
年　月 物　　　件　　　名 素　材 場　所　　 内　容 数　量

H30.1 松亀センタービル 御影石 外部　床 洗浄・コート 35㎡

横浜ブルーアベニュー 御影石 内部　床 洗浄・コート 500㎡

石ビル 御影石 外部　壁 洗浄・コート 100㎡

ゲートシティ大崎 大理石　 内部　床 研磨 200㎡

吉祥寺北町ガーデンハウス 御影石 内部　床 洗浄・しみ抜き 35㎡

H30.2 青山ザ・タワー 儀石 外部　バリカー 据え直し 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 200㎡

防衛省 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き 500㎡

H30.3 東京ミッドタウン 大理石・他 外部　ベンチ他 しみ抜き・補修 20か所

湘南造園㈱会長邸 大理石 内部　浴槽 研磨・しみ抜き・補修 1式

横浜銀行本店セキュリティーゲート改修に伴う石工事 御影石 内部　床 防滑処理・コート 20㎡

グランドヒルズ元麻布 御影石 EV内　床 洗浄・コート 2基

新鉄鋼ビル補修工事 御影石 外部　床 補修 6か所

ＪＰタワー補修工事 大理石 内部　壁 補修 200か所

日本橋三越本店 大理石 内部　床 研磨 75㎡

パークタワーグランスカイ 大理石 内部　カウンター 補修 1式

メゾングランディオーズ修繕工事 御影石 外部　壁 補修・洗浄・コート 25㎡

新宿アルタ 大理石 内部　床 研磨・補修 20㎡

二子玉川ライズタワー 御影石 外部　ベンチ しみ抜き・洗浄・コート 6か所

H30.4 テツゲンビル 御影石 外部　壁 補修・コート 1式

久世福商店-湘南テラスモール店- タイル 内部　床 補修 1式

TGMM芝浦プロジェクト 御影石 内・外部　床 洗浄 1000㎡

コスモポリス品川 ライムストーン 内部　壁 補修 30カ所

南大塚グランドヒルズ 御影石 外部　床 しみ抜き・洗浄 25㎡

有栖川パークハウス301号室 大理石 内部　浴室 研磨・補修 1式

H30.5 パークタワー横浜ステーションプレミア 御影石 外部　床・壁 しみ抜き・洗浄・コート 50㎡

プルデンシャルタワーレジデンス 人造大理石 キッチンカウンター 研磨 10カ所

H30.6 機材費（イタリア輸入品） 研磨機他 研磨機他 材料販売 1式

青山ザ・タワー 儀石 バリカー 据え直し 1式

クラッシーハウス高輪102号室 大理石 内部　床 研磨 50㎡

新宿アルタ 大理石 内部　床 研磨・しみ抜き・補修 80㎡

東京ミッドタウン　イースト棟 御影石 外部　床 洗浄・コート 30㎡

山口邸保存工事 大理石他 内・外部　床・壁 しみ抜き・研磨・洗浄・補修・コート・強化復元 1棟

プルデンシャルタワーレジデンス 人造大理石 キッチンカウンター 研磨 3カ所

H30.7 くらしの友津田山総合斎場 御影石 内部　床 研磨・コート 600㎡

住友商事神保町ビル 御影石 外部　床 しみ抜き・洗浄 50㎡

ラ・トゥール青葉台 大理石 EV内　床 研磨 2基

コスモスフォーラム武蔵小金井 御影石 外部　床 JP加工・コート 15ｍ

プルデンシャルタワーレジデンス 人造大理石 キッチンカウンター 研磨 3カ所

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 200㎡
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H30.8 宗教法人むつみ会　多摩川支部 御影石 内部　床 洗浄・しみ抜き 15㎡

広尾SKビル タイル 外部　床　 洗浄 250㎡

二子玉川ライズタワー 御影石 外部　壁 しみ抜き 1式

グランドメゾン神楽坂改修工事 タイル EV内　床 張り替え 1基

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 150㎡

青山ザ・タワー 儀石 外部　バリカー 据え直し １式

セントラルスウィート大宮桜木町 御影石 内部　床 補修 20カ所

養国寺　水汲み場新設工事 御影石 外部　床 コート 10㎡

H30.9 南青山テラス常盤松フォレスト901号室 タイル・大理石 内部　床・壁・他 研磨・洗浄・コート 1戸

お茶の水校舎別館大規模修繕工事 塗装 外部　壁 洗浄 50㎡

イニシア新座セントラルフォート 御影石 外部　床 しみ抜き 1式

ハピネス湯島 タイル 内部　床 洗浄・しみ抜き 1式

東京ミッドタウン　イースト棟 御影石 外部　床 洗浄・コート 25㎡

ライオンズヒルズ横須賀浦賀改修工事 御影石 内部　床 張り替え 20㎡

青山ザ・タワー2202号室 タイル 内部　床 張り替え 1式

H30.10 ゲートシティ大崎 大理駅 内部　床 研磨 150㎡

有村様邸改修工事 タイル 内部　床・他 タイル工事 1戸

プラウド元麻布307号室改修工事 大理石 内部　床 研磨 25㎡

銀座三越 大理石 内部　床 しみ抜き 150カ所

ヴェラハイツ本郷 大理石 内部　床 補修 1戸

網崎様邸タイル補修工事 タイル 内部　床 張り替え 1戸

パークホームズ住吉南 スレート 内部　床 差円状・しみ抜き 1式

東京ミッドタウン 大理石 外部　ベンチ 洗浄・研磨・しみ抜き・コート 2カ所

明王院改修工事 テラゾ・御影石 外部　床 研磨・洗浄・コート 50㎡

イタリア製機材 研磨機他 販売 1式

H30.11 ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 150㎡

室町古河三井ビルディング 御影石 外部　壁 しみ抜き 5カ所

くらしの友新横浜総合斎場 御影石 内部　床 研磨・コート 300㎡

岩崎家墓所 大谷石 外部　壁 洗浄・強化復元 190㎡

ラ・トゥール青葉台 大理石 内部　床 しみ抜き 1式

コスモ高輪シティフォルム 大理石 外部　手摺 しみ抜き・コート 1式

ウエストミンスター南平台315室改修工事 タイル 内部　床 タイル工事 30㎡

川畑様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　床・他 タイル工事 1戸

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㎡

新築そっくりさん　高橋賢二様邸改修工事 タイル 内部　床・他 タイル工事 1戸

新築そっくりさん　新倉啓二様邸改修工事 タイル 内部　床・他 タイル工事 1戸

新築そっくりさん　畑成一様邸改修工事 タイル　 内部　床・他 タイル工事 1戸

シティハウス文京小日向 大理石 EV内　床 研磨 1基

KDX代官山大規模修繕工事 御影石 外部　壁 洗浄・コート 300㎡

権野正樹様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　床・他 タイル工事 1戸

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
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H30.12 銀座吉兆 大理石 内部　床 研磨 1式

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 200㎡

高輪ザ・レジデンス　タワー棟 大理石 内部　床 研磨・補修 1戸

伊東ホテルリノベーション工事 御影石 大浴場 洗浄 2カ所

大手センタービル 御影石 内部　床 洗浄・研磨・コート 1ヶ所

防衛省 御影石 外部　床 洗浄 550㎡

マストライフ宮前平 タイル 内部　床 洗浄・コート 80㎡

JPR日本大道り 大理石・御影石 内部　壁・床 洗浄・研磨・コート 200㎡
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