
工期 現場名 部屋数 施主・売主 ゼネコン・会社名 作業内容 備考
H14.7 ～ 聖蹟桜ヶ丘M 157 興和不動産 大林組 システム家具一式
H15.6 ～ パークスクエア文教音羽M 167 住友不動産 淺沼組 システム家具一式
H16.4 ～ ティスタ西大島 107 新星和不動産 間組 システム家具一式
H17.4 ～ ゼルクハウス国分寺 137 大京・オリックス 清水建設（株） システム家具一式
H18.4 ～ クレストプライムタワー芝 483 ゴールドクレスト 清水建設（株） システム家具一式
H19.10 ～ 池袋東横イン 前田建設 システム家具工事
H19.10 ～ 練馬1丁目ビル 小川建設 LGS工事
H19.11 ～ フェイシア桜堤 291 三井不動産 PS三菱 建具工事
H19.11 ～ 世田谷松原 小川建設 クロス工事
H19.11 ～ 千葉みなと PS三菱 建具工事
H19.12 ～ 生田 小川建設 ボード工応援
H20.10 ～ 西武文理大学 西武文理大学 小川建設 内装工事
H20.10 ～ 西日暮里 オリエンタル・白石 システム家具工事
H20.11 ～ 菊川3丁目 大班建設 洗面化粧台　５９台
H20.11 ～ 緑1丁目 東急建設 システム家具工事　26部屋
H20.12 ～ 三井物産船橋山手 長谷工 便座取付
H20.12 ～ 青梅新町338 長谷工 便座取付
H20.12 ～ ウィルロース池袋 加賀田組 洗面　19台
H20.3 ～ 国分寺松田様邸 オリエンタル・白石 システム家具工事
H20.4 ～ ファーストシーン松島 オリエンタル・白石 システム家具工事
H20.4 ～ 調布小島町 オリエンタル・白石 システム家具工事
H20.4 ～ 滝野川6丁目 オリエンタル・白石 洗面化粧台　５９台
H20.4 ～ 所沢0101 オリエンタル・白石 流し台工事
H20.5 ～ 高井戸計画 鹿島建設 システム家具工事
H20.6 ～ 本天沼 丸善建設 システム家具工事
H20.8 ～ パレスグランレジオつくば千現 30 パルスクリエイト 今井産業 システム家具
H20.8 ～ 大宮タワーズ 前田建設 システム家具工事
H20.9 ～ 大崎 清水建設（株） サンメント工事
H21.2 ～ 日東富工製紛浦和寮 東レ建設 システムキッチン、SK取付
H21.2 ～ HC入間市東町 長谷工 温水便座　61台
H21.2 ～ 新子安通2丁目PJ ナカノフドー 洗面
H21.2 ～ 杉並和泉 若築建設 システム家具工事
H21.2 ～ 東十条 PS三菱 システム家具工事
H21.2 ～ 田端新町3丁目 白石建設 洗面
H21.2 ～ 東元町4丁目 国分寺建設 システムキッチン　21.2小金井
H21.3 ～ クレストフォルム初石 PS三菱 収納工事
H21.5 ～ 田中病院 清水建設（株） 建具工事
H21.5 ～ 武蔵新城 オリエンタル・白石 建具工事
H21.5 ～ 深大寺 寄居建設 建具工事
H21.6 ～ シティータワー新潟 237 住友不動産 清水建設（株） システム家具一式
H21.6 ～ レジデンス上池台 ユアサクオビス（株） 洗面化粧台
H21.7 ～ アークス鷺宮 25 一建設 オリエンタル・白石 洗面、キッチン、システム家具
H21.8 ～ 文京区早野邸 早野様 小川建設 解体工事、内装一式
H21.11 ～ 近鉄船橋前原 長谷工 便座取付
H22.3 ～ コマツ青字路寮 清水建設（株） システム家具
H22.3 ～ 島忠ホームズ （株）小川建設 LGS・ボード工事
H28.6 ～ クーペ株式会社本社リフォーム工事 クーペ（株） マンションリノベーション
H29.1 ～ I　Project （株）ライト コンバートに伴う耐火工事
H29.1 ～ (仮称)八王子八日町複合店舗新築工事 （株）ビーテック 店舗新築工事
H29.10 ～ (仮称)サンクレイドル新宿内藤町　　 （株）小川建設 内装工事
H29.10 ～ (仮称)サンクレイドル新宿内藤町　　 （株）小川建設 軽量鉄骨工事
H29.10 ～ 飯島邸リフォーム工事（鎌倉） 武蔵野住宅販売（株） 住宅リフォーム工事
H29.10 ～ 西加平安楽亭　新築工事 （株）ビーテック 店舗新築工事
H29.10 ～ (仮称)文京区湯島2丁目計画新築　　 （株）小川建設 内装工事
H29.11 ～ パークサイド砧改修工事 (有)アトラスコーポレーション マンション共用部補修工事
H29.11 ～ (仮称)墨田区東向島2丁目計画新築　　 （株）小川建設 内装工事
H29.11 ～ (仮称)北区赤羽西4丁目計画新築　　 （株）小川建設 内装工事
H29.11 ～ (仮称)墨田区東向島2丁目計画新築　　 （株）小川建設 軽量鉄骨工事
H29.11 ～ (仮称)北区赤羽西4丁目計画新築　　 （株）小川建設 軽量鉄骨工事
H29.11 ～ エルアルカサル204号室改修工事 （株）モリス マンションリノベーション工事
H29.11 ～ 鷹の台ワンルームリフォーム工事 （株）DUO アパートリノベーション工事
H29.11 ～ (仮称)文京区湯島2丁目計画新築　　 （株）小川建設 内装工事
H29.2 ～ (仮称)ルーブル東矢口3丁目新築工事 （株）小川建設 内装工事
H29.4 ～ (仮称)文京区湯島2丁目計画新築　　 （株）小川建設 内装工事
H29.4 ～ (仮称)文京区湯島2丁目計画新築　　 （株）小川建設 軽量鉄骨工事
H29.4 ～ 東京都西東京市北町2丁目リフォーム工事 武蔵野住宅販売（株） 住宅リフォーム工事
H29.4 ～ 熊倉邸リフォーム工事（北区赤羽） 武蔵野住宅販売（株） 住宅リフォーム工事
H29.4 ～ 山形セブンプラザ排煙設備更新工事 ユアサクオビス（株） 店舗ビル消防是正工事
H29.6 ～ (仮称)八王子市八日町複合店舗新築工事 （株）ビーテック 店舗新築工事
H29.7 ～ 網代ホームきずな改築工事　 （株）小川建設 内装工事
H29.8 ～ 川崎市藤崎3丁目マンション新築工事 （株）ビーテック 内装工事
H29.8 ～ 網代ホームきずな改築工事　 （株）小川建設 内装工事
H29.9 ～ 下里1丁目新築工事 （株）ユーアイコム 社屋新築工事
H29.9 ～ 東京堂千代田ビルディング ユアサクオビス（株） ビル大規模改修工事（内装）
H29.9 ～ 網代ホームきずな改築工事　 （株）小川建設 軽量鉄骨工事
H29.9 ～ 網代ホームきずな改築工事　 （株）小川建設 軽量鉄骨工事
H29.9 ～ 養生・クリーニング工事（エルザ５５） ユアサクオビス（株） インターホン交換工事（共用部養生）
H29.9 ～ 東中野4丁目住商マンション 清水建設（株） 超高層マンションシステム家具工事
H30.1 (仮称)北区赤羽西4丁目計画新築　　 (株)小川建設 内装工事
H30.3 ～ 大蔵一雄様邸外構工事 小野寺建設(有) 外構工事
H30.4 ～ つた屋本舗芝園団地建築工事 高井鉄夫 店舗改修工事（たこ焼き屋さん）
H30.4 ～ 三鷹駅南口再開発TC工事 ユアサクオビス（株） トイレカウンター取付工事
H30.6 ～ マリンマンション301号室改修工事 （株）京浜マリンエンジニアリング マンションリノベーション工事
H30.6 ～ マリンマンション305号室改修工事 （株）京浜マリンエンジニアリング マンションリノベーション工事
H30.7 ～ リフォーム工事 武蔵野住宅販売（株） リフォーム工事
H30.7 ～ (仮称)市川市南八幡5丁目計画新築工事 (株)小川建設 内装工事
H30.8 ～ 桜新町2丁目計画　外構工事 設計監理会社　庭研 外構工事
H30.8 ～ 屋根修繕（雨漏り）・内装クロス工事 武蔵野住宅販売（株） 修繕工事
H30.8 ～ 網代ホームきずな改築工事第2期工事 (株)小川建設 内装工事
H30.9 ～ (仮称)スペーシア南砂町新築工事 (株)小川建設 内装工事


