
工事期間 元請名 現場名 現場所在地

平成24年

１月～２月 タツミ建設㈱ Ａ棟耐震補強工事（ＪＲ国立駅研究所） 国分寺市

１月中 赤松建設㈱ グランドカーサⅡ屋上防水修繕工事 北区

１月～２月 管理組合　直 エントピア中野屋上防水改修工事 中野区

１月～６月 佐藤工業㈱
三田線志村坂上駅エレベーター設置
土木・建築その他工事

板橋区

１月～９月 佐藤工業㈱ 中野坂上ビル新築その他建築工事 中野区

１月～４月 ㈱加藤工務店
東京学芸大学附属高等学校
講堂等外壁改修工事

世田谷区

２月～３月 佐藤工業㈱ 北陸銀行浅草支店外壁大規模修繕工事 台東区

２月～４月 佐藤工業㈱ 徳州会はさま作業所 船橋市

２月～５月 田中ビルサービス㈱
城南信用金庫元住吉支店
外壁その他改修工事

川崎市

２月～４月 佐藤工業㈱ 墨田区緑二丁目作業所 墨田区

２月～５月 佐藤工業㈱
メゾン・ド・ヴィレＫ・A
外壁その他大規模修繕工事

江戸川区

３月～６月 佐藤工業㈱ リズムショッピングセンター改修工事 ふじみ野市

３月～４月 田中ビルサービス㈱
ガーデンヒル寿々木
屋上その他防水改修工事

世田谷区

３月～５月 田中ビルサービス㈱ グリーンヒル八王子南外壁改修工事 八王子市

３月～５月 ㈱ＰＬＵＧ-ＩＮ 神泉プレイス外壁大規模修繕工事 渋谷区

３月～６月 田中土建工業㈱
コスモ志木WIHTE COURT
大規模修繕工事

志木市

３月～４月 タツミ建設㈱ ニチイホーム国立外壁その他改修工事 国分寺市

３月中 ㈱関電工
東京高地簡裁合同庁舎
電気設備改修工事

千代田区

３月～９月 タツミ建設㈱ 関前ビル改修工事 武蔵野市

３月～４月 坂田建設㈱ 押上駅換気塔外装改修工事 墨田区

３月～５月 管理組合　直
サニー大門ハイツ
玄関ドア・面格子改修工事

東久留米市

３月～７月 佐藤工業㈱
ローレルスクエア千葉ＮＴ中央Ｆ棟A・B内部
階段共用部補修工事

千葉県

４月中 タツミ建設㈱
師岡ビル屋上防水改修・４Ｆ内装
大規模改修工事

国分寺市

４月～７月 佐藤工業㈱
有料老人ホーム エクセルシオール山武
新築工事

千葉県

４月～７月 佐藤工業㈱
ＫＭＨ平沼ビル外部廻り
大規模改修工事計画

横浜市

４月～８月 佐藤工業㈱ ソアラノーム碑文谷補修工事 目黒区

５月中 田中ビルサービス㈱
ＤＮＰ横浜工場Ｂ棟
内部天井塗装修繕工事

新宿区

５月～６月 田中ビルサービス㈱ エスケイコート外壁その他改修工事 千葉県市川市

５月～７月 田中ビルサービス㈱ 四谷フラワーマンション補修工事 新宿区

５月中 田中土建工業㈱
㈱西原商会東京本店
暴風雨被害補修工事

江東区

５月～８月 戸田建設㈱ 興産信金本店計画 千代田区

５月～１２月 佐藤工業㈱ 高根町４丁目計画新築工事 横浜市

５月～翌２月 ㈱ジャパングラニット 三郷中央分シーリング工事 三郷市



６～７月 田中土建工業㈱
クラブハウス浦和
外壁その他大規模修繕工事

川崎市

６月中 田中土建工業㈱
日本液炭㈱関東支店
屋上防水修繕工事

北区

６月～９月 ㈱ケミカル工事 JFE千葉第６高炉メーター室修繕工事 千葉市

６月中 施主　直 コータス弓町402号室修繕工事 文京区

６月～８月 田中土建工業㈱ 川越ケアセンター春の風新築工事 川越市

６月～１１月 佐藤工業㈱ 丸和油脂㈱春日部工場 春日部市

６月～翌１２月 佐藤工業㈱ 越谷駅東口作業所 越谷市

７月～８月 ㈱宝建設 井上邸外壁その他修繕工事 杉並区

７月～９月 田中土建工業㈱ 白山坂ハウス外壁修繕その他工事 文京区

７月～９月 田中土建工業㈱
城南信用金庫　海老名支店
外壁その他改修工事

海老名市

７月～９月 田中土建工業㈱
城南信用金庫　中央林間支店
外壁その他改修工事

大和市

７月～９月 タツミ建設㈱ 富沢ビル外壁その他改修工事 国分寺市

７月～８月 田中ビルサービス㈱ 狛江第四中学校校舎耐震等改修工事 狛江市

７月～１０月 佐藤工業㈱ 江東区有明作業所 江東区

７月～１０月 ㈱加藤工務店 児嶋ビル外壁改修工事 小平市

７月～翌１月 佐藤工業㈱ 朝霞公務員宿舎新設建築その他工事 朝霞市

７月～８月 ㈱宝建設 井上邸外壁その他修繕工事 杉並区

７月～１２月 佐藤工業㈱ ベリスタ北習志野地震被害補修工事 習志野市

７月～翌３月 田中土建工業㈱ （仮称）岡崎外科介護施設新築工事 八千代市

８月中 施主　直 コータス弓町202号室修繕工事 文京区

８月～１０月 田中土建工業㈱ ディクレ平井改修工事 江戸川区

８月～１２月 ライファ大岡山 第二寺本ビル外壁修繕工事 千代田区

８月～９月 田中土建工業㈱ 斉藤邸外部装飾部塗装工事 和光市

８月～翌３月 佐藤工業㈱ 墨田区緑２丁目１８計画作業所 墨田区

８月 ㈱ジャパングラニット 三郷中央分シーリング工事 三郷市

８月～翌９月 不二サッシ㈱
Ｒｅｇｉｎａ　Ｅｂｉｓｕ
屋上その他防水修繕工事

相模原市

９月中 田中ビルサービス㈱ 若林ユニビル外階段改修工事 世田谷区

９月～１０月 ㈱ＰＬＵＧ-ＩＮ ミナミビル外部階段他修繕工事 千代田区

９月～１０月 ㈱ケミカル工事
南行徳駅間高架下
コンクリートその他補修工事

千葉県

９月～１１月 タツミ建設㈱ ジュネス永山外壁その他改修工事 多摩市

９月～１０月 ㈱加藤工務店
国立療養所多磨全生園
園内通路整備その他工事

東村山市

１０月中 施主　直 深町邸外壁その他改修工事 狭山市

１０月中 設計事務所　直 村主邸耐震補強工事 朝霞市

１０月～翌２月 佐藤工業㈱
ときわ台ストア・常盤台第二市街地住宅
耐震改修工事

板橋区

１０月～１２月 田中ビルサービス㈱
四谷フラワーマンション
階段室・外構補修工事

新宿区

１０月～翌３月 タツミ建設㈱ 国分寺泉町３丁目新築工事 国分寺市

１０月～翌３月 ㈱加藤工務店
学芸大人文社会科学系研究棟２号館
改修工事

小金井市

１１月～１２月 佐藤工業㈱
BELISTA北習志野
バルコニー地震被害補修工事

千葉県

１２月中 佐藤工業㈱
パークハイム南荻窪３丁目
南面バルコニー補修工事

杉並区



１１月～翌４月 佐藤工業㈱ （仮称）落合マンション新築工事 横浜市

１１月～１２月 田中土建工業㈱ サンハイツ修繕工事 板橋区

１１月～１２月 田中土建工業㈱ キャッスル赤塚外壁改修工事 板橋区

１１月～１２月 ㈱ＰＬＵＧ-ＩＮ FLEG代官山　B1F原状回復工事 渋谷区

１１月～１２月 田中ビルサービス㈱ メゾン・ド・ラム外壁その他防水工事 世田谷区

１２月～翌４月 佐藤工業㈱ 江東区大島４丁目作業所 江東区

１２月～翌２月 田中ビルサービス㈱ 城南信用金庫稲城支店外壁改修工事 稲城市

１２月～翌4月 佐藤工業㈱ 江東区大島4丁目作業所 江東区


