
工事経歴（一般）

元請/下請 工　　　事　　　名 工 事 場 所

元請 工場ホイストクレーン設置工事 埼玉県狭山市 H28.5 ～ H28.5

元請 工場　塗装室改修工事 埼玉県鶴ヶ島市 H28.4 ～ H28.5

元請 仕上室（１）出入口改修工事 埼玉県狭山市 H28.4 ～ H28.5

元請 ２階充填室改修工事 埼玉県所沢市 H28.4 ～ H28.4

元請 開閉式大型テント貼り替え工事 埼玉県狭山市 H28.4 ～ H28.4

元請 工場改修工事 埼玉県ふじみ野市 H28.3 ～ H28.3

元請 倉庫照明器具ＬＥＤ交換工事 埼玉県狭山市 H28.3 ～ H28.3

元請 日高地内造成工事 埼玉県日高市 H28.2 ～ H28.3

元請 倉庫積雪破損修繕工事 埼玉県狭山市 H28.2 ～ H28.3

元請 工場　旧館２階デジタル印刷室空調機更新工事 埼玉県鶴ヶ島市 H28.2 ～ H28.2

下請 駐車場改修工事 東京都足立区 H28.1 ～ H28.1

元請 パーテーション設置工事② 埼玉県所沢市 H28.1 ～ H28.1

元請 ２，３階空調交換工事 埼玉県狭山市 H27.12 ～ H28.1

元請 ２，３階床補強工事 埼玉県狭山市 H27.12 ～ H27.12

元請 モ－タ－プ－ル整備工事 埼玉県深谷市 H27.11 ～ H27.12

元請 土間改修工事(5期） 埼玉県所沢市 H27.11 ～ H27.12

元請 構内砕石敷工（本社工場高速道側） 埼玉県入間市 H27.11 ～ H27.12

元請 工場（北、東面）外壁改修工事 埼玉県狭山市 H27.11 ～ H27.12

元請 事務所棟外壁改修工事 埼玉県狭山市 H27.11 ～ H27.12

下請 ファミールハイツ解体工事 東京都昭島市 H27.11 ～ H27.11

元請 モータープール原状復旧工事 埼玉県熊谷市 H27.10 ～ H27.12

元請 モータープール整備工事 埼玉県深谷市 H27.10 ～ H27.10

元請 倉庫庇樋、面戸板金工事 埼玉県狭山市 H27.10 ～ H27.10

元請 工場 外壁修繕工事 埼玉県鶴ヶ島市 H27 10 ～ H27 10

工　　　　期

元請 工場　外壁修繕工事 埼玉県鶴ヶ島市 H27.10 ～ H27.10

元請 倉庫屋根及び樋改修工事 埼玉県狭山市 H27.9 ～ H27.10

元請 グループホーム外部改修工事 埼玉県入間市 H27.9 ～ H27.10

元請 構内舗装補修工事 埼玉県日高市 H27.9 ～ H27.10

元請 K様邸　昇降機関連、玄関廻り改修工事 埼玉県飯能市 H27.9 ～ H27.9

元請 土間改修工事(4期） 埼玉県所沢市 H27.9 ～ H27.9

元請 車庫改修工事　樹木伐採及び除草 埼玉県狭山市 H27.9 ～ H27.9

元請 倉庫　中２階鉄骨解体工事 埼玉県狭山市 H27.8 ～ H27.8

元請 工場外部改修工事 埼玉県入間市 H27.8 ～ H27.8

下請 倉庫改修工事 埼玉県入間郡三芳町 H27.7 ～ H27.8

元請 倉庫Ａ，Ｂ棟改修工事 埼玉県狭山市 H27.7 ～ H27.7

元請 ビニールハウス改修工事 埼玉県入間市 H27.7 ～ H27.7

元請 工場　防火シャッター関連修繕工事 埼玉県坂戸市 H27.7 ～ H27.7

元請 車庫部分舗装他 埼玉県狭山市 H27.7 ～ H27.7

元請 入間市役所食堂床改修工事 埼玉県入間市 H27.6 ～ H27.7

元請 アパート修繕工事（屋根・外壁）廃材片付け・処分費 埼玉県入間市 H27.6 ～ H27.7

元請 構内部分補修（舗装打替）工事 埼玉県狭山市 H27.6 ～ H27.7

元請 河川改修工事 埼玉県西部地区 H27.6 ～ H27.9

元請 事務所３階空調機移設工事 埼玉県狭山市 H27.6 ～ H27.6

元請 社宅外構工事 埼玉県狭山市 H27.5 ～ H27.6

元請 新設パーテション工事 埼玉県所沢市 H27.5 ～ H27.6

元請 防音作業室新設工事 埼玉県狭山市 H27.5 ～ H27.6

元請 工場床長尺シート貼り工事 埼玉県入間市 H27.5 ～ H27.5

元請 土間改修工事(3期） 埼玉県所沢市 H27.5 ～ H27.5

元請 工場　手洗い器前室移設工事（ＳＤ交換・床塗装） 埼玉県狭山市 H27.5 ～ H27.5
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工事経歴（一般）

元請/下請 工　　　事　　　名 工 事 場 所 工　　　　期

元請 工場 旧2階作業所移設工事 埼玉県鶴ヶ島市 H27.4 ～ H27.4

元請 東伏見メイプルハウス修繕工事 東京都西東京市 H27.3 ～ H27.4

元請 K様邸外構工事 埼玉県川越市 H27.3 ～ H27.4

元請 土間改修工事(2期） 埼玉県所沢市 H27.3 ～ H27.3

元請 モ-タ-プ-ルトラックレ-ン増設工事 埼玉県深谷市 H27.2 ～ H27.3

元請 土間改修工事 埼玉県所沢市 H27.2 ～ H27.2

元請 工場動力設備、エアー配管設備工事 埼玉県狭山市 H27.2 ～ H27.2

元請 新工場2期工事 埼玉県狭山市 H27.1 ～ H27.1

元請 工場外壁改修工事 埼玉県狭山市 H27.1 ～ H27.2

元請 モータ－プ－ル補修工事 埼玉県深谷市 H27.1 ～ H27.1

元請 モ－タ－プ－ル整備工事 埼玉県熊谷市 H26.12 ～ H27.2

元請 モータープール整備工事 群馬県邑楽郡邑楽町 H26.11 ～ H27.4

元請 モータープール整備工事 群馬県邑楽郡邑楽町 H26.11 ～ H27.4

元請 新工場改修工事 埼玉県狭山市 H26.11 ～ H27.1

元請 ビル東側外壁、７・８階ベランダ、２階屋上改修工事 東京都世田谷区 H26.11 ～ H26.12

元請 コンプレッサー室新設工事 埼玉県鶴ヶ島市 H26.12 ～ H26.12

元請 事務所屋上防水改修工事 東京都東大和市 H26.11 ～ H26.12

元請 モータープールＨ鋼車止工　 埼玉県本庄市 H26.10 ～ H26.10

元請 A様邸　改修工事 東京都世田谷区 H26.10 ～ H26.10

元請 モータープール鉄板リース（納車専用ライン用） 埼玉県本庄市 H26.10 ～ H26.10

元請 モータープール整備工事 Ⅱ工区 埼玉県本庄市 H26.10 ～ H26.10

元請 倉庫2号、3号、4号、6号倉庫塗装改修工事 埼玉県狭山市 H26.10 ～ H26.10

元請 山王保育所耐震補強工事 埼玉県狭山市 H26.9 ～ H26.12

元請 モ タ プ ル整備工事 Ⅰ工区2期工事 埼玉県本庄市 H26 9 ～ H26 9元請 モータープール整備工事 Ⅰ工区2期工事 埼玉県本庄市 H26.9 ～ H26.9

元請 出荷センター補修工事 埼玉県深谷市 H26.9 ～ H26.9

元請 工場　　受水槽給装置交換工事 埼玉県鶴ヶ島市 H26.9 ～ H26.9

元請 モ－タ－プ－ル整備工事Ⅰ工区除草・集草・抜根処分 埼玉県本庄市 H26.9 ～ H26.9

元請 グループホームスプリンクラー設置工事 埼玉県入間市 H26.8 ～ H26.9

元請 モータープールⅡ整備工事 埼玉県深谷市 H26.8 ～ H26.8

元請 モータープール整備工事 埼玉県比企郡嵐山町 H26.7 ～ H26.8

元請 モータープールH鋼車止め工事 埼玉県比企郡嵐山町 H26.7 ～ H26.8

元請 社宅サッシ保安対策改修工事 埼玉県飯能市 H26.7 ～ H26.8

元請 旧館2階シルバー作業所空調機更新工事 埼玉県鶴ヶ島市 H26.7 ～ H26.8

元請 モータープール整備工事 埼玉県児玉郡上里町 H26.7 ～ H26.7

元請 モータープール整備工事 埼玉県熊谷市 H26.7 ～ H26.7

元請 車庫設置工事 埼玉県狭山市 H26.7 ～ H26.7

元請 K様邸 新築工事 埼玉県川越市 H26.6 ～ H26.8

元請 倉庫屋根葺き替え工事 埼玉県狭山市 H26.6 ～ H26.7

元請 O様邸 エクステリア工事 埼玉県狭山市 H26.6 ～ H26.7

元請 南永井用地現状回復工事 埼玉県所沢市 H26.5 ～ H26.6

元請 Y様邸 内外部改修工事 埼玉県朝霞市 H26.5 ～ H26.6

元請 作業所ビニールハウス新設工事 埼玉県入間市 H26.5 ～ H26.5

下請 塗装ブース床ピット部分改修工事 埼玉県狭山市 H26.5 ～ H26.5

元請 工場充填仕上2改修、破損個所復旧工事他 埼玉県狭山市 H26.4 ～ H26.5

元請 倉庫リフト囲い塗装修繕工事 埼玉県狭山市 H26.4 ～ H26.4

元請 作業所水中モーターポンプ据付工事 埼玉県狭山市 H26.3 ～ H26.4

元請 倉庫昇降リフト安全対策工事 埼玉県狭山市 H26.3 ～ H26.4

元請 倉庫テント交換工事(老朽化) 埼玉県狭山市 H26.3 ～ H26.4

2 株式会社　日和建設工業



工事経歴（一般）

元請/下請 工　　　事　　　名 工 事 場 所 工　　　　期

元請 事務所外壁改修工事 東京都東大和市 H26.3 ～ H26.4

元請 モータープール造成工事 埼玉県児玉郡上里町 H26.3 ～ H26.3

元請 モータープール造成工事 埼玉県児玉郡神川町 H26.3 ～ H26.3

元請 モータープール造成工事 埼玉県日高市 H26.2 ～ H26.3

元請 工場構内除雪作業 埼玉県大里郡寄居町 H26.2 ～ H26.2

元請 倒壊テント、パイプ小屋解体工事 埼玉県狭山市 H26.2 ～ H26.2

元請 モータープール内整備工事 埼玉県深谷市 H26.2 ～ H26.2

元請 1、2階改修付帯工事 埼玉県入間郡三芳町 H26.1 ～ H26.3

元請 倉庫(A、B倉庫)昇降リフト安全対策工事 埼玉県狭山市 H26.1 ～ H26.3

元請 センター シャッター修繕 埼玉県入間郡三芳町 H26.1 ～ H26.2

元請 センター (A、B)1、2、階改修工事 埼玉県入間郡三芳町 H26.1 ～ H26.2

元請 倉庫A棟2階及び3階床補修工事 埼玉県狭山市 H26.1 ～ H26.2

元請 K様邸 外部改修工事 埼玉県日高市 H26.1 ～ H26.1

元請 モータープール整備工事 埼玉県熊谷市 H26.1 ～ H26.1

元請 自家用給油所新設工事 埼玉県比企郡小川町 H25.12 ～ H26.2

元請 外構改修工事(サイクルポート) 埼玉県狭山市 H25.12 ～ H25.1

元請 狭山市立笹井保育所耐震補強工事 埼玉県狭山市 H25.11 ～ H25.3

元請 出荷センター水溜り補修工事 埼玉県深谷市 H25.11 ～ H25.11

元請 遊歩道舗装工事及びレンガ積工事 埼玉県入間市 H25.11 ～ H25.11

元請 出荷センター採石敷き工事 埼玉県深谷市 H25.11 ～ H25.11

元請 本社構内・社員寮・工場 樹木剪定処分 埼玉県入間市 H25.11 ～ H25.11

元請 倉庫改修工事 埼玉県狭山市 H25.11 ～ H25.11

元請 自家用給油所改修工事 埼玉県狭山市 H25.10 ～ H25.12

元請 工場印刷室塗料臭気換気工事 埼玉県鶴ヶ島市 H25 10 ～ H25 12元請 工場印刷室塗料臭気換気工事 埼玉県鶴ヶ島市 H25.10 ～ H25.12

元請 職員駐車場整備工事 埼玉県狭山市 H25.10 ～ H25.10

元請 モータープルH鋼車止め工事 埼玉県深谷市 H25.10 ～ H25.10

元請 モータープール整備工事 埼玉県深谷市 H25.10 ～ H25.10

元請 グループホーム新築工事給水本管引き込工事 埼玉県狭山市 H25.9 ～ H25.12

元請 グループホーム新築工事 埼玉県狭山市 H25.9 ～ H25.12

元請 K様邸 外壁・内部改修工事 埼玉県川越市 H25.9 ～ H25.11

元請 モータープール整備工事 埼玉県深谷市 H25.9 ～ H25.9

元請 工場内該当地 樹木伐採処分工事 埼玉県深谷市 H25.9 ～ H25.9

元請 モータープールH鋼車ガード工 埼玉県深谷市 H25.9 ～ H25.9

元請 M様邸 縁側増築工事 埼玉県入間市 H25.9 ～ H25.9

元請 コイン洗車場塗装テント工事及び看板工事 埼玉県狭山市 H25.9 ～ H25.9

元請 自家用給油取扱所新設工事 埼玉県狭山市 H25.8 ～ H25.12

元請 広場整備工事 埼玉県入間市 H25.8 ～ H25.10

元請 外階段工事 埼玉県狭山市 H25.8 ～ H25.9

元請 構内照明灯設備工事 埼玉県狭山市 H25.8 ～ H25.8

元請 倉庫中2階解体工事 埼玉県狭山市 H25.8 ～ H25.8

元請 工場改修工事 埼玉県狭山市 H25.8 ～ H25.9

元請 M様邸 浴室改修工事 埼玉県入間市 H25.8 ～ H25.8

元請 工場旧館2階印刷室空調機更新工事 埼玉県鶴ヶ島市 H25.7 ～ H25.7

元請 2階ピット拡幅工事 埼玉県入間郡三芳町 H25.8 ～ H25.9

元請 F様邸 改修工事 東京都練馬区 H25.6 ～ H25.7

元請 2階間仕切り・空調取付工事 埼玉県入間市 H25.6 ～ H25.6

元請 舗装工事 埼玉県入間市 H25.6 ～ H25.6

元請 事務所及び駐車場整備工事 埼玉県大里郡寄居町 H25.6 ～ H25.6
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工事経歴（一般）

元請/下請 工　　　事　　　名 工 事 場 所 工　　　　期

元請 倉庫2・3階床補強工事 埼玉県狭山市 H25.6 ～ H25.6

下請 RC平屋解体工事(Ⅱ期) 埼玉県入間市 H25.5 ～ H25.6

元請 K様邸 増改築工事 埼玉県飯能市 H25.5 ～ H25.7

元請 作業所井戸工事 埼玉県狭山市 H25.6 ～ H25.6

元請 自家用給油所改修工事 埼玉県狭山市 H25.5 ～ H25.6

元請 工場天井裏吊りボルト耐震補強工事 埼玉県狭山市 H25.5 ～ H25.5

元請 A様邸 塗装工事 埼玉県狭山市 H25.5 ～ H25.5

元請 H様・A様邸 デッキ改修及び外壁塗装他工事 埼玉県比企郡鳩山町 H25.4 ～ H25.5

元請 作業所改修工事 埼玉県川越市 H25.4 ～ H25.4

元請 T様邸 内部改修工事 埼玉県入間市 H25.4 ～ H25.4

元請 旧館エントランス空調機交換工事 埼玉県鶴ヶ島市 H25.4 ～ H25.4

元請 フェンス付ブロック積塀工事 埼玉県入間市 H25.3 ～ H25.3

元請 フォークリフト教習箇所 舗装打替え工事 埼玉県狭山市 H25.3 ～ H25.3

元請 倉庫壁・扉新設工事 埼玉県入間郡三芳町 H25.3 ～ H25.3

元請 倉庫外壁修繕 埼玉県狭山市 H25.3 ～ H25.3

元請 管理棟クロス張替工事 埼玉県狭山市 H25.3 ～ H25.3

元請 営業所管内塗装工事 埼玉県狭山市 H25.2 ～ H25.3

元請 危険物貯蔵庫 新設工事、不燃樋取付 埼玉県入間郡三芳町 H25.1 ～ H25.1

元請 グループホーム新築工事 埼玉県入間市 H24.11 ～ H25.2

元請 モータープール整備工事 群馬県館林市 H24.11 ～ H25.5

元請 機械移設電源及びパーテション工事 埼玉県鶴ヶ島市 H24.11 ～ H24.11

元請 グループホーム新築工事 埼玉県入間市 H24.11 ～ H25.2

元請 倉庫 中2階解体撤去工事 埼玉県狭山市 H24.10 ～ H24.12

元請 モ タ プ ル整備工事 群馬県太田市 H24 10 ～ H24 5元請 モータープール整備工事 群馬県太田市 H24.10 ～ H24.5

元請 モータープール造成工事(凸版印刷) 埼玉県深谷市 H24.10 ～ H24.11

元請 モータープール外周道路樹木伐採工事 埼玉県深谷市 H24.10 ～ H24.11

元請 モータープール整備工事 群馬県館林市 H24.10 ～ H24.10

元請 外壁防水・室内漏水修繕工事 東京都世田谷区 H24.10 ～ H24.11

元請 K様邸 改修工事 埼玉県狭山市 H24.10 ～ H24.11

元請 モータープールⅡ期工事 埼玉県深谷市 H24.10 ～ H24.10

元請 倉庫延焼部撤去及び外壁仮造作工事 埼玉県入間郡三芳町 H24.9 ～ H24.9

元請 移植・伐採・解体・給排水設備工事 埼玉県入間市 H24.8 ～ H24.9

元請 A様邸 トイレ改修・床亀裂修繕工事 埼玉県狭山市 H24.8 ～ H24.8

元請 モータープール造成工事その1 埼玉県深谷市 H24.8 ～ H24.8

元請 ビル外壁改修工事 東京都練馬区 H24.8 ～ H24.8

元請 モータープール除草及び樹木伐採工 埼玉県深谷市 H24.7 ～ H24.7

元請 志木高等学校生徒ホール玄関 事故後養生工事 埼玉県志木市 H24.7 ～ H24.8

元請 倉庫屋根脆弱部塗装工事 埼玉県狭山市 H24.7 ～ H24.8

元請 モータープール整備工事 埼玉県神川町 H24.7 ～ H24.7

元請 木造平家2棟解体・移植工事 埼玉県入間市 H24.7 ～ H24.8

元請 K様邸 塗装防水及び外構工事 埼玉県所沢市 H24.6 ～ H24.7

元請 倉庫2棟改修工事 埼玉県狭山市 H24.4 ～ H24.5

元請 工場減築改修工事 埼玉県入間市 H24.4 ～ H24.6

元請 モータープール造成工事 埼玉県深谷市 H24.3 ～ H24.3

元請 モータープール造成工事 埼玉県日高市 H24.3 ～ H24.3

元請 町道舗装工事 埼玉県入間郡三芳町 H24.2 ～ H24.2

元請 N様邸 浴室改修工事 埼玉県入間市 H24.2 ～ H24.3
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工事経歴（一般）

元請/下請 工　　　事　　　名 工 事 場 所 工　　　　期

元請 倉庫舗装打替え外工事 埼玉県狭山市 H24.2 ～ H24.2

元請 第2社員寮新築工事 埼玉県入間市 H24.1 ～ H24.3

元請 工場建て屋関連改修工事 埼玉県狭山市 H23.12 ～ H23.12

元請 工場地下ポンプ交換工事 埼玉県鶴ヶ島市 H23.11 ～ H23.11

元請 倉庫照明増設・柱補強・ドア調整工事 埼玉県狭山市 H23.9 ～ H23.9

元請 中2階床解体工事 埼玉県狭山市 H23.8 ～ H23.9

元請 埼玉センター改修工事追加工事分 埼玉県川越市 H23.8 ～ H23.9

元請 埼玉センター改修工事 埼玉県川越市 H23.8 ～ H23.9

元請 充填・成形室1・3・5改修工事 埼玉県狭山市 H23.7 ～ H23.8

元請 S様邸 マンション改装工事 埼玉県入間市 H23.6 ～ H23.7

元請 K様邸 改修工事 埼玉県飯能市 H23.5 ～ H23.7

元請 事務所換気扇取付工事 埼玉県狭山市 H23.5 ～ H23.6

元請 工場生垣工事 埼玉県日高市 H23.4 ～ H23.4

元請 薬局改修工事 埼玉県所沢市 H23.4 ～ H23.4

元請 工場修繕工事 埼玉県鶴ヶ島市 H23.3 ～ H23.3

元請 作業環境改善工事 埼玉県上尾市 H23.3 ～ H23.3

下請 練馬区立野町道路維持及び交通安全維持等 東京都練馬区 H23.3 ～ H23.3

元請 構造設備改造工事 埼玉県上尾市 H23.2 ～ H23.3

元請 工場樹木剪定 埼玉県鶴ヶ島市 H23.2 ～ H23.3

下請 工場舗装復旧工事 埼玉県所沢市 H23.2 ～ H23.2

元請 温室内外部撤去改修工事 埼玉県入間郡三芳町 H23.2 ～ H23.3

元請 モータープール造成工事 埼玉県児玉郡上里町 H22.12 ～ H23.1

元請 粉体製造室改修工事 埼玉県狭山市 H22.12 ～ H23.1

元請 庇 壁 渡り廊下外部塗装工事 埼玉県狭山市 H22 12 ～ H22 12元請 庇・壁・渡り廊下外部塗装工事 埼玉県狭山市 H22.12 ～ H22.12

元請 モータープール整備工事 埼玉県熊谷市 H22.12 ～ H22.12

元請 駐車場修繕工事 埼玉県狭山市 H22.11 ～ H22.12

元請 モータープール整備工事 埼玉県深谷市 H22.11 ～ H22.12

元請 顆粒充填室天井改修工事 埼玉県狭山市 H22.11 ～ H22.11

元請 倉庫仮設備設置・撤去工事 埼玉県寄居町 H22.11 ～ H22.11

元請 作業所網戸・スライドドア取付工事 埼玉県入間市 H22.10 ～ H22.11

元請 S様邸 1階改修工事 埼玉県熊谷市 H22.10 ～ H22.11

元請 バルク保管庫等蛍光灯改修工事 埼玉県狭山市 H22.8 ～ H22.8

元請 工場内舗装打替え工事 埼玉県狭山市 H22.8 ～ H22.8

元請 工場電気工事 埼玉県坂戸市 H22.8 ～ H22.8

元請 口紅充填室 天井改修工事 埼玉県狭山市 H22.8 ～ H22.8

元請 洗車場新設工事 埼玉県狭山市 H22.8 ～ H22.8

元請 屋外ダクト保温・ラッキング工事 埼玉県狭山市 H22.7 ～ H22.8

元請 小物充填室天井改修工事 埼玉県狭山市 H22.7 ～ H22.7

元請 資材受入上屋ビニールカーテン工事 埼玉県狭山市 H22.6 ～ H22.6

元請 H様邸 外構工事 埼玉県川越市 H22.5 ～ H22.6

元請 掲示板製作 埼玉県鶴ヶ島市 H22.5 ～ H22.6

元請 第一ブロック充填室 天井修繕工事 埼玉県狭山市 H22.4 ～ H22.5

元請 スプリンクラー設置工事(直結型) 埼玉県狭山市 H22.4 ～ H22.4

元請 小口原料庫 Aランク照明器具交換工事 埼玉県狭山市 H22.4 ～ H22.4

元請 モータープール トラックパーキング鉄板敷工事 埼玉県川越市 H22.3 ～ H22.3

元請 モータープール造成工事 埼玉県深谷市 H22.3 ～ H22.3

元請 モータープール トラックパーキング 鉄板敷工事 埼玉県日高市 H22.2 ～ H22.2

元請 Y様邸 外部改修工事 東京都中野区 H22.2 ～ H22.3
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工事経歴（一般）

元請/下請 工　　　事　　　名 工 事 場 所 工　　　　期

元請 更衣室・喫煙室等改修工事 埼玉県狭山市 H22.1 ～ H22.2

元請 事務所新築工事 埼玉県比企郡小川町 H22.1 ～ H22.2

元請 本社・社員寮・工場樹木剪定処分 埼玉県入間市 H22.1 ～ H22.1

元請 スラリー室改修工事 埼玉県狭山市 H21.12 ～ H21.12

元請 モータープール解体及び照明移設・フェンス・門扉設置工事 埼玉県狭山市 H21.11 ～ H22.3

元請 M様邸 改修工事 埼玉県入間市 H21.9 ～ H21.10

元請 O様邸 改修工事 埼玉県比企郡嵐山町 H21.9 ～ H21.10

元請 K様邸 改装工事 東京都新宿区 H21.9 ～ H21.9

元請 キューピクル内高圧増設工事 埼玉県入間市 H21.8 ～ H21.9

元請 K様邸 建仁寺フェンス新設工事 埼玉県狭山市 H21.8 ～ H21.9

元請 H様邸 改修工事 埼玉県入間市 H21.8 ～ H21.9

元請 工場食堂空調機交換工事 埼玉県鶴ヶ島市 H21.7 ～ H21.8

下請 N様邸 改装工事 埼玉県狭山市 H21.7 ～ H21.7

元請 工場改修工事 埼玉県入間市 H21.7 ～ H21.7

元請 工場スチール製棚製作納品据付 埼玉県坂戸市 H21.7 ～ H21.8

下請 事務所改修工事 埼玉県比企郡嵐山町 H21.7 ～ H21.7

元請 S様邸 ダイニング・キッチン耐震対策改修工事 埼玉県狭山市 H21.6 ～ H21.6

元請 外構工事(門扉・フェンス・自転車置場) 埼玉県狭山市 H21.4 ～ H21.5

元請 H様邸 上下水引込み 埼玉県入間市 H21.4 ～ H21.5
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