・ 取引先

・ 工事名

・ リフォーム工事名

平成 8年

㈱前田技建
ミサワホームエンジニアリング㈱

自由が丘25新築工事
ハイライフ世田谷Ⅰ改修工事

ハイライフ世田谷Ⅰ改修工事
信誠コーポ607.1007号室防音工事

平成 ９年

㈲小川工務店
㈱前田技建
U 様
㈱美鈴コーポレーション
㈱前田技建
㈱前田技建
㈱福子工務店
ミサワホームエンジニアリング㈱

Ｋマンション新築工事
Ｍ歯科医院新築工事
原町1丁目マンション新築工事
Ｆビル新築工事
S様邸新築工事(躯体工事)
Eビル新築工事
Ｔ第２マンション新築工事
O様邸改修工事

都清掃局不燃物バンカー飛散防止工事
横浜工場熱処理ピット工事
横浜工場PVD処理室改修工事
同和鉱業㈱横浜事務棟改修工事

平成１０年

㈲小川工務店
㈱前田技建
東京ミサワホーム㈱

Ｓレジデンス新築工事
Ｓ畳店新築工事
Ｆ様邸改修工事

横浜工場T.D改修工事
ﾆｭｰロング仮設事務所工事
竹田理化工業㈱日本橋分室解体工事

平成１１年

㈱福子工務店
㈱前田技建
㈲小川工務店
㈱福子工務店
東京ミサワホームイング㈱

元浅草3丁目マンション新築工事
Ｙビル新築工事
Ｎビル新築工事
小石川新築工事
宮崎邸改修工事

平和橋パールコーポ改修工事
浜井マンション改修工事
森谷ビル改修工事

平成１２年

㈱前田技建
工藤建築企画
㈱宮嶋工務店
東京ミサワホームイング㈱

Ｔ様邸新築工事
世田谷Ⅰ改修工事
KHOUS新築工事
滝邸改修工事

新大塚コーポラス３０１号室改修工事
平和橋自動車教習所宿泊設備改修他工事
大門ビル改修工事

平成１３年

㈱福子工務店
㈱福子工務店
F 様
㈱宮嶋工務店
㈱福子工務店
東京ミサワホームイング㈱

白金台3丁目マンション新築工事
新蒲田マンション新築工事
Ｆマンション新築工事
Ｓ様邸新築工事（躯体工事）
高田馬場マンション新築工事
Ｋ様邸改修工事

丸幸ビル改修工事

平成１４年

㈱宮嶋工務店
㈲小川工務店
㈱宮嶋工務店
㈱福子工務店
㈱福子工務店
東京ミサワホームイング㈱

Ｔ様邸新築工事
山上ビル新築工事（躯体工事）
Ｙ様邸新築工事（躯体工事）
メインステージ南麻布新築工事
赤堤5丁目マンション新築工事
土橋マンション外装工事

平和橋教習所増築工事
五十嵐ハイツ改修工事
中野富士見町ビル改修工事

平成１５年

㈱福子工務店
㈱宮嶋工務店
東京ミサワホームイング㈱

ﾌﾟレール高田馬場新築工事
Ｔ様邸新築工事（躯体工事）
Ｙ様邸改修工事

アーバンハイム外装改修工事
Ｓ医院改修工事
船橋オートレース・競馬場改修工事

平成１６年

㈱宮嶋工務店
㈱福子工務店
東京ミサワホームイング㈱

Ｗ様邸新築工事（躯体工事）
北新宿4丁目マンション新築工事
I様邸改修工事

平和工業㈱本社ビル増築工事
イーストヒルズ外装改修工事
平和工業㈱京浜島(大和部品）改修工事
駿台予備学院２・７階改修工事
田中ビル改修工事

平成１７年

㈱福子工務店
ティーケーエス㈱
㈱福子工務店
㈱宮嶋工務店
㈱新生ヤマシナ
ミサワホームイング東京㈱

渋谷本町6丁目マンション新築工事
Ｔマンション新築工事(躯体工事）
弦巻2丁目マンション新築工事
I様邸新築工事(躯体工事）
Ｎ様邸新築工事(躯体工事）
Ｚ様邸タイル貼替工事

第３八木ビル外装･ｴﾝﾄﾗﾝｽ改修工事
倉田クリニック増築工事
早稲田大学2号館エレベーター塔増築工事
小栗原住宅便所増築工事

平成１８年

㈱新生ヤマシナ
㈱新生ヤマシナ
㈱福子工務店
㈱福子工務店
テックハウジングジャパン㈱
ミサワホームイング東京㈱

海老沢マンション増築工事
余丁町マンション新築工事
板橋区役所前マンション新築工事
旭丘1丁目マンション新築工事
MKメディカル新築工事(躯体工事）
Ｓ様邸改修工事

宮内庁大道盆栽棚工事
あさひビル増築工事
横浜工場通路排水補修工事

平成１９年

㈱福子工務店
㈱美鈴ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ
㈱福子工務店
㈱福子工務店
ミサワホームイング東京㈱

野方6丁目マンション新築工事
池袋本町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事(躯体工事)
下落合1丁目マンション新築工事
江原町2丁目マンション新築工事
I様邸店舗及び３F改修工事

I様邸店舗及び３F改修工事
雲晴院段差解消機工事
宮内庁大道盆栽棚工事
宮内庁主馬班馬車庫内装改修工事

・ 取引先

・ 工事名

・ リフォーム工事名

平成２０年

㈱福子工務店
ティーケーエス㈱
Ｔ 様
ミサワホームイング東京㈱

中村北2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
Ｓ様邸新築工事（躯体工事）
ＣＵＢＥ新築工事
H様邸改修工事

宮内庁大道盆栽棚工事
第２宮ハイツ13･21・23号室改修工事

平成２１年

㈲小川工務店
㈱福子工務店
ミサワホームイング東京㈱

篠崎マンション新築工事(躯体･電気工事）
中村南1丁目1･2番ﾏﾝｼｮﾝ新築工事
E様邸改修工事

フルーレ等々力外装改修工事
セザール西小山外装改修工事
ホテルニュー高田水廻り改修工事

平成２２年

㈲小川工務店

松島2丁目共同住宅新築工事(躯体･電気工事）

マツヤビル東側外壁改修工事
ホテルニュー高田水廻り改修工事（2期工事）
ビューコートセンター北改修工事

平成２３年

M 様
渡久山
ミサワホームイング㈱

Mビル新築工事
板橋駅前計画新築工事
O様邸改修工事

雲晴院門扉改装工事他
川口鉄網工場1階事務所改修工事
大島ビル改修工事
平和橋教習所屋上防水・外装工事
川口鉄網工場外壁改修及び駐車場改修工事

平成２４年

㈲小川工務店
小泉・小泉・新島
ミサワホームイング㈱

Ｋ鮨新築工事
Kクリニック新築工事
メゾンボヌール（３B号室）内部改修工事

㈲川口鉄網工場駐車場門扉改修工事

平成２５年

ミサワホームイング㈱
ミサワホームイング㈱
ミサワホームイング㈱
ミサワホームイング㈱

D様邸2階内部改修工事
M様邸2階建ｱﾊﾟｰﾄ（2階西側）内部改修工事
O様邸内外改修工事
R様邸改修工事

H店舗改修工事
グランディオーズ203号室改修工事
富士マンション202･502･201号室改修工事
グランドプリンス新高輪 外壁補修工事
駿台予備校大宮校（本館）1階ﾋﾟﾛﾃｨ他改修工事
駿台予備校大宮校（研修館）1階ﾄｲﾚ他改修工事
大門ビル外壁補修工事他

平成２６年

㈱福子工務店
㈱福子工務店
ミサワホームイング㈱

桜台2丁目マンション計画新築工事
弥生町2丁目マンション新築工事
M様邸窓･床改修工事

コアセブン3階ルーフバルコニー防水改修工事
ハイツグリーン駐車場改修工事他
ﾐｻﾜﾎｰﾑ東京㈱高井戸支店ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ排水溝改修工事
ＲＡＦＦＬＥ4階改修工事他
大門ビル4階テナント2改修工事
ステラマリス東新町103号室改修工事
明珠ビル外壁（西側）改修工事

平成２７年

㈱福子工務店
㈱アイ･ピー･アイ
㈱福子工務店
ミサワホームイング㈱

熊野町マンション新築工事
K様邸別館新築工事（地下躯体工事）
大和町マンション新築工事
ぬかりやﾋﾞﾙ9階ﾄｲﾚ･ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ改修工事

野毛ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ外壁補修及水道直結直圧工事
ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｵｰｽﾞ308号室改修及205号室漏水補修工事他

平成２８年

K 様
㈱福子工務店
㈱福子工務店
㈱福子工務店
㈱福子工務店
ミサワホームイング㈱

K様邸共同住宅新築工事
宮本町マンション新築工事
宮本町マンション 給排水衛生設備工事
宮本町マンション 追加工事
常盤台3丁目マンション新築工事
尼子記念 喫煙室事務所改修工事

榎本ビルビアン2階店舗 漏水補修工事
第二野毛グリンコーポ101号室 改修工事
N様邸玄関前 外壁改修工事
榎本ビル 1.2階事務所漏水補修工事
グランディオーズ101号室 改修工事
グランディオーズ208号室 改修工事

平成２９年

㈱福子工務店
㈱福子工務店

戸越３丁目マンション新築工事
池之端４丁目マンション新築工事

ハイツグリーン 外構工事
グランディオーズ改修工事208号室
Ｔ様邸 改修工事
グランディオーズ （Aタイプ）改修工事604号
平和橋ﾊﾟｰﾙｺｰﾎﾟ屋上防水･外装改修工事
ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱小平営業所 北側外壁改修工事

平成３０年

S 様
㈱福子工務店

Ｓビル新築工事
赤羽西1丁目マンション新築工事

(仮称)大田区荻中3丁目計画外構工事
ステラマリス東新町 107号室改修工事

㈱福子工務店
㈱福子工務店

北沢2丁目マンション新築工事
四谷三栄町マンション新築工事

令和２年

K 様
㈱福子工務店

K様邸共同住宅新築工事
川崎市川崎区小川町11番計画新築工事

イーストヒルズ高井戸 大規模修繕工事
N様邸 外装改修工事
グランディオーズAタイプ改修工事 204号室
ハイツグリーン 外部補修工事

令和3年

㈱福子工務店
㈱福子工務店

豊町3丁目賃貸事業プロジェクト新築工事
川崎市川崎区小川町11番9計画新築工事

Ｃlarte(クラルテ) 減築工事
榎本ビル3F改修工事
ﾊｲﾂｸﾞﾘｰﾝ 101号室 改修工事
桃井幼稚園フェンス工事（5回目変更）
ハイライフ世田谷Ⅰ301号室改修工事（変更Ⅱ）
グランディオーズ（Ａタイプ）改修工事（306号室）

平成３１年
（令和元年）

(仮称）大田区萩中3丁目計画工事 外構 場内埋設工事
アルプス電気㈱ 外構改修工事
グランディオーズＣタイプ 改修工事301号室
㈱コマツ製作所本社ビル1～3F階段工事
㈱コマツ製作所 2・3階渡り廊下開口改修工事
宮岡金属㈱練馬事務所 計画外構工事

