
年　月 物　　　件　　　名 素　材 場　所　　 内　容 数　量

H27.1 東京ミッドタウン　プラザ床（第1期） 御影石 内部　床 洗浄+コート 1130㎡

ヴァンテアン神楽坂 タイル 外部　床 張替 1式

コスモリヴェール祐天寺Ⅱ 御影石 内部　床 洗浄・シミ抜き 40㎡

（仮称）レリア東向島Ⅱ新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 2000㎡

春秋苑　青蓮堂建替工事 タイル　 外部　壁 洗浄 350㎡

田端アパートメンツ12号棟建替工事 タイル 外部　壁 洗浄 800㎡

三菱倉庫本社ビル 大理石 内部　壁 補修 1式

H27.2 東京ミッドタウン　プラザ床（第2期） 御影石 内部　床 洗浄+コート 1323㎡

東京ミッドタウン　プラザ床（第3期） 御影石 内部　床 洗浄+コート 1260㎡

（仮称）東京トヨタ自動車㈱新宿増築工事（タイル工事） タイル 内・外部　床 洗浄 1000㎡

（仮称）東京トヨタ自動車㈱新宿増築工事（石工事） 御影石 外部　壁 コート 65㎡

遠藤ビル 御影石 内部　床 洗浄・シミ抜き 25㎡

ホテルシーサイドオーツカ 御影石・タイル 浴室　壁・床 洗浄 2箇所

鷹之台カンツリー倶楽部増築・改修工事（石工事） 御影石・タイル 内部　床　浴室 洗浄・シミ抜き 200㎡

（仮称）リーファレジデンス愛甲石田計画新築工事 タイル 内部　床 洗浄 60㎡

グットマン市川新築工事 タイル 内・外部　床 洗浄 600㎡

H27.3 江戸橋ビル1階犬走り洗浄工事 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 5㎡

ダビンチビル１階犬走り洗浄工事 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 15㎡

テツゲンビル改修工事 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 150㎡

W-HOUSE-Ⅱ コンクリート 外部　壁 ビシャン+コート 25㎡

ソフィア町田大規模改修工事 御影石 外部　壁 補修 4箇所

アセット本社ビル1階犬走り洗浄工事 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き 150㎡

ワールドシティタワーズ 御影石 水景 洗浄+コート 1式

東京建物青山ビル 御影石・大理石 内部　壁・床 研磨・シミ抜き 7箇所

東京ミッドタウン　プラザ床（第4期） 御影石 内部　床 洗浄+コート 990㎡

東京ミッドタウン　プラザ床（第5期） 御影石 内部　床 洗浄+コート 1550㎡

製品評価生物遺伝資源長期保存施設（H26)建築工事 タイル 外部　床 洗浄 50㎡

H27.4 （仮称）南荻窪T邸新築工事 御影石 内部　床・巾木 洗浄・補修 1式

小津本社ビル 御影石 内部　床 洗浄 100㎡

パークタワーグランスカイ 擬石 外部　柱 補修 2箇所

東京ミッドタウン　プラザ床（第6期） 御影石 外部　床 洗浄+コート 965㎡

(仮称）足利銀行行田支店新築工事 タイル 内・外部　床 洗浄 100㎡

H27.5 日世東松山新工場新築工事 タイル・ピンコロ 内・外部　床 洗浄 400㎡

（仮称）箱根数寄屋棟新築工事 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き 1式

（仮称）日立総合経営研究所我孫子研修所本館建替工事 タイル 内部　床 洗浄 150㎡

UDトラックス本社ビル タイル 内・外部　床 洗浄 1070㎡

W-HOUSE-Ⅱ コンクリート 外部　壁 カラーコート 25㎡

桜館 御影石・タイル 外部　床 洗浄・シミ抜き+コート 56㎡
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H27.6 介護付き有料老人ホーム彩の風船橋 タイル 内・外部　床 洗浄 300㎡

成城6丁目の家新築工事 タイル 外部　床 目地 1式

東京ガス立川ビル 御影石 外部　床 洗浄 350㎡

アデニウム菊名 御影石　 内部　床 シミ抜き 1式

大日本印刷市谷工場整備計画建設工事（A工区） 御影石 外部　床 洗浄 600㎡

米野様邸 大理石 内部　床 シミ抜き 1式

パークハウス等々力E棟206号室　内装改修工事 大理石 内部　カウンター 研磨・シミ抜き 1式

東京日本橋シティタワー 大理石　 内部　床 研磨・シミ抜き 3戸

H27.7 （仮称）船橋市保健福祉センター新築工事 タイル 内・外部　床・壁 洗浄 2500㎡

代々木上原の家新築工事 ライムストーン 内部　壁 コート 70㎡

小林ビル新築工事 タイル　 外部　壁 洗浄 150㎡

ヴィタイタリア　サンビル タイル 外部　床 ペンキ除去 1式

愛宕フォレストタワー　2804号室 人造大理石 内部　カウンター 研磨・シミ抜き 1式

中目黒デザインハウス 人造大理石 内部　カウンター 研磨・シミ抜き 1式

パークスクエア相模大野タワー＆レジデンス　2-823 大理石 内部　床　 シミ抜き 1戸

座間霊園[天空の郷] 御影石 外部　墓石 洗浄 2基

西村　様邸 大理石 内部　壁 研磨・シミ抜き+コート 1戸

東京ミッドタウンイースト棟 ライムストーン 外部　壁 研磨 254㎡

ワールドシティタワーズC2-4006号室 大理石 洗面台 研磨・補修 1戸

セントラルレジデンス西早稲田 御影石　 内部　床 洗浄・シミ抜き+コート 1基

H27.8 東京ビックサイト東側仮設展示場の建設事業 タイル 外部　床 洗浄 70㎡

座間霊園[天空の郷] 御影石　 外部　墓石 洗浄 1基

（仮称）東京歯科大学水道橋校舎　本館西棟建設工事 大理石 内部　床 洗浄 1式

RIMOWA Ｓｔｏｒｅ　横浜元町 大理石 内部　床 シミ抜き 50㎡

神宮前3丁目ビル 御影石 内・外部　床 洗浄 100㎡

東京ミッドタウンイースト棟 ライムストーン 外部　壁 洗浄+コート 254㎡

株式会社佐藤渡辺ビル 御影石 外部　床 洗浄 150㎡

白金台ホームズ 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き+コート 75㎡

H27.9 みなとみらい　公園 テラゾ 外部　ベンチ 研ぎ出し+コート 3基

ヴェール池田山 大理石 内部　浴室 研磨・シミ抜き+コート 1式

東京建物第3室町ビル 御影石・大理石 内部　床・壁 洗浄・シミ抜き 180㎡

愛宕フォレストタワー3005号室 テラゾ 内部　カウンター 研磨・シミ抜き 2箇所

新小山市民病院新築工事 御影石・タイル 内部　床 洗浄 500㎡

ららぽーと富士見　アベダ タイル 内部　床 洗浄 45㎡

赤羽台外壁改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 350㎡
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H27.10 パークタワーグランスカイ タイル 外部　壁 補修・張り替え 2箇所

プロロジスパーク市川Ⅰ 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き+コート 70㎡

廣建ニューリバービルディング 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 25㎡

ＺＥＬＥ東川口 大理石 内部　カウンター 補修 1式

逗子Ｙ邸リゾート計画（与五沢邸増築） 御影石 内・外部　床・壁 洗浄 60㎡

新柏クリニック新築計画 タイル 外・内部　壁 洗浄 2000㎡

東京楽天地浅草再開発計画 タイル 内部　床 洗浄+防滑処理 200㎡

（仮称）西松建設㈱蕨社宅独身寮建替計画工事 タイル 外部　壁　 洗浄 1200㎡

H27.11 株式会社図研本社ビル 御影石・大理石 内・外部　床・壁 洗浄・シミ抜き・補修 5箇所

東京建物第3室町ビル 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 85㎡

新宿ファーストウエストビル 大理石 内部　壁 補修・加工 100㎡

俣野別邸改修工事 テラゾ 内部　床 研ぎ出し 1箇所

浜田山住宅 ぬり壁 外部　壁 洗浄+コート 270㎡

ワールドシティタワーズ 御影石 外部　水景 洗浄+コート 1箇所

パークタワーグランスカイ 御影石 外部　腰壁 張り替え 2箇所

H27.12 東京建物町田ビル 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き+コート 100㎡

ウィン五反田ビル 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き+コート 180㎡

東京建物室町ビル 御影石 外部　床 洗浄 90㎡

ソフィア町田大規模改修工事 御影石 外部　壁 補修 3箇所

ＩＢＳ(ベトナム）製品 製品 シミ抜き剤 1000㍑

ラルフローレン表参道店 御影石 外部　壁 落書き除去 22枚

塩崎壮改修増築（新築部）工事 御影石 内部　壁 補修・加工 3枚

銀座ヨネイビルディング改修工事 大理石 内部　腰壁 研磨・補修 20㎡

プラウド鹿野三丁目 御影石 外部　床 洗浄 200㎡
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