
■物件名▶ケアレジデンス別館（江戸川区南篠崎町）
施工期日：令和3年1月／施工内容：外部シーリング工事

1

■物件名▶岸町ガーデンハイツ（さいたま市浦和区）
施工期日：令和3年1月／施工内容：エントランス漏水補修工事

2

■物件名▶ボナールイズミ（杉並区泉）
施工期日：令和3年1月／施工内容：バルコニー防水工事

3

■物件名▶秋田マンション（杉並区荻窪）
施工期日：令和3年1月／施工内容：外壁塗装工事（右面）

4

■物件名▶ホワイトビル（渋谷区神宮前）
施工期日：令和3年1月／施工内容：左右面外壁塗装工事

5

■物件名▶本田医院（三鷹市牟礼）
施工期日：令和3年1月／屋根塗装工事

6

1
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■物件名▶ＭＭビル（中野区本町）
施工期日：令和3年1月／施工内容：2階3階ベランダ ウレタン防水工事

7

■物件名▶クリスタルハイム（大田区大森南）
施工期日：令和3年1月／施工内容：タイル洗浄＆防水工事

8

■物件名▶芝NKビル（港区芝）
施工期日：令和3年1月／施工内容：屋上・塔屋防水工事

9

■物件名▶片倉ビル（新宿区市ケ谷田町）
施工期日：令和3年1月／施工内容：塔屋受水槽塗装工事

10

■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3年1月／施工内容：改修ドレン設置工事

11

■物件名▶セレスティンⅠ（板橋区志村）
施工期日：令和3年1月／施工内容：タイル補修工事

12

2
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令和3年主要物件施工実績●3
■物件名▶橋本ビル（練馬区東大泉）
施工期日：令和3年1月／施工内容：外部改修工事

13

■物件名▶佐藤印刷株式会社（台東区小島）
施工期日：令和3年1月／施工内容：タイル外壁補修、塗装工事

14

■物件名▶山田邸（世田谷区太子堂）　
施工期日：令和3年1月／施工内容：漏水補修工事

15

■物件名▶鹿鳴館Ⅱ（豊島区長崎）
施工期日：令和3年1月／施工内容：外部修繕工事

16

■物件名▶小山本家酒造（さいたま市西区）
施工期日：令和3年1月／施工内容：貯蔵タンククリーニング工事

17

■物件名▶川よしハイツ（文京区関口）
施工期日：令和3年1月／施工内容：外部改修工事

18

3



令和3年主要物件施工実績●4
■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和3年1月／施工内容：南館西面外壁塗装工事

19

■物件名▶芙蓉第2ビル（江東区猿江）
施工期日：令和3年1月／施工内容：外壁塗装工事

20

■物件名▶アーミーヒルズ（目黒区鷹番）
施工期日：令和3年2月／施工内容：塔屋ウレタン塗膜防水工事

21

■物件名▶ダーツビル（世田谷区砧）
施工期日：令和3年2月／施工内容：鉄骨階段塗装工事

22

■物件名▶細井ビル（世田谷区上用賀）
施工期日：令和3年2月／施工内容：外部改修工事

23

■物件名▶山室邸（練馬区豊玉中）
施工期日：令和3年2月／施工内容：部分塗装工事

24

4



令和3年主要物件施工実績●5
■物件名▶山水ビル（新宿区四谷）
施工期日：令和3年2月／施工内容：3面塗装工事

25

■物件名▶盛谷邸（千代田区東神田）
施工期日：令和3年2月／施工内容：外壁補修工事

26

■物件名▶FJK船橋物流センタービル（船橋市日の出）
施工期日：令和3年2月／施工内容：外部改修工事

27

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和3年2月／施工内容：東病棟打診調査

28

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和3年3月／施工内容：第3別館打診調査

29

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和3年3月／施工内容：中央病棟打診調査

30

5



■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和3年3月／施工内容：糖尿病センター・彌生記念講堂棟打診調査

31

■物件名▶ヴィラ中野（中野区新井）
施工期日：令和3年3月／施工内容：ゴミ置き場左官工事

32

■物件名▶コスモス（江戸川区平井）
施工期日：令和3年3月／施工内容：樋補修工事

33

■物件名▶橋本ビル（練馬区東大泉）
施工期日：令和3年3月／施工内容：階段高圧洗浄工事

34

■物件名▶ネオコート（小金井市本町）
施工期日：令和3年3月／施工内容：外部改修工事

35

■物件名▶シャインMR（練馬区北町）
施工期日：令和3年3月／施工内容：部分塗装工事

36

6
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■物件名▶センチュリースペース蒲田3丁目（大田区蒲田）
施工期日：令和3年3月／施工内容：屋上防水工事

37

■物件名▶株式会社弘城 社員寮（大田区西蒲田）
施工期日：令和3年3月／施工内容：1階漏水補修工事

38

■物件名▶赤羽岩渕病院（北区赤羽）
施工期日：令和3年3月／施工内容：2階ルーフバルコニー漏水補修工事

39

■物件名▶米久ビル（港区六本木）
施工期日：令和3年3月／施工内容：4階ルーフバルコニー防水工事

40

■物件名▶KKビル（新宿区新宿）
施工期日：令和3年4月／施工内容：左側面漏水補修工事

41

■物件名▶コンフォートM&N（練馬区関町東）
施工期日：令和3年4月／施工内容：サイディング洗浄・シーリング工事

42

7
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令和3年主要物件施工実績●8
■物件名▶スカイポート（杉並区上荻）
施工期日：令和3年4月／施工内容：外部改修工事

43

■物件名▶岩永ビル（板橋区板橋）
施工期日：令和3年4月／施工内容：塔屋斜め部防水工事

44

■物件名▶松濤ハウス（渋谷区松濤）
施工期日：令和3年4月／施工内容：402号室漏水補修工事

45

■物件名▶大石邸（文京区弥生）
施工期日：令和3年4月／施工内容：外部改修工事

46

■物件名▶大和発条株式会社（大田区城南島）
施工期日：令和3年4月／施工内容：漏水補修工事

47

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和3年4月／施工内容：西病棟B3階、低層部屋上（オペ廊下部分）工事

48

8



令和3年主要物件施工実績●9
■物件名▶萩赤門ビル（神奈川県横浜市中区）
施工期日：令和3年4月／施工内容：外壁塗装工事

49

■物件名▶武田ビル（江東区東陽）
施工期日：令和3年4月／施工内容：外部改修工事

50

■物件名▶武藤邸（練馬区富士見台）
施工期日：令和3年4月／施工内容：外部改修工事

51

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和3年4月／施工内容：東病棟、南東面コーナー部2階漏水補修工事

52

■物件名▶クリスタルハイム（大田区大森南）
施工期日：令和3年4月／施工内容：303号室トイレ窓部漏水補修工事

53

■物件名▶須賀マンション（品川区旗の台）
施工期日：令和3年4月／施工内容：共用部窓廻り漏水補修工事

54

9



令和3年主要物件施工実績●10
■物件名▶小川コーポ（葛飾区東金町）
施工期日：令和3年4月／施工内容：漏水補修工事　

55

■物件名▶Y・zenビル（目黒区南）
施工期日：令和3年5月／施工内容：漏水補修工事

56

■物件名▶カサベリヤ菊地（豊島区北大塚）
施工期日：令和3年5月／施工内容：タイル洗浄・補修工事

57

■物件名▶グリーンコーポ赤羽（北区赤羽北）
施工期日：令和3年5月／施工内容：1部防水、改修ドレン設置、漏水補修工事

58

■物件名▶シーザスパレス（武蔵野市境）
施工期日：令和3年5月／施工内容：漏水補修工事

59

■物件名▶パレス上井草（杉並区上井草）
施工期日：令和3年5月／施工内容：斜壁部タイル補修工事

60

10



令和3年主要物件施工実績●11
■物件名▶ロイヤルプラザ高砂（葛飾区柴又）
施工期日：令和3年5月／施工内容：ルーフバルコニー防水工事

61

■物件名▶稲葉邸（目黒区上目黒）
施工期日：令和3年5月／施工内容：2階バルコニー鉄部塗装工事

62

■物件名▶最上邸（江東区牡丹）
施工期日：令和3年5月／施工内容：補修工事

63

■物件名▶篠田ビル（練馬区練馬）
施工期日：令和3年5月／施工内容：塗装工事

64

■物件名▶柴田ビル（目黒区中央町）
施工期日：令和3年5月／施工内容：外部改修工事

65

■物件名▶小堀邸（江東区東陽）
施工期日：令和3年5月／施工内容：北面・東面高圧洗浄工事

66

11



令和3年主要物件施工実績●12
■物件名▶城北信用金庫綾瀬南支店（足立区綾瀬）
施工期日：令和3年5月／施工内容：外部改修工事

67

■物件名▶川よしハイツ（文京区関口）
施工期日：令和3年5月／施工内容：3階ルーフバルコニー小屋解体工事

68

■物件名▶浅草橋ビル（台東区浅草橋）
施工期日：令和3年5月／施工内容：6階漏水補修工事

69

■物件名▶祐徳薬品工業株式会社（大田区東糀谷）
施工期日：令和3年5月／施工内容：ベランダ面タイル外壁補修工事

70

■物件名▶野々ビル（渋谷区道玄坂）
施工期日：令和3年6月／施工内容：漏水補修工事

71

■物件名▶L・Kビル（武蔵野市関前）
施工期日：令和3年6月／施工内容：屋上改修ドレン撤去工事　

72

12



令和3年主要物件施工実績●13
■物件名▶インターナショナル・スクールオブビジネス（豊島区巣鴨）
施工期日：令和3年6月／施工内容：外部改修工事

73

■物件名▶インターナショナル・スクールオブビジネス別館（豊島区北大塚）
施工期日：令和3年6月／施工内容：外部改修工事

74

■物件名▶ウィンベルマンスリー代々木（渋谷区代々木）
施工期日：令和3年6月／施工内容：開放廊下・階段内塗装工事

75

■物件名▶カーサヒロ（中野区鷺宮）
施工期日：令和3年6月／施工内容：窓格子脱着工事

76

■物件名▶佐野ビル（千代田区外神田）
施工期日：令和3年6月／施工内容：外壁補修工事

77

■物件名▶藤マンション（調布市仙川町）
施工期日：令和3年6月／施工内容：漏水補修工事

78

13



令和3年主要物件施工実績●14
■物件名▶内藤ビル（台東区上野）
施工期日：令和3年6月／施工内容：5階右側面漏水補修工事

79

■物件名▶南ときわハイツ（板橋区南常盤台）
施工期日：令和3年6月／施工内容：廊下側溝漏水補修工事　

80

■物件名▶萩 霞ビル（横浜市西区霞ヶ丘）
施工期日：令和3年6月／施工内容：302号室ベランダ床面防水工事

81

■物件名▶アート第一ビル（新宿区高田馬場）
施工期日：令和3年6月／施工内容：4階漏水補修工事

82

■物件名▶アーバン九品仏（世田谷区奥沢）
施工期日：令和3年7月／施工内容：漏水補修工事

83

■物件名▶キャッスルピア新中野（中野区本町）
施工期日：令和3年7月／施工内容：バルコニー防水工事　

84
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■物件名▶岩尾ビル（港区虎ノ門）
施工期日：令和3年7月／施工内容：外部改修工事

90

■物件名▶I・Bハウス（調布市西つつじヶ丘）
施工期日：令和3年7月／施工内容：屋上キュービクル跡ウレタン塗膜防水工事

85

■物件名▶エクセレントパレス（大田区蒲田）
施工期日：令和3年7月／施工内容：タイル洗浄・シーリング工事

86

■物件名▶クレアール加賀（中野区白鷺）
施工期日：令和3年7月／施工内容：防水工事

87

■物件名▶バロン21（江戸川区大杉）
施工期日：令和3年7月／施工内容：南面漏水補修工事

88

■物件名▶兜町物件（中央区日本橋兜町）
施工期日：令和3年7月／施工内容：漏水補修工事

89

15
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■物件名▶東常盤松マンション（渋谷区東）
施工期日：令和3年7月／施工内容：外壁ひび割れ、爆裂補修工事

96

令和3年主要物件施工実績●16
■物件名▶青山自動車工場（杉並区成田西）
施工期日：令和3年7月／施工内容：鉄骨塗装工事

91

■物件名▶赤坂TOビル（港区赤坂）
施工期日：令和3年7月／施工内容：外部改修工事

92

■物件名▶仙田ビル（世田谷区北沢）
施工期日：令和3年7月／施工内容：5階窓廻りシーリング工事

93

■物件名▶増田邸（新宿区中井）
施工期日：令和3年7月／施工内容：外部改修工事

94

■物件名▶第2アサヒビル（中央区新富）
施工期日：令和3年7月／施工内容：外部改修工事

95

16



■物件名▶バロン21（江戸川区大杉）
施工期日：令和3年8月／施工内容：竪樋支持金物補修工事

102

令和3年主要物件施工実績●17
■物件名▶ホワイトシティー（調布市西つつじヶ丘）
施工期日：令和3年7月／施工内容：ベランダ防水工事

97

■物件名▶ソレイユ志茂（北区志茂）
施工期日：令和3年8月／施工内容：5階バルコニー角部漏水補修工事

98

■物件名▶新丸満ビル（町田市中町）
施工期日：令和3年8月／施工内容：4階出窓漏水補修工事

99

■物件名▶アザリー橋本（八王子市散田町）
施工期日：令和3年8月／施工内容：廊下・階段床シート貼り替え工事

100

■物件名▶ウィンベルマンスリー代々木（渋谷区代々木）
施工期日：令和3年8月／施工内容：5階小屋解体工事、ルーフバルコニー、階段・ガラス交換工事

101
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■物件名▶プラチナコート池上（大田区中央）
施工期日：令和3年9月／施工内容：外部改修工事

107

■物件名▶井上ビル（国立市東）
施工期日：令和3年9月／施工内容：外部改修工事

108

令和3年主要物件施工実績●18
■物件名▶RENAマンション（板橋区赤塚新町）
施工期日：令和3年8月／施工内容：外部改修工事

103

■物件名▶花房山ヒルズ（品川区上大崎）
施工期日：令和3年8月／施工内容：1階裏面土間防水工事

104

■物件名▶戸塚ビル（杉並区方南）
施工期日：令和3年8月／施工内容：外部改修工事

105

■物件名▶名取ビル（豊島区西池袋）
施工期日：令和3年8月／施工内容：裏面外壁塗装工事

106

18



■物件名▶菊松ビル（平塚市紅谷町）
施工期日：令和3年9月／施工内容：改修ドレン設置工事

109

■物件名▶久松邸（港区麻布十番）
施工期日：令和3年9月／施工内容：1階通路塀鉄部塗装工事

110

■物件名▶錦クリニック（練馬区錦）
施工期日：令和3年9月／施工内容：屋上防水工事

111

■物件名▶銀星ビル（台東区根岸）
施工期日：令和3年9月／施工内容：クラック補修工事

■物件名▶山水ビル（港区西新橋）
施工期日：令和3年9月／施工内容：外部改修工事

113

■物件名▶渋谷一樹ビル（町田市森野）
施工期日：令和3年9月／施工内容：正面3階漏水補修工事

114

112

19
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■物件名▶田嶋ビル（中野区東中野）
施工期日：令和3年9月／施工内容：左面漏水補修工事

117

■物件名▶オリーブ乃木坂（港区南青山）
施工期日：令和3年9月／施工内容：駐車場門扉塗装、床面白線書き工事

118

■物件名▶インターナショナル・スクールオブビジネス（豊島区巣鴨）
施工期日：令和3年9月／施工内容：正面1階トップライト周り花壇内防水工事

119

■物件名▶警察犬会館（台東区東上野）
施工期日：令和3年9月／施工内容：屋上防水工事

120

■物件名▶小林ハウス（中央区日本橋箱崎町）
施工期日：令和3年9月／施工内容：屋上増築部廻り防水工事

115

■物件名▶浅草橋ビル（台東区浅草橋）
施工期日：令和3年9月／施工内容：クリーニング工事

116
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■物件名▶サンウッドマンション（板橋区赤塚）
施工期日：令和3年10月／施工内容：外部改修工事

125

■物件名▶パロス金町（葛飾区金町）
施工期日：令和3年10月／施工内容：鉄部塗装工事

126

■物件名▶アンドーサイクル（八王子市大塚）
施工期日：令和3年10月／施工内容：シーリング工事

123

■物件名▶インターナショナル・スクールオブビジネス（豊島区巣鴨）
施工期日：令和3年10月／施工内容：ドア交換・アクリル屋根交換工事

124

令和3年主要物件施工実績●21
■物件名▶米久ビル（港区六本木）
施工期日：令和3年9月／施工内容：カーテンウォールシーリング工事

121

■物件名▶夏山ビル（新宿区早稲田町）
施工期日：令和3年10月／施工内容：2階空き部屋ガラスビート交換工事　

122

21



令和3年主要物件施工実績●22
■物件名▶ビクトリアハイツ（足立区梅田）
施工期日：令和3年10月／施工内容：屋上防水工事

127

■物件名▶ベルブルーム・パメラ（武蔵村山市大南）
施工期日：令和3年10月／施工内容：屋上防水工事

128

■物件名▶ラ・春秋（中野区東中野）
施工期日：令和3年10月／施工内容：外部改修工事

129

■物件名▶高橋邸（渋谷区恵比寿）
施工期日：令和3年10月／施工内容：ラセン階段、踏板溶接工事

130

■物件名▶焼肉春香苑（豊島区千早）
施工期日：令和3年10月／施工内容：外部改修工事

131

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和3年10月／施工内容：西病棟B４階屋上、カテ室上部漏水補修工事

132

22



■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和3年10月／施工内容：西病棟B4階屋上、実験室ダクトフェンス下部架台部漏水補修工事

133

■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和3年10月／施工内容：東病棟8階屋上～塔屋エクスパンション部シーリング工事　

134

■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3年11月／施工内容：部分シーリング工事

135

■物件名▶Fコート高井戸（杉並区高井戸西）
施工期日：令和3年11月／施工内容：外部改修工事

136

■物件名▶エグレバント（江東区南砂）
施工期日：令和3年11月／施工内容：屋上防水、手摺設置工事

137

■物件名▶カサヴェール碑文谷（目黒区碑文谷）
施工期日：令和3年11月／施工内容：塗装工事

138
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令和3年主要物件施工実績●24
■物件名▶東京女子医科大学（新宿区河田町）
施工期日：令和3年11月／施工内容：第3別館8階漏水補修工事

139

■物件名▶桃園コーポ（杉並区高円寺南）
施工期日：令和3年11月／施工内容：301号室漏水補修工事

140

■物件名▶シルクガーデン南台（中野区南台）
施工期日：令和3年11月／施工内容：落下危険タイル撤去工事

141

■物件名▶豊島園パールハイツ（練馬区練馬）
施工期日：令和3年11月／施工内容：漏水補修工事

142

■物件名▶兜町第三ビル（中央区兜町）
施工期日：令和3年11月／施工内容：屋上、塔屋、5階ウレタン塗膜工事

143

■物件名▶フジメゾン（品川区上大崎）
施工期日：令和3年11月／施工内容：屋上防水工事

144
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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3年11月／施工内容：打診調査・鉄骨階段塗装・各所補修工事

145

■物件名▶香松ビル（世田谷区赤堤）
施工期日：令和3年11月／施工内容：3面塗装・各所防水工事

146

■物件名▶斉藤自動車（杉並区阿佐谷北）
施工期日：令和3年11月／施工内容：外部改修工事

147

■物件名▶東光ビル（世田谷区玉川田園調布）
施工期日：令和3年11月／施工内容：外部改修工事

148

■物件名▶ケアレジデンス別館（江戸川区南篠崎町）
施工期日：令和3年12月／施工内容：樋新規取付工事

149

■物件名▶カサベリヤ菊地（豊島区北大塚）
施工期日：令和3年12月／施工内容：シーリング工事　

150
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令和3年主要物件施工実績●26
■物件名▶グリーンビラ（練馬区南田中）
施工期日：令和3年12月／施工内容：外装クリーニング工事

151

■物件名▶テラスハウス（千葉県市川市稲荷木）
施工期日：令和3年12月／施工内容：内装工事

152

■物件名▶ハイム三浦（北区中里）
施工期日：令和3年12月／施工内容：クラック補修工事　

153

■物件名▶ラフォンテーヌ壱番館（西東京市泉町）
施工期日：令和3年12月／施工内容：窓周りシーリング・ベントキャップ交換工事

154

■物件名▶レインボービル（千代田区神田小川町）
施工期日：令和3年12月／施工内容：外壁塗装工事　

155

■物件名▶織田邸（西東京市緑町）
施工期日：令和3年12月／施工内容：外壁塗装工事　

156
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令和3年主要物件施工実績●27
■物件名▶新城ビル（品川区南大井）
施工期日：令和3年12月／施工内容：外壁塗装工事　

157

■物件名▶第13岡崎ビル（千代田区神田東松下町）
施工期日：令和3年12月／施工内容：シーリング、漏水補修工事

158

■物件名▶内藤ビル（台東区上野）
施工期日：令和3年12月／施工内容：左側面外壁塗装工事

159

■物件名▶米久No1ビル（港区六本木）
施工期日：令和3年12月／施工内容：1面塗装・No.2ビル増築部つなぎ目改修工事

160
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