◇工事経歴(2012年～2013年）
2012年 ＪＴ升本森商店内装工事
ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙｷｯｽﾞ戸塚第二保育園新装工事
カザフドリンクバ－内装工事
蕎麦COMBO南青山店 新装工事
ＪＴ井田商店(2期)内装工事
ＪＴＹショップ富士宮野中店 内装工事
パシフィコ横浜 ＧＥ展示会工事
エコイス・アイ本牧店 新装工事
プランタン銀座2Ｆ フェルウ内装工事
Pastel ルミネ町田店 改装工事
ガンブラ－・ギャラリ－内装工事
イト－ピアビル・キュ－ビクル改修工事
エコイス・アイ南大沢店 新装工事
Ｑ’ｓ池袋 事務所 新装工事
ＪＴ斉藤商店 看板工事
ヴァニラデュ-自由が丘改修工事
池袋ルミネ エメ 新装工事
ＪＴ新宿鈴井薬局 内装工事
ＪＴ中村商店 内装工事
三軒茶屋パ－クマンション改修工事
ＪＴ田中商店（だいはる） 内装工事
プランタン銀座 本館Ｂ4・モ－ド館3Ｆ改装工事
パステル川越店 改装工事
千葉そごうＮＩＨＯＮＤＯ 内装工事
整骨院 成田ボンベルタ店 新装工事

2013年 プランタン銀座ジャイロ改装工事
プランタン銀座アキコ改装工事
プランタン銀座出納室改装工事
フォルマ学芸大学 改修工事
みんなの保険プラザ鷺沼店 新装工事
赤坂クラブキティ 内装工事
Ruchcuff プランタン銀座 改装工事
東急東横店 6：Ｔ610-ｃ改修工事
アルファＡ 横浜高島屋店 改修工事
小僧寿し ＩＹ坂戸店 新装工事
ココカラファイン千歳船橋店 新装工事
保険の窓口 大森店 新装工事
ヴィレッジ早稲田 改修工事
Varnilla Dew自由が丘店 改修工事
Flavor Dresser六本木ヒルズ店 改修工事
Field Dreamららぽ-と横浜店 新装工事
正育堂入間ペペ店 改装工事
DHC市川ニッケコルトンプラザ店
水戸エクセルPOOL SIDE新装工事
プランタン銀座ロ－トレアモン改装工事
チェルシ－カフェたまプラ－ザ店 内装工事
古畑邸改修工事
Y1 TOTSUKA PROJECT 新装工事
あけぼの介護センタ－内装工事
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2012年 ステ－キとみい 改修工事
羽田空港 事務所 改修工事
ペットサロンリボン改修工事
SAKURAYA 新百合ヶ丘店 内装工事
エヌプラスオフィス 内装工事
薬日本堂烏山店 改修工事
スカイマ－ク整備本部改修工事
プランタン銀座ワインコ－ナ－改修工事
王鼎記横浜スカイビル店 新装工事
プランタン銀座スタイルコム改修工事
MINI八王子ショ－ルーム新装工事
FIRST PLACE 改装工事
＆by pinky & Dianne オリナス錦糸町改装工事
BODY DRESS DELLUXE 横浜そごう改修工事
ぐ-ば-ぐアリオ鷲宮店 新装工事
プランタン銀座ピンキ－ガ－ルズ改修工事
プランタン銀座ハロッズ改修工事
オギノ貢川店 新装工事
RONI 原宿店 新装工事
BODYDREESING 横浜そごう新装工事
ｼﾞｭｴﾘ-ﾂﾂﾐ水戸内原ｲｵﾝﾓ-ﾙ店 改装工事
パステル アリオ鷲宮店 改修工事
ぐ-ば-ぐ 高田馬場店 改装工事
グロブナ－スクエア本牧 改装工事
トレボ－聖蹟桜ヶ丘ＳＣ店 新装工事

2013年 ジュエリ－ツツミ羽生イオンモ－ル店改修工事
パステル 羽生イオンモ－ル店改修工事
チェルシ－カフェマークシティ店 新装工事
保険の窓口 サウスウッド店 新装工事
エメ池袋ルミネ店 改修工事
サロンＥＦ池袋店 新装工事
横浜センタ－北プレミヤス内装工事
チェルシ－カフェ有楽町店 内装工事
銀座Ｔ＆Ｔ 改修工事
ＪＴ中村店 改修工事
ＢＡＧＥＬ＆ＢＡＧＥＬ神保町店 改修工事
上島珈琲館 狭山店 内装工事
一風堂駒沢公園店 改修工事
ラ・カ－サ・ジェンテ 改修工事
花丸ＪＰタワ－店改修工事
パステル アトレヴィ大塚店 新装工事
オギノ山中湖店 新装工事
BAGEL&BAGEL海浜幕張店 新装工事
渋谷東急ホテルかるめら改修工事
珈琲館二子新地店 新装工事
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◇工事経歴(2014年～2016年）
2014年 ららぽ-とTOKYO BAY FREES'MART 改修工事
ららぽ-とTOKYO BAY PROPORTION 改修工事
プランタン銀座 ロ－シュカフ 改修工事
FLAVOR DRESSER 恵比寿三越 改修工事
プランタン銀座 ピンキ－ガ－ルズ 改修工事
伊藤邸改修工事
カルビジャニ－・ジャパン 改修工事
graniph町田東急TWINS 新装工事
ABC Cooking Studio 京王吉祥寺店 新装工事
Bodies 武蔵小杉店 内装工事
プランタン銀座 ノ－ルシュド 改修工事
エコイス・アイ 湘南台店 改修工事
エコイス・アイ 相模原店 改修工事
エコイス・アイ 南大沢店 改修工事
WITH IY 草加店 新装工事
オギノ富士川店 新装工事
プラ－レ松戸 改修工事
横浜ビジネススパ－ク プレッツォ棟改修工事
ABC Cooking Studio 柏高島屋 新装工事
三松 川越modi店 新装工事
ABC Cooking Studio ラゾ－ナ川崎 新装工事
ジョセフィ－ヌ玉川店 新装工事
梅蘭イオンモ－ル多摩平の森店 新装工事
QUATTRO LABO 吉祥寺店 内装工事
graniph アクアシティお台場店 新装工事
三松 アリオ川口店 改装工事
ﾊﾟｽﾃﾙ京王府中店 内装工事
オギノ御殿場富士岡店 新装工事
あけぼの介護センタ－改装工事
パル Tocci錦糸町店 改装工事

2016年 クリ－ムバス 改装工事
Queensway アトレ吉祥寺 内装工事
フロ－ライト池袋パルコ店 改装工事
Queensway 川崎アゼリア 新装工事
VIE DE FRANC 川崎アゼリア 改装工事
しゃら川崎アゼリア店 新装工事
ジュエリ－ツツミららぽ－と柏の葉 新装工事
ジュエリ－ツツミ イオン土浦店 新装工事
OHOHニッケコルトンプラザ 内装工事
ふりふ 渋谷マルイ店 内装工事
三松 春日部店 内装工事
ゼクシ－縁結び 日本橋改装工事
オギノ塩山店 新装工事
ジュエリ－ツツミ イオン川口前川店 新装工事
ららぽ-と平塚TiCTAC 内装工事
Chelsea Café 新宿ミロ－ド店 改修工事
ららぽ-と平塚Coca 内装工事
ららぽ-と平塚CROEDED CLOSET 内装工事
柏店 ニホンドウ漢方ブテイック 改装工事
BIRKENSTOCK ルミネ北千住店 新装工事
TORQUE北千住ルミネ 内装工事
READショ－ル－ム 新装工事
キ－ルズ町田店 内装工事
キ－ルズ原宿店 内装工事
SAISON FACTORY
ecute大宮 改装工事
熱海駅ビル やまきち 新装工事
熱海駅ビル ヤマト運輸 新装工事
熱海駅ビル 成城石井 新装工事
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2015年 たいめいけん

ららぽ-と富士見店 新装工事
ホノルルコ－ヒ－ ららぽ-と富士見店 新装工事
ジュエリ－ツツミ ららぽ-と富士見店 新装工事
コレクタ－ズ
ららぽ-と富士見店 新装工事
プラ－レ松戸 トイレ改修工事
千葉工業大学国際交流館 改装工事
ジュエリ－ツツミ レイクタウンkaze店 新装工事
M10千駄ヶ谷 改装工事
COMECHATTO&CLOSETTさいたま新都心COCOON店 新装工事
REGAL SHOESさいたま新都心ｺｸ-ﾝ店 新装工事
ジュエリ－ツツミ
ルミネ大船店 新装工事
三松 COCOONⅡ店 新装工事
Peter Rabbit Garden Café自由ケ丘店 新装工事
オギノ下石田店 新装工事
ホノルルコ－ヒ－ 明大前店 新装工事
WITH 草加 改装工事
オギノ上今井店 新装工事
パルTocci錦糸町店新装工事
ABC Cooking Studio 川越店 新装工事
Bodies 川越アトレ店 新装工事
ル－チェ南青山 新装工事
FOSTEXショ－ル－ム二子玉川 新装工事
ジュエリ－ツツミ イオン南松本店 新装工事
オギノ竜王店 新装工事
オギノ イ－ストモ－ル店 内装工事
パステルルミネ川越店 内装工事
ジュエリ－ツツミららぽ－と新三郷 新装工事
ecute大宮 新装工事
成城石井 ラスカ茅ケ崎 新装工事
カルディ-nonowa武蔵小金井店 内装工事
ナジャペレ－ネ本社改装工事

2016年 ジュエリ－ツツミ イオンモ－ル与野 改装工事
薬日本堂 柏店 内装工事
京鼎樓 恵比寿本店 改装工事
フォルマ学芸大学102号 改修工事
ABCキッザニア豊洲ららぽ-と店 改装工事
CALDI COFFEE FARM nonowa武蔵小杉店 工事
10zen 改装工事
デル航空 スカイランジ 工事
GAUNA-GALALA改装工事
目黒グランド－ル6F改装工事
川崎ソフィア改装工事
フォルマ学芸大学101号 改修工事
伊藤邸改修工事
白鳥ハイツ105号室 改修工事
白鳥ハイツ106号室 改修工事
CAFÉ Cinaオープンデッキ改修工事
フォルマ学芸大学205号 改修工事
フォルマ学芸大学206号 改修工事
SAISON FACTORY ecute大宮 改装工事
SABON 柏高島屋店 補修工事
カ－ジュラジャ店 改装工事
チックタック渋谷ヒカリエ 工事
ABCキッザニア東京店 改装工事
川崎ソフィア 改修工事
ミルボンさいたま支店 工事
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◇工事経歴(2017年10月まで）
2017年 45R池袋西武 内装工事
都庁舎内福利厚生施設 改修工事
YGP30階 改装工事
POKERFACEららぽ-と海老名店 改装工事
オギノ河口湖店 内装工事
ジュエリ－ツツミISP 内装工事
上島珈琲店トレッサ横浜店 新装工事
パステル青葉台東急スクエア店 工事
カ－ジュラジャキャピトル 東急工事
CAFÉCina オ－プンデッキ 改修工事
フォルマ学芸大学301号 改修工事
TiTAC たまプラ－ザ店 改修工事
フォルマ学芸大学204号 改修工事
アンパンマンテラス 工事
カルビジャ－ニ本社4F 新装工事
カルビジャ－ニ本社ショル－ムキッチン 新装工事
フォルマ学芸大学105号 改修工事
カルビジャ－ニ本社5F 新装工事
Antica Forneria 錦糸町店 新装工事
フォルマ学芸大学103号 改修工事
フォルマ学芸大学203号 改修工事
阿佐ヶ谷駅東高架下開発コトラボ新装工事
フォルマ学芸大学105号 改修工事
都庁舎内福利厚生施設藤大規模改修工事
表参道GYRE喫煙室改修工事
POKER FACE 立川立飛ららぽ-と改修工事
しゃら浦和パルコ内装工事
ボンフェツト大宮ルミネ改装工事
フォルマ学芸大学3F 改修工事
ヴィレッジ早稲田改修工事
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2017年 オギノ八田店 新装内装工事
梅蘭錦糸町テルミナ店 新装工事
小杉町2丁目計画A棟2F/48F ラウンジ新装工事
Coca池袋サンシャインシティ店 内装工事
Queensway小田急ラスカ 改修工事
ボンフィト川崎アトレ店 内装工事
キャンドウ浦和パルコ店 内装工事
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