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年　月 物　　　件　　　名 素　材 場　所　　 内　容 数　量

R3.12 リステージパルティエソレイユ 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き+コート 33㎡

ゲートシティ大崎 左官壁他 外部　壁 洗浄+コート 1500㎡

シンガポール大使館 御影石 外部　壁 洗浄 50㎡

JPR市ヶ谷ビル タイル 外部　壁 洗浄 200㎡

ナビューレ横浜タワーレジデンス4103号室 大理石 内部　床 研磨+補修+しみ抜き 30㎡

アーバンドックパークシティ豊洲5203 大理石 内部　床 研磨+補修 80㎡

大宮町プロジェクト コンクリート 外部　床 ビシャン仕上げ 55㎡

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 100㎡

(仮称）西恩寺納骨堂新築工事 御影石・大理石 外・内部　壁 コート 250㎡

三菱経済研究所三菱史料館改修工事 大理石 内部　床 洗浄+研磨 120㎡

アークタワーズ　ウエスト棟2103 大理石 内部　カウンター 石工事 1式

R3.11 東京建物京橋ビル タイル 外部　壁 洗浄 150㎡

神田スクエア 御影石 内部　床 しみ抜き 15㎡

ゲートシティ大崎 左官壁他 外部　壁 洗浄+コート 1500㎡

パークハイム武蔵境

グランドメゾン山手225 タイル 内部　床 タイル工事　 １式

日本看護協会ビル 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き+コート 150㎡

HULIC＆new SHIBUYA コンクリート 内部　壁 洗浄 20㎡

シティハウスおおたかの森 大理石 EV内　床 研磨+コート 1式

ワールドシティタワーズ 御影石 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 100㎡

デンカいちはら国府寮増築工事 タイル工事 内部　床 タイル工事 1式

大宮町プロジェクト タイル 内部　床 タイル工事 40㎡

R3.10 東京ミッドタウン 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き 50㎡

赤坂霞山ビル 御影石 外部　床 石工事 1式

クレール白金台 タイル 外部　壁 洗浄+しみ抜き 20㎡

ルーシスビル 御影石 外部　壁 洗浄 20㎡

シティテラス横濱長津田 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き 50㎡

月島荘 インターロッキング 外部　床 洗浄 950㎡

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 定期メンテナンス 100㎡

ザ・タワー＆パークス田園都市溝の口 御影石 外部　床 洗浄 100㎡

ガーネットコート四谷 御影石・大理石 内部　壁・床 洗浄+コート 200㎡

大宮町プロジェクト コンクリート 内部　床 研ぎ出し仕上げ 50㎡

R3.9 東京ミッドタウン 御影石 内・外部　壁 洗浄+しみ抜き 250㎡

恵比寿ビジネスタワー改修工事 大理石・御影石 内部　床 石工事 1式

東京ミッドタウン 御影石 外部　床 石工事 1式

グランドメゾン本郷参丁目 御影石 内部　床 洗浄+しみ抜き 40㎡

ゲートシティ大崎 御影石 内部　水景 洗浄＋コート 1式

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 定期メンテナンス 100㎡

グランドステージ鵜の木 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き+コート 65㎡

R3.8 ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 定期メンテナンス 100㎡

八雲の住宅改修工事 タイル 外部　壁・床 洗浄 250㎡

富士ソフト汐留事務所ビルB棟 コンクリート 外部　壁 特殊ビシャン下地洗浄 40㎡

恵比寿ビジネスタワー改修 大理石 内部　壁・床 石工事 20㎡

オパスY邸改修工事 大理石 内部　壁・床・他 石工事 50㎡

茅ヶ崎霊園　墓石 御影石 外部　 洗浄 1基

八重洲香川ビル 御影石 外部　床 定期メンテナンス 25㎡

R3.7 cross-pearl改装工事 タイル 外部　床 コート 85㎡

グランドメゾン南青山 御影石 外部　壁 補修 2か所

損害保険ジャパン 御影石 外部　床 洗浄 100㎡

青葉台ゲストハウス 御影石 外部　床 石工事 30㎡

グランスイート広尾 御影石 水景　壁 洗浄 1基

吉川商事株式会社ビル 御影石 外部　壁 洗浄+コート 1式

ゲートシティ大崎 御影石 外部　壁 石工事 20枚

R3.6 鎌倉女子大 御影石 外部　壁 洗浄 20ｍ
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彦坂信様・慈子様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　壁・床 石工事 1戸

谷江様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　壁・床 石工事 1戸

宮坂様邸マンションリフォーム工事 タイル 内部　壁。床 石工事 1戸

オーバルコート大崎マークウエスト 大理石 内部　カウンター 石工事 1式

イタリア製機械 機械 研磨機・研磨材 1式

パークタワーグランスカイ 大理石 外部　壁 補修 2本

松亀センタービル 御影石 外部　床 定期メンテナンス 50㎡

グランドメゾン上原コート 御影石 外部　壁 洗浄 15㎡

ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 定期メンテナンス 100㎡

ゲートシティ大崎 御影石 外部　床 石工事 20㎡

R3.5 八雲の住宅改修工事 タイル 外部　床 タイル工事 150㎡

ロワール横濱反町 ライムストーン 外部　壁 洗浄+コート 85㎡

東京ミッドタウン 大理石 外部　壁 補修 20か所

オパスY邸改修工事 大理石 内部　壁・床 石工事 15㎡

イタリア製機械 機械 研磨機+研磨剤 1式

東京めいらく　東京本部 タイル 内部　床 洗浄+コート 25㎡

グランドメゾン南青山801号室 大理石 内部　床 石工事+補修+研磨 1戸

ＤＥＵＸ　ＴＯＵＲＳ　（ドゥ・トゥール） 御影石 内部　床 研磨+洗浄+コート １棟

錦町トラッドスクエア 御影石 内部　床 洗浄+しみ抜き 160㎡

プラスアストル 大理石 内部　床 石工事 20㎡

R3.4 パークハウス等々力 大谷石 外部　壁 強化工事 200㎡

ワインバーショップ（SANITA） 人造大理石 内部　床 洗浄+コート 20㎡

グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン インターロッキング 外部　床 洗浄 650㎡

ロワール横濱反町 ライムストーン 外部　壁 洗浄+コート 225㎡

汐留イーストサイドビル スレート 内部　床 洗浄+補修＋コート 140㎡

八雲の住宅改修工事 タイル 外部　床 石工事 50㎡

グランドヒルズ西麻布 大理石 内部　床 研磨 3㎡

R3.3 東京ミッドタウン ライムストーン 内部　壁 補修・しみ抜き 2か所

クラーチ溝の口 タイル 内部　床 洗浄 200㎡

ゲートシティ大崎 点字ブロック 外部　床 石工事 10㎡

錦町トラッドスクエア 御影石 内部　床 洗浄+しみ抜き 55㎡

オーバルコート大崎マークウエスト 御影石 外部　床 石工事 50枚

R3.2 ゲートシティ大崎 大理石 内部　床 研磨 100㎡

第二・第三港館外壁改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 2500㎡

東京建物日本橋ビル 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き 80㎡

ハーモニータワー 御影石・タイル 外部　床 石工事 15㎡

Ｄａｉｗａ晴海ビル（旧グラスシティ晴海） 御影石 内部　壁 洗浄＋コート 150㎡

プラスアストル 御影石 外部　床 石工事 5か所

赤坂インターシティ　ＡＩＲ 大理石 内部　床 研磨 672㎡

東京ミッドタウン 御影石 内部　床 補修・特殊加工 15ｍ

R3.1 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 内部　汚垂石 洗浄＋しみ抜き 100箇所

青山ザ・タワー 大理石 内部　床 補修 1式

ホテルアソシア新横浜 大理石 エレベーター　床 研磨 3基

東京ミッドタウン　住戸内 御影石 内部　カウンター 石工事 1戸

茨城県建築センター県南事務所新築工事 御影石 内部　床 石工事 120㎡

錦町トラッドスクエア 御影石 外部　床 洗浄 200㎡

プラスアストル 御影石 外部　壁 洗浄 30㎡


