
年　月 物　　　件　　　名 素　材 場　所　　 内　容 数　量

Ｈ26.1 ラ・トゥール代官山 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き・コート 205㎡

広尾ガーデンフォレストA1002号室 大理石 内部　カウンター 洗浄・シミ抜き・研摩 5か所

向島１丁目計画新築工事 御影石・他 外部　床 洗浄 60㎡

日本海事検定協会新分析センター新築工事 大理石 内部　カウンター 補修 1式

シティタワーズ豊洲ザ・シンボル 大理石 内部　床 シミ抜き・研摩 1基

上原パークマンション202号 御影石　 内部　床・壁・他 洗浄・シミ抜き・コート 1室

グランドメゾン西麻布 御影石 内部　床 シミ抜き 1式

大創産業（仮称）千葉CDR新築工事 タイル 内・外部　床 洗浄 60㎡

H26.2 丸の内JPタワー 御影石 内部　床 シミ抜き 100ｍ

所沢リハビリテーションセンター病院 タイル 外部　壁 洗浄 1700㎡

斎久工業東関東支店ビル新築工事 御影石 内部　床 洗浄 35㎡

京橋トラストビル（石工事分） 御影石 内・外部　床 洗浄 1500㎡

愛宕フォレストタワー3009号 人造石 キッチンカウンター 研摩+シミ抜き 1式

芝園ハイツ 大理石 内部　床 研摩+シミ抜き 30㎡

広尾ハイツ 大理石・御影石 内・外部　床 研摩+洗浄 60㎡

銀座　松屋 大理石 内部　床 研摩 600㎡

ヴァンテアン神楽坂 タイル 外部　床 張替え ５㎡

Ｈ26.3 アロマシティ　蒲田 大理石 内部　床 防滑処理 10㎡

松亀センタービル 御影石 外部　床 洗浄+シミ抜き+コート 60㎡

三田ハウス レンガ・コンクリート 外部　壁 洗浄 300㎡

東急ドエルアルス鷺沼東 タイル・コンクリート 内・外部　床・壁 洗浄+防滑処理+落書き除去 60㎡

麹町クリスタルシティ西館1404号室 人造石 キッチンカウンター 研摩+シミ抜き 1式

トラストコート立川改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 1式

ひので斎場 御影石 外部　床 研摩 100ｍ

ホンダ小川町独身寮 スレート 内部　床 洗浄+シミ抜き 200㎡

京橋トラストビル（石工事分） 御影石 外部　床 シミ抜き 250ｍ

湯浅物産館改修・保存工事 タイル 外部　壁 洗浄 144㎡

H26.4 虎ノ門ヒルズ　52Ｆチャペル 御影石 内部　床　 補修・コート 40㎡

環二・ホテル1Ｆ店舗内装工事 モルタル 内部　床 研ぎ出し+コート 154㎡

味の素グループ高輪研修センター表門移築工事 御影石 外部　床 シミ抜き+洗浄 35㎡

ルフォンリブレ世田谷松原 御影石 外・内部　壁 洗浄+補修 200㎡

登戸ヒルズガーデンコート ライムストーン 内部　壁 クリーニング+コート 50

H26.5 広尾ガーデンヒルズＬ棟701号室 タイル 浴室　床 張替え・補修 1式

下落合2丁目プロジェクト新築工事 大谷石・玄昌石 浴室・壁　玄関・床 クリーニング+コート 15㎡

（仮称）港区西麻布4丁目計画新築工事 御影石・スレート 外部・壁　内部・床 クリーニング 450㎡

ウィルローズ市が尾 御影石 内部　壁 洗浄+シミ抜き＋コート 30㎡

山梨中央銀行八王子支店改修工事 御影石 外部　床 補修・ＪＰ仕上げ 10か所

ＡＧＳビル 御影石 外部　床 洗浄+目地補修・コート 60㎡
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H26.6 トミーリージェンシー 大理石 内部　壁 洗浄・研摩 35㎡

番町パークハウス 御影石 外部　植栽廻り 洗浄 15ｍ

ハウスＢ 大理石 浴室・他 洗浄・研摩・シミ抜き・コート １式

サンゲツ東京店新社屋増築 御影石 内部　床 防滑処理 60㎡

赤坂6丁目計画新築工事 御影石・大理石 内・外部　床・壁 洗浄・研摩・補修 500㎡他

H26.7 青山ザ・タワー 御影石 外部　柱 補修 1式

二子多摩川パークホームズビューパティオ 砂岩 外部　植栽廻り 洗浄・コート 2か所

ハウスＡ 大理石 内部　浴室 洗浄・シミ抜き・研摩・コート・張替 1式

豊洲キャナルタワー外構階段改修 御影石 外部　階段 洗浄・補修 320㎡

かんだやぶそば 御影石 内部　壁 補修 1式

横浜日野自動車株式会社　厚木支店外壁改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 660㎡

H26.8 吉川邸大規模修繕工事 御影石 外部　階段 洗浄・シミ抜き 20㎡

アウディ東名川崎 タイル 内部　床 洗浄+コート 650㎡

日本郵便大宮 御影石・タイル 内・外部　床 洗浄 600㎡

鎌倉　山中ビル 御影石 内部　壁・床 補修 1式

愛宕フォレストタワー2008号室 人造石 内部　カウンター シミ抜き・研摩 1式

警視庁術科センター改修工事 テラゾ 内部　壁 補修 1式

愛宕フォレストタワー1903号室 人造石 内部　カウンター シミ抜き・研摩 1式

（仮称）川崎重工業株式会社大島寮改修工事 タイル・御影石 内部　浴室 洗浄 100㎡

東京ミッドタウン　 御影石 内部　床 洗浄+コート 340㎡

東京ミッドタウン ライムストーン 外部　壁 洗浄・シミ抜き+コート 22㎡

Ｈ26.9 （仮称）ブランズ津田沼奏の杜計画新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 2500㎡

バルビゾン73ビル 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 60㎡

リブレットハウス 御影石・ライムストーン 外部　壁・床 洗浄・補修 1式

(仮称）サッポロ恵比寿ビル新築工事 御影石 外部　床 洗浄 800㎡

かんだやぶそば 御影石　 内・外部　床 シミ抜き+補修 1式

（仮称）日本橋堀留町2丁目マンション新築工事 大理石 内部　床 シミ抜き+洗浄 30室

広尾ガーデンフォレストＨ棟1103号室 大理石 洗面台 シミ抜き・研摩 1式

プレイスキャピタル　アネックス棟 ライムストーン 外部　柱・壁 補修 1式

創価学会志木文化会館新築工事 タイル 外部　壁 洗浄　 1200㎡

三菱倉庫本社ビル 御影石 定礎石 色染め補修 1式

H26.10 ノイバイ国際空港第2旅客ターミナルビル新築工事 御影石 内部　床 シミ抜き 500㎡

広尾ガーデンフォレストG棟406号室 大理石 内部　床 シミ抜き・研摩 1式

シティタワー高輪2107号室 大理石 内部　洗面台 シミ抜き・研摩 1式

グランドヒルズ成城 御影石 内部　床 洗浄・シミ抜き+コート 2基

北本市庁舎 タイル 内部　床 洗浄 800㎡

BMW目黒店 タイル 内部　床 補修 1式

㈱T＆K　TOKA総合研究棟新築工事 タイル　 外部　床 洗い 25㎡

（仮称）浦和ルーテル学院美園移転新築工事 タイル 内・外部　床 洗い 850㎡
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H26.11 恵比寿ガーデンプレイス 大理石 内部　床 研摩 6基

ノイバイ国際空港第2旅客ターミナルビル新築工事 御影石 内部　床 シミ抜き 材料販売

（仮称）エスエムプラザ市谷本村 タイル　 外部　壁 コート 600㎡

プレイスキャピタルアネックス新築工事 御影石・ライムストーン 内・外部　床・壁 洗浄・補修 1式

レストヴィラ堀之内大規模改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 1200㎡

千葉トヨペット タイル・御影石 内・外部　床 洗浄 500㎡

グランドメゾン三軒茶屋の杜 大理石 内部　床 研摩+コート 5戸

愛宕フォレストタワー2505号室 人造大理石 内部　洗面台 張替 １式

H26.12 佐藤製薬（仮称）奥沢ゲストハウス タイル 外部　壁 洗い 250㎡

大王興業松戸店新築工事 タイル　 内部　床 洗い 1360㎡

戸田市庁舎耐震改修等建築工事 タイル　 内部　壁・床 洗い 360㎡

ノイバイ国際空港第2旅客ターミナルビル新築工事 御影石 内部　床 シミ抜き 材料販売

（仮称）箱根数奇屋棟新築工事 御影石 内部　床 補修 1式
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