
■物件名▶ガーデニア六本木（港区六本木）
施工期日：平成26年1月／施工内容：シーリング、塗装工事

1

■物件名▶植田ビル（中野区沼袋）
施工期日：平成26年1月／施工内容：外部改修工事

2

■物件名▶坂田ビル（中央区日本橋室町）　
施工期日：平成26年1月／西面、北面外壁塗装工事

3

■物件名▶ヴィラマツエ（江戸川区松江）
施工期日：平成26年1月／施工内容：外部改修工事

4

■物件名▶クラタビル（北区赤羽西）
施工期日：平成26年1月／施工内容：タイル補修、クリヤー塗装工事

5

■物件名▶ホテルカワセ（台東区雷門）
施工期日：平成26年1月／施工内容：両側面ひび割れ補修、裏面塗装工事

6
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■物件名▶菖蒲園マンション（葛飾区堀切）
施工期日：平成26年1月／施工内容：塗装、シーリング、床防水工事

7

■物件名▶斎藤ビル（港区六本木）
施工期日：平成26年1月／施工内容：階段室手摺、床シート交換、屋上防水工事

8

■物件名▶佐藤電機本社ビル（北区豊島）　
施工期日：平成26年1月／施工内容：東面外壁塗装工事

9

■物件名▶リバーパーク古川（江戸川区江戸川）
施工期日：平成26年2月／施工内容：漏水補修、屋上防水工事

10

■物件名▶ＴＡＴビル（渋谷区千駄ヶ谷）
施工期日：平成26年2月／施工内容：正面外壁クリーニング工事

11

■物件名▶ヴェラハウス西尾久（荒川区西尾久）
施工期日：平成26年2月／施工内容：鉄部塗装工事

12
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■物件名▶ベルテックス（北区滝野川）
施工期日：平成26年2月／施工内容：御影石シーリング工事

13

■物件名▶ツナシマ第三ビル（中野区弥生町）
施工期日：平成26年2月／施工内容：セットバック部分外壁塗装工事

14

■物件名▶マンション若松（新宿区若松町）　
施工期日：平成26年2月／施工内容：北面外壁塗装工事

15

■物件名▶ハイム上池袋（豊島区上池袋）
施工期日：平成26年2月／施工内容：外部改修工事

16

■物件名▶斎藤第一ビル（文京区千石）
施工期日：平成26年2月／施工内容：東面、南面外壁塗装工事

17

■物件名▶磯タイヤ（練馬区豊玉中）
施工期日：平成26年2月／施工内容：屋上、ルーフ防水工事

18
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■物件名▶ハイウェスト（三鷹市新川）
施工期日：平成26年2月／施工内容：外部改修工事

19

■物件名▶桃井マンション（杉並区桃井）
施工期日：平成26年2月／施工内容：外部改修工事

20

■物件名▶ドミールエムエス（葛飾区東新小岩）　
施工期日：平成26年3月／施工内容：シーリング工事

21

■物件名▶第一松浦ビル（港区赤坂）
施工期日：平成26年3月／施工内容：外部改修工事

22

■物件名▶パレドール本郷（文京区本郷）
施工期日：平成26年3月／施工内容：バルコニー鉄部塗装工事

23

■物件名▶桜川けやき苑シルバーピア（第5宮ハイツ）（板橋区桜川）
施工期日：平成26年3月／施工内容：大規模改修工事

24
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■物件名▶勝栄マンション（杉並区荻窪）
施工期日：平成26年4月／施工内容：外部改修工事

25

■物件名▶ドエル松原ガーデン（世田谷区松原）
施工期日：平成26年4月／施工内容：エントランス屋根防水工事

26

■物件名▶カーサ白山（文京区白山）　
施工期日：平成26年4月／施工内容：屋上防水、外壁塗装工事

27

■物件名▶朝日後楽園マンション（文京区本郷）
施工期日：平成26年4月／施工内容：201号バルコニー鳩小屋防水工事

28

■物件名▶森本ビル（中野区中央）
施工期日：平成26年4月／施工内容：外部改修工事

29

■物件名▶アークビル高田馬場（新宿区高田馬場）
施工期日：平成26年5月／施工内容：外部改修工事

30
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■物件名▶ライティングビル（多摩市落合）
施工期日：平成24年5月／施工内容：外部タイル補修工事

31

■物件名▶オークビル（足立区足立）
施工期日：平成24年5月／施工内容：西面・南面外壁塗装、屋上防水工事

32

■物件名▶秀和代官山レジデンス（渋谷区猿楽町）　
施工期日：平成24年5月／施工内容：EV扉塗装工事

33

■物件名▶チェリーヒルズ能登（多摩市一ノ宮）
施工期日：平成24年5月／施工内容：吹き抜け部分室外機置き場防水工事

34

■物件名▶牧邸（渋谷区広尾）
施工期日：平成24年5月／施工内容：外部改修工事

35

■物件名▶元赤坂ビル（港区元赤坂）
施工期日：平成24年5月／施工内容：東面塗装壁爆裂補修工事

36
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■物件名▶第三宮ハイツ（板橋区東新町）
施工期日：平成26年5月／施工内容：エントランスホール長尺シート貼り工事

37

■物件名▶成陽ハイツ（品川区東大井）
施工期日：平成26年5月／施工内容：東面、南面外壁塗装工事

38

■物件名▶川本ビル（渋谷区代々木）　
施工期日：平成26年5月／施工内容：東面、西面外壁塗装工事

39

■物件名▶ホテル伊東パウエル（静岡県伊東市湯川）
施工期日：平成26年6月／施工内容：道路側非常階段北面、西面、南面塗装工事

40

■物件名▶フェリーハウス（板橋区舟渡）
施工期日：平成26年6月／施工内容：3階～7階廊下内、外部鉄骨階段塗装工事

41

■物件名▶香松ビル（世田谷区赤堤）
施工期日：平成26年6月／施工内容：屋上防水工事

42
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■物件名▶株式会社テクニコ倉庫（江東区枝川）
施工期日：平成26年6月／施工内容：北面外壁補修、塗装工事

43

■物件名▶東建ビル（世田谷区松原）
施工期日：平成26年6月／施工内容：南面外壁補修工事

44

■物件名▶大塚ビル（板橋区徳丸）　
施工期日：平成26年6月／施工内容：両側面外壁塗装工事

45

■物件名▶ラポールお花茶屋（葛飾区お花茶屋）
施工期日：平成26年6月／施工内容：南面手摺外壁タイル洗浄工事

46

■物件名▶米久ビルNO2（港区六本木）
施工期日：平成26年6月／施工内容：裏面、右側面外壁塗装工事

47

■物件名▶坂田ビル（中央区日本橋室町）
施工期日：平成26年6月／施工内容：東面、南面外壁打診調査

48
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■物件名▶田所ビル（新宿区市ヶ谷薬王寺町）
施工期日：平成26年6月／施工内容：シーリング・塗装工事

49

■物件名▶ナカザワビル（川越市新富町）
施工期日：平成26年6月／施工内容：正面タイル外壁洗浄、クリヤー塗装工事

50

■物件名▶松楽ビル（品川区東五反田）　
施工期日：平成26年6月／左側面漏水箇所8階～屋上タイルセブン防水工事

51

■物件名▶ダイアパレス赤塚公園（板橋区大門）　
施工期日：平成26年6月／施工内容：東面2階～4階タイル防水工事

52

■物件名▶べレールササキ（墨田区東駒形）
施工期日：平成26年6月／施工内容：外部改修工事

53

■物件名▶日研美術ビル（新宿区早稲田鶴巻町）
施工期日：平成26年7月／施工内容：屋上、4階ルーフバルコニー、1階エントランス上場防水工事

54
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■物件名▶住友不動産亀戸ビル（江東区亀戸）
施工期日：平成26年7月／施工内容：南面水抜き穴工事

55

■物件名▶スターハイツ（練馬区石神井台）
施工期日：平成26年7月／施工内容：東面北側出窓、北面東側窓周りシーリング工事

56

■物件名▶第一塚田ビル（葛飾区堀切）　
施工期日：平成26年7月／施工内容：左側面、裏面（左側面～玄関まで）外壁補修工事

57

■物件名▶ウエストヒルズ（練馬区西大泉）
施工期日：平成26年7月／施工内容：外壁塗装、防水工事

58

■物件名▶飯高邸（世田谷区世田谷）
施工期日：平成26年7月／施工内容：シーリング、塗装工事

59

■物件名▶白金ビル（横浜市南区白金町）
施工期日：平成26年8月／施工内容：タイル外壁打診調査

60
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■物件名▶アイビーハウス（調布市西つつじヶ丘）
施工期日：平成26年8月／施工内容：東面北側7階～屋上、北面3階～屋上シーリング工事

61

■物件名▶アーバンフレックスSGビル（北区滝野川）
施工期日：平成26年8月／施工内容：タイル外壁打診調査

62

■物件名▶越川ビル（江東区白河）　
施工期日：平成26年8月／施工内容：塔屋防水・外壁補修、鉄部塗装工事

63

■物件名▶三原台スカイハイツ（練馬区三原台）
施工期日：平成26年8月／施工内容：東面笠木撤去、防水工事

64

■物件名▶メゾンミールアトラス（川崎市川崎区中島）
施工期日：平成26年8月／施工内容：タイル防水塗装工事

65

■物件名▶ナカザワビル（川越市新富町）
施工期日：平成26年8月／施工内容：東面、北面外壁塗装工事

66

35

平成26年主要物件施工実績●11



■物件名▶弥助ビル（千代田区東神田）
施工期日：平成26年8月／施工内容：左側面正面側外壁、奥側2階窓下まで塗装工事

67

■物件名▶株式会社宮本製作所（葛飾区東新小岩）
施工期日：平成26年8月／施工内容：屋上、3階ルーフバルコニー防水工事

68

■物件名▶G3ビル（新宿区歌舞伎町）　
施工期日：平成26年8月／施工内容：北面外壁、階段室外壁シーリング・塗装工事

69

■物件名▶太陽ハウスビル（世田谷区上馬）
施工期日：平成26年8月／施工内容：外壁塗装工事

70

■物件名▶東京都運送施設事業協同組合（港区港南）
施工期日：平成26年8月／施工内容：1階～2階スロープ建物側防水工事

71

■物件名▶サクセスビル（志木市本町）
施工期日：平成26年9月／施工内容：外壁塗装工事

72
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■物件名▶サザンハイム八王子（八王子市南町）
施工期日：平成26年9月／施工内容：タイル外壁シーリング工事

73

■物件名▶青木ビル（新宿区高田馬場）
施工期日：平成26年9月／施工内容：外壁塗装工事

74

■物件名▶イーストヒルズ（三鷹市新川）　
施工期日：平成26年9月／施工内容：屋上防水工事

75

■物件名▶カーサマロ－ネ（世田谷区若林）
施工期日：平成26年9月／施工内容：屋上防水工事

76

■物件名▶サニーハイツ（世田谷区奥沢）
施工期日：平成26年9月／施工内容：両側面外壁塗装工事

77

■物件名▶川本ビル（渋谷区代々木）
施工期日：平成26年9月／施工内容：屋上防水、屋上鉄部塗装、北面外壁塗装工事

78
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■物件名▶MⅡビル（新宿区北新宿）
施工期日：平成26年9月／施工内容：外壁塗装工事（西面）

79

■物件名▶三田江古田第二コーポ（練馬区栄町）
施工期日：平成26年10月／施工内容：大規模改修工事

80

■物件名▶墨田区押上物件（墨田区押上）　
施工期日：平成26年10月／施工内容：外壁塗装工事

81

■物件名▶矢萩運輸倉庫（川口市弥平）
施工期日：平成26年10月／施工内容：外壁塗装工事

82

■物件名▶矢萩運輸倉庫事務所（川口市弥平）
施工期日：平成26年10月／施工内容：外部改修工事

83

■物件名▶永瀬邸（さいたま市浦和区岸町）
施工期日：平成26年10月／施工内容：外部改修工事

84
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■物件名▶倉田邸（北区赤羽西）
施工期日：平成26年11月／施工内容：外壁塗装工事

85

■物件名▶クラタハイツ（北区赤羽西）
施工期日：平成26年11月／施工内容：外壁塗装工事

86

■物件名▶青木ビル（新宿区高田馬場）　
施工期日：平成26年11月／施工内容：屋上防水工事

87

■物件名▶三恵ビル（豊島区南大塚）
施工期日：平成26年11月／施工内容：外壁塗装工事

88

■物件名▶若宮ライトハウス（中野区若宮）
施工期日：平成26年11月／施工内容：斜面壁塗装工事

89

■物件名▶龍園ビル（板橋区赤塚新町）
施工期日：平成26年11月／施工内容：外壁塗装工事

90
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■物件名▶若月邸（新宿区高田馬場）
施工期日：平成26年11月／施工内容：外壁塗装工事

91

■物件名▶片倉ビル（新宿区市ヶ谷田町）
施工期日：平成26年11月／施工内容：2階、8階屋上防水工事

92

■物件名▶イトーヨーカドー上板橋店（板橋区常盤台）
施工期日：平成26年12月／施工内容：6階外壁塗装、4階ルーフ防水工事

93

■物件名▶コート東立石（葛飾区東立石）
施工期日：平成26年12月／施工内容：東面外壁補修、塗装工事

94

■物件名▶村上邸（豊島区池袋本町）
施工期日：平成26年12月／施工内容：外壁塗装工事

95

■物件名▶梶幸ビル（千代田区岩本町）
施工期日：平成26年12月／施工内容：外壁塗装工事

96
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■物件名▶グランエスポアール（葛飾区西新小岩）
施工期日：平成26年12月／施工内容：南面、西面タイル打診調査、シーリング工事

97

■物件名▶第2ツナシマアネックスビル（文京区湯島）
施工期日：平成26年12月／施工内容：タイル打診調査

98

■物件名▶第2ツナシマビル（文京区湯島）
施工期日：平成26年12月／施工内容：南面外壁塗装、東面外壁打診調査

99
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