
施工実績表（近3年）

施工年月 施工場所 物件名 施工内容

2022年4月 愛知県 守山スポーツセンター 移動式バスケット プラスチック板交換4基

2022年4月 大阪府 荒川小学校 吊下バスケット1対

2022年4月 愛知県 木曾川町体育館 防球ネット

2022年3月 静岡県 積志中学校 吊下式バスケット 手動巻上機交換など

2022年3月 愛知県 坂下中学校 壁面固定式バスケット2対

2022年3月 愛知県 名古屋市校68校 バスケット 点検

2022年3月 静岡県 和知協働センター 壁面固定折畳式バスケット1対

2022年3月 愛知県 石野中学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2022年3月 愛知県 寿恵野小学校 壁面固定折畳式ミニバスケット0.5対

2022年3月 愛知県 崇化館中学校 壁面固定折畳式バスケット2対、落下防止ワイヤー

2022年3月 静岡県 三方原小学校 壁面固定折畳式ミニバスケット1対

2022年3月 静岡県 萩丘小学校 壁面固定折畳式ミニバスケット1対

2022年3月 静岡県 篠原協働センター 壁面固定折畳式バスケット1対

2022年3月 愛知県 清州中学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2022年3月 愛知県 上飯田児童館 壁面固定式バスケット0.5対、防球ネット、落下防止ワイヤー

2022年3月 静岡県 城北小学校 壁面固定折畳式ミニバスケット1対

2022年3月 愛知県 西三河特別支援学校
壁面固定折畳式バスケット1対、防球ネット、落下防止ワイヤー、床金具、備品、舞台

装置

2022年3月 愛知県 清州勤労福祉会館 吊下バスケット1対

2022年2月 愛知県 名古屋市工芸高校 壁面固定折畳式バスケット1対、落下防止ワイヤー

2022年2月 愛知県 新川高校
壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、備

品

2022年2月 愛知県 大成高校 壁面固定折畳式バスケット1対

2022年2月 愛知県 蒲郡高校 壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット1対、床金具

2022年2月 岐阜県 清見中学校 吊下バスケット1対、壁面固定折畳式バスケット2対、防球ネット、床金具

2022年2月 大阪府 河原城中学校
壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、柔

道畳寄せ枠

2022年2月 三重県 多気中学校
吊下バスケット1対、壁面固定折畳式バスケット3対、防球ネット、床金具、備品、椅子

収納台車
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2022年2月 富山県 石動高校 吊縄、柔道畳寄せ枠

2022年2月 滋賀県 松原中学校 防球ネット、床金具

2022年2月 奈良県 生駒市体育館 吊下バスケット2対、落下防止ワイヤー

2022年1月 静岡県 浜松北部中学校 吊下バスケット手動巻上機交換など

2022年1月 静岡県 追分小学校 壁面固定折畳式ミニバスケット1対

2022年1月 愛知県 形原中学校
壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット1対、落下防止ワイヤー、床金

具、備品、椅子収納台車

2022年1月 岐阜県 小坂小学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2022年1月 愛知県 名東生涯学習センター 壁面固定折畳式バスケット1対

2022年1月 愛知県 新城高校 壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット1対、床金具

2022年1月 愛知県 羽根井小学校 吊下バスケット1対、床金具、備品、椅子収納台車

2022年1月 愛知県 春日井勤労福祉センター 壁面固定折畳式バスケット2対、床金具

2022年1月 滋賀県 守山南中学校
壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、椅

子収納台車

2022年1月 愛知県 緑生涯学習センター 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年12月 愛知県 笠東中学校 バスケット落下防止対策、防球ネット

2021年12月 愛知県 高豊中学校
吊下バスケット1対、壁面固定折畳式バスケット2対、落下防止ワイヤー、床金具、備

品、姿見鏡、椅子収納台車

2021年12月 愛知県 一宮商業高校 壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット2対、床金具

2021年12月 愛知県 小牧勤労センター 壁面固定折畳式バスケット2対

2021年12月 高知県 高知総合体育館 壁面固定折畳式バスケット2対

2021年12月 愛知県 平和中学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年12月 愛知県 一色町体育館 落下防止ワイヤー、防球ネット、椅子収納台車

2021年12月 愛知県 杉山小学校 吊下バスケット1対、防球ネット、床金具、備品、椅子収納台車

2021年12月 岐阜県 岐阜北部体育館 壁面固定折畳式バスケット2対

2021年12月 愛知県 菊住小学校 床金具、回転肋木

2021年11月 愛知県 沓掛中学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年11月 大阪府 長栄中学校 吊下バスケット1対、落下防止ワイヤー

2021年11月 大阪府 玉川中学校 吊下バスケット1対、落下防止ワイヤー
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2021年11月 大阪府 くすは縄手南校 吊下バスケット0.5対、落下防止ワイヤー

2021年11月 愛知県 甚目寺中学校 壁面固定折畳式バスケット2対

2021年11月 静岡県 伊佐美小学校 吊下式バスケット 手動巻上機交換など

2021年11月 滋賀県 皇子が丘体育館 床金具

2021年10月 岐阜県 金山中学校 壁面固定折畳式バスケット2対

2021年10月 愛知県 岡崎北高校 壁面固定折畳式バスケット2対、防球ネット、床金具

2021年10月 兵庫県 吉田中学校 吊下バスケット1対

2021年10月 兵庫県 広陵中学校 吊下バスケット0.5対

2021年9月 三重県 川越町体育館 壁面固定折畳式バスケット2対

2021年9月 大阪府
守口西部コミュニティセン

ター
壁面固定折畳式バスケット1対、床金具、備品

2021年9月 岐阜県 瑞浪市体育館 移動式バスケット1対

2021年9月 大阪府 山田第5小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2021年9月 大阪府 光明台中学校 吊下バスケット1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具

2021年9月 岐阜県 長良高校 プラスチック板交換、床金具、椅子収納台車

2021年9月 愛知県 豊明栄中学校 壁面固定折畳式バスケット1対、壁面固定式バスケット0.5対

2021年9月 大阪府 南港北中学校 吊下バスケット1対、壁面固定折畳式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2021年8月 滋賀県 野洲北中学校
壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、備

品、椅子収納台車

2021年8月 大阪府 千里高校 床金具、備品

2021年8月 京都府 宇治小倉小学校 壁面固定式バスケット2対

2021年8月 長野県 飯綱中学校 吊下バスケット落下防止対策

2021年7月 愛知県 桜山中学校 吊下バスケット電動巻上機交換

2021年7月 岐阜県 岐阜女子高校 壁面固定折畳式バスケット2対

2021年7月 富山県 速星中学校 壁面固定折畳式バスケット2対、床金具、備品、柔道畳寄せ枠

2021年7月 愛知県 若葉中学校 木製板交換など

2021年7月 兵庫県 六甲学院中学高校 吊下バスケット1対

2021年6月 愛知県 豊明栄中学校 壁面固定折畳式バスケット1対
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2021年6月 愛知県 額田中学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年6月 愛知県 北山小学校 壁面固定折畳式バスケット2対

2021年6月 岐阜県 岐阜商業高校 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年6月 長野県 下諏訪向陽高校 壁面固定折畳式バスケット2対

2021年5月 大阪府 荒本青少年センター 吊下バスケット1対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット

2021年6月 三重県 JSR川尻体育館 壁面固定折畳式バスケット1対、壁面固定式バスケット1対、床金具、備品

2021年4月 和歌山県 緑丘中学校 吊下バスケット電動巻上機交換1対、床金具

2021年4月 大阪府
長居障害者スポーツセン

ター
吊下バスケット電動巻上機交換1対

2021年4月 兵庫県 東落合中学校 吊下バスケット0.5対

2021年4月 愛知県 東海医療専門学校
壁面固定折畳式バスケット0.5対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備

品

2021年4月 大阪府 NKS405 壁面固定式バスケット3対

2021年3月 岐阜県 竹原中学校 吊下バスケット電動巻上機交換1対

2021年3月 愛知県 名古屋市29校 吊下バスケット点検・修繕

2021年3月 長野県 戸倉体育館 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年3月 岐阜県 岐南工業高校 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年3月 大阪府 阿武山小学校 吊下バスケット1対、防球ネット、落下防止ワイヤー

2021年3月 愛知県 逢妻中学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年3月 愛知県 猿投台中学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年3月 愛知県 高橋中学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年3月 愛知県 松平中学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年3月 愛知県 小清水小学校 壁面固定折畳式ミニバスケット1対

2021年3月 愛知県 上郷中学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年3月 静岡県 富士川体育館 移動式バスケット3対

2021年3月 大阪府 阿倍野ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 落下防止対策

2021年3月 富山県 入善中央公園体育館 防球ネット

2021年2月 三重県 石薬師小学校 壁面固定折畳式バスケット2対、防球ネット、床金具、肋木、備品、椅子収納台車
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2021年2月 高知県 佐川高校 壁面固定式バスケット2対

2021年2月 愛知県 津島北高校 壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具

2021年2月 愛知県 上志段味小学校
吊下バスケット1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品、回転肋

木、椅子収納台車

2021年2月 岐阜県 御嶽B&G体育館 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年2月 愛知県 大成高校 壁面固定折畳式バスケット1対

2021年1月 愛知県 半田商業高校 壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット2対、椅子収納台車

2021年1月 高知県 高知海洋高校 吊下バスケット0.5対、壁面固定折畳式バスケット0.5対、壁面固定式バスケット2対

2021年1月 兵庫県 荒川小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品、椅子収納台車

2021年1月 岐阜県 中津川工業高校 防球ネット、床金具

2021年1月 愛知県 旭丘高校
壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、落下防止ワ

イヤー、椅子収納台車

2020年12月 愛知県 日新西高校
壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、備

品、椅子収納台車

2020年12月 広島県 比治山中学高校 壁面固定式バスケット1対、床金具、備品

2020年12月 愛知県 一宮興道高校
壁面固定折畳式バスケット2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、柔

道畳

2020年12月 奈良県 生駒南中学校 吊下バスケット1対、壁面固定式バスケット2対、落下防止ワイヤー

2020年12月 奈良県 緑ヶ丘中学校 吊下バスケット1対、壁面固定式バスケット3対、落下防止ワイヤー

2020年12月 奈良県 大瀬中学校 吊下バスケット1対、壁面固定折畳式バスケット3対

2020年12月 三重県 みなと小学校
吊下バスケット1対、壁面固定折畳式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品、回転

肋木、椅子収納台車

2020年12月 奈良県 生駒南第2小学校 吊下バスケット1対、壁面固定折畳式バスケット2対

2020年11月 愛知県 沓掛中学校 壁面固定折畳式バスケット1対

2020年11月 兵庫県 桃山台中学校 吊下バスケット1対、落下防止ワイヤー

2020年11月 奈良県 生駒東小学校 壁面固定式バスケット2対、落下防止ワイヤー

2020年11月 奈良県 光明中学校 吊下バスケット1対、壁面固定式バスケット2対

2020年11月 岐阜県 小泉小学校 壁面固定折畳式ミニバスケット2対、防球ネット、床金具、備品、椅子収納台車

2020年11月 高知県 高知北高校 吊下バスケット0.5対、壁面固定折畳式バスケット0.5対、壁面固定式バスケット2対

2020年10月 愛知県 名南工業高校 壁面固定折畳式バスケット1対

2020年10月 愛知県 愛知県立芸術大学 床金具
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2020年10月 富山県 滑川サンアビリティーズ 壁面固定折畳式バスケット1対

2020年10月 愛知県 広路小学校 壁面固定式バスケット2対、床金具

2020年10月 奈良県 壱文小学校 壁面固定式バスケット2対

2020年10月 奈良県 生駒南小学校 壁面固定式バスケット2対、落下防止ワイヤー

2020年10月 愛知県 東浦町体育館 電動壁面固定折畳式バスケット1対

2020年10月 岐阜県 東濃フロンティア高校 電動壁面固定折畳式バスケット2対、防球ネット、床金具

2020年10月 大阪府 花園中学校 吊下バスケット1対、落下防止ワイヤー

2020年10月 大阪府 片山小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2020年9月 愛知県 高浜小学校 電動壁面固定折畳式バスケット3対、防球ネット、床金具、備品、コートライン

2020年9月 奈良県 生駒中学校 吊下バスケット1対、壁面固定式バスケット3対

2020年9月 大阪府 盾津東中学校 吊下バスケット1対、落下防止ワイヤー

2020年9月 奈良県 鹿ノ台中学校 吊下バスケット1対、壁面固定式バスケット2対

2020年8月 大阪府 英田中学校 吊下バスケット1対、落下防止ワイヤー

2020年4月 愛知県 高嶺小学校 吊下式バスケット0.5対

2020年4月 石川県 板津中学校 壁面固定折畳式バスケット ベース交換など

2020年4月 岐阜県 北陵中学校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2020年4月 大阪府 井高野中学校 吊下式バスケット モーター交換など

2020年4月 静岡県 江南中学校 吊下式バスケット チェンブロ交換など

2020年4月 愛知県 緑丘小学校 吊下式バスケット 電動化など

2020年3月 滋賀県 水口体育館 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、柔道枠、備品

2020年3月 愛知県 市江小学校 落下防止対策

2020年3月 岐阜県 各務原西高校 プラスチック板交換

2020年3月 愛知県 春日井市37校 点検

2020年3月 愛知県 春日井市15校 点検

2020年3月 京都府 横大路体育館 吊下式バスケット 点検など

2020年3月 兵庫県 大池中学校 吊下式バスケット 0.5対、電動壁面固定折畳式バスケット 0.5対、落下防止ワイヤー
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2020年3月 兵庫県 舞子中学校 吊下式バスケット 0.5対、落下防止ワイヤー

2020年3月 兵庫県 常陽中学校 吊下式バスケット モーター交換など

2020年3月 大阪府 大阪聴覚支援学校 吊下式バスケット モーター交換など

2020年3月 福井県 福井大付属特別支援学校 肋木

2020年2月 岐阜県 長良小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、肋木、床金具、備品

2020年2月 愛知県 富田北ﾌﾟｰﾙ 壁面固定折畳式バスケット 1対、床金具

2020年2月 大阪府 楠根中学校 吊下式バスケット 1対、落下防止ワイヤー

2020年2月 愛知県 南山聖霊高校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2020年2月 岐阜県 下呂中学校 壁面固定折畳式バスケット 0.5対

2020年2月 兵庫県 高須中学校 吊下式バスケット １対

2020年2月 兵庫県 浜脇小学校 吊下式バスケット １対、落下防止ワイヤー

2020年2月 大阪府 信太小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具

2020年2月 愛知県 ﾓﾘｺﾛﾊﾟｰｸｽｹｰﾄ場 防球ネット

2020年2月 大阪府 三国中学校 吊下式バスケット モーター交換など

2020年1月 大阪府 弁天小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2020年1月 大阪府 本庄中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2020年1月 愛知県 上野小学校 木製板交換など

2020年1月 愛知県 大村小学校 吊下式バスケット 1対、落下防止ワイヤー、床金具、備品

2020年1月 愛知県 豊南小学校 吊下式バスケット 1対、落下防止ワイヤー、床金具、備品

2020年1月 岐阜県 小泉交流ｾﾝﾀｰ 防球ネット

2020年1月 愛知県 葉栗北小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2020年1月 愛知県 若宮商業高校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2020年1月 兵庫県 用海小学校 吊下式バスケット １対、落下防止ワイヤー

2019年12月 大阪府 天王寺中学校 吊下式バスケット モーター交換など

2019年12月 岐阜県 関有知高校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、床金具

2019年12月 岐阜県 多治見工業高校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品



施工実績表（近3年）

2019年12月 愛知県 嵩山小学校 吊下式バスケット 1対、RBW、床金具、備品

2019年12月 愛知県 松蔭高校 床金具、肋木

2019年12月 京都府 花園中学・高校 吊下式バスケット モーター交換など

2019年12月 大阪府 住之江中学校 吊下式バスケット モーター交換など

2019年12月 愛知県 西成東小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年12月 愛知県 朝日西小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年12月 滋賀県 湖東第1小学校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2019年12月 三重県 白山高校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年12月 愛知県 白浜小学校 壁面固定折畳式バスケット 1対、落下防止ワイヤー

2019年12月 長野県 諏訪西中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年11月 愛知県 中島小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー、防球ネット

2019年11月 愛知県 浅井中小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー、防球ネット

2019年11月 岐阜県 大垣南高校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具

2019年11月 和歌山県 和歌山南陵高校 壁面固定折畳式バスケット 　プラスチック板交換

2019年11月 大阪府 寝屋川第1中学校 床金具

2019年11月 愛知県 小信中島小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年11月 愛知県 大志小学校 落下防止対策工事

2019年10月 愛知県 羽田中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、備

品

2019年10月 岐阜県 竹原中学校 壁面固定折畳式バスケット 0.5対

2019年10月 愛知県 長久手中学校 壁面固定折畳式バスケット 0.5対

2019年10月 長野県 中野市民体育館 壁面固定折畳式バスケット ベース交換0.5対

2019年10月 愛知県 千秋南小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー、防球ネット

2019年10月 富山県 富山第一高校 プラスチック板交換

2019年9月 大阪府 布施中学校 吊下式バスケット １対、落下防止ワイヤー

2019年9月 愛知県 平和学園 床金具

2019年9月 愛知県 国際プリスクール 壁面固定式バスケット0.5対、備品



施工実績表（近3年）

2019年9月 富山県 上市中央小学校 床金具

2019年9月 愛知県 小坂井高校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2019年9月 大阪府 平野北中学校 吊下式バスケット モーター交換など

2019年9月 愛知県 甚目寺西小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー、吊下式バスケット手動巻上機交換

2019年8月 大阪府 井高野中学校 吊下式バスケット モーター交換0.5対

2019年8月 長野県 諏訪小学校 床金具

2019年8月 長野県 諏訪南中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年8月 愛知県 若宮商業高校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2019年8月 愛知県 大和南小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー、防球ネット

2019年8月 愛知県 一宮聾学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年8月 愛知県 淑徳大学 壁面固定折畳式バスケット 1対

2019年8月 愛知県 丹陽南小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年8月 愛知県 浅井北小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年8月 愛知県 開明小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー、防球ネット

2019年8月 愛知県 末広小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年7月 富山県 上滝小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2019年4月 静岡県 鴨江小学校 吊下バスケット手動巻上機交換

2019年4月 愛知県 一宮産業体育館 電動防球ネット、床金具

2019年4月 東京都 東海大菅生高校 プラスチック板交換

2019年4月 愛知県 豊川西部中学校 木製板交換

2019年3月 愛知県 美合小学校 壁面固定式バスケット2対

2019年3月 岐阜県 希望ヶ丘２F 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具、備品

2019年3月 岐阜県 中津川第２中 壁面固定折畳式バスケット 0.5対

2019年3月 愛知県 飛島村体育館 壁面固定折畳式バスケット 2対

2019年3月 三重県 泊山小学校 ミニ壁面固定式バスケット１対

2019年3月 富山県 大沢野中学校 壁面固定折畳式バスケット 0.5対など



施工実績表（近3年）

2019年3月 富山県 大久保小学校 壁面固定折畳式バスケット 0.5対

2019年2月 岐阜県 多治見市体育館 床金具

2019年2月 大阪府 大阪ガス プラスチック板交換

2019年2月 愛知県 豊橋章南中学校 吊下式バスケット １対、RBW、床金具、備品

2019年2月 岐阜県 希望ヶ丘学園１F 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具、備品

2019年2月 岐阜県 富野中学校 壁面固定式バスケット１対

2019年2月 岐阜県 各務原西高校 プラスチック板交換

2019年2月 大阪府 北池田中学校 吊下式バスケット １対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2019年2月 富山県 片山学園 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品、肋木

2019年2月 滋賀県
東近江トレーニングセン

ター
壁面固定折畳式バスケット １対、防球ネット、床金具

2019年2月 愛知県 岡崎竜谷小学校 吊下式バスケット 1対

2019年1月 愛知県 浅井中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年1月 愛知県 甚目寺南小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年1月 山口県 桑山中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年1月 岐阜県 東濃特別支援学校 壁面固定折畳式バスケット 0.5対、防球ネット、床金具

2019年1月 兵庫県 長尾中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具、備品

2019年1月 静岡県 河津町B＆G海洋センター 吊下式バスケット電動化

2019年1月 岐阜県 岐阜農林高校 床金具、備品

2019年1月 静岡県 静岡南中学校 吊下式バスケット １対、電動壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2019年1月 京都府 田辺中学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品、吊下式バスケット 撤去復旧

2019年1月 愛知県 岡崎市児童館 防球ネットなど

2019年1月 愛知県 岡崎総合学習センター 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2019年1月 愛知県 稲沢勤労ｾﾝﾀｰ 壁面固定折畳式バスケット １対、防球ネット

2019年1月 大阪府 大正中央中学校 吊下式バスケット モーター交換など

2018年12月 富山県 朝日町武道館 吊縄、柔道枠

2018年12月 兵庫県 星陵台中学校 吊下式バスケット モーター交換など



施工実績表（近3年）

2018年12月 岐阜県 日枝中学校 吊下式バスケット 0.5対

2018年12月 大阪府 初芝立命館中学・高校 壁面固定折畳式バスケット 0.5対

2018年12月 愛知県 西成中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2018年12月 愛知県 西成東部中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2018年12月 愛知県 萩原中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2018年12月 愛知県 今伊勢中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2018年12月 愛知県 奥中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2018年12月 愛知県 五条川小学校 壁面固定式バスケット１対

2018年12月 富山県 富山工業高校 柔道枠

2018年12月 大阪府 茨田北小学校 吊下式バスケット モーター交換など

2018年12月 愛知県 稲永スポーツセンター 吊下式バスケット 1対

2018年11月 福井県 鯖江市体育館 バックボード上下装置など

2018年11月 愛知県 尾西第2中学校 木製板交換など

2018年11月 長野県 明科体育館 落下防止対策

2018年11月 長野県 清水町体育館 壁面固定折畳式バスケット ２対、防球ネット

2018年11月 長野県 少年自然の家 壁面固定折畳式バスケット １対、防球ネット

2018年11月 静岡県 白脇協働センター 木製板交換

2018年11月 大阪府 美津島中学校 吊下式バスケット モーター交換

2018年11月 愛知県 犬山南高校 壁面固定折畳式バスケット 0.5対

2018年10月 静岡県 富塚協働センター 壁面固定折畳式バスケット 1対、落下防止ワイヤー

2018年10月 岐阜県 美濃加茂西体育館 防球ネット、床金具、柔道枠

2018年10月 大阪府 住吉中学校 吊下式バスケット モーター交換など

2018年10月 東京都 中野区立第8中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対

2018年10月 福井県 大飯町体育館 壁面バスケット撤去復旧

2018年10月 新潟県 柏崎瑞穂中学校 吊下式バスケット ・防球ネット修理

2018年10月 京都府 舞鶴高専 壁面固定式バスケット改造



施工実績表（近3年）

2018年10月 愛知県 愛知淑徳大学 壁面固定折畳式バスケット 1対

2018年10月 愛知県 愛知淑徳大学 プラスチック板交換

2018年10月 埼玉県
早稲田大学所沢キャンパ

ス
電動防球ネット

2018年10月 静岡県 沼津金岡中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2018年9月 静岡県 新津協働ｾﾝﾀｰ 壁面固定折畳式バスケット 0.5対、落下防止ワイヤー

2018年9月 岐阜県 岐阜北西部体育館 防球ネット

2018年9月 大阪府 真弓小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、壁面固定式バスケット2

対

2018年9月 大阪府 江坂大池小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット

2018年9月 大阪府 南山田小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2018年9月 愛知県 ｱｲプラｻﾞ一宮 壁面固定折畳式バスケット １対

2018年8月 大阪府 茨木南中学校 吊下式バスケット フレームのみ交換0.5対

2018年8月 大阪府 大坂府立港高校 床金具、備品

2018年8月 滋賀県 愛知川東小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対

2018年8月 静岡県 北浜東部中学校 吊下式バスケット手動巻上機交換

2018年8月 愛知県 昭和橋中学校 壁面固定式バスケット3対

2018年8月 大阪府 池島小学校 ミニ吊下式バスケット 1対、RBW

2018年8月 愛知県 豊田大谷高校 床金具

2018年8月 愛知県 武豊中学校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2018年8月 愛知県 大和中学校・葉栗中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2018年8月 東京都 月島第1小学校 落下防止対策

2018年7月 秋田県 本荘北中学校 吊下式バスケット 電動化、落下防止ワイヤー

2018年7月 新潟県 柏崎第3中学校 吊下式バスケット 修理など

2018年5月 広島県 広島新高校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2018年4月 長野県 岳陽高校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備

品

2018年4月 愛知県 瀬戸市体育館 スーパーゴール修理

2018年3月 三重県 ｻﾝｱﾘｰﾅ伊勢 雑工事



施工実績表（近3年）

2018年3月 愛知県 三菱電機稲沢 床金具

2018年3月 三重県 メリノール学院 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対

2018年3月 大阪府 長瀬北小学校 吊下式バスケット １対、落下防止ワイヤー

2018年3月 奈良県 山の辺小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、肋木

2018年3月 岐阜県 武並小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2018年3月 愛知県 矢作体育館 吊下式バスケット 1対、防球ネット、床金具

2018年3月 愛知県 岡崎羽根小学校 床金具、備品

2018年3月 長野県 栗が丘小学校 木製板交換

2018年3月 愛知県 祖父江町体育館 プラスチック板交換

2018年2月 愛知県 名古屋市葵小学校 改修工事

2018年2月 静岡県 水窪小学校 吊下式バスケット １対

2018年2月 岐阜県 境川中学校 壁面固定折畳式バスケット 0.5対

2018年2月 岐阜県 美濃加茂高校 床金具改修

2018年2月 兵庫県 相生市総合体育館 床金具

2018年2月 大阪府 東三国中学校 吊下式バスケット モーター交換など

2018年2月 愛知県 犬山南高校 壁面固定折畳式バスケット 　0.5対

2018年2月 滋賀県 長浜北高校 床金具、備品

2018年1月 愛知県 一宮三条小学校 落下防止対策、RBWなど

2018年1月 岐阜県 三菱電機中津川 吊下式バスケット 1対、床金具、備品

2018年1月 岐阜県 弾正小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具

2018年1月 愛知県 豊橋多米小学校 吊下式バスケット 1対、床金具、備品、落下防止ワイヤー

2018年1月 滋賀県 市原小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、吊縄、防球ネット、床金具

2018年1月 三重県 阿児東部小学校
壁面固定折畳式バスケット 0.5対、移動式バスケット0.5対、壁面固定式バスケット2

対、防球ネット、床金具、備品

2018年1月 滋賀県 高月体育館 壁面固定折畳式バスケット １対

2018年1月 愛知県 春日B&G海洋センター 吊下式バスケット バスケット１対

2018年1月 滋賀県 能登川西小学校 ミニ壁面固定式バスケット２対、防球ネットなど



施工実績表（近3年）

2018年1月 愛知県 一宮千秋小学校 防球ネット、落下防止ワイヤーなど

2018年1月 愛知県 一宮浅野小学校 防球ネット、落下防止ワイヤーなど

2018年1月 大阪府 諸福中学校 防球ネット、床金具、備品

2018年1月 大阪府 三箇小学校 防球ネット、床金具、備品

2018年1月 大阪府 新巽中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2018年1月 富山県 野村小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2018年1月 京都府 西大路小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2018年1月 愛知県 名古屋高蔵小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2018年1月 愛知県 守山生涯学習ｾﾝﾀｰ 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2018年1月 愛知県 名古屋市南陽小学校 大規模改修工事、落下防止ワイヤー

2017年12月 愛知県 名古屋堀田小学校 落下防止ワイヤー、床金具、防球ネット

2017年12月 愛知県 名古屋市南森孝中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2017年12月 愛知県 名古屋正木小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2017年12月 富山県 水橋中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2017年12月 愛知県 塩津中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、備品、落下防止ワイ

ヤー

2017年12月 長野県 創造学園高校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、

2017年12月 愛知県 一宮千秋東小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2017年12月 愛知県 一宮大和東小学校 防球ネット、落下防止ワイヤーなど

2017年12月 愛知県 名古屋一柳中学校 吊下式バスケット バスケット１対、落下防止ワイヤー

2017年12月 愛知県 友愛の家 壁面固定折畳式バスケット １対

2017年12月 岐阜県 恵那西中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2017年12月 岐阜県 恵那大井第2小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2017年12月 愛知県 豊橋植田小学校 吊下式バスケット 1対、防球ネット、床金具、備品、落下防止ワイヤー

2017年12月 愛知県 みよし北中学校 壁面固定折畳式バスケット ２対、床プレート

2017年12月 愛知県 名古屋大高中学校 落下防止ワイヤー、壁面固定式バスケット3対、木板交換など

2017年11月 岐阜県 可児福音教会 防球ネット、床金具、備品



施工実績表（近3年）

2017年11月 愛知県 一宮北方小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー、防球ネット

2017年11月 愛知県 西尾市室場小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2017年11月 愛知県 豊田障害者体育館 壁面固定折畳式バスケット 1対

2017年11月 愛知県 神宮寺小学校
壁面固定式バスケット2対、吊下式バスケットモーター交換、落下防止対策、落下防

止ワイヤー

2017年11月 長野県 長野県立大学 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具、備品

2017年11月 奈良県 東吉野中学校 移動式バスケット１対、防球ネット

2017年11月 長野県 寿台体育館 壁面固定折畳式バスケット １対、落下防止ワイヤー

2017年11月 大阪府 鶴山台北小学校 吊下式バスケット 1対、ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2017年11月 大阪府 新生野中学校 吊下式バスケット モーター交換

2017年11月 岐阜県 恵那北中学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2017年10月 愛知県 名古屋港西小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2017年10月 愛知県 一宮大徳小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー、防球ネット

2017年10月 愛知県 緑区児童相談所 ミニ壁面固定式バスケット対、床金具、備品

2017年10月 三重県 熊野高等学校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2017年10月 大阪府 豊津第1小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2017年10月 愛知県 幸田北部中学校 落下防止対策

2017年10月 三重県 松阪特別支援学校 壁面固定式バスケット2対、床金具、備品

2017年9月 愛知県 一宮丹陽西小学校 落下防止対策、防球ネット、落下防止ワイヤー

2017年9月 愛知県 豊橋高根小学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定式バスケット1対、

防球ネット、床金具、肋木、備品

2017年9月 大阪府 寝屋川市立第8中学校 床金具

2017年9月 岐阜県 南帷子小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット

2017年9月 愛知県 豊田工業高校 プラスチック板交換

2017年9月 静岡県 ZAZA CITY 壁面固定式バスケット0.5対

2017年9月 愛知県 岡崎市体育館 スーパーゴール1対

2017年9月 愛知県 愛知精神医療センター 床金具、防球ネット

2017年9月 愛知県 一宮奥小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー



施工実績表（近3年）

2017年9月 愛知県 一宮萩原小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー、防球ネット

2017年8月 大阪府 玉出小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2017年8月 愛知県 一宮瀬部小学校 落下防止対策、防球ネット、落下防止ワイヤー

2017年8月 愛知県 一宮丹陽小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2017年8月 愛知県 一宮宮西小学校 落下防止対策、落下防止ワイヤー

2017年8月 富山県 桜井高校 落下防止対策

2017年8月 石川県 笠間中学校 柔道枠

2017年8月 富山県 大沢野中学校 防球ネット交換など

2017年8月 愛知県 豊明小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、ミニ壁面固定式バスケット1対、防球ネット

2017年8月 愛知県 幸田小学校 落下防止対策

2017年8月 大阪府 寝屋川高校 床金具

2017年8月 福井県 若狭高校 壁面固定折畳式バスケット ベース交換0.5対

2017年8月 岐阜県 七宗町体育館 吊下式バスケット モーター交換など

2017年8月 愛知県 豊明大宮小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、ミニ壁面固定式バスケット1対、防球ネット

2017年7月 大阪府 道明寺小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2017年7月 岐阜県 飛騨高山高校 プラスチック板交換

2017年7月 静岡県 清水小学校 吊下式バスケット手動巻上機交換

2017年7月 長野県 セイコーエプソム 落下防止対策

2017年7月 愛知県 江南宮田中学校 壁面固定折畳式バスケット フレーム交換1基

2017年7月 三重県 四日市内部中学校 壁面固定折畳式バスケット フレーム交換1基

2017年7月 兵庫県 広陵中学校 吊下式バスケット モーター交換

2017年7月 大阪府 大正北中学校 吊下式バスケット モーター交換

2017年4月 愛知県 中部学院大学
壁面固定折畳式バスケット 3対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、備

品

2017年4月 長野県 川中島中学校 吊下式バスケット モーター交換

2017年3月 福井県 小浜市民体育館 壁面固定折畳式バスケット 2対

2017年3月 兵庫県 西神中学校 吊下式バスケット 1対



施工実績表（近3年）

2017年3月 埼玉県 玉井小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2.5対、移動式ミニバスケット0.5対、

2017年3月 愛知県 名古屋青少年センター 壁面固定折畳式バスケット 1対

2017年3月 愛知県 愛知学泉大学 落下防止対策

2017年3月 愛知県 幸田高校 プラスチック板交換

2017年3月 愛知県 豊田ｽｶｲﾎｰﾙ 柔道枠

2017年3月 愛知県 春日井小学校34件 落下防止対策など

2017年3月 愛知県 春日井中学校9件 落下防止対策など

2017年3月 愛知県 富田高校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2017年3月 愛知県 名古屋市立高校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2017年3月 愛知県 富士中学校 壁面固定式バスケット2対

2017年3月 大阪府 日本橋中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2017年3月 愛知県 桜丘高校 防球ネット、床金具

2017年2月 大阪府 新東淀中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2017年2月 大阪府 岬中学校 落下防止対策

2017年2月 福井県 高浜町中央体育館 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、防球ネット

2017年2月 三重県 明野高校 壁面固定折畳式バスケット 2対など

2017年2月 岐阜県 恵那高校 床金具、防球ネット

2017年2月 大阪府 北豊島小学校 木製板交換、防球ネット

2017年2月 岐阜県 梅林中学校 落下防止対策

2017年2月 三重県 藤原小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2017年2月 愛知県 なごや小学校 落下防止対策など

2017年2月 愛知県 蒲郡高校 プラスチック板交換

2017年1月 愛知県 大和南中学校 落下防止対策、防球ネット

2017年1月 滋賀県 山本運動公園 落下防止対策

2017年1月 岐阜県 羽島北高校 床金具、防球ネット、備品

2017年1月 愛知県 豊明栄中学校 プラスチック板交換、防球ネットなど



施工実績表（近3年）

2017年1月 愛知県 杏和高校 壁面固定折畳式バスケット 2対など

2017年1月 兵庫県 川西南中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット3対

2017年1月 京都府 京都医療大学 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具、備品

2017年1月 大阪府 大東中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、など

2017年1月 大阪府 諸福中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、など

2017年1月 兵庫県 北陵小学校 壁面固定式バスケット2対

2017年1月 大阪府 三国中学校 吊下式バスケット モーター交換

2017年1月 大阪府 相生中学校 吊下式バスケット モーター交換

2017年1月 愛知県 木曽川高校 落下防止対策

2017年1月 愛知県 起小学校 落下防止対策

2017年1月 岐阜県 八百津高校 防球ネット

2017年1月 愛知県 大清水小学校 吊下式バスケット 1対、床金具、備品

2017年1月 岐阜県 朝日大学 床金具、備品

2017年1月 愛知県 豊田工業高校 プラスチック板交換

2017年1月 愛知県 日本福祉大学 防球ネット、床金具

2017年1月 愛知県 雁宿小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対

2017年1月 愛知県 豊田北高校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2017年1月 愛知県 岩倉総合高校 プラスチック板交換など

2017年1月 岐阜県 長森中学校 落下防止対策

2016年12月 愛知県 上矢作小中学校 落下防止対策

2016年12月 大阪府 駒ヶ谷小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット復旧など

2016年12月 兵庫県 御影中学校 吊下式バスケット 0.5対など

2016年12月 岐阜県 串原小中学校 落下防止対策

2016年12月 岐阜県 岐阜中央中学校 落下防止対策

2016年12月 静岡県 浜松学院中学・高校 落下防止対策

2016年12月 岐阜県 坂祝小学校・坂祝中学校 落下防止対策



施工実績表（近3年）

2016年12月 愛知県 西成小学校 落下防止対策、防球ネット

2016年12月 愛知県 浅井南小学校 落下防止対策、防球ネット

2016年12月 愛知県 朝日東小学校 落下防止対策、防球ネット

2016年12月 愛知県 稲沢東高校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2016年12月 愛知県 愛知勤労身障者体育館 プラスチック板交換

2016年12月 愛知県 安城南中学校 木製板交換など

2016年12月 千葉県 大網東小学校 落下防止対策

2016年12月 愛知県 椙山高校 壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定式バスケット4対

2016年12月 愛知県
今伊勢小学校、向山小学

校、丹陽中学校
落下防止対策

2016年11月 愛知県 亀崎小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対

2016年11月 愛知県 乙川小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対

2016年11月 愛知県 東幡豆体育館 壁面固定折畳式バスケット 1対

2016年11月 愛知県 横川小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対

2016年11月 滋賀県 水口小学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、吊

縄、備品

2016年11月 京都府 桂小学校 壁面固定式バスケット3対、防球ネット、床金具、肋木

2016年11月 京都府 東綾小学校 吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、上下式1対

2016年11月 大阪府 光明台南小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具

2016年11月 大阪府 守口市民体育館 床金具

2016年11月 長野県 下諏訪体育館 落下防止対策

2016年11月 滋賀県 長浜北星高校 床金具、プラ板交換

2016年11月 三重県 鈴鹿享栄学園 柔道枠

2016年11月 愛知県 北方中学校 落下防止対策、防球ネット

2016年11月 大阪府 四天王寺小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2016年11月 静岡県 長上協働ｾﾝﾀｰ 防球ネット

2016年11月 愛知県 豊明中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対

2016年11月 滋賀県 長浜北星高校 プラスチック板交換



施工実績表（近3年）

2016年10月 愛知県 東星中学校 落下防止対策

2016年10月 愛知県 千秋中学校 落下防止対策、防球ネット

2016年10月 京都府 維孝館中学 吊下式バスケット 電動化0.5対

2016年10月 愛知県
国分寺小学校、大塚小学校、

高御堂小学校、小正小学校
落下防止対策

2016年10月 愛知県
東小学校、西小学校、北

小学校、下津小学校
落下防止対策

2016年10月 愛知県

清水小学校、片原一色小学

校、祖父江小学校、領内小学

校

落下防止対策

2016年10月 岐阜県 明智小学校、串原中学校 落下防止対策

2016年10月 岐阜県 加茂野交流センター ミニ壁面固定折畳式バスケット 0.5対

2016年10月 愛知県 今伊勢西小学校 落下防止対策、防球ネット

2016年9月 愛知県 葉栗小学校 落下防止対策、防球ネット

2016年9月 滋賀県 平野小学校 防球ネット、床金具、備品

2016年9月 岐阜県 春日小学校 落下防止対策

2016年9月 愛知県 岡崎市体育館 スーパーゴール1対

2016年9月 愛知県 高浜中学校 落下防止対策

2016年9月 岐阜県 共和中学校 壁面固定折畳式バスケット 0.5対

2016年9月 兵庫県 友が丘中学校 吊下式バスケット 1対

2016年9月 大阪府 岸部第１小学校 防球ネット、床金具、肋木、備品

2016年9月 京都府 蒲生野中学校 落下防止対策

2016年8月 愛知県 草平小学校 落下防止対策

2016年8月 長野県 大豆島体育館 防球ネット、床金具、備品

2016年8月 愛知県
西味鋺小学校、野跡小学校、

六郷北小学校、野田小学校
落下防止対策

2016年8月 愛知県 双峰小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、

2016年8月 愛知県
猪子石中学校、平針小学

校
落下防止対策

2016年8月 京都府 久御山高校 吊下式バスケット 0.5対

2016年8月 大阪府 大阪学院大学 プラスチック板交換

2016年8月 石川県 寺井中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット復旧



施工実績表（近3年）

2016年8月 岐阜県 済美高校 プラスチック板交換

2016年8月 滋賀県 貴生川小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2016年8月 愛知県 西川端小学校 落下防止対策

2016年8月 長野県 芝沢小学校 吊下式バスケット 1対、ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット

2016年8月 岐阜県 高鷲北小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2016年8月 愛知県
千代田小学校、坂田小学校、

大里西小学校、大里東小学校
落下防止対策

2016年8月 三重県 松阪東部中学校 プラスチック板交換など

2016年8月 岐阜県 岐阜女子高校 プラスチック板交換など

2016年8月 兵庫県 緑ヶ丘体育館 吊下式バスケット モーター交換

2016年8月 兵庫県 川西北小学校 壁面固定式バスケット2対

2016年8月 奈良県 片塩小学校 落下防止対策

2016年8月 愛知県 勝幡小学校 落下防止対策

2016年8月 京都府 京都医療大学 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具、備品

2016年8月 兵庫県 川西中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット3対

2016年7月 京都府 京都両洋高校
壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定式バスケット3対、防球ネット、床金具、備

品

2016年7月 大阪府 関西大学 吊下式バスケット手動巻上機交換など

2016年7月 奈良県 前栽小学校 吊下式バスケット 1対、撤去新設

2016年7月 兵庫県 駒ヶ林中学校 吊下式バスケット 1対、撤去新設

2016年7月 福井県 啓蒙小学校 壁面固定折畳式バスケット 0.5対など

2016年7月 愛知県 川名中学校 壁面固定式バスケット2対

2016年7月 岐阜県 柳川瀬公園体育館 バックボード上下装置

2016年7月 岐阜県 笠原小学校 落下防止対策

2016年4月 東京都 翔陽高校 壁面固定折畳式バスケット ２対、防球ネット、床金具、備品

2016年4月 岐阜県 美濃市体育館 吊下式バスケット 1対

2016年4月 岐阜県 柳津体育館 吊下式バスケット 1対、防球ネット、床金具

2016年3月 愛知健 北名古屋市体育館 吊下式バスケット 2対、防球ネット



施工実績表（近3年）

2016年3月 静岡県 豊岡北小学校 バックボード交換

2016年3月 静岡県 磐田中部小学校 バックボード交換

2016年3月 新潟県 小千谷西高校 防球防球ネット

2016年3月 静岡県 西・入野協働ｾﾝﾀｰ バックボード交換

2016年3月 長野県 松本深志高校 壁面固定折畳式バスケット １対

2016年3月 三重県 名張西高校 壁面固定折畳式バスケット ２対

2016年3月 静岡県 磐田南部中学校 壁面固定式バスケット2対など

2016年3月 静岡県 磐田西小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対

2016年3月 静岡県 福田小学校 壁面固定折畳式バスケット 1対など

2016年3月 静岡県 浜松南高校 バックボード交換

2016年3月 岐阜県 竹鼻小学校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2016年3月 岐阜県 岐阜商業高校 バックボード交換

2016年3月 静岡県 豊田南中学校 バックボード交換

2016年3月 静岡県 磐田東部小学校 バックボード交換

2016年3月 京都府 舞鶴高専 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対

2016年3月 大阪府 矢田西中学校 吊下式バスケット モーター交換

2016年3月 静岡県 神明中学校 バックボード交換

2016年3月 兵庫県 東落合中学校 吊下式バスケット 0.5対など

2016年3月 兵庫県 桜の宮中学校 吊下式バスケット 0.5対など

2016年3月 兵庫県 ひよどり台中学校 吊下式バスケット 電動化

2016年3月 兵庫県 吉田中学校 吊下式バスケット モーター交換

2016年3月 兵庫県 星和台中学校 吊下式バスケット 電動化

2016年3月 大阪府 高槻第１中学校 吊下式バスケット １対、防球ネット

2016年3月 兵庫県 御影中学校 吊下式バスケット 0.5対など

2016年2月 岐阜県 蝶屋小学校 吊下式バスケット 1対など

2016年2月 滋賀県 湖東第２小学校 ミニ壁面固定式バスケット１対など



施工実績表（近3年）

2016年2月 静岡県 磐田北小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、バックボード交換

2016年2月 長野県 奈良障害者体育館 落下防止対策

2016年2月 新潟県 小千谷高校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2016年2月 愛知県 平和中学校 落下防止対策

2016年2月 愛知県 木曽川西小学校 床金具、落下防止対策

2016年2月 愛知県 栗島小学校 吊下式バスケット 1対など

2016年2月 愛知県 五条小学校 吊下式バスケット 1対など

2016年2月 愛知県 師勝南小学校 吊下式バスケット 1対など

2016年2月 愛知県 山崎小学校 落下防止対策

2016年2月 大阪府 諸福小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2016年2月 愛知県 松陰高校 落下防止対策

2016年2月 大阪府 東中本小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2016年2月 岐阜県 大垣北高校 バックボード交換

2016年2月 愛知県 岡崎西高校 バックボード交換

2016年2月 静岡県 竜洋北小学校 バックボード交換

2016年2月 静岡県 青城小学校 バックボード交換

2016年2月 静岡県 豊田中学校 バックボード交換

2016年2月 静岡県 城南静岡高校 吊縄

2016年2月 静岡県 豊田東小学校 バックボード交換

2016年2月 静岡県 蒲・笠井協働ｾﾝﾀｰ バックボード交換

2016年2月 静岡県 城山中学校 壁面固定式バスケット1対

2016年2月 岐阜県 松陽高校 防球防球ネット

2016年2月 兵庫県 多聞東中学校 吊下式バスケット 電動化

2016年2月 兵庫県 鷹匠中学校 吊下式バスケット 電動化

2016年2月 静岡県 向笠小学校 バックボード交換

2016年2月 長野県 広徳中学校 落下防止対策



施工実績表（近3年）

2016年2月 静岡県 掛川B＆G海洋センター 落下防止対策

2016年2月 愛知県 長岡小学校 落下防止対策

2016年2月 愛知県 飛島南部体育館 落下防止対策

2016年2月 静岡県 豊岡南小学校 バックボード交換

2016年1月 愛知県 長久手南中学校 落下防止対策、プラスチック板交換

2016年1月 愛知県 丸の内中学校 落下防止対策

2016年1月 愛知県 法立・三宅小学校 落下防止対策

2016年1月 愛知県 桃栄小学校 落下防止対策

2016年1月 愛知県 治郎丸中学校 落下防止対策

2016年1月 愛知県 師勝東小学校 吊下式バスケット １対、プラスチック板交換など

2016年1月 愛知県 弥富北中学校 吊下式バスケット １対、など

2016年1月 三重県 メリノール学院中学・高校 吊下式バスケット 0.5対、防球ネットなど

2016年1月 愛知県 清州小学校 落下防止対策

2016年1月 岐阜県 竹鼻中学校 吊下式バスケット モーター交換

2016年1月 愛知県 長久手高校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2016年1月 愛知県 高取小学校 壁面固定式バスケット2対

2016年1月 愛知県 師勝小学校 吊下式バスケット 1対など

2016年1月 静岡県 竜洋中学校 バックボード交換

2016年1月 静岡県 磐田南小学校 バックボード交換

2016年1月 静岡県 竜洋西小学校 バックボード交換

2016年1月 静岡県 竜洋東小学校 バックボード交換

2016年1月 静岡県 大藤小学校 バックボード交換

2016年1月 三重県 八風中学校 バックボード交換

2016年1月 岐阜県 南姫中学校 落下防止対策

2015年12月 愛知県 西枇杷島小学校 落下防止対策

2015年12月 岐阜県 滝呂小学校 落下防止対策



施工実績表（近3年）

2015年12月 愛知県 西枇杷島中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対など

2015年12月 愛知県 一宮西高校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2015年12月 兵庫県 西宮第46小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2015年12月 大阪府 大正北中学校 吊下式バスケット モーター交換

2015年12月 岐阜県 あさぎり体育館 壁面固定折畳式バスケット 2対

2015年12月 愛知県 中部大学 壁面固定折畳式バスケット 1対

2015年12月 岐阜県 桑原小学校 ミニ壁面固定式バスケット1対

2015年12月 岐阜県 平和中学校 落下防止対策

2015年11月 京都府 下鳥羽小学校 ミニ壁面固定式バスケット3対、防球ネット、床金具、回転肋木

2015年11月 愛知県 春日小学校 落下防止対策

2015年11月 長野県 軽井沢中学校
壁面固定折畳式バスケット ２対、壁面固定式バスケット１対、防球ネット、床金具、備

品

2015年11月 長野県 飯山高校 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具、柔道枠、備品

2015年11月 栃木県 岡本北小学校 落下防止対策

2015年11月 岐阜県 中野方小学校 落下防止対策

2015年11月 岐阜県 三郷小学校 落下防止対策

2015年11月 岐阜県 東野小学校 落下防止対策

2015年11月 長野県 北御牧中学校 落下防止対策

2015年11月 大阪府 北条西小学校 吊下式バスケット 1対、ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、

2015年11月 愛知県 吉浜小学校 落下防止対策

2015年11月 大阪府 富秋中学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、

防球ネット、床金具

2015年10月 愛知県 稲武小学校 落下防止対策

2015年10月 愛知県 訓原中学校 壁面固定式バスケット1対など

2015年10月 愛知県 師勝中学校 壁面固定式バスケット1対など

2015年10月 愛知県 熊野中学校 落下防止対策

2015年10月 富山県 高志野中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2015年10月 石川県 湊小学校 落下防止対策



施工実績表（近3年）

2015年10月 愛知県 岡崎看護学校 落下防止対策

2015年10月 富山県 五福小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2015年10月 愛知県 西尾東部中学校 落下防止対策

2015年10月 福井県 福井大付属小学校 落下防止対策

2015年9月 愛知県 長久手北小学校 落下防止対策

2015年9月 愛知県 長久手南小学校 落下防止対策

2015年9月 岐阜県 石徹白小学校 ミニ壁面固定式バスケット1対

2015年9月 長野県 信州大第1体育館 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、吊輪2基、吊縄1基

2015年9月 愛知県 岡崎市体育館 スーパーゴール1対

2015年9月 長野県 信州大学付属長野中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対

2015年9月 富山県 博労小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、備品

2015年9月 岐阜県 昭和小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2015年9月 石川県 中島小学校 壁面固定式バスケット2対、TK

2015年9月 愛知県 天王小学校 壁面固定折畳式バスケット ２対、壁面固定式バスケット１対、など

2015年9月 福井県 高浜町西地区体育館 吊下式バスケット １対

2015年9月 石川県 粟生小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対

2015年9月 長野県 芹田小学校 落下防止対策

2015年9月 愛知県 尾西南部体育館 防球ネット

2015年9月 三重県 宮川中学校 壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具

2015年9月 長野県 信州大学付属長野小学校 壁面固定折畳式バスケット TK、吊縄、プラ板交換

2015年9月 愛知県 六輪小学校 落下防止対策

2015年8月 愛知県 新藤山台小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2015年8月 静岡県 南陽協働ｾﾝﾀｰ 木製板交換

2015年8月 静岡県 水窪小学校 木製板交換

2015年8月 静岡県 赤佐小学校 木製板交換

2015年8月 愛知県 西春小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット TK、プラ板交換



施工実績表（近3年）

2015年8月 愛知県
小牧原、光ヶ丘、大城小学

校
落下防止対策

2015年8月 愛知県 小牧本庄小 落下防止対策

2015年8月 愛知県
小牧小木、桃ヶ丘、陶小学

校
落下防止対策

2015年8月 愛知県
小牧岩崎・桃陵・光ヶ丘中

学校
落下防止対策

2015年8月 愛知県 日の出小学校 落下防止対策

2015年8月 愛知県 三崎小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット復旧

2015年8月 大阪府 津田中学校 床金具、備品

2015年8月 福井県 雄島小学校 壁面固定折畳式バスケット １対

2015年8月 愛知県 尾張旭東中学校 壁面固定折畳式バスケット 1対、RBWなど

2015年8月 愛知県 日進中学校 プラスチック板交換

2015年8月 愛知県 日進南小学校 木製板交換

2015年8月 愛知県 日進西小学校 木製板交換

2015年8月 愛知県 日進北小学校 落下防止対策

2015年8月 愛知県 日進東小学校 落下防止対策

2015年8月 愛知県 日進西中学校 落下防止対策

2015年8月 愛知県 尾張旭東栄小学校 落下防止対策

2015年8月 岐阜県 陶都中学校 落下防止対策

2015年8月 愛知県 明治・千代田中学校 落下防止対策

2015年8月 愛知県 稲沢・稲沢西中学校 落下防止対策

2015年8月 愛知県 米野・一色小学校 落下防止対策

2015年8月 愛知県 北里・応時中学校 落下防止対策

2015年8月 岐阜県 中川小学校 落下防止対策

2015年8月 岐阜県 星和中学校 落下防止対策

2015年8月 岐阜県 江並中学校 落下防止対策

2015年8月 岐阜県 上石津中学校 落下防止対策

2015年8月 岐阜県 大垣西部中学校 落下防止対策



施工実績表（近3年）

2015年8月 岐阜県 赤坂中学校 落下防止対策

2015年7月 愛知県 尾張旭旭丘小学校 落下防止対策

2015年7月 愛知県 尾張旭福岡小学校 落下防止対策

2015年7月 愛知県 尾張旭白鳳小学校 落下防止対策

2015年7月 愛知県 尾張旭本地原小学校 落下防止対策

2015年7月 愛知県 尾張旭渋川小学校 落下防止対策

2015年7月 愛知県 尾張旭旭小学校 落下防止対策

2015年7月 富山県 利田小学校学校 プラスチック板交換

2015年7月 富山県 釜ヶ淵小学校 プラスチック板交換

2015年7月 愛知県 大里・大里東中学校 落下防止対策

2015年7月 兵庫県 良元小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対

2015年7月 兵庫県 末成小学校 壁面固定式バスケット2対

2015年7月 愛知県 尾張旭瑞鳳小学校 落下防止対策

2015年7月 愛知県 尾張旭三郷小学校 落下防止対策

2015年3月 岐阜県 長良東小学校 吊下式バスケット 1対、防球ネット

2015年3月 岐阜県 中池体育館 吊下式バスケット 1対、床金具

2015年3月 岐阜県 山岡B＆G海洋センター 防球ネット

2015年3月 京都府 開晴小中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、床金具

2015年3月 静岡県 水窪中学校 木製板交換

2015年3月 岐阜県 宇留生小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2015年3月 静岡県 北浜東部中学校 木製板交換

2015年3月 静岡県 北浜南小学校 木製板交換

2015年3月 愛知県 愛知教育大学 壁面固定式バスケット3対

2015年3月 東京都 東大和南高校 吊下式バスケット モーター交換

2015年3月 東京都 小金井第1中学校 吊下式バスケット フレーム、モーター交換

2015年3月 岡山県 川崎医科大学 プラスチック板交換



施工実績表（近3年）

2015年3月 大阪府 好文女子高校 吊下式バスケット モーター交換

2015年2月 愛知県 白木小学校 吊下式バスケット 1対、耐震改修

2015年2月 静岡県 佐鳴台中学校 木製板交換

2015年2月 静岡県 神久呂中学校 木製板交換

2015年2月 静岡県 湖東中学校 木製板交換

2015年2月 岐阜県 蘇原第2小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、肋木、備品

2015年2月 大阪府 松原第７中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対

2015年2月 長野県 埴生小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、耐震改修

2015年2月 愛知県 新川小学校 耐震改修

2015年2月 愛知県 東山小学校 耐震改修、落下防止ワイヤー、防球ネット

2015年2月 愛知県 愛知教育大学 壁面固定式バスケット1対

2015年2月 愛知県 師勝北小学校 吊下式バスケット 1対、耐震改修

2015年2月 愛知県 西浦・形原北小学校 耐震改修

2015年2月 富山県 新庄小学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、肋木、床金

具、備品

2015年2月 京都府 第5向陽小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2015年2月 岐阜県 倉知小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、肋木、吊縄、床金具、備品

2015年2月 愛知県 師勝西小学校 吊下式バスケット 1対、耐震改修

2015年2月 愛知県 木曽川東小学校 耐震改修

2015年2月 静岡県 浜名小学校 木製板交換

2015年2月 大阪府 泉佐野第3小学校 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具、備品

2015年2月 静岡県 和地小学校 木製板交換

2015年2月 愛知県 ブラザー工業 壁面固定折畳式バスケット 1対

2015年2月 静岡県 笠井小・中学校 木製板交換

2015年2月 静岡県 積志小学校 木製板交換

2015年2月 三重県 聖母の家 壁面固定折畳式バスケット 0.5対、防球ネット、床金具

2015年2月 愛知県 日進西中学校 吊下式バスケット モーター交換



施工実績表（近3年）

2015年2月 静岡県 中郡中学校 木製板交換

2015年2月 静岡県 北浜小学校 木製板交換

2015年2月 静岡県 北浜北小学校 木製板交換

2015年2月 静岡県 三方原中学校 木製板交換

2015年2月 静岡県 天竜中学校 木製板交換

2015年2月 静岡県 丸塚中学校 木製板交換

2015年2月 愛知県 吉根中学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、吊縄、回転肋

木、床金具、備品

2015年1月 愛知県 穂波小学校 耐震改修

2015年1月 岐阜県 関商工高校 耐震改修、床金具

2015年1月 静岡県 泉小学校 木製板交換

2015年1月 大阪府 北河内特別支援学校
吊下式バスケット 0.5対、電動壁面固定折畳式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バ

スケット 2対、防球ネット、床金具

2015年1月 静岡県 相生小学校 木製板交換

2015年1月 愛知県 長久手中学校 耐震改修、防球ネット

2015年1月 愛知県 愛知県体育館 吊下式バスケット １対

2015年1月 静岡県 蜆塚中学校 木製板交換

2015年1月 静岡県 雄踏中学校 木製板交換

2015年1月 大阪府 歌島中学校 吊下式バスケット モーター交換

2015年1月 大阪府 松原中学校 吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 2.5対

2015年1月 大阪府 松原第４中学校 吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 2.5対

2015年1月 大阪府 関西学院高校 防球ネット、床金具、吊縄

2015年1月 静岡県 西都台小学校 木製板交換

2014年12月 愛知県 前山小学校 耐震改修、壁面固定式バスケット２対

2014年12月 愛知県 一色南部小学校 耐震改修

2014年12月 愛知県 前津中学校 吊下式バスケット バスケット　1対

2014年12月 神奈川県 東海大相模高校 プラスチック板交換

2014年12月 兵庫県 原田中学校 吊下式バスケット バスケット　1対



施工実績表（近3年）

2014年12月 兵庫県 東播工業高校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2014年12月 岐阜県 席田小学校 耐震改修、防球ネット

2014年12月 静岡県 大瀬小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、耐震改修

2014年12月 静岡県 初生小学校 木製板交換

2014年12月 愛知県 津平小学校 耐震改修、防球ネット

2014年12月 愛知県 大口北小学校 耐震改修、床金具

2014年12月 静岡県 東陽中学校 木製板交換

2014年12月 静岡県 三ケ日西・平山小学校 木製板交換

2014年12月 大阪府 東陽中学校 吊下式バスケット モーター交換

2014年12月 愛知県 船方小学校 耐震改修、壁面固定式バスケット2対、回転肋木

2014年11月 滋賀県 豊郷町民体育館 壁面固定折畳式バスケット 2対

2014年11月 滋賀県 吉身小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2014年11月 愛知県 内海中学校 耐震改修

2014年11月 愛知県 六ッ美北中学校 床金具

2014年11月 愛知県 日本福祉大学 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具

2014年11月 埼玉県 滝野川紅葉中学校 耐震改修

2014年11月 岡山県 玉野商業高校 吊下式バスケット モーター交換

2014年11月 石川県 南志見小学校 壁面固定式バスケット1.5対など

2014年11月 愛知県 蒲郡三谷小学校 耐震改修

2014年10月 富山県 宝達中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2014年10月 京都府 第4向陽小学校 ミニ壁面固定式バスケット、防球ネット、床金具、備品

2014年10月 長野県 塩尻勤労者ｾﾝﾀｰ 吊下式バスケット １対、耐震改修

2014年10月 愛知県 古城小学校 耐震改修

2014年10月 愛知県 白木中学校 吊下式バスケット １対、耐震改修

2014年10月 滋賀県 土山中学校 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具

2014年10月 長野県 信州大付属特別支援学校 壁面固定式バスケット１対



施工実績表（近3年）

2014年10月 愛知県 蒲郡北・中央小学校 耐震改修

2014年10月 愛知県 五ヶ丘小学校 耐震改修

2014年10月 岐阜県 桜丘中学校 耐震改修

2014年10月 岐阜県 鵜沼中学校 耐震改修

2014年10月 岐阜県 中津川研修ｾﾝﾀｰ 耐震改修

2014年9月 愛知県 名工学園
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット3対、

防球ネット、床金具、吊縄、畳寄せ枠

2014年9月 愛知県 長久手東小学校 吊下式バスケット 電動化

2014年9月 愛知県 長久手西小学校 吊下式バスケット 電動化

2014年9月 愛知県 長久手小学校 吊下式バスケット 電動化

2014年9月 愛知県 長久手小学校 耐震改修、防球ネット

2014年9月 愛知県 淑徳大学 吊下式バスケット 1対

2014年9月 愛知県 豊田中山小学校 耐震改修

2014年9月 三重県 三重大付属 耐震改修

2014年9月 愛知県 蟹江３件 耐震改修

2014年9月 岐阜県 陵南小学校 耐震改修

2014年9月 山梨県 須玉小学校 耐震改修

2014年9月 大阪府 今宮小中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2014年9月 愛知県 鴨田小学校 吊下式バスケット １対、耐震改修

2014年9月 静岡県 金指・西気賀小学校 木製板交換

2014年9月 富山県 塚原小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、床金具、肋木復旧、備品

2014年9月 富山県 平米小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、備品

2014年8月 岐阜県 真桑小学校 耐震改修

2014年8月 岐阜県 日新中学校 壁面固定折畳式バスケット 2.5対　撤去・新設

2014年8月 富山県 宮野小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、肋木、備品

2014年8月 富山県 舟橋中学校 耐震改修

2014年8月 兵庫県 西谷小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品



施工実績表（近3年）

2014年8月 兵庫県 伊丹南小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2014年8月 兵庫県 長尾台小学校 壁面固定式バスケット2対、床金具、防球ネット復旧

2014年8月 兵庫県 稲野小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具

2014年8月 大阪府 門真第5中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対　撤去・新設、防球ネット

2014年8月 愛知県 長久手東小学校 耐震改修、防球ネット

2014年8月 愛知県 長久手西小学校 耐震改修、防球ネット

2014年8月 愛知県 日進香久山小学校 耐震改修

2014年8月 愛知県 日進相野山小学校 耐震改修

2014年8月 愛知県 日進東中学校 耐震改修

2014年8月 愛知県 至学館高校 吊下式バスケット １対

2014年8月 愛知県 名古屋大学 耐震改修

2014年8月 愛知県 小牧村中小学校 耐震改修

2014年8月 愛知県 小牧三ツ渕小学校 耐震改修

2014年8月 愛知県 小牧篠岡小学校 耐震改修

2014年8月 愛知県 小牧北里小学校 耐震改修

2014年8月 愛知県
小牧・西・篠岡中学校・南

小学校
耐震改修

2014年8月 岐阜県 松岡小学校 ミニ壁面固定式バスケット２対

2014年8月 長野県 安茂里小学校 ミニ壁面固定式バスケット２対

2014年8月 愛知県 星の宮小学校 耐震改修

2014年8月 富山県 新庄中学校 防球ネット、床金具、備品

2014年8月 静岡県 村櫛小学校 木製板交換

2014年8月 福井県 吉崎小学校 吊下式バスケット 0.5対

2014年7月 京都府 宇治中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具

2014年7月 富山県 立山武道ｾﾝﾀｰ 柔道枠

2014年7月 長野県 塩尻高校 電動壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具

2014年7月 三重県 宮之上小学校
ミニ吊下式バスケット 0.5対、ミニ壁面固定折畳式バスケット 0.5対、防球ネット、床金

具、備品



施工実績表（近3年）

2014年7月 愛知県 日本福祉大学 プラスチック板交換

2014年7月 静岡県 桜が丘高校 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具

2014年7月 兵庫県 鷹取中学校 吊下式バスケット 電動化　１対

2014年7月 東京都 東京経営短大 吊下式バスケット　モーター交換

2014年7月 福井県 北陸高校 壁面固定折畳式バスケット 新型ｷﾞﾔ改造など

2014年7月 奈良県 東奈良小学校 耐震改修

2014年3月 三重県 和具小学校 MB40F0.5対、ミニ壁面固定折畳式バスケット 1.5対、防球ネット、床金具、備品

2014年3月 愛知県 岡崎農業大学 耐震改修

2014年3月 滋賀県 滋賀医科大学 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット

2014年3月 岐阜県 笠松中学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、畳寄せ

枠、備品

2014年3月 大阪府 住吉商業高校 壁面固定式バスケット3.5対、防球ネット、床金具、備品

2014年3月 大阪府 淀の水学院 吊下式バスケット　モーター交換など

2014年3月 大阪府 大阪市立工芸高校 吊下式バスケット　モーター交換など

2014年3月 山口県 山口大学 防球ネット、床金具

2014年3月 静岡県 浜松医科大学 落下防止装置

2014年2月 愛知県 尾張養護学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、壁面固定式バスケット１

対、防球ネット、床金具、備品

2014年2月 愛知県 さくら学園 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具

2014年2月 三重県 磯部小学校
ミニ壁面固定折畳式バスケット 1対、ミニ壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金

具、備品

2014年2月 愛知県 愛教大付属小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、肋木、床金具

2014年2月 愛知県 高森台中学校 耐震改修

2014年2月 愛知県 春日井西部中学校 耐震改修

2014年2月 滋賀県 東大津高校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備

品

2014年2月 岐阜県 下呂萩原小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、肋木、備品

2014年2月 岐阜県 下呂竹原小学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、肋木、

備品

2014年2月 大阪府 大阪工業大学 防球防球ネット

2014年2月 富山県 五箇庄小学校 壁面固定折畳式バスケット 1対、床金具、備品



施工実績表（近3年）

2014年2月 三重県 三重大学付属小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具

2014年2月 大阪府 寝屋川市教育ｾﾝﾀｰ 吊下式バスケット　モーター交換など

2014年1月 神奈川県 東海大相模高校 プラスチック板交換など

2014年1月 大阪府 旭化成 吊下式バスケット　モーター交換など

2014年1月 愛知県 稲沢西小学校 吊下式バスケット 1対、ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2014年1月 京都府 久御山中学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 2.5対、防球ネット、床金具、備

品

2014年1月 岐阜県 牧田小学校 耐震改修、防球ネット

2014年1月 愛知県 熱田児童館 壁面固定式バスケット1対、防球ネット

2013年12月 三重県 平田野中学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品、

寄せ枠

2013年12月 埼玉県 川里生涯学習センター 電動壁面固定折畳式バスケット 1対

2013年12月 東京都 北園高校 耐震改修

2013年12月 愛知県 春田小学校 耐震改修

2013年12月 和歌山県 開智中学・高校 プラスチック板交換など

2013年12月 愛知県 一宮西成東部中学校 床金具、防球ネット

2013年12月 大阪府 近大付属高校 壁面固定式バスケット１対、防球ネット

2013年12月 三重県 一身田中学校 壁面固定折畳式バスケット １対

2013年12月 愛知県 誠信高校 床金具、備品

2013年12月 神奈川県 東海大相模高校 プラスチック板交換など

2013年12月 愛知県 岡崎勤労者体育館 吊下式バスケット 電動化

2013年12月 愛知県 奥田小学校 吊下式バスケット モーター交換

2013年11月 大阪府 別府小学校 ミニ壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具

2013年11月 兵庫県 尼崎中央中学校 吊下式バスケット 1対　　ｳｨﾝﾁ２台

2013年11月 奈良県 磯城野高校 吊下式バスケット １対、防球ネット復旧

2013年10月 長野県 信州大学 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対

2013年10月 三重県 長島高校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2013年10月 愛知県 篠木小学校 耐震改修



施工実績表（近3年）

2013年10月 大阪府 千早小吹台小学校 吊縄、床プレート

2013年10月 愛知県 知多公民館 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具

2013年10月 長野県 アクアパル 吊下式バスケット 1対、防球ネット、床金具、備品

2013年10月 大阪府 新池中学校 防球ネット、床金具、備品

2013年10月 大阪府 近畿大付属高校 プラスチック板交換など

2013年9月 愛知県 豊明福祉体育館 スーパーゴール1対

2013年9月 愛知県 篠木小学校 耐震改修

2013年9月 愛知県 東浦高校 防球ネット、床金具、耐震改修

2013年9月 岐阜県 那加第３中学校 耐震改修

2013年9月 岐阜県 稲羽中学校 耐震改修

2013年9月 岐阜県 宮田小学校 プラスチック板交換、防球ネットなど

2013年9月 富山県 富山第１高校 プラスチック板交換

2013年9月 滋賀県 草津精神医療センター 壁面固定折畳式バスケット 0.5対、床金具、備品

2013年9月 愛知県 立田体育館 ミニ壁面固定式バスケット１対など

2013年8月 静岡県 駿河高校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2013年8月 長野県 塩尻桔梗小学校 耐震改修

2013年8月 長野県 塩尻東小学校 耐震改修

2013年8月 長野県 塩尻西部中学校 耐震改修

2013年8月 長野県 塩尻吉田小学校 耐震改修

2013年8月 大阪府 羽曳野中学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対

2013年8月 滋賀県 長浜東中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1.5対、防球ネット、床金具、

備品

2013年8月 大阪府 芦間高校 吊輪、吊縄、防球ネット

2013年8月 愛知県 大里体育館 壁面固定折畳式バスケット ２対

2013年8月 岐阜県 坂祝小学校 壁面固定折畳式バスケット １対

2013年3月 長野県 清明小学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、吊縄、

肋木、備品

2013年3月 愛知県 春日井新体育館 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具



施工実績表（近3年）

2013年3月 長野県 長野女子高校 吊下式バスケット 1対、防球ネット、床金具、備品

2013年3月 岐阜県 養北小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2013年3月 愛知県 至学館大学 壁面固定式バスケット5対、防球ネット、床金具、備品

2013年3月 愛知県 光ケ丘女子高校 防球ネット、床金具、備品

2013年2月 愛知県 日進竹の山小学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 4対、壁面固定式バスケット1対、

防球ネット、床金具、備品

2013年2月 三重県 御浜中学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、寄せ

枠、備品

2013年2月 岐阜県 八百津B&G海洋センター 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2013年2月 愛知県 北和中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2013年2月 三重県 多気体育館 改修工事

2013年2月 愛知県 乙川中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備

品

2013年2月 岐阜県 下呂小学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、肋

木、備品

2013年2月 静岡県 富士見中学校 床金具、備品

2013年2月 愛知県 岡崎小中学校１０件 改修工事

2013年2月 静岡県 城東中学校 耐震改修

2013年2月 静岡県 静岡新高校 鑑的表示機

2013年2月 富山県 朝日小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、肋木、備品

2013年2月 大阪府 森本体育館 壁面固定折畳式バスケット １対

2013年2月 愛知県 松原中学校 耐震改修

2013年1月 愛知県 野跡小学校 改修工事

2013年1月 愛知県 桃山小学校 改修工事

2013年1月 愛知県 小牧小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 2.5対、防球ネット、床金具、備

品

2013年1月 愛知県 リンタツ 壁面固定式バスケット１対

2013年1月 愛知県 厚見中学校 壁面固定折畳式バスケット ２対

2013年1月 福井県 若狭東高校 壁面固定折畳式バスケット 1対、吊下式バスケット 改造

2013年1月 愛知県 名古屋北中学校 改修工事

2013年1月 愛知県 長久手第3中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、備

品



施工実績表（近3年）

2013年1月 愛知県 新郊中学校 改修工事

2013年1月 愛知県 猪子石中学校 改修工事

2013年1月 愛知県 大和中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2013年1月 愛知県 豊ヶ丘小学校 改修工事

2012年12月 兵庫県 望海中学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、

防球ネット、床金具、備品

2012年12月 愛知県 引山小学校 改修工事

2012年12月 愛知県 砂田橋小学校 改修工事

2012年12月 愛知県 千代田橋小学校 改修工事

2012年12月 愛知県 清水小学校 耐震改修、備品

2012年12月 愛知県 文岡中学校 吊下式バスケット 1対、防球ネットなど

2012年12月 愛知県 寺田西小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、肋木、床金具、備品

2012年12月 京都府 左京区体育館 壁面固定折畳式バスケット 0.5対

2012年12月 愛知県 第２桜小学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、肋木、

吊縄

2012年12月 愛知県 青谷小学校 壁面固定式バスケット対、防球ネット、肋木、床金具、備品

2012年12月 愛知県 上社小学校 吊下式バスケット電動化、壁面固定式バスケット2対など

2012年11月 岐阜県 宮川小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、肋木、備品

2012年11月 愛知県 守孝西小学校 改修工事

2012年11月 愛知県 東海小学校 改修工事

2012年11月 愛知県 大坪小学校 改修工事

2012年11月 愛知県 平田中学校 改修工事

2012年11月 愛知県 翔南中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2012年11月 愛知県 矢田中学校 改修工事

2012年11月 愛知県 武石体育館 壁面固定折畳式バスケット 1対

2012年10月 愛知県 香流小学校 壁面固定式バスケット2対、上下式、回転肋木など

2012年10月 愛知県 富貴小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2012年10月 大阪府 大阪府立医療センター 壁面固定式バスケット1対、床金具、備品



施工実績表（近3年）

2012年10月 愛知県 川島中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット3対、防球ネット、床金具、備品

2012年3月 岐阜県 池田小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2012年3月 三重県 御浜小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品、肋木

2012年3月 愛知県 下志段味小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、吊縄、床金具、備品

2012年3月 愛知県 加木屋小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2012年3月 愛知県 古知野中学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、

防球ネット、床金具、備品

2012年3月 三重県 弘道小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、防球ネット、床金具、備

品

2012年3月 富山県 氷見南部中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、備品

2012年3月 岐阜県 城南中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2012年3月 静岡県 清水町体育館 吊下式バスケット 2対、防球ネット

2012年3月 岐阜県 江名子小学校 吊下式バスケット 1対、ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2012年3月 滋賀県 八日市北小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2012年3月 京都府 寺田西小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2012年2月 愛知県 大口南小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2012年2月 愛知県 亀崎中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、備

品

2012年2月 三重県 深伊沢小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2012年2月 長野県 箕輪中部小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2012年2月 岐阜県 古川西小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、肋木

2012年2月 岐阜県 那加中学校
吊下式バスケット 1対、電動壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備

品

2012年2月 滋賀県 守山北中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、備

品

2012年2月 岐阜県 加茂特別支援学校 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具、備品

2012年2月 滋賀県 マキノ東小学校 壁面固定式バスケット１対、床金具、防球ネット、備品

2012年2月 大阪府 清和台中学学校 プラ板・木板交換、防球ネット、床金具

2012年2月 神奈川県 御殿場清後区体育館 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具、備品

2012年2月 和歌山県 妙寺中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2012年2月 富山県 新庄中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、備品



施工実績表（近3年）

2012年2月 岐阜県 旭ヶ丘小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2012年2月 静岡県 北畑公民館 壁面固定折畳式バスケット 0.5対、防球ネット、床金具、備品

2012年2月 神奈川県 御殿場高校 壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、床金具、備品

2012年1月 京都府 宇治小中学校
壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、吊縄、寄せ枠、床金具、

備品

2012年1月 岐阜県 岐阜高校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、ﾊﾞﾄ

ﾝ、畳寄せ枠

2012年1月 滋賀県 草津福祉学校 吊下式バスケット 1対、床金具

2011年12月 愛知県 名進研小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2011年12月 三重県 嬉野中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2011年12月 京都府 久宝寺中学校 吊下式バスケット 1対、防球ネット復旧

2011年12月 大阪府 門真統合中学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定式バスケット1対、

防球ネット、床金具、備品

2011年12月 岐阜県 岐阜南部中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2011年12月 岐阜県 白鳥中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、移動式1対、防球ネット、床金具、備品

2011年11月 愛知県 大府大東小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 2.5対、防球ネット、床金具、肋

木

2011年11月 滋賀県 湖西市　知波田小学校 壁面固定式バスケット2対

2011年11月 長野県 長野西部中学校 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具、備品

2011年10月 滋賀県 老上中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備

品

2011年10月 三重県 緑が丘中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2011年9月 滋賀県 野洲小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2011年9月 大阪府 狭山中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具

2011年8月 長野県 俊英高校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2011年8月 富山県 山室中部小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2011年8月 兵庫県 伊丹南中学校 吊下式バスケット 0.5対、復旧0.5対、など

2011年8月 滋賀県 老上小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2011年8月 滋賀県 草津祇王小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2011年7月 愛知県 名古屋情報専門学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2011年7月 長野県 松本蟻ヶ崎高校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品



施工実績表（近3年）

2011年7月 長野県 県ヶ丘高校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2011年3月 愛知県 南加木屋小学校 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具、備品

2011年3月 長野県 信州大学 壁面固定折畳式バスケット 0.5対、壁面固定式バスケット0.5対、床金具

2011年3月 愛知県 中部大学 壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、床金具、防球ネット

2011年3月 福井県 森田中学校 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具、備品

2011年3月 長野県 桜ヶ丘中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット6対、防球ネット、床金具、備品

2011年3月 長野県 豊野中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備

品

2011年3月 長野県 保科小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、吊縄

2011年3月 滋賀県 八幡中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、備

品

2011年3月 岐阜県 高山宮中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2011年2月 滋賀県 水戸小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、備品

2011年2月 富山県 堀川南小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、備品

2011年2月 福井県 芦原中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具

2011年2月 大阪府 上牧小学校 吊下式バスケット 0.5対、防球ネット、備品

2011年2月 福井県 本郷小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2011年2月 滋賀県 南姫小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2011年2月 静岡県 原野谷中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具

2011年2月 三重県 国府小学校
壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、備

品

2011年2月 愛知県 花園小学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、肋

木、備品

2011年2月 茨城県 常盤高校 電動壁面固定折畳式バスケット 2対、ﾊﾟｯ交換1対

2011年1月 京都府 同志社岩倉高校 電動壁面固定折畳式バスケット ２対、床金具、備品

2011年1月 奈良県 木津学研中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2011年1月 滋賀県 速野小学校 壁面固定式バスケット2対、床金具、防球ネット、耐震改修

2011年1月 滋賀県 中州小学校 壁面固定式バスケット3対、床金具、備品、耐震改修

2011年1月 滋賀県 上石津中学校 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具、備品

2011年1月 愛知県 江南北部中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品



施工実績表（近3年）

2010年12月 静岡県 五島地区小学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、肋木、

備品

2010年12月 愛知県 東海工業専門学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、防球ネット、床金具、備

品

2010年12月 福井県 金津中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット3対、防球ネット、床金具

2010年12月 大阪府 三雲小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2010年11月 奈良県 郡山西中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2010年11月 大阪府 龍華中学校 吊下式バスケット 1対、防球ネット

2010年11月 大阪府 旭ヶ丘小学校 吊下式バスケット 1対、防球ネット、床ﾌﾟﾚｰﾄ、吊縄

2010年11月 愛知県 守山ｽﾎﾟｰｽｾﾝﾀｰ スーパーゴール２対、備品

2010年11月 長野県 情緒障害児施設 壁面固定式バスケット１対、防球ネット、床金具

2010年10月 三重県 相賀小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 2.5対、防球ネット、床金具、肋

木、備品

2010年10月 京都府 長岡第4小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2010年10月 岐阜県 蛭川小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、備品

2010年10月 岐阜県 高富中学校 吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、耐震改修

2010年3月 兵庫県 神戸女子大学 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2010年3月 愛知県 棚尾小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、肋木、防球ネット、備品

2010年3月 岐阜県 鵜沼第2小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、防球ネット、肋木、備品

2010年2月 愛知県 清洲小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、床金具、防球ネット、吊縄、肋木

2010年2月 奈良県 近畿大学 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、吊縄

2010年2月 熊本県 九州看護大学 吊縄、ﾁﾝﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ

2010年2月 愛知県 加木屋中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット2対、床金具、防球ネット、備

品

2010年2月 岐阜県 坂祝西体育館 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具、備品

2010年2月 岐阜県 山岡小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、防球ネット

2010年2月 岐阜県 静里小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、防球ネット、備品

2010年2月 静岡県 清水有度第1小学校 吊下式バスケット 1対、色々復旧

2010年2月 愛知県 奥中学校
吊下式バスケット 1対、電動壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備

品

2010年1月 三重県 鈴鹿市神戸中学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット3対、

防球ネット、床金具、備品



施工実績表（近3年）

2010年1月 静岡県 清水袖師小学校 吊下式バスケット 1対

2010年1月 愛知県 豊橋工業高校 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具

2010年1月 静岡県 清水特別支援学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具、防球ネット、備品

2010年1月 岐阜県 坂下中学校 吊下式バスケット 1対

2010年1月 茨城県 茨城大学 電動壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対

2010年1月 新潟県 小千谷小学校① 壁面固定折畳式バスケット ２対、防球ネット、床金具、吊縄、肋木

2010年1月 新潟県 小千谷小学校②
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、吊縄、

肋木

2010年1月 富山県 片山学園高校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、吊縄、柔道枠、備品

2009年12月 大阪府 鶴見第12小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2009年12月 上海 上海日本人学校 吊下式バスケット 1対、床金具、備品

2009年12月 京都府 川西小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、壁面固定式バスケット2

対、肋木、防球ネット、床ﾌﾟﾚｰﾄ

2009年12月 静岡県 引佐南部中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対

2009年12月 静岡県 白須賀小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2009年11月 大阪府 南高安中学校 吊下式バスケット 1対、防球ネット

2009年11月 長野県 箕曲小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、壁面固定式バスケット2

対、床ﾌﾟﾚｰﾄ、防球ネット復旧

2009年11月 三重県 津市　西橋内中学校 吊下式バスケット 1対､防球ネット

2009年11月 大阪府 曙川南中学校 吊下式バスケット 1対

2009年11月 三重県 東員第1中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2009年11月 大阪府 錦西小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 2.5対、床金具、吊縄、肋木、備

品

2009年10月 長野県 長野高校
壁面固定折畳式バスケット 3対、壁面固定式バスケット2対、床金具、防球ネット、肋

木、吊縄

2009年10月 東京都 足立区宮城小学校 吊下式バスケット 1対

2009年10月 大阪府 取石中学校 吊下式バスケット 1対、吊輪、吊縄、防球ネット

2009年3月 愛知県 小垣江小学校
ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、ミニ壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金

具

2009年3月 長野県 長野大学 壁面固定式バスケット1対、プラ板換え、備品

2009年3月 富山県 舟橋小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2009年3月 岐阜県 蘇原第１小学校 ミニ壁面固定折畳式バスケット 2対、肋木、防球ネット、床金具、備品



施工実績表（近3年）

2009年3月 三重県 鈴鹿高校 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具

2009年3月 愛知県 愛知女子高校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具

2009年3月 岐阜県 大垣北中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2009年3月 愛知県 中部大学 壁面固定折畳式バスケット 1対

2009年3月 岐阜県 美山中学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品、

防護ﾏｯﾄ

2009年3月 長野県 奈川小中学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、防球ネット、床金具、備

品

2009年3月 岐阜県 竹鼻小学校 壁面固定折畳式バスケット 1対など

2009年3月 愛知県 足助中学校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2009年2月 兵庫県 兵庫医大 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、ﾊﾞﾄﾝ、ｻﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ

2009年2月 静岡県 清水両河内中学校 吊下式バスケット 1対、落下防止

2009年2月 岐阜県 揖東中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、肋木

2009年2月 三重県 城東中学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 2.5対、防球ネット、床金具、備

品

2009年2月 愛知県 植田東小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2009年2月 和歌山県 高野口小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、壁面固定式バスケット2

対、防球ネット、床金具

2009年2月 愛知県 葉栗中学校
吊下式バスケット 1対、電動壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備

品

2009年2月 愛知県 修文女子高校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、撤去新設

2009年1月 奈良県 四天王寺学園 電動壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2009年1月 岐阜県 岐阜第一高校 壁面固定折畳式バスケット 1対、壁面固定式バスケット1対、防護ﾏｯﾄ、床金具、備品

2009年1月 愛知県 西尾中央体育館 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具、備品

2009年1月 大阪府 刑部小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、肋木復旧

2009年1月 静岡県 清水中河内小学校 吊下式バスケット 1対、落下防止

2008年12月 愛知県 みあい養護学校 吊下式バスケット 1対、防球ネット、床金具

2008年12月 兵庫県 二見北小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具

2008年12月 東京都 文教大学 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具

2008年11月 兵庫県 美園小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、肋木復旧

2008年11月 静岡県 清水　高部小学校 吊下式バスケット 1対、落下防止



施工実績表（近3年）

2008年11月 愛知県 真正中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対など

2008年11月 富山県 新湊南部中学校
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、肋木、床金

具、ﾀﾞﾝｽﾊﾞｰ

2008年11月 福井県 福井　進明中学校 壁面固定折畳式バスケット 1対

2008年11月 三重県 松坂香肌小学校 吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、防球ネット、床金具

2008年3月 富山県 魚津多目的ｾﾝﾀｰ 防球ネット、ﾊﾞﾄﾝ、床金具

2008年3月 愛知県 美川中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2008年3月 愛知県 向山小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2008年3月 滋賀県 彦根城南小学校 吊下式バスケット 0.5対、など

2008年2月 愛知県 弥富中学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具、肋木、

備品

2008年2月 静岡県 静岡技術工業高校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品、

鑑的表示機

2008年2月 大阪府 水と緑の小中学校 壁面固定折畳式バスケット 3対、防球ネット、床金具、備品

2008年2月 愛知県 美川中学校 吊下式バスケット 1対、防球ネット、床金具

2008年2月 和歌山県 朝来小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品、縄、肋木

2008年2月 愛知県 名古屋工業大学 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット2対、床金具

2008年1月 愛知県 古知野高校 壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具

2007年12月 愛知県 日進西小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2007年12月 福井県 小浜小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、壁面固定式バスケット2

対、防球ネット、縄、床金具、備品

2007年11月 京都府 大久保小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、縄、床金具、肋木、備品

2007年11月 兵庫県 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ・ｱｶﾃﾞﾐｰ 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、

2007年10月 岐阜県 垂井北中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、耐震

2007年10月 愛知県 師勝中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2007年10月 愛知県 笠郷小学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、備品

2007年10月 愛知県 加茂看護学校 壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床

2007年10月 愛知県 水野中学校・祖東中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、床金具

2007年3月 愛知県 一宮貴船小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2007年3月 岐阜県 中川小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品



施工実績表（近3年）

2007年3月 京都府 殿田小学校
吊下式バスケット 式壁面固定折畳式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット

0.5対、壁面固定式バスケット2対、床金具

2007年3月 石川県 粟生児童館 壁面固定折畳式バスケット １対、防球ネット、床金具

2007年3月 岐阜県 八幡小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2007年3月 愛知県 岡崎岩津中学校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2007年3月 愛知県 岡崎梅園小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対

2007年3月 滋賀県 石津小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2007年3月 兵庫県 武庫川女子大学 壁面固定式バスケット1.5対、ﾊﾝﾄﾞｺﾞｰﾙ

2007年3月 東京都 目黒区碑小学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、肋木、

備品

2007年3月 岐阜県 谷汲小学校 壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2007年3月 静岡県 浜松南部中学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2007年2月 愛知県 稲沢東小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、肋木、備品

2007年2月 愛知県 阿久比英比小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 2.5対、壁面固定式バスケット

0.5対、床金具、防球ネット、肋木

2007年2月 愛知県 岡崎岩津中学校 吊下式バスケット 1対、防球ネット、床金具

2007年2月 愛知県 岡崎梅園小学校 吊下式バスケット 1対、防球ネット、床金具

2007年2月 愛知県 名古屋吉根小学校
吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、防球ネット、床金具、肋木、備品、

吊縄

2007年2月 愛知県 春日井出川小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具、備品

2007年1月 福井県 今庄小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定式バスケット2対、床金具、肋木

2007年1月 滋賀県 立命館大学
壁面固定折畳式バスケット 2対、壁面固定式バスケット1対、防球ネット、床金具、備

品

2007年1月 長野県 箕輪北小学校
吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 2.5対、床金具、防球ネット、備

品

2007年1月 岐阜県 明智小学校 吊下式バスケット 1対、壁面固定折畳式バスケット 2対、防球ネット、床金具

2006年12月 三重県 桑名看護学校 吊下式バスケット 0.5対、壁面固定折畳式バスケット 0.5対、床金具

2006年12月 福井県 鯖江町民体育館 壁面固定折畳式バスケット 1対

2006年11月 愛知県 淑徳大学 壁面固定折畳式バスケット 1対、床金具

2006年10月 奈良県 大和広陵高校 壁面固定折畳式バスケット 1対、防球ネット、床金具、備品


