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（仮称）株式会社日本陸送寄居営業所新倉庫建設工事 埼玉県大里郡寄居町 倉庫 12049.69㎡

（仮称）DPL横浜戸塚新築工事 神奈川県横浜市戸塚区 倉庫 126,304㎡

（仮称）アパホテル上野駅前新築工事 東京都台東区 ホテル 4600.00㎡

（仮称）アパホテル上野南新築工事 東京都台東区 ホテル 6175.90㎡

（仮称）イデシギョー株式会社倉庫棟新築工事 静岡県富士市 倉庫 10727.00㎡

（仮称）オープンレジデンシア板橋1丁目新築工事 東京都板橋区 マンション 1475.76㎡

（仮称）ケアガーデン鴻巣 新築工事 埼玉県鴻巣市 病院・高齢者施設 2,000.0㎡

（仮称）ケーズデンキ岩槻店新築工事 埼玉県さいたま市 店舗 5,531.56㎡

（仮称）スズキ自販埼玉アリーナ春日部移転新築工事 埼玉県春日部市 店舗 1,489.3㎡

（仮称）ドラッグコスモス四之宮店新築工事 神奈川県平塚市 店舗 1314.00㎡

（仮称）トリプルスリープロジェクト 神奈川県平塚市 店舗 4066.68㎡

（仮称）ニトリさいたま中央店新築工事 埼玉県さいたま市 店舗 7510.22㎡

（仮称）ニトリ石狩ＤＣ新築工事（施工中） 北海道石狩市 倉庫 74,756㎡

（仮称）ニトリ目黒店新築工事 東京都目黒区 店舗 14181.41㎡

（仮称）ベルク相模原宮下本町店新築工事 神奈川県相模原市 店舗 2776.00㎡

（仮称）羽生市複合商業施設Ａ棟新築工事 埼玉県羽生市 商業施設 21,609㎡

（仮称）浦安市港物流センター新築工事 千葉県浦安市 倉庫 34,640.72㎡

（仮称）浦和美園物流センター開発計画 埼玉県さいたま市 倉庫 7813.64㎡

（仮称）株式会社ホロン本社工場新築工事 東京都立川市 工場 4584.40㎡

（仮称）株式会社ミライト千葉東技術センタ建設工事 千葉県成田市 工場 2952.00㎡

（仮称）関町東集合住宅新築工事 東京都練馬区 マンション 812.75㎡

（仮称）岩槻物流センター新築工事 埼玉県さいたま市岩槻区 倉庫 19533.00㎡

（仮称）厚木市物流倉庫計画新築工事 神奈川県厚木市 倉庫 6,645.1㎡

（仮称）江東区東砂6丁目物流施設計画 東京都江東区 倉庫 16916.83㎡

（仮称）麹町5丁目計画新築工事 東京都千代田区 事務所 48000㎡

（仮称）埼玉ダイハツ販売株式会社 草加八潮店 新築工事 埼玉県草加市 店舗 1119.70㎡

（仮称）三共リース株式会社草加新築工事 埼玉県草加市 倉庫 6030.40㎡

（仮称）三幸学園横浜B&B専門学校新築工事 神奈川県横浜市 学校 1,088.12㎡
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（仮称）春日部中央ビル新築工事 埼玉県春日部 ビル 2184.00㎡

（仮称）小宮山印刷ふじみ野工場新築工事（施工中） 埼玉県ふじみ野市 工場 8,000㎡

（仮称）松戸物流センター新築工事 千葉県松戸市 倉庫 20142.00㎡

（仮称）沼袋マンション新築工事 東京都中野区 マンション 2733.75㎡

（仮称）新越谷1丁目共同住宅新築工事（西・東棟） 埼玉県越谷市 マンション 4242.00㎡

（仮称）新宿区南元町計画新築工事 東京都新宿区 マンション 1416.00㎡

（仮称）新宿住吉町計画グランドメゾン新宿曙橋新築工事 東京都新宿区 マンション 2699.98㎡

（仮称）森ヶ崎浄水場改良工事 東京都大田区 公共施設 2375.81㎡

（仮称）世田谷区船橋6丁目計画工事（施工中） 東京都世田谷区 マンション 19974.53㎡

（仮称）西池袋4丁目マンション新築工事 東京都豊島区 マンション 1694.02㎡

（仮称）千駄ヶ谷マンション 東京都渋谷区 マンション 753.60㎡

（仮称）川口市栄町計画 埼玉県川口市 マンション 3903.50㎡

（仮称）相模原市中央区南橋本4丁目計画新築工事 神奈川県相模原市 マンション 685.93㎡

（仮称）草加市瀬崎2丁目貸店舗新築工事 埼玉県草加市 店舗 886.0㎡

（仮称）草加特定流通業務施設計画 埼玉県草加市 倉庫 7964.80㎡

（仮称）草加物流センター新築工事 埼玉県草加市 倉庫 51007.91㎡

（仮称）台東３丁目マンション新築工事 東京都台東区 マンション 751.04㎡

（仮称）台東区駒形2丁目計画新築工事 東京都台東区 公共施設 1999.08㎡

（仮称）殿町プロジェクトC工事（施工中） 神奈川県川崎市 事務所 13280.50㎡

（仮称）東日暮里計画新築工事 東京都台東区 マンション 4,535.81㎡

（仮称）豊洲2丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区Ｂ棟 東京都江東区 商業施設 258420.00㎡

（仮称）望星病院新築工事 埼玉県さいたま市浦和区 病院・高齢者施設 4190.00㎡

（仮称）北関東スチールセンター 埼玉県八潮市 工場 2808.00㎡

（仮称）墨田区両国プロジェクト新築工事（施工中） 東京都墨田区 マンション 997.24㎡

（仮称）有限会社藤沢急送岡部榛沢倉庫新築工事 埼玉県深谷市 倉庫 2724.76㎡

（仮称）有明アリーナ新築工事 東京都江東区 スポーツ施設 47252.98㎡

GLP相模原プロジェクトSITE1作業所 神奈川県相模原市中央区 倉庫 59,590㎡

ＧＬＰ柏Ⅱプロジェクト 千葉県柏市 倉庫 33,122㎡
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GLP八千代Ⅲプロジェクト 千葉県八千代市 倉庫 59,590㎡

GLP北本プロジェクト 埼玉県北本市 倉庫 54,478.05㎡

GLP北本プロジェクト 埼玉県北本市 倉庫 54,478㎡

住不有明北3-1地区B-1街区補修工事 東京都江東区 商業施設 301500㎡

アイテラスANNEX計画新築工事 東京都豊島区 店舗 3987.85㎡

浦安市テーマパーク大規模開発（第二工区）（施工中） 千葉県浦安市 商業施設 10,000㎡

エストラルゴ駒沢Ⅱ新築工事 東京都目黒区 マンション 692.85㎡

サピアタワー 東京都千代田区 ビル 78,278㎡

プレール・ドゥーク森下Ⅲ新築工事作業所（施工中） 東京都墨田区 マンション 1657.18㎡

ユニテ様倉庫改修工事 埼玉県草加市 倉庫 4,800.0㎡

ロングライフ千間台 埼玉県越谷市 病院・高齢者施設 1600.00㎡

磯子区杉田物流センター 神奈川県横浜市 倉庫 1500.00㎡

羽田旭町プロジェクト新築工事 東京都大田区 倉庫 81,000㎡

栄和化工株式会社 工場・事務所 新築工事 埼玉県三郷市 工場 3000.00㎡

越谷ディストリビューションセンター新築工事 埼玉県越谷市 倉庫 5,823.02㎡

下目黒三丁目計画新築工事 東京都目黒区 マンション 4,345.93㎡

葛飾区青戸2丁目計画 東京都葛飾区 マンション 2315.11㎡

川崎南町共同住宅（施工中） 神奈川県川崎市 マンション 1,500㎡

葛西トラックターミナルA棟（仮称）建設工事 東京都江戸川区 倉庫 56484.07㎡

株式会社井上運送佐谷田倉庫新築工事 埼玉県熊谷市 倉庫 3,246.01㎡

蒲田1丁目補修工事 東京都大田区 商業施設 5543.63㎡

吉川市新庁舎建設工事(付属棟建設工事) 埼玉県吉川市 公共施設 7488.27㎡

共同印刷株式会社 東京都文京区 事務所 5500.00㎡

玉川田園調布2丁目計画 東京都世田谷区 マンション 1197.87㎡

戸田市南町計画新築工事 埼玉県戸田市 倉庫 1265.25㎡

江東区深川江戸資料館改修工事（施工中） 東京都江東区 5236.00㎡

港区北青山テナントビルテラス補修工事 東京都港区 飲食店 590.32㎡

三井不動産ロジスティクスパーク海老名Ⅰ新築工事（施工中） 神奈川県海老名市 倉庫 116,300㎡
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三鷹市下連雀3丁目計画新築工事 東京都三鷹市 マンション 1120.22㎡

三菱ケミカル横浜総合研究所再構築 神奈川県横浜市青葉区 工場 15039.00㎡

三菱商事ロジスティクス京浜事業所 神奈川県横浜市 倉庫 40,105㎡

山形トヨペット東バイパス新築工事 山形県山形市 店舗 1557.64㎡

渋谷駅街区東棟新築工事 東京都渋谷区 商業施設 181000.00㎡

順天堂大学練馬病院４号館増築工事 東京都練馬区 病院・高齢者施設 2500.00㎡

所沢駅東口駅ビル改修工事 埼玉県所沢市 店舗 66,406㎡

上高田共同住宅新築工事 東京都中野区 マンション 2100.07㎡

新河岸川サイホン 埼玉県志木市 公共施設 1,000.0㎡

新三郷浄水場 埼玉県三郷市 公共施設 8,200.0㎡

清瀬水再生センター補修工事 東京都清瀬市 公共施設 1336.00㎡

西荻窪プロジェクト邸新築工事 東京都杉並区 マンション 1575.54㎡

西松建設蕨社宅・独身寮立替計画 埼玉県川口市 マンション 6952.00㎡

西池袋4町目マンション新築工事 東京都豊島区 マンション 1694.02㎡

浅草3丁目プロジェクト新築工事 東京都台東区 マンション 3105.73㎡

大田区蒲田1丁目計画 東京都大田区 マンション 1766.18㎡

滝野川プロジェクト新築工事 東京都北区 マンション  1,247.17㎡

滝野川プロジェクト新築工事 東京都北区 マンション 1247.17㎡

辰巳排水機場（再整備）建築工事 東京都江東区 公共施設 1815.05㎡

中村橋プロジェクト補修工事 東京都練馬区 マンション 2099.39㎡

中野トーハンマンション改修工事 東京都中野区 マンション 1,500.0㎡

中野二丁目地区第一種市街地再開発事業新築工事（施工中） 東京都中野区 マンション 49,343㎡

帝蚕倉庫株式会社横浜物流センター 増築計画 神奈川県横浜市鶴見区 倉庫 10000.00㎡

東京運送日高物流センター 埼玉県日高市 倉庫 3421.24㎡

東京国際エアカーゴターミナル新築工事 東京都大田区羽田空港 公共施設 13031.00㎡

東京大井水素ステーション建設工事 東京都品川区 公共施設 2,900.0㎡

特別養護老人ホーム浅草大規模改修工事（施工中） 東京都台東区 病院・高齢者施設 3,000㎡

入船小学校改修工事 千葉県浦安市 学校 2936.00㎡
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梅島第一小学校改修工事 東京都足立区 学校 814.0㎡

八王子市⾧房地区まちづくりプロジェクト 東京都八王子市 商業施設 13178.00㎡

八潮運輸倉庫床補修工事 埼玉県八潮市 倉庫 1,258.14㎡

百人町ホテル新築工事 東京都新宿区 ホテル 787.28㎡

片瀬学園 神奈川県藤沢市 学校 4800.00㎡

北沢1丁目AP A号棟新築工事 東京都世田谷区 マンション 3828.19㎡

木村屋總本店工場床改修工事 千葉県柏市 工場 830.0㎡

陸自(29)車両整備場等新設建築工事 沖縄県宮古島市 工場 1738.00㎡

流山おおたかの森B45街区計画新築工事 千葉県流山市 商業施設 33,402㎡

茗荷谷プロジェクト新築工事 東京都文京区 公共施設 4178.49㎡

（仮称）阿佐ヶ谷PJ（施工中） 東京都杉並区 マンション 946㎡

K様マンション新築工事（施工中） 東京都八王子市 マンション 1,000㎡

伊原運送倉庫新築工事 埼玉県三郷市 倉庫 1511.8㎡

ファナック(株)第19・20社宅建設工事 山梨県南都留郡 戸建住宅 4444.2㎡

品川店舗床工事 東京都品川区 店舗 1020㎡

（仮称）日伸工業ビル新築工事 神奈川県横浜市 ビル 650㎡

フランスベッド販売㈱横浜ショールーム 床補修工事 神奈川県横浜市西区 ショールーム 550㎡

株式会社曙運輸低温倉庫新築工事 茨城県稲敷市 倉庫 845㎡

下高井戸希望の家新築工事 東京都杉並区 マンション 933.5㎡

田中ビル改修工事 東京都文京区 ビル 1,000㎡

鹿門館新築工事 東京都杉並区 マンション 500㎡

東福寺庫裡新築工事 東京都渋谷区 宗教施設 2581.2㎡

久米川クリニック新築工事 東京都東村山市 病院・高齢者施設 2000㎡

（仮称）台東３丁目マンション新築工事 東京都台東区 マンション 2000㎡

北区マンション計画 東京都北区 マンション 1500㎡

（仮称）望星病院新築工事 埼玉県さいたま市 病院・高齢者施設 800㎡

コープタウン見附橋 駐輪場改修工事 東京都八王子市 マンション 600㎡

（仮称）仮称 八広晴山苑 東京都墨田区 病院・高齢者施設 669㎡
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（仮称）ロッテアライリゾートプロジェクト改修及び新築工事 新潟県妙高市 スポーツ施設 1500㎡

H29大谷田一丁目団地1号棟他3棟脱気絶縁複合防水工事 東京都足立区 マンション 671㎡

（仮称）豊川新工場新築工事 愛知県豊川市 工場 1449㎡

東京東信用金庫鎌田支店新築工事 東京都江戸川区 公共施設 900㎡

浜屋ガラス飛田給倉庫新築工事 東京都調布市 倉庫 900㎡

（仮称）ホクト(株)新関東配送センター新築工事 埼玉県幸手市 工場 1893㎡

浜屋ガラス飛田給倉庫新築工事 東京都調布市 倉庫 950㎡

目黒区東山小学校校舎改築等工事（前期） 東京都目黒区 学校 500㎡

東京都清瀬水再生センター 東京都清瀬市 公共施設 2000㎡
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清明寮左官工事（施工中） 東京都小平市

六町アステール駐輪場（施工中） 東京都足立区

ルミネ大和（施工中） 神奈川県大和市

大森北BER工事（施工中） 東京都大田区

栄和化工株式会社 工場・事務所 新築工事（施工中） 埼玉県三郷市

（仮称）ASTILE代官山左官工事（施工中） 東京都渋谷区

ハウスグローエジャパン（施工中） 東京都品川区

T様邸（施工中） 東京都港区

（仮称）PIZAA中野店（施工中） 東京都中野区

S様邸リノベーション工事（施工中） 千葉県浦安市

赤坂3丁目PJ 東京都港区

茶茶花DDホールディングス新宿店舗工事 東京都新宿区

カテリーナ左官工事 東京都新宿区

（仮称）殿町プロジェクトC工事 神奈川県川崎市

ルネッサンスビル6F店舗工事 東京都港区

江東区深川江戸資料館改修工事 東京都江東区

nanamica レディース 新装工事 東京都渋谷区

戸田市マンション改修工事 埼玉県戸田市

関内カサハラビル1F床改修工事 神奈川県横浜市

Cheese Dish Factory 渋谷モディ店改修工事 東京都渋谷区

コスモ浦和常盤ヴェルテックス改修工事 埼玉県さいたま市

O様邸改修工事 東京都板橋区

南青山テナント改修工事 東京都港区

小平市マンション改修工事 東京都小平市

AGV走行対応倉庫改修工事 滋賀県蒲生郡

K様邸床補修工事 東京都練馬区

目黒本町5丁目PJ新築工事 東京都目黒区

イトーピア清瀬改修工事 埼玉県新座市

工場

マンション

店舗

戸建住宅

店舗

戸建住宅

2022年4月更新

用途

寮

駐車場

商業施設

飲食店

店舗

マンション

マンション

店舗

マンション

戸建住宅

マンション

店舗

店舗

店舗

店舗

公共施設

店舗

マンション

倉庫

戸建住宅

マンション

マンション



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

天神１丁目物置付⾧屋新築工事 埼玉県三郷市

アナザーワールド新築工事 千葉県八千代市

MB CAFE東急プラザ改修工事 東京都渋谷区

Mood.omotesando.Tokyo補修工事 東京都渋谷区

Y様邸改修工事 千葉県流山市

佐野地域学習センター学童ホール床改修その他工事 東京都足立区

中目黒バーカウンター天板工事 東京都目黒区

千駄ヶ谷マンション改修工事 東京都渋谷区

アウディ足立 整備場床修繕工事 東京都足立区

オリエントロイヤルハウス経堂工事 東京都世田谷区

中央区銀座アパレルショップ改修工事 東京都中央区

文京区関口台町小学校給食室改修工事 東京都文京区

（仮称）目白トリミングサロンリニューアル工事 東京都新宿区

栄和化工株式会社 工場・事務所 新築工事 埼玉県三郷市

柏市立柏の葉小学校校舎増築工事 千葉県柏市

ヤマス 柏の葉プロジェクト新築工事 千葉県柏市

（仮称）恵比寿土間打設（GOLD 4F) 東京都渋谷区

マンション１Ｆ事務所改修工事 東京都墨田区

（仮称）千代田区東神田2丁目ホテル新築工事 東京都千代田区

新座市マンション改修工事 埼玉県新座市

東京薬科大補修工事 東京都八王子市

ファミリーマート那珂飯田店改修工事 茨城県那珂市

学芸大学テラス新築工事 東京都世田谷区

銀座鮨店厨房工事 東京都中央区

E様邸改修工事 ⾧野県中野市

（仮称）千駄ヶ谷マンション新築工事 東京都渋谷区

中村ビル改修工事 東京都台東区

北大塚壁補修工事 東京都豊島区

事務所

店舗

店舗

商業施設

マンション

公共施設

2022年4月更新

用途

店舗

工場

学校

店舗

店舗

マンション

店舗

マンション

店舗

マンション

店舗

学校

戸建住宅

マンション

ビル

店舗

ホテル

マンション

学校

店舗

学校

店舗



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

永福町ヘアサロン補修工事 東京都杉並区

麻布十番鮨店新築工事 東京都港区

高尾山学園トイレ改修工事 東京都八王子市

（仮称）六本木商業ビルBAR 東京都港区

ホテルゲイツイン増築工事 千葉県松戸市

流山おおたかの森B45街区計画新築工事 千葉県流山市

中村様倉庫床補修工事 埼玉県越谷市

 (仮称)若林4丁目計画新築工事 東京都世田谷区

高田馬場改修工事 東京都新宿区

豪徳寺パティスリー床補修工事 東京都世田谷区

倉庫床改修工事 滋賀県蒲生郡

EMMO FAICE CLINIC 新装工事 埼玉県さいたま市

高倉第一ビル補修工事 東京都新宿区

昭島市マンション改修工事 東京都昭島市

第三小学校北校舎等排水管等改修工事 東京都武蔵野市

新町1丁目集合住宅新築工事 東京都世田谷区

鹿島小学校トイレ改修工事 東京都八王子市

K様邸新築工事 千葉県松戸市

パーソナルジムCHANCE新築工事 東京都目黒区

高嶺小学校トイレ改修工事 東京都八王子市

練馬区マンション改修工事 東京都練馬区

（仮称）日本梱包運輸倉庫㈱小川営業所流通倉庫建設工事 埼玉県比企郡

大宮区バーリニューアル工事 埼玉県さいたま市

高嶺小学校トイレ改修工事 東京都八王子市

佐倉市N様邸 千葉県佐倉市

松枝小学校トイレ改修工事 東京都八王子市

東京薬科大床補修工事 東京都八王子市

志木市美容室床工事 埼玉県志木市

店舗

店舗

2022年4月更新

用途

店舗

店舗

倉庫

病院・高齢者施設

事務所

マンション

学校

店舗

ホテル

店舗

倉庫

ホテル

マンション

倉庫

店舗

学校

戸建住宅

学校

学校

マンション

学校

戸建住宅

スポーツ施設

学校

学校

店舗



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

セラード武蔵浦和改修工事 埼玉県さいたま市

鶴ヶ島庁舎トイレ改修工事 埼玉県鶴ヶ島市

厚木炭焼新築工事 神奈川県厚木市

拝島給水所改修工事 東京都昭島市

品川シーズンテラス 東京都港区

川崎市プロレス道場 神奈川県川崎市

セザール東大宮改修工事 埼玉県さいたま市

野田カーショップ 千葉県野田市

ゼスト川崎ALCビル 神奈川県川崎市

大船排水所改修工事 東京都八王子市

目白カルチャービル 東京都豊島区

東十条整骨院 東京都北区

暁町浄水所改修工事 東京都八王子市

株式会社Totteスタジオ工事 東京都目黒区

千歳船橋マンション改修工事 東京都世田谷区

ハ重州さくら通りビル改修工事（仮称）建設工事 東京都中央区

アンジェリカミッシェル大船店 神奈川県横浜市

A様邸改修工事 千葉県松戸市

A様邸リニューアル工事 東京都練馬区

S様邸改修工事 千葉県船橋市

M様邸改修工事 神奈川県横浜市

ユニチカ日本橋ビル店舗改装工事 東京都中央区

広尾鮨店 東京都港区

相模大野店舗改修工事 神奈川県相模原市

村内ファニチャーアクセス様八王子本店1階トイレ改修工事 東京都八王子市

学生ラウンジ計画 東京都千代田

熊谷市飲食店改修工事 埼玉県熊谷市

月島マンション改修工事 東京都中央区

店舗

スポーツ施設

マンション

店舗

ビル

公共施設

マンション

公共施設

店舗

公共施設

2022年4月更新

用途

店舗

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

店舗

ビル

病院・高齢者施設

公共施設

店舗

マンション

ビル

店舗

店舗

店舗

店舗

店舗

マンション



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

藤沢飲食店リニューアル工事 神奈川県藤沢市

自由が丘トリートメント専門店 東京都目黒区

新宿区飲食店 東京都新宿区

目黒区ビル改修工事 東京都目黒区

亀戸マンションリニューアル工事 東京都江東区

J様様オフィス移転工事 東京都新宿区

那須塩原市ビルトイン車庫 栃木県那須塩原市

A様邸リニューアル工事 茨城県取手市

千葉市マンション改修工事 千葉県千葉市

ラゾーナ川崎店舗改修工事 神奈川県川崎市

大阪市松尾ビル改修工事 大阪府大阪市

移動台車走行床修繕工事 茨城県小美玉市

羊SUNRISE西麻布 東京都港区

弘明寺整骨院改修工事 神奈川県横浜市

藤沢市マンション1階店舗床工事 神奈川県藤沢市

株式会社住信建託様ホテル新築工事 東京都台東区

上野毛ハイム改修工事 東京都世田谷区

（仮称）かやまる幼稚園 新築工事 茨城県つくば市

中野区新井プロジェクト 東京都中野区

大森西2丁目住宅新築工事（仮称） 東京都大田区

（仮称）ASTILE代官山 東京都渋谷区

上落合3丁目計画新築工事 東京都新宿区

南千束1丁目保育園新築工事 東京都大田区

新築マンション共用部工事 東京都目黒区

きのこ農園 神奈川県横浜市

ららぽーと柏の葉 千葉県柏市

BLP南台改修工事 東京都中野区

丸栄有限会社工場新築工事 東京都足立区

店舗

店舗

店舗

ビル

戸建住宅

事務所

2022年4月更新

用途

店舗

病院・高齢者施設

マンション

ホテル

マンション

学校

駐車場

戸建住宅

マンション

店舗

ビル

倉庫

公共施設

商業施設

マンション

店舗

マンション

マンション

マンション

マンション

学校

マンション



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

（仮称）柴又駅前広場店舗新築工事 東京都葛飾区

株式会社産業医かつき虎ノ門事務所移転新装工事 東京都港区

藤沢市マンション1階店舗床工事 神奈川県藤沢市

東品川保育園1階保育室内装改修工事 東京都品川区

スリーアイ薬局神山町店補修工事 東京都渋谷区

某厚木炭焼店補修工事 神奈川県厚木市

ＢＬＰ大島床改修工事 東京都江東区

ＢＬＰ前橋床改修工事 群馬県前橋市

大田区東矢口3丁目新築工事 東京都大田区

ソフィア小岩床補修工事 東京都江戸川区

都立白鴎高等学校(31)校舎棟便所改修工事 東京都台東区

グリーンヒル寺田修繕工事 東京都品川区

下馬ハイム改修工事 東京都世田谷区

都立山崎高等学校補修工事 東京都町田市

江東区某印刷会社改修工事 東京都江東区

LITALICO南越谷様床改修工事 埼玉県越谷市

小松川テクノタウン改修工事 東京都江戸川区

ベイシティ浦安改修工事 千葉県浦安市

パーカー加工株式会社床補修工事 埼玉県川越市

鶴ヶ島市藤小学校トイレ改修工事 埼玉県鶴ヶ島市

ヘキサート六本木テナント1階新築工事 東京都港区

BABY🄬HARAJUKU STORE 東京都渋谷区

目黒区立烏森小学校東系統トイレ環境改善工事 東京都目黒区

上野毛2丁目作業所 東京都世田谷区

目黒区立駒場小学校なのはなルーム改善工事 東京都目黒区

S様・O様邸新築工事 埼玉県和光市

明海小学校改修工事 千葉県浦安市

株式会社カツシカ 2F床セルフレベリング工事作業所 東京都葛飾区

店舗

事務所

2022年4月更新

用途

マンション

マンション

学校

マンション

商業施設

学校

マンション

学校

店舗

店舗

店舗

店舗

学校

工場

店舗

店舗

学校

工場

学校

戸建住宅

事務所

戸建住宅

商業施設

マンション

工場

学校



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

I様邸 千葉県袖ヶ浦市

N様邸 神奈川県鎌倉市

K様邸 東京都目黒区

アクロスプラザ東久留米A・B棟新築工事 東京都東久留米市

サンレンビル店舗工事 東京都千代田区

（仮称）川名辺歯科医院２階改修等工事 東京都大田区

株式会社環境システムサービス事務所 新築工事 神奈川県相模原市

関町南3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都練馬区

A様邸新築工事 東京都武蔵野市

（仮称）赤羽岩渕町共同住宅計画 東京都北区

N様邸 東京都新宿区

F様邸一階改修工事 東京都北区

（仮称）七里ファミリー歯科・矯正歯科改修工事現場 埼玉県さいたま市

ブロードスクエア戸塚ウエストコート 神奈川県横浜市

Y様邸リノベーション工事 東京都港区

O様邸風呂場改修工事 神奈川県川崎市

S様邸 外構工事 神奈川県横浜市

習志野市作業所 千葉県習志野市

（仮称）T様邸 新築工事 東京都目黒区

S様邸@新松戸リノベーション工事 千葉県松戸市

第3シルバータウン(老人ホーム) 東京都足立区

K様店舗工事 神奈川県横浜市

八王子弐分方町貸し工場改修 東京都八王子市

祖師谷大蔵センチュリーマンション 東京都世田谷区

M様邸 東京都豊島区

第2目黒コーポビアネーズ 床レベリング工事 東京都目黒区

東馬込プロジェクト 東京都大田区

J様邸新築工事 千葉県八千代市

ビル

病院・高齢者施設

事務所

マンション

戸建住宅

マンション

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

ビル

2022年4月更新

用途

戸建住宅

工場

戸建住宅

戸建住宅

病院・高齢者施設

店舗

戸建住宅

戸建住宅

工場

マンション

戸建住宅

戸建住宅

工場

マンション

戸建住宅

マンション

マンション

戸建住宅



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

新築戸建外壁左官工事 千葉県船橋市

クリオ綱島十番館床レベリング工事 神奈川県横浜市

練馬区高野台4丁目計画 東京都練馬区

（仮称）新越谷1丁目共同住宅新築工事（西・東棟） 埼玉県越谷市

石橋舟町ビル1Ｆ床改修工事 東京都新宿区

NASTEC tokyo 東京都世田谷区

祐天寺個人墓地 東京都目黒区

豊島区目白3丁目 かえでビル1Ｆ店舗改修工事 東京都豊島区

ローズハイム改修工事 東京都杉並区

清水物産様邸リフォーム工事 千葉県千葉市

東品川1丁目新築工事ＰＪ 東京都品川区

マンションリノベーション左官工事 東京都品川区

のはら園新築工事 栃木県那須塩原市

足立区本木2丁目パーキングフェンス修繕工事 東京都足立区

鍼灸整骨院 船橋北口院 千葉県船橋市

共同印刷五霞工場 三号館一階改修工事 茨城県五霞町

高倉町珈琲大井町店新装工事 東京都品川区

和光清掃センター 埼玉県和光市

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C・D街区）新築工事 東京都中央区

銀だこ イオン座間店(イオンモール内) 神奈川県座間市

朝日山手マンション 神奈川県横浜市

第17宮庭マンション 東京都渋谷区

アズ品川ビル 東京都品川区

かつ家 千葉県船橋市

国立 S様邸リノベーション工事 東京都国立市

秀和大岡山レジデンス 東京都目黒区

K様邸＆T様邸（2世帯住宅） 東京都三鷹市

S様邸改修工事 東京都渋谷区

戸建住宅

マンション

マンション

マンション

ビル

事務所

2022年4月更新

用途

公共施設

駐車場

病院・高齢者施設

工場

飲食店

工場

宗教施設

店舗

マンション

マンション

マンション

マンション

戸建住宅

マンション

戸建住宅

戸建住宅

商業施設

商業施設

マンション

マンション

ビル

店舗



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

排水路整備工事(Ｆ-276号水路-役所仕事) 埼玉県草加市

上馬PJ新築工事 東京都世田谷区

神田三恵ビル2Ｆ店舗改修工事 東京都千代田区

小田中学校改築工事 兵庫県尼崎市

桜台作業所 東京都練馬区

さいたま市西区西遊馬モルタル工事 埼玉県さいたま市

（仮称）三郷中央2丁目店舗付マンション計画 埼玉県三郷市

杉並左官工事 東京都杉並区

吉川市新庁舎建設工事(付属棟建設工事) 埼玉県吉川市

O様邸新築工事 神奈川県平塚市

花園作業所 埼玉県深谷市

小規模多機能型居宅介護事業所改修工事 神奈川県横浜市

S様邸 東京都三鷹市

横浜市鶴見区佃野町戸建住宅左官工事 神奈川県横浜市

秋葉原ラオックス 東京都千代田区

ＢＩＧＨＯＰガーデンモール印西 内 店舗 千葉県印西市

（仮称）ファミリア中目黒Ｂ1階店舗新装工事 東京都目黒市

渋谷東急ＲＥＩホテル 東京都渋谷区

平塚市高村団地 神奈川県平塚市

T様邸 新築工事 東京都大田区

キャンプ座間(米軍キャンプ) 神奈川県座間市

ココリア多摩センター立駐土間工事 東京都多摩市

S様邸 外構工事 神奈川県横浜市

東品川プロジェクト 東京都品川区

成田国際空港警察暑敷地内打設工事 千葉県成田市

習志野共同住宅計画 千葉県習志野市

ＵＲ都市機構ビューコート小港 神奈川県横浜市

大久保浄水場 埼玉県さいたま市

公共施設

マンション

2022年4月更新

用途

公共施設

戸建住宅

工場

病院・高齢者施設

戸建住宅

戸建住宅

店舗

学校

工場

戸建住宅

マンション

東京都

公共施設

商業施設

戸建住宅

マンション

公共施設

マンション

店舗

商業施設

店舗

ホテル

マンション

戸建住宅

マンション

公共施設



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

アパートWAKA 東京都板橋区

A様邸 東京都武蔵野市

墨田区緑2丁目新築工事現場 東京都墨田区

nanaʼs green tea 国分寺店 店舗建設工事 東京都国分寺市

大田区 セルフレベリング工事 東京都大田区

M様邸 東京都豊島区

F様邸浴室改修工事 千葉県千葉市

ネオケム㈱千葉工場内 桟橋補修工事 千葉県市原市

S様邸改修工事 東京都渋谷区

板橋ファイト店舗改修工事 東京都板橋区

なでしこ寮改修工事 東京都大田区

湘南パンケーキ厨房工事 千葉県習志野市

（仮称）カルディコーヒーファーム所沢駅東口駅ビル計画 埼玉県所沢市

藤沢市作業所 神奈川県藤沢市

寺井ビル地下1階改修工事 東京都渋谷区

東京都下水道局八潮ポンプ所 東京都品川区

立川市ドリーム学園 児童便所・シャワー室改修工事 東京都立川市

佐倉市店舗1F､2Fｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ工事 千葉県佐倉市

（仮称）セニア世田谷改修工事 東京都世田谷区

川崎市立中野島中学校プール側溝補修工事 神奈川県川崎市

矢崎化工(株)関東支店打設工事 群馬県太田市

サンヴェール松戸 千葉県松戸市

ワイン厨房 tamaya（仮称） 東京都豊島区

芦穂崎工業工場内打設工事 神奈川県相模原市

（仮称）蘇我商業施設新築工事 千葉県千葉市

房総導水路緊急改築東金・大網地区トンネル補強外工事 千葉県東金市

船橋市大穴戸建床改修工事 千葉県船橋市

フォーラム北沢 左官工事 東京都世田谷区

東京都

戸建住宅

戸建住宅

工場

戸建住宅

店舗

マンション

戸建住宅

マンション

店舗

2022年4月更新

用途

学校

店舗

病院・高齢者施設

学校

工場

マンション

東京都

店舗

商業施設

工場

ビル

公共施設

飲食店

工場

商業施設

公共施設

戸建住宅

マンション



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

（仮称）宮沢模型越谷流通センター新築工事 埼玉県越谷市

パークハイツ板橋志村 東京都板橋区

新多摩川ハイム4 神奈川県川崎市

足立区綾瀬作業所 東京都足立区

鶴ヶ島市杉下小学校トイレ改修工事 ＳＬ 埼玉県鶴ヶ島市

（仮称）UI春日部ロジステックセンター新築工事 埼玉県春日部市

グランドステージ上北沢 東京都杉並区

S様 防音室 セルフレベリング工事 東京都中央区

ノア渋谷2 東京都渋谷区

江東区ｳﾞｪﾗﾊｲﾂ南砂町 東京都江東区南砂

新宿区アートハビテーション 東京都新宿区

清瀬セザール 東京都清瀬市

鹿島ビル店舗内装工事 神奈川県相模原市

朝霞市内間木公民館 埼玉県朝霞市

プリンスビル8Ｆ 東京都新宿区

池田倉庫(森川産業) 埼玉県草加市

吉祥寺ＦＵＮＮＹ 新装工事 東京都武蔵野市

ツルハドラッグ上落合店 改修工事 東京都新宿区

高橋ダクト倉庫 左官工事 千葉県市川市

山三交通 東京都江東区

川崎大師作業所 神奈川県川崎市

ｼｰﾌｫｰﾄﾀﾜｰ 東京都品川区

町田様邸 千葉県八街市

S様邸 和室壁改修工事 千葉県船橋市

トーア三田ガーデン 東京都港区

京急観音崎ホテル敷地内グランピングＰＪ 神奈川県横須賀市

福住門前仲町ＰＪ土間工事 東京都江東区

株式会社宮岡 東京営業所(兼専務自宅) 東京都文京区

倉庫

マンション

マンション

工場

学校

倉庫

2022年4月更新

用途

店舗

公共施設

商業施設

倉庫

飲食店

店舗

マンション

マンション

マンション

マンション

マンション

戸建住宅

マンション

ホテル

マンション

事務所

倉庫

事務所

事務所

マンション

戸建住宅

戸建住宅



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

印西市原レベラー工事 千葉県印西市

武蔵野・中町３丁目計画新築工事 東京都武蔵野市

K様邸新築工事 東京都練馬区

モスカフェ西銀座店改装工事 東京都中央区

八王子 多摩病院 改築工事 東京都八王子市

足立区佐野・戸建漆喰工事 東京都足立区

株式会社宮本 第3倉庫 埼玉県川口市

かみむら歯科矯正クリニック 埼玉県越谷市

敬愛病院パッケージ型自動消火設備工事 東京都板橋区

（仮称）スカイベル代々木公園 新築工事 東京都渋谷区

鳥貴族 府中けやき通り店 東京都府中市

永見寺 東京都台東区

バーガーキングクロスガーデン調布店新装工事 東京都調布市

（仮称）松屋 早稲田大学所沢キャンパス店内装工事 埼玉県所沢市

製缶工場土間改修工事 埼玉県戸田市

K様邸新築工事 東京音練馬区

志木市 館第一排水ポンプ場 埼玉県志木市

新築マンション共用部工事 東京都目黒区

亀戸 東京都江東区

習志野市秋津 千葉県習志野市

（仮称）境南町（きょうなんちょう）３丁目店舗付共同住宅新築工事 東京都武蔵野市

柳町橋耐震補強工事 埼玉県比企郡

ライフレジデンス小田原Ｂ１Ｆ改修工事 神奈川県小田原市

松戸 新築マンション 千葉県松戸市

株式会社ＰＡＬＴＡＣ ＦＤＣ白岡新築工事 埼玉県白岡市

（仮称）南部線稲城⾧沼駅高架下店舗工事 東京都稲城市

（仮称）株式会社発研セイコー新築計画 東京都足立区

（仮称）芝山ビル新築工事 東京渋谷区

マンション

マンション

2022年4月更新

用途

工場

公共施設

店舗

宗教施設

店舗

店舗

戸建住宅

店舗

病院・高齢者施設

戸建住宅

倉庫

病院・高齢者施設

マンション

公共施設

マンション

マンション

マンション

店舗

工場

戸建住宅

公共施設

マンション

ビル

マンション

事務所

ビル



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

新宿歌舞伎町小松戸谷ビル 東京都新宿区

志木市左官現場 埼玉県志木市

荏原6丁目PJ 東京都品川区

朝日スポーツクラブ[ＢＩＧ−竹ノ塚] 東京都足立区

株式会社アベコー調布営業所新築工事 東京都調布市

多摩動物公園アジアゾウ舎新築工事 東京都日野市

グランイーグル西六郷新築工事 東京都大田区

横浜市南区桜樹の森 神奈川県横浜市

秋穂マンションブロック積工事 東京都三鷹市

北沢産業ビル 東京都渋谷区

（仮称）鳥津山の茶室新築工事 東京都品川区

砂町水再生センター断面修復工事 東京都江東区

中野南台マンション2 東京都中野区

女子医大教育研究棟 東京都新宿区

O様邸 神奈川県横浜市

K様邸 東京都港区

国納橋(埼玉県宮代町) 埼玉県南埼玉郡

たから幼稚園 埼玉県北葛飾郡

吉祥寺パインクレスト耐震改修工事 東京都武蔵野市

東急百貨店 たまプラーザ店 テナントフロア補修工事 神奈川県横浜市

やきにく コバウ改修工事 東京都中央区

本郷橋耐震補強工事 埼玉県南埼玉郡

わかみや診療所 補修工事 東京都中野区

表参道ヒルズ 東京都渋谷区

（仮称）愛徳保育園新築工事 埼玉県さいたま市

りそな銀行湖南衛生組合 東京都武蔵村山市

豊洲ﾏｲﾋﾞﾚｯｼﾞ計画新築工事 東京都江東区

イオン栃木店 栃木県栃木市

事務所

商業施設

マンション

病院・高齢者施設

マンション

ビル

ビル

ビル

マンション

スポーツ施設

2022年4月更新

用途

病院・高齢者施設

商業施設

学校

店舗

マンション

店舗

公共施設

学校

マンション

商業施設

店舗

公共施設

戸建住宅

公共施設

マンション

病院・高齢者施設

戸建住宅

戸建住宅



■㈱フロアエージェント 左官工事実績表 500㎡未満

現場名 住所

I様邸 千葉県船橋市

山王マンション 神奈川県横浜市

小石川郵便局模様替工事 東京都文京区

秋葉原練塀町ＰＪ 東京都世田谷区

東寺方（ひがしてらがた）ポンプ場 東京都多摩市

江東区役所砂町出張所 東京都江東区

昭和女子大 東京都世田谷区

新宿ペペ 東京都新宿区

サチ練馬北町2丁目マンション 東京都練馬区

（仮称）スーパーバリュー八王子高尾店新築工事 東京都八王子市

堀野様邸 東京都新宿区

信濃町 慶応病院 東京都新宿区

御宿東鳳 福島県会津若松市

川越西部ふれあい作業所 埼玉県川越市

下新城3丁目共同住宅新築工事 神奈川県高津区

東向島6丁目 東京都墨田区

立川ルミネ 東京都立川市

盛徳記念絵画館作業所 東京都新宿区

戸建住宅

マンション

公共施設

ビル

公共施設

公共施設

2022年4月更新

用途

商業施設

倉庫

マンション

マンション

店舗

工場

学校

飲食店

マンション

店舗

戸建住宅

病院・高齢者施設


