
年　月 物　　　件　　　名 素　材 場　所　　 内　容 数　量

H25.1 東京ツインパークスＬ4408号室 大理石 浴室　壁 研磨 10㎡

ファミールグランスイートＴＨＥ赤坂513号室 大理石 内部　床 染み抜き・研磨 1式

愛宕フォレストタワー　1804号室 大理石 キッチンカウンター 染み抜き・研磨 3ヶ所

歌舞伎座　吉兆 御影石 内部　床 洗浄 1式

淡路町二丁目西部地区第一種市街地開発工事 御影石 外部　床 補修・染み抜き・洗浄 2000㎡

広尾ガーデンヒルズＡ棟708号室 大理石 内部　床 染み抜き・研磨 1戸

H25.2 国際新赤坂ビル西館 大理石 内部　壁 補修 3枚

渋谷教育学園幕張中高図書館棟新築工事 タイル 内部　床 洗浄 45㎡

（仮称）八丈町新庁舎及び集会施設建設工事 御影石・タイル 内・外部　床・壁 洗浄・補修 2000㎡

埼玉医大 御影石 外部　床 洗浄・染み抜き+コーティング 200㎡

神田駿河台4-6計画（石株分） 御影石 外部　床 洗浄 450㎡

H25.3 （仮称）船橋北本町プロジェクト　共同住宅Ⅰ街区新築工事 御影石 外部　池 洗浄+コーティング 150㎡

ショーサン上尾ビル新築工事 タイル 内部　床 洗浄 1500㎡

東邦大学 タイル 内部　床 洗浄 50㎡

富士火災 タイル 外部　壁 洗浄 50㎡

大塚三丁計画 タイル 外部　壁 洗浄 2300㎡

津田沼55PJ タイル 外部　壁 洗浄 1500㎡

TAKANAWA the RESIDENCE 2007号室 大理石 カウンター 染み抜き・研磨 1式

養國寺増築工事 御影石 外部　床 洗浄+コーティング 10㎡

丸の内２丁目　JPタワー 御影石 内・外部　床 洗浄・染み抜き 100㎡

H25.4 コスモヒルズ津田沼　 大理石 玄関　床 シミ抜き・研磨 1箇所

豊島ヶ岡作業所 御影石 外部　床 洗浄 25㎡

パークスクエア成増　 大理石 内部　床 シミ抜き・研磨 1箇所

南池袋1丁目 御影石 内部　床 防滑処理 20m

淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き・補修 2500㎡

諏訪2丁目 タイル 外部　壁 洗浄 4000㎡

（仮称）仲町白田ビル新築工事 御影石・タイル 内・外部　床 洗浄 500㎡

埼玉がんセンター新病院棟建設工事 タイル 外部　壁 洗浄 7000㎡

H25.5 津田沼55PJ タイル 外部　壁 洗浄 2500㎡

日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑ株式会社沢事業所設計管理棟新築工事 御影石 内部　床 洗浄 500㎡

築地７丁目ビル新築工事 御影石 外部　壁 シミ抜き 20㎡

パークマンション白金台カトル 大理石 内部　床 シミ抜き・研磨 3箇所

渋谷神山町計画 タイル 内・外部　壁・床 洗浄 150㎡

H25.6 雪印メグミルク 大理石 内部　床 コート・一部防滑処理 200㎡

坂口電熱秋葉原本社ビル立替計画 タイル 内部　床 洗浄 50㎡

ライオンズ大岡山 御影石・間知石 外部　壁 洗浄 250㎡

広尾ガーデンフォレスト 大理石 内部　窓台 シミ抜き 4個

愛宕フォレストタワー テラゾー 内部　カウンター シミ抜き・研磨研磨 2箇所

銀座　北大路改修工事 塗り壁 外部　壁 コート 40㎡

平町一丁目 御影石 内部　床 洗浄 150㎡

ウィルローズ市が尾 御影石 内部　壁 洗浄・シミ抜き・コート 20㎡
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H25.7 東京聖栄大学7号館新築工事 御影石 外部・床 洗浄 100㎡

赤坂アンクレー 御影石 内・外部　床 防滑処理 1式

ガーデンフラッグシティ 塗り壁 外部　壁 洗浄 300㎡

グランドメゾン大倉山テラス タイル 外部　床 洗浄・コート 60戸

パシフィック・センチュリー・プレイス 御影石 内部　壁 洗浄・シミ抜き 200m

H25.8 冨士機材八潮営業所新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 900㎡

東我孫子カントリークラブ新築工事 タイル 内・外部　壁 洗浄 820㎡

所沢霊園西新築工事 タイル 内部　床 洗浄 20㎡

キャノン三郷 御影石 内部　床 洗浄・シミ抜き 1式

広尾ピア柴田ビル改修工事 砂岩 外部　壁 洗浄・コート 120㎡

柿の木坂１丁目計画 大理石 内部　床 補修 1式

品川志匠会新築工事 ライムストーン 内部　床 製品塗布 10㎡

津田ビル改修工事 御影石 外部　壁 洗浄 35㎡

（仮称）三井住友銀行一番町ビル改修工事 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き 1式

銀座京橋アパホテル新築工事 御影石 内部　床 洗浄 100㎡

H25.9 サンウッド中目黒フラッツ 大理石 内部　床 補修 2箇所

美鈴印刷紙工本社ビル 大理石 内部　床 洗浄・シミ抜き 2箇所

淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発 御影石 外部　床・壁 シミ抜き 20箇所

全日空殿町町計画２期新築工事 御影石 内・外部　床・壁 洗浄・シミ抜き・補修 900㎡

大手町1-6計画作業所 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 2500㎡

北本市庁舎 タイル 内・外部　床 洗浄 250㎡

上尾中央総合病院 タイル 外部　壁 洗浄 270㎡

シティハウス世田谷桜丘 大理石 内部　カウンター 補修 1式

大山町の住宅改修工事 コンクリート 外部　壁 洗浄・コート 380㎡

ウィルレーナ東京入谷 大理石 内部　床 張替え 1式

グランド・ルー戸越銀座改修工事 タイル 外部　壁 修繕工事 1式

ガーデンフラッグシティ 御影石 外部　滝 洗浄 1式

Ｈ25.10 アパホテル宝町 大理石 内部　床 洗浄 50㎡

NTTドコモ川崎ビル 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 30㎡

ラ・トゥール三田 大理石 内部　床 シミ抜き・研摩 1式

シティタワー豊洲ザ・シンボル 大理石 内部　カウンタ― ガラス交換工事 1式

高島屋　二子玉川店 御影石 外部　床 シミ抜き・補修 10か所

新橋エムエムスクエアービル 御影石 ＥＶ　床 洗浄・シミ抜き 1式

小石川パークタワー1705号室 大理石 内部　床 洗浄・補修 1式

（仮称）武蔵野中町三丁目集合住宅計画 タイル 外部　壁 洗浄 1800㎡

ベルサイユ改修工事 御影石 外部　壁 シミ抜き 180ｍ

Ｈ25.11 村田邸外壁修繕工事 塗り壁 外部　壁 洗浄・コート 210㎡

メガサンエスビル改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 300㎡

ガーデンフラッグシティ 御影石 外部　水景 洗浄・コート 20㎡

グランドメゾン茅ヶ崎東海岸 タイル 内部　床 洗浄・コート 60戸
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Ｈ25.12 丸の内JPタワー 御影石 内部　床 シミ抜き 1基

深沢パークハウス 大理石 内部　床 洗浄・シミ抜き・補修・研摩・コート 15㎡

三田ハウス ライムストーン 外部　壁 洗浄・シミ抜き 171㎡

グランドメゾン東海岸南 タイル 外部　床 洗浄・コート 80㎡

浦和商工ビル別館新築工事 タイル 内部　床 洗浄 25㎡

ダイカンプラザスポーツメント大規模修繕工事 タイル 外部　壁 洗浄 2500㎡

一ノ関図書館新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 200㎡


