
＜　設　計　経　歴　＞

工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

平成２５年度 モントーレラコルタ(183戸)

平成２５年度 エムビルデベロップコアⅢ(55戸)

平成２５年度 オーヴィジョン夢咲南(38戸)

平成２５年度 オーヴィジョン夢咲南Ⅱ(87戸)

平成２５年度 唐原デイサービス

平成２５年度 グループホーム唐原

平成２５年度 サンロージュ久留米東(70戸)

平成２５年度 石橋邸

平成２５年度 南福岡駅前マンション(36戸)

平成２５年度 博多駅前4丁目マンション(63戸)

平成２５年度 エイルマンション別府青山Ⅱ(36戸)

平成２４年度 ＪＡＭＭ’Ｓ天神新築工事（２８戸）

平成２４年度 モント－レ新宮ｾﾝﾄﾗﾙｽﾃ-ｼｮﾝ　（117戸）

平成２４年度 モント－レ西公園新築工事（３０戸）

平成２４年度 モント－レ室見新築工事(１９戸）

平成２４年度 アクセス九大学研都市駅前新築工事（３１戸）

平成２４年度 みなみ保育園新築工事

平成２４年度 永井邸新築工事

平成２４年度 ゼクセル販売九州古賀工場新築工事

平成２３年度 オ－ヴィジョン兵庫夢咲新築工事（４７戸）

平成２３年度 甘木山学園増築工事

平成２３年度 モント－レ長住新築工事（２０戸）

平成２３年度 エムビルデベロップコアⅢ新築工事（３６戸）

平成２３年度 箱崎２丁目マンション新築工事（４０戸）
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

平成２３年度 学園都市計画新築工事（３０戸）

平成２２年度 愛の里増築工事

平成２２年度 アイランドウイル柳川新築工事（３２戸）

平成２２年度 Ｅｘｃｅｌ　Ｃｏｕｒｔ　Ⅱ新築工事（４５戸）

平成２２年度 東光寺１丁目マンション新築工事（３３戸）

平成２２年度 馬出４丁目マンション新築工事（３０戸）

平成２２年度 ＧＡステ－ション空調改修工事

平成２1年度 美野島１丁目マンション　新築工事　（94戸）

平成２1年度 荒戸１丁目マンション　新築工事　　（59戸）

平成２1年度 荒戸３丁目マンション　新築工事　　（26戸）

平成２1年度 東平尾マンション　新築工事　　（55戸）

平成２1年度 ＨＡＭＡＹＡ様店舗　　新築工事

平成２０年度 モント－レ荒江　新築工事（55戸）

平成２０年度 Ｆ・ＰＡＲＣ高宮　新築工事（66戸）

平成２０年度 姪浜４丁目マンション　新築工事（98戸）

平成２０年度 住吉３丁目マンション　新築工事（30戸）

平成２０年度 箱崎１丁目マンション　新築工事（48戸）

平成２０年度 大楠ビル　新築工事（90戸）

平成２０年度 コンダクト堅粕3丁目　新築工事（72戸）

平成２０年度 松山１丁目マンション　新築工事（30戸）

平成２０年度 サンエルグ工場（鉄筋加工場　空調・衛生）

平成２０年度 井尻２丁目マンション（25戸）

平成２０年度 Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　新築工事（空調・衛生）

平成２０年度 ボアモ－カ野多目新築工事（空調・衛生）

平成1９年度 春日公園マンション　新築工事（36戸）

平成1９年度 山口邸　新築工事
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

平成1９年度 博多駅２丁目共同住宅　新築工事（54戸）

平成1９年度 奈良屋町ビル　新築工事（52戸）

平成1９年度 モント－レ春日アヴァンティ　新築工事（48戸）

平成1９年度 モント－レ野芥クロッシング　新築工事（55戸）

平成1９年度 姪浜５丁目マンション　新築工事（70戸）

平成1９年度 中呉服ビル　新築工事（238戸）

平成1９年度 博多駅南ビル　新築工事（60戸）

平成1９年度 石井マンション　新築工事（27戸）

平成1９年度 別府マンション　新築工事（44戸）

平成1９年度 中原２丁目マンション　新築工事（31戸）

平成1９年度 今川１丁目マンション　新築工事（35戸）

平成1９年度 周船寺１丁目マンション　新築工事（44戸）

平成1８年度 ﾓﾝﾄ-ﾚ竹下ｽﾃ-ｼｮﾝﾀﾜ-　新築工事（36戸）

平成1８年度 エンクレスト薬院　新築工事（65戸）

平成1８年度 エンクレスト博多駅前　新築工事（126戸）

平成1８年度 エムビル店屋町　新築工事（40戸）

平成1８年度 博多駅東マンション　新築工事（44戸）

平成1８年度 別府２丁目マンション　新築工事（52戸）

平成1８年度 コンダクト築港本町　新築工事（40戸）

平成1８年度 筑紫ビル　改修工事

平成17年度 モント－レ大橋スクエア　新築工事

平成17年度 モント－レ須恵セントラルステ－ション新築工事

平成17年度 モント－レ須玖ガ－デンコ－ト　新築工事

平成17年度 ハイツＡ＆Ｓ　新築工事

平成17年度 モント－レ西公園ベイコ－ト　新築工事

平成17年度 モント－レ室見イ－ストパ－ク　新築工事
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平成17年度 ファ－ネスト前原Ⅱ　新築工事

平成17年度 御供所ビル　新築工事

平成17年度 コンダクト呉服町　新築工事

平成17年度 コンダクト博多駅前３丁目　新築工事

平成1６年度 モント－レ山王リバ－サイド　新築工事

平成1６年度 モント－レ香椎南ガ－デンコ－ト　新築工事

平成1６年度 モント－レガ－デンコ－トクロッシング新築工事

平成1６年度 エンクレスト福岡　新築工事

平成1６年度 コンダクト博多駅前　新築工事

平成1６年度 モント－レ姪浜ウエストコ－ト　新築工事

平成1５年度 モント－レ室見ガ－デン　新築工事

平成1５年度 モント－レ春日スクエア　新築工事

平成1５年度 新宮駅前マンション　新築工事

平成1５年度 コンダクト博多駅南　新築工事

平成1５年度 春吉マンション　新築工事

平成1４年度 赤坂１丁目マンションA・B棟　新築工事

平成1４年度 モント－レ鳥飼　新築工事

平成1４年度 サングレ－ド西新　新築工事

平成1４年度 久留米スバル　空調・衛生設備工事

平成1４年度 西公園マンション　新築工事

平成1４年度 大手門マンション　新築工事

平成1４年度 岸原マンション　新築工事

平成1４年度 モント－レ城南スクエア　新築工事

平成1３年度 玉川町マンション　新築工事

平成1３年度 岸原ビル　新築工事

平成1３年度 警固1丁目マンション　新築工事
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平成1３年度 姪浜内科クリニック　空調・衛生設備工事

平成1３年度 亀岡社中本社ビル　空調・衛生設備工事

平成1３年度 バンケット志免店　換気・衛生設備工事

平成1３年度 福岡スバルプラザ志免　衛生設備工事

平成12年度 福岡天神愛眼ビル野芥店空調衛生設備工事

平成12年度 モント－レ地行Ⅱ　新築工事

平成12年度 モント－レ香椎　新築工事

平成12年度 Ａ・Ｂビル　新築工事

平成12年度 博多駅前3丁目マンション　新築工事

平成11年度 薬院ビル　衛生・消火設備工事

平成11年度 博多駅東１丁目ビル　新築工事

平成11年度 エテルナヒルズ高取Ⅱ　新築工事

平成11年度 モント－レ野間　新築工事

平成11年度 モント－レ地行　新築工事

平成10年度 モント－レ茶山ガ－デン　新築工事

平成10年度 竹中ビル　衛生・消火設備工事

平成10年度 天野ビル　新築工事

平成10年度 中村ビル　新築工事

平成10年度 岡竒ビル　衛生・換気設備工事

平成9年度 モント－レ三苫ガ－デン　新築工事

平成9年度 かねはるビル　新築工事

平成9年度 柳瀬ビル　新築工事

平成9年度 Ｙショップ　空調・衛生設備工事

平成9年度 オ－クパティオ長丘　新築工事

平成8年度 エテルナ竹下駅前　新築工事

平成8年度 モント－レ大濠　新築工事
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

平成7年度 エテルナ若宮　新築工事

平成7年度 西野ビル　新築工事

平成7年度 相互運輸東浜事務所　空調・衛生設備工事

平成7年度 船越ビル　衛生設備工事

平成7年度 室見マンション　新築工事

平成6年度 エテルナ高取　新築工事

平成6年度 三光ビル　衛生・換気設備工事

平成5年度 エテルナ西新南　新築工事

平成4年度 メロディハイツ　衛生設備工事　

平成3年度 大嶋医院　空調・衛生設備工事　

平成3年度 セイント箱崎Ⅴ　新築工事

平成２年度 富士和苑　衛生・換気設備工事

平成２年度 モント－レ大橋　新築工事

平成２年度 千代コ－ポ　衛生・換気設備工事

平成２年度 桧原マンション　衛生・換気設備工事

平成元年度 ベルエ－ル竹下　新築工事

平成元年度 モント－レ別府　新築工事

平成元年度 別府ハイツ　新築工事
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