工 事 経 歴 書 （2018）
工 事 件 名
プライヴブルー東京現状回復工事
オーストラリア大使館スロープ工事
小型収納箱塗装工事
ルナマーレ新築工事
泰野の家擁壁工事
杉並第十小学校改修工事
江東区東雲外壁足場工事
高橋是清記念公園局舎設置工事
二子玉川インターロッキング工事
新宿周大福内装改修工事
桜上水境界ブロック工事
大崎観音寺目隠しフェンス新設工事
ベントレー新横浜仮設工事
Ｕ様邸リフォーム工事
カリーノ蘭原状回復工事
コスモフォーラム三鷹内装改修工事
勝渕神社盆踊りステージ工事
向島ハイツUB交換工事
ビューパレー向陽台ブロック天端モルタル補修工事
日本橋Chez Shimoプロジェクﾄ内装工事
第七中学校屋上プール目隠フェンス取替工事
Ｔ様邸外装改修工事
フルール・ラ・メールフェンス交換工事
東急ﾄﾞｴﾙｱﾙｽ押上ﾋﾟｯﾄ埋戻し工事EPS工法
CV青梅新町設備嵩上げ足場工事
宣伝カー製作工事
カリーノ蘭原状回復工事

工

種

解体・建具・内装・襖・畳･網戸・電気工事・木工事
解体･機械設備・基礎・塗装・左官・スロープ・手摺・エクステリア
塗装工事
RC造６階建て新築
土工事・外構・フェンス・鉄筋・仮設
仮設・機械基礎・天井点検口
仮設足場
仮設・解体・基礎・左官・試験・土工事
仮囲い・インターロッキング
消防書類・サッシ・内装・木工事・鉄骨･塗装・フィルム・電気工事・看板
基礎・ブロック・フェンス
基礎・フェンス
仮設
キッチンユニット・カウンター・ユニットバス・建具・電気工事
内装・フィルム・クリーニング
木工事・内装・設備工事・電気工事・塗装
やぐら組立・解体・看板
ＵＢ解体・設置・木工事・電気工事
解体・ブロック・左官
木工事･内装
解体・コア・フェンス・門扉・塗装・シーリング
仮設・塗装・給湯暖房熱源機・機械設備
コア・フェンス
EPS埋戻し・コンクリート・区画線工事・シーリング・カッター・左官
設備足場
鉄骨・フィルム・塗装
内装・補修・クリーニング

発

注

者

株式会社ラスター
株式会社JB Construction
ケン・ユウ建築管理事務所
あさひ建設株式会社
東京コーポレーション株式会社
東京ガスライフバル保谷株式会社
信越リモデル株式会社
ケン・ユウ建築管理事務所
株式会社フジプランニング
株式会社ＪＣＴ
東京コーポレーション株式会社
株式会社フジプランニング
株式会社エムス
Ｕ様
有限会社三鷹ホームズ
有限会社三鷹ホームズ
勝渕神社
株式会社フジプランニング
株式会社フジプランニング
入月建設株式会社
三鷹市
Ｔ様
生和アメニティ株式会社
株式会社フジプランニング
新日本通信工業株式会社
株式会社イープレミアム
有限会社三鷹ホームズ
年間合計 386件

東京リフレス株式会社

工 事 経 歴 書 （2017）
工 事 件 名
烏山総合支所原状回復工事
環八精肉店外壁改修工事
池袋相馬ビル原状回復工事
尾泉病院解体工事
グローリオ三鷹禅林寺通り602給湯器交換工事
TTRﾋﾞﾙ改修工事
藤和三鷹ホームスﾞ1102号室内装改修工事
富士コーポ解体工事
東葬祭受電用区分開閉器設置工事
中日産学オフィス内装改修工事
コスモフォーラム804号室トイレＵＢ分離工事
Ｏ様邸外装改修工事
宝丹ビル１階内装改修工事
境界壁設置工事
Ｗ様邸改修工事
大田区舎人立駐解体工事
新宿歌舞伎町店舗
ハイツ池田102原状回復工事
三鷹市教育センター暫定施設改修工事
府中サンシャイン間仕切りブース設置
田中第一ビル解体工事
西東京消防署西原出張所車庫床面改修工事
清瀬支店防水工事
上祖師谷中学校仮設工事
カーサナカムラ弐番館鉄骨階段取り付け工事
横須賀米軍基地トイレ改修工事
東雲工業解体工事

工

種

発

注

者

仮設・ステージ・土工事・ゴンドラ
仮設・シーリング
内装・フィルム
仮囲い・RC造解体（躯体、基礎）・残置物処分・アスベスト撤去
給湯器交換・機械設備
仮設
木工事・電気工事・機械設備・衛生器具・内装・畳･襖・障子・塗装
木造解体
電気設備
大工･内装
内装
仮設・外壁足場・大工・塗装・戸袋・樋
警察、消防申請・大工・電気設備
車庫・塗装・電気設備・屋根・機械設備・サイディング
仮設・サンルーム設置・フェンス・電気工事・屋根工事・塗装
解体・整備・電気工事

東京コーポレーション株式会社
株式会社ラスター
有限会社三鷹ホームズ
東京コーポレーション株式会社
有限会社三鷹ホームズ
東京コーポレーション株式会社
有限会社三鷹ホームズ
鐵マネジメント株式会社
株式会社ＡＺＵＭＡ
株式会社インターデザインアソシエイツ
有限会社三鷹ホームズ
O様
梶原材木店
株式会社三栄輸送
Ｗ様
株式会社フジプランニング
木工事・石工事・ガラス・建具・フィルム・内装・塗装・機械設備・電気工事 梶原材木店
木工事・建具・塗装・内装・換気扇
三光社
解体・建具・左官・塗装・シーリング・サイン・鉄骨・内装・電気工事・設備工事・環境測定 三鷹市
内装・木工事・ドア・電気工事・設備工事
梶原材木店
仮設・解体・ブロック・大工
東京コーポレーション株式会社
鉄板養生・解体・左官・土間塗装
東京消防庁
仮設・洗浄・雨樋・シーリング・タイル・防水・内装・電気工事
東葬祭
仮設・基礎・舗装・鉄骨
東京コーポレーション株式会社
鉄骨階段設置
株式会社フォレストキャピタル
内装解体・設備工事・電気設備・塗装・シーリング・パーティション
株式会社JB Construction
仮設・S造解体
信越リモデル株式会社
年間合計 388件

東京リフレス株式会社

工 事 経 歴 書 （2016）
工 事 件 名
南青山ランボルギーニ展示ショップ仮囲い工事
ハートフルシティ松戸フェンス工事
(仮称)所沢下新井霊園管理棟新築工事
ヴェデュール三鷹外装改修工事
(仮称)三鷹市下連雀3丁目計画
CV高速楢原設備基礎嵩上げ足場工事
コーポたちばな解体工事
大原ビル７階鉄扉撤去及びRC壁設置工事
新宿店舗消防申請対応工事
新宿店舗内装改修工事
羽田野邸改修工事
三鷹支店２階内装改修工事
中銀三鷹マンション304内装改修工事
上野毛壱番館203号室原状回復工事
マンション深雪給配水管交換工事
けやきハイム12号室原状回復工事
富士コーポ境界ブロック解体その他工事
和倉ビルパラペット解体工事
シティコート二子玉川雨水桝設置工事
下北沢高架下Ｂ敷地新設工事整地工事
中原貸家(東)現状回復工事 照明交換工事
ミレ関町外壁足場工事
フレール西経堂公園前インターロッキング交換工事
横山三ﾂ池マンション108号室 汚水被害撤去工事
調布センタービル・シャッター下地取付工事
Ｋ様邸外構工事
旧Ｎ様邸解体工事

工

種

発

注

者

仮囲い
基礎・フェンス

株式会社エムス
株式会社フジプランニング
基礎・足場・防水・ブロック･インターロッキング･内装、電気、住設設備・塗装・造園他 株式会社天建
足場･塗装･シーリング・防水･水洗い
Ｏ様
基礎・防水・鉄筋・足場・汚物槽・電気、機械設備･左官･塗装・内装・大工他 奥井建設株式会社
設備足場
新日本通信工業株式会社
解体･基礎・ブロック
Ⅰ様
解体･内装・塗装・大工･左官
信越リモデル株式会社
消防検査対応
梶原材木店
内装・大工・建具・ガラス・塗装・フィルム・電気設備・機械設備
梶原材木店
解体・ブロック・大工・屋根・建具・内装・外構
Ｈ様
解体・大工・建具・内装･電気設備･塗装
日本政策金融公庫
畳・機械設備・内装･電気設備・ＵＢ･ﾄｲﾚ・大工
Ｕ様
内装・ガラス・電気設備・機械設備・大工・クリーニング
Ｏ様
機械設備・内装
三光社
塗装・畳・内装・電気設備
Ｋ様
足場・解体・フェンス
株式会社鐵マネジメント
足場･解体・左官
信越リモデル株式会社
雨水桝
株式会社フジプランニング
基礎・ハウス・貯水槽・内装・塗装・植栽・鉄骨・ブロック・門扉・電気設備・左官他 京王建設株式会社
建具・機械設備・電気設備・大工・サッシ・内装・表札
Ｓ様
足場
清水工務店
インターロッキング
株式会社フジプランニング
畳、産廃
三光社
養生・アンカー・鉄骨・耐火被覆（ロックウール吹付）
信越リモデル株式会社
基礎・左官・防草シート・土間解体・ポスト・フェンス
Ｋ様
RC造解体
Ｋ様
年間合計 335件

東京リフレス株式会社

工 事 経 歴 書 （2015）
工 事 件 名
三鷹市民斎場屋上防水工事
ひだりまきビル給水配管工事
清水ビル・フェンス撤去工事
日野警察署ほか門扉改修工事
ヒダリマキ・フォー三鷹店改修工事
世田谷信用金庫旧船橋支店解体工事
世田谷九品仏複合施設新築工事
ネクサスコート黒川l外構工事
CV新小金井設備嵩上げ足場工事
吉祥寺看板足場工事
メゾン・ド・ハル内外装改修工事
セントラルパレスⅡポスト設置工事
第三Oハウス1F原状回復工事
第11芙蓉ハイツ101・201内装改修工事
フレール西経堂段差解消工事
K様邸改修工事
都営船橋四丁目土工事・仮設工事
メゾン富士外壁足場工事
JR東海研究所足場工事
ﾏｾﾗｯﾃｨ東陽町足場工事
旧シュークル内外装改修工事（現アプリーレ）
サイゴンカフェ内装改修工事
調布市深大寺一般環境大気測定局改修工事
向島ハイツ内装改修工事
西東京N駐車場
千歳船橋ファミリーマート内装解体工事
三鷹ライオンズプラザUB交換工事

工

種

洗浄・防水
設備工事
解体
仮設・斫り・基礎・門扉
解体・塗装･内装・タイル・大工・電気設備・機械設備・給湯器
仮設・解体・フェンス
仮設･足場・基礎
仮設･外構・舗装・植栽・フェンス
設備足場
看板足場
ハウスクリーニング・エクステリア（ゴミストッカー・サイクルポート）
基礎・ポスト・斫り・左官
ハウスクリーニング･原状回復
電気設備・電気温水器・IH
舗装・縞鋼鈑
網戸・レンジフード･フィルム・大工
仮設・足場・基礎・雨どい
足場
足場
仮設・足場
塗装・厨房機器・トイレ・ガス・テント
厨房機器・警報機・機械設備・内装・大工・電気設備
仮設・解体・鉄骨新築（基礎・屋根・電気設備・建具・内外装・塗装）
解体・電気設備・機械設備・内装
舗装･塗装
解体・電気設備・内装
大工・内装・UB設置

発

注

者

株式会社A'ZUMA
有限会社ひだりまき工房
株式会社ウシヤマ建設緑化
東京警視庁
有限会社ひだりまき工房
東京コーポレーション株式会社
東京コーポレーション株式会社
東京コーポレーション株式会社
新日本通信工業株式会社
東京クリアランス工業株式会社
信越リモデル株式会社
信越リモデル株式会社
O様
株式会社鐵
株式会社フジプランニング
K様
東京コーポレーション株式会社
信越リモデル株式会社
株式会社アバンテック
株式会社エムス
S様
有限会社ひだりまき工房
東京都環境局
株式会社フジプランニング
N様
東京コーポレーション株式会社
Y様
年間合計 337件

東京リフレス株式会社

工 事 経 歴 書 （2014）
工 事 件 名
都営玉川台2丁目足場工事
都営三鷹外構工事
モアステージ水元公園駐車場舗装工事
ネクサスコート橋本外構工事
渋谷区JT喫煙所設置工事
上野毛壱番館外壁改修工事
ﾏｸﾞﾅｶﾑﾛｰﾄﾞﾋﾞﾙ屋上防水工事
ヴェルデュール三鷹401号原状回復及び改修工事
伊勢脇パーキング立体駐車場塗装工事
ハイムポレール203内装改修工事
K-Style新装工事
越前屋ビル内装解体工事
シャトー植木内外装改修工事
ひだりまきビル防災設備工事
T様邸カーポート設置工事
浜松町喫煙所設置工事
フレール西経堂E地区ﾋﾟｯﾄ式駐車場解体工事
W様邸デッキ工事
桜井ビル305浴室改修工事
浅見ハイツ屋上防水工事
北野ハピネスセンター受変電設備変更工事
井口コーポ改修工事
上野毛壱番館定期清掃
ポルシェMM足場工事
CV稲城坂浜東RK設備基礎嵩上工事
久保池ハウス基礎工事
久我山小学校空調機設置工事

工

種

足場・斫り
仮設・土工事・防火水槽・外構・基礎・防水
タイル・シーリング
仮設・基礎・舗装・インターロッキング・ブロック・フェンス･縁石･植栽
基礎・インターロッキング・フェンス・縁石
足場・防水・塗装･防滑シート・シーリング
足場・シーリング・防水・漏水修理・塗装
内装解体・UB・クロス・大工・電気設備・機械設備・塗装・シーリング
足場・塗装
内装解体・内装・電気･塗装・電気設備・機械設備
LGS・クロス・床暖房・大工・電気設備・機械設備
足場・斫り・解体
足場・洗浄・内装解体・防水・シーリング・サッシ・大工
防災設備
エクステリア（カーポート）
解体・基礎・石
仮設・解体・舗装・電気設備
足場・サンルーム・電気・フェンス・屋根・塗装
シーリング・給湯器・キッチンパネル・左官・シーリング
足場・防水・塗装
舗装
足場・塗装・バルコニー・防滑シート
定期清掃
棚足場
設備足場
基礎・カッター･フェンス・白線
内装・塗装

発

注

者

東京コーポレーション株式会社
佐藤興業株式会社
株式会社フジプランニング
東京コーポレーション株式会社
信越リモデル株式会社
O様
マグナカムロード
有限会社センチュリー21三鷹ホームズ
株式会社フジプランニング
有限会社センチュリー21三鷹ホームズ
嶋田美建
信越リモデル株式会社
株式会社三光社
でんたろう不動産株式会社
T様
信越リモデル株式会社
株式会社フジプランニング
W様
桜井商事株式会社
浅見商事不動産
入月建設株式会社
三光社
O様
株式会社エムス
新日本通信工業株式会社
東京コーポレーション株式会社
東京ガスライフバル保谷株式会社
年間合計 379件

東京リフレス株式会社

