
東京都豊島区 株式会社　エステートトーワ　様ハイツウェストリバー

屋上ほか防水改修工事

小野田店舗　 屋上防水改修工事

東京都多摩市セゾンド大貫　 屋上防水改修工事

泉ハイツ 屋上防水改修工事

大規模改修工事

工　事　件　名 工　事　内　容

多摩市鶴牧

和光管理サービス　株式会社　様

管　理　会　社　様

サカイハイツⅢ 屋上防水工事 東京都府中市

１４３７コーポ 屋上防水改修工事 東京都調布市

共用部防水工事

東京都小平市

東京都世田谷区

ＧＯＯＤ　ＷＩＬＬ　青山

ノースコート 屋上防水改修工事 東京都目黒区

エスポワール大泉学園 屋上防水改修工事 東京都練馬区

東京都小平市

株式会社　東都　様

東京都府中市 株式会社　花沢コーポレーション

所　在　地

株式会社　そのだ不動産　様

工　事　経　歴

東洋エステートサービス　株式会社　様

株式会社　大内商事　様

株式会社　東都　様

株式会社　東都　様

アルカディア戸枝　

株式会社　タケダサービス　様

東京都港区

ＴＭアクシスプラザ1　 店舗屋根防水改修工事

桜総合管理　株式会社　様

株式会社　そのだ不動産　様

パークアベニュー府中

廊下・階段改修工事



工　事　経　歴

所　在　地工　事　件　名 工　事　内　容

富士見台明星パレス　 大規模改修工事

屋上防水等改修工事

第10クリスタルマンション 屋上防水工事

ジュエリーコート府中 廊下防水補修工事

パレーシャルＡ・Ｂ・Ｃ棟　 廊下・階段改修工事

上野コーポ　

第５シノダビル　

川窪コーポラス　 廊下・階段改修工事 東京都小平市

東京都府中市

コスモロワイヤル　

東京都日野市

東京都小平市

共用部防水工事

廊下・階段改修工事

屋上防水改修工事

屋上防水改修工事

東京都練馬区

シティハイムＫ＆Ｍ 東京都調布市

みなみ台コーポラス　 屋上防水改修工事 東京都小平市

ハイツA 屋上防水改修工事

東京都杉並区

東京都国立市

サンラザール中河原　

東京都小平市

株式会社　そのだ不動産　様

株式会社　明星商事　様

管　理　会　社　様

東京都府中市

東京都国分寺市

株式会社　エージェンシー雅

株式会社　そのだ不動産　様

株式会社　タケダサービス　様

株式会社　そのだ不動産　様

相互恒産　株式会社　様

株式会社　せきど　様

株式会社　ワイエス・ホーム　様

株式会社　さくらリビング　様

株式会社　フレック　様

株式会社　そのだ不動産　様



サニーハイツ
シーリング・
共用部塗装

東京都西東京市 株式会社　エステートトーワ　様

扇家ビル 屋上防水工事 東京都多摩市 和光管理サービス　株式会社　様

山手ビル 防水工事 東京都西東京市 株式会社　エステートトーワ　様

コンフォート中目黒 漏水補修工事 東京都目黒区 株式会社　エステートトーワ　様

国立倉庫 屋上防水工事 東京都国立市 株式会社　さくらリビング　様

グリーンシティ成城 保護塗装工事 東京都世田谷区 株式会社　レント管理サービス　様

長島ハイツ　 屋上防水工事 東京都八王子市 相互恒産　株式会社　様

屋上防水工事

ふじハイツ　 廊下・階段防水工事 東京都杉並区 株式会社　東都　様

レジデンスSUDA

OKハイム　 屋根補修工事 東京都西東京市 株式会社　エステートトーワ　様

東京都多摩市 中央企画　株式会社　様

工　事　経　歴

シャルム　ルミエール 屋上防水工事 東京都多摩市 株式会社　さくらリビング　様

工　事　件　名 工　事　内　容 所　在　地 管　理　会　社　様



カーサ五月 屋上防水工事 東京都武蔵野市 有限会社　三協住宅社　様

上野テラスハウス 外壁シーリング他 東京都杉並区 株式会社　ワイエス・ホーム　様

マイキャッスル稲田堤Ⅲ 屋上防水工事 神奈川県川崎市 株式会社　エム・シー・サービス　様

ドミール一ツ橋 屋上防水工事 東京都小平市 株式会社　そのだ不動産　様

MHビルⅡ 屋上防水工事 東京都日野市 和光管理サービス　株式会社　様

八王子明星パレス 屋上防水工事 東京都八王子市 株式会社　明星商事　様

丸田コーポ 屋上防水工事 東京都小平市 株式会社　そのだ不動産　様

坂本ビル 廊下・階段防水工事 東京都八王子市 新日本産業　株式会社　様

モンシャトー国分寺明星 大規模改修工事 東京都国分寺市 株式会社　明星商事　様

アーバンフラッツ国分寺 屋上防水工事 東京都府中市 株式会社　フレック　様

関ビル 外壁補修他 埼玉県入間市 株式会社　博栄不動産　様

工　事　経　歴

工　事　件　名 工　事　内　容 所　在　地 管　理　会　社　様



屋上防水工事 東京都練馬区 株式会社　タケダサービス　様

工　事　経　歴

外壁補修工事ほか 東京都杉並区
センチュリー21
株式会社　アソシエイト　様

ベルウッド参番館

ファミーユあかしあ 屋上防水工事ほか 東京都小平市 株式会社　そのだ不動産　様

コンフォール府中 屋上防水補修工事ほか 東京都府中市 角上恒産　株式会社　様

カームヒルズ 廊下・階段防水工事 東京都練馬区 株式会社　タケダサービス　様

ワイシービル

西東ハイツ南野 屋根防水工事 東京都多摩市 和光管理サービス　株式会社　様

キャッスルマンション入間扇町屋 屋上防水工事 埼玉県入間市 株式会社　ビルセンター　様

ボナール 大規模修繕工事 東京都八王子市 桜総合管理　株式会社　様

パレンテ多摩　 屋上防水改修工事 東京都多摩市 株式会社　桜総合管理　様

司ビル 屋上防水工事 東京都練馬区 株式会社　タケダサービス　様

エスパシオカメリア 屋上防水工事 東京都調布市 株式会社　さくらリビング　様

工　事　件　名 工　事　内　容 所　在　地 管　理　会　社　様



屋上防水工事 株式会社　せきど　様

ケイズ・アベニュー 屋上防水工事 東京都八王子市 中央企画　株式会社　様

HN28 漏水調査工事 東京都武蔵野市 株式会社　エステートトーワ　様

東京都国分寺市

アベニュー成城2

サンハイムKⅡ 新日本産業　株式会社　様

大規模改修工事 東京都調布市 ケンハウジング　株式会社　様

東京都小平市

工　事　内　容

フラット松之尾

廊下・階段防水工事

ニュークレセントビル　A棟

第10クリスタルマンション

ミューライフステーション 大規模改修工事 東京都調布市 株式会社　グランドホームズ　様

廊下・階段防水工事 東京都八王子市

リベール 屋上防水工事ほか 東京都小平市

大規模修繕工事 東京都稲城市 東洋エステートサービス　株式会社　様

清水山第二パークハイツ

所　在　地 管　理　会　社　様

株式会社　そのだ不動産　様

株式会社　そのだ不動産　様

工　事　経　歴

廊下・階段防水工事 東京都練馬区 株式会社　タケダサービス　様

学園西町ハイツ

大規模改修工事 東京都小平市 株式会社　そのだ不動産　様

工　事　件　名



埼玉県志木市
センチュリー21
株式会社　アソシエイト　様

パークサイドホーム 共用部防水工事 東京都練馬区 株式会社　エステートトーワ　様

クリスタルガーデン 共用部防水工事 東京都練馬区 株式会社　タケダサービス　様

アサミハイツ 外壁補修工事 東京都小平市 株式会社　そのだ不動産　様

佐藤ビル 大規模改修工事 東京都日野市 株式会社　ソフトコーポレーション　様

インペリアル芝久保 屋上防水工事ほか

ピエ・タ・テール 屋上防水工事

東京都西東京市 株式会社　タケダサービス　様

スーパーオートバックス三鷹店 屋根防水工事 東京都三鷹市 のぼりや不動産　株式会社　様

ハイム田中 階段・廊下防水工事 東京都八王子市 Asty Home（新日本産業）　様

府中セントラルハイツ 屋根防水補修工事 東京都府中市 株式会社　大内商事　様

メゾン大泉 屋上防水工事 東京都練馬区 株式会社　タケダサービス　様

工　事　経　歴

工　事　件　名 工　事　内　容 所　在　地 管　理　会　社　様

マイキャッスル稲田堤Ⅲ　 神奈川県川崎市 株式会社　エム・シー・サービス　様屋上防水保護塗装工事



工　事　件　名 工　事　内　容 所　在　地 管　理　会　社　様

工　事　経　歴

石井ビル 大規模改修工事 東京都三鷹市 株式会社　グランドホームズ　様

ユーフォリア松木 屋根防水改修工事 東京都八王子市 萩生田観光　株式会社　様

関東三菱自動車クリーンカー多摩 屋根防水改修工事 東京都八王子市 萩生田観光　株式会社　様

コーポラス武蔵境 屋上庇防水工事 東京都武蔵野市 オズプランニング　株式会社　様

東京都多摩市 株式会社　ソフトコーポレーション　様

ドムス武蔵野 大規模改修工事 東京都西東京市 株式会社　エステートトーワ　様

中野ビル 外壁シーリング工事

Macハイムアネックス バルコニー防水工事 東京都練馬区 株式会社　タケダサービス　様

ランドヒルズコバヤシ 屋上防水工事 東京都調布市 株式会社　レント管理サービス　様

ライムかいぬま 屋上防水工事

板橋事業所　事務館 屋上防水工事 東京都板橋区 株式会社　タープ不動産情報　様

東京都小金井市 東洋エステートサービス　株式会社　様

サンコーポ桃井 屋上防水工事 東京都杉並区 株式会社　アイム・ユニバース　様



コア一ツ橋　

マイキャッスル中野島　 屋上防水改修工事

東京都多摩市ベランダ防水改修工事

キャッスルマンション小金井A号館　

屋上防水改修工事 東京都武蔵野市

サンビームAZ　 バルコニー防水工事

リヴェール武蔵野　
南棟屋上等防水改修工
事

東京都武蔵野市

東京都練馬区

ミオカステーロ稲田堤Ⅱ　

ヴァン・ベール大泉　 屋上防水改修工事 東京都練馬区

パンセ調布 東面漏水補修工事 東京都調布市

屋上防水保護塗装工事ミオカステーロ府中　 東京都府中市

神奈川県川崎市屋上防水保護塗装工事

グレイス武蔵野　

各屋上、廊下、階段改
修工事

川崎市多摩区

グランドール大橋　

東京都小金井市屋上防水更新工事

工　事　件　名 管　理　会　社　様

工　事　経　歴

株式会社　ビルセンター　様

工　事　内　容 所　在　地

株式会社　エム・シー・サービス　様

東京都小平市

相互恒産　株式会社　様

株式会社　エム・シー・サービス　様

有限会社　三協住宅社　様

株式会社　タケダサービス　様

株式会社　そのだ不動産　様

株式会社　そのだ不動産　様

和光管理サービス　株式会社　様　

株式会社　エム・シー・サービス　様

株式会社　タケダサービス　様



ハウスピュア　 廊下・階段改修工事 東京都府中市 株式会社　レント管理サービス　様

東京都多摩市 株式会社　桜総合管理　様　

株式会社　エム・シー・サービス　様東京都狛江市屋上防水保護塗装工事ミオカステーロ狛江アンバーコート　

工　事　経　歴

所　在　地工　事　件　名 工　事　内　容 管　理　会　社　様

幸荘　屋上防水改修工事 屋上等防水改修工事

グリーンハイム尾根Ⅱ 外壁補修工事 東京都多摩市 桜総合管理　株式会社　様

神奈川県相模原市 株式会社　オリバービルコム　様

ハイツモリトー　 外壁剥落防止工事 東京都府中市 株式会社　モリトー不動産　様

フェスト共和 外壁補修工事

屋上防水改修工事 東京都府中市 株式会社　ハウスエージェント　様

ＭＫオークヴィラ　 廊下・階段改修工事

東京都小金井市 株式会社　フレック　様ＭＫオークヴィラ　 廊下・階段改修工事

屋上防水等改修工事 東京都小平市 株式会社　そのだ不動産　様

アーク金田　

ドゥエリング15斎藤　

ガーデンアイル 防水工事 東京都小平市 株式会社　そのだ不動産　様

東京都小金井市 株式会社　フレック　様



工　事　経　歴

物　件　名 工　事　内　容 所　在　地 受　注　先

キャッスルマンション小金井 屋上他防水改修工事 東京都小金井市 キャッスルマンション小金井　管理組合

日神パレステージ豊田 屋上他防水改修工事 東京都日野市 日神パレステージ豊田　管理組合

井荻ホームズ 大規模改修工事 東京都杉並区 井荻ホームズ　管理組合

マイキャッスル稲田堤Ⅲ 保護塗装工事 神奈川県川崎市 株式会社　エムシーサービス（管理会社）

ミューライフステーション 大規模改修工事 東京都調布市 株式会社　ビーケーエフ（建物所有会社）

セザール青梅 屋上防水改修工事 東京都青梅市 セザール青梅　管理組合

東京都三鷹市 吉野　様（建物所有者）

府中市立第八小学校 屋上整備工事 東京都府中市 府中市役所

自由が丘feel 屋上他防水改修工事 東京都目黒区 株式会社　エレマックス（管理会社）

アーバンステージ府中 屋上防水改修工事 東京都府中市 有限会社　カレント（建物所有会社）

スーパーオートバックス 三鷹店 屋上防水改修工事

株式会社　横森製作所 大規模改修工事 東京都渋谷区 株式会社　東都（管理会社）

東急ドエルあざみ野マールス管理組合東急ドエルあざみ野マールス 屋上防水工事 神奈川県横浜市



物　件　名 工　事　内　容 所　在　地 受　注　先

工　事　経　歴

京王ハイツ 大規模改修工事 東京都調布市 京王ハイツ　管理組合

ミオカステーロ稲田堤Ⅱ 保護塗装工事 神奈川県川崎市 株式会社　エムシーサービス（管理会社）

キャッスルマンション入間扇町屋 屋上他防水改修工事 埼玉県入間市 キャッスルマンション入間扇町屋　管理組合

株式会社　いせや　本社ビル 大規模改修工事 東京都府中市 株式会社　いせや（建物所有会社）

東京都世田谷区 株式会社　栗山商事（建物所有会社）

府中セントラルハイツ 各所防水改修工事 東京都府中市 府中セントラルハイツ　管理組合

府中市立四谷小学校 プール改修工事 東京都府中市 府中市役所

株式会社　明星商事　本社ビル 大規模改修工事 東京都府中市 株式会社　明星商事（建物所有会社）

シンシア大森 廊下・階段防水工事 東京都大田区 株式会社　エレマックス（管理会社）

アベニュー成城Ⅱ 大規模改修工事

南えびな杉久保サンパルクＢ街区 屋上他防水改修工事 神奈川県海老名市 株式会社　エムシーサービス（管理会社）

ミオカステーロ府中 保護塗装工事 東京都府中市 株式会社　エムシーサービス（管理会社）

シンシア明大前 屋上他防水改修工事 東京都杉並区 株式会社　エレマックス（管理会社）



工　事　経　歴

物　件　名 工　事　内　容 所　在　地 受　注　先

キャッスルマンション相武台 屋上防水改修工事 神奈川県相模原市 キャッスルマンション相武台　管理組合

ミオカステーロ府中 鉄部塗装工事 東京都府中市 株式会社　エムシーサービス（管理会社）

シンシア本郷３丁目 屋根改修工事 東京都文京区 株式会社　エレマックス（管理会社）

調布ローズシャトー 大規模改修工事 東京都調布市 調布ローズシャトー　管理組合

株式会社　セイジョービル 屋上他防水改修工事 東京都調布市 株式会社　東都（管理会社）

富士見台明星パレス 大規模改修工事 東京都国立市 株式会社　明星商事（建物所有会社）

ミオカステーロ狛江アンバーコート
鉄部塗装・屋上保護塗
装工事

東京都狛江市 株式会社　エムシーサービス（管理会社）

東京都稲城市 東洋エステートサービス株式会社（管理会社）

橋本ビル 大規模改修工事 東京都板橋区 橋本　様（建物所有者）

パールハイツ下落合 屋上他防水改修工事 東京都新宿区 株式会社　タケダサービス（管理会社）

マイキャッスル中野島 屋上他防水改修工事 神奈川県川崎市 株式会社　エムシーサービス（管理会社）

ニュークレセントビル　Ａ棟 大規模改修工事



工　事　経　歴

物　件　名 工　事　内　容 所　在　地 受　注　先

ビューパレー柏若柴 屋上他防水改修工事 千葉県柏市 ビューパレー柏若柴　管理組合

マイキャッスル稲田堤Ⅲ 屋上他防水改修工事 神奈川県川崎市 株式会社　エムシーサービス（管理会社）

ＨＮ28 地下止水工事 東京都三鷹市 東京エトワール株式会社（建物所有会社）

赤羽プラザホテル 屋上他防水改修工事 東京都北区 株式会社　北一企画（建物所有会社）

朝日ビル 外壁改修工事 東京都調布市 朝日　様（建物所有者）

府中市立四谷小学校 屋上防水改修工事 東京都府中市 府中市役所

東京都港区 高麗　様（建物所有者）

キャッスルマンション福生 屋上他防水改修工事 東京都福生市 キャッスルマンション福生　管理組合

コンフォール府中 屋上他防水改修工事 東京都府中市 角上興産　株式会社（建物所有会社）

アルクス駒沢 大規模改修工事 東京都世田谷区 アルクス駒沢　管理組合

ウィングッド下馬 大規模改修工事 東京都世田谷区 今田　様（建物所有者）

コトヒラビルディング 大規模改修工事


