
サカエビル　東大成町　改修工事 串カツ田中　葛西店　新装工事

竹ノ塚BAR　改装工事 串カツ田中　船橋店　新装工事

サッポロビール　千葉ビール園　改装工事 運動発達支援スタジオ　ASUMO　千石店　新装工事

ラウンジバーALFA　新装工事 BAR　DIVA　六本木　新装工事

リハビリデイサービスnagomi福島店　新装工事 リハビリデイサービス　nagomi　4店舗　改修工事

田端　エイテックスコーポ　改装工事 ハイツ河野　外壁工事

ザクレストタワー32F　リフォーム工事 シェアハウス入谷　集合住宅　新築工事

小林様邸　住宅リフォーム工事 串カツ田中　相模大野　新装工事

食道楽　蓮田店　新装工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　野方店　新装工事

肉の長谷川　改装工事 串カツ田中　水道橋店　新装工事

横浜家系ラーメン　壱角家　吉祥寺店　改装工事 ドルチェ新柏　外壁工事

シェアハウス　鎌倉3丁目　集合住宅　新装工事 串カツ田中　門前仲町　新装工事

ZO's Shot Bar　新宿店　改装工事 リハビリデイサービス　nagomi西狭山ヶ丘店　新装工事

焼肉　黄金の牛　宮原店　新装工事 シェアハウス　南花畑3丁目　集合住宅　新築工事　

ｲｰｽﾄｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ本社　新装工事 シェアハウス　西新井5丁目Ⅱ　集合住宅　新築工事

リハビリデイサービスnagomi府中店　新装工事 シェアハウス　西新井5丁目Ⅲ　集合住宅　新築工事

串カツ田中橋本店　新装工事 シェアハウス　東伊興3丁目　集合住宅　新築工事　

串カツ田中池袋店　新装工事 シェアハウス　柴又4丁目　集合住宅　新築工事

シェアハウス　千葉市若葉区桜木3丁目　新築工事 シェアハウス　神明南2丁目　集合住宅　新築工事　

㈱エージェント　飯田橋オフィス　改装工事 シェアハウス　西保木間2丁目　　集合住宅　新築工事

焼肉ホルモン番長　上野店　改装工事 秋葉原HFビル　ゲームセンター　改装工事

串カツ田中　町田店　新装工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　池袋店　新装工事

串カツ田中　石神井店　新装工事 リハビリデイサービス　nagomiふちのべ店　新装工事

リハビリデイサービスnagomi新座店　新装工事 マンション舞　外装工事

串カツ田中東新宿店　新装工事 Disport World　スポーツジム　新装工事

ダンダダン酒場池袋店　新装工事 串カツ田中　綾瀬　新装工事

筑前屋　人形町　改修工事 斎藤ビル　エアコン工事

斎藤ビル　空調改修工事 7 串カツ田中　たまプラーザ店　新装工事

串カツ田中浅草店　新装工事 串カツ田中　南草津店　新装工事

串カツ田中小山店　新装工事 串カツ田中　水戸店　新装工事

大宮豚骨ラーメン一番軒　三田店　新装工事 串カツ田中　中野新橋店　新装工事

さいたま記念病院　エレベーター工事 宮原情報館　エアコン工事

リハビリデイサービスnagomi松戸店　新装工事 シェアハウス　メイフラワーハウス六本木　新装工事

ポトフ料理ジョワ　新宿御苑前　新装工事 串カツ田中　茅ヶ崎店　新装工事

上野ホルモン番長　改装工事 青葉ハイツ　外壁工事

さいたま記念病院　電気工事 ラ・シャルキュトリー釜津田　新装工事

アクアコート　蕨　集合住宅　外壁工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　武蔵境店　新装工事

11 串カツ田中籠原店　新装工事 ㈱BLISS信濃町オフィス　新装工事

リハビリデイサービスnagomi西狭山ヶ丘店　新装工事 牛タンうしすけ　モザイクモール港北店　新装工事

ダンダダン酒場木場店　新装工事 高野邸　住宅新築工事

串カツ田中烏山店　新装工事 渋谷コート　ユニットバス交換

ASUMO千石店　新装工事 ユウキ・ホーム　麻布十番店　新装工事

串カツ田中　上野店　新装工事

REB　柏　中央ビル　改装工事

食道楽　北戸田　改装工事

焼肉　大宮苑　改装工事

マハロテラス王子神谷　集合住宅　新築工事

新宿第2浅美ビルエントランス　改装工事

道山閣　改装工事

運動発達支援スタジオ　ＡＳＵＭＯ南長崎店　新装工事

串カツ田中　宮益坂店　改装工事

串カツ田中　水戸店　消防設備工事

パインツリー/普門院　外壁工事
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運動発達支援スタジオ　UNIMO中村橋　新装工事 あかべこPLUS　新装工事

炭火焼アジアン酒場　アローイ兄弟　新装工事 三光ソフラン　宮原情報館　空調機交換工事

スパニッシュイタリアン　アズーロ　電気空調工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　学芸大学店　新装工事

串カツ田中　野毛店　改修工事 焼肉トラジ　新宿3丁目店　新装工事

元祖博多中洲屋台ラーメン一竜　吉祥寺店　改装工事 等々力　住宅　リフォーム工事

R'S PARK　改装工事 溶岩ホットヨガスタジオアミーダ　君津店　新装工事

フードサプライ　事務所　改装工事 串カツ田中　武蔵小杉店　改装工事

串カツ田中　宇都宮　新装工事 串カツ田中　中村公園店　改装工事

原宿シカゴ　店舗内装工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　中野店　改装工事

PATIO中尾　　戸建て新築工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　新宿三丁目店　改装工事

坪田様　外壁工事 大橋ビル　グランプラス西日暮里　エントランス改装工事

4 斎藤ビル　空調工事 和牛名匠 牛国屋 吉野町店　新装工事

リハビリデイサービスえがお　陽東店　新装工事 串カツ田中　宇都宮東口店　新装工事

串カツ田中　練馬店　新装工事 プレイス光浦和　改装工事

串カツ田中　要町店　新装工事 焼肉本郷苑　改装工事

溶岩ホットヨガスタジオ アミーダ東松戸店　新装工事 ユウキ・ホーム　麻布十番センター店　新装工事

串カツ田中　市川店　新装工事 串カツ田中　福島店　新装工事

串カツ田中　名古屋店　新装工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　稲田堤店　改装工事

酒場シャルク　四谷　改装工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　所沢店　改装工事

エムズロウ　改装工事 串カツ田中　明大前店　新装工事

リハビリデイサービスnagomiPLUS　千早店　新装工事 サンエイ商事　改装工事

猪瀬様邸　指扇　戸建て新築工事 個室焼肉牛の里　西川口店　新装工事

リハビリデイサービスnagomi浦安店　新装工事 リハビリデイサービスnagomiプラス　石神井店　新装工事

串カツ田中　新橋店　改装工事 愛の家　グループホーム　4件　改装工事

肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　代々木店　改装工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　戸越銀座店　新装工事

津田沼　焼肉寿司　　新装工事 俺の焼肉タイジ　改装工事

普門院幼稚園　エアコン入替工事 長井様邸　向原　戸建て新築工事

三光ソフラン　宮原ショールーム　エアコン入替工事 大塚のれん街　共用部　改装工事

炭火焼 ゑまひ　改装工事 クレストタワー32F　リフォーム工事

ビームビル　防水工事 肉匠坂井　長岡店　新装工事

リハビリデイサービス　nagomiPLUS　千早店　排煙/排水管工事　 メゾン高橋　リフォーム工事

斎藤ビル　エアコン入替工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　都立大学店　新装工事

焼肉すみずみ　麻布店　新装工事 串カツ田中　岐阜横丁店　新装工事

リブズテーブル　ビナウォーク店　新装工事 鮨 酒 肴 杉玉　阿佐ヶ谷店　新装工事

串カツ田中　神泉店　新装工事 串カツ田中　南砂店　新装工事

串カツ田中　東五反田店　新装工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　赤羽店　新装工事

サンブリッジ　外壁工事 昭和歌謡酒場　ギンギラギン　改装工事

居酒屋 伝説の串 新時代 新橋店　新装工事 Garnetネイルサロン　秋津店　新装工事

やきとん　ふじ嶋　新装工事 串カツ田中　秋津店　新装工事

串カツ田中　田無店　新装工事 串カツ田中　神保町店　新装工事

ハーレム歌舞伎町店　改装工事 リハビリデイサービス　nagomi改修工事

焼肉とんり　本郷店　新装工事 串カツ田中　武蔵小金井店　新装工事

肉屋の二階　焼肉店　新装工事 鮨 酒 肴　杉玉　武蔵境店店　改装工事

串カツ田中　千葉店　新装工事 塔の山ハイツ　リフォーム工事

肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　西部新宿店　改装工事

リハビリデイサービスえがお桜　改装工事

アデランス　横須賀店　改装工事

溶岩ホットヨガスタジオ　アミーダ葛西店　新装工事
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炭火焼酒場 ホルイチ　中野北口天　新装工事 佐々木様邸　浅草橋　改装工事

串カツ田中　高崎店　新装工事 リハビリデイサービスnagomi鷺宮店　解体工事

肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　和光店　新装工事 焼肉おもに亭　アリオ西新井　新装工事

residence kai C-108　堀崎町　集合住宅　新築工事 足立伊興　デイサービス施設　新装工事

B-WAVEビル　横浜市　改装工事 串カツ田中　神田店　新装工事

串カツ田中　尾山台店　新装工事 串カツ田中　センター南店　新装工事

串カツ田中　菊川店　新装工事 串カツ田中　与野店　新装工事

串カツ田中　小田急相模原店　新装工事 マハロテラス大森西マンション　軽天ボード工事

串カツ田中　洋光台店　新装工事 マハロテラス丸山マンション　軽天ボード工事

リハビリデイサービスnagomi安城店　新装工事 鮨　酒　肴　杉玉　日吉店　新装工事

グランテテルアナ 蕨店　ネイルサロン　解体工事 natane by hakka 有明店　新装工事

焼肉KAN　東中野　新装工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　錦糸町店　新装工事

大衆酒場　江戸一　御徒町店　新装工事 喜多村様邸　戸建てリフォーム工事

串カツ田中　三鷹店　新装工事 串カツ田中　市川店　改修工事

串カツ田中　小山店　新装工事 マハロテラス関原マンション　軽天ボード工事

串カツ田中　秋葉原昭和　新装工事 茂原邸　戸建てリフォーム

串カツ田中　研究学園店　新装工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　立川店　新装工事

リハビリデイサービスnagomi千川店　新装工事 運動発達支援スタジオYUNIMO南長崎　改修工事

習志野　倉庫　改装工事 田村様邸　戸建て新築工事

プティアクイーユ　麻布十番　新装工事 6 鮨　酒　肴　杉玉　浦安店　新装工事

木乃蔵　町田焼肉　新装工事 銀座アッラマーノ　新装工事

串焼　黒松屋 新装工事 桃仙閣　東京　六本木　新装工事

焼肉とく　白山　新装工事 倉田様邸　蓮田　住宅リフォーム工事

肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　国立店　新装工事 三橋ライオンズマンション　リフォーム工事

肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　新川崎店　新装工事 Lagform Tokyo 表参道 FMクリニック　新装工事

串カツ田中　金沢文庫店　新装工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　浅草橋店　新装工事

肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　東小金井店　新装工事 WASH ME あかやまＪＯＹ店　改装工事

串カツ田中　秋葉原店　空調工事 さくら家　蕎麦屋　新装工事

中野レンガ坂　洋食堂　葡萄　新装工事 鮨　酒　肴　杉玉　大宮店　新装工事

串カツ田中　西巣鴨店　新装工事 カフェ＆バル　MONTARAZ　日本橋店　新装工事

串カツ田中　相模原店　新装工事 肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　赤羽２号店　新装工事

焼肉ホルモン木島　新装工事 リハビリデイサービスnagomi大森店　新装工事

キズナスパ上池台店　新装工事 マハロテラス春日町マンション　軽天ボード工事

肉菜工房 うしすけ クロスガーデン多摩平店　新装工事 串カツ田中　東神奈川店　新装工事

串カツ田中　太田店　新装工事 マハロテラス上中里マンション　軽天ボード工事

肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　狛江店　新装工事 マハロテラス白岡マンション　軽天ボード工事

串カツ田中　千葉ニュータウン店　新装工事 鮨　酒　肴　杉玉　綾瀬店　新装工事

鮨　酒　肴　杉玉　赤羽店　新装工事 鳥玉ららぽーと柏の葉　新装工事

リハビリデイサービス　nagomi　中村橋　改装工事 マハロテラス荒川マンション　軽天ボード工事

リハビリデイサービス　nagomiplus　洗足池店　新装工事 喜福堂　改装工事

VOGAビル　戸越　エントランス改装工事 串カツ田中　宮原店　新装工事

雑貨MADU渋谷店　新装工事 鮨　酒　肴　杉玉　笹塚店　新装工事

串カツ田中　宇都宮　新装工事 新橋ユカちゃん　改装工事

physical workout広尾店　改装工事

串カツ田中　勝田台　新装工事
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串カツ田中　千種店　新装工事 BUIK FARM　成城店　新装工事

プロデリバリーズ　新規厨房工事 串カツ田中　向ヶ丘遊園店　新装工事

壱角家　大宮店　新装工事 一平飯店　元麻布店　新装工事

串カツ田中　町屋店新装工事 nagomi松戸　新装工事

マハロテラス　八広　軽天ボード工事　 一色苑　新築工事

maison de nuit 美容室内装工事 本郷苑　改装工事

串カツ田中　北越谷　新装工事 牛角　館山　改装工事

肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　田無店　新装工事 東京美容クリニック　青山店　新装工事

nagomi　プラス　高松店　新装工事 挽肉のトリコハンバーグ　新装工事

マハロテラス鎌倉マンション　軽天ボード工事 回転寿司みさきモラージュ菖蒲店

一作　岩槻店　改装工事 nagomi大宮公園　新装工事

宮原　斎藤ビル　AC入替工事 小金井　美容室　ウルウ　新装工事

神のから揚げ　学芸大学店　新装工事 NOVUS BEAUTY CLINIC 西新宿店　新装工事

マハロテラス堀切マンション　軽天ボード工事 明寂　西麻布店　新装工事

556 SEOUL 川崎店　新装工事 足立４丁目　軽天ボード工事

串カツ田中　花小金井　新装工事 そらうみリアルエステート　改修工事

マハロテラス坂下Ⅱマンション　軽天ボード工事 マハロテラス足立１丁目　軽天ボード工事

マハロテラス東日暮里マンション　軽天ボード工事 マハロテラス足立千住A　軽天ボード工事

串カツ田中　nonowa東小金井店　新装工事 東京たらこスパゲティ　南池袋店　新装工事

串カツ田中　新所沢店　新装工事 ららぽーと立川　土鍋パスタ　新装工事

マハロテラス小豆沢マンション　軽天ボード工事 マハロテラス足立千住B　軽天ボード工事

肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　たまプラーザ店　新装工事 マハロテラス足立千住C　軽天ボード工事

串カツ田中　小手指店　新装工事 串カツ田中　永山店　新装工事

鮨・酒・肴 杉玉 祖師ヶ谷大蔵（スシローグループ）改装工事 焼肉うしすけ横浜マリン＆ウォーク店　新装工事

Deri Chef Kitchen Ebisu 新装工事 nagomi上高井戸店　新装工事

LÝFT OMOTESANDO HARAJUKU STORE　新装工事 てしごとや　せいげつ神楽坂店　新装工事

茶禅華　改装工事 てしごとや　茗荷谷店　新装工事

nagomiプラス豊玉店　新装工事 GRILL＆BARうしすけ元町店　新装工事

牛角　三軒茶屋店　新装工事 串カツ田中　郡山店　新装工事

パーソナルジムBe more 自由が丘店　新装工事 マハロテラス上落合　軽天ボード工事

串カツ田中　根岸店　新装工事 ビラ・アペックス浅草新仲見世　新築工事

牛角　松戸店　新装工事 鮨なかの　川越

御縁屋　はし村　北千住　新装工事 nagomi川口　新装工事

肉汁餃子製作所ダンダダン酒場　三鷹店　新装工事 ダンダダン浜松町　新装工事

串カツ田中　元祖ミックス焼　焼肉勇吉　刈谷店　新装工事 WELLNESS GOLF　新装工事

マハロテラス　西新井マンション　軽天ボード工事 牛角平塚四ノ宮店　改装工事

串カツ田中　西八王子　新装工事 マハロテラス梅島1丁目　新装工事

串カツ田中　福島店　新装工事 牛角小田急町田　改装工事

串カツ田中　アクロスモール　新鎌ヶ谷店　新装工事 TAVERNA UOKIN⻄新宿　新装工事

串カツ田中　TAKE　上石神井店　新装工事 鮨酒肴　杉玉新高円寺店　新装工事

ORGANIC&CO.さいたま市高鼻町店　新装工事 串カツ田中　いわき店　新装工事

牛角　東十条店　新装工事 マハロテラス梅島３丁目店　新装工事

バーサリー　改装工事 かつや所沢林店　新装工事

エキュート　ブランジェ浅野屋　新装工事 善家ビル　改装工事

12 リハビリデイサービスnagomi用賀店　新装工事 池袋FEEEP　改装工事

東京美容クリニック　原宿店　新工事

肉屋横丁　宇田川店　新装工事　

マハロテラス羽田　軽天ボード工事

兜　銀座店　新装工事

工　事　実　績
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