
■物件名▶ニューフジビル（品川区上大崎）
施工期日：平成31年1月／施工内容：屋上防水工事

1

■物件名▶Ｇステイ（新宿区歌舞伎町）
施工期日：平成31年1月／施工内容：外部改修工事

2

■物件名▶アンテナ21ビル（渋谷区宇田川町）　
施工期日：平成31年1月／施工内容：外部改修工事

3

■物件名▶サンローゼ秋元（豊島区南長崎）
施工期日：平成31年1月／施工内容：漏水補修工事

4

■物件名▶シゲタストアビル（神奈川県川崎市中原区）
施工期日：平成31年1月／施工内容：外部改修工事

5

■物件名▶ホテルペリカン（渋谷区円山町）
施工期日：平成31年1月／施工内容：東、南面外壁塗装工事

6

1
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■物件名▶メゾンナタール（北区田端）
施工期日：平成31年1月／施工内容：306号室寝室軒天面点検口取り付け工事

7

■物件名▶伊東邸（大田区蒲田本町）
施工期日：平成31年1月／施工内容：瓦屋根補修工事

8

■物件名▶兜町第三ビル（中央区兜町）
施工期日：平成31年1月／施工内容：6階、7階傾斜壁補修・塗装工事

9

■物件名▶丸山商事（江東区潮見）
施工期日：平成31年1月／施工内容：鉄骨階段塗装工事（エキスパンション工事）

10

■物件名▶吉田ハイツ（江東区北砂）
施工期日：平成31年1月／施工内容：屋上手摺塗装工事

11

■物件名▶アフェット（三鷹市大沢）
施工期日：平成31年2月／施工内容：外部改修工事

12
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■物件名▶雨宮ビル（渋谷区恵比寿南）
施工期日：平成31年2月／施工内容：西面パネル外壁シーリング工事

13

■物件名▶栄立新宿ビル（新宿区西新宿）
施工期日：平成31年2月／施工内容：外壁塗装工事

14

■物件名▶熊野邸（杉並区永福）　
施工期日：平成31年2月／施工内容：ベランダ塩ビシート貼り替え工事

15

■物件名▶後藤邸（豊島区要町）
施工期日：平成31年2月／施工内容：全面改修工事

16

■物件名▶昇辰ビル（練馬区平和台）
施工期日：平成31年2月／施工内容：爆裂箇所補修工事

17

■物件名▶洗足シュロス（目黒区原町）
施工期日：平成31年2月／施工内容：大規模改修工事（追加分工事）

18
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■物件名▶東海第五マンション（葛飾区奥戸）
施工期日：平成31年2月／施工内容：外部改修工事

19

■物件名▶BFビル（千代田区神田神保町）
施工期日：平成31年3月／施工内容：3階タイル壁窓廻り漏水補修工事

20

■物件名▶SSKビル（北区滝野川）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外部改修工事

21

■物件名▶アストラルメゾン大船（神奈川県鎌倉市小袋谷）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外壁塗装工事（2面SLC壁塗装）

22

■物件名▶アルシェ（埼玉県新座市野火止）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外部改修工事

23

■物件名▶ヴェルコリーヌ喜多村（中野区沼袋）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外部改修工事

24
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■物件名▶哲学堂きくち皮膚科（中野区松が丘）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外部改修工事

25

■物件名▶コシベフルーツ（北区滝野川）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外部改修工事

26

■物件名▶サンテミリオン錦糸町（江東区毛利）
施工期日：平成31年3月／施工内容：屋上防水工事

27

■物件名▶シュタイン渋谷富ヶ谷（渋谷区富ヶ谷）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外壁塗装工事

28

■物件名▶タイラビル（江戸川区北小岩）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外壁タイル打診調査

29

■物件名▶奥原ビル（練馬区桜台）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外部改修工事

30
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■物件名▶A2ビル（渋谷区宇田川町）
施工期日：平成31年4月／施工内容：外部改修工事

35

■物件名▶BFビル（追加）（千代田区神田神保町）
施工期日：平成31年4月／施工内容：3階タイル壁窓廻り漏水補修工事

36

■物件名▶吉野ハイツ（江東区東砂）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外壁部分補修工事

31

■物件名▶佐藤邸（江東区亀戸）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外壁打診調査

32

■物件名▶青山自動車（杉並区成田西）
施工期日：平成31年3月／施工内容：屋根塗装工事

33

■物件名▶棚橋邸（大田区大森北）
施工期日：平成31年3月／施工内容：外部改修工事

34
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■物件名▶OBATAビル（千代田区神田駿河台）
施工期日：令和元年5月／施工内容：外壁調査・屋上周り塗装工事

41

■物件名▶グラストンベリー（練馬区関町北）
施工期日：令和元年5月／施工内容：屋上防水工事・タイル補修追加工事

42

■物件名▶ウエストハウス（大田区東矢口）
施工期日：平成31年4月／施工内容：鉄骨階段錆部塗装工事　

37

■物件名▶ヒグチ設計事務所ビル（川口市桜町）
施工期日：平成31年4月／施工内容：外部改修工事

38

■物件名▶安井ビル（江戸川区大杉）
施工期日：平成31年4月／施工内容：外部改修工事

39

■物件名▶ATMビル（渋谷区神宮前）
施工期日：令和元年5月／施工内容：南、西面タイル外壁打診調査

40
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■物件名▶青山邸（杉並区成田西）
施工期日：令和元年5月／施工内容：一軒家塗装

47

■物件名▶大出マンション（北区西ヶ原）
施工期日：令和元年5月／施工内容：漏水補修工事

48

■物件名▶コーポステーションサイドコシベ（北区滝野川）
施工期日：令和元年5月／施工内容：外部改修工事

43

■物件名▶コーポ青山（杉並区成田西）
施工期日：令和元年5月／施工内容：コロニアル屋根塗装工事

44

■物件名▶ちょうふ花園（調布市下石原）
施工期日：令和元年5月／施工内容：外壁落下部塗装工事

45

■物件名▶パームハウス（新宿区市谷田町）
施工期日：令和元年5月／施工内容：ブロックタイル壁漏水補修工事

46
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■物件名▶スワンビル（新宿区高田馬場）
施工期日：令和元年6月／施工内容：漏水箇所補修工事

52

■物件名▶ハッピーズビル（台東区小島町）
施工期日：令和元年6月／施工内容：漏水補修工事

53

■物件名▶ホワイトビル（渋谷区神宮前）
施工期日：令和元年6月／施工内容：正面外壁塗装工事

54

■物件名▶田﨑ビル（2回目）（江東区富岡）
施工期日：令和元年5月／施工内容：漏水補修工事

49

■物件名▶富士メゾン（品川区上大崎）
施工期日：令和元年5月／施工内容：バルコニー防水工事

50

■物件名▶富士総業ビル（さいたま市浦和区本太）
施工期日：令和元年5月／施工内容：外壁塗装工事

51
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■物件名▶鵜ノ木幼稚園（大田区南久が原）
施工期日：令和元年6月／施工内容：増築東部分外壁塗装工事

57

■物件名▶城北信用金庫上石神井支店（練馬区上石神井）
施工期日：令和元年6月／施工内容：外壁蔦撤去工事

58

■物件名▶石原ビル（練馬区豊玉上）
施工期日：令和元年6月／施工内容：樋交換工事

59

■物件名▶葉梨ビル（台東区西浅草）
施工期日：令和元年6月／施工内容：漏水箇所周り補修工事

60

■物件名▶リベーロ平和Ⅰ（江戸川区南小岩）
施工期日：令和元年6月／施工内容：漏水箇所補修工事

55

■物件名▶阿部邸（渋谷区富ヶ谷）
施工期日：令和元年6月／施工内容：自宅＆賃貸部分鉄部塗装工事　

56
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■物件名▶ATMビル（渋谷区神宮前）
施工期日：令和元年7月／施工内容：外部改修工事　

62

■物件名▶アールワイエムビル（千葉県市川市南八幡）
施工期日：令和元年7月／施工内容：3階漏水箇所周り補修工事

63

■物件名▶ウィステリアビル（千葉県習志野市谷津）
施工期日：令和元年7月／施工内容：411号室出窓漏水補修工事

64

■物件名▶コモドビータ（埼玉県志木市本町）
施工期日：令和元年7月／施工内容：タイル外壁打診調査

65

■物件名▶パークハイツABE（渋谷区富ヶ谷）
施工期日：令和元年7月／施工内容：開放廊下内塗装工事

66

■物件名▶鈴木邸（世田谷区野沢）
施工期日：令和元年6月／施工内容：鉄骨階段塗装工事

61
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■物件名▶プレステージ富士（埼玉県蕨市塚越）
施工期日：令和元年7月／施工内容：505号室バルコニー床防水工事

67

■物件名▶メゾン自由が丘（世田谷区奥沢）
施工期日：令和元年7月／施工内容：屋上防水工事

68

■物件名▶レジデンスコトミ、銀河鉄道21ビル（埼玉県東松山市神明町）
施工期日：令和元年7月／施工内容：漏水箇所周り補修工事

69

■物件名▶榎本ビル（板橋区大山町）
施工期日：令和元年7月／施工内容：漏水箇所周り補修工事

70

■物件名▶倖榮ビル（渋谷区千駄ヶ谷）
施工期日：令和元年7月／施工内容：外部改修工事

71

■物件名▶高橋邸（台東区蔵前）
施工期日：令和元年7月／施工内容：屋上防水工事

72
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■物件名▶高野台ビル（練馬区高野台）
施工期日：令和元年7月／施工内容：シーリング工事

73

■物件名▶佐藤印刷株式会社（事務所）（台東区小島）
施工期日：令和元年7月／施工内容：階段内壁塗装工事

74

■物件名▶太閤コーポ滝野川（北区滝野川）
施工期日：令和元年7月／施工内容：漏水箇所周り補修工事

75

■物件名▶大和発条株式会社（大田区城南島）
施工期日：令和元年7月／施工内容：窓サッシ漏水補修工事

76

■物件名▶第2阿部ビル（渋谷区富ヶ谷）
施工期日：令和元年7月／施工内容：外構壁塗装工事

77

■物件名▶第19岡崎ビル（千代田区神田多町）
施工期日：令和元年7月／施工内容：7階漏水補修工事

78
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■物件名▶日本ラッセル（大田区京浜島）
施工期日：令和元年7月／施工内容：外壁塗装工事

79

■物件名▶友栄本社ビル（千代田区神田猿楽町）
施工期日：令和元年7月／施工内容：外壁塗装工事（東、南、西面）

80

■物件名▶A2ビル1階ゴミ置き場床塗装工事（渋谷区宇田川町）
施工期日：令和元年8月／施工内容：1階ゴミ置き場床塗装工事

81

■物件名▶エクシードビル（台東区東上野）
施工期日：令和元年8月／施工内容：塔屋鉄骨塗装、屋上笠木注入工事

82

■物件名▶江沢ビル（港区赤坂）
施工期日：令和元年8月／施工内容：東面（正面側）1、2階パネルクリーニング、コーティング工事

83

■物件名▶コーポアライ（豊島区上池袋）
施工期日：令和元年8月／施工内容：塗膜剥がれ補修工事（ベランダ側・空き地側）

84
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■物件名▶サンライズ南千住（荒川区南千住）
施工期日：令和元年8月／施工内容：タイル外壁打診調査

85

■物件名▶サンライズ北上野（台東区北上野）
施工期日：令和元年8月／施工内容：タイル外壁打診調査

86

■物件名▶ラ・ルーチェ根原（文京区千駄木）
施工期日：令和元年8月／施工内容：外部改修工事

87

■物件名▶ラフィーネ（日野市新町）
施工期日：令和元年8月／施工内容：１階エントランスインターロッキング調整工事

88

■物件名▶吾妻ビル（台東区西浅草）
施工期日：令和元年8月／施工内容：外壁塗装工事

89

■物件名▶高野台ビル追加工事（練馬区高野台）
施工期日：令和元年8月／施工内容：追加工事（バルコニー内タイル間目地）

90
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■物件名▶三光ビル（千代田区東神田）
施工期日：令和元年8月／施工内容：南面打診調査、シーリング、鉄骨階段塗装工事

91

■物件名▶秋田マンション（杉並区荻窪）
施工期日：令和元年8月／施工内容：外壁塗装工事（東面）

92

■物件名▶石井ビル（中央区日本橋蛎殻町）
施工期日：令和元年8月／施工内容：漏水箇所周り補修工事

93

■物件名▶大和発条株式会社（大田区城南島）
施工期日：令和元年8月／施工内容：１階玄関扉交換工事

94

■物件名▶第2富士見コーポ（練馬区石神井町）
施工期日：令和元年8月／施工内容：外部改修工事

95

■物件名▶田﨑ビル（江東区富岡）
施工期日：令和元年8月／施工内容：鉄骨階段側面漏水補修工事

96
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■物件名▶オーパス三ノ輪（台東区根岸）
施工期日：令和元年9月／施工内容：外部改修工事

101

■物件名▶コーポステーションサイドコシベ（北区滝野川）
施工期日：令和元年9月／施工内容：階段内塗装工事

102

■物件名▶鈴長ビル（江東区住吉）
施工期日：令和元年8月／施工内容：東面1階、3階窓廻り漏水補修工事

97

■物件名▶OBATAビル（千代田区神田駿河台）
施工期日：令和元年9月／施工内容：屋上ドレン新規作成工事

98

■物件名▶SBビル（文京区根津）
施工期日：令和元年9月／施工内容：漏水補修工事

99

■物件名▶田口ビル（北区滝野川）
施工期日：令和元年9月／施工内容：外部改修工事

100

17

令和元年主要物件施工実績●17



■物件名▶城北信用金庫白鳥支店お花茶屋出張所（葛飾区お花茶屋）
施工期日：令和元年9月／施工内容：外壁塗装工事

107

■物件名▶新井ビル（江戸川区西小岩）
施工期日：令和元年9月／施工内容：東面外壁塗装工事

108

■物件名▶シャルマン所沢（埼玉県所沢市久米）
施工期日：令和元年9月／施工内容：シーリング＆外壁タイル調査工事

103

■物件名▶佐藤邸（江東区亀戸）
施工期日：令和元年9月／施工内容：外部改修工事

104

■物件名▶若葉ビル（千葉市若葉区西都賀）
施工期日：令和元年9月／施工内容：漏水補修工事

105

■物件名▶城北信用金庫草加支店（草加市氷川町）
施工期日：令和元年9月／施工内容：東面タイル外壁補修工事

106
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■物件名▶OBATAビル（千代田区神田駿河台）
施工期日：令和元年10月／施工内容：塔屋外壁漏水箇所補修工事

111

■物件名▶ヴィラ練馬富士見台（練馬区貫井）
施工期日：令和元年10月／施工内容：バルコニー軒天面補修工事

112

■物件名▶コスモシティ南浦和（埼玉県南区南浦和）
施工期日：令和元年10月／施工内容：302号漏水箇所補修工事

113

■物件名▶サンライズ東川口（川口市東川口）
施工期日：令和元年10月／施工内容：漏水補修工事

114

■物件名▶第二東田端ビル（北区東田端）
施工期日：令和元年9月／施工内容：外部シーリング工事

109

■物件名▶NTビルディング（港区芝）
施工期日：令和元年10月／施工内容：外部改修工事

110
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■物件名▶丸要ビル（文京区本郷）
施工期日：令和元年10月／施工内容：外壁塗装工事

116

■物件名▶近物レックス東京社宅（千葉県市川市塩焼）
施工期日：令和元年10月／施工内容：東京社宅6階ルーフバルコニー防水工事

117

■物件名▶江原邸（豊島区千川）
施工期日：令和元年10月／施工内容：外部改修工事

118

■物件名▶桜丘リーダースマンション（世田谷区桜丘）
施工期日：令和元年10月／施工内容：2階、501号漏水箇所補修工事

119

■物件名▶松崎ビル（千代田区神田富山町）
施工期日：令和元年10月／施工内容：南面外壁不良個所補修工事

120

■物件名▶株式会社弘城 社員寮（大田区西蒲田）
施工期日：令和元年10月／施工内容：東面５階漏水補修工事

115
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■物件名▶浅草橋ビル（台東区浅草橋）
施工期日：令和元年10月／施工内容：外壁塗装工事

122

■物件名▶東光電波ビル（西東京市田無町）
施工期日：令和元年10月／施工内容：西面外壁、他工事

123

■物件名▶蓬原邸（埼玉県さいたま市北区植竹町1-92-3）
施工期日：令和元年10月／施工内容：部分塗装工事

124

■物件名▶アーバン春日Ｋ（練馬区春日町）
施工期日：令和元年11月／施工内容：屋上、バルコニー防水　シーリング他工事　

125

■物件名▶城北信用金庫峯新堀支店（川口市大字峯）
施工期日：令和元年10月／施工内容：塗膜剥がれ補修工事

121
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■物件名▶グリッター（埼玉県川口市前川）
施工期日：令和元年11月／施工内容：１階テナント漏水箇所補修工事

126



■物件名▶プルミエールビル（荒川区西日暮里）
施工期日：令和元年11月／施工内容：6階台風時漏水箇所補修工事

131

■物件名▶マービー2ビル（中央区日本橋横山町）
施工期日：令和元年11月／施工内容：外壁爆裂撤去工事

132

■物件名▶株式会社サンセー倉庫（板橋区小豆沢）
施工期日：令和元年11月／施工内容：ブロック解体・配管工事

127

■物件名▶シンセービル（品川区西五反田）
施工期日：令和元年11月／施工内容：2階漏水箇所補修工事

128

■物件名▶ニューフジビル（品川区上大崎）
施工期日：令和元年11月／施工内容：401号室漏水調査、補修工事

129

■物件名▶ハイウエスト（三鷹市新川）
施工期日：令和元年11月／施工内容：2階漏水箇所周り調査、補修工事

130
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■物件名▶大越医院（墨田区八広）
施工期日：令和元年11月／施工内容：漏水補修工事

137

■物件名▶第一山武ビル（新宿区西早稲田）
施工期日：令和元年11月／施工内容：屋上防水、6階部外壁塗装工事・1階テナント漏水補修工事

138

■物件名▶ライティングビル（多摩市落合）
施工期日：令和元年11月／施工内容：外部シーリング工事

133

■物件名▶広告塔センタービル（東京都豊島区東池袋）
施工期日：令和元年11月／施工内容：正面側塗装工事

134

■物件名▶三好屋南小岩ビル（江戸川区南小岩）
施工期日：令和元年11月／施工内容：3階漏水箇所周り補修工事

135

■物件名▶須賀マンション（品川区旗の台）
施工期日：令和元年11月／施工内容：501号漏水箇所補修工事

136
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■物件名▶弥生町リバーサイドマンション（中野区弥生町）
施工期日：令和元年11月／施工内容：408号上部斜面壁防水

143

■物件名▶鈴和東中野マンション（中野区東中野）
施工期日：令和元年11月／施工内容：中庭庇工事

144

■物件名▶田﨑ビル（江東区富岡）
施工期日：令和元年11月／施工内容：排煙窓漏水補修工事

139

■物件名▶南烏山誠ビル（世田谷区南烏山）
施工期日：令和元年11月／施工内容：303、402，403号バルコニー防水工事

140

■物件名▶富士メゾン（品川区上大崎）
施工期日：令和元年11月／施工内容：南面外壁塗装工事

141

■物件名▶木内邸（中野区上高田）
施工期日：令和元年11月／施工内容：鉄部塗装工事

142
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■物件名▶渋谷一樹ビル（町田市森野）
施工期日：令和元年11月／施工内容：南東面外壁3階漏水箇所補修工事　

145

■物件名▶OBATAビル（千代田区神田駿河台）
施工期日：令和元年12月／施工内容：非常階段貼り替え、屋上配管工事

146

■物件名▶VCTビル（中央区日本橋浜町）
施工期日：令和元年12月／施工内容：7階台風時漏水箇所周り補修工事

147

■物件名▶アヤベビル（中野区中野）
施工期日：令和元年12月／施工内容：東面1、2階外壁塗装工事

148

■物件名▶エルセリート辻１（さいたま市南区辻）
施工期日：令和元年12月／施工内容：北面漏水補修工事

149

■物件名▶オークビル（足立区足立）
施工期日：令和元年12月／施工内容：漏水補修工事

150

25

令和元年主要物件施工実績●25



■物件名▶ヒルイノウエ（新宿区矢来町）
施工期日：令和元年12月／施工内容：屋上防水工事

154

■物件名▶プレステージ富士（埼玉県蕨市塚越）
施工期日：令和元年12月／施工内容：405、603号室バルコニー防水工事

155

■物件名▶メゾンCYJ（練馬区春日町）
施工期日：令和元年12月／施工内容：ブロックガラスアーチ部漏水補修工事

156

■物件名▶クレッセン高円寺（杉並区高円寺）
施工期日：令和元年12月／施工内容：外部シーリング工事

151

■物件名▶シルバンビル１（東京都板橋区常盤台）
施工期日：令和元年12月／施工内容：右側面201、301号室窓周り漏水補修工事

152

■物件名▶シルバンビル2（東京都板橋区常盤台）
施工期日：令和元年12月／施工内容：階段シート貼り&補修工事

153
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■物件名▶リベーロ平和Ⅰ（江戸川区南小岩）
施工期日：令和元年12月／施工内容：漏水箇所周り補修工事（401、301号）　

157

■物件名▶坂田ビル（中央区日本橋室町）
施工期日：令和元年12月／施工内容：漏水箇所周り調査、補修工事

158

■物件名▶篠崎様事務所棟（中野区鷺宮）
施工期日：令和元年12月／施工内容：事務所棟南面サイディング外壁シーリング工事

159

■物件名▶渋谷一樹ビル（町田市森野）
施工期日：令和元年12月／施工内容：看板支柱塗装工事

160

■物件名▶小野商事ビル（豊島区目白）
施工期日：令和元年12月／施工内容：バルコニー腰壁塗装、階段防水工事

161

■物件名▶常葉ビル（北区豊島）
施工期日：令和元年12月／施工内容：屋上防水層不良個所補修工事

162
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■物件名▶赤坂ミツワビル（港区赤坂）
施工期日：令和元年12月／施工内容：漏水補修工事

166

■物件名▶長井ビル（港区西麻布）
施工期日：令和元年12月／施工内容：不良個所部分補修工事

167

■物件名▶東京女子医科大学南館（新宿区河田町）
施工期日：令和元年12月／施工内容：南面打診調査・サッシ間漏水補修工事・目地シーリング工事・１階花壇梁下部ひび割れ補修工事

168

■物件名▶新田第9ビル（埼玉県さいたま市浦和区常盤）
施工期日：令和元年12月／施工内容：701号漏水調査、補修

163

■物件名▶水道橋グランドホテル（文京区本郷）
施工期日：令和元年12月／施工内容：漏水補修工事

164

■物件名▶成実マンション（世田谷区瀬田）
施工期日：令和元年12月／施工内容：塔屋防水、塔屋壁一部塗装、5階B号バルコニー防水工事

165
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■物件名▶日本ラッセル（大田区京浜島）
施工期日：令和元年12月／施工内容：工場棟屋根補修工事

169

■物件名▶本多ビル（台東区三筋）
施工期日：令和元年12月／施工内容：屋上防水工事　

170

■物件名▶本田医院（三鷹市牟礼）
施工期日：令和元年12月／施工内容：屋根塗装工事

171

■物件名▶麻布フラット（港区麻布十番）
施工期日：令和元年12月／施工内容：屋上防水工事

172

■物件名▶鈴木マンション（練馬区桜台）
施工期日：令和元年12月／施工内容：漏水部配管撤去＆網戸張替え工事

173
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