
株式会社　美  装
ご　採　用　事　例

民間企業・事業様ご採用事例

弊社お取引先にご採用いただきました設置事例を
掲載させていただいております。



中部薬品株式会社 木曽川物流センター 愛知県一宮市

ステンレスサイン　ヒューストン HDタイプ　→ 最新カタログ  p.66

ホクレン南北海道家畜市場 北海道安平町

大型タワーサイン　マンハッタン　→ 最新カタログ  p.62､63

支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：ステンレスHL板 1.5t 、カッティングシート、
　　　　　ステンレス切文字塗装仕上
内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造

■仕　様

本　　体：スチール角パイプ、亜鉛メッキ
フレーム：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t、アルマイト仕上、
　　　　　カッティングシート

■仕　様



株式会社HATAKEカンパニー 茨城県つくば市

大型タワーサイン　マンハッタン　→ 最新カタログ  p.62､63

平野鋼線株式会社 埼玉幸手センター 埼玉県幸手市

本　　体：スチール角パイプ、亜鉛メッキ
フレーム：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t、焼付塗装仕上、
　　　　　ステンレスHL 箱文字

■仕　様

■仕　様

ステンレスサイン　ヒューストン HDタイプ　→ 最新カタログ  p.66

支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：ステンレスHL板 1.5t、カッティングシート
内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



帯広しんきん 北海道帯広市

インフォメックス　Cタワータイプ　→ 最新カタログ  p.72

ＪＡ岡山西 本店 岡山県倉敷市

支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上、
　　　　　インクジェットシート、ステンレス内部補強パイプ
表  示  面：アルミ平板 2.0t アルマイト仕上、インクジェットシート

■仕　様

■本体仕様

ソラーサ　SODタイプ　→ 最新カタログ  p.94､95

支　　柱：アルミ押出型材、焼付塗装仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t、焼付塗装仕上、
　　　　　カッティングシート
内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造

■ソーラーLED照明
筐　　体：アルミ押出型材、アルマイト仕上
太陽電池：単結晶セルタイプ
蓄 電  池：ニッケル水素電池
L　E　D：白色タイプ

内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



愛知県岡崎市

大型タワーサイン　タワーズ　→ 最新カタログ  p.64

真岡信用組合 荒町支店

ＪＡあいち三河 岩津ふれあいセンター

栃木県真岡市

本　　体：スチール角パイプ、亜鉛メッキ
フレーム：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t アルマイト仕上、
　　　　　カッティングシート

■仕　様

■仕　様

ダイナスティ　Dタイプ　→ 最新カタログ  p.58､59

支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：アルミ平板2.0t、インクジェットシート
内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



愛知県春日井市

LED内照サイン　ライトフィックス LFCタイプ　→ 最新カタログ  p.34､35

トヨタカローラ横浜 戸塚下倉田店

ネッツトヨタ中部 プラザ春日井

神奈川県横浜市戸塚区

■仕　様

■仕　様

内照タワーサイン　ビーファイン　→ 最新カタログ  p.36､37

支　　柱：スチール角パイプ、亜鉛メッキ、塗装仕上
　　　　　ユニット構造組立式
支柱カバー：アルミ押出型材、アルマイト仕上
フェイス：FFシート
腰　　板：アルミ板 2.0t、アルマイト仕上

■仕　様
支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：アルミ平板2.0t、焼付塗装仕上、抜き文字内照式
内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



静岡県浜松市

FF内照サイン　リベラ　→ 最新カタログ  p.40､41

三好文化幼稚園

佐鳴予備校 根上り松校

愛知県みよし市

■仕　様

■仕　様

シンボルサイン　ソレイユ SOLタイプ　→ 最新カタログ  p.60､61

支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：アルミ平板 1.0t、アルマイト仕上、
　　　　　カッティングシート

■仕　様
支　　柱：スチール角パイプ、亜鉛メッキ、塗装仕上、
　　　　　ユニット構造組立式
支柱カバー：アルミ押出型材
フェイス：FFシート
腰　　板：アルミ押出型材、スパンドレル、塗装仕上

内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



神奈川県横浜市戸塚区

LED内照サイン　醍醐 DXタイプ　→ 最新カタログ  p.44､45

有限会社ハセガワ企画 不動産

株式会社一吉建設

神奈川県横浜市都筑区

■仕　様

■仕　様

LED内照サイン　ライトフィックス LFDタイプ　→ 最新カタログ  p.32､33

支　　柱：アルミ押出型材、塗装仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t、抜き文字内照式、塗装仕上

■仕　様
支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：乳半アクリル 5t、木目調シート
腰　　板：アルミ板 2.0t、アルマイト仕上

内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



静岡県伊豆市

ネクスト　XCタイプ → 最新カタログ p.76､77

株式会社竹野組

伊豆木器株式会社 天城湯ヶ島工場 愛知県豊川市株式会社丸文建材

福井県福井市

■仕　様

ステンレスサイン　ヒューストン HDタイプ　→ 最新カタログ  p.66

■仕　様
支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t、アルマイト仕上
　　　　　アルミ押出型材、アルマイト仕上
　　　　　カッティングシート、ステンレス切文字

■仕　様
支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：ステンレスHL板 1.5t、抜き文字内照式

背　　面：ソーラーパネル

内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造

内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



東京都中央区

カジュアルサイン　フリーダム、エッグ&キューブ　→ pp.82-85

深川ギャザリア

ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー

東京都江東区

■仕　様

■仕　様

GEAR/ギア　GTタイプ　→ 最新カタログ  p.49

フレーム：高強度アルミ押出形材、塗装仕上
表  示  面：強化ガラス、カッティングシート

■仕　様
支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
フレーム：アルミ押出型材、塗装仕上
表  示  面：アルミ複合板、インクジェットシート

■ソーラーLED照明
筐　　体：アルミ押出型材、アルマイト仕上
太陽電池：単結晶セルタイプ
蓄 電  池：ニッケル水素電池
L　E　D：白色タイプ



神奈川県平塚市

ネクスト　XCタイプ　→ p.76､77　/　EBコートプリントハイパー　→ p.132､133

ひらつか花アグリ

■仕　様
支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t、EBコートプリントハイパー
内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



滋賀県彦根市

インフォメックス　Cタイプ　→ 最新カタログ  p.72､73

アスティルホテル新大阪

ホテルビワドッグ

大阪府大阪市淀川区

■仕　様

■仕　様

LED内照サイン　醍醐 DXタイプ　→ 最新カタログ  p.44､45

■仕　様
支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上、貼り紙防止
表  示  面：アルミ平板 2.0t、インクジェットシート
内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造

支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：アクリル 5t、内蔵LED照明
腰　　板：アルミ押出型材、木目調シート



東京都稲城市

ガラスサイン　クレア CLタイプ　→ p50､51

サイプレスイン東京

長坂ビル 愛知県豊田市アトリスパークとよた

東京都葛飾区

■仕　様

■仕　様

LED内照サイン　醍醐 DXタイプ　→ 最新カタログ  p.44､45

■仕　様
ベ  ー  ス：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：強化ガラス 10t、片面飛散防止フィルム

支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：乳半アクリル 5t
腰　　板：アルミ押出型材、塗装仕上



神奈川県藤沢市

GEAR/ギア　GWタイプ　→ 最新カタログ  p.49

すまいるハートビル

湘南台ライフタウン ライフビル

愛知県名古屋市北区

■仕　様

■仕　様
支　　柱：アルミ押出型材、木目調シート
表  示  面：アルミ平板 2.0t、アルマイト仕上、
　　　　　カッティングシート

■仕　様
フレーム：高強度アルミ押出形材、塗装仕上
表  示  面：アルミ平板 3.0t、インクジェットシート、
　　　　　上部LED照明

ネクスト　XCタイプ → 最新カタログ p.76､77

内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



神奈川県川崎市

LED内照サイン　ライトフィックス LFDタイプ　→ 最新カタログ  p.32､33

耳鼻咽喉科やまざきクリニック、市民調剤薬局さかい店

ライフフォレスト野川 神奈川県平塚市オーシャン湘南新町

新潟県新潟市

■仕　様

FF内照サイン　ビーファイン　→ 最新カタログ p.36､37

■仕　様
支　　柱：アルミ押出型材
表  示  面：ステンレスHL板 1.5t、抜き文字内照

支　　柱：スチール角パイプ、亜鉛メッキ、塗装仕上、
　　　　　ユニット構造組立式
支柱カバー：アルミ押出型材、アルマイト仕上
フェイス：FFシート
腰　　板：アルミ板 2.0t、アルマイト仕上

内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



千葉県柏市

大型タワーサイン　マンハッタン　→ 最新カタログ  p.62､63

ようてい健康増進クリニック、ようてい中央クリニック

介護老人保健施設　葵の園・柏たなか

愛知県北名古屋市、岩倉市

■仕　様

FF内照サイン　ビーファイン　→ 最新カタログ p.36､37

■仕　様

支　　柱：スチール角パイプ、亜鉛メッキ、塗装仕上、
　　　　　ユニット構造組立式
支柱カバー：アルミ押出型材、アルマイト仕上
フェイス：FFシート

本　　体：スチール角パイプ、亜鉛メッキ
フレーム：アルミ押出型材、塗装仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t、塗装仕上、抜き文字内照式



新潟県上越市

大型タワーサイン　マンハッタン　→ 最新カタログ  p.62､63

東京ベイ先端医療・幕張クリニック

訪問介護ステーションきずな

千葉県千葉市

■仕　様

大型タワーサイン　タワーズ　→ 最新カタログ p.64

■仕　様
本　　体：スチール角パイプ、亜鉛メッキ
フレーム：アルミ押出型材、塗装仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t、塗装仕上、抜き文字内照式

■仕　様
本　　体：スチール角パイプ、亜鉛メッキ
フレーム：アルミ押出型材、塗装仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t、塗装仕上、
　　　　　ステンレス箱文字、塗装仕上



奈良県三郷町

GEAR/ギア　GWタイプ　→ 最新カタログ  p.49　/　ネクスト　XCタイプ → 最新カタログ p.76､77

金丸脳脊椎外科クリニック

さくら歯科医院

三重県伊賀市

■仕　様

大型タワーサイン　マンハッタン　→ 最新カタログ  p.62､63

■GWタイプ仕様
フレーム：高強度アルミ押出形材、塗装仕上
表  示  面：アルミ平板 3.0t、アルマイト仕上、
　　　　　インクジェットシート

■XCタイプ仕様
支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t、アルマイト仕上、
　　　　　インクジェットシート

■仕　様
本　　体：スチール角パイプ、亜鉛メッキ
フレーム：アルミ押出型材、塗装仕上
表  示  面：アルミ平板 2.0t、塗装仕上、抜き文字内照式

内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



岐阜県岐阜市

東脇胃腸科・外科

高橋内科クリニック

愛知県豊橋市

■仕　様

ライトフィックス　LFCタイプ　→ 最新カタログ  p.34､35

■仕　様

■仕　様

FF内照サイン　ビーファイン　→ 最新カタログ p.36､37

支　　柱：スチール角パイプ、亜鉛メッキ、塗装仕上、
　　　　　ユニット構造組立式
支柱カバー：アルミ押出型材、アルマイト仕上
フェイス：FFシート

■仕　様
支　　柱：アルミ押出型材、アルマイト仕上
表  示  面：アルミ平板2.0t、焼付塗装仕上、抜き文字内照式
内　　部
フレーム：アルミ押出型材、ユニット構造



弊社お取引先にご採用いただきました設置事例を
掲載させていただいております。


