
ホテル日航大阪

川崎日航ホテル

サンレイク土浦

キャメロットヒルズ

ロイヤルパークホテル高松

ロイヤルパークホテル高松アネックス

アラコ蓼科保養所

天王寺都ホテル

熊本キャッスルホテル

ザ・ロイヤルクラシック姫路

ホテル日航那覇

京都全日空ホテル

伊勢 神宮会館

タワーレジデンス四谷

神戸ポートピアホテル

ホテル日航熊本

佐世保・平戸カントリークラブ

レストランアラスカ

玉造温泉

セレスティンホテル

ザ・トラディションゴルフクラブ

アパホテル札幌すすきの

ふじや

静岡ターミナルホテル

加古川プラザホテル

リーガロイヤルホテル堺

青森グランドホテル

ウェスティンリゾートグアム 

レストラン浜作

ホテル日航千歳

裏磐梯高原ホテル

志摩観光ホテル

松山全日空ホテル

ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

ラフォーレ琵琶湖

ホテルベルクラシック北見

リーガグランドホテル

ホテルポールスター札幌

ホテルニューオータニ博多

大阪キャッスルホテル

ホテルＪＡＬシティ松山

熱田神宮会館

宝塚ホテル

ホテルニューオータニ佐賀

ＫＫＲホテル名古屋

福山雅会館

大阪全日空ホテル

花御殿

ホテルドリームゲート舞浜

東京全日空ホテル

アール・ベル・アンジェ仙台

守口ロイヤルパインズホテル

京都ロイヤルホテル＆スパ

ルネッサンス岐阜ホテル

ベルクラシック小倉

城西館

徳川園

スイスホテル南海大阪

京都ＥＨビル

ソラリア西鉄ホテル

アトリエ・ジーアンドビー

志摩観光ホテル

ユナイテッド・シネマ札幌

ユナイテッド・シネマ大津

オービック本社ビル

豊洲マンションＰＪ

グランガーデン熊本

エクシブ琵琶湖

ホテルニューオータニ鳥取

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

エクシブ京都八瀬離宮

京都ブライトンホテル

都ホテルニューアルカイック

茂原カントリー倶楽部

大宮ブライダルホール

エバーグリーン（船舶）

ウェルサンピア千葉

テクノスーパーライナー

ホテルサンパレス益田

ウェルシティ福井

神田 明神会館

札幌全日空ホテル

鬼怒川グランドホテル

グリーホテル三ヶ根

ホテルマリナーズコート東京

宇部全日空ホテル

ホテル福島グリーンパレス

羽田ガレリア

名古屋国際ホテル

中野サンプラザ

ホテルＪＡＬシティ那覇

成田国際空港ＶＩＰラウンジ

沖縄ロイヤルビューホテル

京王プラザホテル札幌

ウェスティン都ホテル京都

札幌全日空ホテル

弁天町クロスタワー大阪ベイ

ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

オリエンタルホテル東京ベイ

ホテル日航千歳

美浦ゴルフ倶楽部

エクシブ京都八瀬離宮

千歳全日空ホテル

アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

エバーグリーン（船舶）

シェラトン都ホテル東京

ホテルアソシア静岡

ホテル大阪ベイタワー

国際劇場ロビー

ソラリア西鉄ホテル

ルネッサンスリゾートオキナワ

チサングランド赤坂

パールホテル両国

ウェスティンホテル東京

新高輪プリンスホテル

Ｈ．Ｂ．Ａ東京オフィス

松崎町マンション

山中温泉 吉祥やまなか

アパホテル那覇

仙台エクセルホテル東急

中野サンプラザ

ザ・カントリークラブ

松江 皆美館

ルネッサンスリゾートオキナワ

西麻布コンドミニアム

ホテルサンルートプラザ新宿

ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

西麻布マンション

ホテルはつはな

山中温泉 かがり吉祥亭

ホテルグリーンタワー幕張

ホテル日航那覇

京王プラザホテル新宿

大林組旧本店ビル

ヒルデモアたまプラーザ・ビレッジⅡ

大阪全日空ホテル

ルネッサンスリゾートナルト

エクシブ蓼科

姫路商工会議所

ホテル日航アリビラ

ホテルリソルトリニティ札幌

千歳全日空ホテル

大阪倶楽部

京王プラザホテル新宿

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

ホテルマリナーズコート東京

ルネッサンスリゾートオキナワ

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート

阪急１７番街

ハービス大阪

京王プラザホテル札幌

山中温泉 かがり吉祥亭

宮古島東急ホテル＆リゾーツ

松名カントリークラブ

西尾市新庁舎

シャングリ・ラ ホテル 東京



神明神社（福井県）

志摩観光ホテル

ホテルクレメント徳島

クサツエストピアホテル

ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪

グランドプリンスホテル新高輪

ブリリア鎌倉御成町

ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢

アパ仙台 スタジオ

ハイアットリージェンシー東京

ルネッサンスリゾートオキナワ

サンルートプラザ東京

アパ仙台 マンション

ホテル磯部ガーデン

ＪＡ豊洲ＯＮビル

上海ガーデンプラザ

メルキュールホテル札幌

ホテルトリニティ書斎

東急ハーヴェストクラブ蓼科

スプリングライフ金沢

ホテル日航アリビラ

ホテル日航金沢

アパホテル倉敷駅前

サンルートプラザ東京

ホテル京阪札幌

ホテルグランヴィア京都

フサキリゾートビレッジ

京王プラザホテル札幌

マルイト難波ビル（ホテルモントレ グラスミア大阪）

アパホテル東京潮見駅前

ＡＮＡ福岡空港ラウンジ

米軍厚木基地クラブハウス

熱田神宮会館・神楽殿・官庁

アパホテル丸亀駅前大通

デイスターゴルフクラブ

平河町２丁目再開発（東京都千代田区）

ルポンドシエル（大阪市内フレンチ）

ブリーズベイホテル リゾート&スパ

ＡＮＡ成田空港ＶＩＰラウンジ

オリエンタルホテル東京ベイ

ホテルグリーンタワー幕張

京王プラザホテル新宿

京王プラザホテル札幌

なんばオリエンタルホテル

オービック本社ビル

鬼怒川温泉ホテル

ルネッサンスリゾートナルト

山中温泉 吉祥やまなか

Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃ青山

ホテルニュー長崎

浦和ロイヤルパインズホテル

東京ディズニーランド フィルハーマジック

東京銀座アロマフレスカ（イタリアン）

ルネッサンスリゾートナルト

ホテル信濃路

御殿場プロジェクト

ヒルトン成田

代々木京都プロジェクト

アパホテル姫路駅北

ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京

アパホテル岡山駅東口

アパホテル名古屋錦

アパホテル富山駅前

京王プラザホテル新宿

ルネッサンスリゾートオキナワ

新横浜プリンスホテル

サンルートプラザ東京

伊勢山ＰＪ

シェラトン都ホテル東京

大浅間ゴルフクラブ

ホテル磯部ガーデン

京王プラザホテル札幌

アパホテル池袋駅北口・名古屋栄・築地駅南

横浜マンション

大阪駅前北ヤード エクスリ

浜名湖ブライダル

角川大映撮影所

リゾーピア別府

アンダーグラウンド（表参道の美容室）

京都全日空ホテル

日企設計向けラグ

エリクソン名古屋オフィスラグ

ホテルメトロポリタン仙台

佳水郷

キャノンＣＴＣ

ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

京王プラザホテル新宿

ステーションホテル小倉

近畿大学理事長室

山形ホテル

パレスホテル

エクシブ軽井沢

東京プリンスホテル

山中温泉 かがり吉祥亭

ホテルメルパルク松山

浄土ヶ浜パークホテル

京王プラザホテル札幌

京王プラザホテル多摩

ＪＡ平塚ビル

名神電機本社ビル

大月ホテル和風館

山中温泉 かがり吉祥亭

リーガロイヤルグラン沖縄

ウェスティンホテル大阪

マリベール迎賓館

オパス有栖川テラス＆レジデンス

内海造船

ホテル椿山荘東京

ホテルニューオータニ

ハイアットリージェンシー大阪

名鉄トヤマホテル

京王プラザホテル多摩

北川温泉 つるや吉祥亭 別館

ＪＲ九州ホテル長崎

京王プラザホテル新宿

ルネッサンスリゾートオキナワ

リーガロイヤルホテル（大阪） 星宙

摺上亭大鳥

京王プラザホテル多摩

磯部温泉 せせらぎの湯 桜や作右衛門

ＪＲホテルクレメント高松

長崎ホテル清風

アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

なんばオリエンタルホテル

オールドオーチャード ゴルフクラブ

アパリゾート妙高パインバレー

箕面温泉スパーガーデン 

ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢

ロイヤルパークホテル ザ 汐留

グランドオリエンタルみなとみらい

ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪

アパホテル＆リゾート札幌

ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

ステーションホテル小倉

飯田橋グラン・ブルーム

鳥羽国際ホテル

ホテル軽井沢１１３０

成田空港ＡＮＡラウンジ

グリーンホテル三ヶ根

加賀屋姉妹館 あえの風

東天紅 第一ホテル両国店

京王プラザホテル多摩

ルネッサンスリゾートオキナワ

サンルートプラザ東京

三田ホテル

大分フェリー

鵜の浜ニューホテル

ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪

西鉄リゾートイン別府

ホテル日航福岡

シャングリ・ラ ホテル 東京

ルネッサンスリゾートナルト

ハイアットリージェンシー大阪

マリンブルー屋久島

ビクトリア・イン長崎



アパホテル福岡渡辺通駅前

スフィアタワー天王洲

ファイザー製薬東京本社

吉祥ＣＡＲＥＮ

ルネッサンスリゾートナルト

ホテル ブリスヴィラ波佐見

摺上亭大鳥

縄文の宿まんてん

大村競艇場ロイヤルスタンド

アパホテル＆リゾート札幌

男鹿グランドホテル

アパホテル＆リゾート 加賀片山津温泉 佳水郷

東山温泉 御宿東鳳

エクシブ京都八瀬離宮

アパホテル＆リゾート上越妙高

ＪＰタワー法律事務所

アパホテル新宿歌舞伎町タワー

札幌グランドホテル

オペラシティ 東天紅

富士ゴルフコース

平塚プレジール 宴会場 千寿

アパホテル青森駅県庁通

裏磐梯レイクリゾート

ステーションホテル小倉

ホテルグランテラス富山

ルネッサンスリゾートオキナワ

ミャンマー連邦大使館

三井ガーデンホテル京都三条

富山エクセルホテル東急

グランドエクシブ鳥羽

ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

アメックス大阪

京王プラザホテル八王子

ルネッサンスリゾートナルト

サンルートプラザ東京

ハイアットリージェンシー大阪

東急ハーヴェストクラブ伊東

三井ガーデンホテル広島

吉祥ＣＡＲＥＮ

京王プラザホテル新宿

東天紅千葉店

御堂筋ブティック

ホテルマリナーズコート東京

青森八甲田ホテル

ＪＡ平塚ビル

札幌グランドホテル

豪華客船 飛鳥Ⅱ

ＥＤＧＥ心斎橋ビル

ソラリア西鉄ホテル京都

鵜の浜ニューホテル

ルネッサンスリゾートナルト

サンルートプラザ東京

ルネッサンスリゾートオキナワ

ロイヤルパークホテル ザ 汐留

ＧＩＮＺＡ  ＳＩＸ

京王プラザホテル新宿

新阪急ホテル

ブラッサム那覇

磯部ガーデンホテル

(仮称)中央区新川二丁目計画新築工事

ＪＡ平塚ビル

長崎県庁舎議会棟

ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄

安比グランドホテル

（仮称）京都三条ホテル

アマンダンカルム高松

札幌グランドホテル

TGMM芝浦プロジェクト ホテル棟新築工事

東急ハーベストクラブ伊東

北山モノリス

東急ハーベスト塩沢湖

ベルクリニック

サンルートプラザ東京

ホテルリソル京都河原町三条

芦屋モノリス

豪華客船 飛鳥Ⅱ

ＪＲタワーホテル日航札幌

岡山モノリス

クレメント高松

大手町２-Ｂ新築工事

ホテルリソル四条室町

縄文の宿まんてん

ホテルリソル御池麩屋町

ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄

ニュー阿寒ホテル

東急ハーベストクラブ南紀田辺

ホテル日航高知旭ロイヤル

京王プラザホテル新宿

ステーションホテル小倉

ＪＡ平塚ビル

アパホテルTKP仙台駅北

M3低層バンク新本社

東急ハーヴェスクラブ伊東

ステーションホテル小倉

株式会社資生堂汐留タワー

京都八条口ホテル

成田空港ANAラウンジ

サンルートプラザホテル東京

ホテル磯部ガーデン

札幌グランドホテル

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル

京王プラザホテル新宿

沖縄ＥＸＥＳ那覇

ｍｉｄ（大丸心斎橋）

箱根強羅ホテル
アパホテル＆リゾート横浜ベイタワー

ホテルアジュール竹芝

サンルート東京

JA平塚ビル

海上自衛隊横須賀病院
サンカルナ久留米

ハイアットセントリック金沢

ソラノホテル

しょうざんリゾート京都

ヒルトン長崎

東京ベイ潮見プリンスホテル

天神ビル

パシフィックホテル沖縄

ルネッサンスリゾート沖縄


