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R2.12 ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 100㎡

ゲートシティ大崎 御影石 外部　床・壁 洗浄+しみ抜き 30㎡

グランドメゾン等々力 大理石 内部　カウンター 石工事 1式

グランドメゾン代官山 御影石 外部　壁 石工事 1式

パークタワー芝公園 コンクリート 外部　床 洗浄+しみ抜き 1式

グランヴェール代々木西原 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き 45㎡

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

R2.11 ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 100㎡

ゲートシティ大崎 御影石 外部　床 補修 300ｍ

パラッツオシエナビル 御影石 外部　壁 補修・しみ抜き 4か所

東京ミッドタウン 御影石 外部　床 張替え工事 50㎡

グランドメゾン三軒茶屋の杜 大理石 内部　床 研磨 50㎡

イトーピア古淵ソレイユ タイル 外部　床 洗浄+防滑処理 150㎡

ホテルアソシア新横浜 ライムストーン 内部　壁 しみ抜き 1式

ザ・パークハウス広尾羽澤 御影石 外部　壁 洗浄 366

大手センタービル 御影石 トイレ　床 洗浄+しみ抜き+コート ２フロア

小松様邸マンションリフォーム工事 タイル 住戸内　床他 石工事 1戸

東京ミッドタウン イースト棟 人造大理石 内部　カウンター 研磨 5フロア

東京ミッドタウン イースト棟 ライムストーン 内部　壁 洗浄+しみ抜き+補修+コート 600㎡

池田山グランドヒルズ 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き 60㎡

R2.10 東京ミッドタウン 御影石 外部　床 石工事 45枚

パークタワーグランスカイ タイル 外部　柱 張替え工事 1式

グランドメゾン白金・三光坂 スレート 内部　由香 石工事 1戸

MFLP船橋Ⅲ期工事 コンクリート 外部　壁 特殊塗装 450㎡

富士ソフト汐留事務所ビル コンクリート 外部　壁 特殊塗装 300㎡

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 100㎡

センチュリーパークタワー1904号室 大理石　 内部　床 しみ抜き 1戸

東京ミッドタウン イースト棟 人造大理石 カウンター 研磨 4フロアー

R2.9 先端バイオ医薬研究所 御影石 内部　壁 洗浄+コート 1式

中野坂上サンブライトツイン 御影石 外部　床 張替え工事 3ヶ所

NAPJ池田山 大理石 カウンター 石工事 3ヶ所

ゲートシティ大崎 御影石 内部　水景 洗浄+コート 1式

パークホームズ志木ステーションファースト 御影石 内部　壁 しみ抜き 7か所

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 100㎡

R2.8 明産霞が関ビル新築工事 コンクリート 外部　壁 特殊塗装 100㎡

東京ミッドタウン喫煙室改修工事 御影石 内部　床 洗浄+コート 20㎡

パークアクシス青山一丁目タワー5階入居工事 御影石 内部　壁 洗浄+補修 90㎡

イタリア製機械パーツ 機械 研磨機・研磨材 1式

久屋大通公園施設整備工事 コンクリート 外部　床 特殊ビシャン+研ぎ出し 100㎡

R2.7 （仮称）富士見台社宅建替計画 コンクリート 外部　壁 特殊塗装 70㎡

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 100㎡

コスモ東京ベイタワー 御影石 外部　床 洗浄+コート 20㎡

グランドメゾン伊勢山809号室 大理石 内部　床・他 研磨・補修・しみ抜き 1戸

パークタワー晴海 インターロッキング 外部　床 しみ抜き 50㎡

ＯＭＣ青和第二ビル 御影石 内部　床 洗浄+コート 50㎡

シノテスト本社ビル 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き+コート 15㎡

ドイツ連邦共和国大使館　事務所棟 ライムストーン 内部　床 洗浄+研磨＋コート 1000

フクダ電子 タイル 外部　壁 コート 1000㎡

ネオコーポ調布多摩川 大理石 内部　カウンター 研磨・補修 1式
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R2.6 神宮前5丁目 コンクリート 内部　床 洗浄+しみ抜き 100㎡

紙パルプ会館 御影石 外部　壁・床 洗浄+しみ抜き 5か所

THE　KAHALA小杉陣屋町 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き 25㎡

イタリア製機械パーツ 機械 研磨機+研磨材 1式

グランドメゾン代官山 御影石 外部　壁 補修 1式

東京ミッドタウン 大理石 外部　ベンチ 研磨+しみ抜き+コート 1式

ゲートシティ大崎 御影石 外部　ポール基礎 洗浄+補修+コート 1式

総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業 コンクリート 内部　壁 特殊塗装 100㎡

竹芝地区歩行者デッキ工事 御影石 外部　床 洗浄 100㎡

R2.5 TG81山下町ホテル計画 御影石 外部　床 洗浄 300㎡

ネオコーポ調布多摩川 タイル 外部　床 洗浄 100㎡

グランドメゾン松濤 スレート 内部　壁 洗浄+補修+コート 1式

須田町MKビル 御影石 内部　床 洗浄+研磨+コート 10か所

R2.4 広尾ガーデンフォレスト804 御影石 内部　壁 張替え工事 1戸

WeWork　アイスバーグ 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き 45㎡

表参道シティハウス 御影石 内部　床 洗浄+しみ抜き 20㎡

R2.3 赤坂インターシティ　AIR 大理石 内部　床 研磨 300㎡

マストレジデンス狭山 砂岩 外部　床 張替え・補修 1か所

ブリリア一番町 大理石 内部　床 研磨 20㎡

メゾン広尾 大理石 内部　床 しみ抜き 6枚

研究開発センター施工実験棟建て替え計画 タイル 内部　床 洗浄 90㎡

八雲邸高木邸追加変更工事修正版 タイル 内部　床 石工事 60㎡

青山中川美術館 大理石 外部　壁 洗浄 15㎡

白金台シティハウス 御影石 外部　壁 洗浄・研磨・補修・コート 20㎡

グランドメゾン伊勢山 タイル・御影石 外部　壁・床 洗浄・コート 300㎡

ハーモニータワー 御影石 内部　壁・床 石工事（交換） 25枚

R2.2 アーベインビオ川崎外壁修繕その他工事 御影石 内部　床 洗浄 180㎡

シティタワー目黒 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き・コート 150㎡

横浜市民病院新築工事 モルタル 外部　植栽 研ぎ出し 2か所

第一三共日本橋ビル改修 タイル 内部　壁 石工事 30㎡

TK-Ⅱビル 御影石 外部　床 洗浄・しみ抜き・コート 15㎡

笠原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

カレッタ汐留 御影石 内部　壁 洗浄・しみ抜き 150㎡

広尾ガーデンフォレストD205 御影石 浴室　壁 石工事（交換） 1戸

川島義章様邸マンションリフォーム工事 大理石・タイル 内部　壁・床 石・タイル工事 1戸

第2ＡＢビル 御影石 内部　床 しみ抜き 1式

サングレイス愛甲石田 砂岩 外部　壁 洗浄・コート 50㎡

R2.1 ホテル日航改修工事 大理石 内部　床 補修 1式

パークコート青山一丁目301号室内装工事 大理石 内部　カウンター 研磨・補修 1式

損保ジャパン美術館新築工事 コンクリート平板 外部　床 洗浄・しみ抜き 250㎡

専修大学靖国通り神田新校舎（仮称）新築工事 コンクリート 外部　ベンチ 研ぎ出し 5基

横浜新都市ビル　地下2階北西側階段改修工事 タイル 外部　階段 洗浄 90㎡

サングレイス愛甲石田 砂岩 外部　壁 洗浄・コート 29㎡

パークマンション千鳥ヶ淵603号室 大理石 内部　床 研磨・補修 85㎡




