設備 過去点検実績有り
70 京都市醍醐中央図書館 図書館／会議室ホール ＡＶ設備 過去定期点検実績有り
71 真田山プール 全館 放送／ＩＴＶ設備 過去定期点検実績有り
72 ヘルスピア２１（京都市健康増進センター） 全館 放送／ＩＴＶ設備 過去定期点検実績有り
73 ヘルスピア２１（京都市健康増進センター） 館内施設 音響設備 過去定期点検実績有り
74 阪急百貨店 全館 放送設備 現在点検中
75 ドリーム２１（東大阪市児童文化スポーツ） ホール／他 音響設備 過去保守実績有り
76 奈良市防災センター 館内施設 ＡＶ設備 過去定期点検実績有り
77 津山圏域消防組合防災学習センター 館内施設 ＡＶ設備 現在定期点検中
78 福知山市消防防災センター 館内施設 展示設備 現在定期点検中
79 稲むらの火の館（広川町津波防災教育センター） 館内施設 展示設備 過去定期点検実績有り
80 ひめじ防災プラザ（姫路市防災センター） 館内施設 展示設備 現在定期点検中
81 東成区民センター ホール／他 音響設備 過去定期点検実績有り
82 鶴見区民センター ホール／他 音響設備 過去定期点検実績有り
83 住吉区民センター ホール／他 音響設備 過去定期点検実績有り
84 八尾市立病院 館内施設 呼出し表示設備 過去定期点検実績有り
85 橋本市民病院 館内施設 呼出し表示設備 過去定期点検実績有り
86 和歌山医科大学 館内施設 呼出し表示設備 過去点検実績有り
87 ナーシングアート大阪（大阪府看護協会） ホール／講義室 ＡＶ設備 現在定期点検中
88 大阪府看護教育研修センター 講義室 ＡＶ設備 過去定期点検実績有り
89 丸石製薬 大会議室／役員会議室 ＡＶ設備 現在定期点検中
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