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カテゴリー プロジェクト（納入先） 納入製品
トライセブン ロッポンギ Quantum

東海東京証券 Quantum
日本ロレアル　新宿本社 Quantum

シタデル・エンタープライズ・ジャパン Quantum
FACEBOOK Quantum/ESN-DALI
CITI BANK Quantum/エナジートライパック

ゴールドマンサックス証券東京支店 Quantum/グラフィック4000

東急不動産（渋谷ソラスタ内オフィス） Quantum/グラフィックアイQS

LPAオフィス Quantum/グラフィックアイQS/ESN-DALI/シヴォイア

バークレイズ証券 Quantum/シヴォイア

クレディ・スイス・ファースト・ボストン グラフィック6000/シヴォイア

ブラックロック グラフィック7000/シヴォイア
日興アセットマネジメント グラフィックアイ4000/グラフィック5000/シヴォイア

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント グラフィックアイ4000/シヴォイア
ウエスタン・アセット・マネジメント グラフィックアイ4000/シヴォイア

Bloomberg グラフィックアイQS/LCP128/シヴォイア
アマダ伊勢原　本社 LCP128/グラフィックアイQS

DELL本社 シヴォイア
ビジネスエアポート（品川・丸の内） LCP128

NTTコミュニケーションズ LCP128
六本木ヒルズ　森タワー グラフィック6000

シスコシステムズ東京本社 グラフィック6000
虎ノ門ヒルズ グラフィック7000
三菱一号館 グラフィック7000

ソフトバンク本社 グラフィック7000

BNP パリバ証券会社 東京支店 グラフィック7000
JPモルガン グラフィック7000/グラフィックアイ4000

三井住友銀行本店 グラフィック7000/グラフィックアイQS
キヤノン本社棟 グラフィックアイ4000

愛宕グリーンヒルズ Moriタワー グラフィックアイ4000
万有製薬本社 グラフィックアイ4000

ソニー本社 グラフィックアイ4000
電通アイソバー グラフィックアイQS

晴海トリトンスクエア グラフィックアイQS
三菱UFJ銀行大阪ビル（本館・別館） グラフィックアイQS

JRゲートタワー（名古屋） グラフィックアイQS

日立物流本社 グラフィックアイQS
住友商事 グラフィックアイQS

キリンホールディングス グラフィックアイQS
大塚ホールディングス グラフィックアイQS

日産自動車本社 グラフィックアイQS
いすゞ本社 グラフィックアイQS
JBCC　本店 グラフィックアイQS

ジョーンズラングラサール株式会社　関西支社 グラフィックアイQS
LINE本社 グラフィックアイQS/エナジーセイバーノード

メットライフ生命保険 グラフィックアイQS/エナジートライパック
WeWork 各店 グラフィックアイQS/エナジートライパック
Apple 銀座 Quantum

FENDI GINZA SIX Quantum
CELINE GINZA SIX Quantum

BURBERRY新宿本店 Quantum
Loro Piana銀座本店 Quantum
日本橋高島屋新館 Quantum

新風館京都 Quantum
オンワード代官山 Quantum
DIOR GINZA SIX LCP128
CHAUMET Ginza LCP128

ロロ・ピアーナ銀座 LCP128
新宿ルミネエスト LCP128

シブヤ西武 A館 8F レストラン街 LCP128
RIGOLETTO　KITCHEN　銀座 LCP128

ルイ･ヴィトン 各店 LCP128

オフィス

商業施設
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Aoyama Treehouse LCP128
TIFFANY 銀座本店 LCP128/グラフィックアイ3000

CHANNEL各店 LCP128/グラフィックアイQS
金舌　各店舗 LCP128/グラフィックアイQS

銀座シシリア＆Segafredo
(芝浦工業大学豊洲キャンパス内）

ESN/グラフィックアイQS

東京オペラシティ NTT ICC グラフィック6000
CICADA表参道 グラフィック7000

Apple Store 各店 グラフィックアイ4000
TOD'S 表参道店 グラフィックアイ4000

カルティエ 南青山店 グラフィックアイ4000
クロエ青山店 グラフィックアイ4000

スターバックスコーヒー グラフィックアイ4000
東京ミッドタウン日比谷フードホール グラフィックアイQS

山崎製パン総合クリエイションセンター グラフィックアイQS
NEWoMan新宿、横浜 グラフィックアイQS

マダムミィ銀座 グラフィックアイQS
ROLEX 銀座並木通り本店 グラフィックアイQS

ジブリパーク グラフィックアイQS
ときわ邸　M-GARDEN グラフィックアイQS

京都タワー グラフィックアイQS
ミキモト本店 グラフィックアイQS（EcoSystem ）
SBIメディック LCP128

慶應義塾大学病院 グラフィックアイQS
五稜会病院 グラフィックアイQS

伊藤病院(表参道) グラフィックアイQS
名古屋第二赤十字病院 グラフィックアイQS（EcoSystem）

アーティゾン美術館 Quantum
SOMPO美術館 Quantum
東京文化会館 Quantum

北九州市立美術館 Quantum (EcoSystem)
京都国立博物館 グラフィック7000

せんだいメディアテーク グラフィック6000
ポーラ美術館 グラフィック6000

三菱一号館美術館 グラフィック7000
京都大学総合博物館 グラフィック6000

根津美術館 グラフィック7000
予科練平和記念館 グラフィック7000

沖縄県立博物館・美術館 グラフィック7000
ホキ美術館 グラフィックアイ3000
地中美術館 グラフィックアイ3000

ハラ ミュージアムアーク グラフィックアイ4000
上野国立西洋美術館 グラフィックアイ4000

サントリー美術館 グラフィックアイ4000
国宝旧富岡製糸場西置繭所 グラフィックアイ4000

明治神宮ミュージアム グラフィックアイQS
富士世界遺産センター グラフィックアイQS

日本科学未来館 グラフィックアイQS
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 グラフィックアイQS

久留米市美術館 グラフィックアイQS(EcoSystem)/エナジーセイバーノード
アマン京都 myRoom/Quantum/シヴォイア

東京エディション虎ノ門 Quantum
エースホテル京都 Quantum

フォーシーズンズホテル京都 Quantum
ハイアットセントリック銀座東京 Quantum

グランドハイアット東京 Quantum
ウェスティンホテル横浜 Quantum

金沢東急ホテル Quantum
フォーシーズンズホテル東京大手町 myRoom

パークハイアット京都 myRoom
ソラノホテル myRoom

東武ホテルレバント東京 myRoom
MUNI KYOTO myRoom/Grafik Eye QS

美術館／ホール

病院

商業施設

ホテル
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ヒルトン広島 myRoom
眞松庵 myRoom

祇園エリートテラス myRoom
マンダリンオリエンタル東京 グラフィック6000/シヴォイア
ラグーナベイコート倶楽部 LCP128

Indigo犬山 LCP128
都ホテル　博多(サムウェアバー） LCP128

高知城西館 LCP128
古宇利島頂上ホテル LCP128

One Suite THE GRAND(古宇利島頂上ホテル） LCP128
メズム東京 LCP128/グラフィックアイQS

ホテルJALシティ富山 LCP128/グラフィックアイQS
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル LCP128/グラフィックアイQS

横浜ベイコート倶楽部 LCP128/グラフィックアイQS
アマネム エナジートライパック

グランドエクシブ浜名湖 グラフィック6000
名古屋マリオットアソシアホテル グラフィック6000/LCP128

ザ・ペニンシュラ東京 グラフィック7000
パークハイアット東京 グラフィック7000

ザ・リッツ・カールトン東京 グラフィック7000
セルリアンタワー東急ホテル グラフィックアイ3000/4000

横浜ベイホテル東急 グラフィックアイ3000/4000/グラフィック7000
ANA インターコンチネンタルホテル東京 グラフィックアイ4000

シェラトン都ホテル大阪 グラフィックアイ4000
ホテルエルセラーン大阪 グラフィックアイ4000
京都　ブライトンホテル グラフィックアイ4000

東京ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート グラフィックアイ4000
ヒルトン東京 グラフィックアイ4000
沖縄都ホテル グラフィックアイ4000

金沢東急ホテル グラフィックアイ4000/グラフィック7000
ホテル鷺の湯　長野 グラフィックアイQS

プリシアリゾート　ヨロン（与論島） グラフィックアイQS
吉祥寺エクセルホテル東急 グラフィックアイQS

奈良監獄ホテル グラフィックアイQS
お宿Onn湯田温泉 グラフィックアイQS

レム六本木 グラフィックアイQS
モクシー大阪新梅田 グラフィックアイQS
東京エディション銀座 グラフィックアイQS

レム東京　京橋 グラフィックアイQS
三井ガーデンホテル（バルコン・トーキョー） グラフィックアイQS

ホテルグランバッハ東京銀座 グラフィックアイQS
Snowpeak Field Suite Spa Headquarters グラフィックアイQS

ジ アーガイル アオヤマ グラフィックアイQS
平城宮いざない館 Quantum

まつもと市民芸術館 グラフィック6000
常滑市役所 グラフィックアイQS/シヴォイア

東京国際フォーラム グラフィックアイ4000
大阪電気通信大学 Quantum

大東文化大学 LCP128
東京大学医科学研究所 グラフィックアイ3000

法政大学 グラフィックアイ4000
早稲田大学高等学院 グラフィックアイ4000

開成中学校 グラフィックアイ4000
京都大学 グラフィックアイQS

京都精華大学 グラフィックアイQS
同志社大学 ホームワークス

虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー グラフィックアイQS
コンドミニアム ザ 葉山 グラフィックアイ3000/シヴォイア

MARQ OMOTESANDO ONE グラフィックアイQS/シヴォイア
パークコート赤坂檜町ザ タワー Grafik Eye QS/Energi TriPak/Energi Savr Node
パークコート麻布十番ザ タワー LCP128

シティタワーグラン天王寺 LCP128
六本木ヒルズレジデンス グラフィックアイ3000
MY TOWER RESIDENCE グラフィックアイ3000/ウォールボックス

学校

公共施設

ホテル

レジデンス
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パークタワー目黒 グラフィックアイ4000
ウッドヴィル麻布 グラフィックアイQS

広尾ガーデンヒルズ グラフィックアイQS
K-RESIDENCE グラフィックアイQS

パークマンション千鳥が淵 ホームワークス
諫早駅ビルiisa(イーサ） Quantum

センテラス天文館 Quantum/グラフィックアイQS
石川県立図書館 Quantum

ANAラウンジ（千歳・伊丹） LCP128
東京国際空港 新貴賓室 LCP128
新千歳空港国際線 茶室 LCP128

ANAラウンジ(那覇） LCP128
旧端出場水力発電所 LCP128

東大寺 グラフィック5000
アメリカ大使館 グラフィックアイ3000/4000

観世能楽堂（GINZA SIX） グラフィックアイ4000
薬師寺講堂 グラフィックアイ4000
宇治平等院 グラフィックアイ4000
京都タワー グラフィックアイQS

b-monster各店 グラフィックアイQS
SHISEIDO THE GINZA グラフィックアイQS

Zepp 福岡 グラフィックアイQS
伊豆の国市斎場（梛の杜） グラフィックアイQS

One@Tokyo グラフィックアイQS
重要文化財　林家住宅（岡山県） グラフィックアイQS

DPL新横浜II グラフィックアイQS/エナジートライパック
2023年2月現在

その他


