
施工業者 現場名 施主 設計 Ｐｃa版商品名 納品時期

東急建設㈱ 千代田区三番町26計画新築工事 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱ 東急建設㈱ FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2023年1月

鹿島建設㈱ 鶴見研修ｾﾝﾀｰ新築工事 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ ｽｰﾊﾟｰKHｽﾗﾌﾞ 2022年2月

㈱熊谷組 阪急塚口駅前建替計画解体・新築工事 野村不動産㈱ ㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2021年9月

㈱熊谷組 兵庫県西宮市花園町計画
三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱・JR西日本
不動産開発㈱

㈱熊谷組 FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2021年8月

松井建設㈱ 日野病院建替新築工事 医療法人徳洲会 松井建設㈱ ｵﾑﾆｱ板 2021年7月

㈱大林組 上杉2丁目計画新築工事 住友不動産㈱ ㈱大林組 ｶｲｻﾞｰﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2020年10月

㈱熊谷組 横浜市神奈川区新子安一丁目24番計画 住友不動産㈱ ㈱熊谷組 ｶｲｻﾞｰｽﾗﾌﾞ 2020年9月

清水建設㈱ 宜野湾ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ計画 * 清水建設㈱ ｶｲｻﾞｰｽﾗﾌﾞ 2020年6月

三井住友建設㈱ 柏市柏四丁目10計画 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱ 三井住友建設㈱ ｽｰﾊﾟｰKHｽﾗﾌﾞ 2020年6月

㈱竹中工務店 山九北九州独身寮 ㈱山九 ㈱竹中工務店 FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2020年2月

㈱熊谷組 メゾン三田建替え計画
三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱・旭化成不動産
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱

㈱熊谷組 FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2019年12月

㈱ﾌｼﾞﾀ
本厚木駅南口地区第一種市街地再開
発事業施設建築物

本厚木駅南口地区市街地再開発組
合 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱ ㈱ﾌｰｼﾞｬｰｽ
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2019年11月

大豊建設㈱ あざみ野二丁目計画 東急不動産㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶｲｻﾞｰｽﾗﾌﾞ 2019年8月

東急建設㈱ ﾌｧﾅｯｸ㈱第19・20社宅建設工事 ﾌｧﾅｯｸ㈱ 東急建設㈱ ｵﾑﾆｱﾎﾞｲﾄﾞ 2019年6月

㈱鴻池組 ﾜｺｰﾚ新町計画新築工事 和田興産㈱ ㈱IAO竹田設計 FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2019年6月

飛島建設㈱ 中野区新井5丁目PRJ 大和ﾊｳｽ工業㈱ 浅井謙建築研究所㈱ ｶｲｻﾞｰﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2019年5月

セルボン使用実績表（ハーフＰｃa板）
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㈱ﾌｼﾞﾀ
大阪市北区東天満二丁目集合住宅新
築計画

阪急不動産㈱ ㈱ﾌｼﾞﾀ FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2019年4月

ｽﾀｰﾂCAM㈱
流山おおたかの森駅前市有地活用事業
集合住宅棟新築工事

*
ｽﾀｰﾂCAM㈱ｽﾀｰﾂ免制
震構造研究所

FSｽﾗﾌﾞ 2018年11月

㈱淺沼組 日本銀行福岡支店荒戸家族寮新築工事 * ㈱日立建設設計 FR板 2018年9月

西武建設㈱ 川越市新富町一丁目計画 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱
㈱ｴﾉｱ総合計画事務所
西武建設㈱

ｽｰﾊﾟｰKHｽﾗﾌﾞ 2018年5月

東急建設㈱ 晴海五丁目西地区5-3街区

三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱・ｴﾇ･ﾃｨ･
ﾃｨ都市開発㈱・新日鉄興和不動産
㈱・住友商事㈱・住友不動産㈱・大和
ﾊｳｽ工業㈱・東急不動産㈱・東京建
物㈱・野村不動産㈱・三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞ
ﾝｽ㈱

㈱日建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ｶｲｻﾞｰｽﾗﾌﾞ 2018年4月

高松建設㈱ HOTEL BAY GULLS新築工事 * 高松建設㈱ FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2018年3月

ｼﾞｪｸﾄ㈱ 上小田中5丁目MSﾏﾝｼｮﾝ新築工事 * ｼﾞｪｸﾄ㈱ ｶｲｻﾞｰｽﾗﾌﾞ 2018年2月

㈱ﾌｼﾞﾀ 福岡市中央区長浜2丁目計画 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱・西日本鉄道㈱ ㈱ﾌｼﾞﾀ ｽｰﾊﾟｰKHﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2018年2月

東急建設㈱ 千代田区神田須田町１丁目計画 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱ ㈱ｱﾄﾘｴｼｰﾌﾟ設計事務所 ｽｰﾊﾟｰKHｽﾗﾌﾞ 2017年10月

前田建設工業㈱ 九段北４丁目計画新築工事 住友不動産㈱ 前田建設工業㈱ ｽﾊﾟﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ 2017年10月

大豊建設㈱ 駒澤大学計画新築工事 住友不動産㈱ 大豊建設㈱ FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2017年10月

㈱大林組 太白区あすと長町一丁目計画新築工事 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱ ㈱大林組 ｶｲｻﾞｰｽﾗﾌﾞ 2017年10月

㈱熊谷組 横浜市戸塚区上倉田町計画 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱ ㈱熊谷組 ｶｲｻﾞｰｽﾗﾌﾞ 2017年6月

㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 中央区日本橋大伝馬町13計画 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱・大栄不動産㈱ ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｶｲｻﾞｰｽﾗﾌﾞ 2017年5月
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不二建設㈱ 江東区扇橋2丁目計画 阪急不動産㈱ ㈱INA新建築研究所 FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2016年11月

三井住友建設（株） 茅ヶ崎市赤松町計画
野村不動産㈱・関電不動産開発㈱・
ﾊﾟﾅﾎｰﾑ㈱

㈱IAO竹田設計 ｵﾑﾆｱ板 2016年9月

㈱鴻池組 柏の葉１５４街区計画 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱ ㈱鴻池組 ｶｲｻﾞｰｽﾗﾌﾞ 2016年9月

㈱大林組 あすと長町中央公園新築工事 野村不動産㈱・㈱ﾜｰﾙﾄﾞｱｲｼﾃｨ ㈱創建設計 ｶｲｻﾞｰﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2016年7月

㈱大林組 柏木一丁目計画新築工事
三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱・三菱地所
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱・㈱錢高組

㈱大林組 ｶｲｻﾞｰﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2016年2月

鹿島建設㈱ 豊橋駅前大通三丁目地区整備事業 中部ガス不動産㈱ ㈱青島設計 FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2015年12月

㈱鴻池組 世田谷区豪徳寺２丁目計画 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱ ㈱鴻池組 ｶｲｻﾞｰﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2015年8月

戸田建設㈱ 大垣駅南街区再開発ﾋﾞﾙ新築工事 大垣駅南街区市街地再開発組合
㈱車戸建築事務所
戸田建設㈱

FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2015年8月

㈱大林組 ﾌﾟﾗｳﾄﾞ鹿野三丁目新築工事 野村不動産㈱ ㈱大林組 ｶｲｻﾞｰﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2014年11月

東急建設㈱ ｸﾞｯﾄﾞﾀｲﾑﾘﾋﾞﾝｸﾞ ｾﾝﾀｰ南PJ新築工事 ｵﾘｯｸｽ不動産㈱ ㈱東急設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ FSｽﾗﾌﾞ・FSﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2014年9月

㈱大林組 板橋区小豆沢１丁目計画東敷地 住友不動産(株) ㈱大林組 FSｽﾗﾌﾞ 2014年4月

㈱大林組 板橋区小豆沢１丁目計画西敷地 住友不動産(株) ㈱大林組 ｶｲｻﾞｰｽﾗﾌﾞ 2014年4月

東亜建設工業㈱ 上鷺宮3丁目PJ 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱ ㈱三菱地所設計 KHｽﾗﾌﾞ 2014年4月

前田建設工業㈱ 赤坂３丁目計画 三井不動産㈱ 前田建設工業㈱ FSｽﾗﾌﾞ 2014年1月

鹿島建設㈱ 平針３丁目計画 野村不動産㈱ 鹿島建設㈱ FR板 2013年12月

㈱大林組 千代田区三番町計画 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱ ㈱大林組 ｶｲｻﾞｰﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ 2013年9月
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前田建設工業㈱ 江東区南砂２丁目計画 三井不動産㈱ 前田建設工業㈱ FR板 2013年9月

前田建設工業㈱ 品川区東五反田１丁目計画 三菱地所ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱ 前田建設工業㈱ FSｽﾗﾌﾞ 2013年1月

鹿島建設㈱ ﾌﾟﾗｳﾄﾞ金山 野村不動産㈱ 鹿島建設㈱ ｽｰﾊﾟｰKHｽﾗﾌﾞ 2011年2月


