
　工事施工経歴 ( 一部抜粋 )R2.7月~R3.6月

場  所 物  件  名 工事種別 業  態

北海道 札幌市 nanoUNIVERSE 札幌ステラプレイス 造作家具工事 物販店

宮城県 仙台市 HERMES 内装工事 物販店

Amazon仙台 改修工事 オフィス

仙台銀行 改修工事 オフィス

TELWELL 内装工事 オフィス

NISHIKIYA　仙台パルコ 内装工事 飲食店

NISHIKIYA岩沼 内装工事 飲食店

ぶんぶん保育園 造作・什器工事 保育施設

adidas 仙台泉プレミアムアウトレット 改修工事 スタッフルーム

仙台泉プレミアムアウトレットスタッフルーム 内装工事 スタッフルーム

MEYER　利府イオン 内装工事 物販店

アイカ薬局 造作家具工事 薬局

福島県 郡山市 ヨークベニマル　本社屋 造作家具工事 オフィス

茨城県 水戸市 BURBERRY　水戸京成百貨店 木工事 物販店

土浦市 土浦自動車学校 木工・建具工事 学校

東京都 丸の内 VERIZON MEDIA JAPAN 造作家具工事 オフィス

九段下 リクルート九段坂上KSビル 造作家具工事 オフィス

麹町 室町NSビル 什器工事 催事

六本木 foodpamda 造作家具工事 オフィス

芝浦 TGMM27　オフィスサポート 造作家具工事 オフィス

新宿区 ダイワライフネクストDタワー西新宿 造作家具工事 オフィス

目黒 リクルート九段坂上KSビル　oak目黒 造作家具工事 オフィス

池袋 UNITEDARROWS　池袋ルミネ 造作家具工事 物販店

表参道 HERMES 木工事 物販店

豊洲 オリンピック選手村 什器工事 催事

白金 甚六　白金店 什器工事 飲食店

二子玉川 nanoUNIVERSE 二子玉川ライズ 什器工事 物販店

千葉県 美浜区 ZOZO 新社屋 木工造作工事 オフィス

神奈川県 横浜市 SCHMATZ横浜市庁舎　商業施設 什器工事 商業施設

PARIYA　横浜NEW Man 什器工事 物販店

CELFORD　横浜NEW Man 什器工事 飲食店

大船ISETAN 建具工事 物販店

静岡県 御殿場市 ドーミーイン御殿場 造作家具工事 宿泊施設

愛知県 名古屋市 （株）河合電器製作所 造作家具工事 オフィス



近年　工事施工経歴 ( 一部抜粋 )
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青森県 青森市 ドコモショップ青森中央 改装工事 携帯ショップ

秋田県 大仙市 COZY café 木工造作工事 飲食店

岩手県 盛岡市 盛岡ドーミーイン 取付工事 宿泊施設

花巻市 ホテル花巻 造作建具工事 宿泊施設

山形県 山形市 ドコモショップ 什器工事 携帯ショップ

宮城県 仙台市 メゾンカイザー泉タピオ 改修工事 飲食店

メゾンカイザー仙台パルコ2 改装工事 飲食店

AmuseBeaute仙台パルコ2 内装工事 物販店

HIROFU藤崎仙台店 内装工事 物販店

4℃藤崎仙台店 造作什器工事 宝飾店

GUESS仙台フォーラス 内装工事 物販店

TIFFANY＆Co.仙台三越 造作工事 宝飾店

フィリップス仙台 木工造作工事 オフィス

アマゾンオフィス 改装工事 オフィス

GAP OUTLET仙台港 内装工事 物販店

名取市 仙台調剤薬局 せきのした店 カウンター工事 調剤薬局

茨城県 水戸市 TOMORROWLAND水戸京成百貨店 什器工事 物販店

栃木県 那須塩原 ライフフーズ那須塩原・上厚崎店 造作家具工事 食料品店

nanoUNIVERSE那須ガーデンOUTLET 内装工事 物販店

東京都 新宿 角川シネマ新宿 改装工事 娯楽施設

GUESS新宿店 什器工事 物販店

表参道 クラシカ表参道ブライダルサロン 新装工事 結婚式場

SAINTLAURENT表参道オフィス 造作家具工事 オフィス

RCAサウスタワー25.27F改装工事 改装工事 オフィス

Wework東急四谷ビル 新装工事 オフィス

日本橋 虎屋日本橋髙島屋 造作什器工事 物販店

田町 RMSPMO田町ビル 入居工事 オフィス

TAO 造作家具工事 オフィス

目黒 ホテル雅叙園東京2Fフロア 改修工事 宿泊施設

ホテル雅叙園東京カフェラウンジ 造作工事 宿泊施設

中目黒 兜中目黒店 新装工事 飲食店

VISTS本社 造作什器工事 オフィス

恵比寿 大阪とらふぐの会 木工事 飲食店

大手町 MJPM大手町営業管理移転プレジェクト 木工造作家具工事 オフィス

銀座 LIME銀座 改装工事 飲食店

MASON SPECIAL青山路面店 造作家具工事 物販店

京王プラザホテル 受付台製作 宿泊施設



Thinklab渋谷ABC公園通りビル 木工造作工事 オフィス

BURBERRY新宿伊勢丹 什器造作工事 物販店

武蔵 小杉小学校 建具枠工事 小学校

品川 RMS大崎改修工事 木工造作工事 オフィス

潮見 イノバテックスタジオ 造作家具工事 オフィス

六本木 NETLAND泉ガーデンタワー 什器工事 オフィス

埼玉県 川口市 フジテック新社屋 什器工事 オフィス

千葉県 市川市 GEORGE'Sシャポー市川 内装工事 物販店

神奈川県 木更津 WELCOM OUTLET三井アウトレットパーク木更津 木工事 物販店
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