
主な納品歴

納品年 納品場所 施工地 内容 納品先（敬称略）

1988 東京都立博物館 東京 珪藻類細胞拡大模型 西尾製作所

松任市博物館（白山市） 石川 隅谷正峯氏肖像 他 京都科学

一色町文化広場　学びの館 愛知 大提灯、人形他 京都科学

1989 神戸グリコピア 兵庫 ジオラマ・食事の歴史　他 乃村工藝

土肥金山資料館 神奈川 精錬工程ジオラマ・人形 HIRO工芸

佐渡金山資料館 新潟 採掘風景・人体 HIRO工芸

1990 大阪・花の博覧会 大阪 動物造形 乃村工藝

江差町開陽丸資料館 北海道 榎本武陽、土方歳三像 他 京都科学

ハウステンボス 長崎 キャピトル、レリーフ他建築意匠 ヤマトマネキン

高知県立歴史民俗資料館 高知 縄文展示、土器、貝塚他 乃村工藝

1991 石見銀山資料館 島根 法廷風景人物像 京都科学

ハウステンボス 長崎 ボーダー、ファサード、人体他 ヤマトマネキン

二川宿本陣資料館 愛知 侍、旅人他人物像 京都科学

金露酒造記念館 兵庫 杜氏工程・人物像 HIRO工芸

舞鶴市資料館 京都 細川幽斎座像 乃村工藝

北海道開拓記念館 北海道 荷役馬、アイヌ人人形 西尾製作所

1992 牛窓町資料館 岡山 朝鮮通信使、唐子踊り　人物像 京都科学

飛騨山椒館 岐阜 桶職人、樵　人物像 京都科学

魚津埋没林センター 富山 ナウマンゾウ 西尾製作所

Pasonic 伊丹空港ウインドウ 兵庫 カール・ルイス像 乃村工藝

東京都立博物館 東京 ヒヨドリ、スズメ、アゲハ幼虫拡大 西尾製作所

伊丹昆虫館 兵庫 キベリハムシ、フタバガキ種子拡大 西尾製作所

海津町歴史資料館 岐阜 デ・レーケ、平田靫胤像　他 京都科学

1993 台湾国立自然科学博物館 台中 磁山ジオラマ、北京原人、鍼灸人体 丹青社

土井ヶ浜考古資料館 山口 弥生時代の村人 京都科学

半田市立 新美南吉記念館 愛知 新美南吉像　他 京都科学

宮崎兄弟生家資料館 熊本 孫文、宮崎滔天像　他 丹青社

本耶馬溪町歴史資料館 大分 枌洞穴復元、地蔵収納洞復元 京都科学

松茂町歴史民俗資料館 徳島 三段肩車獅子舞、台風時の人物 乃村工藝

士別市あさひサンライズホール 北海道 林業、開拓民人物群 西尾製作所

出羽庄内国際村（鶴岡市） 山形 トゥカノ族の生活　人体 西尾製作所

1994 登呂博物館 静岡 弥生時代の生活　人物像 白線社

茨城県立自然史博物館 茨城 両生類・哺乳類進化、人類進化 西尾製作所

士幌町農業館 北海道 ジャガイモ畑拡大ジオラマ 西尾製作所

愛媛県立総合科学博物館 愛媛 エジソン肖像、縄文展示　人物他 乃村工藝

飛騨荘川の里民俗館 岐阜 荘川の生活　人物群 京都科学

浅井歴史民俗資料館(長浜市） 滋賀 浅井長政・お市像、製糸工程人物 創造社

1995 下関市立考古博物館 山口 綾羅木遺跡ジオラマ人体、弥生人 京都科学

豊橋市立自然史博物館 愛知 「干潟の鳥」シギ、チドリ他 西尾製作所

一条谷朝倉氏遺跡資料館 福井 街並に暮らす人々 京都科学

木蝋資料館上芳我邸(内子町） 愛媛 酒宴の人物 京都科学

琵琶湖博物館 滋賀 バードカービング 西尾製作所

丹後町「古代の里』園地 京都 銅鏡、頭枕レプリカ。　弥生人 白線社

石川県航空プラザ 石川 航空機模型、実験装置 京都科学



1996 壱岐郷土館 長崎 ステゴドン象モニュメント 京都科学

横倉山自然の森博物館(越智町） 高知 シルル紀の海ジオラマ　 京都科学

北淡海・丸子船の館(長浜市） 滋賀 漁師の一家　人物像 アールヌーボー

金沢港大野からくり記念館 石川 からくり人形、ミニチュアジオラマ 乃村工藝

橿原こども科学館 奈良 ニュートン、ガリレイ像。仕掛け楽器 乃村工藝

琵琶湖博物館 滋賀 野外レリーフ、水道栓復元 乃村工藝

茨城県立自然史博物館 茨城 視覚障碍者　種子拡大模型 西尾製作所

群馬県立自然史博物館 群馬 「尾瀬シアター」植物拡大 丹青社

スパワールド世界の大温泉 大阪 「トレビの泉」大彫像 京都造形センター

加茂川町お祭り会館(吉備中央町） 岡山 宮司、祭祀人物 京都科学

全国郷土玩具館（上野村） 群馬 ”乙女のおひながゆ”人物他 丹青社

1997 龍野そうめんの里資料館 兵庫 手延べそうめん工程　人物他 白線社

安城産業文化公園デンパーク 愛知 「本屋」人物、はしご他 乃村工藝

みなとつるが山車会館 福井 山車を引く子どもたち 京都科学

ひらかたパーク 大阪 金田一少年他人物キャラクター 乃村工藝

名古屋城（博物館） 愛知 石垣作りの人物（メカ） 乃村工藝

大阪府立弥生博物館 大阪 卑弥呼像、他人物 スタジオ33

あいち健康プラザ・健康科学館 愛知 脳、動脈、肺胞、小腸　拡大模型 丹青社

逓信総合博物館 東京 郵政局人物 丹青社

1998 天理教教祖生誕200年記念展 奈良 人物群像 乃村工藝

白鹿酒造資料館 兵庫 杜氏工程人物群 乃村工藝

琵琶湖博物館・特別展 滋賀 トンボ拡大模型　「メガネサナエ」成虫、幼虫 丹青社

福井県児童科学館 福井 昆虫、植物　20倍拡大模型 丹青社

源氏物語ミュージアム 京都 展示人物群 トータルメディア

奥津温泉「花美人の里」 岡山 「洗濯女」　井戸、地形模型他 丹青社

1999 華岡青洲顕彰施設「青洲の里」 和歌山 展示人物像 乃村工藝

鞠智城跡 熊本 兵士群像 京都科学

阿波踊り会館 徳島 阿波踊り人物群 乃村工藝

忠類村ナウマンゾウ記念館 北海道 ナウマンゾウの親子　屋外モニュメント 西尾製作所

新潟県立歴史民俗文化館 新潟 縄文の生活人物群、土偶、土器他 トータルメディア

香川県立ミュージアム 香川 ナウマンゾウ1/8、徳川展示 丹青社

2000 和歌山県動物愛護センター 和歌山 模型シアター（メカ）　動物オブジェ 京都科学

若狭三方縄文博物館 福井 縄文人物像 丹青社

我孫子市鳥の博物館 茨城 「鳥から見た谷津田」ジオラマ 京都科学

下関海響館 山口 シロナガスクジラ縮小模型 西尾製作所

万葉ミュージアム（万葉文化館） 奈良 人物群、メカ人形 乃村工藝

愛知県水産試験場 愛知 干潟ジオラマ。ミクロスコープ 京都科学

2001 泊村郷土館 北海道 ニシン御殿　人物像 西尾製作所

我孫子・鳥の博物館 千葉 「鳥の食卓」ジオラマ 京都科学

大阪歴史博物館 10F 9F 8F 7F 大阪 人物群像、　ジオラマ トータルメディア

上宝村資料館 岐阜 古生代海底ジオラマ、小割堤ジオラマ 京都科学

2002 国立国際美術館 大阪 福島敬恭氏作品　“MIND PASS” 福島敬恭

わたしのしごと館 京都 職人群像、　宇宙ステーション「きぼう」　他 京都科学

茨城県立自然史博物館 茨城 トゥルカナ人　像 西尾製作所

2003 越廼ふるさと資料館 福井 縄文人、丸木舟、ウニ採りジオラマ 京都科学

おばま食文化館 福井 カレイ干物作り人物　他 西尾製作所

若狭鯖街道熊川宿資料館 福井 役人像 京都科学

北側市立　鬼の館 岩手 「スネカ」人形 京都科学

2004 かごしま水族館 鹿児島 タイヘイヨウアカボウモドキ模型 西尾製作所

上野科学博物館 東京 菌類　拡大模型 西尾製作所

七彩 京都 犬（バーニーズ、テリア、ダックスフンド　他） 七彩

ポケモンワールド 愛知 ポケモンキャラクター HIRO工芸



2005 ポケモンワールド 愛知 ポケモンキャラクター HIRO工芸

USJ 大阪 セサミキャラクター FES

エバーランド　(ソウル） 韓国 パレードフロート TM バーガー

京都府庁　森林保全課 京都 治山ダム模型　「がんばれ治山君」 　　　　　　京都府

淀競馬場 京都 ﾃﾞｨｰﾌﾟｲﾝﾊﾟｸﾄ､　ｽﾃｨﾙﾗﾌﾞ像 京都科学

国立歴史民俗博物館 千葉 「早竹虎吉一座」人物像 京都科学

2006 USJ 大阪 舞台装置「マーメードテール」 七彩

京都府庁　森林保全課 京都 「がんばれ治山君」　機能追加 　　　　　　京都府

天保山マーケットプレース 大阪 忍者、武者。他 しのびや

USJ 大阪 オズ展示小物類 HiRO工芸

2007 ひらかたパーク 大阪 「オクトパスパニック」巨大タコ HIRO工芸

兵庫県立考古博物館 兵庫 弥生の稲作、ナウマンハンター人物 乃村工藝

京都府庁　耕地課 京都 ため池構造模型 　　　　　　京都府

京都府庁　森林保全課 京都 「がんばれ治山君」　機能追加 　　　　　　京都府

京都府庁　森林保全課 京都 保津峡壁岩模型 　　　　　　京都府

史跡吉胡貝塚・シェルマよしご 愛知 縄文展示　人物群、ジオラマ　他 京都科学

2008 今宮神社 京都 桂昌院像レリーフ 京都科学

高槻市 大阪 今城塚古墳　太刀型埴輪復元 京都科学

京都府庁　耕地課 京都 棚田構造模型 　　　　　　京都府

石見銀山・世界遺産センター 島柄 銀山で働く人々 TMバーガー

2009 あずきミュージアム 兵庫 縄文展示　人物、ジオラマ　他 トータルメディア

泉南里海公園 大阪 アカウミガメ骨格 TMバーガー

海のエジプト展(横浜） 神奈川 HILTI　ハンマードリル拡大模型 アートユニオン

アシックス本社 兵庫 アシックス三創始者　胸像 電通

2010 福井県立恐竜博物館 福井 フクイサウルス1；2骨格模型　他 MONO

徳島県鳴門市 徳島 大代古墳出土石棺複製 京都科学

出雲弥生の森博物館 島根 出雲西谷古墳埋葬人体 乃村工藝

明石天文台 兵庫 銀河系模型 TMバーガー

登呂博物館 静岡 弥生体験道具・土器パズル、織機 TMバーガー

長浜市浅井歴史民俗資料館 滋賀 展示人物像 創造社

HILTI 本社 Rシュタイン HILTI  TE3000　＋コンクリート塊 アートユニオン

2011 蔀屋北遺跡　（四条畷市） 大阪 古代馬埋葬土坑復元 京都科学

白浜アドベンチャーワールド 和歌山 イルカモニュメント TMバーガー

鳥取県立博物館 鳥取 上淀廃寺　鳩尾復元 京都科学

京都府丹後広域振興局 京都 「がんばれ治山君―2」 　　　　　　京都府

白い恋人パーク 北海道 からくり人形・ラブタワー人形 フィールドクラブ

2012 国営沖縄記念公園（ちゅら海） 沖縄 イルカモニュメント トータルメディア

沖縄科学技術大学 沖縄 リュウキュウツミ拡大模型 TMバーガー

ドン・キホーテ　梅田店 大阪 アンコールワット風石像 TMバーガー

黒部川電気記念館 富山 黒四ダム・ペルトン水車 ムラヤマ

京都万華鏡ミュージアム 京都 渡月橋、石庭ジオラマ万華鏡 万華鏡ミュージアム

白浜アドベンチャーワールド 和歌山 ワオキツネザル TMバーガー

海遊館 大阪 北極海流氷展示、他 トータルメディア

2013 トロッコ嵯峨野駅 京都 宇治平等院鳳凰堂、庭園ジオラマ 嵯峨野観光鉄道

木津川市瓶原土地改良区 京都 瓶原大井手用水　ジオラマ模型 　　　　　　京都府

城陽市 京都 芝ヶ原古墳出土　銅鏡、腕輪　復元 プロジェクト岡見

海遊館 大阪 イッカク実寸大模型 トータルメディア

白浜アドベンチャーワールド 和歌山 立体看板「ヒポバーガー」 TMバーガー

王子動物園 兵庫 フラミンゴオブジェ TMバーガー

2014 三重県立博物館(MieMu) 三重 スナメリ、水田模型、サイン類 TMバーガー

京都バスケットボール協会 京都 モニュメント製作 プロジェクト岡見

福井県立恐竜博物館 福井 「コンカベナトール」骨格半身 MONO

長岡京市恵解山古墳公園 京都 恵解山古墳模型 プロジェクト岡見



2015 石川県立歴史博物館 石川 兼六園　1;100模型 丹青社

福井県立恐竜博物館 福井 「イクチオベナトール」鉄線造形 尚美舎

明日香キトラ古墳体験館 奈良 キトラ古墳 アルミ鋳物模型 プロジェクト岡見

海遊館 大阪 ジンベイザメ モニュメント TMバーガー

昼飯大塚古墳公園 岐阜 昼飯大塚古墳模型 アコード

2016 フェザーミュージアム 岐阜 カミソリモニュメント、他 トータルメディア

Panasonic ネイマール像　等身大 HIRO工芸

福井県立恐竜博物館 福井 アンキュロサウルス、フクイベナトール骨格 尚美舎

橿原考古学研究所 奈良 甲冑　小札 アコード

センコー子供交通公園 滋賀 センコーキッズドライビングスクールジオラマ ジーク

琵琶湖博物館 滋賀 スギ花粉拡大模型 西尾製作所

2017 うずの丘大鳴門橋記念館 兵庫 映像球体スクリーン トータルメディア

日本鯨類研究所 東京 クロミンク頭部模型 西尾製作所

ひらかたパーク 大阪 キノコほかオブジェ TMバーガー

姫路市平和資料館 兵庫 焼夷弾内部構造模型 トータルメディア

京都府中丹振興局 京都 水路模型その１「ゴム堰」 　　　　　　京都府

2018 東山動植物園 愛知 チンパンジーオブジェ TMバーガー

海遊館 大阪 ふわふわクラゲ館クラゲレリーフ他 トータルメディア

豊橋市動植物園 愛知 のんほいパーク中央門動物 TMバーガー

舞鶴引き揚げ記念館 京都 シベリア抑留人物　 トータルメディア

明日香キトラ古墳体験館 奈良 キトラ古墳出土装飾金物レプリカ他 ウエーブPオフィス

浜松市地域遺産センター 静岡 画文帯神獣鏡、翁面、鬼面レプリカ ウエーブPオフィス

京都府中丹振興局 京都 水路模型その２「水田」 　　　　　　京都府

姫路市平和資料館 兵庫 焼夷弾外観模型 トータルメディア

ルナヨーグルト高崎工場 栃木 ヨーグルト容器拡大モニュメント トータルメディア

2019 登大路バスターミナル 奈良 牡鹿モニュメント トータルメディア

豊橋市動植物園 愛知 のんほいパーク入口動物 TMバーガー

六甲バター 兵庫 QBBスライスチーズモニュメント他 トータルメディア

亀岡市南郷公園 京都 霧のモニュメント・「明智光秀公」像 　　　　　　亀岡市

徳山動物園 山口 スリランカ象頭部 HIRO工芸

明日香キトラ古墳体験館 奈良 キトラ古墳出土「太刀」レプリカ

2020 枕崎市カツオ公社 鹿児島 カツオモニュメント アートライフ

鳥取市因幡万葉記念館 鳥取 麒麟獅子頭レプリカ アコード

琵琶湖博物館 滋賀 骨格ツダンスキー象半身立体 乃村工藝

琵琶湖博物館 滋賀 花粉拡大模型　カシ、ゴョウマツ、スギ 乃村工藝

琵琶湖博物館 滋賀 縄文人。弥生人、近世人 乃村工藝

アクアワールド茨城県大洗水族館 茨城 イルカオブジェ 乃村工藝

2021 兵庫県立博物館 兵庫 弥生土器、石器　レプリカ トータルメディア

豊橋市動植物園 愛知 のんほいパークふくろうの森看板 TMバーガー

南丹広域振興局 京都 農地水位制御装置模型「フォアスさん」 　　　　　　京都府

津和野町教育委員会 島根 堀田仁助作「天、地球儀」レプリカ 凸版印刷

飛鳥資料館 奈良 山田寺出土「五尊像」レプリカ ウエーブPオフィス

飛鳥資料館 奈良 高松塚古墳出土　海獣葡萄鏡レプリカ ウエーブPオフィス

徳島県立博物館 徳島 コンカベナトール全身骨格模型 尚美舎

2022 五条博物館 奈良 佐波理椀蓋ブロンズレプリカ アコード

立正大学資料館 東京 ズルマラ仏塔遺跡模型 ウエーブPオフィス

静岡市立博物館 静岡 竹茗堂」看板レプリカ ウエーブPオフィス

琵琶湖博物館 滋賀 オオムラサキ頭部拡大模型 西尾製作所

萩博物館 山口 ユリアガイ、ムシオイ拡大模型 西尾製作所

東宝映画イベント；道頓堀 大阪 福山雅治バルーン頭部 アート工房


