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現場名 住所 作業内容
ＢＡＢＹ原宿 東京都渋谷区 テラゾー施工（床300㎡、壁、建具・棚・テーブル・カウンター）
joyfit+代官山内装工事2 東京都渋谷区 モールテックス施工（床9.45㎡）研磨仕上げ
（仮称）ファーストキャビン柏の葉 千葉県柏市 モールテックス施工（床10㎡）
ワールドパレス武蔵小山1102号室改修工事 東京都品川区 モールテックス施工（玄関面積≒1㎡）
酒井秀明・光里様邸新築工事 群馬県富岡市 モールテックス施工（玄関床、造作洗面台）
千駄ヶ谷ジュエリー左官工事 東京都渋谷区 モールテックス施工（床15㎡、壁、カウンター）
部屋内モールテックス 東京都目黒区 モールテックス施工（床30㎡）
（仮称）ロングライフ千間台新築工事 埼玉県越谷市 塗床施工（58㎡）、ジョリパッド施工（壁320㎡）
羽田空港 茶寮翠泉 東京都大田区 ジョリパッド施工（44㎡）、モールテックス施工（8㎡）
広尾鮨 東京都港区 ジョリパッド施工
amie松戸 千葉県松戸市 カチオン薄塗（カウンター他）
八王子西寺方町改修工事 東京都八王子 ジョリパット施工（壁、校倉仕上げ）
新宿 茶寮翠泉 東京都新宿区 ジョリパッド施工（壁、腰壁、床、合計77㎡細流仕上）
某テーマパーク内アトラクション新築工事 大阪府大阪市 内装左官仕上げ
人形町天ぷらやぐち左官工事 東京都中央区 防水下地、ジョリパッド仕上げ（35㎡）、他左官工事
川口市モールテックス工事 埼玉県川口市 モールテックス施工（壁面30㎡）
神田錦町壁補修工事 東京都千代田区 モルタル色合わせ施工（外壁面補修）
フィルパーク目黒3F内装工事 東京都目黒区 カチオン仕上げ（内壁、柱、梁、合計80㎡）
店舗改修工事（ベトナム料理店・焼肉店） 東京都世田谷区 モールテックス施工（壁、カウンター）、タイル貼り
（仮）井上様邸マンション改装計画 東京都文京区 タイル貼り（床、壁）
品川Ｖタワー34階3406号室改修工事 東京都港区 珪藻土左官仕上げ（12.6㎡）シルタッチテクスチャー仕上げ
恵比寿シャンボールタイル工事 東京都渋谷区 タイル貼り
個人邸壁左官工事 東京都葛飾区 聚楽仕上げ（床、17㎡）シコク聚楽京壁
（仮称）株式会社住信建託様ホテル新築工事 東京都台東区 モールテックス施工（壁8㎡、カウンター）
羊SUNRISE西麻布 東京都港区 りしん掻き落とし仕上げ（28.5㎡）、床カチオン
上野毛ハイム3号棟6階タイル貼工事 東京都世田谷区 タイル貼り
佐藤邸工事 神奈川県横浜市 ジョリパット施工（壁）エコカラット
清水建設北陸支店新築工事 石川県金沢市 研磨高光沢仕上げ（床1,200㎡）
車力厨房左官工事 東京都千代田区 ジョリパットトラバーチン調仕上げ（天井・壁、合計185.4㎡）
ユニチカ日本橋ビル 東京都中央区 モールテックス施工、タイル貼り
ジェイリース様オフィス移転工事 東京都新宿区 モールテックス施工（壁、バーカウンター、エントランス他、合計52.5㎡）
亀戸 梅谷邸 モールテックス工事 東京都江東区 モールテックス施工（玄関、キッチン、合計15.5㎡）
千歳船橋 モールテックス工事 東京都世田谷区 モールテックス施工（キッチン、カウンター、洗面カウンター、玄関）
八潮ガレージ 埼玉県八潮市 コンクリート打ち放し風仕上げ（壁）
浅野邸工事 東京都練馬区 モールテックス施工（カウンター）
野田カーショップ 千葉県野田市 ジョリパッド施工（44㎡）、モールテックス施工（8㎡）



ドルメン大塚ビル1階 東京都豊島区 ジョリパッドサンディング仕上げ（外壁23㎡）、洗い出し
鈴木作史郎邸 宮城県仙台市 研磨高光沢仕上げ（40㎡）
大宮飲食店 埼玉県さいたま市 モールテックス施工（壁、カウンター）
銀座飲食店モールテックス工事 東京都渋谷区 モールテックス施工(厨房内作業台)
世田谷店舗モールテックス工事 東京都世田谷区 モールテックス施工(キッチンカウンター)
目黒区住居モールテックス工事 東京都目黒区 モールテックス施工(床仕上げ)
パセオ舞浜イーストモールテックス工事 千葉県浦安市 モールテックス施工(カウンター～天井1.5㎡)
住居モールテックス工事 東京都港区 モールテックス施工(キッチンカウンター)
荒島邸工事 神奈川県鎌倉市 カチオン下塗り、タイル貼り(天井、壁、床)
島谷邸工事 神奈川県鎌倉市 漆喰、タイル貼り（床、壁）
スタジオバジル新築工事 東京都北区 漆喰、タイル貼り（床、壁）
某鮨銀座店新築工事 東京都中央区 漆喰仕上げ126㎡
草加住居改修工事 埼玉県草加市 漆喰仕上げ
台東区マンション補修工事 東京都台東区 漆喰、外壁面補修
渋谷美容サロン補修工事 東京都渋谷区 漆喰補修
新宿飲食店舗 東京都新宿区 ジョリパット施工5㎡
銀座飲食店舗 東京都中央区 漆喰仕上げ
柴又駅前広場店舗新築工事 東京都葛飾区 ジョリパット施工400㎡
厚木炭焼左官工事 神奈川県厚木市 モールテックス施工、ジョリパット施工
駒沢新築工事 東京都目黒区 ジョリパット施工378.5㎡
自由が丘美容サロン店舗 東京都目黒区 ジョリパット施工20㎡
藤沢店舗 神奈川県藤沢市 ジョリパット施工(壁5㎡)
大船美容サロン店舗 神奈川県横浜市 ジョリパット施工6㎡
小西邸新築工事 千葉県佐倉市 ジョリパット施工
流山おおたかの森新築工事 千葉県流山市 ジョリパット施工150㎡
麻布十番某鮨店舗 東京都港区 ジョリパット施工、漆喰仕上げ60㎡
北大塚壁補修工事 東京都豊島区 ジョリパットサンディング仕上げ、カチオン塗り23㎡ 
片瀬学園左官工事 神奈川県藤沢市 カチオン、各所補修
飲食店トイレ床改修工事 東京都墨田区 モールテックス施工、カチオンしごき5.2㎡
株式会社Kurazo様工場床改修工事 埼玉県八潮市 カチオン17.7㎡
店舗改修 東京都目黒区 壁カチオン塗り
印刷会社改修工事 東京都江東区 浴室タイル面カチオン29㎡
ヤマト運輸営業所現状復旧工事 東京都荒川区 カチオンワン塗り23㎡
込山邸補修工事 東京都品川区 壁タイル面カチオン補修 床各所補修 
柏カフェ補修工事 千葉県柏市 カチオン下塗り(トイレ)
大谷美装補修工事 埼玉県草加市 床カチオン補修
渋谷区コンクリート床改修工事 東京都渋谷区 既存床タイルの上カチオン補修3㎡
西麻布ビル 東京都港区 壁補修 床カチオン塗り
川崎駅前クリニック改修工事 神奈川県川崎市 床カチオン塗り



虎ノ門事務所移転新装工事 東京都港区 階段カチオン塗り
伊藤忠ガーデン1階大江戸現状回復工事 東京都港区 カチオン塗り(壁、柱)25㎡
アイダヤビル左官工事 東京都西東京市 壁カチオン補修及び仕上げ20㎡
国華ビル2F左官工事 東京都目黒区 タイルカチオン4㎡
西池袋4町目マンション新築工事 東京都豊島区 床カチオン塗り 階段補修
明治記念館補修工事 東京都港区 壁カチオン塗り10㎡
熊谷飲食店舗 埼玉県熊谷市 カチオン2㎡
渋谷オフィスビル1Ｆ補修工事 東京都渋谷区 塗床面カチオン2回塗り 梁補修
八王子大型家具インテリア専門店改修工事 東京都八王子市 カチオン塗り35㎡
目黒区スタジオ壁床補修工事 東京都目黒区 壁カチオン塗り12㎡
第三小学校北校舎等排水管等改修工事 東京都武蔵野市 タイルカチオン塗り
豪徳寺パティスリー 東京都世田谷区 モールテックス施工、床カチオン補修
高嶺小学校トイレ改修工事 東京都八王子市 カチオン部分約40㎡
鹿島小学校トイレ改修工事 東京都八王子市 カチオン部分約68㎡
高田馬場改修工事 東京都新宿区 カチオン伏せ込み62㎡
赤坂店舗 東京都港区 カチオン薄塗り40㎡
アウディ足立 整備場床修繕工事 東京都足立区 カチオン部分補修 500×500 10箇所
北山邸改修工事 神奈川県横浜市 タイル貼り
北大塚壁補修工事 東京都豊島区 タイル貼り、カチオン塗り33㎡
北品川左官工事 東京都品川区 タイル貼り
逗子 神奈川県横須賀市 タイル貼り
上野毛ハイム 東京都世田谷区 タイル貼り


