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R1.12 ＴＨＥ　ＫＡＨＡＲＡ小杉陣屋町 御影石 内部　床 洗浄 1式

四ツ谷駅前地区再開発建設工事 スレート 外部　壁 洗浄 500㎡

奈良県国際芸術家村建設工事 コンクリート 外部　壁 研ぎ出し 1式

機材費（イタリア輸入品） 機材 研磨機・研磨材 1式

ポーラ美術館 塗装 外部　扉 剥離・塗装 1式

趙益様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　床 タイル工事 1戸

東京建物八重洲ビル 御影石 内部　床 洗浄・しみ抜き 350㎡

大手センタービル 御影石 内部　床 洗浄・研磨 1式

パークコート赤坂ザ・タワー 大理石 内部　床 補修・コート 1戸

兼松ビル本館 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き・コート 250㎡

赤坂擁壁保存工事 大谷石 外部　壁 洗浄・コート 200㎡

ハーモニータワー 御影石 内部　壁・床 石張替工事 10か所

タウンハウス広尾大規模改修工事 御影石 内部　床 洗浄・しみ抜き 25㎡

R1.11 エステムコート八王子 御影石・タイル 外部　床 洗浄 100㎡

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 180㎡

グランドメゾン西麻布1702号室 大理石 内部　壁 研磨・補修 1戸

パークハウス麻布霞町202号室 大理石 内部　床 研磨・補修 1戸

グランスイート麻布台ヒルトップタワー2601 大理石 内部　床 研磨・補修 1戸

葛岡様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　床 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

R1.10 JR東日本横浜駅西口開発ビル 御影石 外部　床 補修 1式

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 100㎡

藤平邸新築工事 コンクリート 外部　床 コート 100㎡

イタリア製機材費 機材 研磨用機械等 研磨剤等 1式

久住様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　床 タイル工事 1戸

南町田プロジェクト商業施設新築工事 コンクリート 外部　床 洗浄 200㎡

靖国神社 御影石 外部　社号表他 洗浄 3基

シティハウス自由が丘レジデンス タイル 外部　床 洗浄・コート 30㎡

イオンモールむさし村山 タイル 内部　床 洗浄・コート 880㎡

PMR熱海 御影石 外部　床 コート 200㎡

ワテラスタワー タイル 浴室　床 洗浄 2か所

松本様邸 御影石 外部　床 洗浄 50㎡

赤坂霞山ビル 御影石 外部　床 石張替え工事 20㎡

柿崎さなえ様邸新築そっくりさん工事 タイル 内部　床 タイル工事 1戸

西部電気工業坪井ビル(仮称）新築工事 コンクリート 外部　ベンチ 研ぎ出し 10個

グランドメゾン伊勢山　住戸内 タイル 内部　床 目地入れ替え 1戸

中野坂上ハーモニータワー 御影石　 内部　床 洗浄・補修 1式

R1.9 ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 100㎡

藤平邸新築工事 コンクリート 外部　壁 コート 100㎡

イタリア製機材費 機材 研磨用機械等 研磨剤等 1式

柿の木坂邸宅メンテナンス工事 ライムストーン 外部　床 洗浄・しみ抜き 20㎡

東長寺 砂岩 外部　壁 洗浄・しみ抜き・コート 200㎡

東京ミッドタウン 御影石 外部　壁 補修 1式

兼松ビルディング別館 塗装面 外部　壁 洗浄 200㎡

塚田様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　床 タイル工事 1戸

大手町プレイス 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き 400㎡

住友商事美土代町ビル 御影石 内部　床 洗浄・しみ抜き 200㎡

神奈川芸術劇場 御影石 内部　床 しみ抜き 15㎡

ライオンズシティ梶が谷 御影石 外部　壁 しみ抜き 50㎡

京橋NSビル ネオパリエ 外部　壁 洗浄・しみ抜き 6㎡

銀座タワー 御影石 外部　床 洗浄 60㎡

赤坂霞山ビル 御影石 外部　壁・床 洗浄・しみ抜き 200㎡
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R1.8 南青山テラス常盤松フォレスト810号室 大理石 内部　床 研磨・補修 1戸

プロロジスパーク北本 アスファルト 外部　床 洗浄・しみ抜き 50㎡

ホテルオークラ新築工事 御影石 外部　壁 補修 50㎡

常念寺 御影石 外部　壁・床 洗浄・コート 150㎡

ネッツトヨタヤサカ㈱レクサス宇治改修工事 大理石 内部　壁 しみ抜き 10ｍ

藤平邸新築工事 コンクリート 外部　壁 コート 300㎡

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床　 研磨 100㎡

ハーモニーウィング外壁補修工事 御影石 外部　壁 補修 32か所

天野久子様邸 大理石 内部　床 研磨 1戸

ラ・トゥール青葉台 大理石 内部　床 研磨 1基

シティタワー有明 大理石 内部　床 研磨 5㎡

湊様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　床 タイル工事 1戸

月島荘 インターロッキング 外部　床 洗浄 300㎡

R1.7 ハーモニータワーＢ1階サンクンコート石補修工事 大理石 外部　床 補修 200㎡

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 100㎡

西麻布グランドヒルズ301 大理石 内部　床 研磨 15㎡

ブリリア小日向204号室 大理石 内部　床 研磨 5㎡

南麻布フラワーマンション601 大理石 内部　カウンター 研磨 1か所

靖国神社 御影石 外部　床 洗浄 3000㎡

桜新町新築工事 コンクリート 外部　壁 補修・コート 40㎡

松本様邸 御影石 内部　床 洗浄 1式

槙本様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　床 タイル工事 1戸

R1.6 （仮称）住吉2丁目プロジェクト新築工事 コンクリート 内部　壁 補修・コート 60㎡

青山パークタワー ライムストーン 内部　床 研磨 1式

アンティ玉川学園 タイル 内部　床 洗浄 35㎡

武蔵野の森総合スポーツプラザ 御影石 内部　床 洗浄・しみ抜き・コート 2500㎡

ゲートシティ大崎 大理石　 内部　床 研磨 60㎡

兼松ビルディング 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き 100㎡

エクステ山下公園 石英 内・外部　床 洗浄・コート 180㎡

東洋製罐 御影石 内部　床 洗浄・コート 20㎡

東京建物町田ビル タイル　 内・外部　床 洗浄 150㎡

R1.5 スペリオール白金台 御影石 内部　床 洗浄・しみ抜き 30㎡

シティハウス日本橋 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き・コート 20㎡

東京建物第三室町ビル 擬石 外部　壁 洗浄 50㎡

ライオンズシティ梶が谷 御影石 外部　壁 洗浄・しみ抜き 30㎡

東京ミッドタウン 御影石 内部　床 コート 1式

パークマンション南麻布107 大理石 内部　床・カウンター 研磨・補修 4か所

平河町森タワー2106 大理石 内部　床・カウンター 研磨・補修 3ヶ所

木村様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　壁・床 タイル工事 1戸

岩田様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　壁・床 タイル工事 1戸

山田様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　壁・床 タイル工事 1戸

イタリア製機材 機材 研磨用機械等 研磨剤等 1式

H31.4 グランドメゾン西麻布 ライムストーン 内部　壁 研磨・コート・補修 150㎡

五番町UKビルカウンター工事 御影石 受付カウンター 石工事（交換） 1式

小笠原様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　壁・床 タイル工事 1戸

日本橋プラザ 大理石 内部　壁 洗浄・しみ抜き 10㎡

H31.3 Dグランセ国立 タイル 外部　床 防滑処理 1式

ホテル日航成田改修工事 大理石 内部　カウンター 加工・据え直し 2ヶ所

Y邸新築工事 御影石 内部　壁 補修・しみ抜き 20㎡

田淵様邸改修工事 御影石 浴室　壁 研磨・コート 10㎡

東京ミッドタウン 御影石 内部　壁 研磨・しみ抜き・コート 50ｍ

日本橋プラザ 大理石 内部　壁 しみ抜き・洗浄 10㎡

東京製菓学校改修工事 御影石 外部　床 洗浄・補修 30㎡

大覚院本堂・山門新築工事 大谷石 外部　壁 強化復元工事 35㎡



年　月 物　　　件　　　名 素　材 場　所　　 内　容 数　量

H31.2 寅さん記念館改修工事 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き・コート 80㎡

新浦安ホテル コンクリート 外部　床 研ぎ出し 250㎡

日本大学会館第2別館改修工事 御影石 内部　床 洗浄・コート 30㎡

横浜ダイヤビル台風被災対応工事 御影石 外部　壁 補修 16カ所

グランドメゾン大森山王 ライムストーン 内部　壁 補修 3ヶ所

瀬木ビル改修工事 御影石 内部　床 洗浄 1式

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床石 研磨 200㎡

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 2戸

H31.1 箱根洗心寮 御影石 内部　壁・床 洗浄・補修・コート 350㎡

ベイサイドタワー晴海 インターロッキング 外部　床 洗浄 2000㎡

スパ＆ホテル　和　なごみ 御影石 大浴場 洗浄 2カ所

KDX代官山大規模修繕工事 御影石 外部　床 洗浄・コート 150㎡

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 200㎡

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戸

浅草孔雀堂新築工事 御影石 外部　壁 洗浄・コート 10㎡


