
月 分類 物件名 工期 工事内容 面積

4 エクステリア 某邸ウッドデッキ工事 1週間 ウッドデッキ造作 -

戸建 某邸内装工事・家具工事 2週間 内装工事及び家具造作工事

5 事務所ビル 某ビルガラス交換工事 1日 ガラス交換

マンション区分 某邸クロス工事 1週間 クロス工事 65㎡

マンション区分 某邸クロス工事 1週間 クロス工事 -

エクステリア マンションゴミ置場扉交換工事 1週間 ゴミ置場交換工事 -

マンション区分 第二川口ハイツ　3階 5週間 内装リノベーション一式 62㎡

店舗 練馬区某所店舗工事 3週間 店舗内装工事

マンション区分 ライオンズマンション東川口　5階 5週間 内装リノベーション一式 55㎡

マンション区分 赤羽アボードⅡ　5階　介護保険対応工事 1日 浴室・トイレ・廊下手摺工事 -

病院 横浜総合病院内装工事 2日 内装工事 -

病院 九十九里病院X線室工事 1日 内装工事 -

薬局 某薬局工事 1日 内装工事 -

6 マンション区分 サンライズ上馬　7階 5週間 内装リノベーション一式 50㎡

マンション区分 ファミリーコーポ市ヶ尾　3階 5週間 内装リノベーション一式 45㎡

戸建 世田谷区奥沢某邸 7週間 内装リノベーション一式 100㎡

マンション区分 ライオンズシティ川口並木　2階 5週間 内装リノベーション一式 58㎡

マンション区分 川越旭ビューハイツ　3階 4週間 内装工事 75㎡

区分複数戸 パレマロン　2戸 - 内装工事 -

戸建 某邸内装工事・家具工事 - 内装工事 -

7 エクステリア 某邸エクステリア工事 - ウッドデッキ造作、駐輪スペース新設 -

マンション区分 川口原町第二ローヤルコーポ　1階 5週間 内装リノベーション一式 65㎡

戸建 所沢市某邸 - 内装工事 -

店舗 川越市菅原町某クラブ 3週間 クラブのプランニング、内装工事 -

8 マンション区分 ジェム川口　6階 3週間 -

区分複数戸 リノア藤が丘　全13戸 - 内装リノベーション一式 -

マンション区分 コスモ王子ガーデンズ　9階 5週間 内装リノベーション一式 70㎡

マンション区分 レジェンド南大泉　1階 6週間 内装リノベーション一式 50㎡

マンション区分 リボンシティブライフォート　13階 2週間 内装工事 80㎡

病院 カスがメディカルクリニック 2日 内装工事 -

戸建 M邸改修工事 - 内外装 -

9 マンション区分 ニュー中野マンション　7階 5週間 内装リノベーション一式 40㎡

マンション区分 ファミール阿佐ヶ谷　3階 5週間 内装リノベーション一式 36㎡

戸建 H邸改修工事 - 内外装 90㎡

マンション区分 リラシティ藤沢　5階 5週間 内装リノベーション一式 65㎡

10 オフィス工事 渋谷区恵比寿某企業様工事 - 内装工事一式 450㎡

マンション区分 日商岩井上板橋マンション2階 5週間 内装リノベーション一式 60㎡

マンション区分 ファミールグラン三田伊皿子坂 - 洗面化粧台交換 -

マンション区分 サンシャインヒル　2階 - 内装工事 -

マンション区分 アクアシティオメイツ調布　2階 5週間 内装リノベーション一式 65㎡

マンション区分 給田南住宅　5階 7週間 内装リノベーション一式 50㎡

マンション区分 田園調布スカイハイツ　4階 8週間 内装リノベーション一式 40㎡

マンション区分 ジェム川口　6階追加工事 - 内装工事 -

11 区分複数戸 日商岩井上板橋マンション2階・2室 5週間 内装リノベーション一式 60㎡

戸建 S邸キッチン・洗面化粧台交換 - 内装工事 -

病院 茨城県取手医師会病院 - 内装工事 -

デイサービス まんてん吉祥寺 - 内装工事 -

病院 渡部内科医院 - 内装工事 -

マンション区分 初台中央マンション10階 6週間 内装リノベーション一式 60㎡

マンション区分 クイーンシティ百草園2階 2週間 内装工事 -

マンション区分 パークハウス市谷仲之町6階 2週間 内装工事 -

マンション区分 東急ドエルアルス世田谷若林3階 5週間 内装リノベーション一式 60㎡

病院 鶴巻温泉病院 - 内装工事 -
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12 戸建 杉並区荻窪Ｆ邸 8週間 内装リノベーション一式 120㎡

マンション区分 ライオンズマンション上板橋　4階 5週間 内装リノベーション一式 55㎡

マンション区分 日神パレステージ石神井台　4階 6週間 内装リノベーション一式 105㎡

マンション区分 メゾンドール本郷　9階 3週間 内装工事 -

マンション区分 練馬区S邸 - キッチン交換ほか付帯工事 -

1 オフィス工事 某研究所工事 - 内装工事 -

個人病院 M歯科医院 - 内装工事 -

マンション区分 シャルマンコーポ板橋徳丸　2階 5週間 内装リノベーション一式 65㎡

マンション区分 ウィライブ下落合　1階 6週間 内装リノベーション一式 100㎡

大学病院 鶴見大学歯学部診療室工事 - 内装工事 -

マンション区分 練馬区K邸 2週間 内装工事 -

2 マンション区分 レインボー石神井公園　8階 5週間 内装リノベーション一式 65㎡

マンション区分 所沢市　K邸 - キッチン交換ほか付帯工事 -

店舗 中央区日本橋テナント工事 - 軽天・ボード工事ほか -

店舗 中央区銀座8丁目飲食店 - 内装工事 -

マンション区分 パレマロン　2戸 - 内装工事 -

3 個人医院 中央区日本橋歯科医院 - 軽天・ボード・内装工事 -

オフィス工事 新宿区西新宿A社工事 - 軽天・ボード・内装工事 -

マンション区分 モナークマンション都立大　10階 3週間 内装リノベーション一式 25㎡

マンション区分 ライオンズマンション調布第6　1階 4週間 内装リノベーション一式 55㎡

区分複数戸 アーバンコート上北沢　2戸 5週間 内装リノベーション一式・モデルルーム工事70㎡

マンション区分 サンシャインヒル　5階 - ハウスクリーニング -

店舗 練馬区大泉町　バイクショップ - 内装工事 -


