【 平成２５年度 】
名

称

日本工学院専門学校 蒲田 ３号館多目的スタジオ
日本工学院専門学校 八王子 デジタルオープンスタジオ

日本工学院専門学校 蒲田 コンサートイベント科

きらり鎌ヶ谷市民会館 きらりホール
横浜市都筑公会堂
山脇学園 山脇ホール
東宝舞台 岩槻製作所「レ・ミゼラブル」
香取市佐原文化会館
ジェイキッズスタジオ
テレビ朝日 ＥＸシアター
山形市民会館
ＡＫＩＢＡカルチャーズ劇場
聖霊女子短期大学付属中学校・高等学校
世田谷パブリックシアター
ＪＡ東京あおば石神井支店
山田町中央公民館
日本工学院専門学校 八王子 デジタルオープンスタジオ

水城高等学校 講堂
帝国劇場「レ・ミゼラブル」
アイアシアタートーキョー
帝国劇場「ドリームボーイＪＥＴ」
日本工学院専門学校 八王子 声優・俳優科
Ｚｅｐｐ Ｎａｇｏｙａ
日本工学院専門学校 八王子 コンサートイベント科

東京大学教育学部付属中等教育学校 体育館
帝国劇場「ジャニーズワールド２０１３」
東宝舞台 岩槻製作所「２０１３レコード大賞」

東宝舞台 岩槻製作所「東京芸術劇場」
東宝舞台 岩槻製作所「リゴレット」
埼玉テレビ １０４スタジオ
日本工学院専門学校 蒲田 ８号館スタジオ
インタースタジオ ３スタジオ
習志野文化ホール
博多座「レ・ミゼラブル」
日本工学院専門学校 八王子 第２テレビスタジオ

中日劇場「レ・ミゼラブル」
帝国劇場「ＳＨＯＣＫ２０１４」
フェスティバルホール「レ・ミゼラブル」
アメリカ大使館
新国立劇場「ナブッコ」
東宝舞台 岩槻製作所「アポロ」
行徳文化ホールＩ＆Ｉ
鎌田記念ホール
東宝スタジオ「レ・ミゼラブル」
ＮＭＢ４８ 専用劇場舞台
多摩美術大学 上野毛校舎
ホテルニューオータニ 芙蓉の間
船橋市文化創造館
横浜ベイシェラトンホテル＆タワー大宴会場
多摩美術大学 八王子キャンパス レクチャーホール(Ａ)

水と緑と祭りの広場

屋外ステージ

所在地
東京都
東京都
東京都
千葉県
神奈川県
東京都
埼玉県
千葉県
長野県
東京都
山形県
東京都
秋田県
東京都
東京都
岩手県
東京都
茨城県
東京都
東京都
東京都
東京都
愛知県
東京都
東京都
東京都
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
東京都
神奈川県
千葉県
福岡県
東京都
愛知県
東京都
大阪府
東京都
東京都
埼玉県
千葉県
宮城県
東京都
大阪府
東京都
東京都
千葉県
神奈川県
東京都
茨城県

工 事 内 容
スタジオ設備工事
ＬＥＤ照明器具
照明機器
舞台機構吊物設備工事
舞台機構改修工事
舞台機構吊物設備工事
舞台装置改修工事
舞台吊物設備改修工事
吊物照明設備工事
照明設備工事
舞台吊物ワイヤー改修・保守工事
調光ユニット
舞台吊物改修設備
舞台照明設備(ケーブルリール制御盤)改修工事

ショーウインドウ吊物設備
舞台吊物改修工事
ワイヤーロープ交換工事
吊物設備改修工事
舞台装置仕込みバラシ工事
舞台吊物設備修繕及び調光設備工事
舞台装置製作及び仕込みバラシ工事
調光卓新設
舞台装置設備工事
ＬＥＤ照明器具
舞台吊物設備工事
舞台装置設置工事
舞台装置仕込みバラシ工事
舞台装置設置工事
道具フレーム他製作
調光設備改修電気工事
舞台照明バトン更新工事
スタジオ改修工事
制御盤内部品及び操作盤部品交換
舞台装置仕込みバラシ工事
ワイヤーロープ交換工事
舞台装置仕込みバラシ工事
舞台装置設置工事
舞台装置仕込みバラシ工事
スタジオ照明設備更新工事
リフター・作り台車他製作
道具フレーム製作
舞台吊物設備工事
ワイヤーロープ交換工事
舞台装置仕込みバラシ工事
ＬＥＤ９面交換工事
スタジオ改修工事
吊物設備改修工事
舞台吊物ワイヤーロープ交換工事
吊物バトン交換工事
舞台設備改修工事
吊物設備工事

Stage System Co,Ltd.

【 平成２４年度 】
名 称
渋谷区アイアシアター
ＳＫＥ４８専用劇場
香取市小見川市民センター
帝国劇場「ミスサイゴン２０１２」
武川コミュニティセンター
帝劇「ジャニーズワールド」
市川市立第四中学校
ホテルニューオータニ
東京国際フォーラム(23) ホールＣＤ７
代官山月島スタジオ
笠間市民体育館
松村電機ショールーム
板橋区立板橋第一小学校
吉岡町文化センター
科学技術館サイエンスホール
ムラカミ新千葉事務所
新国立劇場「ルドルフ」
慶應義塾新一貫教育校
Ｚｅｐｐ Ｓａｐｐｏｒｏ
牛久市立中根小学校
軽井沢風越カーリングホール
歌舞伎座新築工事
長井市民文化会館
「ローエングリン」
山形市民会館大ホール
長野女子高等学校
イオンモールつくば
テレビ宮崎テレビスタジオ
草加病院新医療Ｃ
帝劇「ショック」
帝劇「ドリームボーイ」
Ｚｅｐｐ Ｔｏｋｙｏ
東京佐川急便㈱東京本社ホール
都立板橋学園特別支援学校
イマジカＬＥＤ導入工事
テレビ大阪第1スタジオ
Ｚｅｐｐ Ｆｕｋｕｏｋａ
静岡朝日テレビ
スタジオギア Ｂスタジオ
テレビ新広島スタジオ
霊波之光教会RHKホール
㈱武蔵野銀行事務センター
長岡造形大学
(学)平田学園国府台女子学院
三越劇場

所在地
東京都
愛知県
千葉県
東京都
山梨県
東京都
千葉県
東京都
東京都
東京都
茨城県
埼玉県
東京都
山梨県
東京都
千葉県
東京都
東京都
北海道
茨城県
神奈川
東京都
山形県
東京都
山形県
長野県
茨城県
宮崎県
埼玉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
大阪府
福岡県
静岡県
東京都
広島県
東京都
東京都
新潟県
千葉県
東京都

工 事 内 容
劇場及び照明設備改修工事
劇場改修工事９面舞台迫製作及び取付
舞台設備工事
フレーム製作
電気設備工事（舞台照明・舞台機構）
道具フレーム・昇降マシン製作・仕込み
舞台設備工事
吊物設備制御盤及び操作盤交換工事
舞台照明設備改修工事
設備工事
吊物設備工事
演出装置改修工事
舞台吊物設備工事
舞台機構改修工事
舞台改修工事
プッシュフル換気フード昇降装置工事
電動演出装置・道具改造・製作
吊物設備工事
電動巻上減速機美術バトン制御盤部品交換工事

舞台吊物設備工事
バトン工事
フラット電動昇降装置・制御盤他工事
第２天井・正面反射板電動昇降装置
各フレーム製作
吊物設備工事
舞台吊物設備・照明設備工事
吊物バトン設備工事
ワイヤロープ交換工事
舞台機構・スクリーン張込
アルミ引枠
各種フレーム等製作
電動巻上減速機制御盤ホリゾント修理交換工事

電動スクリーン及び吊物バトン取付工事
昇降マシン製作
昇降設備経年交換部品更新工事
ワイヤーロープ交換工事
電動巻上減速機オイル制御盤交換工事
バック幕交換工事
スカイフレーム工事
吊物設備ワイヤ交換工事
スクリーン交換工事
電動ロールスクリーン工事
スタジオ吊物設備修繕工事
新築工事緞帳用電動捲上機
緞帳用モーター交換工事

Stage System Co,Ltd.

【 平成２３年度 】
名 称
ホークスタウン ＨＫＴ４８シアター
Ｚｅｐｐ Ｎａｍｂａ
Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ Ｔｏｋｙｏ
大田区総合体育館

所在地
福岡県
大阪府
東京都
東京都
学校法人 片柳学園 東京工科大学 蒲田キャンパスB1Fスタジオ
東京都
学校法人 片柳学園 東京工科大学 蒲田キャンパス新3号館
東京都
東部地域振興 ふれあい拠点施設
千葉県
東京戸田記念講堂
東京都
六郷幼稚園
東京都
都立武蔵村山高等学校
東京都
学校法人 片柳学園 東京工科大学 片柳記念ホール
東京都
学校法人 明倫学園 横浜清風高校
神奈川県
サンリオピューロランド フェアリーランドシアター 東京都
オートグラフ 新スタジオ
東京都
科学技術館 サイエンスホール
東京都
小野田文化会館
宮城県
ホークスタウン ＨＫＴ４８シアター
福岡県
都立小金井地区科学技術高等学校 アリーナ・サイエンス
東京都
国立科学博物館
東京都
日産グローバル本社 10Ｆ ＮＧＭＣスタジオ 東京都
大崎ソニービル
東京都
ホテルニューオータニ 鶴の間・芙蓉の間
東京都
大正大学 新３号館
東京都
岩出山文化会館
宮城県
都立日比谷高等学校 体育館
東京都
日本大学商学部 砧キャンパス
東京都
自治医大学
茨城県
帝国劇場「ドリームボーイ2011.8公演」
東京都
茨城県立カシマサッカースタジアム
茨城県
東京大学 伊藤国際学術研究センター
東京都
大田区総合体育館
東京都
日本大学生涯工学部
東京都
常陽芸文センター
茨城県
ＮＭＢ４８シアター
大阪府
南部町文化ホール
山梨県
ＨＫＴ４８シアター
福岡県
横浜ベイシェラトンホテル
神奈川県
ホテルニューオータニ 鶴の間
東京都
ホークスタウン ＨＫＴ４８シアター
福岡県
東京家政大学 板橋キャンパス
東京都
「滝沢革命」
東京都
山梨図書館
山梨県
レコード大賞２０１１
東京都
東京戸田記念講堂
東京都
上福岡西公民館
埼玉県
佐倉コミュニティセンター
千葉県
帝国劇場「ショック２０１２」
東京都
鳳凰衛視有限公司スタジオ（フェニックスＴＶ）
東京都

工 事 内 容
12面舞台迫工事・照明配線工事
舞台吊物設備工事・幕設備工事
舞台吊物設備工事・幕設備工事
吊物設備工事
照明設備工事
吊物設備工事
舞台機構設備工事
吊物設備工事
舞台機構設備工事・幕設備工事
吊物設備資材及び取付工事
吊物昇降装置ワイヤースリーブ交換
吊物設備工事
吊物設備改修工事
吊物設備工事
舞台改修工事
舞台吊物設備 復旧工事
迫上げターンテーブル製作及び設置
舞台吊物設備工事
特殊吊物機構 骨格標本電動懸垂装置
レール工事
ＡＶ設備工事
改善工事
教育研究棟 スタジオ照明設備工事
舞台吊物設備工事 復旧工事
舞台装置工事
舞台吊物設備工事
吊物設備工事
演出昇降装置フレーム製作及び設置
吊物設備工事
吊物設備工事
防球ネット用昇降装置 吊物設備工事
舞台吊物ワイヤー交換・天井反射板・緞帳解体工事

正板フレームワイヤー交換
制御操作改修工事
吊物設備改修工事
LED取付作業及び電気工事
シーケンサー及び制御部品交換
吊物設備工事
カメラブーン 追加工事
舞台機構工事
演出装置製作及び設置
吊物設備工事
階段フレーム製作
照明バトン設置工事
吊物設備改修工事
舞台吊物設備補修工事・ワイヤー交換
演出装置製作及び設置
グリッドパイプ工事
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【 平成２２年度 】
名

称

工 事 内 容
吊物設備追加工事･照明設備追加工事
9面舞台迫工事･照明配線工事･制御操作系工事
YES NAMBA B1 BASE よしもと NMB48シアター
109四谷スタジオ
スタジオ昇降設備工事
秋田キャッスルホテル 宴会場
吊物設備改修工事
八戸観光交流施設
吊物設備製作
(学)拓殖大学 八王子キャンパス 工学部撮影室
スタジオ設備工事
ＴＢＳ Ａスタジオ
照明設備更新工事
日本テレビ Ｇスタジオ
スタジオ調光設備工事
長生村 文化会館
舞台吊物設備ワイヤー交換工事
稲敷市立 新利根中学校
舞台吊物設備工事
都立小金井高等学校 サイエンスホール
舞台機構設備工事
国立科学博物館
特殊吊物機構骨格標本電動懸垂装置
多摩美術大学 八王子キャンパス メディア TAU レクチャーホール
設備修繕工事
10歴史と民俗の博物館
吊物設備工事
(学)大東文化学園 大東文化幼稚園
舞台吊物設備工事
活動支援センター
固定バトン取付工事
ホテル プラザイン水沢
岩手県 吊物設備工事
大型レジャー施設
千葉県 装飾照明昇降設備工事
(学)平塚学園 松風幼稚園
神奈川県 舞台機構設備工事
ゲストハウス ラヴァンセーヌ 結婚式場
静岡県 吊物設備工事
足立区立亀田小学校
東京都 舞台吊物設備補修工事
東映 東京撮影所 デジタルセンター
東京都 ＡＶシステム設備工事
東映 東京撮影所 Ｖ1スタジオ
東京都 電動巻上機交換工事
ＦＯＸインターナショナル チャンネルズ
東京都 スタジオ設備工事
宇田川邸
東京都 物品演出用リフト設置工事
ニットー パームスタジオ
東京都 吊物設備改修工事･電動配管配線工事
甲斐市立竜王中学校
山梨県 舞台照明設備工事
ローランド サラウンドホール
静岡県 吊物設備改修工事･
ローランド リファレンスホール
静岡県 スクリーン取付工事
沖縄ＩＴワークプラザ ＩＴスタジオ
沖縄県 吊物設備ワイヤー交換工事
グリーン サラウンドシティ
神奈川県 ホール スクリーン工事
ホテル日航 日立 宴会場
茨城県 吊物昇降装置改修工事
(学)片柳学園 東京工科大学 蒲田ｷｬﾝﾊﾟｽ 新3号館 大講義室

所在地
東京都
大阪府
東京都
秋田県
青森県
東京都
東京都
東京都
千葉県
茨城県
東京都
東京都
東京都
埼玉県
東京都
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【 平成２１年度 】
名

称

所在地
東京都
八王子キャンパス スタジオ２
東京都
(学)片柳学園 日本工学院専門学校 八王子キャンパス 片柳ホール
東京都
東映 東京撮影所 新スタジオ
東京都
三越劇場 日本橋三越 ６Ｆ
東京都
Ｚｅｐｐ Ｏｓａｋａ（ライブハウス）
大阪府
Ｚｅｐｐ Ｔｏｋｙｏ（ライブハウス）
東京都
(学)玉川学園 玉川大学
東京都
(学)芝学園 芝中学 高等学校
東京都
ICU国際基督教大学 ﾃﾞｨｯﾌｪﾝﾄﾞﾙﾌｧｰ記念館
東京都
南相馬市市立図書館
福島県
三田中学校
東京都
日本赤十字社 １Ｆ･６Ｆ
東京都
睦沢ゆうあい館
千葉県
昭和学院 メモリアルホール
千葉県
(学)郁文館夢学園
東京都
印西市体育館
千葉県
東京ベイ幕張ホール
千葉県
エビス３０３スタジオ
東京都
日本大学 芸術学部
東京都
箱根 湯本 富士屋ホテル
神奈川県
関東管区 警察学校
東京都
NAF PROJECT CLUB CAMP FOSTER
沖縄県
日比谷 シアタークリエ 「ニューブレイン」 東京都
大型レジャー施設
千葉県
帝国劇場「ドリームボーイ」
東京都
帝国劇場「レ･ミゼラブル」
東京都
帝国劇場「新春 滝沢革命」
東京都
帝国劇場「ショック２０１０」
東京都
帝国劇場「魔笛」
東京都
帝国劇場「レコード大賞」
東京都
響ヶ丘キングスウェル音楽ホール
山梨県
東京大学 工学部 ２号館 スタジオ
東京都
(学)片柳学園 日本工学院専門学校 蒲田ｷｬﾝﾊﾟｽ 大講義室

工 事 内 容
照明設備工事･吊物設備工事
スタジオ吊物設備･ワイヤー交換工事
舞台照明設備更新工事
スタジオ吊物設備工事
舞台吊物設備改修工事
吊物設備･ワイヤー交換工事
吊物設備･ワイヤー交換工事
舞台幕用設備工事
舞台吊物設備工事
舞台幕用設備工事
吊物設備工事
舞台機構吊物設備工事
吊バトン及び背景設備工事
舞台吊物設備工事
舞台機構吊物設備工事
舞台機構吊物設備工事
バトン吊物機構設備工事
バトン吊物機構設備工事
コンセント交換工事･器具改修工事
ホール調光設備工事･電気工事
吊物設備工事
緞帳･設備工事
電動チェーンブロック用制御操作盤･アルミトラス用部品

舞台フレーム製作設備工事
カーフレーム製作
舞台フレーム製作設備工事
舞台装置製作･取付工事
舞台装置製作･取付工事
舞台装置取付工事
アルミフレーム製作
手摺製作
舞台吊物設備工事
電動モートルブロック取付工事
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【 平成２０年度 】
名

称

所在地
八王子高等学校
東京都
昭和学院中学･高等学校
千葉県
大月市立 猿橋小学校
山梨県
小美玉市 生涯学習センター「コスモス」
茨城県
ホテル イースト２１ 宴会場
東京都
ホテル メトロポリタン山形 宴会場
山形県
帝国劇場「ミス･サイゴン」
東京都
帝国劇場「魔弾の射手」
東京都
帝国劇場「海渡れ」
東京都
マッスルミュージカル「マッスル2008夏」
東京都
新国立劇場「トゥーランドット」
東京都
東映 Ｖ－１ Ｖ－２ スタジオ
東京都
(学)和光学園 和光中学･高等学校 体育館
東京都
(学)大乗淑徳学園 淑徳小学校 体育館
東京都
(学)高木学園女子高等学校
神奈川県
(学)山崎学園 富士見高等学校 講堂
神奈川県
大型レジャー施設
千葉県
(学)白百合学園 盛岡白百合学園 記念講堂
岩手県
ＧＯ－ＳＥＥＳスタジオ
東京都
聖徳大学 1号館
千葉県
Ｚｅｐｐ Ｆｕｋｕｏｋａ（ライヴハウス）
福岡県
(学)花田学園 東京有明医療大学
東京都
いすゞ自動車
東京都
ホンダ自動車 小川町
東京都
箱根 湯本富士屋ホテル
神奈川県
日本工学院専門学校八王子校 デジタルオープンスタジオ
東京都
秋田大学 ６０周年記念ホール（教育3号館 大講義室）
秋田県
関電工 本社１階プレゼンテーションルーム
東京都
東雲スタジオ Ａ･Ｂ･Ｃスタジオ
東京都
世界貿易センタービル
東京都
日産Ｈ７００ Ｄ１棟
神奈川県
ＴＢＳ Bスタジオ
東京都
シアターV赤坂
東京都
共済ホール
北海道
クレヨン
東京都
帝国劇場「レコード大賞」
東京都
帝国劇場「新春 滝沢革命」
東京都
帝国劇場「ＳＨＯＣＫ」
東京都
東京文化会館「トラビアータ」
東京都

工 事 内 容
舞台吊物装置設備工事
舞台吊物装置設備工事
舞台吊物装置設備工事
舞台吊物装置設備工事
吊物設備改修工事
吊物設備改修工事
公演用 舞台装置
公演用 舞台装置
公演用 舞台装置
公演用 舞台装置
公演用 舞台装置
スタジオ吊物設備工事
吊物設備工事
舞台吊物設備工事
緞帳･幕及び取付工事
音響設備改修工事
カーフレーム製作
舞台吊物設備改修工事
スタジオ吊物装置設備工事
舞台照明吊物装置設備工事
ワイヤーロープ交換工事
吊物装置設備工事
吊物装置設備工事
吊物･電動スクリーン設備工事
吊物装置設備工事
吊物設備･ワイヤー交換工事
吊物設備改修工事
プロジェクター昇降装置他設備工事
吊物装置設備工事
ＡＶ設備工事
展示照明吊物設備改装工事
調光装置改修工事
舞台照明設備改修工事
照明バトン吊物設備工事
手動美術バトン設備工事
公演用 舞台吊物設備工事
公演用 舞台吊物設備工事
公演用 舞台吊物設備工事
公演用 舞台吊物設備工事
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【 平成１９年度 】
名 称
群馬美容専門学校 トータルビューティー棟
三越劇場
静岡 朝日テレビ
ザ･プリンス箱根
拓殖大学 八王子キャンパス 体育館
テレビ新広島 新館 第4スタジオ
千葉中央第六地区再開発事業 多目的アリーナ
長南中学校
千葉工業大学津田沼校舎新１号棟
千葉市立千葉高等学校
墨田区立梅若小学校
都立足立養護学校
八重洲富士屋ホテル
甲府富士屋ホテル
某ホテル宴会場
調布文化会館
ホテルイースト21東京 イベントホール
新国立劇場｢カルメン｣
新国立劇場｢タンホイザー｣
新国立劇場｢薔薇の騎士」
帝国劇場｢レ･ミゼラブル｣
帝国劇場｢イーストウィックの魔女達｣他
帝国劇場 ジャニーズ ｢ドリームボーイ｣
帝国劇場 ジャニーズ ｢ショック｣
マッスル ミュージカル
大型レジャー施設
インタースタジオ
フレッグ恵比寿 アメリカ橋スタジオ
中目黒スタジオ
ＧＯ－ＳＥＥＳスタジオ
日産ＮＴＣ Ｅプロジェクト
汐留 Ｉ－２プロジェクト
代々木２丁目プロジェクト
高木学園 女子高等学校
神田女学園 校舎建替工事
和光 並木通り 新築工事
東雲クローススタジオ
千葉市松が丘公民館
東京家政大学 小講堂

所在地
群馬県
東京都
静岡県
神奈川県
東京都
広島県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
山梨県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
千葉県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
千葉県
東京都

工 事 内 容
吊物昇降装置設備工事
ワイヤー及びケーブル交換工事
ワイヤーロープ交換工事
吊物昇降装置設備工事
緞帳改修吊物設備工事
吊物昇降装置設備工事
舞台吊物装置設備工事･幕類工事
開閉扉工事
大教室 吊物機構設備工事･床機構設備工事
舞台吊物装置設備工事
舞台吊物装置設備工事
舞台吊物装置設備工事
吊物設備改修工事
吊物設備ワイヤー交換工事
吊物設備工事
ワイヤーロープ交換工事
ワイヤーロープ交換工事
公演用 舞台装置
公演用 舞台装置
公演用 舞台装置
公演用 舞台装置
公演用 舞台装置
公演用 舞台装置
公演用 舞台装置
公演用 舞台装置
カーフレーム製作
スタジオ吊物設備改修工事
スタジオ吊物設備工事
スタジオ吊物設備工事
スタジオ吊物物設備工事
吊物設備工事
吊物設備工事
吊物設備工事
舞台吊物装置設備工事
舞台吊物装置設備工事
昇降バトン吊物装置設備工事
スタジオ吊物設備工事
舞台吊物装置設備工事
舞台吊物装置設備工事
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【 平成１８年度 】
名 称
ＮＤＣ東雲スタジオ
テレビ大阪株式会社ニューススタジオ
Ｚｅｐｐ Ｏｓａｋａ（ライブハウス）
ＫＳ ＰＬＡＮ (河口湖笑園)
ＳＨＩＢＵＹＡ－ＡＸ（ライブハウス）
新芝浦開発プロジェクト 大会議場
セネガル国営放送
すんぷ夢ひろば
山形市民会館
国立新美術館
赤坂プリンスホテル 五色の間
苗場プリンスホテル
多摩美術大学 八王子キャンパス
東京プリンスガーデンアイランド
幡ヶ谷区民施設総合改修工事
いすみ市大原文化センター
ボートピア習志野
長南中学校
日本武道館
池袋サンシャイン６０噴水広場
日東紡績株式会社千葉工場

所在地
東京都
大阪府
大阪府
山梨県
東京都
東京都
セネガル
静岡県
山形県
東京都
東京都
新潟県
東京都
東京都
東京都
千葉県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
日本工学院専門学校 デジタルオープンスタジオ 東京都
帝国劇場「ダンス･オブ･ヴァンパイア」
東京都
帝国劇場「マリーアントワネット」
東京都
帝国劇場
東京都
新国立劇場「ドンカルロ」
東京都
新国立劇場「日本レコード大賞」
東京都
昭和音楽大学
東京都
大崎市岩出山文化会館
宮城県
大塚ホワイトチャペル
東京都
トーセイ株式会社高井戸スタジオ
東京都
文化放送ビル
東京都
日産テクニカルセンター Ｐプロジェクト
神奈川県
富士ソフトＡＢＣ秋葉原ビル
東京都
東京芸術大学 映像研究科
神奈川県
株式会社シナジー
東京都

工 事 内 容
スタジオ設備工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊物制御盤内部 部品交換
吊物昇降装置設備工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊物昇降装置設備工事
吊物設備改修 及び 吊ワイヤーロープ交換工事

吊物昇降装置設備工事
吊物設備改修工事
吊物昇降装置設備工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊物昇降装置設備工事
電動美術バトン吊物設備工事
吊物及び照明装置設備工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設備工事
吊ワイヤーロープ交換工事
美術バトン改修工事
昇降式天井架台及び吊物設備改修工事
吊ワイヤーロープ交換工事
舞台床フレーム
ルントフレーム他
フレーム一式
フレーム一式
螺旋階段
スチールデッキ製作･取付工事
吊物昇降設備改修工事
プラズマテレビ偏角収納装置
グリット及び吊物昇降装置設備工事
舞台装置及びプロジェクター取付工事
吊バトン･固定バトン工事
スクリーンバトン工事
マルチ波形モニター
カードシール貼付治具
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【 平成１７年度 】
名 称
山梨文化会館改修工事
北鎌倉女子学園 講堂
八方園
国際基督教大学 Ｄ記念館
キルギス共和国 国営放送番組制作機材整備
山形市民会館 大ホール
幕張プリンスホテル
西東京市立明保中学校 体育館

所在地
山梨県
神奈川県
東京都
東京都
キルギス共和国

山形県
千葉県
東京都

パキスタン･イスラム共和国 アラマイクバル放送大学教育設備改善計画 ﾊﾟｷｽﾀﾝ･ｲｽﾗﾑ共和国

セネガル国営放送(ＲＴＳ)テレビ
多摩美術大学 上野毛キャンパス
テレビ大阪株式会社 ニューススタジオ
Ｚｅｐｐ Ｏｓａｋａ（ライブハウス）
市立横須賀総合高等学校
千葉市総合スポーツ公園
佐倉市西志津ふれあいセンター
いすみ市大原文化センター
日本工学院八王子専門学校 ８号館
日本工学院専門学校 ３号館 テレビスタジオ
帝国劇場
梅田芸術劇場「ドリームボーイ」
帝国劇場「ドリームボーイ」
帝国劇場「レ･ミゼラブル」
博多座「イーストウィックの魔女たち」
新国立劇場 中劇場「日本レコード大賞」
テアトル銀座
韓国エバーランド ショーセット工事
トステム
千代田公会堂
天心聖教聖堂 建替工事
東京藝術大学
仙行寺総合文化会館 東館
愛知万博ＥＸＰＯドーム
株式会社アバコ撮影スタジオ 宮前第2ｽﾀｼﾞｵ
株式会社アバコ撮影スタジオ 鷺沼スタジオ
株式会社アバコ撮影スタジオ 鷺沼スタジオ
有限会社インタースタジオ
株式会社シナジー

セネガル
東京都
大阪府
大阪府
神奈川県
千葉県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
大阪府
東京都
東京都
福岡県
東京都
東京都
韓国
埼玉県
東京都
東京都
東京都
東京都
愛知県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
東京都
川口1丁目1番地第一種市街地再開発事業 施設建設工事
埼玉県
日産ＮＴＣ Ｐプロジェクト新築工事
神奈川県
大崎小中一貫校
東京都
小田原駅ビル新築工事
神奈川県
新中央図書館 映像･情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 建設工事 埼玉県
ＭＡＧＮｅｔ－ＳＴＵＤＩＯ
東京都
美浦村中央公民館 大ホール改修
茨城県

工 事 内 容
吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設備工事
照明設備改修工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊物昇降装置設備
吊物制御盤操作盤改修工事
スクリーン交換工事
吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設備
吊物昇降装置設備工事
舞台幕地交換工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊物制御盤内部･部品交換工事
中割幕設備工事
吊物バトン電動昇降装置設備工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊物昇降装置設備及照明設備改修工事
滑車交換工事
公演設備工事
公演設備工事
バリケード設置工事
公演設備工事
設備工事
回転台製作
機械設備取付工事
暗幕吊下用バトン取付工事
プロセニアムライト設備工事
吊物昇降装置設備工事
スパイダーボックス他納品
吊物昇降装置設備工事
トラス設営･撤去工事
吊物昇降装置設備工事
キャットウォーク修理工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊ワイヤーロープ及びマグネットスイッチ他交換工事

アクリル製治具製作
吊物機構設備工事
ブドウ棚 電動昇降装置工事
吊物昇降装置設備工事
電動バトン設置工事
電動バトン設置工事
カメラ三脚セット
吊物昇降装置設備工事
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【 平成１６年度 】
名 称
Ｚｅｐｐ Ｎａｇｏｙａ（ライブハウス）
東京大学教養学部18号館
南部町役場･南部分庁舎改修工事
慶応大学藤沢メディアセンター
三越劇場
土浦日大高等学校 体育館
富士急ハイランドリゾートバンケットホール
東京大学(駒場Ⅰ)総合研究棟
多摩美術大学 上野毛キャンパス
山梨文化会館改修工事
中町文化会館改修工事
北鎌倉女子学園 講堂
市立横須賀総合高等学校新築工事
東圧町庁舎新築工事
真澄寺別院真如苑千葉精舎新築工事
浦安市立第15小学校建設工事
市川市立第七中学校 行徳ふれあい施設
たらみ図書館新築工事
千葉市若葉区保険福祉センター新築工事
特別養護老人ホーム「くにやす苑」建設工事
帝国劇場
帝国劇場「Ｓｈｏｃｋ」公演
ドリームボーイ梅田コマ公演
よみうりホール
品川プリスホテル ライブハウス
長崎美術館
琴丘町総合体育館
千日谷会堂
アルファースペーススタジオ
吉岡町文化センター 大ホール
株式会社スタジオ１４１
株式会社コムテックス
株式会社シナジー
セングラフィックアーツ
株式会社マグネットシステムズ
代官山 ＰＲＯＪＥＣＴ Ｔｈｅ Ｈｏｕｓｅ
東京都立成瀬高等学校 体育館
東京工業大学８号館 スクリーンテスト室
株式会社アバコ宮前スタジオ
足立区千寿桜堤中学校
白川三丁目再開発

所在地
愛知県
東京都
山梨県
神奈川県
東京都
茨城県
山梨県
東京都
東京都
山梨県
兵庫県
神奈川県
神奈川県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
長崎県
千葉県
静岡県
東京都
東京都
大阪府
東京都
東京都
長崎県
秋田県
東京都
東京都
群馬県
東京都
大阪府
東京都
茨城県
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都

工 事 内 容
アルミトラス製作･舞台吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設備工事
スタジオＯレール取付工事
緞帳及びシーリング改修工事
ワイヤーロープ交換工事
吊物昇降装置改修工事
電気設備工事
ワイヤーロープ交換工事
吊物装置設備工事
サイトフロントライト改修工事
舞台吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設備工事
モーター･滑車類
舞台吊物昇降装置設備工事･スライドステージ
舞台吊物昇降装置設備工事
開閉扉 電動開閉設備工事
吊物昇降装置設備工事
シーブ及びワイヤー交換工事
走行ワゴン･トラス工事
客席トラス工事
スクリーン交換工事
吊物昇降装置設備工事
移動展示パネル
舞台吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設備工事
ワイヤーロープ交換工事
舞台吊物昇降装置改修工事
「MAG-Net STUDIO Type-SC」撮影装置製作
「MAG-Net STUDIO Type-SC」撮影装置製作･設置
「MAG-Net STUDIO Type-SA」大型撮影装置製作
「MAG-Net STUDIO Type-SA」大型撮影装置製作･設置

「MAG-Net STUDIO Type-SD」カメラ三脚製作
吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置改修工事
測定用特殊内装設備工事
吊物昇降装置交換工事
吊物昇降装置設備工事
吊物昇降バトン設備工事
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【 平成１５年度 】
名 称
所在地
テレビ新広島スタジオ
広島県
那須ハイランド
栃木県
杏林大学八王子校舎体育館
東京都
山形市民会館大ホール
山形県
西桂中学校校舎
山梨県
勝山ふれあいセンター多目的ホール
山梨県
双葉町体育館
福島県
騎西町生涯学習施設
埼玉県
ヤマハホール
東京都
緑ヶ丘公民館･図書館
千葉県
松戸市民会館
千葉県
新砂プロジェクト販売センター
東京都
帝国劇場
東京都
帝国劇場「イーストウイックの魔女たち」
東京都
帝国劇場「ドリームボーイ」
東京都
帝国劇場「エリザベート」
東京都
新宿コマ劇場「サタデーナイトフィーバー」 東京都
都立大田地区単位制工業高等学校
東京都
株式会社シナジー「丹羽クリニック内」
大阪府
株式会社ラーク
東京都
琵琶湖放送
滋賀県
中目黒スタジオ
東京都
東北福祉大学
宮城県
九段会館大ホール
東京都
聖ドミニコ学園
東京都
日本芸術学園 大森校
東京都
日本芸術学園 国分寺校
東京都
南相木村複合学習施設
長野県
武豊町民会館
愛知県
伊丹きららホール
大阪府
秋草学園高等学校多目的ホール
埼玉県
社会福祉法人 せんだん保育園
神奈川県

工 事 内 容
吊物昇降設置ワイヤーロープ交換工事
吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
ワイヤーロープ･マニラロープ交換工事
ボーダーライト電動設備設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事
舞台改修工事
模型電動昇降用リフト設置工事
滑車交換工事
ステージトラス取付工事
ブラケット類
棺桶昇降装置
舞台装置
舞台吊物バトン類取付工事
「MAG-Net STUDIO Type-SB人物撮影装置一式」製造

「MAG-Net STUDIO Type-SA 大型撮影システム」

ワイヤーロープ交換工事
スタジオ吊物設備設置工事
体育館改修舞台機構工事
ケーブル交換及び床面改修工事
第一体育館改修工事
舞台改修工事
舞台吊物設備工事
舞台吊物昇降装置設置工事
小ホール遮音扉昇降設備工事
モノレール･ゴンドラ舞台装置
舞台装置設置工事
増改築工事(吊物設備工事)

Stage System Co,Ltd.

【 平成１４年度 】
名 称
所在地
工 事 内 容
東京家政大学板橋キャンパス
東京都 吊物昇降装置設置工事
テレビ大阪第一スタジオ 改修工事
大阪府 吊物昇降装置･照明設備設置工事
東京ヒルトンホテル
東京都 吊物昇降装置設置工事
旭区総合庁舎改修工事
神奈川県 吊物昇降装置設置工事
大田区立都南小学校改修工事
東京都 吊物昇降装置設置工事
県立川越女子高等学校
埼玉県 舞台吊物ワイヤーロープ交換工事
豊島区立池袋第五小学校 耐震補強工事
東京都 ボーダーライト･サスライト設備工事
木更津病デイケア棟
千葉県 吊物昇降装置設置工事
国立音楽大学付属中学校･音楽高等学校
東京都 吊物昇降装置設置工事
法政大学第二高等学校 木月総合会館
神奈川県 吊物昇降装置設置工事
八王子市立七国小学校
東京都 吊物昇降装置設置工事
相模原市立青少年センター
神奈川県 吊物昇降装置設置工事
テレビ新広島スタジオ
広島県 吊物ワイヤー交換工事
習志野文化ホール
千葉県 舞台機構改修工事
東京競馬場スタンド改修工事
東京都 舞台機構吊物設備工事
千葉市民会館改修工事
千葉県 ライトブリッジ機構設備工事
特別養護老人ホーム きく
東京都 迫出し舞台装置設置工事
船橋駅南口再開発ビル
千葉県 ホール バトン吊物設備設置工事
ヤマハホール改修工事
東京都 吊物昇降装置設置工事
埼玉県営熊谷スポーツ文化公園 屋内運動施設 埼玉県 吊物バトン設備設置工事
啓明学園
東京都 吊物機構設備工事
帝国劇場
東京都 シーブ及びワイヤーロープ交換工事･滑車交換工事
片柳記念ホール
東京都 吊物ワイヤーロープ交換工事
日本工学院専門学校3号館地下2階 ボックスステージ改修工事
東京都 吊物機構設備工事
主婦の友社 お茶の水写真スタジオ 地下1階スタジオ新築工事
東京都 スタジオ設備工事(吊物･照明･ホリゾント)
江古田斎場
東京都 吊物昇降装置設置工事
聖徳学園体育館
千葉県 防球ネット改修工事
主婦の友ダイレクト
埼玉県 写真スタジオ設備工事
アスクル e-tailing Center 改修工事
東京都 ケーブルリール据付工事
大和村ふるさと伝承館
山梨県 舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
沖縄市ＩＴ共同利用型インキュベート施設整備 沖縄県 吊物昇降装置設置工事
株式会社シナジー MAG-Net STUDIO
東京都 人物撮影装置設備工事
札幌後楽園ホテル 宴会場ピアマリッジ
北海道 吊物昇降装置設置工事
山形市民会館大ホール･小ホール
山形県 吊物昇降装置設置工事
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【 平成１３年度 】
名
島根県産業交流会館
ラフォーレ原宿
よみうりホール

称

所在地
島根県
東京都
東京都
日本工学院八王子校専門学校 デジタルオープンスタジオ･ＴＶスタジオ
東京都
河口湖ステラシアター･小ホール
山梨県
山梨放送･ＴＶスタジオ
山梨県
大分放送･ＴＶスタジオ
大分県
渋谷･道頓堀劇場
東京都
くにびきメッセ･展示場
島根県
神田岩本町スタジオ･フォトスタジオ
東京都
テレビ宮崎･ＴＶスタジオ
宮崎県
東映新潟万代シネマコンプレックス
新潟県
東京工科大学･ＤＭＣスタジオ
東京都
民団中央会館
東京都
小諸市民会館
長野県
新美容出版株式会社本社ビル 多目的ホール
東京都
高根町体育館
山梨県
明治大学駿河台校舎Ｂ地区
東京都
長柄町庁舎新築工事
千葉県
拓殖大学紅陵高等学校 新校舎新築工事
千葉県
富津市民会館
千葉県
新ちば共済会館
千葉県
毛呂山町福祉会館
埼玉県
鎌ヶ谷東部地区公共施設
千葉県
流山青年の家
千葉県
日本工学院専門学校６号館
東京都
帝国劇場
東京都
帝国劇場 ＳＨＯＣＫ 公演
東京都
本郷小学校
東京都
帝国劇場 ２月公演「憎いあんちくしょう」
東京都
インタースタジオ １･２スタジオ
神奈川県
九段会館 大ホール
東京都
武相学園創立６０周年記念事業 講堂兼体育館 神奈川県
東部地区公民館
埼玉県

工 事 内 容
吊物昇降装置設置工事
トラスバトン昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置改修工事
照明設備･アルミトラス製作･吊物昇降装置設置工事

照明設備･固定バトン設置工事
吊物昇降装置設置工事･ホリゾント施工工事
吊物昇降装置設置工事
昇降式ターンテーブル装置設置工事
吊物昇降装置増設工事
吊物昇降装置増設工事
吊物昇降装置増設工事
スクリーン設備設置工事
照明設備･アルミトラス製作･吊物昇降装置設置工事

吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
迫床昇降設備工事
吊物機構設備工事
吊ワイヤーロープ交換工事
吊物機構設備工事
舞台吊物改修工事
吊物機構設備工事
吊ワイヤーロープ交換工事
グリット工事
シーブ及ワイヤー交換工事
機構工事
吊物昇降装置設置工事
フレーム取付工事
キャットウォーク工事
スクリーン改修工事
迫上げ舞台工事･吊物設備工事
吊物照明設備工事･大道具納入

Stage System Co,Ltd.

【 平成１２年度 】
名 称
蒲田女子高等学校･体育館
第２国際理容美容専門学校 多目的ホール
栃木県総合福祉プラザ･ホール
宮城県警察学校
東長寺
長崎放送･ＴＶスタジオ
国際基督教大学･多目的ホール ディッフェンドルファー記念ホール

Ｚｅｐｐ Ｓｅｎｄａｉ（ライブハウス）
国立科学スポーツセンター
山形市民会館･大ホール
広島ホームテレビ･ＴＶスタジオ
広島コンピューター専門学校
フジサンケイ取材センター･ＡＶスタジオ

所在地
東京都
東京都
栃木県
宮城県
長崎県
東京都
宮城県
東京都
山形県
広島県
広島県
東京都

工 事 内 容
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降･迫上げ舞台装置設置工事
吊物昇降装置納品
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
照明フレーム昇降装置設置工事
ｱﾙﾐﾄﾗｽ製作･幕類一式･舞台吊物昇降装置設置工事

吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置改修工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
グリットパイプ設置工事
ｺｿﾎﾞ自治州RTKﾃﾚﾋﾞ局 国連ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･TVｽﾀｼﾞｵ プリスチナ 吊物昇降装置設置工事
ＳＨＩＢＵＹＡ－ＡＸ ライブハウス
東京都 アルミトラス製作･幕類一式･舞台吊物昇降装置設置工事
新さかいね幼稚園
千葉県 吊物昇降装置設置工事
神崎町複合コミュニティーセンター
千葉県 舞台吊物昇降装置設置工事
大本山増上寺会館
東京都 舞台吊物昇降装置設置工事
東宝スタジオ･ＡＶスタジオ １,２スタジオ
東京都 吊物昇降装置設置工事
六本木スタジオ･フォトスタジオ
東京都 吊物昇降装置設置工事
日経映像スタジオ･ＡＶスタジオ
東京都 グリットパイプ設置工事
青山ベルコモンズ
東京都 照明フレーム昇降装置等納品
健康･スポーツ館建設工事
兵庫県 吊物機構工事
大野文化幼稚園･講堂･エントランス
東京都 吊物昇降装置設置工事
東映東広島シネマコンプレックス
広島県 スクリーン設備設置工事
日本工学院専門学校蒲田校 デジタルオープンスタジオ
東京都 照明設備･アルミトラス製作･吊物昇降装置設置工事
佐倉市市民防災啓発センター 多目的ホール
千葉県 舞台吊物昇降･迫上げ舞台装置設置工事

Stage System Co,Ltd.

【 平成１１年度 】
名 称
所在地
工 事 内 容
札幌プリンスホテル･新宴会場
北海道 吊物昇降装置納品
三次グランドホテル･宴会場
広島県 舞台吊物昇降装置設置工事
Ｚｅｐｐ Ｆｕｋｕｏｋａ（ライブハウス）
福岡県 アルミトラス製作･舞台吊物昇降装置設置工事
創価大学･スタジオ
東京都 吊物昇降装置設置工事
千葉地域文化活動支援施設
千葉県 舞台吊物昇降装置設置工事
日本アムウエイ本社･スタジオ
東京都 吊物昇降装置設置工事
博多座･劇場
福岡県 電動収納式フットライト装置設置工事
伊野商業高校講堂
高知県 吊物昇降装置設置工事
第二期工事 岩出山スコーレハウス･ホール
宮城県 吊物昇降装置設置工事
熊本放送新社屋･ＴＶスタジオ
熊本県 吊物昇降装置設置工事
帝国劇場
東京都 舞台吊物昇降装置改修工事
彦根市民会館
滋賀県 ワイヤロープ交換工事
Ｚｅｐｐ Ｔｏｋｙｏ（ライブハウス）
東京都 アルミトラス製作･舞台吊物昇降装置設置工事
国立教育会館学校教育研修所
茨城県 舞台吊物昇降装置設置工事
東京プリンスホテル･宴会場 マグノリアホール 東京都 舞台吊物昇降装置改修工事
法政大学付属第２高等学校･体育館
神奈川県 舞台吊物昇降装置改修工事
鎌取コミュニティーセンター
千葉県 迫り上げ舞台装置設置工事
千葉中央図書館生涯学習推進センター 多目的ホール 千葉県 舞台吊物昇降･迫上げ舞台装置設置工事
文化女子大付属杉並中学校
東京都 吊物昇降装置設置工事
川崎ステーション
神奈川県 吊物昇降装置設置工事
桂松園
吊物昇降装置設置工事
基町高等学校講堂
広島県 舞台吊物昇降装置設置工事
アバコ撮影スタジオ 宮前スタジオ･ＡＶスタジオ 神奈川県 吊物昇降装置増設工事
九段会館･宴会場･真珠の間
東京都 吊物改修工事

Stage System Co,Ltd.

【 平成１０年度 】
名

称

中野･劇場ポケット
講談社スタジオ･フォトスタジオ
つくば国際会議場
岩手山スコーレハウス･ホール
柏公民館等複合施設･ホール
神宮前スタジオ･ＡＶスタジオ
神宮前スタジオ･ロビー
第２外苑スタジオ･フォトスタジオ
アバコ撮影スタジオ 鷺沼スタジオ･ＡＶスタジオ

スタジオフォボス･フォトスタジオ
東京都立高等工業専門学校
東京経済大学 １００周年事業国分寺キャンパス講堂

ちばハーモニープラザ パフォーマンスルーム
Ｚｅｐｐ Ｏｓａｋａ（ライブハウス）
筑波ＮＴＴ･スタジオ
横浜市･市民ギャラリー
毎日放送ミリカホール･ホール
山形市民会館･大ホール
毎日放送･ＴＶスタジオ Ａスタジオ
帝国劇場公演ミュージカル「レ･ミゼラブル」
彦根市民会館･ホール
大型レジャー施設
アバコ撮影スタジオ 宮前スタジオ･１スタジオ
小諸市民会館･ホール
赤坂プリンスホテル
妙林寺礼拝堂･式場
船橋二和高校講堂
銀座･石
千葉女性会館･多目的ホール
品川総合健康センター
大塚ホテルベルクラシック･宴会場

所在地
東京都
東京都
茨城県
宮城県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
千葉県
大阪府
茨城県
神奈川県
大阪府
山形県
大阪府
東京都
滋賀県
千葉県
神奈川県
長野県
東京都
埼玉県
千葉県
東京都
千葉県
東京都
東京都

工 事 内 容
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置改修工事
吊物装置改修･ワイヤロープ交換工事
舞台吊物昇降･迫り上げ舞台･幕類装置設置工事

グリットパイプ設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事･照明設備工事
吊物昇降装置増設工事
吊物昇降装置設置工事
特殊照明･吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事
折り畳み舞台･開閉天井駆動装置･舞台吊物昇降装置設置工事

アルミトラス製作･舞台吊物昇降装置設置工事
グリットパイプ設置工事
吊物昇降装置改修工事
吊物昇降装置改修工事
吊物昇降装置改修工事
吊物昇降装置改修工事
舞台演出機構改修工事
吊物昇降装置改修工事
吊物昇降装置増設工事
吊物昇降装置改修工事
舞台吊物昇降装置改修工事
吊物設備増設工事
照明フレーム昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置改修工事
垂れ幕昇降装置設置工事
折り畳み舞台･開閉天井駆動装置･舞台吊物昇降装置設置工事

吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事

Stage System Co,Ltd.

【 平成９年度 】
名 称
八ヶ岳高原泉郷新センター･多目的ホール
北海道立江差高等看護学校講堂
東京プリンスホテル･宴会場 プロビデンスホール

赤坂プリンスホテル･宴会場 五色の間
国際基督教大学･Ｄ記念ホール
テレビ大阪･ニューススタジオ
学校法人共愛学園中･高等学校 小礼拝堂
豊島区立長崎小学校･体育館
静岡朝日テレビ･ＴＶスタジオ
東京･都ホテル･リセストラウンジ
新阪急ホテル･宴会場 紫の間
日本工学院八王子専門学校 ＴＶスタジオ
新宿コマ劇場公演ミュージカル「アニーよ銃を取れ」

帝国劇場公演ミュージカル「レ･ミゼラブル」
鎌倉女子大学･松本講堂
第２期工事 東京女学館小中高等学校講堂
大型レジャー施設
鹿島ハイツ･ミュージックホール
新橋新幸ビル･屋上
ホテル泉慶･宴会場
ホテルプラザイン水沢･宴会場
相模川･相模大堰･水門
古川市市民会館
真室川町公民館
仙台斎場
江東電気㈱三和工場
スタジオ２４６･ＡＶスタジオ
ＭＭＣ津田山･フォトスタジオ
蓼科グランドホテル･滝の湯 宴会場
フルーツパーク富士屋ホテル 宴会場
はまつ互助会･郡山斎場･式場
横浜相鉄高島屋･ホテル棟
ロゼシアター･ホール
四国･内子座･劇場
Nest公演パークタワーホール「Ciyculation Modula」

所在地
長野県
北海道
東京都
東京都
東京都
大阪府
群馬県
東京都
静岡県
東京都
大阪府
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
千葉県
茨城県
東京都
新潟県
岩手県
神奈川県
宮城県
山形県
宮城県
東京都
神奈川県
神奈川県
長野県
山梨県
福島県
神奈川県
静岡県
愛媛県
東京都

工 事 内 容
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置納品
吊物昇降装置改修工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置改修工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
バックスステージ設備工事
フライング用装置設置
舞台演出機構改修工事
舞台吊物昇降装置改修工事
吊物昇降装置設置工事
昇降美術バトン改修工事
舞台吊物昇降装置設置工事
ライトアップ用収納装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
ライトアップ用昇降装置設置工事
吊物昇降装置納品
吊物昇降装置納品
吊物昇降装置納品
点灯試験棟グリットパイプ設置工事
吊物昇降装置設置工事
特殊ケーブルリール納品
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
シャンデリア昇降装置設置工事
照明用サイドタワー設置工事
廻り舞台機構改修工事
走行ステージユニット装置設置工事

Stage System Co,Ltd.

【 平成８年度 】
名 称
鹿児島ふるさと考古歴史館･ギャラリー
江戸川区女子中･高等学校講堂
湯島会館･宴会場
東京･都ホテル･宴会場

所在地
鹿児島県
東京都
東京都
東京都
新宿･ホテルセンチュリーハイアット 大･中宴会場
東京都
千束小学校･体育館
東京都
ＪＡ前橋市本所併設地域 資源総合管理施設･ホール
群馬県
大阪新松竹座･劇場
大阪府
双葉町体育館･多目的ホール
福島県
世田谷区文化センター
東京都
ヤマハ本社工場１８号館･多目的ホール
静岡県
札幌共済ホール･ホール
北海道
日本橋三越劇場･劇場
東京都
茨城県･天心記念五浦美術館 視聴覚室
茨城県
日本工学院八王子専門学校･ホール
東京都
飛天公演･ミュージカル「カルーセル」
大阪府
東京女学館渋谷校講堂
東京都
新宿コマ劇場公演
東京都
帝国劇場公演「横浜物語」
東京都
飛天公演「横浜物語」
大阪府
青山劇場公演「エニシングゴースト」
東京都
須玉美術館･ギャラリー
山梨県
東京フォーラム公演「ご親切も半分に」
東京都
柏さわやか県民プラザ･ホール
千葉県
夷隅町コミュニティーセンター･ホール
千葉県
日本芸術舞台振興財団･舞台美術センター 美術倉庫
千葉県
市原･子ども美術館
千葉県
かずさアカデミーホール･視聴覚室
千葉県
千葉県東地域青少年自然の家
千葉県
霊波之光ＲＨＫホール
千葉県
金砂郷町交流促進センター･ホール
千葉県
丸山町シェイクスピアガーデン 多目的ホール 千葉県
ホテル志戸平･宴会場
岩手県
ユアテック学習センター
白石仙台総合研修センター･ホール
宮城県
松島･一の坊･宴会場
宮城県
天城会館･宴会場
静岡県
日本の宿･ホテル古窯･宴会場
山形県
三木市･大和殿
兵庫県
静岡ガーデンホテル･宴会場
静岡県
川崎アルファースタジオ
神奈川県
武蔵野工業大学･ホール
神奈川県
東横学園講堂
東京都
葛西スタジオ･衛星通信スタジオ 生涯能力開発センター
東京都
富士お猿の里 河口湖猿まわし劇場
山梨県
㈱関電工教育研修所
茨城県
マザー牧場･アグロドーム
千葉県
山口県赤レンガ･美術館
山口県
江戸川区端江地区区民センター･ホール
東京都
品川フィームスタジオ･フォトスタジオ
東京都

工 事 内 容
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置改修工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置改修工事･幕類一式
フットライト昇降収納装置設置工事･キャットウォーク設置工事

ケーブルリール制御盤設置工事
制御盤内部シャーシ鍍金地交換工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置改修工事
スクリーン装置設置工事
照明操作卓･可搬型納品
舞台装置･仮設吊物装置設置工事
舞台吊物昇降装置改修工事
レール･フレーム製作･設置工事
舞台装置･電動昇降エレベーター装置製作設置工事
舞台装置･電動昇降エレベーター装置製作設置工事

演出機構設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台装置･電動昇降エレベーター装置製作設置工事

舞台吊物昇降装置改修工事
舞台吊物昇降装置改修工事･音響反射板装置設置工事

吊物昇降装置設置工事
照明吊物昇降装置設置工事
スクリーン装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置改修工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置改修工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置改修工事
跳ね上げ舞台装置設置工事
天井昇降装置納品
跳ね上げ舞台装置納品
吊物昇降装置納品
舞台吊物昇降装置改修工事
舞台吊物昇降装置改修工事
舞台吊物昇降装置改修工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
ワイヤロープ交換工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置改修工事･幕類一式･音響･照明設備工事

舞台吊物昇降装置改修工事･幕類一式
引き出し舞台装置設置工事･舞台吊物昇降装置改修工事

吊物昇降装置設置工事
スクリーン昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事

Stage System Co,Ltd.

【 平成７年度 】
名 称
鎌倉シネマワールド･テーマパーク
鎌倉プリンスホテル･宴会場

所在地
神奈川県
神奈川県
加賀百万石戦国時代村 テーマパーク･アトラクション
石川県
帝劇公演ミュージカル「カルーセル」
東京都
大型レジャー施設
千葉県
東京都立江東商業高等学校講堂
東京都
上毛新聞社･多目的ホール
群馬県
産業交流会館･愛媛ＦＡＺ 大展示場･多目的ホール
愛媛県
千葉県立看護学校･中央棟
千葉県
白浜フローラルホール･ホール
千葉県
千葉県立幕張高等学校 文化施設･ホール
千葉県
嵐山町
埼玉県
美輝の里･宴会場
岐阜県
エヴァンタイユゴルフ場･ロビー
栃木県
ホテル鬼怒川御苑･宴会場
栃木県
軽井沢クラブ･宴会場
長野県
和倉温泉･銀水荘
石川県
滝沢村ふるさと交流会館･ホール
岩手県
西目町公民館
新潟県
吉岡町総合文化施設･ホール
群馬県
旭通信社
東京都
新浦安オリエンタルホテル･宴会場
千葉県
テレビ新広島･ＴＶスタジオ
広島県

工 事 内 容
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事･幕類一式
照明バトン設置工事
演出舞台装置設置工事
舞台吊物昇降装置改修工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事
照明吊物昇降装置設置工事･スクリーン装置設置工事

舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式･音響反射板装置設置工事

舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事
ビデオプロジェクター昇降装置設置工事
シャンデリア昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･跳ね上げ舞台装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式･音響反射板昇降装置設置工事

舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式･音響反射板昇降装置設置工事

吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
昇降装置内蔵型照明トラス装置･シーケンサ制御･タッチパネル操作設置工事

Stage System Co,Ltd.

【 平成６年度 】
名 称
鹿島建設技術研究所･照度実験室
大分･新県立図書館･多目的ホール

所在地
東京都
大分県
浅草ロックンロックス･欽ちゃん劇場 レストランシアター
東京都
マロウドインターナショナル ホテル成田･宴会場
千葉県
ホテル北海道･宴会場
北海道
佐倉志津図書館･多目的ホール エントランスホール
千葉県
千葉県流山青年の家･ホール
千葉県
国立千葉大学講堂
千葉県
海老名市･第一生命ビル･多目的ホール
神奈川県
台東区竜泉中学校･体育館
東京都
青葉区役所総合庁舎
神奈川県
社会福祉法人 老人ホーム浴風会･多目的ホール 東京都
山形市民会館･大ホール
山形県
山口放送･ＴＶスタジオ
山口県
箱根･富士屋ホテル･宴会場
神奈川県
台東区根岸小学校･体育館
東京都
毎日放送Ｄスタジオ･ＴＶスタジオ
大阪府

工 事 内 容
照明フレーム昇降装置
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･照明フレーム昇降装置設置工事

ビデオプロジェクター昇降装置設置工事
スクリーン昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置改修工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物ワイヤロープ交換工事
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【 平成５年度 】
名 称
東海大学付属浦安高等学校 松前記念館
大仁ホテル･宴会場
江戸川区松江コミニティーセンター 多目的ﾎｰﾙ
富士文化会館･ホール
長生村文化会館･ホール
秦野市立大根中学校
東京･都ホテル
宇都宮･ホテルホリディシティー 宴会場
玉里村文化センター･多目的ホール
アバコ撮影スタジオ 鷺沼スタジオ
和歌山県立美術館･多目的ホール
丸茂電機㈱技術センター プレゼンスタジオ
葛飾区奥戸小学校･体育館
東海大学付属相模原中･高等学校 合同講堂
北大路タウンプラザ･宴会場
西武長瀞ホテル･宴会場
IBホール青学会館･宴会場
福山文化施設･ホール
駒場パークスタジオ フォトスタジオ
西銀座ビル･西本画廊
大型レジャー施設
よみうりホール
玉里村総合文化センター･ホール
グリーンタワーホテル･宴会場
習志野市体育館
日本工学院専門学校･ＴＶスタジオ
立川パレスホテル･宴会場
マロードイン飯能･レストラン棟
鎌倉パークホテル･宴会場
東京･都ホテル･宴会場
鳥取･望湖楼･宴会場
神奈川県産業技術研究所カンファレンスルーム

所在地
千葉県
静岡県
東京都
静岡県
千葉県
神奈川県
東京都
栃木県
千葉県
神奈川県
和歌山県
東京都
東京都
神奈川県

工 事 内 容
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
客席ワゴン迫だし装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
シャンデリア昇降装置設置工事
天井フレーム開閉装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備工事･照明設備工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
スピーカー昇降設備設置工事
埼玉県 幕開閉装置･吊物昇降装置設置工事
東京都 吊物昇降装置設置工事
広島県 昇降機器納品
東京都 吊物昇降装置設置工事
東京都 照明フレーム昇降装置設置工事
千葉県 吊物昇降装置改修工事
東京都 ホリゾント幕巻取り装置設置工事
千葉県 音響反射板昇降装置設置工事
千葉県 吊物昇降装置改修工事
千葉県 吊物昇降装置設置工事
東京都 可搬調光操作卓設備工事
東京都 吊物昇降装置設置工事
埼玉県 吊物昇降装置設置工事
神奈川県 吊物昇降装置設置工事
東京都 吊物昇降装置改修工事
鳥取県 シャンデリア昇降装置設置工事
神奈川県 吊物昇降装置設置工事
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【 平成４年度 】
名

称

南大塚ホール
国分寺いずみホール
京都･都ホテル･ホール
鴨川･長狭高等学校
帝劇公演ミュージカル「ミス･サイゴン」
大磯･滄浪閣･宴会場
スタジオＤ･フォトスタジオ
アバコ撮影スタジオ 宮前スタジオ
大型レジャー施設
熊本･ホテルニューオオタニ
スタジオダバ･フォトスタジオ
箱根ホテル･宴会場
東陽長･ビスタホテル
東戸塚･第一生命･新人研修施設講堂
川越健康ランド･宴会場
軽井沢プリンスホテル
日光･ホテル離宮
夷隅町文化会館
霞ヶ浦高等学校
彦根市市民会館･ホール
台東区立石浜小学校
駒沢体育館･多目的運動施設
生田校舎･明治大学･スタジオ
馬門温泉･富士屋ホテル･宴会場
外苑スタジオ･フォトスタジオ
箱根･初花荘･宴会場
台東区立柳北小学校･体育館
台東区立御徒町小学校･体育館
台東区立忍岡小学校･体育館
豊島区立日出小学校･体育館
豊島区立大塚台小学校･体育館
豊島区立雑司谷小学校･体育館
イエロースタジオ･ＡＶスタジオ
サンピア浜松･ホテル棟･宴会場
山村女子短期大学講堂

所在地
東京都
東京都
京都府
千葉県
東京都
神奈川県
東京都
神奈川県
千葉県
熊本県
東京都
神奈川県
東京都
神奈川県
埼玉県
長野県
栃木県
千葉県
茨城県
滋賀県
東京都
東京都
神奈川県
青森県
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
静岡県
埼玉県

工 事 内 容
吊物昇降装置設置工事･幕類一式
照明トラス昇降装置設置工事
昇降機器納品
吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台演出特殊装置工事･吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
照明吊物昇降装置設備工事
照明吊物昇降装置設備工事
緞帳開閉装置改修工事
照明吊物昇降装置設備工事
照明吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
照明吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置改修工事
吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設置工事
グリットパイプ設置工事
吊物昇降装置設置工事
照明吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
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【 平成３年度 】
名 称
松下電器㈱･照明研究所
大原町文化センター･ホール
葛西スタジオ･スタジオ

所在地

千葉県
東京都
淡島マリンパーク･ホテル棟 ミュージックホール
静岡県
ライコースタジオ･スタジオ
東京都
千葉県立千葉女子高等学校 第２期工事
千葉県
帝劇公演ミュージカル「レ･ミゼラブル」
東京都
津田沼グランドホテル･宴会場
千葉県
ＲＩＣインターナショナルタワーアトリウム 大阪府
松本電鉄ホテル･宴会場
長野県
新横浜グレースホテル･宴会場
神奈川県
船橋北図書館･多目的ホール
千葉県
関西テレビ放送･第１･２スタジオ
大阪府
呉･阪急ホテル･宴会場
広島県
ホテルホリディイン横浜
神奈川県
福島Ｔホテル･宴会場
福島県
札幌ホテル日航千歳
北海道
加平ビル･フォトスタジオ
千葉県
桜宮リバーサイド･宴会場
大阪市
大型レジャー施設
千葉県
宝ヶ池プリンスホテル
京都府
ホテル一畑･宴会場
大阪府
山田町中央会館･ホール
千葉県
苗場プリンスホテル･宴会場･ブリザードホール 新潟県
スタジオドールアップ･スタジオ
東京都
古賀乃井ホテル･宴会場
柏･高島屋ローズルーム 多目的ホール
千葉県
茂原農業高等学校･文化施設
千葉県

工 事 内 容
舞台吊物昇降装置
吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事･ディフューズ枠装置設置工事
音響反射板昇降装置･スクリーン･吊物昇降装置設置工事

吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置･照明装置工事
舞台演出機構改修工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
照明吊物昇降装置
吊物昇降装置設置工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備工事
照明吊物昇降装置設備工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備改修工事
舞台吊物昇降装置･照明装置工事
照明吊物昇降装置設備工事･ｼｬﾝﾃﾞﾘｱ昇降装置設置工事

照明吊物昇降装置設備工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設置工事･ﾃﾞｨﾌｭｰｽﾞ枠昇降装置設置工事

昇降機器納品
吊物昇降装置設置工事
昇降機器納品
昇降機器納品
吊物昇降装置設置工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備工事･巻取りホリゾント幕装置設置工事

スカイ枠･デフューズ枠･照明吊物昇降装置設備工事

吊物昇降装置
照明吊物昇降装置設備工事
吊物昇降装置設置工事
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【 平成２年度 】
名 称
グアムリーフホテル コンベンションホール
京都･京劇会館 エントランスホール
熱海･ホテル聚楽･宴会場
三鷹市郊外学習施設講堂
神田文房堂･ホール
箱根･河鹿荘･宴会場
スタジオＡＣＴ第1スタジオ
江戸川区東部区民会館･ホール
サンリオディスカバリーシアター
表参道スタジオ･フォトスタジオ
札幌･大谷短期大学講堂
睦沢･ゆうあい館･ホール
箱根･龍宮館･宴会場
新浦安･明治生命ビル
千葉銀行柏支店
仙台国際交流会館･ホール
タナベスタジオ
山梨県国際交流会館･ホール
成田西文化施設･ホール
東京ステージアート･工場
敷島町総合文化センター
伊東･ニュー岡部･宴会場
ナイトクラブ
川崎市養護学校講堂
洗足学園大学2号館大講堂
江戸川区区民センター･大ホール
八日市場市勤労福祉会館･ホール
日光自然博物館･展示場
交通科学館･ホール
東芝･京浜事業所･懸垂物研究棟
和歌山県粉河高校･体育館
和歌山県橋本高校･体育館
串河地区センター･ホール
岩崎電気･東京ショールーム

所在地
グアム
京都府
静岡県
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都
東京都
東京都
北海道
千葉県
神奈川県
千葉県
千葉県
宮城県
神奈川県
山梨県
千葉県
東京都
山梨県
静岡県
神奈川県
東京都
東京都
千葉県
栃木県
神奈川県
和歌山県
和歌山県
埼玉県
東京都

工 事 内 容
昇降機器納品
シャンデリア昇降装置設置工事
照明吊物昇降装置設備工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備工事
油圧昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事･幕類一式
ライトバトン昇降装置改修工事
吊物昇降装置設置工事･幕類一式
固定バトン取付工事･可動バトン装置設置工事
一本掛け電動捲きバック設備工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
電動開閉装置設備工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
シャンデリア昇降装置･吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
電動ブラインド装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事
吊物昇降装置設置工事
シャンデリア昇降装置設置工事
吊物昇降装置
吊物昇降装置設置工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
吊物昇降装置設置工事
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【 平成１年度 】
名 称
東京工科大学片柳記念ホール
千葉県立千葉女子高等学校講堂
柏市･大蔵省税関研修所講堂
芦の牧温泉･大川荘宴会場
川崎市立桜元小学校体育館
川崎市立新城小学校体育館
川崎市立平間小学校体育館
醍醐プラザホテル･宴会場
川崎市住吉小学校体育館
高輪京急ホテル･宴会場
富津市民会館ホール
ソデック技術センター
町立寒川第三中学校体育館
上田市民会館ホール
松伏町中央公民館ホール
大型レジャー施設
帝国劇場
名古屋デザイン博 東邦ガスパビリオン
ホテル白雲閣･宴会場
吉川屋
潮来･富士屋ホテル･宴会場
東京グリーンホテル･宴会場
ホテルニューオオタニ コンベンションホール･鶴の間

幕張プリンスホテル･宴会場
水戸･三の丸ホテル･宴会場
神戸プレディーホテル アミューズ２番館･宴会場

ロイヤルオークホテル･宴会場
成田プリンスホテル･宴会場
ホテル京阪･宴会場
タカラ㈱愛知工場
北海道ルスツ高原センター･ホール
金沢全日空ホテル･ホール
紀北農芸高校講堂
天保山ハーバーホテル･宴会場
川崎アルファースタジオ
蒲田ライブハウス
西葛西ホテルサンパティオ･宴会場
アバコ撮影スタジオ 宮前スタジオ
ホテル高輪･ホール
スペースワールド･ビッグバンプラザ野外ステージ

横浜市･市民プラザ･展示場
千葉県立薬園台高校講堂
白金台福祉会館･ホール
阪急三番館･コンベンションホール
川崎産業会館･展示場
立教大学講堂
老神温泉･あわしま荘
旗の台小学校･体育館
板橋養護学校講堂
弥彦グランドホテル･ホール
亀屋ホテル･ホール
札幌テレビ･スタジオ
更埴市総合文化施設･ホール
武蔵野学院講堂
サンリオピューロランド メルヘンシアター
長崎･旅と島の博覧会 松ヶ枝会場･仮設野外ステージ

帝劇公演ミュージカル･オリバー
長崎･旅と島の博覧会 松ヶ枝会場･仮設野外ステージ

帝劇公演ミュージカル･オリバー

所在地
東京都
千葉県
千葉県
福島県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
大阪市
神奈川県
東京都
千葉県
神奈川県
神奈川県
長野県
埼玉県
千葉県
東京都
愛知県
群馬県
宮城県
茨城県
東京都
東京都
千葉県
茨城県
兵庫県
東京都
千葉県
大阪市
愛知県
北海道
石川県
和歌山県
大阪市
神奈川県
東京都
東京都
神奈川県
東京都
福岡県
神奈川県
千葉県
東京都
大阪府
神奈川県
東京都
群馬県
東京都
東京都
新潟県
山形県
北海道
長野県
東京都
東京都
長崎県
東京都
長崎県
東京都

工 事 内 容
舞台吊物昇降装置･照明装置･幕類一式･音響反射板昇降偏角装置設置工事

舞台吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置設置工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式･音響反射板昇降偏角装置設置工事

照明吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
昇降装置改修工事
舞台吊物昇降装置･照明装置工事
舞台吊物昇降装置･照明装置工事 電動ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ装置設置工事

昇降装置改修工事
舞台吊物昇降装置･照明装置工事
照明吊物昇降装置設備工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設備工事･跳ね上げ舞台
舞台照明吊物昇降装置設備工事･幕類一式
VP昇降装置･照明吊物昇降装置
照明吊物昇降装置設備工事
照明吊物昇降装置設備工事
舞台照明吊物昇降装置設備工事
昇降機器納品
照明吊物昇降装置設備工事
照明吊物昇降装置設備工事
舞台照明吊物昇降装置設備工事
トラスフレーム装置納品
照明吊物昇降装置設備
昇降機器納品
舞台照明吊物昇降装置工事･幕類一式
昇降機器納品
照明吊物昇降装置設備工事 ﾃﾞｨﾌｭｰｽﾞ枠･ｽｶｲ枠昇降装置設置工事

照明グリットパイプ設置工事
照明吊物昇降装置設備工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備工事 ﾃﾞｨﾌｭｰｽﾞ枠･ｽｶｲ枠昇降装置設置工事

照明吊物昇降装置設備工事
照明吊物昇降装置設備工事
照明吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備工事
照明吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設備工事･跳ね上げ舞台装置設置工事

屋内運動場照明改修工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
吊物昇降装置改修工事
フロントサイドパイプフレーム設置工事
舞台吊物昇降装置設備工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備工事･幕類一式
照明吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置設置工事
照明吊物昇降装置設備工事
舞台吊物昇降装置設置工事
Stage System Co,Ltd.

