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H23.12 松亀センタービル 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き+コート 30㎡

望月邸改修工事 タイル 外部　壁 洗浄+コート 22㎡

筑波南１駐車場・財団ビル　トイレ改修工事 タイルほか 内部　床・壁 クリーニング 3個

ガーデン山団地 擬石 外部　すべり台 左官+研磨+コート １台

光永寺 御影石 外部　階段 クリーニング 45㎡

光明寺 御影石 外部　階段 クリーニング 25㎡

横浜YTUビル修繕工事 外壁 外部　壁 クリーニング １式

日本橋蛎殻町新築ビル タイル 外部　壁 クリーニング 300㎡

H24.1 ビュレックス京橋 大理石 内部　床 研磨+コート 100㎡

高輪フラット 御影石 外部　床 しみ抜き ３箇所

永興マンションⅣ タイル 外部　壁 クリーニング 430㎡

麹町クリスタルシティ西館 人造大理石 内部　キッチン他 研磨 3箇所

愛宕フレストタワー 人造大理石 内部　キッチン 研磨 1箇所

松亀センタービル 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き+コート 30㎡

東中野駅 タイル 外部　床 クリーニング 150㎡

富士小山カントリー倶楽部 十和田石 内部　浴室 洗浄+コート 25㎡

H24.2 ソリッドスクエア　川崎 御影石 外部　壁 洗浄+コート 85㎡

江戸川女子中・高等学校 大理石 内部　床 研磨+コート 220㎡

シティタワー豊洲ザ・シンボル 大理石 内部　カウンター しみ抜き 1式

横浜三井ビル新築工事 御影石 外部　床 クリーニング他 4000㎡

（仮称）ヒューリックレジデンス津田沼A棟新築工事 御影石 内・外部　壁 しみ抜き+クリーニング 80㎡

浦安駅乗降場ほか改良その他建築工事 テラゾータイル 内部　床 クリーニング 150㎡

（仮称）国際医療福祉大学三田病院新築工事 御影石 内部　床 研磨 50箇所

日本大学生産学部津田沼校舎工房棟（仮称）新築工事 御影石 内部　床 クリーニング 900㎡

内藤マンション新築工事 タイル 外部　床 クリーニング 270㎡

（仮称）マストライフ入谷新築工事 タイル 外部　壁 クリーニング 170㎡

高坂カントリークラブ　クラブハウス建替工事 大谷石 内部　浴室 洗浄 2個

H24.3 西浅草３丁目計画 御影石 内部　床 洗浄+しみ抜き 700㎡

虎ノ門NNビル 御影石 外部　床 洗浄 50㎡

川越医師会館等建設工事 御影石 内・外部　床 洗浄+コート 270㎡

ウィングルート川崎新築工事 タイル 外部　壁 クリーニング 1200㎡

北本市中核保育所新築工事 御影石 内・外部　床 洗浄+コート 30㎡

愛宕フレストタワー 人造大理石 内部　キッチン 研磨 2箇所

東京理科大学 コンクリート 外部　壁天板 研磨 1箇所

大森プロストシティ スレート 外部　床 石張替 5箇所
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H24.4 （仮称）恵比寿南３マンション計画新築工事 御影石ピンコロ 外部　床 洗浄 100㎡

（仮称）エルシード築地新築工事 御影石 外部　壁 しみ抜き・洗浄・コート 200㎡

シティタワーズ豊洲ザ・ツイン 大理石 内部　床 研磨 3箇所

青海Q街区新築工事 大理石 内部　壁 補修・研磨 ２箇所

小手指D計画新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 75㎡

レフィール千代田神保町 タイル 内部　壁 補修 10箇所

三晶ビル改修工事 大理石 内部　壁 洗浄 100㎡

H24.5 柿の木坂・田中邸新築工事 大理石 外部　壁 コート 45㎡

広尾ガーデンフォレスト 御影石 内部　床 補修 3枚

ラ・トゥール代官山 御影石 外部　床 洗浄+コート 250㎡

北大塚計画新築工事 御影石 内部　キッチン 補修 30戸

ボンベルタ成田改修工事 御影石 外部　壁 補修 15箇所

ザ・パークハウス上目黒ピアーズ新築工事 大理石 内部　床 補修 １戸

H24.6 東大泉1丁目計画 御影石 外部　床 洗浄+染み抜き+コート 100㎡

ヒューリック雷門ビル新築工事 御影石 内部　床 洗浄 50㎡

サニーステージ深大寺 御影石 浴室 洗浄+コート １式

原田邸 御影石 外部　壁 補修 １式

六本木一丁目南地区第一種市街地再開発事業 御影石 外部　壁 洗浄 100㎡

碑文谷の住宅 コンクリート 外部　床 洗浄 350㎡

クララホテル改修工事 御影石 外部　床 洗浄+補修 2箇所

松本邸 御影石 外部　床 染み抜き 2箇所

田代樣邸 大理石 内部　床・カウンター 染み抜き+研磨+コート 5箇所

（仮称）仲町白田ビル新築工事 御影石・タイル 内・外部　床 洗浄 250㎡

中幸町３丁目計画 大理石 内部　床・壁 補修・研磨 5箇所

H24.7 淑徳大学修繕工事 御影石 外部　床 洗浄 300㎡

拓殖大学 タイル 内部　床 洗浄 50㎡

金太郎ヒルズ90千葉新田町 タイル 外部　壁 洗浄 500㎡

大同工業本社改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 700㎡

東中野駅 タイル 内・外部　床　壁 洗浄 800㎡

（仮称）港北菊名E区画マンション新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 150㎡

エスエイチワンビル コンクリート 外部　階段 落書き落とし 2箇所

H24.8 調布霊園 御影石 外部　壁 洗浄+コート 49㎡

（仮称）船橋北本町プロジェクト タイル 外部　壁 洗浄 1000㎡

中川美術館 御影石 外部　床 染み抜き 2箇所

ビュレックス京橋 大理石 内部　床 染み抜き+研磨 3㎡

（仮称）エルシード元浅草新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 2000㎡

銀座888ビル　店舗 御影石 内部　噴水 洗浄+コート 2箇所



年　月 物　　　件　　　名 素　材 場　所　　 内　容 数　量

H24.9 中丸邸新築工事 コンクリート 外部　屋上 研ぎ出し 250㎡

広尾ガーデンフォレスト ライムストーン 内部　柱 補修 5ヶ所

東村山　小関医科社宅 御影石 外部　床 洗浄+コート 80㎡

日本橋高島屋　　店舗改修工事 大理石 内部　床 補修 ２ヶ所

パナホーム　幕張展示場 大理石 内部　壁　 染み抜き 4ヶ所

日本食研千葉工場第３期新粉体工場新築工事 タイル 内部　床 洗浄 60㎡

（仮称）船橋北本町プロジェクト タイル 外部　壁 洗浄 1000㎡

村瀬ビル改修工事 御影石・タイル 内・外部　床・階段 洗浄+防滑処理 160㎡

高坂カントリークラブ タイル 内・外部　壁 洗浄 800㎡

H24.10 ヴァンテアン神楽坂 コンクリート 内部　天井 補修 1ヶ所

八王子駅ビル改修工事 タイル 内部　壁・床 洗浄 420㎡

（仮称）船橋北本町プロジェクト タイル 外部　壁 洗浄 1000㎡

ライオンズ・一条辻堂新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 1500㎡

（仮称）ヒューリックレジデンス西大井新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 300㎡

東駒形マンション新築工事 御影石 内・外部　床・壁 洗浄 60㎡

H24.11 ヴェンテ・アン神楽坂 コンクリート 内部　壁 補修 1ヶ所

RBM東八重洲ビル　外壁面補修工事 御影石 外部　壁 補修 30ヶ所

ライオンズ・一条辻堂新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 1500㎡

介護老人保健施設オネスティ南町田新築工事 タイル 外・内部　壁 洗浄 1400㎡

グランドヒルズ成城　104号室 御影石 キッチンカウンター 染み抜き・研磨 一箇所

H24.12 グランドメゾン上麻生住戸内玄関 タイル 内部　玄関床 洗浄+コーティング 7戸

グランドメゾン茅ヶ崎東海岸住戸内玄関 タイル 内部　玄関床 洗浄+コーティング 14戸

グランドメゾン上麻生 タイル 内・外部　床 洗浄+コーティング １戸

グランドメゾン茅ヶ崎東海岸 スレート 内・外部　床 洗浄+コーティング 100㎡

シティハウス成城 御影石 外部　滝 洗浄+コーティング 1式

土志田邸改修工事 御影石 内・外部　床 洗浄+コート １式

第二江戸橋ビル給排水管改修工事 大理石 内部　床 染み抜き １式

祖師谷の住宅 大理石 内部　カウンター 染み抜き+研磨 8ヶ所

武蔵浦和駅第一街区第一種市街地再開発事業 タイル 外部　床・壁 洗浄 1000㎡

興和株式会社東京支店改修工事 大理石 内・外部　壁 洗浄・研磨+コーティング 75㎡

大崎電機工業新工場新築工事 御影石・タイル 内・外部　床 洗浄 70㎡

大崎ウェストシティタワーW705 御影石 洗面カウンター 染み抜き+研磨 1戸

横浜西共同ビル 御影石・タイル 内・外部　床 洗浄 250㎡

シェリエ厚木改修工事 大理石 内部　床・壁 補修・研磨 5箇所

ザイマックス溜池山王ビル 御影石 外部　床 洗浄 300㎡


