
株式会社　小松物産

年月 物件名 住所 販売先・建設会社 施主・設計事務所 納入製品

2012年2月 （仮）プラネス－ぺリア住吉本町 兵庫県神戸市 （株）大林組 新星和不動産 手摺他

2012年2月 特別養護老人ホーム芦風荘 兵庫県尼崎市 戸田建設（株） 社会福祉法人平成会 手摺他

2012年2月 あいなホームケアハウス・保育園 兵庫県川西市 シンキ・西松建設（株） フェンス・引戸他

2012年3月 はまなすビレッジ 茨城県鹿嶋市 ナカノフドー建設（株） アーク計画研究所 門扉・フェンス

2012年4月 プレミアレックス勝どき 東京都中央区 太田住建・新日本建設 ＩＮＡ新建築研究所 門扉・フェンス

2012年5月 アトラス西荻窪レジデンス 東京都杉並区 松尾建設（株） 旭化成不動産レジデンス・ＮＥＸT　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ＆ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ フェンス、門扉

2012年7月 ベルコ富山駅前 富山県富山市 ミツボシ・（株）竹中工務店 ベルコ 門扉・手摺・ガゼボ

2012年8月 ホテルブエナビスタ 長野県松本市 Ｔ＆Ｇ・東洋観光事業、北野建設 Ｔ＆Ｇ 門扉・フェンス

2012年9月 Blliria西荻窪 東京都杉並区 大末建設（株） 東京建物、スターテック1級建築士事務所 フェンス

2012年10月 ドゥ・グラン 東京都世田谷区 ナカノフドー建設（株） 日本エーコン 門扉・フェンス・面格子

2012年10月 ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート 沖縄県恩納村 鹿島建設（株） マルイト・鹿島建設 バルコニー手摺、門扉、フェンス

2012年11月 塩山愛育園 山梨県塩山市 （株）日経工業 学研教育みらい 門扉・バルコニー、階段手摺

2012年11月 三の丸庁舎 茨城県水戸市 （株）竹中工務店 茨城県、久米設計 アルミ鋳物、アルミパネル

2012年11月 常葉学園中高等学校校舎 静岡県静岡市 （株）大林組 常葉学園、フィーネ都市研究所 手摺、面格子

2012年11月 三幸学園千葉中央校 千葉県千葉市 東急建設（株） 三幸学園、ウイングスペース 階段手摺

2012年11月 ザ・パークハウス東品川モデルルーム 東京都品川区 （株）森本組 三菱地所レジデンス、森本組 アプローチ門扉

2012年12月 ＭＴＣ計画 東京都港区 大成建設（株） 大成建設 門扉・フェンス

2013年1月 ザ・パークハウス茗荷谷 東京都文京区 ナカノフドー建設（株） 三菱地所レジデンス、長谷川建築企画 門扉・フェンス

2013年1月 ザ・パークハウス文京護国寺 東京都文京区 同上 同上 同上

2013年1月 プラウドシティ浦和 埼玉県さいたま市 長谷工コーポレーション 野村不動産、長谷工コーポレーション 門扉・フェンス

2013年1月 しば幼稚園 埼玉県川口市 （株）鴻池組 川口学園・山田建築Ｄ＆Ｍ、ＲＩＮG　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ門扉

2013年2月 ブランズ甲子園 兵庫県西宮市 （株）ＮＩＰＰＯ 東急不動産 ベランダ手摺・門扉

2013年2月 ウェリス代官山猿楽町 東京都渋谷区 鹿島建設（株） エヌ・ティ・ティ都市開発、ＮＴＴファシリティーズ、アーキサイトメビウス フェンス

2013年2月 町田明泉学園幼稚園 東京都町田市 清水建設（株） 町田明泉学園、妹尾建築計画 ベランダ手摺

2013年2月 立教学院中学校・高等学校 東京都豊島区 大成建設 立教学院、山下設計 門扉

2013年2月 （仮）高輪厚生施設 東京都品川区 三菱地所ホーム（株）、（株）鴻池組 三菱地所設計 門扉

2013年3月 （仮）資生堂新並木通りビル 東京都中央区 旭ビルウォール（株）（株）竹中工務店資生堂、竹中工務店 アルミ鋳物パネル

2013年3月 同志社大学今出川キャンパス 京都府京都市 戸田建設（株） 同志社大学 引戸門扉

2013年3月 モザイクリニューアル 兵庫県神戸市 （株）竹中工務店 手摺・装飾

2013年4月 滋慶学園西葛西校舎 東京都江戸川区 東レ建設（株） 滋慶学園・東レ建設 門扉・フェンス

2013年5月 イエズス会無原罪聖母修道院 東京都練馬区 （株）竹中工務店 竹中工務店 門扉

2013年5月 ザ・パークハウス志木グローリオモデルルーム 埼玉県志木市 （株）ピーエス三菱 三菱地所レジデンス、ピーエス三菱 フェンス

2013年6月 アトラスタワー府中モデルルーム 東京都府中市 東急建設（株） 旭化成不動産レジデンス・ＮＥＸT　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ＆ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ ベランダ手摺

2013年6月 アトラス調布モデルルーム 東京都調布市 東急建設（株） 旭化成不動産レジデンス・ＮＥＸT　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ＆ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ ベランダ手摺

2013年6月 アニヴェルセルみなとみらい横浜 神奈川県横浜市 清水建設（株） アニヴェルセル、清水建設 手摺・門扉・フェンス他

2013年7月 アトラス池尻レジデンス 東京都世田谷区 大成建設（株） 旭化成不動産レジデンス・ＮＥＸT　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ＆ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ ベランダ手摺

2013年7月 ザ・パークハウス湯島龍岡町モデルルーム 東京都文京区 （株）浅沼組 三菱地所レジデンス、浅沼組 ベランダ手摺

納 入 実 績 



株式会社　小松物産

年月 物件名 住所 販売先・建設会社 施主・設計事務所 納入製品

2010年9月 会館葬祭ユウベルホール広島 広島県広島市 ㈱砂原組 高橋建築設計事務所 階段手摺

2010年10月 エステムコート東成中道新築工事 大阪市東成区 近畿新日軽㈱・広成建設 日商エステム・Ｃｕｂｅ設計 片開門扉

2010年10月 エステムコート伊丹緑ヶ丘新築工事 兵庫県伊丹市 近畿新日軽㈱・岩出建設 日商エステム・ジーユープランニング 親子門扉

2010年12月 エステムコート浪速区下寺新築工事 大阪市浪速区 近畿新日軽㈱・スナダ建設 日商エステム・国分建築設計 親子門扉

2010年12月 ローレルコートあやめ池 奈良県奈良市 大日本土木㈱ 近鉄不動産・福本設計 手摺

2010年12月 世田谷区粕谷4丁目計画 東京都世田谷区 三菱地所ホーム 三菱地所ホーム 面格子

2010年12月 ユニエス南千里丘新築工事 大阪府摂津市 ㈱シンキ・長谷工コーポ ユニチカエステート フェンス・片開門・手摺

2010年12月 鳳メモリアルホール新築工事 大阪府堺市 マツダ・シティーズ 高橋建築設計事務所 花台

2010年12月 メゾンドール谷町6丁目 大阪市中央区 オールサッシ販売・(株)フジタ 大阪ガスメゾン・アーキフォルム設計 門扉24台

2011年1月 中根一丁目計画 東京都目黒区 扶桑建設㈱ 三菱地所ホーム 門扉・フェンス・バルコニー手摺他

2011年1月 ユウベルホール西風新都新築工事 広島県広島市 (株)共立 高橋建築設計事務所 階段手摺

2011年1月 三軒茶屋ＰＦ　新築工事 東京都世田谷区 三菱地所ホーム 三菱地所ホーム 門扉・手摺他

2011年2月 けやき坂保育園新築工事 兵庫県川西市 掛谷工務店 山岡哲哉建築設計事務所

2011年3月 天王寺区城南寺町集合住宅 大阪市天王寺区 明和建材・名工建設 アーバネックス・ＩＡＯ竹田設計 門扉

2011年3月 フォーリーフ金沢・鞍月5丁目 石川県金沢市 北陸ホームプランナー (株)ふぉーりーふ フェンス・装飾手摺・面格子他

2011年3月 エステムコート高槻市上田辺新築工事 大阪府高槻市 近畿新日軽㈱　岩出建設（株） 日商エステム・ジーユウープランニング 親子門49セット

2011年3月 旗の台6丁目Ｎ・Ｉ計画新築工事 東京都品川区 三菱地所ホーム 三菱地所ホーム 吹抜手摺・ロフト手摺・階段手摺他

2011年3月 目黒区中町2丁目保育園新築工事 東京都目黒区 藤木工務店 みかん組・夢考房 門扉・フェンス

2011年5月 王子エムビル新築工事 東京都北区 （株）創建 (株)創建・エムクリエイト 花台・片開門・フェンス・階段手摺

2011年5月 天王寺区堂ケ芝計画新築工事 大阪市天王寺区 タツト・建設 アーバネックス・Ｄ＆Ｄ 片開門24セット

2011年7月 シャリエ高槻新築工事 大阪府高槻市 新日軽ビル建材・東レ建設 ＩＡＯ竹田設計 親子門31セット

2011年8月 ブルーメンハイム・トーホー増設工事 群馬県太田市 （株）テラサワ・関口廣建設 岩田設計・ブルーメンハイムトーホー 花台15セット

2011年8月 町田明泉学園鶴川高校校舎改築工事 東京都町田市 清水建設 町田明泉学園・妹尾建築計画 校門アーチ他

2011年9月 生島リバーサイドマンション改修工事 大阪市東淀川区 （株）エターナル (株)エターナル 手摺765ｍ他

2011年9月 西宮名次町マンション新築工事 兵庫県西宮市 三興・錢高組 野村不動産・日建ハウジングシステム 手摺102ｍ他

2011年10月 くみのき苑ゆらら新築工事 大阪府堺市 鴻池組 くみのき苑・ヤン一級建築士事務所 化粧フェンス91.9ｍ

2011年10月 東京スカイツリーＨ345展望レストラン 東京都墨田区 ケントアルファ 大林・東武谷内田共同企業体 ランダム格子アルミ成形材

2011年11月 神戸山本通りビル新築工事 兵庫県神戸市 （株）榎並工務店 小林恒建築研究所 手摺他

2011年11月 ザ・パークハウス関目 大阪市城東区 新日軽ビル建材・鍛治田工務店 三菱地所レジデンス・永都設計 親子門28セット

2011年11月 中国飯店芝浦3丁目倶楽湾計画 東京都港区 中国飯店 中国飯店・竹中工務店 バルコニー手摺・花台他

2011年11月 上尾花園幼稚園 埼玉県上尾市 (株)島村工業 上尾学園・学研教育みらい 門扉・フェンス・引戸・館銘板他

2011年11月 ザ・パークハウス六番町 東京都千代田区 （株）竹中工務店 三菱地所レジデンス・竹中工務店 ベランダ手摺212.7ｍ

2011年11月 （仮称）二日町北三番丁計画 宮城県仙台市 タイム＆ガーデン・熊谷組 三井不動産レジデンシャル 階段パネル・外部フェンス他

2011年11月 小牧ブライダル（アンジェリーナ・スイート） 愛知県小牧市 エクシィズ 飛世アトリエ一級建築設計事務所 フェンス・階段手摺他

2011年11月 パインフィールド御陵新築工事 京都府京都市 淺沼組 ロプロ・昭和設計 フェンス・ドアー飾・化粧柱

2011年12月 ネバーランド逆瀬川新築工事 兵庫県宝塚市 南海辰村建設 日本エスコン・アペックス 飾手摺・フェンス

2011年12月 （仮称）もみの木ディサービス新築工事 神奈川県横浜市 ノアデザインインク ノアデザインインク ドーマー窓（大・小）面格子他

2011年12月 （仮称）キングマンション都島新築工事 大阪市都島区 三東金属（株）スナダ建設 阪神住建・加藤設計 フェンス72ｍ

納 入 実 績 



株式会社　小松物産

年月 物件名 住所 販売先・建設会社 施主・設計事務所 納入製品

2008年3月 リバースりんくう結婚式場 大阪府泉南市 大和ハウス ㈱リバース 大型門扉・手摺・飾格子

2008年5月 ゼファ御影 兵庫県神戸市 若築建設 ㈱ゼファ デザインフェンス

2008年5月 グランスィート六甲篠原本町 兵庫県神戸市 ㈱淺沼組 丸紅・浅沼組 デザイン格子

2008年5月 泉ヶ丘メモリアルホール 大阪府堺市 熊谷組 高橋建築設計事務所 飾格子・壁付手摺他

2008年8月 愛国学園短期大学 千葉県四街道市 東央建設 学校法人愛国学園短期大学 大型門扉・フェンス

2008年8月 宝塚山手台レジデンス第2期 兵庫県宝塚市 ㈱昭和工務店 阪急・阪神電鉄 門扉・手摺

2008年8月 日本綜合地所高輪本社ビル 東京都港区 大成建設㈱ 大成建設㈱ 階段手摺

2008年9月 ネバーランド箕面公園 大阪府箕面市 大豊建設㈱ 日本エスコン・トキ設計 門扉他

2008年9月 プレサンス那古野 愛知県名古屋市 東鉄工業 ㈱土屋組・プレサンス 飾格子・取っ手他

2008年9月 ラ・スィート神戸 兵庫県神戸市 バルケン・大林・金下ＪＶ ㈱ファイン バルコニー手摺・門扉他

2008年11月 後藤回漕店本社社屋新築工事 兵庫県神戸市 野原産業㈱ 後藤回漕店・東畑建築事務所 両開格子・化粧格子他

2008年12月 江戸川競艇場 東京都江戸川区 ナカノテック㈱ ステンレスフェンス

2009年1月 パークホームズ三国ヶ丘 大阪府堺市 オールサッシ販売 東急建設㈱ アルコープ門扉

2009年1月 リブコート垂水 兵庫県神戸市 オールサッシ販売 ㈱フジタ・Ｄ＆Ｄ建築設計事務所 アルコープ門扉

2009年2月 ザ・ライオンズ鷺ノ宮新得工事 東京都練馬区 東洋建設㈱ フェンス

2009年2月 エスリード芦屋陽光町 兵庫県芦屋市 シンキ・安藤建設 日本エスリード・㈱都市建 フェンス・門扉

2009年2月 平野西脇4丁目マンション 大阪市平野区 ＹＫＫＡＰ 大末建設 アルコープ門扉

2009年2月 武蔵境ライオンズマンション 東京都武蔵野市 エージーシー事務所 ライオンズマンション フェンス

2009年2月 南平台保育園新築工事 大阪府高槻市 村本建設 藤田建築設計 引戸門・親子門・フェンス

2009年2月 コスモスクエアＰＪ 大阪市住之江区 オールサッシ販売 五洋建設・Ｙｕｔａｋａ設計 アルコープ門扉

2009年3月 松坂屋上野駐車場ビル 東京都台東区 ㈱竹中工務店 松坂屋 メタルシェード装飾パネル

2009年4月 三菱地所葉山マンション2期工事 千葉県三浦郡 ㈱竹中工務店 三菱地所ホーム 階段手摺

2009年5月 高槻市富田丘町計画 大阪府高槻市 長谷工・森組協同企業体 栄泉不動産・神鋼不動産 スロープ柱手摺

2009年7月 旭ヶ丘住宅地開発事業 大阪府豊中市 旭化成ホームズ㈱ ㈱オオバ フェンス

2009年7月 ブランズ茨木駅前計画 大阪府茨木市 近畿新日軽㈱ 石黒建設㈱ アルコープ門扉・大型門扉

2009年8月 津山鶴山ホテル　チャペル 岡山県岡山市 ㈱鴻池組・広島支店 Ｙ’ｓパートナー 装飾パネル・フェンス他

2009年9月 木場六丁目マンション新築工事 東京都江東区 ㈱露木工務店 バルコニー手摺他

2009年11月 テラス自由が丘 東京都目黒区 ㈱大世工業

2009年12月 三軒茶屋一丁目計画新築工事 東京都世田谷区 ギャラント㈱ 富士建設㈱　興和不二 門・フェンス

2009年11月 結城病院改装及び新築工事 茨城県結城市 柴田建設㈱ 大型門扉・フェンス

2009年11月 ファインコート平和が丘新築工事 愛知県名古屋市 西武造園㈱ アルコープ門扉

2010年1月 ローレルコート羽衣 大阪府高石市 近畿新日軽㈱　東レ建設㈱ ㈱ダイシン建築設計事務所 親子門扉

2010年2月 エステムコート京都七条御所ﾉ内 京都府京都市 近畿新日軽㈱　㈱森本組 ㈱礎一級建築士事務所 親子門扉

2010年2月 老人ホームつくばメディケアレジデンス 茨城県つくば市 大和ハウス工業・つくば支店 装飾柱・ロビー手摺・窓飾他

2010年3月 若葉幼稚園新築工事 群馬県太田市 テラサワ・石川建設 学校法人若葉幼稚園

2010年8月 ＡＭＧＡＳＡＫＩ ブライダル 兵庫県尼崎市 大和ハウス工業 リバース 引戸・フェンス

2010年8月 松原メモリアルホール 大阪府松原市 多田建設㈱ 高橋建築設計事務所・セルビス 階段手摺・バルコニー手摺

2010年8月 離宮前町2丁目マンション新築工事 兵庫県神戸市 錢高組 三井不動産 手摺

2010年8月 積水ハウス牛久保宅地造成外周工事 神奈川県横浜市 エージーシー事務所・大本組 積水ハウス フェンス　521ｍ

納 入 実 績 納 入 実 績 



株式会社　小松物産

年月 物件名 住所 販売先・建設会社 施主・設計事務所 納入製品

2006年12月 プレサンス境川 大阪市西区 鍛治田工務店 プレサンス・ジーユープランニング アーチ・装飾柱

2006年12月 エスリード五位堂 奈良県香芝市 オールサッシ販売 浅沼組 門扉22セット

2007年2月 アーバンビュー鴫野 大阪府 オールサッシ販売 大宝建設 門扉20セット

2007年3月 高洲プロジェクト新築工事 千葉県浦安市 旭ビルウォール㈱ バルコニー手摺

2007年5月 王寺北幼稚園 奈良県北葛城郡 村本建設㈱ 王寺町・西谷設計 大型門扉

2007年6月 和泉府中メモリアルホール 大阪府和泉市 マツダシティーズ 高橋建築設計事務所 大型引戸門

2007年7月 プレサンス神戸春日野ウエスト 兵庫県神戸市 奥村組土木 プレサンス 飾格子・面格子他

2007年7月 湖東町ドライブイン 静岡県浜松市 神稲建設㈱ バルコニー手摺

2007年8月 石岡プロジェクト 茨城県石岡市 北斗エンヂニアリング 大型門扉・室内門扉

2007年9月 ネバーランド高野 京都府京都市 近畿新日軽 日本エスコン 親子門14セット

2007年9月 我孫子東ワンルームマンション 大阪市住吉区 なみはやコーポレーション 多田建設・フジ住宅 化粧ゲート・手摺

2007年9月 エスリード住之江御崎2丁目 大阪市住之江区 野原産業㈱ 安藤建設㈱ 親子門扉14セット

2007年10月 コモンステージおゆみ野 千葉県千葉市緑区 エージーシー事務所 積水ハウス フェンス・階段手摺

2007年11月 泉佐野分譲開発 大阪府泉佐野市 ガイアート フジ住宅 デザインフェンス

2007年11月 東大阪島之内 大阪府東大阪市 大林道路 フジ住宅 デザインフェンス

2007年11月 アイネスヴィラノッツェ結婚式場 大阪府泉佐野市 大和ハウス工業㈱ 大型門・面格子他

2007年12月 ネバーランド茨木上中条Ｍ 大阪府茨木市 掛谷工務店 日本エスコン・アペックス 親子門・フェンス

2007年12月 松原市天美東集合住宅 大阪府松原市 南海辰村建設㈱ 高橋建築設計事務所 門扉・手摺・フェンス

2008年1月 積水　四条畷Ⅱ 大阪府四條畷市 ㈱長谷工コーポレーション 積水ハウス 大型門・フェンス

2008年2月 Ｍｓ　Ｃｉｔｙ岡崎分譲マンション 愛知県岡崎市 小田鉄網 大林組 大型門扉・フェンス

2008年2月 グランスィート茨木松ケ本町 大阪府茨木市 近畿新日軽 ＮＩＰＰＯ 親子門39セット

2008年2月 ル・サンク豊中 大阪府豊中市 近畿新日軽 ＮＩＰＰＯ 門扉18セット

2008年2月 大阪国学院高等学校 大阪府大阪市 熊谷組 大阪国学院 大型門扉・飾格子

2008年2月 イトーピア豊中緑丘 大阪府豊中市 三洋㈱ 鉄建建設・浅井謙建築設計 門扉271セット・フェンス

2008年2月 藤和南久宝寺マンション 大阪府八尾市 三洋㈱　大末建設 藤和不動産 門扉26セット

2008年2月 法輪保育園 三重県鈴鹿市 中央産商㈱ ＴＦＩ建築設計 大型門扉

2008年2月 ルナコートＵＳＪ 大阪市此花区 ㈱バルケン 村本建設 門扉77セット

2008年2月 煉瓦の家木曳野 石川県金沢氏 北陸ホームプランナー タカラ不動産 門扉・フェンス・手摺

2008年2月 東京ディズニーランドホテル 千葉県浦安市 旭ビルウォール㈱ フェンス

2008年2月 安城マンション 愛知県安城市 オールサッシ販売 バルコニー手摺40台

2008年2月 アーバンビュー堺プレミアムコート 大阪府堺市 オールサッシ販売 鴻池組・松村組 門扉56セット

2008年3月 クロムハーツ東京本店 東京都港区 鹿島建設 大型引戸

2008年3月 コスモアベニュー宝塚宝松苑 兵庫県宝塚市 昭和工務店 コスモイニシア バルコニー手摺他

2008年3月 阪急宝塚山手台分譲住宅 兵庫県宝塚市 昭和工務店 阪急・阪神不動産 門扉・階段手摺

2008年3月 グランドヒルズ三軒茶屋 東京都世田谷区 竹中工務店 住友不動産 大型門扉・フェンス・大型引戸

2008年3月 おゆみ野学園前計画 千葉県千葉市緑区 東急グリーンシステム フェンス40台

2008年3月 大一興業ゲストルーム 兵庫県芦屋市六麓荘 アートプランニング 大一興業 大型門扉・フェンス

納 入 実 績 
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