
株式会社　リプロ　　　工事実績 平成２３年３月現在

工事場所 着工時期
菊池外科病院解体工事 世田谷区 2011/3/1 ＲＣ　Ｓ造延べ600坪解体工事
菊池外科病院アスベスト撤去解体工事 世田谷区 解体工事に伴うアスベスト撤去工事
旧佐山解体工事 大田区 2011/3/1 木造建物解体工事
山口様邸解体工事 武蔵野市 2011/3/1 木造建物解体工事
よしのふとん店解体工事 杉並区 2011/1/1 木造建物解体工事
土呂解体工事 さいたま市 2011/2/1 軽量鉄骨
堀之内解体工事 杉並区 2011/1/1 木造建物解体工事
天沼様邸解体工事 立川市 2011/1/1 鉄骨造解体工事
桜井様邸解体工事 新座市 2011/1/1 木造建物解体工事
旧栗田様邸解体工事 柏市 2010/12/1 木造建物解体工事
（株）クレアビル解体工事 渋谷区 2010/12/1 S造解体工事
松本様邸解体工事 鳩ヶ谷市 2010/11/1 木造建物解体工事
第一弁天湯解体工事 大田区 2010/12/1 銭湯敷地及び煙突撤去工事
駒木様邸解体工事 青梅市 2010/11/1 木造建物解体工事
日進町 さいたま市 2010/11/1 木造建物解体工事
吉村紙工堂工場解体工事 足立区 2010/11/1 S造解体工事
老人ホーム信愛緑苑 府中市 2010/9/1 増築に伴う解体工事
多摩特別老人ホーム寮 八王子 2010/9/1 ＲＣ解体工事
山柿工場改修工事 川口市 2010/9/1 改修工事
あきる野市立小学校耐震工事 あいきる野 2010/9/1 耐震補強及び改修工事に伴う解体工事
狛江第一中学校校舎耐震 狛江市 2010/9/1 耐震補強及び改修工事に伴う解体工事
西日暮里2丁目計画解体工事 荒川区 2010/8/1 7階建ＲＣ解体工事
新谷様邸解体工事 杉並区 2010/8/1 木造建物解体工事
東京霊園休憩室解体工事 八王子 2010/8/1 ＲＣ造解体工事
木村様邸解体工事 川崎市 2010/8/1 木造建物解体工事
嶋村様邸解体工事 世田谷区 2010/7/1 木造建物解体工事
戸越６丁目計画 品川区 2010/7/1 Ｓ造解体工事
旧鈴木様邸解体工事 豊島区 2010/7/1 木造建物解体工事
光明ビル第７解体工事 八王子 2010/7/1 ＲＣ造解体工事
喜多見地区倉庫解体工事 世田谷区 2010/7/1 木造解体工事
清水様 杉並区 2010/6/1 木造２階　鉄筋３階建　解体工事
内海様邸解体工事 世田谷区 2010/5/1 木造建物解体工事
光明第３納骨堂解体工事 八王子 2010/5/1 ＲＣ造解体工事
関東レザー（株）清久工場内撤去工事 久喜市 2010/5/1 Ｓ造大型工場解体工事　
ドミ・リュウ解体工事 世田谷区 2010/5/1 S造アパート解体工事
松本アパート解体工事 鳩ヶ谷 2010/5/1 木造アパート解体工事
追川商店ビル解体工事 港区 2010/4/1 ５階建てＲＣ解体工事
ゴルフ　テニス場解体工事 調布市 2010/4/1 Ｓ造解体工事
田村様邸解体工事 墨田区 2010/4/1 木造解体工事
及川ビル解体工事 港区 2010/3/1 木造解体工事
田村様邸解体工事 墨田区 2010/3/1 木造解体工事
北町出光ＳＳ解体工事 練馬区 2010/2/1 ＧＳ解体工事
東宝調布計画 調布市 2010/2/1 Ｓ造解体工事
光が丘第８小学校はつり工事 練馬区 2010/2/1 ＲＣ造改修工事
築地場内発生材収集運搬工事 2010/2/1 産業廃棄物処理
和泉木造解体工事 杉並区 2010/2/1 木造建物解体工事
喜多見東土地区画整理組合 世田谷区 2010/2/1 埋設物撤去処分工事
北町出光ＳＳ解体工事 練馬区 2010/2/1 ＧＳ解体工事
元住吉書房改修工事 川崎市 2010/2/1 ＲＣ改修工事
等々力水処理センター 川崎市 2010/2/1 ＲＣ造改修工事
喜多見東土地区画整理組合 世田谷区 2010/2/1 埋設物撤去２期工事
京島ローレンハイツ解体工事 墨田区 2010/2/1 Ｓ造解体工事
パーラーハッピー改修工事 八王子市 2010/2/1 大型店舗改修工事
平野様邸解体工事 国分寺 2010/2/1 木造アパート解体工事
喜多見東土地区画整理組合 世田谷区 2009/12/1 埋設物撤去１期工事工事
小林様邸解体工事 さいたま市 2009/12/1 木造解体工事
伊勢元ビル解体工事 墨田区 2009/12/1 ＲＣ造解体工事
押上駅前ビル解体工事 墨田区 2009/11/1 ＲＣ造解体工事
等々力水処理センター 川崎市 2009/11/1 ＲＣ造改修工事

名称 物件内容



市川様邸解体工事 世田谷区 2009/11/1 木造解体工事
小泉様邸解体工事 板橋区 2009/11/1 木造解体工事
川崎市母口解体工事 川崎市 2009/11/1 １７棟解体工事
コーポ天沼改修工事 2009/10/1 Ｓ造解体工事
さいたま市北区解体工事 さいたま市 2009/10/1 S造解体工事
整形外科解体工事 所沢市 2009/10/1 病院内装解体工事
亀戸解体工事 江東区 2009/10/1 木造建物解体工事
金沢小学校撤去工事 板橋区 2009/9/1 屋上プール撤去工事
横浜老人ホーム改修工事 横浜市 2009/9/1 改修工事
マーケット解体工事 荏原 2009/8/1 Ｓ造解体工事
足立高校改修工事 足立区 2009/8/1 給食室改修工事
押上美容室解体工事 墨田区 2009/8/1 木造解体工事
花畑第１小学校改修工事 足立区 2009/8/1 トイレ改修工事
深川中学校耐震補強工事 江東区 2009/8/1 補強に伴う解体工事
人形店改修工事 所沢市 2009/8/1 改修工事
Ｈ様邸解体工事 国分寺 2009/7/1 木造３棟解体工事
紅梅小学校耐震補強工事 板橋区 2009/7/1 補強に伴う解体工事
生コン処理場解体工事 足立区 2009/7/1 ＲＣプラント解体工事
押上駐車場解体工事 足立区 2009/6/1
綾瀬駐車場解体工事 足立区 2009/6/1
高田馬場ネットカフェ解体工事 新宿区 2009/5/1 内装解体工事
Ｆ様邸解体工事 さいたま市 2009/5/1 木造解体工事
新座市老人ホーム改修工事 新座市 2009/4/1 ＲＣ改修工事
ＧＳ解体工事 豊島区 2009/4/1 ＧＳ解体工事
Ｋ様邸解体工事 川崎市 2009/4/1 木造建物解体工事
河田町解体工事 新宿区 2009/4/1 S造解体工事
両国解体工事 墨田区 2009/3/1 ＲＣ解体工事
ペットショップ解体工事 豊島区 2009/3/1 内装解体工事
銭湯煙突工事 川崎市 2009/3/1 煙突解体工事
Ｋ様邸解体工事 墨田区 2009/3/1 S造解体工事
阿佐ヶ谷駅南口解体工事 杉並区 2009/2/1 １７棟　解体工事
寿司店解体工事 足立区 2009/2/1 店舗内装解体工事
Ｎ．Ｓダクト撤去工事 千葉県 2009/2/1 習志野工場内撤去工事
Ｓ様邸解体工事 練馬区 2009/2/1 木造建物解体工事
赤坂料亭解体工事 港区 2009/1/1 木造解体工事
モデルルーム解体工事 河辺 2009/1/1 S造解体工事
薄井電気製作所解体工事 2009/1/1 住宅解体工事
ＭＳＳライフ（株）倉庫解体工事 世田谷区 2009/1/1 喜多見ビル解体工事


