
株式会社 LOOPLUS｜ループラス

10:00～18:00（土日祝除く）
050-7130-5820

お問い合わせはホームページかお電話から

株式会社 LOOPLUS

株式会社 LOOPLUS｜ループラス

会社案内

登録電気工事業 神奈川県知事登録
20200130号
横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

二級建築施工管理技士
建築設備診断技術者
建築設備検査員
二級土木施工管理技士

一級管工事施工管理技士
給水装置工事主任技術者
排水設備工事責任技術者
貯水槽清掃作業監督者

ガス機器設置スペシャリスト
ガス可とう管接続工事監督者

第二種電気工事士
低圧電気取扱業務

TOTOユニットバス施工認定

住宅設備施工および販売
リノベーション リフォーム

再現修復 / リペア

経営理念

Make life better

人の輪をつなぐ

“Make life better”  をスローガンにお客さま一人一人に寄り添い、
生活に潤いを与えより快適になるサービスを提供いたします。
物から人へ、人から笑顔へいつも素直に、つながりを大事に信頼の輪をつな
げていき、地域の貢献を目指します。

出会いこそが一番の財産です。
どんなにいい技術・知識をもっていたとしても人と人とのつながりを疎かにして
しまっては良い仕事はできないという信念をもっています。

出会い一つ一つに真剣に向き合い、信頼関係に結ぶこと出会いを楽しみ、素直な
自分で接すること、それは、家族、友人、組織、個人問わず、もっとも大切であり、
原点と考えております。その出会いを大切にして、信頼をつないでいくことが皆
様の満足につながり、より幸せ、笑顔になっていただけると信じております。

楽しいことがあれば素直に喜び、困った人があれば手を差し伸べるあ
たりまえのことをあたりまえにできること、その心をいつまで
も忘れず、歩んでまいります。

２０１５年１１月

個人事業 LOOPLUS として開業

２０１８年８月 

総合設備リフォーム業として法人設立

登録電気工事業 神奈川県知事株式会社 LOOPLUS
（かぶしきがいしゃ ループラス）

会社名

設立 (創業 ) 2018 年 8月

代表取締役 大内泰我

本社所在地 神奈川県横浜市港北区高田西 3-2-12 
サンヴィレッジ天満宮 102号室

連絡先 050-7130-5820

法人番号 2020001127796

保有資格

事業内容

沿革

２０２０年６～８月

登録電気工事業 神奈川県知事登録

川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

（２０２０年８月現在）

お住まいや建物に関する施工・設置工事
すべてを安心してお任せいただけるよう

LOOPLUSスタッフ一同、
日々精進しております。

表面 中面裏面

loop lus .b i z

大内泰我株式会社 LOOPLUS
代表取締役



株式会社 LOOPLUS｜ループラス

10:00～18:00（土日祝除く）
050-7130-5820

お問い合わせはホームページかお電話から

株式会社 LOOPLUS

株式会社 LOOPLUS｜ループラス

会社案内

登録電気工事業 神奈川県知事登録
20200130号
横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

二級建築施工管理技士
建築設備診断技術者
建築設備検査員
二級土木施工管理技士

一級管工事施工管理技士
給水装置工事主任技術者
排水設備工事責任技術者
貯水槽清掃作業監督者

ガス機器設置スペシャリスト
ガス可とう管接続工事監督者

第二種電気工事士
低圧電気取扱業務

TOTOユニットバス施工認定

住宅設備施工および販売
リノベーション リフォーム

再現修復 / リペア

経営理念

Make life better

人の輪をつなぐ

“Make life better”  をスローガンにお客さま一人一人に寄り添い、
生活に潤いを与えより快適になるサービスを提供いたします。
物から人へ、人から笑顔へいつも素直に、つながりを大事に信頼の輪をつな
げていき、地域の貢献を目指します。

出会いこそが一番の財産です。
どんなにいい技術・知識をもっていたとしても人と人とのつながりを疎かにして
しまっては良い仕事はできないという信念をもっています。

出会い一つ一つに真剣に向き合い、信頼関係に結ぶこと出会いを楽しみ、素直な
自分で接すること、それは、家族、友人、組織、個人問わず、もっとも大切であり、
原点と考えております。その出会いを大切にして、信頼をつないでいくことが皆
様の満足につながり、より幸せ、笑顔になっていただけると信じております。

楽しいことがあれば素直に喜び、困った人があれば手を差し伸べるあ
たりまえのことをあたりまえにできること、その心をいつまで
も忘れず、歩んでまいります。

２０１５年１１月

個人事業 LOOPLUS として開業

２０１８年８月 

総合設備リフォーム業として法人設立

登録電気工事業 神奈川県知事株式会社 LOOPLUS
（かぶしきがいしゃ ループラス）

会社名

設立 (創業 ) 2018 年 8月

代表取締役 大内泰我

本社所在地 神奈川県横浜市港北区高田西 3-2-12 
サンヴィレッジ天満宮 102号室

連絡先 050-7130-5820

法人番号 2020001127796

保有資格

事業内容

沿革

２０２０年６～８月

登録電気工事業 神奈川県知事登録

川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

（２０２０年８月現在）

お住まいや建物に関する施工・設置工事
すべてを安心してお任せいただけるよう

LOOPLUSスタッフ一同、
日々精進しております。

表面 中面裏面

loop lus .b i z

大内泰我株式会社 LOOPLUS
代表取締役

株式会社 LOOPLUS｜ループラス

10:00～18:00（土日祝除く）
050-7130-5820

お問い合わせはホームページかお電話から

株式会社 LOOPLUS

株式会社 LOOPLUS｜ループラス

会社案内

登録電気工事業 神奈川県知事登録
20200130号
横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

二級建築施工管理技士
建築設備診断技術者
建築設備検査員
二級土木施工管理技士

一級管工事施工管理技士
給水装置工事主任技術者
排水設備工事責任技術者
貯水槽清掃作業監督者

ガス機器設置スペシャリスト
ガス可とう管接続工事監督者

第二種電気工事士
低圧電気取扱業務

TOTOユニットバス施工認定

住宅設備施工および販売
リノベーション リフォーム

再現修復 / リペア

経営理念

Make life better

人の輪をつなぐ

“Make life better”  をスローガンにお客さま一人一人に寄り添い、
生活に潤いを与えより快適になるサービスを提供いたします。
物から人へ、人から笑顔へいつも素直に、つながりを大事に信頼の輪をつな
げていき、地域の貢献を目指します。

出会いこそが一番の財産です。
どんなにいい技術・知識をもっていたとしても人と人とのつながりを疎かにして
しまっては良い仕事はできないという信念をもっています。

出会い一つ一つに真剣に向き合い、信頼関係に結ぶこと出会いを楽しみ、素直な
自分で接すること、それは、家族、友人、組織、個人問わず、もっとも大切であり、
原点と考えております。その出会いを大切にして、信頼をつないでいくことが皆
様の満足につながり、より幸せ、笑顔になっていただけると信じております。

楽しいことがあれば素直に喜び、困った人があれば手を差し伸べるあ
たりまえのことをあたりまえにできること、その心をいつまで
も忘れず、歩んでまいります。

２０１５年１１月

個人事業 LOOPLUS として開業

２０１８年８月 

総合設備リフォーム業として法人設立

登録電気工事業 神奈川県知事株式会社 LOOPLUS
（かぶしきがいしゃ ループラス）

会社名

設立 (創業 ) 2018 年 8月

代表取締役 大内泰我

本社所在地 神奈川県横浜市港北区高田西 3-2-12 
サンヴィレッジ天満宮 102号室

連絡先 050-7130-5820

法人番号 2020001127796

保有資格

事業内容

沿革

２０２０年６～８月

登録電気工事業 神奈川県知事登録

川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

（２０２０年８月現在）

お住まいや建物に関する施工・設置工事
すべてを安心してお任せいただけるよう

LOOPLUSスタッフ一同、
日々精進しております。

表面 中面裏面

loop lus .b i z

大内泰我株式会社 LOOPLUS
代表取締役



株式会社 LOOPLUS｜ループラス

10:00～18:00（土日祝除く）
050-7130-5820

お問い合わせはホームページかお電話から

株式会社 LOOPLUS

株式会社 LOOPLUS｜ループラス

会社案内

登録電気工事業 神奈川県知事登録
20200130号
横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

二級建築施工管理技士
建築設備診断技術者
建築設備検査員
二級土木施工管理技士

一級管工事施工管理技士
給水装置工事主任技術者
排水設備工事責任技術者
貯水槽清掃作業監督者

ガス機器設置スペシャリスト
ガス可とう管接続工事監督者

第二種電気工事士
低圧電気取扱業務

TOTOユニットバス施工認定

住宅設備施工および販売
リノベーション リフォーム

再現修復 / リペア

経営理念

Make life better

人の輪をつなぐ

“Make life better”  をスローガンにお客さま一人一人に寄り添い、
生活に潤いを与えより快適になるサービスを提供いたします。
物から人へ、人から笑顔へいつも素直に、つながりを大事に信頼の輪をつな
げていき、地域の貢献を目指します。

出会いこそが一番の財産です。
どんなにいい技術・知識をもっていたとしても人と人とのつながりを疎かにして
しまっては良い仕事はできないという信念をもっています。

出会い一つ一つに真剣に向き合い、信頼関係に結ぶこと出会いを楽しみ、素直な
自分で接すること、それは、家族、友人、組織、個人問わず、もっとも大切であり、
原点と考えております。その出会いを大切にして、信頼をつないでいくことが皆
様の満足につながり、より幸せ、笑顔になっていただけると信じております。

楽しいことがあれば素直に喜び、困った人があれば手を差し伸べるあ
たりまえのことをあたりまえにできること、その心をいつまで
も忘れず、歩んでまいります。

２０１５年１１月

個人事業 LOOPLUS として開業

２０１８年８月 

総合設備リフォーム業として法人設立

登録電気工事業 神奈川県知事株式会社 LOOPLUS
（かぶしきがいしゃ ループラス）

会社名

設立 (創業 ) 2018 年 8月

代表取締役 大内泰我

本社所在地 神奈川県横浜市港北区高田西 3-2-12 
サンヴィレッジ天満宮 102号室

連絡先 050-7130-5820

法人番号 2020001127796

保有資格

事業内容

沿革

２０２０年６～８月

登録電気工事業 神奈川県知事登録

川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

（２０２０年８月現在）

お住まいや建物に関する施工・設置工事
すべてを安心してお任せいただけるよう

LOOPLUSスタッフ一同、
日々精進しております。

表面 中面裏面

loop lus .b i z

大内泰我株式会社 LOOPLUS
代表取締役

株式会社 LOOPLUS｜ループラス

10:00～18:00（土日祝除く）
050-7130-5820

お問い合わせはホームページかお電話から

株式会社 LOOPLUS

株式会社 LOOPLUS｜ループラス

会社案内

登録電気工事業 神奈川県知事登録
20200130号
横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

二級建築施工管理技士
建築設備診断技術者
建築設備検査員
二級土木施工管理技士

一級管工事施工管理技士
給水装置工事主任技術者
排水設備工事責任技術者
貯水槽清掃作業監督者

ガス機器設置スペシャリスト
ガス可とう管接続工事監督者

第二種電気工事士
低圧電気取扱業務

TOTOユニットバス施工認定

住宅設備施工および販売
リノベーション リフォーム

再現修復 / リペア

経営理念

Make life better

人の輪をつなぐ

“Make life better”  をスローガンにお客さま一人一人に寄り添い、
生活に潤いを与えより快適になるサービスを提供いたします。
物から人へ、人から笑顔へいつも素直に、つながりを大事に信頼の輪をつな
げていき、地域の貢献を目指します。

出会いこそが一番の財産です。
どんなにいい技術・知識をもっていたとしても人と人とのつながりを疎かにして
しまっては良い仕事はできないという信念をもっています。

出会い一つ一つに真剣に向き合い、信頼関係に結ぶこと出会いを楽しみ、素直な
自分で接すること、それは、家族、友人、組織、個人問わず、もっとも大切であり、
原点と考えております。その出会いを大切にして、信頼をつないでいくことが皆
様の満足につながり、より幸せ、笑顔になっていただけると信じております。

楽しいことがあれば素直に喜び、困った人があれば手を差し伸べるあ
たりまえのことをあたりまえにできること、その心をいつまで
も忘れず、歩んでまいります。

２０１５年１１月

個人事業 LOOPLUS として開業

２０１８年８月 

総合設備リフォーム業として法人設立

登録電気工事業 神奈川県知事株式会社 LOOPLUS
（かぶしきがいしゃ ループラス）

会社名

設立 (創業 ) 2018 年 8月

代表取締役 大内泰我

本社所在地 神奈川県横浜市港北区高田西 3-2-12 
サンヴィレッジ天満宮 102号室

連絡先 050-7130-5820

法人番号 2020001127796

保有資格

事業内容

沿革

２０２０年６～８月

登録電気工事業 神奈川県知事登録

川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

（２０２０年８月現在）

お住まいや建物に関する施工・設置工事
すべてを安心してお任せいただけるよう

LOOPLUSスタッフ一同、
日々精進しております。

表面 中面裏面

loop lus .b i z

大内泰我株式会社 LOOPLUS
代表取締役



株式会社 LOOPLUS｜ループラス

10:00～18:00（土日祝除く）
050-7130-5820

お問い合わせはホームページかお電話から

株式会社 LOOPLUS

株式会社 LOOPLUS｜ループラス

会社案内

登録電気工事業 神奈川県知事登録
20200130号
横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

二級建築施工管理技士
建築設備診断技術者
建築設備検査員
二級土木施工管理技士

一級管工事施工管理技士
給水装置工事主任技術者
排水設備工事責任技術者
貯水槽清掃作業監督者

ガス機器設置スペシャリスト
ガス可とう管接続工事監督者

第二種電気工事士
低圧電気取扱業務

TOTOユニットバス施工認定

住宅設備施工および販売
リノベーション リフォーム

再現修復 / リペア

経営理念

Make life better

人の輪をつなぐ

“Make life better”  をスローガンにお客さま一人一人に寄り添い、
生活に潤いを与えより快適になるサービスを提供いたします。
物から人へ、人から笑顔へいつも素直に、つながりを大事に信頼の輪をつな
げていき、地域の貢献を目指します。

出会いこそが一番の財産です。
どんなにいい技術・知識をもっていたとしても人と人とのつながりを疎かにして
しまっては良い仕事はできないという信念をもっています。

出会い一つ一つに真剣に向き合い、信頼関係に結ぶこと出会いを楽しみ、素直な
自分で接すること、それは、家族、友人、組織、個人問わず、もっとも大切であり、
原点と考えております。その出会いを大切にして、信頼をつないでいくことが皆
様の満足につながり、より幸せ、笑顔になっていただけると信じております。

楽しいことがあれば素直に喜び、困った人があれば手を差し伸べるあ
たりまえのことをあたりまえにできること、その心をいつまで
も忘れず、歩んでまいります。

２０１５年１１月

個人事業 LOOPLUS として開業

２０１８年８月 

総合設備リフォーム業として法人設立

登録電気工事業 神奈川県知事株式会社 LOOPLUS
（かぶしきがいしゃ ループラス）

会社名

設立 (創業 ) 2018 年 8月

代表取締役 大内泰我

本社所在地 神奈川県横浜市港北区高田西 3-2-12 
サンヴィレッジ天満宮 102号室

連絡先 050-7130-5820

法人番号 2020001127796

保有資格

事業内容

沿革

２０２０年６～８月

登録電気工事業 神奈川県知事登録

川崎市上下水道局指定工事店 第 1726号

横浜市上下水道局指定工事店 第 5165号
産業廃棄物収集運搬業 第 1201600 号

（２０２０年８月現在）

お住まいや建物に関する施工・設置工事
すべてを安心してお任せいただけるよう

LOOPLUSスタッフ一同、
日々精進しております。

表面 中面裏面

loop lus .b i z

大内泰我株式会社 LOOPLUS
代表取締役
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