
株式会社ケイ・アンド・エス　石材メンテナンス施工実績一覧（一部）

施工日 現場名 依頼主 施工内容 施工面積
2014年12月 住友不動産新宿グランドタワー タカタ エントランス外構御影石床　洗浄+濡れジミ対策 145㎡
2014年12月 シネフォーカスハードセンター埼和興産 エントランス外構御影吸い上げシミ除去 6㎡
2014年12月 ウィッシュトンホテル 中央建材工業 外壁ライムストーン洗浄+コート施工 450㎡
2014年11月 世田谷区成城 マツレキ 私道ピンコロ石軽油シミ抜き+全体洗浄 20㎡
2014年11月 東京堂神保町第３ビル 横浜ゴムMBJ エントランス御影石シールシミ抜き 200ｍ
2014年10月 立川ルミネ 常陸大理石 大理石床　コート施工 120㎡
2014年10月 パレットガーデン四番館 アイワーク エントランス御影石シールシミ抜き 80ｍ
2014年10月 西麻布　M邸改修工事 ジェーピーディー 外構サビ石ビシャン階段洗浄+コート施工 15㎡
2014年9月 パークハウス多摩川南街区 JFE東日本ジーエス 外構御影石・内部大理石等特別清掃 5棟分
2014年9月 山梨文化会館 山梨文化会館 外構御影石洗浄コート施工(定期） 567㎡
2014年9月 西麻布　Y邸 西麻布　Y様 ブラックスレート洗浄+浸透性コート+ウェットコート 50㎡
2014年8月 八海山　コレド室町店 ページワン ライムストーンシミ抜き+全体洗浄+コート施工 40㎡
2014年8月 カサ・デ・ソル　 エスイーエムダイキン エントランス御影石床オイルシミ抜き+全体洗浄 60㎡
2014年8月 甍テクノロジー 甍テクノロジー 大理石床　洗浄+コート施工 135㎡
2014年7月 浜松市浜北区染地台新築 丹青社 白御影石ガムテープ痕シミ抜き 50ｍ
2014年7月 シティハウス永福町 日装 エントランス御影石壁シールシミ抜き 90ｍ
2014年7月 アルバプラザ ロッソ エントランスライムストーン床オリーブオイルシミ抜き+全体洗浄 20㎡
2014年6月 王子神谷パークハウス 建装工業 エントランス御影石壁シールシミ抜き 130ｍ
2014年6月 六本木ヒルズゲートタワー 五成建設 砂岩壁劣化防止対策 137㎡
2014年6月 ヴィラージュ・ヴェール松濤 六耀 エントランス床石油シミ抜き+全体洗浄　外構塀洗浄 120㎡
2014年6月 リード東京ビル 泉工業 御影外壁洗浄 120㎡
2014年5月 東北電力 横浜ゴムMBJ 地下階段御影石壁シールシミ抜き 400ｍ
2014年5月 ザ・ライオンズ国立 鉄建建設 エントランスインターロッキングエフロ対策 12㎡
2014年5月 大宮八幡宮清涼殿 ナブコシステム エントランス大理石壁オイル抜き+全体洗浄 2面
2014年4月 品川シーサイドタワー 横浜ゴムMBJ 外構柱壁等シールシミ抜き 350ｍ
2014年4月 富士見2丁目計画 アイワーク 大理石床　洗浄+コート施工 1200㎡
2014年3月 ロイヤルパークホテル横浜 ページワン 中華飯店内大理石見切り石洗浄+コート施工 8か所
2014年3月 サンルートプラザ新宿 カナザワ装飾 1Fカウンター研磨+ウェットコート施工 15ｍ
2014年3月 三島信用金庫本店 環境機器 御影石笠石鳩忌避剤のシミ抜き 10か所
2014年3月 品川シーサイドタワー 横浜ゴムMBJ 外構柱壁等シールシミ抜き 400ｍ
2014年2月 青山　Kビル 大志興業 大谷石外壁他　洗浄+コート施工 350㎡
2014年2月 フィアット松濤 ブロス 鉄平石床　洗浄+ウェットコート施工 195㎡
2014年2月 稲毛ヨットハーバー ワタナベ建設 エントランステラゾー床研磨+コート施工 265㎡
2014年1月 六本木ヒルズ住宅棟 大塚工務店 人造大理石研磨 4戸分
2014年1月 エヴァリス石神井公園 サカイ引越センター エントランステープ養生シミ抜き 30ｍ
2014年1月 ジェネス石原 タカハラ工業 御影石目地シミ抜き+全体洗浄 20㎡

2013年12月 カールライツビル エール エントランス御影石床　油シミ抜き+全体洗浄 30㎡
2013年12月 アルス高輪桂坂 横浜ゴムMBJ 御影石シールシミ抜き施工 120ｍ
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2013年12月 デュアルウチダ ヨシナガ工業 スレート床洗浄他 200㎡
2013年11月 大正製薬 横浜ゴムMBJ エントランス御影石壁シールシミ抜き 210ｍ
2013年11月 M様邸 小野石材店 エントランスロビー大理石床　初期白華除去 75㎡
2013年11月 新川SHビル 末松コーポレーション エントランス内御影石壁シールシミ抜き+全体洗浄 120㎡
2013年10月 あさか倶楽部キッチン室 あさか倶楽部 セラミックタイル床部分　洗浄+防汚コート ７８㎡
2013年10月 赤坂溜池タワー 赤坂溜池タワー管理 外構階段御影石エフロ除去対策 180㎡
2013年10月 野村アセットマネジメントビル横浜ゴムMBJ 1F駐車場内御影石壁　シールシミ抜き施工 200㎡
2013年9月 YK駿河台ビル Koa Architect 外構階段+地下１階部分御影石エフロ除去洗浄 80㎡
2013年9月 東洋インキ 常陸大理石 エントランスロビー黒御影石床・壁　洗浄+コート施工 510㎡
2013年9月 六本木ヒルズ住宅棟 大塚工務店 キッチン人造石研磨 3室分
2013年8月 高安ビル 高安工業 エレベーターホール床・エントランス床石・浴室床洗浄+コート施工 6ヶ所
2013年8月 CRDビル ページワン 黒大理石研磨施工 94㎡
2013年8月 アルファーホームズ新中野 日装 砂岩壁　サビ・カビ抜き 25㎡
2013年7月 セントランド新宿ビル セントランド エントランス大理石（ビアンコ）サビ抜き施工 28㎡
2013年7月 イニシアイオ入谷竜泉 横浜ゴムMBJ 御影石シールシミ抜き施工 160m
2013年7月 創価中学校 ケイテック 理科室テラゾー流し研磨+コート施工 2室
2013年6月 コトブキビル 常陸大理石 内外部壁御影石シミ抜き+コート施工 70㎡
2013年6月 プラウド・ジェム渋谷神南 アーバンランド 各戸キッチン周辺シミ抜き 1室
2013年6月 シェ・ルイ国立 ゼネラルサービス エントランス外構人造石洗浄+コート 120㎡
2013年6月 山梨文化会館 山梨文化会館 外構部分御影石洗浄+コート施工 567㎡
2013年5月 フォーリアコート グローバルハート エントランス床石洗浄+ウェットコート塗布 250㎡
2013年5月 レクセルマンション習志野 横浜ゴムMBJ 御影石シールシミ抜き施工 150ｍ
2013年5月 大正大学 タカタ 外構床石シミ抜き施工 200㎡
2013年4月 臼井ビル IAGアセット １Fエントランス内外部御影石洗浄＋ウェットコート 70㎡
2013年4月 二番町S邸 鉄建建設 リビング大理石床エフロ除去ダイヤ研磨 25㎡
2013年4月 三菱重工横浜ビル 菱清サービス １Fエスカレーター周辺油シミ除去 80㎡
2013年3月 ロッテリア橋本駅前店 エアコンサービス レジカウンター研磨施工 5000×600
2013年3月 藤和浜松町ビル Koa Architect 正面玄関床石及び地下階段洗浄 65㎡
2013年3月 イーストスクエアー東京 ホーユー 喫煙室内大理石ヤニ黄ばみ除去 49.5㎡
2013年3月 大正大学 タカタ 内外部御影石洗浄 900㎡
2013年2月 港南区大久保作業所 常陸大理石 内外部御影石洗浄 200㎡
2013年2月 ドーミー湘南 ドーミー湘南 砂岩壁、カビ・サビ抜き施工 21㎡
2013年2月 レフコ八柱駅前店 ヒカリ 浴室内壁タイル及び目地部分カビ除去 146㎡
2013年1月 三島信用金庫本店 環境機器 笠石部分油シミ抜き 16ヶ所
2013年1月 インプレスと赤坂 ビーシープロ エントランス外構タイル床洗浄＋油シミ抜き 128㎡
2013年1月 東京月島ガーデンハウス カシワバラコーポレーション エントランス外構壁石水アカ除去 10ヶ所

2012年12月 サンルートプラザ東京 川上管財 エレベーターホール大理石研磨 9F部分
2012年12月 TANAKA RESIDENCE 井上建設 外構クォーツサイトADコート塗布 268㎡
2012年12月 コスモ川口ライヴネージュ フジミビルサービス エントランス御影壁石シールシミ抜き 800m
2012年12月 新赤坂センタービル タカタ ピンコロ洗浄 800㎡
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2012年11月 ドレッセたまプラーザ 東急建設 エントランス御影床石濡れジミ除去工事 40㎡
2012年11月 山田ラインビル アゼルジャパン 外構御影床石濡れジミ除去工事 153㎡
2012年11月 SUZUKI　RESIDENCE 加納工務店 新築内外部大理石部分コート施工 10ヶ所
2012年10月 池上総合病院 戸田建設 エントランス御影床石洗浄+シミ抜き 58.5㎡
2012年10月 パークアリーナ藤沢 横浜ゴムMBJ シールシミ抜き 5棟
2012年10月 市川三郷碑林公園　 小野石材店 御影石エフロ除去+シミ抜き 80ｍ
2012年9月 浅間神社管理組合 小野石材店 男女トイレダイヤモンド研磨 男女2室
2012年9月 バーガーキング新高円寺店 ザイマックスビルマネジメント スレート洗浄コート 15㎡
2012年9月 六本木泰明ビル　9F ウェッジ ネロマルキーナダイヤ研磨 50㎡
2012年8月 東急コミュニティビル 三司馬物産 サビシミ抜き 8枚分
2012年8月 青山パークマンション　Ｆ様邸 アーバンランド 浴室水垢除去洗浄+コート施工 1室
2012年8月 フォネット 商環 エントランスタイル洗浄 40㎡
2012年7月 小島内科クリニック 日装建 タイル及び御影石壁洗浄 334㎡
2012年7月 たから幼稚園 大野塗装 教室床白木洗浄 235㎡
2012年7月 三菱重工ビル ダイヤビルサービス テナント厨房入口油シミ抜き施工 １ヶ所
2012年6月 丸正四谷ビル ザイマックスビルマネジメント 柱御影石壁部分洗浄 5本分
2012年6月 ジョワレ代官山 吉田商事 エントランス床御影石+タイル洗浄 100㎡
2012年6月 三菱重工健康保険組合湖南荘 みらくる 人造砂岩洗浄+コート施工 120㎡
2012年5月 ワイズビル 戸田建設 防火扉ボンドシミ抜き 6枚分
2012年5月 小平健成苑 川上管財 十和田浴室床水垢除去洗浄+滑り止め施工 1室
2012年5月 キンカン本社 マサル 地下１階ロビー大理石研磨 2ヶ所
2012年4月 パークキューブ神田 アップス 床大理石(ビアンコ）シミ抜き作業 2室
2012年4月 麻布長坂ヒルトップ 小田急不動産 エントランス油シミ抜き+全体洗浄 81㎡
2012年4月 新宿伊藤ビル サクセス エレベーター三方枠洗浄 10階分
2012年3月 レフコ八柱駅前店 ヒカリ シャワーブース内壁テラゾー洗浄+ＡＤスーパー 15室
2012年3月 パークシティ武蔵野桜堤 三井デザインテック エントランス養生テープシミ抜き 200ｍ
2012年3月 ＬＵＳＨ六本木 エイシン 床石原状回復洗浄　+テープシミ抜き 75㎡
2012年2月 Ｐホテル コーデック 室内プール床石水垢除去洗浄+滑り止め施工 170㎡
2012年2月 品川荘 兼藤 男女浴室・家族風呂　十和田石洗浄+ＡＤスーパー 118㎡
2012年2月 東京ベイ舞浜ホテル 川上管財 売店床石、旧塗膜剥離+洗浄 30㎡
2012年1月 港区Ｍ邸 クラフトスピリッツ リビングモカクリーム洗浄+コート施工 71㎡
2012年1月 ニューシティレジデンス アイワーク エントランス砂岩サビ抜き洗浄後ＡＤスーパー塗布 40㎡
2012年1月 渋谷区Ｎ邸 ミサワホーミング 浴室・玄関床石洗浄+コート施工 2ヶ所

2011年12月 広尾ガーデンフォレスト タカタ エントランス　エフロ除去洗浄+コート施工 50㎡
2011年12月 Ｗビル マサル 梁壁洗浄+吸上げシミ除去+コート施工 96㎡
2011年12月 湖南荘 Ｓプランニング エントランス床石洗浄+滑り止め施工 40㎡
2011年12月 コスモ川口ライヴネージュ フジミビルサービス エントランス御影石　シールシミ抜き 745ｍ
2011年11月 新目白ビル マックスクリーン新宿 外構床石洗浄 564㎡
2011年11月 ジョワレ南青山 吉田商事 外構犬走り・階段部分洗浄 100㎡
2011年11月 水天宮平和ビル ビルメンテナンスサービス ビアンコ根石サビ抜き+コート施工 30ｍ
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2011年10月 祐天寺レジデンス 木下建築設計 浴室大理石壁床洗浄+コート施工 15㎡
2011年10月 船橋湊町 ウィング 1Ｆエントランス洗浄 100㎡
2011年10月 荒川塗料工業 荒川塗料工業 本社玄関口　テラゾー+タイル洗浄+ウェットコート仕上げ 20㎡
2011年10月 フリーデン中野 日装建 外壁洗浄 240㎡
2011年10月 ＫＰＰビル 石造吸上げシミ抜き 50㎡
2011年10月 ウィング船橋湊町ビル ウィング 外構床石洗浄+油抜き施工 80㎡
2011年10月 荒川塗料工業 荒川塗料工業 エントランス床タイル・框テラゾー洗浄+塗膜コート
2011年9月 ディナ・スカーラ氷川台 オイラー エントランス床タイル滑り止め施工+アリストン塗布
2011年9月 新八千代病院 新八千代病院 浴室内シャワーブース壁カビ抜き 男女
2011年9月 クリオ洋光台一番館 横浜ゴム シール シミ抜き施工 168ｍ
2011年9月 住友商事神田錦町新築工事タカタ エントランス壁石コート施工 250㎡
2011年9月 尾玉の湯 尾玉の湯管理組合 床石・タイル　滑り止め施工 男女
2011年9月 女人修験節律道場 小野石材店 柱用沓石研磨施工 20個
2011年8月 111ビル マックスクリーン エントランス床石洗浄 40㎡
2011年8月 共立女子大学 横浜ゴム エントランス外構シールシミ抜き 382ｍ
2011年8月 ホテルエミオン東京ベイ ＧＷＳ 外構エントランス床洗浄 100㎡
2011年7月 ハウスオブローゼ 横浜ゴム エントランス壁シールシミ抜き
2011年7月 東映ビル メッツ 地下階段壁石旧ワックス剥離+洗浄 30㎡
2011年7月 旧新橋駅舎 タカタ 立上り凝灰岩エフロ除去洗浄+コート施工 60㎡
2011年7月 三竹ビル 日装建 エレベーターテラゾー壁洗浄+セラレジン塗布 5階
2011年6月 焼肉一番館 ビーラウンド トイレ内壁・床研磨 男女
2011年6月 静岡裁判所 奥村組 外壁用コートの床シミ剥離洗浄 80ｍ
2011年6月 双葉文化会館 プレジアコーポレーション 1階ロビー床大理石 定期研磨施工 400㎡
2011年6月 新宿８丁目新築工事 タカタ 外構洗浄 100㎡
2011年6月 横浜市Ｍ様邸 ネイチャーデコール 外構アプローチ床石シミ抜き
2011年5月 ＳＳＪ品川ビル 日中石商 １階ロビー床石　ＡＤトップガード塗布 33㎡
2011年5月 ベルデ青山 アルノ一級建築士事務所 外構　柱型・梁御影石洗浄
2011年5月 都南産婦人科 ノアコム １階ロビー大理石研磨施工 59㎡
2011年5月 コスモ上尾ロイヤルステージ 大協建材 ベランダ御影石笠石サビ抜き施工 40ｍ
2011年5月 福聚荘 塚本工務店 浴室内壁床洗浄+コート施工　　トイレ床シミ抜き洗浄+コート施工 100㎡
2011年4月 サンメンバーズＣＣ 地場工務店 浴室壁石 ウェットコート仕上げ 10㎡
2011年4月 ホテルパシフィック 四方 大志満　白木洗浄
2011年4月 コート915 日装建 外壁タイル洗浄 272㎡
2011年4月 サーストンビル JLA  ASIA エントランス床・壁石洗浄+コート施工 125㎡
2011年3月 延命寺 前島商店 外構白木洗浄
2011年3月 神楽坂プロジェクト アイワーク 大理石根石ＡＤスーパー塗布 60㎡
2011年3月 藤和杉山ホームズ六義園 永和工業 エントランス御影石シールシミ抜き
2011年3月 前橋市民文化会館 ＧＷＳ １階ロビータイル　洗浄+防汚コート施工 700㎡
2011年2月 Ｄクラディア平和台 管理組合 エントランス内部、クォーツサイト洗浄+コート施工 40㎡
2011年2月 新田町ビル 関東設備 男子トイレ汚だれ石、研磨施工+防汚コート 7階分

株式会社ケイ・アンド・エス　TEL：03-3431-1293 / FAX：03-3431-7198
4/8

http://www.e-kands.jp/



施工日 現場名 依頼主 施工内容 施工面積
2011年2月 世田谷船橋５丁目マンション アイワーク エントランスロビー御影石床ＡＤホワイト施工 100㎡
2011年2月 ＳＳＪ品川ビル 日中石商 エントランスロビー御影石ＡＤトップガード塗布 900㎡
2011年2月 新宿プリンスホテル 清水建設 エントランスロビー大理石壁白華防止コート施工 10㎡
2011年2月 パークハウス多摩川 ＪＦＥジーエス 風除室内嘔吐シミ除去 1ヶ所
2011年1月 アドヴァン工場内 関ヶ原石材 モカクリーム製品塗布 80㎡
2011年1月 Ｄクラディア平和台 管理組合 エントランス御影石吸上げシミ除去 70㎡

2010年12月 山梨文化会館 外構御影石床　洗浄+コート施工（定期） 498㎡
2010年12月 神奈川区 Ｉ 邸 玄関ポーチタイル・御影石洗浄+セラレジン塗布 61㎡
2010年12月 秀和田町レジデンス オイラー エントランス御影石床洗浄+アリストン塗布 68㎡
2010年12月 シティータワー有明 イエスパパ ラウンジ内大理石テーブル研磨 １台
2010年12月 パークコート二子玉川 横浜ゴム 壱番館・弐番館エントランスシールシミ抜き 689ｍ
2010年11月 インフォレント エントランス内外部洗浄・研磨・ウェットコート仕上げ 105㎡
2010年11月 ベースメントファクトリ―プロダ トイレ内汚垂れ石研磨 4ヶ所
2010年11月 日本映画大学 柏建設 コンクリート壁コンパネシミ抜き 270㎡
2010年11月 下北病院 泉工業 エントランス鉄平石ウェットコート施工 70㎡
2010年10月 サンシティ町田弐番館 大和興産 風除室+エントランス床石ダイヤモンド研磨 114㎡
2010年10月 上野原小学校 早野組→小野石材店 テラゾー洗面台内水垢除去研磨+ウェットコート仕上げ 8台
2010年10月 ホテルザ・マンハッタン 客室内シャワールームダイヤモンド研磨+シミ抜き 2室
2010年10月 グランヴェルジェ蓮根 エントランス床石油シミ抜き+全体洗浄 30㎡
2010年10月 白十字八国苑 浴室洗い場床洗浄+滑り止め処理 4室
2010年10月 ホテル鐘山苑 大成建設→小野石材店 浴室笠石部分研磨施工 8ｍ
2010年10月 ウィズネット ケイハ―ト 黒御影壁酸焼け部分ダイヤモンド研磨 3ヶ所
2010年9月 ロイヤルハウス都立大学 Life plus 玄関床石シミ抜き+ウェットコート 1室
2010年9月 星美学園 清水建設→矢橋大理石 テラゾー廊下床石全体ダイヤモンド研磨 140㎡
2010年9月 昭和薬科大生協店内 ＧＷＳ テラゾー床キズ消し補修
2010年8月 東神奈川 Ｓ邸 宮垣タイル店 玄関内外部旧ワックス剥離+セラレジン仕上げ 8㎡
2010年8月 シャルマン エスエスプラン ゴミ油シミ抜き+ウェットコート仕上げ 16㎡
2010年8月 ＡＴＴビル改修 クレヴァリー 白御影石ヤニ除去湿布 140㎡
2010年8月 クロスウェーブ府中 秀石 アトリウム噴水部分洗浄 160㎡
2010年7月 ディアナコート自由が丘 中庭池洗浄
2010年7月 共立日本橋ビル ヨシナガ工業 エントランスホール大理石床サビシミ抜き
2010年7月 九段北新築工事 常陸大理石 外構御影床石コンパネシミ抜き+全体洗浄 120㎡
2010年7月 三田タウンハウス Ｈ2ワークス シャワールーム内洗浄コート　洗面カウンターシミ抜き+コート １室
2010年6月 塩崎ビル イエスパパ 内部階段ささら部分洗浄+コート 8階
2010年6月 星美学園 清水建設→矢橋大理石 テラゾー床洗浄　　洗面台研磨施工+ウェットコート（９台） 140㎡
2010年6月 山洋電気 北野建設 外構御影床石洗浄+シミあげ除去+コート施工 40㎡
2010年6月 甲府法人会館 太田工業 テラゾー外壁洗浄 1400㎡
2010年6月 アマコビル ヨシナガ工業 外壁洗浄
2010年5月 セントマーガレットウェディングアイピーアルク 内外部ライムストーン洗浄+ＡＤスーパー 307㎡
2010年5月 アルカディア石和 石の声 男女浴室十和田石洗浄
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2010年5月 ＹＫ駿河台ビル Koa Architect エントランス御影石床洗浄+ウェットコート施工 75㎡
2010年5月 白金ハウス 花国技建 エントランストラバーチン壁洗浄 25㎡
2010年4月 三田ステーションビル ダイヤビルサービス エントランス大理石壁ダイヤモンド研磨 40㎡
2010年4月 シティーハウス池上イースト 常陸大理石 外構吸上げシミ除去工事
2010年4月 アルソワ 小野石材店 受付大理石カウンター研磨 1ヶ所
2010年4月 クレッセント西馬込 ヤシマ工業 エントランス床石洗浄 88㎡
2010年4月 赤坂テラスハウス 山中建築設計事務所 パウダールーム内タイル床凹凸部ダイヤ研磨 6㎡
2010年3月 目黒区 Ｅ 邸 ユーシンアルテック 外構タイル床洗浄+浸透性吸収防止剤+トップコート 95㎡
2010年3月 アールブラン モリモト→ブレス建設 内部床石洗浄+ＡＤホワイト施工 100㎡
2010年3月 エクシブ箱根 大塚家具 家具御影石天板コート施工 40台
2010年3月 Ｂサイト銀座イースト 横浜ゴム シール シミ抜き施工 30ｍ
2010年2月 ＤＣ町田 アイワーク エントランス床石シミ抜き 2ヶ所
2010年2月 雅叙園マンション 匠陽 タソスホワイト 床シミ抜き+トップガード塗布 70㎡
2010年2月 ラビ元町 ヨシナガ工業 砂岩落書き除去 15ヶ所
2010年1月 北杜市斎場 石の声 男子トイレ汚だれ石洗浄+塗膜コート処理 3㎡
2010年1月 ファンケル 日商通信事務機 テナント御影石床、下地洗浄+研磨 125㎡
2010年1月 小田急新宿駅 アイワーク 柱壁テラゾー洗浄+ADトップガード施工 1158㎡
2010年1月 シティハウス久屋大通り 三井住友建設中部支店 エントランス壁シールシミ抜き 198ｍ

2009年12月 グランドヒルズ東山 三井住友建設中部支店 エントランス壁シールシミ抜き 261ｍ
2009年12月 祐天寺 花国技建 外構床石クレーン車タイヤ痕除去 60㎡
2009年12月 デュアルウチダ ヨシナガ工業 中庭スレート洗浄 95㎡
2009年12月 アピオ 小野石材店 １階ロビーテラゾー研磨+ウェットコート施工 220㎡
2009年11月 沼津K邸 ミサワホーム静岡 鉄平石床　洗浄+ウェットコート施工 180㎡
2009年11月 富岡ヒルズ エントランステープ養生ジミ除去 60㎡
2009年10月 アピオ ブライダル前 小野石材店 大理石壁 洗浄、穴埋め、ひび補修
2009年10月 藤和杉山ホームズ 東急ホームズ→和田商事 洗面天板大理石 ダイヤ研磨 1ヶ所
2009年10月 トライエム大手町ビル トライエム 1階内外部タイル床 洗浄 50㎡
2009年10月 浦和領家センターコート 横浜ゴム 玄関御影石（本磨き） シミ抜き 462ｍ
2009年10月 駒込レジデンス 常陸大理石 新築タイル部分 引き渡し洗浄
2009年9月 西落合ＡＢ敷地計画 タカタ 浴室内十和田石 防汚コート 30㎡
2009年9月 甲府市 Ｎ邸 計画建設 石灰岩混入塗り壁 雨垂れ除去+コート
2009年9月 甲斐市 Ｍ邸 小野石材店 浴室内御影石 水垢除去洗浄
2009年9月 モリリン ヨシナガ工業 モカクリーム壁石 シミ抜き施工 100個
2009年9月 秀和三番町ビル 大協建材 外構壁 シールシミ抜き施工
2009年9月 西原 Ｙ邸 早野組→小野石材店 リビング大理石 ダイヤモンド研磨
2009年9月 新共立日本橋ビル 外構床石洗浄+ＡＤホワイト塗布
2009年9月 御殿山ヒルズ 森ビル→山貞 住宅棟 キッチン・洗面台人工大理石研磨／外構床 洗浄+コート施工
2009年8月 東京ツインパークス コナミ 47Ｆ客室大理石 漂白洗浄
2009年8月 常光会館 外構御影石床　 サビシミ除去
2009年8月 北杜市 共同墓地 石の声 墓石 洗浄
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2009年8月 市原市 Ｉ 邸 丸和 玄関床大理石 研磨・コート
2009年8月 興亜損保日本橋ビル 清水建設⇒タカタ 内部壁ライムストーン ＡＤトップ塗布／外構床石 洗浄・シミ抜き 700㎡
2009年8月 世田谷区給田 Ｓ邸 人工大理石 研磨・コート施工
2009年8月 青戸平和会館 大協建材 玄関框部分 テラゾー補修
2009年7月 甲府市 Ｍ邸 小野石材店 大谷石塀 カビ・さび抜き
2009年7月 ロイヤルシティホール ＧＷＳ 1階ロビー床大理石 洗浄研磨 400㎡
2009年7月 ＤＮＰ 矢橋大理石 神社内 灯篭・水鉢等洗浄
2009年7月 山梨大学医学部 小野石材店 慰霊碑 洗浄（黒御影）
2009年7月 横浜市 安楽寺 日装建 コンクリート塀 洗浄・ＡＤスーパーコート 28㎡
2009年6月 山梨大学 小野石材店 正門支柱 洗浄
2009年6月 増穂町　まほらの湯 増穂町役場 男女浴室内鉄平石・石器タイル 洗浄・コート 500㎡
2009年6月 ブルームバーグ 黒御影石 ウェットコート施工
2009年6月 双葉文化会館 プレジアコーポレーション 1階ロビー床大理石 定期研磨施工 400㎡
2009年5月 三菱商事ビル 矢橋大理石 自動改札前 床石テープシミ除去 4ヶ所
2009年5月 三菱重工品川ビル ダイヤビルサービス テナント前床石 油シミ湿布施工 20㎡
2009年5月 平塚市 Ｓ邸 泉工業 ピンコロ 洗浄 150㎡
2009年5月 松本市 ヴィラアンジェリカ プレジアコーポレーション チャペル・フランス館セレミックタイル 研磨 180㎡
2009年5月 パークホームズ西船１ 三井不動産レジデンシャル 1階ロビー御影石 養生テープシミ抜き 25㎡
2009年5月 神宮前ジンフラッド Ｈ2ワークス 黒色テラゾー床 ダイヤ研磨・ＡＤスーパー塗布 85㎡
2009年4月 甲府市妙詮寺 Ｓ家 石の声 墓石 洗浄
2009年4月 シャロンロイヤル初台 管理組合 共用玄関ロビー 床石洗浄 100㎡
2009年4月 トーセイ タカタ 水盤外周 エフロ防止コート
2009年4月 麻布第一マンションズ バーズアイコーポレーション 山西黒キッチン台 研磨 3室
2009年3月 サンクタス湯河原ラ・ヴュー 各戸浴室内 大理石洗浄
2009年3月 サンルートプラザ東京 川上菅材 1階ロビーテラゾー床石 ダイヤ研磨（５工程） 980㎡
2009年3月 武川診療所 太陽社 外壁タイル 洗浄・コート 150㎡
2009年3月 サンシャインシティ６０ バート 1階ロビー壁石テスト 洗浄
2009年3月 猿楽町計画 鹿島建設 各戸床石 目地シミ除去
2009年2月 六本木4丁目計画 タカタ 各戸リビング目地 シミ除去
2009年2月 中村北新築計画 常陸大理石 外構床石 洗浄／各戸土間 洗浄
2009年2月 パレス会館 テラゾー床 洗浄・塗膜コート
2009年2月 大同生命甲府ビル 甲府ビルサービス 大理石支柱定期 洗浄・コート
2009年1月 神楽坂 Ｓ邸 ヨシナガ工業 モカクリーム シミ抜き+洗浄 20㎡
2009年1月 日本銀行 多摩防水 床石 ペンキシミ除去
2009年1月 リードケミカル リードケミカル 外構床石 機械オイルシミ除去
2009年1月 富士物産 イイノタイル 玄関床石 エフロ除去

2008年12月 レクセルプラッツァ谷塚 横浜ゴム シール シミ抜き施工
2008年12月 法多山 小野石材店 参道床石 引き渡し洗浄 300㎡
2008年12月 山梨文化会館 山梨文化会館 外構御影石 定期洗浄・コート施工 379㎡
2008年11月 Ｓ×Ｌ住宅展示場 一柳冷機 玄昌石 洗浄・ウェットコート 30㎡
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2008年11月 新紺屋小学校 小野石材店 テラゾー 洗浄・研磨 6ヶ所
2008年11月 レストラン誤字 アイワーク 店舗内床石 洗浄 120㎡
2008年11月 アールブラン モリモト→ 外構床石 吸い上げ現象除去 200㎡
2008年11月 リバーサイド２１ 矢橋大理石 外構・中庭既存床石 洗浄 1500㎡
2008年10月 ルピシアベイクオーター 梨木工務店 タソスホワイト 研磨施工 42㎡
2008年10月 明治神宮参集殿 ヨシナガ工業 階段改修工事後の洗浄・シミ抜き
2008年10月 井の頭 Ｆ邸 三元建設 鉄平石小端積外壁 エフロ除去・浸透性コート施工
2008年10月 松濤 Ｏ邸 国栄産業 モカクリーム床石 洗浄・コート 80㎡
2008年9月 六本木4丁目計画 鹿島建設 浴室壁石 製品塗布（日ポリ工場内）
2008年9月 ホテル鐘山苑 小野石材店 ブライダル内ビアンコ 研磨施工
2008年9月 大塚浅見ビル現状復旧 清水建設 油シミ抜き
2008年9月 国際浜松町ビル 花国技建 玄関外構稲田石 サビ抜き 6ｍ
2008年9月 六本木４丁目計画 矢橋大理石 各戸内床大理石 「ローズオーロラ」製品塗布 20㎡
2008年9月 荏田北フォーネ 東急建設 外構床石 吸い上げ現象除去 92㎡
2008年9月 ベルクラシック甲府 ＧＷＳ ホール内セラミックタイル 研磨
2008年7月 法政大学 常陸大理石 ライムストーン柱 ＡＤコート塗布
2008年7月 パークハウス三番町 日本通運 引越時養生跡シミ抜き 50㎡
2008年7月 平塚美術館 バート テープ跡シミ抜き 25m
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