
■物件名▶NTビルディング（港区芝）
施工期日：令和2年1月／施工内容：１階エントランス漏水補修工事

1

■物件名▶エムズ・トーヨービル（江東区東陽町）
施工期日：令和2年1月／施工内容：外壁塗装工事（東面・左側面外壁塗装）

2

■物件名▶きくち皮膚科（中野区松が丘）
施工期日：令和2年1月／施工内容：屋上防水工事

3

■物件名▶ちょうふ花園（調布市下石原）
施工期日：令和2年1月／施工内容：エントランス屋根漏水補修、天井張替え工事

4

■物件名▶ツカコシビル（中央区日本橋人形町）
施工期日：令和2年1月／施工内容：外部改修工事

5

■物件名▶ニュートーキョービル（荒川区西日暮里）
施工期日：令和2年1月／施工内容：窓サッシ漏水補修、水抜き穴キャップ取り付け工事

6

1

令和2年主要物件施工実績●1



■物件名▶バロン21（江戸川区大杉）
施工期日：令和2年1月／施工内容：北面、階段内漏水補修工事

7

■物件名▶ビオーレ田中（世田谷区豪徳寺）
施工期日：令和2年1月／施工内容：漏水補修工事

8

■物件名▶MITA 5 GATE TOWER （港区三田）
施工期日：令和2年1月／施工内容：漏水調査、補修工事

9

■物件名▶ミヤコヤビル（港区南青山）
施工期日：令和2年1月／施工内容：漏水補修工事

10

■物件名▶メゾンルミエール（台東区谷中）
施工期日：令和2年1月／施工内容：外部改修工事

11

■物件名▶リバーサイドビル（神奈川県厚木市中町）
施工期日：令和2年1月／施工内容：塔屋床防水、塔屋壁シーリング工事

12

2
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令和2年主要物件施工実績●3
■物件名▶株式会社弘城 社員寮（大田区西蒲田）
施工期日：令和2年1月／施工内容：社員寮南面漏水補修工事

13

■物件名▶岩井商会ビル（台東区西浅草）
施工期日：令和2年1月／施工内容：外部改修工事

14

■物件名▶金原邸（新宿区下落合）　
施工期日：令和2年1月／施工内容：外部改修工事

15

■物件名▶弘城東口店ビル（大田区蒲田）
施工期日：令和2年1月／施工内容：漏水補修工事

16

■物件名▶三田ハイツ（港区三田）
施工期日：令和2年1月／施工内容：鉄骨階段補修、床コンクリート打ち工事

17

■物件名▶時習堂コーポ（練馬区豊玉上）
施工期日：令和2年1月／施工内容：正面テント撤去、手摺塗装工事

18

3



令和2年主要物件施工実績●4
■物件名▶赤坂光陽ビル（港区赤坂）
施工期日：令和2年1月／施工内容：漏水補修工事

19

■物件名▶大越邸（墨田区立花）
施工期日：令和2年1月／施工内容：玄関扉脇タイル補修工事

20

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和2年1月／施工内容：東病棟塔屋外壁塗装工事

21

■物件名▶東洋須田町ビル（千代田区神田須田町）
施工期日：令和2年1月／施工内容：2階漏水補修工事

22

■物件名▶藤野邸（中野区鷺宮）
施工期日：令和2年1月／施工内容：屋上防水工事

23

■物件名▶野々ビル（渋谷区道玄坂）
施工期日：令和2年1月／施工内容：屋上防水工事

24

4



令和2年主要物件施工実績●5
■物件名▶流動ビル（杉並区上荻）
施工期日：令和2年1月／施工内容：シーリング工事 8階～3階 外部 （6フロア分）

25

■物件名▶ＹＫビル飯田橋（千代田区富士見）
施工期日：令和2年2月／施工内容：屋根補修工事

26

■物件名▶I＆Bビル（杉並区和泉）
施工期日：令和2年2月／施工内容：カーテンウォールシーリング工事、ルーフバルコニー防水工事

27

■物件名▶ヴィラ中野（中野区新井）
施工期日：令和2年2月／施工内容：1階玄関、駐輪場床面クリーニング工事

28

■物件名▶コーポスイモン・1（神奈川県川崎区）
施工期日：令和2年2月／施工内容：ALC外壁塗装・コロニアル塗装・タイル洗浄

29

■物件名▶シャルマン北越谷（越谷市北越谷）
施工期日：令和2年2月／施工内容：漏水補修工事

30

5



■物件名▶ニュートーキョービル（荒川区西日暮里）
施工期日：令和2年2月／施工内容：窓サッシ漏水補修、水抜き穴キャップ取り付け工事

31

■物件名▶ニューフジビル（品川区上大崎）
施工期日：令和2年2月／施工内容：正面漏水補修工事

32

■物件名▶メゾンタジマ（豊島区池袋）
施工期日：令和2年2月／施工内容：鉄部塗装工事

33

■物件名▶リベーロ平和Ⅰ（江戸川区南小岩）
施工期日：令和2年2月／施工内容：201号室漏水補修工事

34

■物件名▶旭紙工ビル（台東区上野）
施工期日：令和2年2月／施工内容：外部改修工事

35

■物件名▶花菱産業（練馬区高野台）
施工期日：令和2年2月／施工内容：屋上トップコート、シーリング工事

36

6
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■物件名▶小島ビル（台東区浅草）
施工期日：令和2年2月／施工内容：北面、西面外壁塗装工事

37

■物件名▶赤坂光陽ビル（港区赤坂）
施工期日：令和2年2月／施工内容：屋上防水、手摺り交換工事

38

■物件名▶第2タケビル（新宿区新宿）
施工期日：令和2年2月／施工内容：外部改修工事

39

■物件名▶塚越商事ビル（中央区日本橋室町）
施工期日：令和2年2月／施工内容：南面外壁補修、塗装工事

40

■物件名▶田嶋ビル（中野区東中野）
施工期日：令和2年2月／施工内容：2階正面シーリング工事

41

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和2年2月／施工内容：総合外来センター5階サービスエリア漏水補修工事

42

7
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■物件名▶コスモシティー浦和仲町ビル（さいたま市浦和区仲町）
施工期日：令和2年3月／施工内容：正面傾斜壁漏水補修工事　

48

令和2年主要物件施工実績●8
■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和2年2月／施工内容：第3別館北面漏水補修工事

43

■物件名▶東洋須田町ビル（千代田区神田須田町）
施工期日：令和2年2月／施工内容：屋上立ち上がり防水工事

44

■物件名▶南大井誠ビル（品川区南大井）
施工期日：令和2年2月／施工内容：漏水補修工事

45

■物件名▶美蔵ビル（中央区日本橋小舟町）
施工期日：令和2年2月／施工内容：外壁塗装工事

46

■物件名▶NTビルディング（港区芝）
施工期日：令和2年3月／施工内容：室内サッシ補修工事

47

8



■物件名▶岩尾ビル（港区虎ノ門）
施工期日：令和2年3月／施工内容：裏面外壁補修＆塗装工事

54

令和2年主要物件施工実績●9
■物件名▶コスモシティー浦和東ビル（さいたま市浦和区東仲町）
施工期日：令和2年3月／施工内容：正面2階～4階ベランダ軒天面爆裂補修工事　

49

■物件名▶ツカコシビル（中央区日本橋人形町）
施工期日：令和2年3月／施工内容：内部階段壁塗装工事

50

■物件名▶ピュアパレス（荒川区東日暮里）
施工期日：令和2年3月／施工内容：5階ウレタン塗膜防水工事

51

■物件名▶ホシノビル（中野区東中野）
施工期日：令和2年3月／施工内容：外壁塗装工事

52

■物件名▶岡本ビル（豊島区池袋）
施工期日：令和2年3月／施工内容：パネル補修シーリング工事

53
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■物件名▶新戸山ビル（新宿区百人町）
施工期日：令和2年3月／施工内容：屋上、8階ベランダ手摺り、丸環塗装工事

60

令和2年主要物件施工実績●10
■物件名▶宮野邸（文京区千石）
施工期日：令和2年3月／施工内容：外部改修工事

55

■物件名▶山本ビル（八王子大和田）
施工期日：令和2年3月／施工内容：外壁シーリング工事

56

■物件名▶芝ウイングス（川口市芝）
施工期日：令和2年3月／施工内容：鉄部塗装、配管工事

57

■物件名▶十番館（世田谷区赤堤）
施工期日：令和2年3月／施工内容：屋根塗装、外壁塗装等

58

■物件名▶常葉ビル（北区豊島）
施工期日：令和2年3月／施工内容：屋上防水工事、塗装工事

59

10



■物件名▶KKビル（新宿区新宿）
施工期日：令和2年4月／施工内容：正面壁漏水補修工事

66

令和2年主要物件施工実績●11
■物件名▶浅野ビル（練馬区西大泉）
施工期日：令和2年3月／施工内容：1階室内漏水補修工事

61

■物件名▶第5アサヒハイツ（大田区東嶺）
施工期日：令和2年3月／施工内容：タイル壁漏水補修工事

62

■物件名▶乃木坂ミツワビル（港区赤坂）
施工期日：令和2年3月／施工内容：屋上ウレタン塗膜防水工事

63

■物件名▶平井5丁目ビルHSコーポレーション（江戸川区平井）
施工期日：令和2年4月／施工内容：屋上防水工事

64

■物件名▶宝ビル（千代田区神田小川町）
施工期日：令和2年4月／施工内容：左官、外壁塗装

65

11



■物件名▶シルク旗の台（品川区旗の台）
施工期日：令和2年4月／施工内容：外部塗装工事

72

令和2年主要物件施工実績●12
■物件名▶YKビル飯田橋（千代田区富士見）
施工期日：令和2年4月／施工内容：外壁塗装工事

67

■物件名▶アーミーヒルズ（目黒区鷹番）
施工期日：令和2年4月／施工内容：防水工事

68

■物件名▶アイエムビル（日野市本町）
施工期日：令和2年4月／施工内容：タイル撤去＆シーリング工事

69

■物件名▶ I＆Bビル（杉並区和泉）
施工期日：令和2年4月／施工内容：近隣屋根工事　

70

■物件名▶サウスコーポ（荒川区東日暮里）
施工期日：令和2年4月／施工内容：北面外壁塗装工事

71

12



■物件名▶ラメール代々木上原（渋谷区上原）
施工期日：令和2年4月／施工内容：401号室玄関上部漏水補修工事

77

■物件名▶九段木田ビル（千代田区九段南）
施工期日：令和2年4月／施工内容：外壁塗装工事

78

令和2年主要物件施工実績●13
■物件名▶シンセービル（品川区西五反田）
施工期日：令和2年4月／施工内容：外部階段改修工事

73

■物件名▶ソレイユ志茂（北区志茂）
施工期日：令和2年4月／施工内容：外部改修工事

74

■物件名▶ニューフジビル（品川区上大崎）
施工期日：令和2年4月／施工内容：屋上防水工事

75

■物件名▶パレット（埼玉県東松山箭弓町）
施工期日：令和2年4月／施工内容：漏水補修工事　

76

13



■物件名▶真下コーポラス（杉並区阿佐谷北）
施工期日：令和2年4月／施工内容：西側斜面壁補修、塗装工事

83

■物件名▶第2永崎ビル（練馬区中村北）
施工期日：令和2年4月／施工内容：外部工事　

84

令和2年主要物件施工実績●14
■物件名▶株式会社弘城 社員寮（大田区西蒲田）
施工期日：令和2年4月／施工内容：ドア交換工事

79

■物件名▶細田邸（板橋区成増）
施工期日：令和2年4月／施工内容：屋根塗装工事

80

■物件名▶三優ビル（新宿区高田馬場）
施工期日：令和2年4月／施工内容：7階バルコニー内塗装、防水工事

81

■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2年4月／施工内容：塗膜剥がれ補修工事

82

14



■物件名▶藤野邸（中野区鷺宮）
施工期日：令和2年4月／施工内容：屋上鉄部塗装工事

89

■物件名▶南ときわハイツ（板橋区南常盤台）
施工期日：令和2年4月／施工内容：全体改修工事

90

■物件名▶中央住宅販売株式会社ビル（根津2丁目ビル）（文京区根津）
施工期日：令和2年4月／施工内容：外部改修工事

85

■物件名▶東海須田町ビル（千代田区神田須田町）
施工期日：令和2年4月／施工内容：外部改修工事

86

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和2年4月／施工内容：中央病棟4階屋上改修ドレン設置工事

87

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和2年4月／施工内容：中央病棟屋上漏水補修工事

88

15
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令和2年主要物件施工実績●16
■物件名▶米久ビルNO2（港区六本木）
施工期日：令和2年4月／施工内容：シーリング工事

91

■物件名▶鈴木邸（品川区西品川）
施工期日：令和2年4月／施工内容：外壁漏水補修工事

92

■物件名▶平井南3丁目ビル（江戸川区平井）
施工期日：令和2年4月／施工内容：右側面床左官工事

93

■物件名▶アーミーヒルズ（目黒区鷹番）
施工期日：令和2年5月／施工内容：漏水補修工事

■物件名▶エルセリート中浦和Ⅱ（さいたま市桜区西堀）
施工期日：令和2年5月／施工内容：漏水補修、その他

95

■物件名▶エンジェルマンション立川38番館（立川市柴崎町）
施工期日：令和2年5月／施工内容：漏水補修、シーリング、タイルひび補修工事

96

94

16



■物件名▶サンヒルズ東川口（川口市東川口）
施工期日：令和2年5月／施工内容：漏水補修工事

101

■物件名▶ツクモDOS/Vパソコン館（千代田区外神田）
施工期日：令和2年5月／施工内容：西面タイル外壁改修工事

102

令和2年主要物件施工実績●17
■物件名▶オリーブ乃木坂（港区南青山）
施工期日：令和2年5月／施工内容：外壁塗装、防水工事

97

■物件名▶泉谷ビル、クレストスプリング（練馬区大泉）
施工期日：令和2年5月／施工内容：全体改修工事

98

■物件名▶コート東立石（葛飾区東立石）
施工期日：令和2年5月／施工内容：外部階段改修工事

99

■物件名▶SunnyDayEBISU（渋谷区恵比寿）
施工期日：令和2年5月／施工内容：渋谷区恵比寿

100

17



■物件名▶城北信用金庫蕨支店芝出張所（川口市芝樋の爪）
施工期日：令和2年5月／施工内容：打診調査

106

■物件名▶森山ビル（新宿区四谷三栄町）
施工期日：令和2年5月／施工内容：漏水補修工事

107

■物件名▶第19岡崎ビル（千代田区神田多町）
施工期日：令和2年5月／施工内容：正面7階漏水補修工事

108

令和2年主要物件施工実績●18
■物件名▶ドーム飯田橋ビル（千代田区富士見）
施工期日：令和2年5月／施工内容：4階点検口取り付け＆漏水

103

■物件名▶綱島邸（台東区谷中）
施工期日：令和2年5月／施工内容：漏水補修工事

104

■物件名▶山水ビル（新宿区四谷）
施工期日：令和2年5月／施工内容：西面改修工事

105

18



■物件名▶YKハウス稲毛東（千葉市稲毛区稲毛東）
施工期日：令和2年6月／施工内容：補修、塗装工事

112

■物件名▶ガーデンハイツ＆エルマーノ（世田谷区砧）
施工期日：令和2年6月／施工内容：屋上防水、漏水補修工事

113

■物件名▶カーサ香林（中野区新井）
施工期日：令和2年6月／施工内容：外壁塗装工事

114

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和2年5月／施工内容：西病棟A6階バルコニー漏水補修工事

109

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和2年5月／施工内容：東病棟4階低層部屋上トップライト隙間埋め工事

110

■物件名▶東光電波ビル（西東京市田無町）
施工期日：令和2年5月／施工内容：屋上防水、西面外壁、他

111
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令和2年主要物件施工実績●19



■物件名▶フタバマンション（北区豊島）
施工期日：令和2年6月／施工内容：三面塗装、防水工事

118

■物件名▶ホテルシルクⅡ（豊島区東池袋）
施工期日：令和2年6月／施工内容：打診調査、タイル補修工事

119

■物件名▶共栄入谷ビル（台東区入谷）
施工期日：令和2年6月／施工内容：漏水補修シーリング工事

120

■物件名▶コアビル（港区芝）
施工期日：令和2年6月／施工内容：漏水補修 シーリング工事

115

■物件名▶第一上州ビル（豊島区千早）
施工期日：令和2年6月／施工内容：ALC塗装工事

116

■物件名▶ビオーレ田中（世田谷区豪徳寺）
施工期日：令和2年6月／施工内容：漏水補修工事

117

20

令和2年主要物件施工実績●20



■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2年6月／施工内容：漏水補修工事

124

■物件名▶石原ビル（練馬区豊玉上）
施工期日：令和2年6月／施工内容：外壁2面塗装工事

125

■物件名▶川元邸（杉並区上井草）
施工期日：令和2年6月／施工内容：漏水補修工事

126

令和2年主要物件施工実績●21
■物件名▶橋本大河原ビル（神奈川県相模原市緑区）
施工期日：令和2年6月／施工内容：外部工事

121

■物件名▶高橋邸（渋谷区恵比寿）
施工期日：令和2年6月／施工内容：外部改修工事

122

■物件名▶三谷ビル（渋谷区初台）
施工期日：令和2年6月／施工内容：防水工事

123

21



■物件名▶2・9・7ビル（台東区三筋）
施工期日：令和2年7月／施工内容：西面漏水補修工事

130

■物件名▶TMマンション（中野区本町）
施工期日：令和2年7月／施工内容：コロニアル補修、塗装、屋上防水

131

■物件名▶アーミーヒルズ（目黒区鷹番）
施工期日：令和2年7月／施工内容：漏水補修工事

132

■物件名▶宝栄ビル（千代田区神田神保町）
施工期日：令和2年6月／施工内容：漏水補修工事

127

■物件名▶東京女子医科大学西病棟（B2階）（新宿区河田町）
施工期日：令和2年6月／施工内容：西病棟B2階低層部屋上、カテ室側面漏水補修工事

128

■物件名▶東京女子医科大学中央病棟（機械室北面笠木爆裂）（新宿区河田町）
施工期日：令和2年6月／施工内容：中央病棟、機械室北面塔屋笠木爆裂補修工事

129

22

令和2年主要物件施工実績●22



■物件名▶サンヒルズ東川口（川口市東川口）
施工期日：令和2年7月／施工内容：右側面漏水補修工事

136

■物件名▶ニューイトーハイツ（大田区蒲田本町）
施工期日：令和2年7月／施工内容：外部改修工事

137

■物件名▶ノックスドールビル（豊島区上池袋）
施工期日：令和2年7月／施工内容：9階漏水補修工事

138

令和2年主要物件施工実績●23
■物件名▶ガレージ・ハンドレッドワン（埼玉県笹目）
施工期日：令和2年7月／施工内容：2Fテナント出窓漏水補修工事　

133

■物件名▶グランサイト六笠No1（足立区千住元町）
施工期日：令和2年7月／施工内容：樋バンド付根金具交換

134

■物件名▶クリスタルハイム（大田区大森南）
施工期日：令和2年7月／施工内容：開放廊下、階段内長尺シート貼り替え工事

135

23



■物件名▶伊東邸（大田区蒲田本町）
施工期日：令和2年7月／施工内容：外部改修工事

142

■物件名▶橋本ビル（練馬区東大泉）
施工期日：令和2年7月／施工内容：屋根塗装、各所防水

143

■物件名▶株式会社弘城 社員寮（大田区西蒲田）
施工期日：令和2年7月／施工内容：漏水補修工事

144

■物件名▶ライティングビル（多摩市落合）
施工期日：令和2年7月／施工内容：10階バルコニーガラス周りシーリング工事

139

■物件名▶リベーロ平和Ⅰ（江戸川区南小岩）
施工期日：令和2年7月／施工内容：屋上、塔屋床面ひび割れ部補修工事

140

■物件名▶ワールド印刷（北区滝野川）
施工期日：令和2年7月／施工内容：外部改修工事

141
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令和2年主要物件施工実績●24



■物件名▶成高ビル（新宿区市ヶ谷薬王寺町）
施工期日：令和2年7月／施工内容：漏水補修工事

148

■物件名▶フジメゾン＆長者丸メゾン（品川区上大崎）
施工期日：令和2年7月／施工内容：部分塗装工事

149

■物件名▶萩霞ビル（神奈川県横浜市西区霞ヶ丘）
施工期日：令和2年7月／施工内容：外部改修工事

150

令和2年主要物件施工実績●25
■物件名▶三田江古田第二コーポ（練馬区栄町）
施工期日：令和2年7月／施工内容：北面斜面壁補修工事

145

■物件名▶松濤ハウス（渋谷区松濤）
施工期日：令和2年7月／施工内容：屋上手摺り塗装工事

146

■物件名▶城北信用金庫蕨支店芝出張所（川口市芝樋の爪）
施工期日：令和2年7月／施工内容：タイル外壁補修工事

147

25



目地欠損部

補修済み箇所

■物件名▶エクセル立川（立川市柴崎町）
施工期日：令和2年8月／施工内容：ツタ撤去・ベントキャップ交換・クロス張替え工事

154

■物件名▶エトワール深沢（世田谷区深沢）
施工期日：令和2年8月／施工内容：タイル外壁打診調査

155

■物件名▶エンドレス多摩平（日野市多摩平）
施工期日：令和2年8月／施工内容：4階出窓漏水調査補修工事

156

■物件名▶本八幡駅前ビル（市川市南八幡）
施工期日：令和2年7月／施工内容：8階カーテンウォール部漏水補修工事

151

■物件名▶兜町物件（中央区日本橋兜町）
施工期日：令和2年7月／施工内容：1階店舗勝手口漏水補修工事

152

■物件名▶SBビル（文京区根津）
施工期日：令和2年8月／施工内容：漏水補修工事

153

26

令和2年主要物件施工実績●26



■物件名▶オークビル（世田谷区松原）
施工期日：令和2年8月／施工内容：漏水補修工事

160

■物件名▶キャッスルピア新中野（中野区本町）
施工期日：令和2年8月／施工内容：改修工事

161

■物件名▶グランサイト六笠No1（足立区千住元町）
施工期日：令和2年8月／施工内容：樋バンド付根金具交換工事

162

令和2年主要物件施工実績●27
■物件名▶熊木産業ビル（新宿区荒木町）
施工期日：令和2年8月／施工内容：外壁不要配管撤去工事

157

■物件名▶東京女子医科大学西病棟Ｂ低層部屋上（新宿区河田町）
施工期日：令和2年8月／施工内容：鳩小屋下部漏水補修工事

158

■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2年8月／施工内容：漏水補修工事

159

27



■物件名▶遠山ビル（港区赤坂）
施工期日：令和2年8月／施工内容：（正面、裏面、右面）塗装工事

166

■物件名▶岸町ガーデンハイツ（さいたま市浦和区岸町）
施工期日：令和2年8月／施工内容：漏水補修室工事

167

■物件名▶栗山第一マンション（調布市若葉町）
施工期日：令和2年8月／施工内容：塗装工事

168

令和2年主要物件施工実績●28
■物件名▶ジャックポット（埼玉県白岡市西）
施工期日：令和2年8月／施工内容：漏水補修工事

163

■物件名▶ミヤコヤビル（港区南青山）
施工期日：令和2年8月／施工内容：4階・5階非常口漏水補修工事

164

■物件名▶ラ・春秋（中野区東中野）
施工期日：令和2年8月／施工内容：防水工事

165

28



■物件名▶城北信用金庫王子営業部（北区豊島）
施工期日：令和2年8月／施工内容：端子盤廻り漏水補修工事

172

■物件名▶信誠ハウジング本社ビル（日野市多摩平）
施工期日：令和2年8月／施工内容：シーリング工事

173

■物件名▶図師ビル（台東区上野）
施工期日：令和2年8月／施工内容：鉄骨階段改修工事

174

令和2年主要物件施工実績●29
■物件名▶栗山第二マンション（調布市若葉町）
施工期日：令和2年8月／施工内容：塗装工事　

169

■物件名▶三光ビル（千代田区東神田）
施工期日：令和2年8月／施工内容：7階漏水補修工事

170

■物件名▶芝ウイングス（川口市芝）
施工期日：令和2年8月／施工内容：屋上防水工事

171

29



■物件名▶武蔵屋ビル（台東区西浅草）
施工期日：令和2年8月／施工内容：正面壁漏水補修工事

178

■物件名▶北村ビル（渋谷区広尾）
施工期日：令和2年8月／施工内容：東面外壁エアコン配管部分漏水補修工事

179

■物件名▶鳴澤接骨院（羽村市富士見平）
施工期日：令和2年8月／施工内容：塗装工事

180

令和2年主要物件施工実績●30
■物件名▶川元邸追加工事（杉並区上井草）
施工期日：令和2年8月／施工内容：漏水補修追加工事

175

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和2年8月／施工内容：エクスパンション部分漏水補修工事

176

■物件名▶等々力プレイス（世田谷区等々力）
施工期日：令和2年8月／施工内容：屋上防水工事

177

30



■物件名▶第2阿部ビル（渋谷区富ヶ谷）
施工期日：令和2年9月／施工内容：階段手摺り設置工事

185

■物件名▶ニューフジビル（品川区上大崎）
施工期日：令和2年9月／施工内容：高架水槽塗装工事

186

■物件名▶コアビル（品川区戸越）
施工期日：令和2年9月／施工内容：403号室漏水補修工事

184

■物件名▶金原邸（新宿区下落合）
施工期日：令和2年9月／施工内容：勝手口庇取り付け工事

181

■物件名▶三谷ビル（渋谷区初台）
施工期日：令和2年9月／施工内容：4階和室天井貼り替え工事

182

■物件名▶AYAビル（新宿区若宮町）
施工期日：令和2年9月／施工内容：漏水補修工事

183

31

令和2年主要物件施工実績●31



■物件名▶プラムガーデン（調布市西つつじヶ丘）
施工期日：令和2年9月／施工内容：外部改修工事

191

■物件名▶ホワイトシティーⅡ（調布市西つつじヶ丘）
施工期日：令和2年9月／施工内容：ウレタン塗膜防水工事

192

■物件名▶アローメイク矢作（葛飾区新小岩）
施工期日：令和2年9月／施工内容：外壁補修＆シーリング工事

189

■物件名▶うちくら（福生市熊川）
施工期日：令和2年9月／施工内容：屋上防水工事

190

令和2年主要物件施工実績●32
■物件名▶ニチエーイン高円寺19（杉並区高円寺南）
施工期日：令和2年9月／施工内容：ベントキャップ交換工事

187

■物件名▶イチカワ・コーポレーションビル（さいたま市浦和区）
施工期日：令和2年9月／施工内容：正面壁タイル補修工事

188

32



■物件名▶髙橋邸（渋谷区恵比寿）
施工期日：令和2年10月／施工内容：１階手摺り撤去工事

197

■物件名▶アローメイク矢作（屋上など防水）（葛飾区新小岩）
施工期日：令和2年10月／施工内容：屋上など防水工事

198

■物件名▶小林邸（台東区千束）
施工期日：令和2年9月／施工内容：外部改修工事

195

■物件名▶中川ビル（中央区月島）
施工期日：令和2年9月／施工内容：外階段床面タイル貼り工事

196

令和2年主要物件施工実績●33
■物件名▶綱脇邸（日野市多摩平）
施工期日：令和2年9月／施工内容：屋根塗装工事

193

■物件名▶山善ビル（杉並区浜田山）
施工期日：令和2年9月／施工内容：3階アーチ部窓シーリング工事

194

33



■物件名▶オリエントプラザ丹野（武蔵野市吉祥寺東町）
施工期日：令和2年10月／施工内容：外部改修工事

203

■物件名▶コアビル（品川区戸越）
施工期日：令和2年10月／施工内容：傾斜ガラス部分、漏水補修工事

204

■物件名▶エコーハイツ（埼玉県戸田市新曽）
施工期日：令和2年10月／施工内容：階段ドレン改修工事

201

■物件名▶エリア773（板橋区仲台）
施工期日：令和2年10月／施工内容：外部改修工事

202

令和2年主要物件施工実績●34
■物件名▶ウィンベルソロ鶴川ＮＯ１（川崎市麻生区岡上）
施工期日：令和2年10月／施工内容：出窓漏水補修工事

199

■物件名▶エクセル立川（立川市柴崎町）
施工期日：令和2年10月／施工内容：1階・2階内装工事

200

34



■物件名▶メゾンベルウッド（目黒区上目黒）
施工期日：令和2年10月／施工内容：外部改修工事

209

■物件名▶メゾン宝田（板橋区上板橋）
施工期日：令和2年10月／施工内容：屋上防水・シングル葺き屋根塗装工事

210

■物件名▶プチハウス・OYAMA（世田谷区駒沢）
施工期日：令和2年10月／施工内容：漏水補修工事

207

■物件名▶フレンドリーハイツ（葛飾区青戸）
施工期日：令和2年10月／施工内容：出窓漏水補修工事

208

令和2年主要物件施工実績●35
■物件名▶サンウッドマンション（板橋区赤塚）
施工期日：令和2年10月／施工内容：屋上防水工事

205

■物件名▶ソレイユ志茂（北区志茂）
施工期日：令和2年10月／施工内容：外部改修工事（タイル面）

206

35



■物件名▶斎藤ビル（港区六本木）
施工期日：令和2年10月／施工内容：屋上火災跡現状復旧工事

215

■物件名▶三光商事ビル（武蔵野市関前）
施工期日：令和2年10月／施工内容：塗装工事

216

■物件名▶佐藤印刷株式会社事務所ビル（台東区小島）
施工期日：令和2年10月／施工内容：外壁タイル打診調査

213

■物件名▶済生診療所（大田区大森中）
施工期日：令和2年10月／施工内容：外部改修工事

214

令和2年主要物件施工実績●36
■物件名▶川越第一パレス（川越市松江町）
施工期日：令和2年10月／施工内容：改修工事

211

■物件名▶芝NKビル（港区芝）
施工期日：令和2年10月／施工内容：外階段防水、消火栓ボックス塗装工事

212

36



■物件名▶浜野産業ビル（新宿区歌舞伎町）
施工期日：令和2年10月／施工内容：屋上防水工事

225

■物件名▶平賀ビル（台東区台東）
施工期日：令和2年10月／施工内容：外部改修工事

222

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和2年10月／施工内容：西病棟B4階、カテ室2上部漏水補修工事

220

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和2年10月／施工内容：西病棟B7階ランドリー室屋根、漏水補修工事

221

令和2年主要物件施工実績●37
■物件名▶森野邸（港区南青山）
施工期日：令和2年10月／施工内容：駐車場入口軒天面補修工事

218

■物件名▶池田邸（世田谷区砧）
施工期日：令和2年10月／施工内容：漏水補修工事 

219

37



■物件名▶トナンイトーハイツ（大田区蒲田本町）
施工期日：令和2年11月／施工内容：左官補修工事

226

■物件名▶メゾンベルウッド（目黒区上目黒）
施工期日：令和2年11月／施工内容：１階扉、アクリル板交換工事

227

■物件名▶ベルテックスビル（北区滝野川）
施工期日：令和2年11月／施工内容：漏水調査・補修工事

228

■物件名▶やわらぎビル（新宿区新宿）
施工期日：令和2年11月／施工内容：9階漏水補修工事

224

■物件名▶東光電波ビル（西東京市田無町）
施工期日：令和2年11月／施工内容：8階・7階パネルシーリング工事

225

令和2年主要物件施工実績●38
■物件名▶エンジェルマンション立川38番館（立川市柴崎町）
施工期日：令和2年11月／施工内容：樋補修・シート貼り工事

223

38



■物件名▶ラトールシノダ（練馬区春日町）
施工期日：令和2年11月／施工内容：出窓シーリング工事

232

■物件名▶ラフィーネ大泉（練馬区大泉学園町）
施工期日：令和2年11月／施工内容：出窓廻りシーリング打ち換え工事

233

■物件名▶メゾンミヤビ（杉並区上荻）
施工期日：令和2年11月／施工内容：出窓漏水補修工事および屋上防水工事

234

■物件名▶セレスティンⅠ（板橋区志村）
施工期日：令和2年11月／施工内容：打診調査工事

230

■物件名▶ＡＭビル（江戸川区船堀）
施工期日：令和2年11月／施工内容：漏水補修工事

231

令和2年主要物件施工実績●39
■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和2年11月／施工内容：中央病棟6階浴室内、床面防水工事

229

39



■物件名▶名取ビル（豊島区西池袋）
施工期日：令和2年11月／施工内容：塔屋・外階段外壁塗装工事

238

■物件名▶プチメゾンIZUMI（練馬区関町北）
施工期日：令和2年12月／施工内容：タイル外壁打診調査

239

■物件名▶世田谷区立教育センター（世田谷区弦巻）
施工期日：令和2年12月／施工内容：プラネタリウム漏水補修工事

240

■物件名▶加藤ビル（日野市多摩平）
施工期日：令和2年11月／施工内容：シーリング＆外壁調査工事

236

■物件名▶片倉ビル（新宿区市ヶ谷田町）
施工期日：令和2年11月／施工内容：防水・看板支柱塗装工事

237

令和2年主要物件施工実績●40
■物件名▶フォレストヒルズ小日向（文京区小日向）
施工期日：令和2年11月／施工内容：外壁面塗装工事

235

40



■物件名▶エルガーハウス（中野区弥生町）
施工期日：令和2年12月／施工内容：廊下・階段ウレタン防水工事

243

■物件名▶アート第一ビル（新宿区高田馬場）
施工期日：令和2年12月／施工内容：漏水補修、テント貼り替え、配管補修工事

244

■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2年12月／施工内容：4階庇工事

245

■物件名▶シャインMR（練馬区北町）
施工期日：令和2年12月／施工内容：外壁補修工事

246

■物件名▶コモドピア（世田谷区粕谷）
施工期日：令和2年12月／施工内容：外部改修工事

242

令和2年主要物件施工実績●41
■物件名▶田中ビル（大田区大森南）
施工期日：令和2年12月／施工内容：漏水補修工事

241
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■物件名▶メゾンベルウッド（玄関扉枠塗装工事）
施工期日：令和2年12月／施工内容：目黒区上目黒

247

■物件名▶八宝ビル（台東区西浅草）
施工期日：令和2年12月／施工内容：塗装工事

248

令和2年主要物件施工実績●42

42


