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施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

町田リサイクル文化センタ－
改修工事

消防科学研究所
塗装替えその他工事

鴨川市立長狭中学校 ケン・コ－ポレ－ション
改修工事 CF剥離工事

秋田パ－クホテル アルカディアビル
外壁改修工事（第1期） 床Ｐタイル剥離工事

グリ－ンヒル寺田第2住宅 稲毛スカイタウン
改修工事 ふれあいの街改修工事

マボリシ－ハイツ
第3期外壁等改修工事

藤和中野弥生町コ－プ
外壁塗装復旧工事

大日本印刷久喜工場
低圧注入工事

高円寺サマリヤマンション
改築工事

浦安市立浦安小学校
大規模改修工事

秋田パ－クホテル
外壁改修工事（第2期）

江戸川区立第3松江小学校
外壁工事

逓信総合博物館
耐震補強工事

ベルヴェディア自由ヶ丘
外装工事

グリ－ンヒル寺田第2住宅
改修工事（第3期）

ツィ－ンクリニックビル
外壁工事（秋田）

※順不同 敬称略

佐脇様邸改装工事 佐脇様 自由ヶ丘富士ビル改修工事 株式会社丸高工業

エスケ－化研株式会社 羽根木ＨＨＫ寮改修工事 中村工業株式会社

株式会社フェイス 首都高速道路橋脚補強工事 いよ技研株式会社

株式会社サン・ポライト 高橋様邸改装工事 有限会社ホ－ムクリエイト

文理・清水ビル外装工事 有限会社志村塗装 丹下様邸改装工事 有限会社ホ－ムクリエイト

国際浜松町ビル耐震補強工事 大成建設株式会社 小林ビル改修工事 大成建設株式会社

株式会社S&C 首都高速道路橋脚補強工事 いよ技研株式会社

株式会社トクミツ建築企画 矢川北アパ－ト屋上防水工事 北原建材工業株式会社

株式会社平沢塗装 角筈橋維持工事 エスケ－化研株式会社

株式会社裕木工業 内田様邸改装工事 有限会社ホ－ムクリエイト

桜木町JRA改修工事 株式会社アルテック 首都高速道路橋脚補強工事 いよ技研株式会社

つつじヶ丘団地外装工事 渡辺物産株式会社 東京電力千葉支店改装工事 株式会社裕木工業

ショットバ－POSTⅡ改修工事 奥村様 和田・石倉様邸改装工事 有限会社ホ－ムクリエイト

木村様 川村様邸改装工事 株式会社S&C

南林間ハイライズ外装工事 株式会社S&C ◇◆ 平成10年 ◆◇

沢栗様邸外壁工事 株式会社ハウスイメ－ジ 清瀬旭ヶ丘団地改修工事 中村工業株式会社

ユニプロ工事株式会社 首都高速道路橋脚補強工事 いよ技研株式会社

株式会社ソ－テック 小菅刑務所石綿工事 いよ技研株式会社

山谷塗装株式会社 長橋ビル内装Pタイル剥離工事 ユニプロ工事株式会社

冨士三建工業
株式会社 ユニプロ工事株式会社

株式会社トクミツ建築企画 株式会社S&C

◇◆ 平成9年 ◆◇ 神田永谷ビル補修工事 エスケ－化研株式会社

株式会社アルテック 田端スカイハイツ外装工事 有限会社大塚塗装所

エスケ－化研株式会社 日本ビソ－株式会社

建装工業株式会社 首都高速道路橋脚補強工事 いよ技研株式会社



          

施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

足立区立興本小学校
改修工事

台東区立書道博物館
改修工事

株式会社
開成コーポレーション

上落合共同住宅
外壁剥離工事

武蔵野ビュ－ハイツ 株式会社
外壁補修工事 長谷工コミュニティ

市川宝マンション
外壁補修工事

東京電力千葉支店
外壁剥離工事

株式会社
開成コーポレーション

習志野ビレッジ
大規模改修工事

東京電力千葉支店 株式会社アサヒペン
耐震補強工事 ホームイングサービス

上大岡ガ－デンハウス 株式会社
外壁補修工事 長谷工コミュニティ

株式会社アサヒペン
ホームイングサービス

株式会社
長谷工コミュニティ

六本木ハイツ
大規模改修剥離工事

順天堂大学浦安病院
Pタイル剥離工事

吉野石膏独身寮 積水化学工業株式会社 株式会社アサヒペン
外壁剥離工事 住宅事業本部外壁工事 ホームイングサービス

新座リバ－サイド住宅 株式会社アサヒペン
5年次補修工事 ホームイングサービス

市川ニッケコルトンプラザ トポス立川店改修工事
改修工事 （第2期）

※順不同 敬称略

株式会社東京三木塗装店

清水建設株式会社 株式会社ニュ－テック

株式会社裕木工業

東方工業株式会社 セザ－ル相模原改修工事

妙蓮寺ビュ－ハイツ外壁工事 エスケ－化研株式会社 全信連ビル改修工事

相模原スカイハイツ改修工事 シティハイムファイン剥離工事 エスケ－化研株式会社

◇◆ 平成11年 ◆◇ 山岸塗装工業株式会社

株式会社裕木工業 永信立花ハイツ補修剥離工事 エスケ－化研株式会社

株式会社裕木工業 コ－ポジュネス改修工事

カルメル修道院改修工事 株式会社足立コ－ト

恒陽狭山マンション外壁工事 日本ハウズィング株式会社 ハイツフラワ－改修工事

シ－アイハイツ和光ケレン工事 エスケ－化研株式会社 阪急大井町店改修工事 株式会社丸高工業

中村工業株式会社 日産自動車独身寮改修工事 株式会社萬商

株式会社裕木工業 羽田耐震補強工事 株式会社永光

狭山ハイツ外壁工事 エスケ－化研株式会社 上尾・草加ハウジング外壁工事

株式会社フジタ 羽田耐震補強工事 株式会社間組

京成電鉄剥離工事 ユニプロ工事株式会社 ◇◆ 平成12年 ◆◇

三和建装株式会社

戸田建設株式会社 東和銀行秩父支店外壁工事 三和建装株式会社

根岸台ハイホ－ム改修工事 松田塗装工業株式会社

町田様邸設備取替工事 町田様 貫井様邸外壁工事

永信立花ハイツ塗装工事 エスケ－化研株式会社 小手指ハイツ改修工事

井手様邸改装工事 有限会社ホ－ムクリエイト 株式会社斎藤塗装店

東邦大学大森病院改修工事 株式会社丸高工業 渡辺物産株式会社

佐藤様邸改装工事 有限会社ホ－ムクリエイト 東京電機大学改修工事 株式会社裕木工業

シ－アイハイツ町田外装工事 いよ技研株式会社 ニュ－ギャザホ－ル改修工事 株式会社工業技術研究所

ハイツ音羽マンション外壁工事 エスケ－化研株式会社 サンクス東中野外壁工事 松田塗装工業株式会社



          

施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

石川学園こばと幼稚園
改修工事

株式会社アサヒペン
ホームイングサービス

第一勧業銀行横山支店
床改修工事

川崎市立井田病院 株式会社アサヒペン
床剥離工事 ホームイングサービス

株式会社アサヒペン
ホームイングサービス

トポス立川店改修工事 シャトレ－ソレイユ
（第3期） 外壁改修工事

パ－クハイツ西五反田 株式会社アサヒペン
床剥離工事 ホームイングサービス

ケイジーシステム クリスタルコ－ポ目白
コンストラクション 階段剥離工事

東邦大学大森病院
床剥離工事

足立区立関原小学校
改修工事

松戸サンコ－ポ 株式会社アサヒペン
階段鉄部剥離工事 ホームイングサービス

※順不同 敬称略

NTT岩槻中継所改修工事 株式会社アシレ 飯田土地建物株式会社

美容室SPOOKY床改修工事 フレッシュアップ

原宿第一マンション改修工事 株式会社丸高工業 東邦大学大森病院改修工事 株式会社丸高工業

草月会館改修工事 株式会社アシレ 光真ビル増改築工事 株式会社丸高工業

前田改良住宅剥離工事 株式会社モリヤ

株式会社丸高工業 羽田首都高耐震工事 株式会社栄光

◇◆ 平成13年 ◆◇ 仁戸名松木ビル改修工事 有限会社寺町技研

ヒルハイツ宮前平剥離工事 株式会社工業技術研究所 ヒルハイツ宮前平改修工事 株式会社工業技術研究所

亀石様邸屋上防水剥離工事 有限会社高田塗装 弘法湯内壁剥離工事 株式会社墨田建装

柏倉建設ビル改修工事 株式会社アシレ

メゾンエクレ－レニュ改修工事 エスケ－化研株式会社 岡永ビル改修工事 株式会社工業技術研究所

グリ－ンハイツ鉄部剥離工事 羽田首都高耐震工事 株式会社栄光

株式会社ニュ－テック 株式会社工業技術研究所

和光スワハラ団地改修工事 有限会社兼松 東品川ガ－デニア改修工事 株式会社萬商

コ－プ野村改修工事 中村工業株式会社

太田ビルPタイル剥離工事 株式会社丸高工業 渋谷清掃工場改修工事 株式会社中村塗装店

船橋海神マンション改修工事 田中建設工業株式会社 スイング1鉄部剥離工事

ハイラ－ク横浜白山補修工事 エスケ－化研株式会社 株式会社丸高工業

ニコン大井製作所改修工事 株式会社アシレ 小山児童学園鉄部剥離工事 三和建装株式会社

東松山マンション改修工事 エスケ－化研株式会社 川瀬様邸改修工事 有限会社サン建装

エスケ－化研株式会社 カクエビマンション改修工事 有限会社兼松

LSビル改修工事 株式会社中村塗装店 宮崎電化改修工事 株式会社砂原組

セイコ－電子剥離工事 株式会社裕木工業 ハイタウン浦和改修工事 三和建装株式会社

所沢ハイコ－ポ剥離工事 三和建装株式会社 MiKi洋品店床改修工事 株式会社グッディ

森が丘第3マンション改修工事 株式会社工業技術研究所 国際証券浅草支店改修工事 株式会社丸高工業



施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

三芳町立三芳中学校
通路剥離工事

株式会社アサヒペン
ホームイングサービス

東京電力株式会社
滝越発電所改修工事

サンライトマンション
階段鉄部剥離工事

旭ガラス（ウィング市原） 株式会社アサヒペン
改修工事 ホームイングサービス

並区立荻窪中学校
体育館改修工事

ライオンズマンション市川宝
改修工事

洋光台商事ビル
プ－ル天井改修工事

恒陽大宮公園マンション
改修工事

東京堂千代田ビル
外壁リニュ－アル工事

ドラゴンヒルズ板橋中台
一番館補修工事

株式会社アサヒペン
ホームイングサービス

第2ファミリーマンション
改修工事

株式会社アサヒペン 千葉カントリー梅郷コース
ホームイングサービス 外装工事

足立区立新田小学校
改修工事

ライオンズマンション稔台 ハイツコハタ
内装工事 鉄骨階段補強工事

ライオンズマンション吉祥寺 エムシー・リフォーム
内装工事 株式会社

足立区立弥生小学校
大規模改修工事

関西電力株式会社
賤母発電所外装工事

東砂三丁目ハイツ
大規模修繕工事

※順不同 敬称略

コ－プ野村氷川台外装工事 中村工業株式会社 安藤建設株式会社

株式会社工業技術研究所 東海大浦安高校改修工事

株式会社ヤザワ塗装 東砂三丁目ハイツ床改修工事 中村工業株式会社

株式会社小島塗装工業所 ラ・メゾン・ド・ローズ改修工事 株式会社工業技術研究所

市川ダイエ－外装工事 有限会社寺町技研

パ－クナオマンション外装工事 株式会社斉藤工務店 株式会社ワールド工業

株式会社工業技術研究所 有限会社五光建設

斉藤様邸外装工事 中村工業株式会社 内野建設株式会社

東坂戸団地内装工事 三和建装株式会社 ハイツコハタ外壁塗装工事 有限会社五光建設

株式会社工業技術研究所 タカハシパークサイド改修工事 株式会社墨田建装

深沢様邸改修工事 東坂戸団地改装工事 西武建設株式会社

株式会社マサル 銀座サクセスビル外装工事 株式会社湘南工芸

東邦大学大森病院改修工事 株式会社丸高工業 ◇◆ 平成15年 ◆◇

松田塗装工業株式会社 赤坂黒田ビル改修工事 株式会社工業技術研究所

飯野ビル内壁剥離工事 株式会社東京三木塗装店 東坂戸団地内装工事 三和建装株式会社

クレアシティ菊川補修工事 株式会社工業技術研究所 株式会社丸高工業

五反田第一生命ビル改修工事 株式会社東京三木塗装店 新青山ビル給排気塔改修工事 株式会社中村塗装店

営団浦安アパ－ト改修工事 株式会社アシレ 株式会社工業技術研究所

◇◆ 平成14年 ◆◇ 仁戸名松木ビル外装工事 有限会社寺町技研

中村工業株式会社 第2寺沢ビル外装工事 中村工業株式会社

有限会社寺町技研 向ヶ丘ダイエ－改修工事

ヤシマ工業株式会社 東坂戸・狭山台団地内装工事 三和建装株式会社

富士通あきる野補修工事 エスケ－化研株式会社 三好様邸外壁工事

大宗新宿１号館ビル改修工事 中村工業株式会社 株式会社小島塗装工業所

新盛 狭山台団地内装工事 三和建装株式会社



施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

東海大浦安高校 順天堂大学浦安病院
床剥離追加工事 床剥離工事

NECモバイリング㈱
十日市場寮改装工事

パークフィーネ南大沢 誠之エンジニアリング 荒川区立第9中学校
タイル改修工事 株式会社 改修工事

株式会社アサヒペン
ホームイングサービス

ライオンズマンション東松山
改修工事

埼玉りそな銀行春日部支店
外壁改修工事

株式会社
ＫＭＹコーポレーション

株式会社アサヒペン ウォータータイト工業
ホームイングサービス 株式会社

横浜理容美容専門学校 有限会社
改修工事 アーキ・テクノロジー

ちば社会保険センター
基幹設備等改修工事

株式会社アサヒペン
ホームイングサービス

誠之エンジニアリング
株式会社

アブライド・マテリアルズ・
ジャパン改修工事

パークフィーネ南大沢 誠之エンジニアリング
タイル改修工事（第2期） 株式会社

※順不同 敬称略

御田釦販売本社外装工事 株式会社工業技術研究所 ライオンズガーデン東向島工事 株式会社工業技術研究所

東京衛生学園改修工事 株式会社工業技術研究所

旧東京電力左門町改修工事 狭山台団地リニューアル工事 西武建設株式会社

◇◆ 平成16年 ◆◇ 有限会社寺町技研

青山ビル改装工事 株式会社中村塗装店 エル・アルカサルフジ改修工事 柏原塗研工業株式会社

三井住友建設株式会社 第二松木ビル改装工事 有限会社寺町技研

グルメシティー八幡店改装工事 コスモ前原改修工事 柏原塗研工業株式会社

NTT明神外壁改修工事 日産工営株式会社 姉崎カントリー倶楽部改装工事 有限会社寺町技研

石井様邸改修工事 大昭産業株式会社 黒島様邸改装工事 株式会社東京三木塗装店

久野様邸改修工事 エスケー化研株式会社

東坂戸団地リニューアル工事 西武建設株式会社 勧銀不二屋ビル改修工事 株式会社中村塗装店

ハイツ上野毛改修工事 有限会社マルチ技研 丸井川口店用途変更工事 株式会社工業技術研究所

サンコーポ浦安改修工事 ホーメストプラザ床剥離工事

東坂戸団地リニューアル工事 西武建設株式会社 東坂戸団地リニューアル工事 西武建設株式会社

山本様邸改装工事 株式会社工業技術研究所 菊地様邸外壁工事

テクノガーデン改修工事 株式会社裕木工業 昌栄ビル改修工事 内野建設株式会社

杉田台第一団地改修工事 中村工業株式会社 株式会社三和トラスト

東海コーポ外部階段改修工事 有限会社五光建設 第二石渡ビル改装工事 有限会社寺町技研

順天堂大学浦安病院改修工事 株式会社裕木工業 虎ノ門東洋ビル改装工事 株式会社工業技術研究所

杉本様邸改装工事 杉本様 有明テニスの森公園改修工事

中村工業株式会社 狭山台団地リニューアル工事 西武建設株式会社

三井住友建設株式会社 株式会社裕木工業

東坂戸団地リニューアル工事 西武建設株式会社 株式会社工業技術研究所

大昭産業株式会社

浅利岩様邸外装工事 エスケー化研株式会社 ル・モンド江東改装工事 有限会社ユー企画



          

施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

ライオンズマンション荒川遊園
アクアステージ改修工事

東京桜田ビル改装工事 幸田セントラルマンション
（第2期） 大規模改修工事

サンエス技研本社ビル
改装工事

東京電力町田営業所 東京･神田間銭瓶町橋
センター改修工事 高架橋剥落工事

板橋スカイプラザ
大規模改修工事

北千住パークファミリア
改修工事

パークフィーネ南大沢 誠之エンジニアリング
タイル改修工事 株式会社

順天堂大学浦安病院
改装工事

サニークレスト大倉山
大規模改修工事

横浜平沼ダイカンプラザⅢ
大規模改修工事

株式会社 サニーヒル今宿住宅
グランドリノベーション 大規模改修工事

誠之エンジニアリング
株式会社

代々木シャトーマンション
改修工事

株式会社アサヒペン
ホームイングサービス

ホワイトガーデン東田 パークフィーネ南大沢
大規模改修工事 改装工事

ベルステージマンション
改修工事

横浜市立寺尾小学校 ライオンズマンション下赤塚
プール改装工事 改修工事

株式会社 いこいの村あしがら
グランドリノベーション プール改修工事

※順不同 敬称略

株式会社塗装アサヒ 中村工業株式会社

マイコート青葉台改修工事 株式会社塗装アサヒ

松本伸理容店改装工事 株式会社東京三木塗装店 ◇◆ 平成18年 ◆◇

YSビル防水剥離工事 内神田3丁目ビル改修工事 株式会社カンエツ

近藤建装工業株式会社 株式会社淺沼組

株式会社ジェイ・プルーフ 富士通川崎工場改装工事 株式会社カンエツ

はざま住宅大規模改修工事 株式会社中村塗装店 川越西清掃工場改修工事 横浜塗装工業株式会社

亀石ビル防水剥離工事 SPACE・ACT テッカ工業株式会社

ディオシティ補修工事 千葉パルコ改装工事 有限会社寺町技研

大正製薬大宮工場改修工事 株式会社工業技術研究所 中延倉庫改修工事 株式会社アドバンス

保谷桜湯園改修工事 株式会社一ノ瀬建創

JR田端駅改装工事 株式会社レジン 鰻弁慶外壁改修工事 笹崎塗装株式会社

サンハイツ橋本改修工事 内野建設株式会社 近藤建装工業株式会社

板橋スカイプラザ補修工事 横浜塗装工業株式会社 藤の台団地大規模改修工事 株式会社ジプコン

株式会社裕木工業 水戸三井ビル大規模改修工事 SMCリフォーム株式会社

紅葉台マンション改修工事 株式会社サンテック エスケー化研株式会社

◇◆ 平成17年 ◆◇ 東病院改装工事 三井住友建設株式会社

横田テント店改装工事 株式会社墨田建装

玉川郵便局改装工事 株式会社中村塗装店 東京桜田ビル改修工事 株式会社東京三木塗装店

松田建装株式会社 株式会社レジン

化研マテリアル株式会社 新松戸プライヴ改装工事 株式会社裕木工業

松本様邸改装工事 有限会社小野塗装店 建設塗装工業株式会社

西片2丁目ビル改修工事 株式会社工業技術研究所 中村工業株式会社

株式会社東京三木塗装店 ヤシマ工業株式会社

株式会社一ノ瀬建創 朝日グリーンハイツ改装工事 中村工業株式会社



          

施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

みずほ銀行茅ヶ崎支店 メゾン月宮殿大規模改修工事
改修工事 （名古屋）

花見川住宅団地
大規模改修工事

日本製粉㈱千葉工場Dミル 葛飾区立新小岩保育園
建設工事 プール剥離工事

オーベル本所マンション 出光興産㈱研究所
改修工事 実用棟内改装工事

東急学芸大学駅舎
柱型剥離工事

アストロ武蔵小金井
タイル改修工事

練馬区立立野小学校
改修工事

野田市立福田中学校
アスベスト工事

上町マンション
大規模改修工事

ニューライフマンション鶴ヶ島 ヤマギシリフォーム工業 東京トヨペット落合店
大規模改修工事 株式会社 外壁剥離工事

成蹊大学図書館本館
改修工事

昭和産業㈱船橋工場
サイロ剥離工事

ライオンズシティ両国
長尺剥離工事

八王子はざま住宅 厚木市立玉川中学校
大規模改修工事（第2期） 体育館耐震補強工事

横浜シャル
エスカレータ改装工事

パルプラザ小松川団地
大規模改修工事

ヒューグルエレクトロニクス㈱
鳩ヶ谷工場床剥離工事

平和島ポンプ場
アスベスト剥離工事

東急学芸大学高架橋
その12耐震補強工事

グレーシアヒルズ八王子 誠之エンジニアリング ピュアシティ横浜2番館
タイル改修工事 株式会社 開放廊下及びタイル剥離工

事

エンゼル萩中パークハイツ
改修工事

※順不同 敬称略

エクシオビル改装工事 株式会社アドバンス 有限会社三裕

東船橋ガーデニア改修工事 北英工機有限会社 成蹊大学階段部剥離工事 株式会社淺沼組

鷺沼コーポラス改装工事 株式会社サンテック 株式会社アドバンス

近藤建装工業株式会社

パークフィーネ南大沢改装工事 株式会社淺沼組 金町浄水場アスベスト工事 ヤシマ工業株式会社

モノデコール石神井改修工事 有限会社萬商JV 株式会社工業技術研究所

ヤシマ工業株式会社 東京ディズニーランド改修工事 株式会社裕木工業

株式会社中村塗装店 エムケーコーポレーション

株式会社ダイイチ 磯子センターハイツ改装工事 有限会社阿川タイル工業

株式会社ツツミワークス サントスⅡ外壁改修工事 笹崎塗装株式会社

財務局アスベスト剥離工事 ヤシマ工業株式会社 有限会社寺町技研

株式会社工業技術研究所 安倍ビル改修工事 株式会社ダイイチ

STビル階段ウレタン剥離工事 笹崎塗装株式会社 ウラワテクノ屋上防水改修工事 株式会社工業技術研究所

笹崎塗装株式会社

ファミリータウン東陽改修工事 北英工機有限会社 株式会社淺沼組

西荻南パレス改修工事 ヒラオ技研工業有限会社 ヤシマ工業株式会社

サンパレス東向島改修工事 エムケーコーポレーション 柏原塗研工業株式会社

JR本郷台駅舎屋根剥離工事 株式会社ダイイチ 近藤建装工業株式会社

埼玉医大研究棟改修工事 新盛 株式会社共和工業

三井住友建設株式会社 グロリー防水工業株式会社

株式会社ツツミワークス 有限会社寺町技研

株式会社アドバンス イマジカ9号館改修工事 近藤建装工業株式会社

テッカ工業株式会社 小原建設株式会社

日之本錠前ビル改修工事 有限会社エス・エイチ・ユー 有限会社三裕

秦野消防署西分署改修工事 テッカ工業株式会社 学芸大学清和クラブ改装工事 株式会社アドバンス



          

施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

津田山幼稚園
炭素繊維補強工事

南多摩変電所鉄骨階段 マンション第二恵比須苑
改修工事 床長尺剥離工事

小倉県営住宅
大規模改修工事

学芸大学パインマンション
開放廊下長尺剥離工事

大久保マンション
大規模改修工事

花見川住宅団地
大規模改修工事（後期）

つくし野ローズプラザ ㈱ナカタ電業本社ビル
大規模改修工事 外装工事

新小岩セントラルハイツ 鈴木ビル外壁剥離工事
大規模改修工事 （茨城）

飯田橋マンション
防水剥離工事

常盤平三丁目STマンション
長尺剥離工事

江東区立第2大島中学校
改修工事

小倉県営住宅
大規模改修工事

葛飾区立鎌倉公園プール
防水剥離工事

静岡大橋モニュメント シャルムウキマ
剥離工事（静岡） 外壁タイル剥離工事

江東区立深川小学校
外壁剥離工事

ハイライフ山手
屋上FRP防水剥離工事

練馬区立大泉学園桜小学校
大規模改修工事

練馬区営上石神井 葛飾区立末広小学校
第二アパート改装工事 耐震補強工事

東急都立大駅舎
耐震補強工事

ニューシティ本郷台 株式会社エム・ケイ ライオンズマンション中目黒
パークヒルズ改修工事 コーポレーション 剥離工事

田中土建工業㈱本社
耐震鉄骨剥離工事

※順不同 敬称略

朝日パリオ狭山改修工事 株式会社中村塗装店 笹崎塗装株式会社

株式会社共和工業 グロリー防水工業株式会社

株式会社アドバンス 農林水産省鉄扇剥離工事 株式会社高山興業所

株式会社青木工務店

有限会社若林塗装 ドルフ目黒大規模改修工事 中村工業株式会社

メイツ大和大規模改修工事 株式会社クニザキ 株式会社栗崎工業

安藤病院外壁剥離工事 笹崎塗装株式会社 笹崎塗装株式会社

株式会社アドバンス 大和ハウス工業株式会社

丸正マンション剥離工事 株式会社墨田建装 株式会社高山興業所

千年ビル剥離及び塗装工事 有限会社ＡＺＵ建築 株式会社高山興業所

太陽産業有限会社 本社ビル外壁剥離工事 多賀電気株式会社

清水建設株式会社 座間ハイツ廊下Pタイル剥離工事 株式会社中村塗装店

羽田空港駐車場床剥離工事 株式会社工業技術研究所 千駄ヶ谷ハウス防水剥離工事 株式会社ツツミワークス

株式会社クニザキ 笹崎塗装株式会社

株式会社フジガンナー 笹崎塗装株式会社

東急祐天寺耐震補強工事 株式会社アドバンス 朝日管理株式会社

有限会社三裕 坂口様邸ALC面塗膜剥離工事 玉川窯業株式会社

マック東中野大規模改修工事 株式会社モアー 内閣府市川宿舎改修工事 笹崎塗装株式会社

パシフィック上尾剥離工事 中村工業株式会社 有限会社成建

安倍ビル住宅内部剥離工事 株式会社ダイイチ 建装工業株式会社

株式会社エヌ・エー・シー 株式会社中村塗装店

太陽産業有限会社 西新橋桜ビル改修工事 株式会社東京三木塗装店

◇◆ 平成19年 ◆◇ 東京ディズニーランド改修工事 株式会社裕木工業

千年ビル剥離及び塗装工事 有限会社ＡＺＵ建築 ゼネラルボンド株式会社

ふくだ内科剥離工事 笹崎塗装株式会社 かわはたビル改修工事 新盛



          

施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

ニューライフマンション ヤマギシリフォーム工業
武蔵野台大規模修繕工事 株式会社

サンモール青葉台
大規模修繕工事

東陽町公園ハイツ
 外壁剥離工事

田中土建工業㈱第2ビル
大規模修繕工事

相模大野駅前ビル けやきが丘住宅
防水剥離工事 大規模修繕工事

第17宮庭マンション 株式会社 住友化学工業㈱船橋社宅
外壁剥離工事 グランドリノベーション 改修工事

朝日クレス･パリオ門前仲町
長尺剥離工事

ル・モン桶川
 ベランダ塗膜剥離工事

西川口グリーンマンション
大規模修繕工事

モアステージ南綾瀬
タイル清掃工事

四谷グリーンマンション
改修工事

成田空港給油施設
鉄部剥離工事

オリエンタル大塚コーポラス
大規模修繕工事

アルファスシティ大島 ライオンズマンション西川口
大規模修繕工事 大規模修繕工事

滝山住宅大規模修繕工事
 （2画区）

滝山住宅大規模修繕工事
 （3画区）

清新町南ハイツ
大規模修繕工事

赤坂チェリーマンション
改修工事

成田空港給油施設 川口グリーンライフ
鉄部剥離工事 大規模改修工事

アルファスシティ大島
大規模修繕工事

滝山住宅大規模修繕工 耐震補強東急学芸大学
（2画区） その13

滝山住宅大規模修繕工事
 （3画区）

モアステージ草加松原 サントス新浜
大規模修繕工事  鉄部階段剥離工事

ピ・エス・アイ多摩営業所 朝日弁天町マンション
タイル清掃工事 大規模修繕工事

※順不同 敬称略

株式会社フジガンナー 朝日管理株式会社

竹内塗装株式会社 株式会社ADVANS

建装工業株式会社 五反田グリーンハイツ 改装工事 株式会社フジガンナー

近藤建設株式会社 笹崎塗装株式会社

◇◆ 平成20年 ◆◇ モードビスタ常盤平改装工事 株式会社南部

株式会社森山塗工 株式会社フジガンナー

松田塗装工業株式会社 サンヴェール上大岡改修工事 柏原塗研工業株式会社

宮城建機工業株式会社 クラート大崎改修工事 株式会社シックオン

株式会社工業技術研究所 ヘレンハウゼ改修工事 笹崎塗装株式会社

松田塗装工業株式会社 株式会社フジガンナー

竹内塗装株式会社 和甲第一マンション改修工事 株式会社工業技術研究所

建装工業株式会社 橋本様邸改装工事 村山塗装

株式会社森山塗工 NHK放送センター改修工事 有限会社R・テック

田中土建工業株式会社 デニーズ水戸東原店改装工事 大昭産業株式会社

株式会社フジガンナー クレコート川越大規模修繕工事 近藤建設株式会社

笹崎塗装株式会社 リオマンション大規模修繕工事 有限会社共栄防水工業

株式会社ツツミワークス ルネ上大岡大規模修繕工事 柏原塗研工業株式会社

東京ディズニーランド改修工事 株式会社裕木工業 笹崎塗装株式会社

東建サービス株式会社 株式会社伊勝

有限会社成建

株式会社中村塗装店 原田様邸改修工事 株式会社シックオン

株式会社フジガンナー 江中様邸改修工事 大和ハウス工業株式会社

海城学園外壁剥離工事 株式会社工業技術研究所 笹崎塗装株式会社

代官山店舗長尺剥離工事 有限会社櫻井建築事務所

株式会社クニザキ 東京ディズニーランド改修工事 株式会社裕木工業



          

施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

文化シャッターサービス 葛飾区立幸田小学校
改装工事 プール改修工事

耐震補強東急学芸大学
その14

高洲第一団地
大規模修繕工事

葛飾区立飯塚小学校
プール改修工事

早稲田大学所沢キャンパス ダントー㈱本社
防水工事 屋上塗膜剥離工事

渡辺様邸スレート瓦 カムザ・スクエア八千代緑ヶ丘
塗膜剥離工事 タワーズ大規模修繕工事

耐震補強東急学芸大学
その15-10・11

ライオンズマンション津田沼 平塚高村住宅 株式会社エム・ケイ
改修工事 大規模修繕工事（第2期） コーポレーション

雇用・能力開発機構 南大沢URⅡ
神奈川センター改装工事 大規模修繕工事（第3期）

東京メトロ中野富士見町駅
改修工事（夜間工事）

平塚高村住宅 株式会社エム・ケイ パシフィック両国
大規模修繕工事（第1期） コーポレーション 大規模修繕工事

狛江市立狛江第五小学校 ユーハイツ伸光 株式会社
 鉄部剥離工事 塩ビシート剥離工事 グランドリノベーション

内野東団地
第2回大規模修繕工事

赤澤様邸外壁改修工事 モアクレスト堀切菖蒲園
（大阪） 大規模修繕工事

平塚高村住宅 株式会社エム・ケイ (仮)藤沢･藤が丘G街区計画
大規模修繕工事（第2期） コーポレーション 新築工事

斉藤様邸
デッキプレート剥離工事

南大沢URⅡ 農林水産省本館食堂
大規模修繕工事（第3期） 床剥離工事

朝日センチュリー
 鉄骨階段剥離工事

ガーデンコート習志野
改修工事

東急大倉山駅舎
塗膜剥離工事

幕張県営住宅
大規模修繕工事

朝日管理マンション
人工芝剥離工事

東京メトロ中野富士見町駅 足立区立中川北小学校
改修工事 外壁改修工事

※順不同 敬称略

大日本土木株式会社 株式会社OKA PEN

渡辺様邸外壁塗膜剥離工事 笹崎塗装株式会社 長尾様邸防水剥離工事 笹崎塗装株式会社

三和建装株式会社 駒形茜日伸ハイツ改修工事 株式会社R・テック

トータス西新井看板剥離工事 笹崎塗装株式会社 株式会社東組

協和建装工業株式会社 木村様邸屋根塗膜剥離工事 岩切塗装

井上工業株式会社 株式会社高山興業所

株式会社中村塗装店 浜田山トヨペット改装工事 笹崎塗装株式会社

大末建設株式会社 朝日マンション蒔田改装工事 株式会社中村塗装店

エスケー化研株式会社 株式会社フジガンナー

株式会社淺沼組

笹崎塗装株式会社 堀内様邸外壁タイル剥離工事 たまがわ関東

中谷コーポ改修工事 株式会社クニザキ 大日本土木株式会社

三和建装株式会社

笹崎塗装株式会社

建装工業株式会社 パール馬込大規模修繕工事 株式会社オガワリフォーム

株式会社ADVANS 元加治住宅大規模修繕工事 三和建装株式会社

松田塗装工業株式会社

株式会社ダイイチ 井上工業株式会社

相澤様邸改修工事 株式会社高千穂 笹崎塗装株式会社

有限会社R・テック インテック日塗株式会社

岩切塗装 株式会社ツツミワークス

有限会社エステイ 株式会社阿久津塗装工業

株式会社ADVANS ◇◆ 平成21年 ◆◇

南大沢URⅡ大規模修繕工事 井上工業株式会社 三和建装株式会社

パティオス2番館改装工事 松田塗装工業株式会社 貞静幼稚園大規模修繕工事 株式会社飛鳥塗装



          

施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

足立区立青井中学校 グリーンヒル西葛西1号館
外装改修工事 大規模修繕工事

足立区立扇小学校 株式会社
外装改修工事 グランドリノベーション

住友化学㈱本八幡寮
外壁剥離工事

学芸大学南パークホームズ
外壁タイル改修工事

所沢市立柳瀬小学校 パークホームズ吉祥寺北町
手摺剥離工事  外壁改修工事

足立区立梅島第二小学校 入間駅前プラザ
改修工事 大規模修繕工事

足立区立保木間小学校 横浜国立大学第2食堂
改修工事 改修工事

足立区立北三谷小学校 東京メトロ中野富士見町駅
改修工事 改修工事

川越グリーンパーク
大規模修繕工事

練馬区立練馬小学校
改修工事

株式会社 葛飾区立白鳥小学校
グランドリノベーション プールサイド防水剥離工事

千城台北県営住宅7・8号棟
外装改修工事

葛飾区立東綾瀬小学校
プールサイド防水剥離工事

秀和狸穴レジデンス 葛飾区立大杉東小学校
大規模修繕工事 鉄部剥離工事

株式会社
グランドリノベーション

霧が丘グリーンタウン 株式会社カシワバラ･ 勝田台浄水場
第4住宅大規模修繕工事 コーポレーション タンク外壁塗膜剥離工事

東逗子ハイツ外壁・サッシ パークホームズ吉祥寺北町
など省エネ改修工事 外壁改修工事

サンサーラ新小岩 東急学芸大学駅高架下
鉄骨階段剥離工事 耐震補強工事

日本毛織㈱北方1号棟 星野共同住宅 大和ハウス工業
改修工事 外壁タイル剥離工事 株式会社横浜支店

メガロン仲六郷 東急都立大学駅高架下
大規模修繕工事  耐震補強工事

上大岡ロイヤルハイツ
大規模修繕工事

エステート聖ヶ丘第3団地 多摩川線蒲田高架橋下
大規模修繕工事 建物解体耐震補強工事

※順不同 敬称略

株式会社ツツミワークス 株式会社東組

協和建装工業株式会社

松田塗装工業株式会社 株式会社東組

株式会社クニザキ 高村様邸外壁剥離工事 株式会社Ｙ.Ｐ.Ｓ

ドミ麻布大規模修繕工事 建装工業株式会社 タック北千住大規模修繕工事 株式会社R・テック

笹崎塗装株式会社 株式会社東組

クレストコート本八幡改修工事 ローレンスマンション改修工事 笹崎塗装株式会社

協和建装工業株式会社

株式会社ツツミワークス 三井住友建設株式会社

株式会社中村塗装店 笹崎塗装株式会社

座間ハイツ改装工事 株式会社中村塗装店 SKトピオス天裏塗膜剥離工事 笹崎塗装株式会社

ニューパピヨン改修工事 株式会社阿久津塗装工業

北区立王子児童館改修工事 大昭産業株式会社 ナナワ工業有限会社

山田ビル改修工事 笹崎塗装株式会社 有限会社ダイサント工舎

株式会社ジプコン 大日本土木株式会社

高一工業 田口ビル改修工事 笹崎塗装株式会社

宮城建機工業株式会社 ◇◆ 平成22年 ◆◇

三和建装株式会社 三井住友建設株式会社

株式会社ジプコン 株式会社ツツミワークス

株式会社ジプコン 共和塗装株式会社

株式会社ツツミワークス 高橋様邸外装改装工事

代宿の杜集合住宅新築工事 清水建設株式会社 株式会社青木工務店

府中税務署改修工事 協和建装工業株式会社 三井住友建設株式会社

株式会社齋藤塗装店 松田塗装工業株式会社

Kプロジェクト増改修工事 株式会社裕木工業 テニメントハウス改修工事 笹崎塗装株式会社



          

施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

三軒茶屋グリーンマンション
耐震補強工事

朝日エンブレム八雲台 西荻ローヤルコーポ
大規模修繕工事 大規模修繕工事

軽井沢町庁舎 江東区立元加賀小学校
大規模修繕工事（軽井沢） 給食室改修工事

シャンポール三軒茶屋 ヤマギシリフォーム工業 船橋市営住宅泉団地
大規模修繕工事 株式会社 大規模修繕工事

南馬込マンション 幕張県営住宅10・11号棟
大規模修繕工事 改修工事

国立近代美術館 グリーンコート相模原
フィルムセンター改修工事 大規模修繕工事

公団亀戸2丁目団地 草加松原ハイツ
階段室Pタイル剥離工事 大規模修繕工事

クリオ相模原伍番館 株式会社カシワバラ･
大規模修繕工事 コーポレーション

葛飾区立金町小学校 都立神代高等学校
鉄部剥離工事 厨房改修工事

(学)片柳学園日本工学院
専門学校蒲田寮改修工事

株式会社
長谷工コーポレーション

駒沢公園シティ 株式会社カシワバラ･
大規模修繕工事 コーポレーション

検見川リフォーム工業
株式会社

足立区立花保小学校 秀和自由が丘レジデンス
 外装改修工事 大規模修繕工事

ニューライフマンション日野台
大規模修繕工事

代々木エアーハイツ 株式会社カシワバラ･
大規模修繕工事 コーポレーション

足立区立高野小学校 足立区立高野小学校
外装改修工事 体育館改修工事

足立区立入谷中学校
外装改修工事

緑が丘しおん幼稚園 海浜幕張県営住宅2号棟
鉄骨階段塗膜剥離工事 大規模修繕工事

船橋市立大穴中学校
給食室内装修繕工事

足立区立第14中学校 ライオンズプラザ平塚見附町 株式会社カシワバラ･
体育館改修工事 大規模修繕工事 コーポレーション

上目黒フラワーマンション
大規模修繕工事

※順不同 敬称略

座間ハイツ階段室改修工事 株式会社中村塗装店 藤沢F街区改修工事 株式会社淺沼組

株式会社不二 メゾン・ド・ヴィレ赤坂改修工事 三和建装株式会社

笹崎塗装株式会社 協和建装工業株式会社

ナナワ工業有限会社 トヨタ井草店剥離工事 笹崎塗装株式会社

株式会社山陽工業

株式会社山陽工業 株式会社山陽工業

株式会社東建 ◇◆ 平成23年 ◆◇

東海大浦安高校改修工事 三井住友建設株式会社 パークコート瀬田タイル工事 エースレジン株式会社

株式会社船木塗装 株式会社中村塗装店

メゾン鹿島台大規模修繕工事 株式会社フジガンナー 三和建装株式会社

ハードウッド鶴見改修工事 有限会社ユアーズ

稲葉葬儀店建物改装工事 株式会社齋藤塗装店 有楽大船建替え工事

陽和病院鉄部剥離工事 笹崎塗装株式会社

ボヌール改修工事 笹崎塗装株式会社 幕張県営住宅5号棟改修工事

東綾瀬幼稚園改修工事 株式会社船木塗装

笹崎塗装株式会社 荒井建設株式会社

織田様邸外壁剥離工事 株式会社イーグル建創 日本建材工事株式会社

建装工業株式会社 株式会社川城建設

有限会社立澤塗装 ヤシマ工業株式会社

株式会社中村塗装店 ヤシマ工業株式会社

株式会社環興 株式会社マルイシ

株式会社宝和塗装

築地トヨペット鉄骨階段工事 笹崎塗装株式会社 西葛西ハイム大規模修繕工事 株式会社フジガンナー

笹崎塗装株式会社 東京トヨペット上馬店改装工事 笹崎塗装株式会社

株式会社中村塗装店 株式会社ツツミワークス



          

施工現場名 得意先名 施工現場名 得意先名

ニューキャッスル麻布 青山アジアマンション
改修工事 大規模修繕工事

東谷中保育園 足立区立中島根小学校
外壁改修その他工事 改修工事

医学中央雑誌図書館 江東区立南陽幼稚園
鉄部階段剥離工事 外便所その他改修工事

鎌倉公園プール 厚木米軍基地内
既存塗膜剥離工事 建物解体工事

葛飾区立二上小学校
改修工事

江東区立東雲小学校
普通教室その他改修工事

久里浜行政センター
耐震補強その他工事

津田沼サニーマンション
塩ビシート剥離工事

ニューシティレジデンス 田島ビルソリューション
船橋本町ウレタン剥離工事 株式会社

秀和椎名町レジデンス
大規模修繕工事

ノーブルハイツ市川菅野 足立区立保木間保育園
1・2号棟外壁剥離工事 改修工事

ライオンズステーションプラザ
新小岩大規模改修工事

ヨネックス第一工場
階段改修工事

朝日井土ヶ谷マンション
大規模修繕工事

朝日パリオ武蔵小杉
大規模修繕工事

足立区立花畑第1小学校 ハートフルシティ六高台
プール缶体工事 改修工事

グリーンハイツ八千代
第一期大規模修繕工事

瀧澤様邸外壁タイル
剥離工事（大阪）

※順不同 敬称略

加藤様邸タイル剥離工事 有限会社櫻井建築事務所

パナホーム株式会社

田中様邸改修工事 笹崎塗装株式会社 東洋鋼鈑本社改修工事 株式会社マサル

サントスⅡ剥離工事 笹崎塗装株式会社

株式会社齋藤塗装店 松田塗装工業株式会社

三和建装株式会社 金杉台住宅大規模修繕工事 トリヤマ株式会社

第8植松ビル耐震改修工事 笹崎塗装株式会社 五反野ハウス大規模修繕工事 株式会社ツツミワークス

株式会社中村塗装店 ダイヤパレス菅田第2改修工事 株式会社煌

横浜・勝商屋根剥離工事 岩切塗装 株式会社中村塗装店

協和建装工業株式会社 清水ペイント株式会社

株式会社大和 中野商工会館改修工事 株式会社山陽工業

イル・シエロ電気室剥離工事 笹崎塗装株式会社 大昭産業株式会社

日大船橋分校改修工事 株式会社鈴木塗装工務店 協和建装工業株式会社

ヴィラ若木大規模修繕工事 株式会社オガワリフォーム

桜苑二番街改修工事 建装工業株式会社 株式会社中村塗装店

西船橋ハイム大規模修繕工事 宮城建機工業株式会社 緑ハイツ大規模修繕工事 岡島塗装株式会社

株式会社クニザキ 印南製作所外壁工事 株式会社齋藤塗装店

嶋様邸外壁改修工事 協和建装工業株式会社 株式会社カワショウ

泉ハイツ大規模修繕工事 岡島塗装株式会社 株式会社赤石建設

笹崎塗装株式会社 株式会社マルイシ

笹崎塗装株式会社 有限会社三田工務店

新宿駅ビル階段室剥離工事 笹崎塗装株式会社 中目黒ハイツ防水工事 グロリー防水工業株式会社

株式会社ツツミワークス 株式会社ツツミワークス

株式会社船木塗装 株式会社ワールド工業

兼六第4ビル改修工事 有限会社西田塗装工業 関場歯科医院改修工事 大昭産業株式会社


