
現場名 工事内容 施工月

板橋区立生活産業融合方第一工場ビル 室外機部品交換工事 2011年9月

吉川ビル 空調機更新工事 2011年9月

都庁第一本庁舎 樹木撤去工事 2011年10月

ジョイフル祐天寺 給水ポンプユニット更新工事 2011年10月

エクセル青山 漏電調査改修工事 2011年10月

大山小学校 雨水ドレン管改修工事 2012年3月

アレンダール芝浦 自動点滅器交換工事 2012年3月

国有地　豊島区西池袋 ブロック解体撤去 2012年3月

ハイライズグランド一之江 駐車場排水ポンプ交換工事 2012年4月

アクア木更津 熱感知器更新工事 2012年6月

アクア木更津 水冷パッケージ改修工事 2012年6月

大京町PJビル 照明器具安定器交換 2012年8月

池袋プラザ 誘導灯器具交換工事 2012年9月

シオンとしま 給水配管改修工事 2012年12月

コートラリック エレベータ内部品交換 2013年1月

白金ビル 掲示広告作成設置 2013年2月

国有地　大田区大森北 地中埋設物撤去工事 2013年2月

吉川ビル 天井漏水配管復旧工事 2013年2月

白金ビル 電気メーター設置工事 2013年3月

白金ビル 雑排水槽ポンプ交換工事 2013年4月

千代田CBビル 小便器交換工事 2013年4月

八木兵　馬喰町店 連結送水管耐圧性能試験 2013年6月

ヴィラティック早稲田 排水管詰り除去 2013年6月

メイツ川越岸町 エントランス樹木植替 2013年7月
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パティオ北町 電極保持器・マンホールパッキン交換工事 2013年7月

日本郵政管理地（練馬区中村南） 樹木伐採 2013年8月

濠池 濠地草刈 2013年8月

メゾン青山 外階段照明器具交換 2013年8月

センチュリー浦和 給水配管改修工事 2013年8月

白金ビル エントランス転倒防止策工事等 2013年9月

ダブルアップ事務所 ブラインド洗浄 2013年9月

旧給食センター(練馬区） 除草作業 2013年9月

ハイマンテン渋谷 スプリンクラー配管改修工事 2013年9月

コスモシティ市川イースト 感知器断線調査改修 2013年10月

白金ビル クラック補修工事 2013年10月

オリンピックイン渋谷 水栓交換工事 2013年10月

センチュリー浦和 受信機不具合調査 2013年10月

シティクレスト津田沼 給水設備漏水調査 2013年10月

イイザワビル 連結送水管配管耐圧性能試験 2013年10月

オリンピックイン麻布 消火器交換 2013年11月

グランフォルム南川崎 排水管ファイバースコープ調査 2013年11月

吉川ビル トイレ部品交換工事 2013年11月

イイザワビル 受水槽フート弁交換工事 2013年11月

オリンピックイン麻布 トイレタンク内漏水補修 2013年11月

オリンピックイン麻布 高架水槽ドレン管改修工事 2013年11月

太平ビル 煙感知器交換工事 2013年12月

KAZUMIビル 水槽内ボールタップ交換 2013年12月

FLG日本橋小網町ビル 排水口加工作業 2013年12月

目黒1-Nビル 水道私設メーター更新工事 2014年1月

白金ビル 屋上ダクト鉄板封鎖及び錆止塗布 2014年1月
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オリンピックイン麻布 空調電磁弁交換工事 2014年1月

オリンピックイン麻布 防火戸オートヒンジ交換工事 2014年1月

ウェルブリッジドウェル 非常照明バッテリー交換工事 2014年1月

カトレアビル 感知器移設工事 2014年1月

FLG日本橋小網町ビル クレセント錠交換工事 2014年1月

練馬区下石神井3-495-3先(国有地） 擁壁撤去工事 2014年2月

リブリ・オルタンシアⅢ 照明改修工事 2014年2月

ホッコク浅草橋 高置水槽電極改修工事 2014年2月

松本ビル　所沢西館 非常警報設備更新工事 2014年2月

KAZUMIビル 配線プルボックス交換設置工事 2014年2月

KAZUMIビル 非常警報ブレーカー更新工事 2014年2月

平塚ポートⅢ 給水管引き換え工事 2014年2月

オリンピックイン麻布 防火戸改修工事 2014年2月

コスモシティ市川イースト 自火報中継器交換工事 2014年3月

日綜コミュニティ　横浜支店 感知器納品 2014年3月

オリンピックイン渋谷 湧水槽水中ポンプ交換工事 2014年3月

オリンピックイン麻布 換気扇交換工事 2014年3月

メゾンＫＡＴＯ 非常警報設備改修工事 2014年3月

オリンピックイン麻布 窓改修工事 2014年3月

株式会社新星ビルテック 非常照明器具更新工事 2014年4月

オリンピックイン渋谷 ガス湯沸かし器交換工事 2014年4月

オリンピックイン渋谷 湧水槽内水中ポンプ交換工事 2014年5月

サーパス新所沢けやき通り 定水位弁交換工事 2014年5月

白金ビル 分電盤鍵設置工事 2014年5月

オリンピックイン渋谷 排煙機オーバーホール工事 2014年6月

オリンピックイン麻布 空調機改修工事 2014年6月
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ウェリス駒込レジデンス 非常照明設備改修工事 2014年6月

国有地 抜根樹木撤去工事 2014年6月

目白スクエアビル 避難ハッチ交換工事 2014年7月

武蔵関サニーハイツ 避難ハッチ交換工事 2014年7月

ハイマンテン渋谷 消防設備改修工事 2014年7月

福田モーター商会 ウオシュレット交換工事 2014年7月

白金ビル ガラス交換工事 2014年7月

旧今川中学 樹木伐採撤去工事 2014年7月

ＦＲＥＡ浦安 自火報感知器移設工事 2014年8月

エクセレント浅草橋 消火器交換工事 2014年8月

ビューハイツ十条 加圧給水ポンプユニット更新工事 2014年8月

オーキッドスクエア 自火報感知器配線引換工事 2014年8月

吉川ビル 漏水復旧工事 2014年8月

下落合管理地 樹木・剪定工事 2014年8月

草加寿ビル 外壁つる草撤去工事 2014年9月

クレストフォルム浦安グランステージ 漏水調査 2014年9月

介護老人保健施設ひとりざわ ＬＥＤ照明器具更新工事 2014年9月

ＭＯＲＩビル 自動火災報知設備更新工事 2014年10月

ハップス五井店 粉末消火設備交換工事 2014年10月

メイツ北千住 フロアーハッチ交換工事 2014年10月

サンフィーリアメイツ戸田公園 給水ポンプオーバーホール 2014年10月

サーパス朝霞 避難器具改修工事 2014年11月

ソフィア志村 換気扇交換工事 2014年12月

サンクビル 給水定水位弁更新工事 2015年1月

ハイツ北品川 電力計ボックス交換工事 2015年1月

コンフォート西葛西 給水ポンプ改修工事 2015年2月

サーパス新所沢 自動火災報知設備改修工事 2015年2月
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コート南浦和 加圧給水ポンプユニット更新工事 2015年2月

白金ビル 排水詰り改修工事 2015年3月

日本郵政管理地 除草作業 2015年3月

ハイマンテン渋谷 スプリンクラーヘッド交換工事 2015年3月

シティヌーブ北千住 換気扇交換工事 2015年4月

オリンピックイン渋谷 グリストラップ交換工事 2015年4月

オリンピックイン渋谷 非常放送設備更新工事 2015年5月

アイハイム 非常警報設備更新工事 2015年5月

トリム面影橋 汚水槽ポンプ交換工事 2015年5月

レクセルプラッツァ国立 加圧給水ポンプユニット更新工事 2015年6月

コンフォート西葛西 自動火災報知設備受信機更新工事 2015年6月

介護老人保健施設ひとりざわ 排風機更新工事 2015年6月


