
ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国

1 山九㈱さかい寮 2010年1月 ㈱大建設計
竹中工務店・

竹中土木共同企業体
バルコニー手摺 フッ素焼付塗装 580 ㎡ 中国

高欄手摺　支柱サヤ管 溶融亜鉛メッキ 405 本

高欄手摺　押出型材パイプ 電解着色 110 枚

2010年2月 高欄手摺　鋳物ブラケット フッ素焼付塗装 1,060 コ

～ アルミパネル・ボーダー フッ素焼付塗装 490 ㎡

2010年7月 高欄手摺　押出型材支柱 アルマイト 400 本

ガラス受け
ステンレスブラケット

ショットブラスト 1,450 コ

ガラス受けステンレスレール ショットブラスト 315 m

アルミハニカム庇 フッ素焼付塗装 16 ㎡

2010年4月～ アルミパネル・見切・水切 410 ㎡

2010年7月 アルミルーバー 680 m

2010年5月～ アルミ笠木・アルミ水切 70 ㎡

2010年10月 アルミルーバー 640 Kg

アルミルーバー フッ素焼付塗装・アルマイト 3,080 m

アルミパネル フッ素焼付塗装 50 ㎡

6 大室整形外科入院棟計画 2010年6月 吉井金物㈱ アルミルーバー フッ素焼付塗装 889 m 韓国

2010年7月～ 生地 510 m

2010年11月 フッ素焼付塗装 1,250 ㎏

8 ＪＲ灘駅橋上駅2期工事 2010年8月
ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱

一級建築士事務所
大鉄工業株式会社 アルミ幕板・笠木・見切・水切 フッ素焼付塗装・生地 280 ㎡ 韓国

2010年10月 スチール下地 溶融亜鉛メッキ 1,720 Kg

アルミ見切・アルミ笠木 フッ素焼付塗装 8 ㎡

～ アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 75 本

アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,400 Kg

2011年2月 アルミ外装パネル フッ素焼付塗装・生地 485 ㎡

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装

天井壁・屋根・下地 フッ素焼付塗装・2B
1,010 Kg

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

フッ素焼付塗装

フッ素焼付塗装

(株)竹中工務店　大阪本店

大鉄工業株式会社

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

株式会社 鴻池組

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

西日本旅客鉄道㈱

NTT　都市開発㈱

㈱三菱地所設計

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

㈱東畑建築事務所

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

2010年6月

2010年10月

香里園駅東地区第一種市街地
再開発事業施設

ＪＲ播磨新宮駅橋上化工事

NTT四条烏丸ビル

中崎町Dプロジェクト

千里サウスタワー

ラ・コスタ明舞

京都中央信用金庫府庁前支店

9

10

数　量
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5

7 アルミルーバー
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

2010年10月～ アルミスパンドレル 2,480 m

2010年12月 アルミボーダー 230 本

2010年11月 縦格子 生地 260 kg

～ ステンレス棚 ショットブラスト・HL 480 kg

2011年2月 アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,560 Kg

2010年12月 スチール下地 錆止塗装 6,000 kg ベトナム

～ アルミボーダー型材 フッ素焼付塗装 1,530 Kg

アルミパネル フッ素焼付塗装 1,750 ㎡

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 470 ｋｇ

2011年10月 アルミパネル フッ素焼付塗装 650 ㎡ 中国

2011年2月 アルミ外装ボーダー型材 フッ素焼付塗装 1,800 Kg

アルミパネル フッ素焼付塗装 990 ㎡

～ アルミボーダー フッ素焼付塗装 860 ｋｇ

アルミすだれ フッ素焼付塗装 20 ｋｇ

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 810 枚

2011年10月 アルミ水切 フッ素焼付塗装 165 ㎡

2011年5月 アルミハニカムパネル フッ素焼付塗装 30 ㎡ 韓国

2012年8月 樋パネル 電解着色 385 kg 中国

16 関西外国語大学　穂谷キャンパス（仮称） 2011年5月 ㈱日建設計 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミルーバー フッ素焼付塗装 2,400 ｋｇ 韓国

17 D・プロジェクト 2011年6月 タイ竹中 タイ竹中 アルミパネル フッ素焼付塗装 880 ㎡ 韓国

18 京都産業大学 2011年9月 (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミルーバー フッ素焼付塗装 9,700 ｋｇ 韓国

19 京都中央信用金庫 石山支店 2011年9月 ㈱オクジュー ㈱オクジュー アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 1,030 ｋｇ 韓国

2011年11月 アルミパネル
アクリル焼付塗装
・フッ素焼付塗装

2,920 ㎡ 中国

～ アルミ笠木 フッ素焼付塗装 68 ㎡

2012年2月 アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 1,740 m

アルミ型材 電解着色 1,160 ｋｇ 韓国

㈱日建設計 株式会社 鴻池組 アルミパネル フッ素焼付塗装 185 ㎡ 中国

アルミ見切 電解着色 40 ｋｇ 韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

韓国

生地(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

大鉄工業株式会社

大成建設 株式会社

大成建設 株式会社

大成建設 株式会社

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

西日本旅客鉄道㈱

東洋設計事務所
大成建設設計共同企業体

大成建設㈱一級建築士事務所

㈱東畑建築事務所

2011年12月
～

2012年3月

ＪＲ岸辺橋上駅

京都水族館

積水ハウス御堂筋本町

（仮称）村中医療器　研究開発・検品センター

（仮称）新大阪阪急ビル

ホワイティうめだ改修

天理教河原町大教会信者詰所
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

スチール下地 溶融亜鉛メッキ 750 ｋｇ

アルミルーバー アルマイト 1,420 ｋｇ

アルミパネル フッ素焼付塗装 450 ㎡

アルミ下地 アルマイト 3,710 ｋｇ

23
阪急不動産・野村不動産

　伊丹市伊丹Ⅱ計画
2011年12月 ㈱日建ハウジングシステム ㈱熊谷組 アルミカットパネル・庇パネル ウレタン焼付塗装 56 ㎡ 中国

2011年12月 アルミ下地 アルマイト 10,292 ｋｇ

～ アルミパネル・笠木 フッ素焼付塗装 9,174 ㎡

2012年9月 アルミ型材、押出型材 アルマイト・フッ素焼付塗装 4,350 ｋｇ

2012年1月～ アルミルーバー 4,523 ｋｇ

2013年8月 アルミスパンドレル 8,078 ｋｇ

2012年1月 アルミ笠木 フッ素焼付塗装 215 ㎡

～ アルミパネル・笠木 ウレタン焼付塗装 120 ㎡

2012年3月 アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 1,879 ｋｇ 韓国

27 Ｓプロジェクト
2011年12月～
　　　2012年3月

インドネシア竹中 インドネシア竹中 アルミルーバー フッ素焼付塗装 931 ｋｇ 韓国

28 トヨタカローラ吉祥院店改修 2012年3月 NC WORK'S アルミルーバー フッ素焼付塗装 917 ｋｇ 韓国

2012年4月 アルミパネル、アルミ水切 フッ素焼付塗装 540 ㎡ 中国

～ アルミスパンドレル 木目調水転写 6,508 ｋｇ 韓国

2012年12月 パンチングパネル フッ素焼付塗装 373 ㎡ 韓国

2012年7～12月 ㈱創備建装 アルミスパンドレル 木目調水転写 7,875 ｋｇ 韓国

電解着色 7,060 ｋｇ

2012年3月 フッ素焼付塗装 818 ｋｇ

アルミパネル・笠木 フッ素焼付塗装 458 ㎡

メッシュ天井 粉体塗装 52 ㎡

～
アルミパネル フッ素焼付塗装 125 ㎡ 中国

スチール手摺 409 m

プランターレール 290 m

2012年6月 鎖樋 ステンレス 190 m

タイル下地ユニット 溶融亜鉛メッキ 1,000 ㎡

中国

中国

韓国

中国

韓国

ベトナム

韓国

アクリル焼付塗装

溶融亜鉛メッキ

アルミスパンドレル

大成建設 株式会社

大成建設 株式会社

㈱オクジュー

(株)竹中工務店　大阪本店

大鉄工業株式会社

(株)竹中工務店　大阪本店

大成建設㈱一級建築士事務所

大成建設㈱一級建築士事務所

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱
一級建築士事務所

㈱日建設計

2011年12月

川崎重工神戸１号館リニューアル

京王電鉄調布駅

光洋サーモシステム
研究開発センター

JR長尾駅橋上化

関西外国語大学
中宮ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｷｬﾝﾊﾟｽ

（仮称）ドリームコート豊中
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

31 吉田治市商店改修 2012年6月～ 森田建築設計事務所 ㈱森田工務店 アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 218 ｋｇ 韓国

32 MAJEND MAKCS FACTOR 2012年9月 タイ竹中 タイ竹中 アルミパネル フッ素焼付塗装 650 ㎡ 中国

33 天理教愛光分教会 2012年10月 (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミルーバー フッ素焼付塗装 81 m 韓国

34
(仮称)大橋地区第二種市街地

開発事業 1-1棟新築工事
2012年11月

㈱東急設計コンサルタント
大成建設㈱一級建築事務所

大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 250 ㎡ 韓国

35
（仮称）介護老人保護施設くすのき

新築工事
2012年11月 ㈱藤田建築設計事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 428 ㎡ 中国

36
関西創価小学校

体育館・プール・芸術総合棟建築工事
2012年11月 ㈱創造社 大成建設 株式会社 アルミハニカムパネル フッ素焼付塗装 18 ㎡ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 120 ㎡ 中国

2012年9月 アルミ笠木 フッ素焼付塗装 250 ㎡ 中国

～ アルミ見切 フッ素焼付塗装 18 ㎡ 中国

2012年12月 アルミルーバー アルマイト 8,046 m 韓国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 1,808 ｋｇ 韓国

2012年9月 アルミ支柱 生地 588 m 韓国

～ アルミ笠木 フッ素焼付塗装 90 ㎡

アルミ手摺 フッ素焼付塗装 155 m

2013年5月 スチール手摺 錆止塗装 375 ｍ ベトナム

2012年10月 アルミパネル、アルミ水切 フッ素焼付塗装 502 ㎡ 中国

アルミ水切 フッ素焼付塗装 7 ㎡ 韓国

～ アルミルーバー フッ素焼付塗装 4,195 m 韓国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 4,427 m 韓国

2013年5月 アルミハニカムパネル フッ素焼付塗装 11 ㎡ 韓国

40
ニコン横浜製作所

(仮称)新502号館新築工事
2013年1月 ㈱山下設計 大成建設㈱横浜支店 アルミパネル フッ素焼付塗装 200 ㎡ 中国

41 イオンモール筑波　新築工事 2013年1月 (株)竹中工務店　東京一級建築士事務所 (株)竹中工務店　東関東支店 アルミルーバー アクリル粉体塗装 1,980 m 韓国

電解着色(ステンカラー) 8,623 ｍ

フッ素焼付塗装 1,920 m

スチール金物 溶融亜鉛メッキ 1,251 本 ベトナム

アルミパネル フッ素焼付塗装 36 ㎡ 中国

中国

韓国アルミルーバー

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

大成建設㈱横浜支店

大成建設 株式会社

㈱東畑建築事務所

㈱日建設計

㈱東畑建築事務所

㈱三菱地所設計

㈱松田平田設計

2013年1月～3月

2013年1月～

関西外大中宮キャンバス
（仮称）ブリッジ及び駐車場　新築工事

上村工業㈱中央研究所再構築プロジェクト
中央研究所第１研究棟　新築工事

MM21地区34街区商業施設開発計画

(仮称)安田倉庫茨木新倉庫　新築工事

府立高等職業技術専門学校

42

43

37

38

39
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

44 八尾橋上駅新築他工事 2013年2月～
ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱

一級建築士事務所
大鉄工業株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 823 ㎡ 中国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 2,029 ｋｇ

アルミルーバー 生地 1,836 ｋｇ

46
サルバーレ　サービス付

高齢者向け住宅新築工事
2013年3月 大和ハウス㈱ 大和ハウス㈱ アルミルーバー 電解着色 1,495 ｍ 韓国

47
愛知県がんセンター中央病院

外来化学療法センター棟　建設工事
2013年3月 ㈱久米設計 (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミルーバー アルマイト 1,220 ｍ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 2,092 ㎡ 中国

アルミスパンドレル 粉体塗装 1,553 ｋｇ 韓国

49 ㈱ROKI研究開発棟　新築工事 2013年3月 小堀哲夫建築設計事務所 大成建設㈱横浜支店 アルミパネル フッ素焼付塗装 622 ㎡ 中国

アルミルーバー 生地 1,050 m 韓国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 485 ｍ

手摺下地 錆止塗装 1,872 ｋｇ

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 15 台

生地 51 ㎡ 韓国

アクリル焼付塗装 141 ㎡ 中国

フッ素焼付塗装 190 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付塗装 358 ㎡ 中国

アルミルーバー アルマイト 3,735 kg 韓国

52
東京国際空港国際線旅客

ターミナルビル等新築工事（Ｄ工区）
2013年4月～6月

梓・安井・PCPJ・
東京国際空港国際線

旅客ターミナル設計監理共同企業体
大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 754 ㎡ 中国

アルミルーバー アルマイト 2,588 ㎏

スチールストリンガー 溶融亜鉛メッキ 510 ㎏

54
東京国際空港国際線旅客

ターミナルビル等新築工事（E・Ｆ工区）
2013年4月～
2014年2月

梓・安井・PCPJ・
東京国際空港国際線

旅客ターミナル設計監理共同企業体
大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 5,615 ㎡ 中国

アルミパネル、笠木 フッ素焼付塗装 140 ㎡ 中国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 239 ｍ ベトナム

アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,050 ｍ 韓国

56 新・島嶼会館（仮称）工事 2013年5月～7月
設計：大成建設㈱

監理：相互設計事務所
大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 571 ㎡ 中国

韓国

ベトナム

中国

アルミパネル

大成建設 株式会社

(株)竹中工務店　大阪本店

大成建設 株式会社

Thai Takenaka International Ltd

(株)竹中工務店　大阪本店

鹿島建設・
鉄建建設共同企業体

大成建設㈱一級建築士事務所

㈱日建設計

㈱　アール・アイ・エー

Thai Takenaka International Ltd

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

日建設計・ジェイアール東日本
建築設計事務所

2013年3月～7月

2013年2月～

2013年4月～5月

2013年4月

2013年5月～12月

2013年2月～7月

北播磨総合医療センター　新築工事

大津駅西地区第一種市街地再開発事業
施設建築物新築工事

NIKON GUARD HOUSE

天理よろづ相談所入院棟新築工事

東京駅八重洲開発中央部

川崎重工業株式会社　神戸工場
厚生・造船ビル(仮称)建設工事

53

55

45

48

50

51
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

57 岡崎市民病院増築工事 2013年5月～8月 ㈱石本建築事務所
フジタ・小原特定

建築工事共同企業体
アルミパネル フッ素焼付塗装 640 ㎡ 中国

58
(仮称)トラスコ中山

東京本社ビル新築工事
2013年7月 ㈱日建設計 大成建設 株式会社 アルミ型材・下地 フッ素焼付塗装 300 ｋｇ 韓国

アルミパネル 274 ㎡ 中国

アルミ見切 910 ｍ 韓国

60
香里園駅東地区第一種市街地
再開発事業に係る施設建設物

新築工事(1街区)
2013年7月～11月 (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル ウレタン焼付塗装 216 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付塗装 825 ㎡ 中国

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 9 台

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 549 ｍ

62 Ｈ23岐阜地方・家庭裁判所　建築工事 2013年8月～11月
国土交通省中部地方整備営繕部㈱

　梓設計
大成建設㈱　名古屋支店 アルミパネル、笠木 フッ素焼付塗装 1,032 ㎡ 中国

63 (仮称)ゼスタ浄水MS Gothic:IV　新築工事 2013年8月 ＭＳ Gothic:㈱野口建築事務所 安藤建築ＭＳ Gothic:㈱ アルミルーバー ステンカラー 1,155 kg 韓国

64 特別養護老人ﾎｰﾑ知多共愛の里新築工事 2013年9月 ㈱三橋設計　名古屋事務所 ㈱安藤・ハザマ アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,032 kg 韓国

65
ＬＩＸＩＬ　GLOBAL VIETNAM FACTORY

PROJECT
2013年9月 LIYA CORPORATION KAJIMA OVERSEAS ASIA スチール手摺、手摺下地 錆止塗装 67 ｍ ベトナム

66 ＳＭＢＣ HCMC 2013年9月 LIYA CORPORATION KAJIMA OVERSEAS ASIA スチールパイプ支柱、下地 錆止塗装 3.6 ｍ ベトナム

67 京王吉祥寺駅ビル建替え工事
2013年9月～
2014年3月

㈱日建設計
大成・京王建設工事

共同企業体
アルミパネル フッ素焼付塗装 1,927 ㎡ 中国

68 十全病院(仮称)　新築工事
2013年10月～

2014年2月
戸田建設㈱

名古屋支店一級建築士事務所
戸田建設㈱名古屋支店 アルミパネル フッ素焼付塗装 397 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付塗装 182 ㎡

フッ素焼付塗装 970 kg

アルマイト 53 kg 韓国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 7,805 kg 韓国

生地 302 ㎡

フッ素焼付塗装 1,120 ㎡

71 社会福祉法人　貞徳会(仮称)川名山荘 2013年10月～11月 中日設計㈱
安藤ハザマ・

日東特別共同企業体
アルミパネル アクリル焼付塗装 730 ㎡ 中国

72 (仮称)ナカマール　新築工事 2013年11月 ㈱那知組 ㈱那知組 アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 5,502 ｋｇ 韓国

73 (仮称)大淀北1丁目ＰＪ建築工事 2013年11月 （株）ＩＡＯ竹田設計 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミルーバー アルマイト 1,055 ｋｇ 韓国

アルミルーバー アルマイト 2,274 ｋｇ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 217 ㎡ 中国

中国

中国

ベトナム

フッ素焼付塗装

アルミルーバー

アルミパネル

鹿島・戸田・奥村共同企業体

大成建設㈱　横浜支店

大鉄工業株式会社

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　名古屋支店

鹿島建設㈱　一級建築事務所

㈱伊藤喜三郎建築研究所

ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱
一級建築士事務所

スタディオエス・イー・エー

(株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所

2013年7月～11月

2013年10月～11月

2013年10月～
2015年2月

2014年1月

2013年6月～7月

学校法人康学舎
横浜中央看護専門学校新築工事

新幹線新大阪東海道線交差部
ＢＬ増築工事

尾池工業上鳥羽西館新築工事

ＣＴＣ新データセンター計画

三菱電機㈱(仮称)
名古屋製作所新Ｅ４工場　新築工事

74

59

61

69

70
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

アルミパネル ウレタン焼付塗装 650 ㎡

アルミパネル フッ素焼付塗装 158 ㎡

アルミハニカムパネル 生地 224 ㎡

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 710 kg

ステンカラー 571 kg

塩ビシート貼り 1,483 kg

アルミルーバー フッ素焼付塗装 16,940 ｋｇ

アルミパネル フッ素焼付塗装 1,356 ㎡

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 5,760 kg 韓国

アルミパネル ウレタン焼付塗装 292 ㎡ 中国

ハグラープルーフ 粉体塗装 17 ヶ所

スチール門扉 粉体塗装 14 台

フェンス 粉体塗装 96 ｍ

パイプルーバー 粉体塗装 12.6 ｍ

78
浜松日体中学校創立十周年・

高等学校創立五十周年記念事業
2014年2月 (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 593 ｍ ベトナム

アルミパネル フッ素焼付塗装 45 ㎡ 中国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 2,730 kg 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 1,759 ㎡ 中国

フッ素焼付塗装 7,190 kg 中国

生地 3,610 kg 韓国

生地 4,005 kg 韓国

フッ素焼付塗装 4,005 kg 中国

81 ダイエー浦安新築工事 2014年4月 （株）塩浜工業名古屋　一級建築士事務所 （株）塩浜工業 アルミルーバー 塩ビシート貼り 555 kg 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 261 ㎡ 中国

アルミルーバー 木目調熱転写 1,980 ｍ 韓国

83 高島平中央総合病院 2014年5月 ㈱大建設計 大成建設 株式会社 アルミルーバー フッ素焼付塗装 7,928 ｍ 韓国

84 ＪＲ東日本藤沢駅 2014年5月 - - アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,751 ｍ 韓国

85 ウインズ名古屋改築工事
2014年5月～
2015年4月

JRAファシリテイーズ㈱ (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 11,218 ｍ 韓国

中国

韓国

中国

ベトナム

アルミルーバー

アルミスパンドレル

アルミルーバー

北野建設㈱

大成建設 株式会社

大成建設 株式会社

大成建設 株式会社

(株)竹中工務店　大阪本店

竹中・成瀬特定建設工事
共同企業体

北野建設㈱

㈱久米設計

大成建設㈱一級建築士事務所

大成建設㈱一級建築士事務所

（株）ＩＡＯ竹田設計

㈱佐藤総合計画

2014年1月～5月

2014年4月

2014年2月～

2014年4月

2013年11月～
2014年7月

2014年1月～

新稲沢市民病院新築工事

新エビススバルビル新築工事

（仮称）メルクロス本社ビル新築工事

(仮称)西宮市神祇官町集合住宅新築工事

平塚市庁舎・平塚税務署新築工事
(庁舎棟・建築)

ABN　PROJECT

82

75

76

77

79

80
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

86 （仮称）稲毛東共同住宅新築工事 2014年5月～6月 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 483 ㎡ 中国

87 愛知トヨタＡＴ86新築工事 2014年6月～7月 ㈱本田建築設計事務所 ㈱本田建築設計事務所 アルミパネル フッ素焼付塗装 566 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付塗装 10,760 ㎡ 中国

スチールアングル 溶融亜鉛メッキ 1,434 kg 中国

89 ＡＴグループ本社地区再開発計画（本館） 2014年7月～10月 (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミパネル フッ素焼付塗装 782 ㎡ 中国

90 羽田空港ホテル工区 2014年7月
㈱帝京建設・

㈱伊藤喜三朗建築研究所
大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 549 ㎡ 中国

アルミスパンドレル 4,652 ｍ

アルミ廻縁 1,020 ｍ

92 帝京大学医学部附属溝口病院立替工事 2014年7月
㈱帝京建設・

㈱伊藤喜三朗建築研究所
大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 183 ㎡ 中国

93
学校法人龍谷大学深草キャンパス

新1号館（仮称）建設工事
2014年8月～ ㈱飯田善彦建築工房 (株)竹中工務店　大阪本店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 1,800 ｍ ベトナム

94 半田市新庁舎 2014年8月～10月 ㈱安井建築設計事務所 鹿島建設株式会社 アルミルーバー 塩ビシート貼り 7,885 ｍ 韓国

塩ビシート貼り 23,863 ｍ

フッ素焼付塗装 3,584 ｍ

アルミスパンドレル 15455 ｍ

アルミルーバー 327 ｍ

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ+フッ素焼付塗装 7,747 kg 中国

高欄手摺 粉体塗装 200 ｍ ベトナム

98 調布駅北第1A地区第一種市街地再開発 2014年8月～9月 ㈱　タカハ都市科学研究所 大成建設 株式会社 アルミルーバー シルバーアルマイト+クリア 13,521 ｍ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 78 ㎡ 中国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 2257 ｍ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 1,700 ㎡ 中国

生地 521 ｍ

フッ素焼付塗装 1,175 ｍ

101 SMC THAIFACTORY PHASEI 2014年11月 - Thai Takenaka International Ltd アルミパネル フッ素焼付塗装 33 ㎡ 中国

102 けいはんな　ユータウン改修 2014年11月 日商岩井不動産㈱大阪一級建築事務所 株式会社 鴻池組 アルミパネル フッ素焼付塗装 29 ㎡ 中国

103 遠藤照明本社ビル計画 2014年12月 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 30 ㎡ 中国

韓国

韓国

韓国

韓国

フッ素焼付塗装

フッ素焼付塗装

アルミルーバー

アルミスパンドレル

大成建設 株式会社

大成建設 株式会社

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

大成建設 株式会社

(株)竹中工務店　名古屋支店

-

㈱日本設計

㈱日建設計

㈱昭和設計

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

大成建設㈱一級建築士事務所

㈱日本設計

-

2014年8月～10月

2014年8月

2014年8月～
2015年3月

2014年9月～

2014年9月～

2014年6月～
2015年11月

2014年7月

日置電機

（仮称）円応教　新本殿その他建替工事

京都中央信用金庫 奈良支店

梅小路博物館(仮称)新築工事

名駅一丁目計画新築工事

徳島大学

南池袋2丁目計画

99

100

88

91

95

96

97
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 2,210 kg

アルミルーバー フッ素焼付塗装 580 ㎏

アルミパネル フッ素焼付塗装 670 ㎡

アルミパネル フッ素焼付塗装 13,805 ㎡

アルミルーバー フッ素焼付塗装 540 ㎏

スチール手摺 錆止塗装 3600 ｍ ベトナム

アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,594 kg 韓国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 170 kg 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 325 ㎡ 中国

106 CBC放送センター増築工事 2015年1月～6月 (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミパネル フッ素焼付塗装 505 ㎡ 中国

107 (仮称)港区白金6丁目計画 2015年2月～5月 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 201 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付塗装 1,438 ㎡ 中国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 610 ｋｇ

アルミルーバー アルマイト 615 ｋｇ

109 医療法人弘仁会　板倉病院増築工事 2015年3月 (株)竹中工務店　東京一級建築士事務所 (株)竹中工務店　東関東支店 アルミルーバー フッ素焼付塗装 2,840 kg 韓国

110 大阪府立成人病センター整備事業 2015年3月～ ㈱日本設計 (株)竹中工務店　大阪本店 スチール手摺 錆止塗装 900 ｍ ベトナム

111
株式会社ツムラ静岡工場
新造粒包装棟建設工事

2015年3月～9月 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 590 ｍ ベトナム

112
サントリービジネスエキスパート株式会社

ものづくりスキルナレッジセンター新築工事
2015年3月 ㈱安井建築設計事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 85 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付塗装 440 ㎡ 中国

アルミルーバー 木目調熱転写 9,155 kg 韓国

スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 280 ｍ ベトナム

114
名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院

1号館新築工事
2015年5月 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 530 kg 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 1,005 ㎡ 中国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 912 kg 韓国

116 梅小路地区外支障移転他工事 2015年6月
ジェイアール西日本コンサルタンツ・

東畑建築事務所　共同企業体
大鉄工業株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 32 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 5,300 kg 韓国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 115 ｍ ベトナム

韓国

韓国

中国

(株)竹中工務店　大阪本店

大成建設 株式会社

㈱安藤・ハザマ

竹中工務店・竹中土木
共同企業体

大成建設 株式会社

名古屋新ビル(仮称)新設他工事
共同企業体

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

JA全農しが・JA設計共同企業体

㈱安井建築設計事務所

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

大成建設㈱一級建築士事務所

名古屋新ビル(仮称)実施設計
共同企業体

2014年9月～
2015年2月

2015年1月～5月

2015年5月～

2015年5月～7月

2015年6月～8月

2014年12月～
2016年10月

新JAﾋﾞﾙ(仮称)建設工事

(仮称)エクシブ鳥羽別邸新築工事

(仮称)エキスポランド跡地複合施設
開発事業

調布駅第１B地区第一種市街地再開発事業
施設建築物実施計画

名古屋駅新ビル(仮称)新設他工事

北区万歳町・梅田タワープロジェクト

115

117

104

105

108

113
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

アルミパネル フッ素焼付塗装 165 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,350 ｋｇ

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 2,915 ｋｇ

システム天井 粉体塗装 1,000 ㎡

119
　トヨタ多治見サービスセンター

研究棟・実験棟新築工事
2015年7月 (株)竹中工務店　東京一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 11 ｍ ベトナム

スチール手摺 錆止塗装 300 ｍ ベトナム

アルミパネル フッ素焼付塗装 218 ㎡ 中国

121 SPORT CLUB RENAISSANCE HANOI CITY 2015年7月 MAEDA VIETNAM CO.,LTD MAEDA VIETNAM CO.,LTD スチール枠ガラス手摺 錆止塗装 70 ｍ ベトナム

122 熱海駅駅舎駅ビル建替実施設計他 2015年8月～2016年8月
㈱ジェイアール東日本

建築設計事務所
大成建設 株式会社 アルミルーバー フッ素焼付塗装 360 m 中国

123 金城学院大学新館(新W3棟)新築工事 2015年10月 ㈱三菱地所設計 大成建設 株式会社 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 3,540 ｍ ベトナム

124 (仮称)イオンモール堺鉄砲町新築工事 2015年11月～ (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミルーバー 生地 716 kg 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 742 ㎡ 中国

アルミルーバー アルマイト 776 kg 韓国

メッキ鋼板 フッ素焼付塗装 270 ㎡ 韓国

126
（仮称）大阪府豊中市

新千里西町1丁目新築工事
2015年12月～ 浅井謙建築研究所㈱ 大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 45 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 5,940 kg 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 595 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付塗装 1,648 ㎡ 中国

スチールストリンガー 溶融亜鉛メッキ 162 ｍ 中国

フッ素焼付塗装 2,300 kg

アルマイト 175 kg

アルミ格子 粉体塗装 64 ㎡

129 （仮称）木村ビル新築工事 2015年12月
㈱フライングパンプキンズ

アンドチームエフピー
大成建設 株式会社 アルミルーバー フッ素焼付塗装 284 kg 韓国

不燃木目シート貼り 10,406 kg

生地 105 kg

フッ素焼付塗装 586 kg

131
　(仮称)社会福祉法人広島常光福祉会

サンヒルズ保育園新築工事
2016年2月 大旗連合建築設計㈱ (株)竹中工務店　広島支店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 27 ｍ ベトナム

韓国

韓国

韓国

アルミルーバー

アルミルーバー

(株)竹中工務店　大阪本店

大鉄工業株式会社

大成建設 株式会社

Thai Takenaka International Ltd

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱
一級建築士事務所

㈱ジェイアール東日本
建築設計事務所

Thai Takenaka International Ltd

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

2015年7月

2015年10月～

2015年11月～3月

2015年12月～3月

2015年12月～

2015年3月～6月

六甲道･灘間新駅新築工事

恵比寿駅前西開発プロジェクト

 AMADA Thai Technical Center

（仮称）枚方市駅前プロジェクト

数研出版新聞西本社ﾋﾞﾙ新築工事

(仮称)吹田スタジアム建設工事

128

130

118

120

125

127
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

アルミルーバー フッ素焼付塗装 8,090 kg

SUSクリンプ網 生地 78 R

133
名古屋工場耐震化ほか（１）

新総合事務所新設工事
2016年3月～2017年12月

ジェイアール東海コンサルタンツ㈱
一級建築士事務所

ジェイア-ル東海建設（株） スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 525 ｍ ベトナム

アルミパネル フッ素焼付塗装 130 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 162 ㎏ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 435 ㎡ 中国

アルミルーバー アルマイト 5,190 ㎏ 韓国

136 ホーユー株式会社(仮称)新研究棟建設計画 2016年3月～5月 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 155 ｍ ベトナム

137 シマノ下関新工場新築工事 2016年3月～5月 芦原太郎建築事務所 (株)竹中工務店　広島支店 スチール手摺 錆止塗装 1,070 ｍ ベトナム

138 エネコム広島ビル建築工事 2016年3月～5月 (株)竹中工務店　広島一級建築士事務所 (株)竹中工務店　広島支店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 136 ｍ ベトナム

139 興安寺及び納骨堂　建設計画 2016年4月～10月 朱雀都市建築研究所 ㈱安藤・ハザマ スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 263 ｍ ベトナム

140 高山駅改築（2） 2016年5月～10月 東海旅客鉄道㈱　建設工事部 高山駅改築工事共同企業体 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 356 ｍ ベトナム

スチールタラップ・ハシゴ 溶融亜鉛メッキ 20 台

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 161 ｍ

142 東邦ガス株式会社本社新北館建設建築工事 2016年7月～9月 ㈱日建設計 (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミパネル フッ素焼付塗装 238 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 8,506 ㎏

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 922 ㎏

アルミパネル フッ素焼付塗装 1,256 ㎡

144 名古屋市金城ふ頭駐車場整備事業 2016年9月～ (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミパネル フッ素焼付塗装 212 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付塗装 40 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 65 ㎏

アルミ型材見切 フッ素焼付塗装 52 ㎏

スチール手摺 生地 640 m ベトナム

アルミ型材水切 生地 450 ㎏ 韓国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 2,570 ㎏ 韓国

アルミルーバー 木目調熱転写 1,700 ㎏ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 41 ㎡ 中国

中国

韓国

韓国

ベトナム

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　名古屋支店

大成建設・竹中工務店
建設共同企業体

(株)竹中工務店　大阪本店

㈱安藤・ハザマ

大成建設 株式会社

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

芦原太郎建築事務所

(株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所

大成建設・竹中工務店
建設共同企業体

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

㈱日建設計

㈱日建設計

2016年3月～9月

2016年3月～8月

2016年5月～

2016年8月～

2016年8月～

2016年9月～

2016年2月

シマノ新金岡レジデンス新築工事

ＡＴグループ本社地区再開発計画（南館）

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業

中井工業本社ビル新築工事

愛知淑徳大学　長久手キャンパス
健康栄養学科棟・上空通路周辺整備工事

さいたま赤十字病院　新築工事

JR高槻駅北東地区開発事業
複合B建築工事棟

143

145

146

132

134

135

141
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

アルミルーバー フッ素焼付塗装 4,150 ㎏ 韓国

アルミルーバー 木目調シート貼り 1,380 ㎏ 韓国

148 ㈱スズケン旭川支店　新築工事 2016年10月～ 日鈴建設㈱一級建築事務所 ㈱ナカノフド一建設 アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 2,267 ㎏ 韓国

149 リンナイ暁工場組立棟他新築工事 2016年11月～12月 ㈱青島設計 大成建設 株式会社 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 375 m ベトナム

150 愛知製鋼　新本館新設工事 2016年11月～ (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミルーバー
アルマイトシルバー

クリア艶消し
2,620 ㎏ 韓国

151
神奈川県総合リハビリテーションセンター

新棟新築工事
2016年11月～ ㈱山下設計

大成・松尾・大洋
特定建設工事協同企業体

アルミルーバー
アルマイトシルバー

クリア艶消し
3,142 ㎏ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 636 ㎡ 中国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 2,770 ㎏ 韓国

153 GLP吹田プロジェクト 2017年3月～ (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 741 ㎡ 中国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 576 ｍ

スチール門扉 溶融亜鉛メッキ 4 台

155 湊二丁目東地区　第一種市街地再開発事業 2017年4月～ 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 505 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付塗装 1,090 ㎡ 中国

スチール手摺
生地・錆止塗装・溶融亜鉛メッ

キ
1,720 ｍ

スチール門扉 溶融亜鉛メッキ 1 台

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 6 台

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 1,421 ｍ

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 7 台

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 32,700 ㎏

158 ニチアス王寺工場新1号棟 2017年6月～8月 (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 315 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,400 ㎏

アルミパネル フッ素焼付塗装 234 ㎡

アルミパネル フッ素焼付塗装 655 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 8,050 ㎏ 中国

アルミ型材見切 フッ素焼付塗装 1,757 ㎏ 韓国

スチールメッシュ 粉体塗装 748 ㎡ 韓国

アルミパネル 粉体塗装 973 ㎡ 韓国

有孔折板（POSMAC） フッ素焼付塗装 1,628 ㎡ 韓国

ベトナム

ベトナム

ベトナム

中国

(株)竹中工務店　大阪本店

大成建設 株式会社

大成建設 株式会社

大成建設㈱　名古屋支店

大成・神谷組建設共同企業体

(株)竹中工務店　名古屋支店

(株)竹中工務店　名古屋支店

㈱日建設計

㈱日建設計

㈱日本設計

㈱Katachi ap

㈱日建設計

(株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所

(株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所

2017年5月～
2018年1月

2016年9月～

2017年3月～

2017年3月～

2017年3月～

2017年4月～12月

2017年8月～

公立藤岡総合病院
新入院棟建設・付属外来センター改修工事

コストコホールセール浜松倉庫店　新築工事

豊田市駅前通り北地区第一種市街地
再開発事業施設建築物新築工事

常葉大学静岡キャンパス草薙校舎
新築工事【校舎棟】

アマダ歴史記念館新築工事

関西外国語大学
御殿山キャンパス・

グローバルタウン新築工事

ソラリア西鉄ホテル京都新築工事

156

157

159

160

147

152

154
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

161 安土駅橋上化他工業 2017年8月～11月
ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱

一級建築士事務所
大鉄工業株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 275 ㎡ 中国

162
中山下一丁目一番地区

第一種市街地再開発事業新築工事
2017年8月～10月 ㈱アーキスコープ アルミパネル フッ素焼付塗装 379 ㎡ 中国

163 Nホテル新築工事 2017年9月 ㈱岸設計 ㈱永賢組 アルミパネル フッ素焼付塗装 374 ㎡ 中国

スチール手摺 錆止塗装 774 ｍ

スチールタラップ用扉 錆止塗装 7 台

スチールタラップ 錆止塗装 10 台

アルミルーバー 生地 2,015 ㎏ 韓国

アルミルーバー 生地 7,000 ㎏ 中国

166 福岡空港貨物施設移転整備事業 2017年9月～11月 清水建設㈱一級建築士設計事務所
清水・松本

特定建設工事共同企業体
スチールガードポスト 錆止塗装 335 ケ所 ベトナム

167 広島国際学院高等学校校舎等改築工事 2017年10月～11月 ㈱安藤・ハザマ　一級建築士事務所 ㈱安藤・ハザマ スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 645 ｍ ベトナム

168 志摩地中海村増築工事 2017年11月 (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミルーバー フッ素焼付塗装 677 ｍ 韓国

169 トヨタL＆Fカスタマ-ズｾﾝﾀｰ大阪新建築工事 2017年11月 (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミ水切・アルミ笠木 フッ素焼付塗装 64 ㎡ 中国

170 愛知製鋼新本館新設工事 2017年11月 (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミルーバー フッ素焼付塗装 685 ｍ 韓国

スチール手摺 錆止塗装 2,272 ｍ

スチールタラップ 錆止塗装 9 台

生地 490 kg

フッ素焼付塗装 583 kg

アルミルーバー フッ素焼付塗装 150 kg

アルミパネル フッ素焼付塗装 2,012 ㎡ 中国

アルミルーバー 生地 209 ㎡ 中国

173 山梨県庁公用車等駐車場建設工事 2017年11月～12月 階段スチール手摺 生地 62 ｍ ベトナム

174 日本ピラー工業三田工場 2017年12月～ ㈱東畑建築事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミルーバー フッ素焼付塗装 7,177 kg 韓国

175 英ビル新築工事 2018年1月～2月
松井建設東京支店

一級建築士設計事務所
松井建設㈱ 階段スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 101 ｍ ベトナム

176 三井不動産名古屋ららぽーと港明
2018年1月～
2018年3月

(株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 階段スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 828 ｍ ベトナム

177 (仮称）伊東壇信徒会館別館建設工事 2018年2月 ㈱大屋設計 松井建設（株）東京支店 アルミパネル フッ素焼付塗装 113 ㎡ 中国

178 TGMM芝浦プロジェクト 2018年2月 三菱地所設計・日建設計共同企業体 大成建設 株式会社 アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,048 kg 韓国

179 GLP寝屋川プロジェクト 2018年3月 (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 252 ㎡ 中国

ベトナム

ベトナム

韓国
アルミスパンドレル

ジェイア-ル東海建設（株）

大成建設 株式会社

清水・やまこう・大和・藤原
特定建設工事共同企業体

(株)竹中工務店　大阪本店

ジェイアール東海コンサルタンツ㈱
一級建築士事務所

㈱日建設計

日建・安本設計共同体

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

2017年8月～
2018年2月

2017年9月～12月

2017年11月～
2018年6月

2017年12月～
2018年1月

名古屋工場耐震化ほか（１）
新総合事務所新設工事

赤坂九丁目北地区
第一種市街地再開発事業

施設建築物新築工事

鳥取県立中央病院立替整備工事（建築）

豊崎3丁目計画

171

172

164

165
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

180 （仮称）宜野湾大謝名プロジェクト新築工事 2018年3月 清水建設㈱一級建築士設計事務所 清水建設株式会社 アルミルーバー フッ素焼付塗装 2,705 kg 韓国

181 (仮称）広島サンケイビル建替プロジェクト 2018年4月～7月 ㈱安井建築設計事務所 (株)竹中工務店　広島支店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 359 ｍ ベトナム

182
三菱自動車工業㈱

新オフェイスビル建設工事
2018年4月～5月 (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 173 ｍ ベトナム

スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 2,400 ｍ

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 47 台

フッ素焼付塗装 217 kg

木目調シート貼り 1,505 kg

アルミパネル フッ素焼付塗装 81 ㎡ 中国

185 三機テクノセンター構築工事 2018年4月 (株)竹中工務店　東京一級建築士事務所 (株)竹中工務店　横浜支店 アルミルーバー フッ素焼付塗装 3,898 kg 韓国

186 海ほたる2019リニューアル改修工事 2018年4月～8月 ㈱乃村工藝社 ㈱大林組 アルミルーバー 木目調シート貼り 1,763 kg 韓国

187
宮崎日機装株式会社

航空宇宙工場及び管理棟建設工事
2018年6月 清水建設㈱一級建築士設計事務所 清水建設株式会社 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 177 ｍ ベトナム

188 新甲南病院建設工事 2018年6月～ (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 495 ㎡ 中国

189 ディスコ桑畑工場A棟Cゾーン増築計画 2018年6月 ㈱大林組一級建築事務所 ㈱大林組 アルミパネル フッ素焼付塗装 501 ㎡ 中国

スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 325 ｍ

カードポスト 粉体塗装 56 台

スチールタラップ 錆止塗装 1 台

191 カネキ本社工場建替 2018年7月 (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 133 ㎡ 中国

2018年7月 類設計室 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 506 ㎡　 中国

2018年11月～
2019年3月

㈱三菱地所設計 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 4,028 ㎡　 中国

193 京都経済センター 2018年8月～12月 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設㈱　関西支店 アルミパネル フッ素焼付塗装 675 ㎡ 中国

フッ素焼付塗装 1,451 ｍ

錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 900 ｍ

スチール手摺 錆止塗装 130 ｍ

スチールタラップ 錆止塗装 20 台

196 ニフコ名古屋技術開発棟新築工事 2018年9月 (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミルーバー フッ素焼付塗装 2,429 kg 韓国

197 日本電気株式会社　新名古屋ビル建設工事 2018年9月～10月 NECファシリティーズ㈱ 鹿島建設株式会社 アルミパネル・笠木 フッ素焼付塗装 200 ㎡ 中国

ベトナム

ベトナム

ベトナム

韓国

ベトナム

アルミルーバー

スチール手摺

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)安藤・間　名古屋支店

竹中・清水・ＪＦＥシビル
　共同企業体

株式会社フジタ

(株)竹中工務店　名古屋支店

（株）ＩＡＯ竹田設計

㈱安藤・間名古屋支店
一級建築士事務所

(株)竹中工務店　広島一級建築士事務所

㈱フジタ　一級建築士事務所

(株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所

2018年4月～11月

2018年6月～9月

2018年9月～
2019年6月

2018年9月

2018年4月～
2019年3月

三井ハイテック岐阜事業所第一期工事

追手門学院新キャンパス新築工事

ＪＦＥスチール福山３焼結建築３焼結工場新
築工事

三菱自動車工業株式会社
新空力試験棟実車風洞建屋建設計画

愛知県大規模展示場建設工事

(仮称)大阪市中央区北浜二丁目計画

194

195

183

184

190

192
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

198
日東電工株式会社　亀山事業所

第４工場R建設工事
2018年10月～ ㈱日建設計 鹿島建設株式会社 アルミパネル・笠木 フッ素焼付塗装 707 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 257 kg 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 156 ㎡ 中国

200 広島国際学院中学校　校舎新築工事 2018年10月 ㈱安藤・ハザマ　一級建築士事務所 ㈱安藤・ハザマ スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 161 ｍ ベトナム

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 6,300 ｍ

スチールアーチトラス 溶融亜鉛メッキ 1,063 ｍ

アプローチデッキ 溶融亜鉛メッキ 143 ｍ

スチール扉 溶融亜鉛メッキ 8 台

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 12 台

アルミパネル フッ素焼付塗装 1,648 ㎡ 中国

スチール製
フォークリフト充電架台

50 ヶ所

ケーブルラック支持金物 10 ヶ所

スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 280 ｍ

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 1 台

204 いなべ市新庁舎建設工事 2018年11月 ㈱日建設計 大成建設 株式会社 アルミルーバー フッ素焼付塗装 733 kg 韓国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 1,600 ｍ

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 2 台

206
大同特殊鋼株式会社

築地テクノセンター20工場新築工事
2018年12月 ㈱大同ライフサービス一級建築事務所 大成建設 株式会社 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 268 ｍ ベトナム

スチール手摺 錆止塗装 57 ｍ

スチールタラップ 錆止塗装 1 台

208
ゲートタワー事務所

ACWビジョンマリオン耐熱対策
2018年12月 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 アルミ方立カバー 生地 1,744 kg 韓国

209 東池袋4丁目計画 2018年12月
日建設計・ジェイアール東日本

建築設計事務所
大成建設 株式会社 アルミルーバー フッ素焼付塗装 3,766 kg 韓国

210 みなとみらい２１中央地区２０街区MICE施設 2018年12月
佐藤総合計画・

竹中工務店設計共同体
竹中・小俣建設共同企業体 アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,151 kg 韓国

アルミパネル・笠木 フッ素焼付塗装 1,387 ㎡

アルミ水切 生地 108 ㎡

212 TOA宝塚事業場再開発計画新棟新築工事 2019年1月～ ㈱三菱地所設計 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル・笠木 フッ素焼付塗装 322 ㎡ 中国

ベトナム

中国

ベトナム

ベトナム

ベトナム

ベトナム

溶融亜鉛メッキ大成建設 株式会社

鹿島建設株式会社

大成・太啓・水野工
特別共同企業体

株式会社フジタ

大成建設 株式会社

(株)竹中工務店　大阪本店

鹿島・増渕・渡辺・那須土木
磯辺・浜屋

特定建設工事共同企業体

大成建設㈱一級建築士事務所

鹿島建設㈱　一級建築事務所

名古屋市住宅都市局
営繕部営繕課

㈲中部設計

㈱山下設計

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

久米・ＡＩＳ・本澤
特定建築設計

業務共同企業体

2018年11月

2018年11月～12月

2018年11月～
2019年3月

2018年12月

2019年1月～

2018年10月

2018年10月～

名港海運株式会社
西二区物流センター南１号新築工事

鹿島伏見ビル新築工事

東部医療センター新病棟改築工事

㈱バローホールディングス
人材開発センター　嫩葉舎

EPRプロジェクト

近鉄不動産福島7丁目マンション

栃木県総合スポーツゾーン
新スタジアム新築工事

205

207

211

199

201

202

203
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 2,500 ｍ

スチールタラップ 錆止塗装 21 台

スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 2,700 ｍ

スチールタラップ 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 7 台

215 京急グループ本社新社屋建設工事 2019年4月 大成建設㈱一級建築士事務所 大成・京急建設共同企業体 アルミルーバー フッ素焼付塗装 7,587 kg 韓国

216
三井ショッピングパーク

ららぽーと沼津新築工事
2019年4月 ㈱大林組一級建築事務所 ㈱大林組 アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,353 kg 韓国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 1,160 kg 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 2,765 ㎡ 中国

218 小田急不動産西新宿7丁目計画 2019年4月 (株)竹中工務店　東京一級建築士事務所 (株)竹中工務店　東京本店 アルミルーバー フッ素焼付塗装 2174 kg 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 17 ㎡ 中国

アルミ水切 フッ素焼付塗装 1,954 ｍ 中国

スチール手摺 錆止塗装 428.6 ｍ

スチールタラップ 錆止塗装 4 台

221 OH-1計画　新築工事 2019年5月～ 鹿島建設㈱　一級建築事務所 鹿島建設株式会社 アルミ照明BOX フッ素焼付塗装 173 kg 韓国

222 可燃ごみ焼却施設設備工事 2019年5月～ 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 550 ｍ ベトナム

223 野里3丁目賃貸住宅新築工事 2019年6月 ㈱徳岡工務店 ㈱徳岡工務店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 30 ｍ ベトナム

224
海田発電所建設工事のうち

建築関連設備設置工事
2019年6月 ㈱大林組一級建築事務所 ㈱大林組 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 167 ｍ ベトナム

スチール手摺 生地・錆止塗装 5,000 ｍ

スチールタラップ 錆止塗装 2 台

スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 5,100 ｍ

スチールタラップ 錆止塗装 3 台

227 天王寺動物園ゲートエリア魅力向上事業 2019年7月～ (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 425 ㎡ 中国

228 (仮称)直会殿・能楽堂新築工事 2019年7月～ ㈱桝谷設計 竹中工務店・中尾組共同企業体 アルミパネル フッ素焼付塗装 27 ㎡ 中国

229
味の素株式会社

調味料などの製造・包装新工場建設工事
2019年8月～ 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 285 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付塗装 115 ㎡ 中国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 302 ｍ ベトナム

231 茨木ビル1期新築工事 2019年9月～ ㈱NTTファシリティーズ (株)竹中工務店　大阪本店 アルミチェッカプレート アルマイト 629 ㎡ 中国

ベトナム

ベトナム

ベトナム

ベトナム

ベトナム

大成建設 株式会社

鹿島建設株式会社

(株)竹中工務店　大阪本店

㈱大林組

(株)竹中工務店　広島支店

大成建設 株式会社

梓設計・安藤設計工事監理JV

大成・中村特定建設工事
共同企業体

大成建設㈱一級建築士事務所

鹿島建設㈱　一級建築事務所

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

㈱大林組一級建築事務所

(株)竹中工務店　広島一級建築士事務所

大成建設㈱一級建築士事務所

梓設計・大成建設・
安藤設計設計JV

㈱久米設計

2019年9月～12月

2019年3月～7月

2019年4月～8月

2019年4月

2019年4月

2019年6月～
2021年6月

2019年6月～

2019年3月～8月

京都八条口Kホテル計画

川崎重工業㈱岐阜工場
大型機修理組立修理ハンガー建設工事

の内建築工事(1期)

大丸心斎橋本館建替計画

東京農業大学世
田谷キャンパス新研究棟整備事業

第一稀元素化学工業江津工場B棟第一期工
事

武豊火力発電所5号機建築

総合スポーツゾーン　東エリア整備運営事業

中央緑地新体育館建設工事

219

220

225

226

230

213

214

217
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

生地 35 ㎡

フッ素焼付塗装 72 ㎡

アルミルーバー フッ素焼付塗装 3,000 ｍ 韓国

233 藤子・Ｆ・不二雄　ミュージアム増改築工事 2019年9月 ㈱日本設計 大成建設 株式会社
スチール

目隠しルーバー（FB）
錆止塗装 938 kg ベトナム

234
東京国際空港第２ターミナル国際線施設

　建設工事
2019年9月～

梓・安井・PCPJ・東京国際空港国際線
旅客ターミナル設計監理共同企業体

大成建設 株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 1,080 ㎡ 中国

235 名古屋工場耐震化ほか(2)新輪軸修繕場2期 2019年9月 東海旅客鉄道㈱　建設工事部 ジェイア-ル東海建設（株） スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 1,250 ｍ ベトナム

236 大阪駅天井改良他　1期工事 2019年10月～
ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱

一級建築士事務所
大鉄工業株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 2,100 ㎡ 中国

237 NTT-UD　原宿駅前開発 2019年10月 (株)竹中工務店　東京一級建築士事務所 (株)竹中工務店　東京本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 692 ㎡ 中国

238 深谷市新庁舎建設工事 2019年10月 ㈱佐藤総合計画 古郡・鈴木特定建設工事企業体 アルミ鼻先金物(型材) フッ素焼付塗装 1,476 ｍ 韓国

239 銀座六丁目ホテル計画 2019年10月～11月 ㈱日建設計 大成・東武谷内田建設共同企業体 アルミルーバー フッ素焼付塗装 12,000 ｍ 韓国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 76 ｍ

スチール門扉 溶融亜鉛メッキ 1 台

スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 740 ｍ

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 1 台

242 愛三工業㈱新築工事 2019年11月 (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 100 ｍ ベトナム

アルミ金物(型材) フッ素焼付塗装 11,100 kg 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 4,000 ｍ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 500 ㎡ 中国

244 新ハセビル３新築工事 2019年12月～ ㈱シーラカンスアンドアソシエイツ ㈱永賢組 スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 300 ｍ ベトナム

245 竹芝地区開発計画(業務棟)新築工事 2019年12月～ 鹿島・久米設計工事監理業務共同企業体 鹿島建設株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 336 ㎡ 中国

スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 180 ｍ ベトナム

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 4,080 ｍ 韓国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,700 ｍ

アルミルーバー 木目調シート貼り 2,420 ｍ

アルミルーバー 生地 387 kg

248 日本生命栄町ビル　新築工事 2020年1月～ ㈱安井建築設計事務所 竹中工務店・太啓建設共同企業体 スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 430 ｍ ベトナム

249 東郷セントラル計画 2020年1月 (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 9 ｍ ベトナム

中国

ベトナム

ベトナム

韓国

アルミパネル

鹿島建設株式会社

竹中・公成・長村
特定建設工事共同企業体

㈱加納工務店

(株)竹中工務店　名古屋支店

大成建設 株式会社

大成建設 株式会社

鹿島建設㈱　一級建築事務所

㈱東畑建築事務所

㈱藤川原設計

(株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所

ジェイアール東日本建築設計事務所

大成建設㈱一級建築士事務所

2019年11月～
2020年5月

2019年9月～

209年10月～

2019年11月～

2019年11月～
2020年11月

2019年12月～

名駅1丁目計画

京都スタジアム新築工事(主体工事)

いりなか保育園新築工事

豊田自動織機共和205工場改修工事

川崎駅西口開発新築工事

株式会社デンソー
安城パワエレ耐久/食堂棟新築工事

240

241

243

246

247

232
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 240 ｍ ベトナム

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 1,892 kg 韓国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 8,069 kg 韓国

生地 1,364 kg

木目調シート貼り 1,812 kg

アルミパネル フッ素焼付塗装 586 ㎡ 中国

溶融亜鉛メッキ 193 ｍ

錆止塗装 107 ｍ

スチール固定金物 錆止塗装 54 本

スチール手摺 生地 119 ｍ

254 加藤学園記念館建替 2020年2月～ (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 1,450 m 韓国

スチール軒先パネル 溶融亜鉛メッキ 340 本

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 898 ｍ

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 1,000 ｍ

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 2 台

257 大阪電気通信大学寝屋川キャンパス 2020年3月～ (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 89 ㎡ 中国

258 大丸心斎橋店北館改修 2020年4月～8月 (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 380 ㎡ 中国

259 霊友会第十五支部京田辺新講堂 2020年4月 (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 107 ㎡ 中国

260
中日本航空株式会社本社

第１格納庫新築工事
2020年4月～8月 ㈱梓設計　中部支店 株式会社フジタ スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 560 ｍ ベトナム

スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 3,264 ｍ

スチールタラップ 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 9 台

スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 640 ｍ ベトナム

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 3 台 ベトナム

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 303 ｍ ベトナム

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 3 台 ベトナム

アルミルーバー フッ素焼付塗装 2,280 ｍ 韓国

264 金城学院大学E１棟新築工事 2020年5月～ ㈱三菱地所設計 大成建設 株式会社 スチール手摺 錆止塗装 67 ｍ ベトナム

ベトナム

ベトナム

ベトナム

ベトナム

ベトナム

韓国アルミスパンドレル

スチール手摺

鹿島建設株式会社

鹿島建設株式会社

株式会社 鴻池組

(株)竹中工務店　名古屋支店

(株)竹中工務店　名古屋支店

(株)竹中工務店　横浜支店

大成建設 株式会社

安藤ハザマ・三喜特定建設工事
共同企業体

(株)竹中工務店　大阪本店

鹿島建設㈱　一級建築事務所

鹿島建設㈱　一級建築事務所

㈱安井建築設計事務所

㈱内藤建築事務所

(株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所

(株)竹中工務店　東京一級建築士事務所

大成建設㈱一級建築士事務所

㈱アール・アイ・エー

㈱NTTファシリティーズ

2020年2月～

2020年4月～

2020年4月～10月

2020年4月～9月

2019年12月～

2020年1月

2020年1月～

2020年2月～

2020年2月～

住友倉庫(仮称)神戸港PI-L6新倉庫建設工事

川崎重工業㈱岐阜工場
大型機修理組立修理ハンガー建設工事

の内建築工事(2期)

サントリー知多蒸留所G5-PJ　蒸留棟

新市立島田市民病院建築工事

トヨタ紡織株式会社
グローバル本社建設工事

JR東日本横浜駅西口開発ビル(鶴屋町棟）

久屋大通り公園整備運営事業公募対象
公園施設新築工事

小牧市こども未来館整備工事

茨木ビル２期新築工事

262

263

251

252

253

255

256

261

250
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

スチール手摺 錆止塗装 2,780 ｍ ベトナム

スチールタラップ 錆止塗装 16 台 ベトナム

アルミパネル フッ素焼付塗装 4,500 ㎡ 中国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 5 ｍ ベトナム

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 903 ｍ ベトナム

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 71 台 ベトナム

268 サカエチカ10号階段改修工事 2020年5月～ ㈱安井建築設計事務所 竹中工務店・太啓建設共同企業体 アルミパネル フッ素焼付塗装 260 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 907 kg 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 771 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付塗装 50 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,300 ｍ 韓国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 672 ｍ ベトナム

アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,000 ｍ 韓国

ルーバー用ストリンガー 溶融亜鉛メッキ 172 ｍ ベトナム

272
株式会社 ﾃﾞﾝｿ-善明制作所

ガソリン新工場建設工事
2020年6月～ 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設㈱　名古屋支店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 105 ｍ ベトナム

スチール手摺 錆止塗装 425 ｍ

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 19 台

274 日本ニューマチック工業東大阪新工場 2020年7月～ (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 1200 ｍ 韓国

アルミルーバー フッ素焼付け塗装 4,800 ｍ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 1280 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 4,430 ｍ 韓国

276 福山大学未来創造館新築工事 2020年8月～ 株式会社 佐藤総合計画 安藤ハザマ　広島支店 アルミルーバー 木目調シート貼り 2,000 ｍ 韓国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 210 ｍ ベトナム

スチール手摺 錆止塗装 55 ｍ ベトナム

スチールパネル エポキシ樹脂塗装 1,000 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 4,550 ｍ 韓国

スチール手摺 錆止塗装 500 ｍ ベトナム

ベトナム

大成建設㈱　名古屋支店

広島銀行新本店ビル新築工事
 共同企業体

(株)竹中工務店　名古屋支店

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

清水・プランテックファシリティーズ
特定建設工事共同企業体

大成建設 株式会社

(株)竹中工務店　大阪本店

㈱竹中工務店　㈱エスケイエム
共同企業体

蟹江駅改築工事共同企業体

中電不動産株式会社

㈱日建設計

㈱日建設計

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

（株）ＩＡＯ竹田設計

㈱プランテック総合計画事務所

大成建設㈱一級建築士事務所

竹中工務店・RIA設計共同体

(株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所

東海旅客鉄道㈱

2020年7月～

2020年8月～

2020年5月～

2020年5月～

2020年5月～

2020年6月～

2020年7月～

2020年7月～

2020年5月～

2020年5月～１１月

衣浦1号地前面北側灰捨地のうち建築工事

広島銀行新本店ビル新築工事

名古屋三井ビルディング北館新築工事

コニカミノルタ高槻サイト新棟

桜スタジアムプロジェクト

安川電機テクノロジーセンタ建設計画

名港ビルディング建替プロジェクト

堺東駅南地区第一種市街地地区
再開発事業

豊田自動織機東知多704工場新築工事

蟹江駅改築（2）工事

270

271

273

275

277

278

265

266

267

269
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
NO 工事名称 生産時期 設計事務所 施工会社 製品名 仕様 生産国数　量

279 心斎橋ホテル計画新築工事 2020年8月～
株式会社 日建設計

株式会社 竹中工務店 一級建築士事務所
(株)竹中工務店　大阪本店 スチール手摺 錆止塗装 400 ｍ ベトナム

アルミパネル フッ素焼付塗装 70 ㎡ 中国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 80 ｍ ベトナム

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 72.5 ｍ ベトナム

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 3 台 ベトナム

282 (仮称）中部国際医療センター新築工事 2020年8月～ 株式会社　久米設計 株式会社フジタ スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 1170 ｍ ベトナム

アルミパネル フッ素焼付け塗装 860 ㎡ 中国

スチール手摺 錆止塗装 300 ｍ ベトナム

アルマイトシルバー 311 ｍ 韓国

フッ素焼付塗装 1,750 ｍ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 110 ㎡ 中国

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 315 ｍ 韓国

アルミパネル フッ素焼付塗装 110 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 560 ｍ 韓国

286 八木駅橋上化 2020年9月～
ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱

一級建築士事務所
大鉄工業株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 250 ㎡ 中国

287 松原天美ＳＣ新築工事 2020年9月～ (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 スチール手摺 錆止塗装 625 ｍ ベトナム

288 (仮称) ㈱特電　静岡支店　新築工事 2020年9月～ エクー (株)安藤・間　名古屋支店 スチール手摺 錆止塗装・溶融亜鉛メッキ 200 ｍ ベトナム

289 新市立島田市民病院　建設工事 2020年9月～ (株)竹中工務店　名古屋一級建築士事務所 (株)竹中工務店　名古屋支店 アルミルーバー フッ素焼付塗装 2,280 ｍ 韓国

289
同志社香里中学校・高等学校

メディアセンター（仮称）
2020年10月～ NASCA (株)竹中工務店　大阪本店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 160 ｍ ベトナム

290 広済会 光の園 新築工事 2020年10月～
株式会社 渡辺有規建築企画事務所

一級建築士事務所
小林工業株式会社 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 145 ｍ ベトナム

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 100 ｍ

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 1 台

アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,120 ｍ

アルミスパンドレル フッ素焼付塗装 3,900 ｍ

アルミパネル フッ素焼付塗装 1,150 ㎡ 中国

スチール手摺 錆止塗装 300 ｍ ベトナム

ベトナム

韓国

アルミルーバー

鹿島建設株式会社　関西支店

大成建設 株式会社

(株)竹中工務店　名古屋支店

大成・桑原特定建設工事
共同企業体

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

鹿島建設株式会社　関西支店

鹿島建設株式会社　関西支店

株式会社 katachi ap

株式会社　ＪＡ設計

大成建設㈱一級建築士事務所

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

鹿島建設株式会社　関西支店

2020年9月～

2020年10月～

2020年10月～

2020年8月～

2020年8月～

2021年2月～

2020年9月～

京都システムサービス　本社新築工事

（仮称）コストコホールセール守山倉庫店

JAみえきた本店新築工事

米原市統合庁舎整備事業

関西国際空港 TI及び付属棟電源設備
地上化工事（南工区）本館（南）増築工事

（仮称）烏丸通ホテル計画

京都信用金庫　九条支店　建替工事

292

280

281

283

284

285

291
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ユーチャンジャパン株式会社　海外調達実績リスト 2022/2/10現在
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293
第一稀元素化学工業株式会社 江津

厚生棟 新築工事
2020年12月～ (株)竹中工務店　一級建築士事務所 株式会社　竹中工務店 アルミパネル フッ素焼付塗装 100 ㎡ 中国

アルミパネル フッ素焼付け塗装 1,150 ㎡ 中国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 535 ｍ ベトナム

295 酉島製作所 2020年12月～ 株式会社　類　設計室　一級建築士事務所 松尾建設株式会社 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ・錆止塗装 1,450 ｍ ベトナム

アルミパネル フッ素焼付け塗装 261 ㎡ 中国

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 1 台

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 950 ｍ

297
名古屋大学（鶴舞）ライフ・イノベーション
先端研究教育拠点施設（動物実験施設）

新営その他工事
2020年12月～ 名古屋大学管理部 株式会社 鴻池組 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ・錆止め 875 ｍ ベトナム

アルミルーバー フッ素焼付塗装 7,200 ｍ 中国

St　ルーバー下地 溶融亜鉛メッキ 470 ｍ

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 560 m

鉄骨架台 溶融亜鉛メッキ 16,650 Kg

299 南ヶ丘病院　新病棟新築その他工事 2020年12月～ 株式会社アセス設計　一級建築士事務所 清水建設株式会社 アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,825 ｍ 韓国

スチール手摺 錆止塗装 1300 ｍ

スチールタラップ 溶融亜鉛メッキ 1 台

アルミパネル フッ素焼付塗装 190 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 1,500 ｍ 韓国

302 長崎市新庁舎建設　建築工事 2021年１月～
山下設計・建友社設計・
有馬建築設計事務所

特定設計業務キョウドウ企業体
清水建設株式会社　九州支店 スチール手摺 錆止塗装 943.8 m ベトナム

アルミパネル フッ素焼付塗装 773 ㎡ 中国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 250 ｍ ベトナム

304 （仮称）本町サンケイビル建設工事 2021年2月～ (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付け塗装 200 ㎡ 中国

305 （株）ＲＯＫＩ新工場建築工事 2021年2月～
株式会社安藤・間名古屋支店

一級建築士事務所
(株)安藤・間　名古屋支店 アルミルーバー フッ素焼付け塗装 1,700 ｍ 韓国

ベトナム

ベトナム

ベトナムジェイア-ル東海建設（株）

大成建設㈱　名古屋支店

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

(株)竹中工務店　大阪本店

東海旅客鉄道（株)建設工事部建設工事課
JR東海コンサルタンツ（株）

大成建設㈱一級建築士事務所

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所

2021年１月～

2021年１月～

2021年1月～

2020年12月～

2020年12月～

2020年12月～

名古屋工場耐震化ほか（2）

（仮称）イオンモール則武新町新築工事

梅田1丁目1番地計画 （2期工事）

梅田1丁目1番地計画（1期工事）

（仮称）大阪市北区大淀南2丁目OM計画

アクティオ大阪DLセンター

303

294

296

298

300

301
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アルミパネル フッ素焼付け塗装 2,932 ㎡ 中国

スチール手摺 錆止塗装 61 m ベトナム

307
同志社香里中学校・高等学校

メディアセンター（仮称）
2021年2月～ NASCA (株)竹中工務店　大阪本店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 60 m ベトナム

308 （仮称）コストコホールセール守山倉庫店 2021年2月～ 株式会社 katachi ap 大成建設 株式会社 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ・錆止塗装 230 m ベトナム

アルミパネル フッ素焼付け塗装 150 ㎡ 中国

アルミルーバー フッ素焼付塗装 900 ｍ 韓国

310 ELC Project SAKURA 2021年3月～
鹿島建設株式会社

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部・建築設計本部
鹿島建設株式会社 関東支店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 970 m ベトナム

311 クボタ苫小牧事務所棟 新築工事 2021年4月～ 株式会社 山下設計 大成建設株式会社札幌支店 アルミパネル フッ素焼付け塗装 100 ㎡ 中国

312
ロート製薬（株）

　上野テクノセンター新工場（C棟）建設工事
2021年4月～ ㈱安井建築設計事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付け塗装 873 ㎡ 中国

スチール手摺 錆止塗装 235 m

スチールタラップ 錆止塗装 1 台

314 韓国領事館 2021年4月 Chang-jo アルミルーバー フッ素焼付塗装 3650 ｍ 韓国

692
（仮称）西五反田３丁目プロジェクト

Ａ棟新築工事
2021年5月～ ㈱日建設計 竹中・鉄建JV アルミパネル フッ素焼付け塗装 3,806 ㎡ 中国

316 シマノ自転車博物館　プロジェクト 2021年5月～ 芦原太郎建築事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付け塗装 350 ㎡ 中国

317 東京インテリア家具長久手店 新築工事 2021年5月～ 株式会社 岸設計 株式会社 大本組 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 450 m ベトナム

318 （仮称）磐田市文化会館建設工事（建築） 2021年5月～ 株式会社 石本建築事務所
大成・アキヤマ特定建設工事

共同企業体
スチール手摺 錆止塗装 1198 m ベトナム

319 京丹波町新庁舎建設工事 2021年5月～ 有限会社 香山壽夫建築研究所 大成建設 株式会社 スチール手摺 錆止塗装 270 ｍ ベトナム

320 大源海運 2021年5月～ 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 スチール手摺 錆止塗装 130 ｍ ベトナム

321 大阪駅天井改良他　2期工事 2021年6月～
ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱

一級建築士事務所
大鉄工業株式会社 アルミパネル フッ素焼付塗装 1377.7 ㎡ 中国

322 【仮称】王寺義務教育学校(北) 2021年７月～ 村本建設 株式会社 村本建設 株式会社 スチール手摺 錆止塗装 611.7 ｍ ベトナム

323 タマヤクリエイト心斎橋ビル新築工事 2021年8月～ (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 40 ㎡ 中国

324 （仮称）西心斎橋二丁目計画
2021年8月～
2022年1月

(株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 605.2 ㎡ 中国

325 新甲南病院建設工事（2期工事） 2021年9月～１２月 (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 480 ㎡ 中国

326 プロロジスパーク八千代1プロジェクト 2021年9月～12月 大成建設㈱一級建築士事務所 大成建設 株式会社 ＳＴ　コーナーガード 錆止塗装 5120 本 中国

ベトナム

(株)竹中工務店　大阪本店

清水建設株式会社　九州支店

戸田建設㈱名古屋支店

久米：竹中設計共同体

㈱三菱地所設計

戸田建設㈱
名古屋支店一級建築士事務所

2021年2月～

2021年3月～

2021年4月～

名古屋市国際展示場新第1展示館整備事業

NHK新佐賀放送会館建設工事

（仮称）Landport 小牧 ANNEX 新築工事

306

309

313
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327 ニチアス王寺工場新2号棟 2021年9月～ (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 806 ㎡ 中国

328 大阪電気通信大学寝屋川キャンパス2期工事 2021年9月～12月 (株)竹中工務店　大阪一級建築士事務所 (株)竹中工務店　大阪本店 アルミパネル フッ素焼付塗装 350 ㎡ 中国

アルミパンチング フッ素焼付塗装 245 ㎡ 中国

スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 880.3 ｍ ベトナム

330 大和郡山市新庁舎建設工事 2021年9月～ 株式会社 梓設計 関西支社 株式会社 淺沼組 スチール手摺 錆止め 354.2 ｍ ベトナム

アルミ型材 粉体塗装 1,830 ｍ

アルミパネル 粉体塗装 132 ㎡

スチールパネル 粉体塗装・溶融亜鉛メッキ 892 ｍ

332 （仮称）奈良市子どもセンター新築工事 2021年10月～ 株式会社　大建設計
村本・三和特定建設工事

共同企業体
スチール手摺 錆止塗装 98.4 ｍ ベトナム

333 株式会社ツムラ　石岡センター 2021年10月 鹿島建設株式会社 ガードポスト 粉体塗装 84 本 ベトナム

334 トヨタ記念病院再構築 2021年10月～ 株式会社日建設計 株式会社竹中工務店 スチール手摺 錆止塗装 1019 ｍ ベトナム

ﾙｰﾊﾞｰ下地 溶融亜鉛メッキ 120.4 ｍ ベトナム

アルミﾙｰﾊﾞｰ フッ素焼付塗装 2,700 ｍ

アルミパネル フッ素焼付塗装 10 ㎡

336 中村区役所等複合庁舎等整備事業 2021年10月～
株式会社 竹中工務店 名古屋一級建築事務

所
株式会社 竹中工務店名古屋支店 スチール手摺 溶融亜鉛メッキ 176 ｍ ベトナム

337 塚口さんさんタウン３番館建替事業 2021年10月～ 株式会社アール・アイ・エー 株式会社熊谷組 アルミパネル フッ素焼付け塗装 684.3 ㎡　 中国

韓国

韓国

鹿島・笹川特定建設工事
共同企業体

大成建設 株式会社

株式会社　竹中工務店

株式会社　佐藤総合計画　関西オフィス

大成建設㈱一級建築士事務所

日建設計

2021年9月～
2022年2月

2021年10月

2021年10月～

金亀公園第一種陸上競技場

ゲートタワー結露防止対策工事（第4期）

堂島２丁目計画335

329

331
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