
工事期間 元請名 現場名 現場所在地

平成25年

１月～５月 坂田建設㈱ （仮称）小金井ホームガーデン新築工事 小金井市

１月～３月 タツミ建設㈱ ビラ・サンセット外壁その他改修工事 多摩市

１月～３月 ㈱宝建設 エトワール緑ヶ丘外壁修繕工事 目黒区

１月～３月 田中土建工業㈱
ボナハイツ壱番館弐番館外壁その他
大規模修繕工事

海老名市

１月～７月 ㈱ケミカル工事 平賀橋補修工事 松戸市

２月～３月 田中土建工業㈱ 武邸新築工事 板橋区

２月～３月 田中土建工業㈱ 新谷商店ビル外壁改修その他工事 豊島区

２月～４月 タツミ建設㈱ 宮久保ビル外壁その他改修工事 国分寺市

２月～５月 典栄建設㈱
エフエム東京本社ビル
非常用発電材増強工事

千代田区

２月～７月 佐藤工業㈱ アクイール我孫子作業所 我孫子市

２月～６月 不二サッシ㈱
メゾン・ド・ヴィレＫ・A
外壁その他大規模修繕工事

川崎市

３月～４月 タツミ建設㈱ 林邸外壁その他改修工事 府中市

３月～４月 田中土建工業㈱ きくやビル外壁改修工事 北区

３月～４月 佐藤工業㈱ カーム府中外壁調査・修繕工事 府中市

３月～４月 ㈱高木 亜細亜大学新５号館新築工事 武蔵野市

３月～５月 田中土建工業㈱ 国分寺東元町３丁目新築工事 国分寺市

３月～５月 田中ビルサービス㈱ クレールメゾン扇外壁その他改修工事 足立区

３月～６月 田中土建工業㈱ アプリコットビル大規模修繕工事 板橋区

４月～７月 ㈱宝建設 伊藤清治邸増改築工事 世田谷区

４月～５月 田中土建工業㈱ 須藤精肉店改修工事 稲城市

４月～５月 ㈱ケミカル工事
サニー大門ハイツ
玄関ドア・面格子改修工事

木更津市

４月～７月 ㈱ＰＬＵＧ-ＩＮ
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

中央区

４月～７月 佐藤工業㈱ タワープレイス新宿２階修繕工事 新宿区

４月～８月 佐藤工業㈱ 新羽根町作業所 横浜市

４月～翌１月 佐藤工業㈱ 市川塩浜プロジェクト 市川市

４月～５月 ㈱関電工 損保会館ＰＣジョイント目地シール工事 千代田区

５月～６月 ㈱関電工
ＤＮＰ横浜工場Ｂ棟
内部天井塗装修繕工事

世田谷区

５月～７月 田中土建工業㈱ ヴィラ・オンズ千歳台外壁その他改修工事 世田谷区

５月中 ㈲アシスト・ユー フェアリー中村橋102号室室内改修工事 練馬区

５月～６月 タツミ建設㈱ クレールハイツ外壁その他改修工事 国分寺市

５月～６月 田中ビルサービス㈱ フルーヴ外壁改修工事 世田谷区

５月～１０月 田中土建工業㈱ セントヒルズ代々木上原改修工事 渋谷区

７月～１２月 ㈱加藤工務店 小平市立第四小学校大規模改修工事 小平市

６月～７月 施主　直
クラブハウス浦和
外壁その他大規模修繕工事

小平市

６月中 ㈱ＰＬＵＧ-ＩＮ TEAHOUSE吉祥寺アトレ店内装工事 武蔵野市



６月～８月 田中ビルサービス㈱ 向後住宅改修工事 鎌倉市

６月～９月 ㈱スタイル工房 佐藤様邸内外装改修工事 品川区

６月～９月 タツミ建設㈱
国分寺市立第五小学校
外壁等大規模改造工事

国分寺市

７月中 佐藤工業㈱ クレヴィア東陽町外壁補修工事 江東区

７月～８月 田中ビルサービス㈱ Ｓ＆Ｕビル外壁その他修繕工事 台東区

７月～翌３月 佐藤工業㈱
鵠沼作業所（仮称）
鵠沼橋1丁目計画新築工事

藤沢市

７月～翌３月 佐藤工業㈱ 初穂マンションタワーパーキング修繕工事 大田区

７月～１１月 ㈱加藤工務店 小平市立第四小学校大規模改修工事 小平市

７月～１２月 佐藤工業㈱ 国立がん研究センターコーキング工事 中央区

８月～９月 佐藤工業㈱ 文化学園Ｌ棟各所修繕工事 小平市

８月～１０月 田中ビルサービス㈱ パストラルハイツ宮前平大規模修繕工事 川崎市

８月～１１月 ㈱エフ・シー・エンジニアリング 東武厚木配送センター新築工事 厚木市

８月～９月
パナソニックESファシリティマネジ

メント㈱
首都圏電工㈱千葉営業所改修工事 千葉市

８月～９月 田中ビルサービス㈱ 山田ビル外壁その他改修工事 川口市

８月～翌１月 田中土建工業㈱
城南信用金庫瀬田支店
外壁その他改修工事

世田谷区

8月～９月 ㈱ＰＬＵＧ-ＩＮ da　vinchi UENO　大規模修繕工事 台東区

９月～１０月 佐藤工業㈱ ＨＡＸ高萩作業所 高萩市

９月～１０月 ライファ大岡山 八丁幸　床修繕工事 横浜市

９月～１２月 佐藤工業㈱
ＡＳ船橋作業所（仮称）交易財団法人
アシュラン国際奨学財団留学生寮新築工事

船橋市

９月～１１月 田中土建工業㈱ アーク板橋外壁その他改修工事 板橋区

１０月～１１月 施主　直 篠宮様邸外壁塗装その他工事 練馬区

１０月～１１月 ミホ工業㈱ 厚木シーリング工事 厚木市

１０月～１２月 ㈱エフ・シー・エンジニアリング 東武厚木配送センター新築工事 厚木市

１０月～翌３月 佐藤工業㈱
Ｒｅｇｉｎａ　Ｅｂｉｓｕ
屋上その他防水修繕工事

江東区

１０月～１２月 田中土建工業㈱ （仮称）成増５丁目福祉施設新築工事 板橋区

１０月～１２月 田中土建工業㈱ 川辺様邸　外壁その他改修工事 世田谷区

１０月～１２月 田中土建工業㈱ 成城二丁目ビル改修工事 世田谷区

１０月～翌２月 田中土建工業㈱ グランウフ保坂大規模改修工事 品川区

１０月～１２月 田中土建工業㈱ 溝口ビル外壁その他改修工事 さいたま市

１０月～翌６月 佐藤工業㈱ 恵比寿作業所 渋谷区

１０月～翌５月 佐藤工業㈱
コーシャハイム向原
建築及びその他工事

板橋区

１１月～翌２月 佐藤工業㈱
（仮称）特別養護老人ホーム
ラスール麻生新築工事

川崎市

１１月～１２月 ㈱スタイル工房 関森邸改修工事 杉並区

１１月～翌３月 不二サッシ㈱ キャタピラージャパン新築工事 相模原市

１１月～翌３月 泉建設㈱ 北迫邸内外装改修工事 品川区

１２月～翌１月 佐藤工業㈱ メトロシティ西池袋漏水調査・補修工事 豊島区

１２月 田中ビルサービス㈱ 南烏山マンション屋上防水面塗装工事 世田谷区

１２月～翌４月 ㈱宝建設 渡辺邸新築工事 杉並区

１２月～翌８月 佐藤工業㈱
目黒区民キャンパス小ホール
漏水対処工事

目黒区

１２月～翌３月 佐藤工業㈱ 南八幡作業所 市川市


