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H29.1 ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨・コート 270㎡

（仮称）ラ　トゥール　ド　シンデレラ青山新築工事 大理石 内部　壁・床 補修 1式

パークハウス目黒東山 人造大理石 キッチンカウンター 補修・研磨 1式

アピス一番町 大谷石 外部　壁 洗浄・しみ抜き・コート・補修 1式

グランドメゾン中野坂上 タイル EV内　床 張り替え 1基

H29.2 青山ザ・タワー 車止めバリカー 外部　柱 据え直し 1式

シティハウス三ツ沢公園505号室 大理石 内部　床 研磨 1式

東京ミッドタウン ライムストーン 外部　壁 研磨・コート 250㎡

ベルフォレスト南大井 大理石 内部　壁 研磨・補修 50㎡

ザ・プレイス八王子改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 200㎡

愛宕フォレストタワー 人造大理石 キッチンカウンター 研磨・しみ抜き 1式

DNタワー 大理石 内部　床 研磨・しみ抜き 6か所

テツゲンビル 御影石 外部　壁 しみ抜き 1式

H29.3 中川美術館 大理石 内部　床 研磨 30㎡

グランドメゾン仙川 御影石 内部　床 しみ抜き 1式

（仮称）碑文谷4丁目ビル新築工事 コンクリート 外部　壁 ビシャン仕上げ 160㎡

東京ミッドタウン ライムストーン 外部　壁 補修・しみ抜き 1式

中野坂上サンブライト 御影石 外部　階段 洗浄 1式

カタール　日本大使館 大理石 外部　壁 補修・しみ抜き 500㎡

クレッセント東中野レジデンス 大理石 外部　壁 補修・据え直し 1式

目黒駅前地区第一種市街地再開発 御影石 内部　床 洗浄 500㎡

京王百貨店 大理石 外部　壁 洗浄・コート 25㎡

H29.4 東京ミッドタウン 御影石 内部　床 洗浄・コート 1式

ＤＮＩＡ　ホテル　ドーハ ライムストーン 内部　床 洗浄・しみ抜き・研磨・コート 30室

新横浜グレイスホテル 大理石 内部　床 研磨・補修 350㎡

岩本町ビル タイル 内部　床 洗浄・コート 35㎡

リベルテ月島　704号室 大理石 内部　床 しみ抜き・研磨 1戸

ＤＮＩＡ　ホテル　ドーハ 製品 研磨剤 1式

カタール　日本大使館 製品 シミ抜き剤 50KG

とみん神田ビル コンクリート 内部　床 しみ抜き 5か所

梅田邸 御影石 外部　床 洗浄・コート 50㎡

西ヶ原合同研修庁舎 御影石 外部　床 洗浄・コート 4ヶ所

H29.5 ＤＮＩＡ　ホテル　ドーハ ライムストーン 内部　床 洗浄・しみ抜き・研磨・コート 20室

武蔵関シティハウス タイル 外部　床 洗浄・防滑処理 20㎡

アピス西新宿三丁目 タイル 内・外部　床 洗浄・コート 50㎡

芝白金ヒルズ 大理石 内部　床 研磨 1戸

H29.6 三越多摩センター店 テラゾ 内部　床 研磨・補修 3500㎡

田園都市線荏田駅コンコース防滑工事 御影石 内部　階段 防滑処理（JP加工） 15㎡

シティタワー高輪1907号室 大理石 内部　床 しみ抜き・研磨 1戸

G7 タイル 内部　壁 補修 15か所

青葉台ゲストハウス 御影石・タイル 内・外部　床・壁 洗浄・コート 1式
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H29.7 ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 200㎡

ＤＮＩＡ　ホテル　ドーハ ライムストーン 内部　床 洗浄・しみ抜き・研磨・コート 20室

パーシモンCHIBA 大理石 内部　カウンター 染み抜き 1式

アビラ駒形リバーサイド 御影石 内部　床 洗浄 30㎡

木原哲郎様邸・木原ひばり様新築そっくりさん工事 大理石 内部　床 補修 1式

H29.8 清水建設本社ビル 御影石　 内・外部　床 洗浄・補修 3000㎡

気仙沼　武山米店石倉保存工事 御影石 外部　壁 洗浄・強化剤塗布・コート 25㎡

シティハウス文京小日向 大理石 EV内　床 研磨・コート 1基

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 200㎡

H29.9 東京建物第3室町ビル 塗装面 外部　壁 洗浄 40㎡

電通本社ビル 御影石 内部　床 洗浄・しみ抜き・コート 75㎡

京橋彌生ビル 御影石　 内・外部　床 洗浄・しみ抜き 30㎡

東京ミッドタウン 御影石 外部　水景 洗浄・コート 150ｍ

H29.10 ファーストプレイス横浜 御影石 外部　床　 洗浄・しみ抜き・コート 25㎡

シティハウス草加 御影石 内・外部　床 しみ抜き・洗浄・コート 1式

青山ザ・タワー 儀石 バリカー 据え直し 1式

大橋ビル改修 御影石 内部　床 JP加工 15㎡

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 200㎡

クイーンズスクエア ライムストーン 内部　壁 補修 1式

H29.11 汐留シーサイドビル 御影石 内部　床　 洗浄・しみ抜き 150㎡

八重洲香川ビル 御影石 外部　床　 洗浄・しみ抜き・コート 25㎡

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

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 200㎡

自由学園子育て支援施設新築プロジェクト テラゾ 内部　手洗い場 研ぎ出し 2か所

秋谷シーサイドハウス新築工事 御影石 内部　壁 コート 50㎡

アマダ歴史記念館新築工事に伴う特殊内装工事 御影石 内部　床 洗浄・コート 50㎡

H29.12 ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 200㎡

横浜プリンス跡地マンション 大理石 内部　壁 しみ抜き 1式

文部科学省（旧庁舎） 御影石 外部　床 補修 6か所

大手センタービル 御影石 内部　壁 しみ抜き 1式

渋谷Ｑビル改修工事 コンクリート 外部　壁 洗浄・コート 40㎡

（仮称）目黒二丁目計画新築工事 御影石 外部　床 洗浄 50㎡

(仮称）Ｍアパートメント コンクリート 外部　壁 洗浄・補修・コート 550㎡
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