
年　月 物　　　件　　　名 素　材 場　所　　 内　容 数　量

H28.1 瀬田の住宅 塗り壁 外部　壁 洗浄+コート 270㎡

ラルフローレン表参道店 御影石 外部　壁 落書き落とし 20枚

日産工場1地区ゲストホール補修工事 タイル 外部　壁 洗浄・補修 20㎡

横浜アイランドタワー 大理石 内部　壁 補修 10箇所

愛宕フォレストタワー2805号室 人造大理石 内部　カウンター 研磨・シミ抜き 2箇所

東京ミッドタウン 御影石 内部　床 染抜き 1式

銀座ヨネイビルディング改修工事 大理石 内部　壁 研磨・補修 20㎡

イムス富士見総合病院増築計画（Ⅱ期） タイル 外部　壁 洗浄 1000㎡

Ｈ28.2 みなとみらい　公園 テラゾ 外部　水飲み場 研ぎ出し+コート 2箇所

阪和第二別館 御影石 内・外部　床 洗浄・染抜き・補修 30㎡

住友芝大門ビル 御影石 内部　床 研磨+コート 180㎡

住友芝大門ビル2号館 御影石 内部　床 研磨+コート 70㎡

南青山ハウス 御影石 内部　床　 洗浄・シミ抜き+コート 53㎡

パークアクシス恵比寿502号 大理石 内部　床 研磨・シミ抜き 1戸

ライオンズガーデン亀戸イーストスクエア 御影石 外部　壁 張り替え 1式

二番町ガーデン 御影石 外部　階段 補修 10箇所

（仮称）東京歯科大学水道橋校舎本館西棟建設工事 御影石 内部　床 洗浄 120㎡

Ｈ28..3 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+コート 520㎡

東急番町ビル 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 1500㎡

青山ザ・タワー タイル 内部　床 張り替え 1戸

ラ・トゥール青葉台 大理石 エレベーター　床 研磨+コート 2基

西方寺改修工事 テラゾ 外部　階段 研ぎ出し+コート 1式

大手町一丁目第三地区再開発 大理石 内部　床 防滑処理 400㎡

ペルシェ山手 大理石 内部　壁 洗浄・補修 25ｍ

（仮称）東京歯科大学水道橋校舎本館西棟建設工事 御影石 内部　床 防滑処理 30㎡

プレデンシャルタワーレジデンス 大理石 内部　床 補修 3ヶ所

日本郵政ビル（KITTE） タイル 内部　床 補修 1式

（仮称）新鉄鋼ビル建替計画 御影石 外部　床 補修・シミ抜き 1式

（仮称）浜松町一丁目計画新築工事 御影石 内・外部　床・壁 補修・シミ抜き・色染 1式

麹町クリスタルシティ 人造大理石 内部　カウンター 研磨 2箇所

銚子商工信用組合本店新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 700㎡

渋谷楠本ビル 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き+コート 15㎡

光丘渋谷ビル免震改修工事 タイル 外部　床 洗浄 120㎡

Ｈ28.4 グランドメゾン西麻布 ライムストーン 外部　壁 研磨+コート 75㎡

パークタワーグランスカイ 大理石 玄関　床 研磨+コート 1戸

グランドメゾン松濤 御影石 カウンター シミ抜き+コート 2戸

大手町一丁目第三地区再開発 御影石 外部　床 洗い・シミ抜き 200㎡

大手町1-6計画作業所 御影石 外部　床 洗い 100㎡

ＺＥＢ支店 御影石 外部　床 洗い 40㎡
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Ｈ28.5 グランドメゾン伊勢山 御影石・タイル 外部　床・壁壁 洗い+コート 300㎡

成城学園高等学校 コンクリート 外部　階段 洗い+コート 50㎡

グランドヒルズ三軒茶屋 大理石 内部　床 研磨 1戸

広尾ガーデンフォレストＨ棟 大理石 内部　床 シミ抜き・研磨+コート 1戸

広尾ガーデンフォレストＥ棟 大理石 内部　床 研磨+コート 1戸

プレデンシャルタワーレジデンス 大理石 内部　床　 補修・研磨 1戸

アパホテル巣鴨新築工事 御影石 内・外部　床 洗い 100㎡

（仮称）高田製薬㈱東京支店ビル新築工事 御影石 外部　壁 洗い・シミ抜き+コート 20㎡

Ｈ28.6 グランドメゾン藤が丘 タイル 内・外部　床 洗い・コート 75㎡

グランドメゾン伊勢山 タイル 内部　床 補修 2基

パークタワーグランスカイ 大理石 受付カウンター 取り付け工事 1式

グランドステージ戸越公園2番館 大理石 内部　床 研磨+コート 1戸

新横浜グレイスホテル 大理石 内部　床 研磨 15㎡

アロマ・スクエア蒲田 御影石 内部　床 防滑処理 110㎡

広尾ガーデンフォレストＧ棟 御影石 内部　壁 シミ抜き 1戸

広尾ガーデンフォレストＤ棟 大理石 内部　床 シミ抜き・補修 1戸

ＮＲＩ東京第一センター改修工事 御影石 外部　床　 シミ抜き・洗い 300㎡

H28.7 グランドメゾン洋光台 塗装 外部　壁 洗浄 150㎡

青山ザ・タワー 御影石 外部　壁 補修 1式

スカイフォレストレジデンス 大理石 受付カウンター 石張替工事 1式

グラスシティ晴海 御影石 内部　壁　 洗浄+コート 180㎡

グランドメゾン三軒茶屋 大理石 内部　床 研磨 1式

白金シティハウス 大理石 内部　床 洗浄・研磨+コーティング 50㎡

パークコート六本木ヒルトップ 大理石 内部　床 しみ抜き・研磨 1式

（仮称）秋葉原開発プロジェクト新築工事 御影石 外部　床 洗浄・補修 800㎡

H28.8 中川美術館改修工事 大理石 外部　壁 洗浄 1式

神山町パインハウスＣ棟 大理石・タイル 内・外部　床 しみ抜き・洗浄+コート 25㎡

赤坂コマースビル 御影石・タイル 外部　床 洗浄+コート 180㎡

アイ・アンド・イー新宿ビル 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き+コート 20㎡

H28.9 菊邑91ビル 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き+コート 15㎡

アピス川口幸町フィティア スレート 内部　壁 補修 1式

富士ソフトビル錦糸町 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き 400㎡

エルフレア立川 御影石 外部　床　 洗浄・しみ抜き+コート 10㎡

日本テレビ麹町ビル南館 御影石 外部　床　 しみ抜き 1式

渋谷ＤＴビル 御影石 外部　壁 落書き落とし 1式

東京ミッドタウン・ レジデンシィズ1階車寄せ立上り石補修工事御影石 外部　壁 補修 1式

H28.10 アイ・アンド・イー渋谷ビル 御影石 外部　壁・床 洗浄・しみ抜き 80㎡

グランフォルム祐天寺 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き・コート 150㎡

根津はん亭改修工事 タイル 内部　床 洗浄・コート 20㎡

青山ザ・タワー 車止めバリカー 外部　柱 据え直し 1式

JPタワー タイル 内部　床 補修 40か所
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H28.11 青葉台ゲストハウス 御影石・大理石 内・外部　床・カウンター他 洗浄・研磨・しみ抜き・コート 6か所

ゲートシティ大崎Ⅰ期 大理石 内部　床 研磨・コート 90㎡

ワールドシティタワーズ 御影石 外部　水景 洗浄・コート 1式

ＤＮＩＡ　ホテル　ドーハ 製品 しみ抜き剤・コート 100kg

東京錦糸町シティタワー 大理石 内部　床 研磨・しみ抜き・コート 20㎡

シティタワー麻布十番 御影石　 浴室　床 洗浄・しみ抜き 1式

H28.12 テラッツァ表参道501号室 大理石 内部　床 洗浄・しみ抜き・研磨 1式

ニューステージ横浜 タイル 外部　床 洗浄 4000㎡

ＤＮＩＡ　ホテル　ドーハ 大理石 内部　床 洗浄・しみ抜き・研磨・コート 100㎡

ゲートシティ大崎Ⅱ期 大理石 内部　床 研磨・コート 90㎡

関西外国語大学御殿山キャンパス・グローバルタウン（仮称）新築工事 コンクリートPC 外部　壁 洗浄・コート 670㎡

興和川崎西口ビル 御影石 内部　床 洗浄 900㎡

テツゲンビル 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き・コート 150㎡

市ヶ谷東急ビルSTUDIO 御影石 外部　床 しみ抜き 3か所
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