
＜　設　計　経　歴　＞

工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

平成３１年度 CLUB THE薬院ステ-ションタワ-

平成３１年度 春吉1丁目マンション

平成３１年度 サンパ-ク長者原

平成３１年度 高砂1丁目計画

平成３１年度 半道橋1丁目マンション

平成３１年度 竹乃屋ビル

平成３１年度 CLUB THE大濠2丁目

平成３１年度 名島複合ビル

平成３１年度 香椎駅前1丁目マンション

平成３１年度 東比恵4丁目マンション

平成３１年度 横手2丁目計画

平成３１年度 シャンボ-ル次郎丸

平成３１年度 リアンレガ-ロ平尾ステ-ション

平成３０年度 千代1丁目マンション

平成３０年度 サンリヤン小戸 

平成３０年度 オ-ビジョン筑紫野

平成３０年度 エイルマンション金池町

平成３０年度 アクセス藤崎南

平成３０年度 平尾駅前計画

平成３０年度 水谷プロジェクト

平成３０年度 リアンレガ-ロ大濠公園ST

平成３０年度 藤崎1丁目マンション

平成２９年度 元町2丁目マンション 新築工事(104戸)

平成２９年度 サンリヤン箱崎九大前 新築工事(48戸)
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

平成２９年度 アクロス西新サウスレジオン 新築工事(35戸)

平成２９年度 舞鶴1丁目マンション 新築工事(80戸)

平成２９年度 エイリックスタイル大楠 新築工事(24戸)

平成２９年度 ル-チェ久留米 新築工事(36戸)

平成２９年度 リアン博多駅前3丁目ビル 新築工事

平成２９年度 井尻3丁目計画 新築工事(32戸)

平成２９年度 東公園マンション 新築工事(27戸)

平成２９年度 ヴィラ-ジュ大濠 新築工事(34戸)

平成２９年度 ウエキモ-ルド鞍手工場  新築工事

平成２８年度 千代2丁目マンション 新築工事(169戸)

平成２８年度 千代3丁目マンション 新築工事(108戸)

平成２８年度 エイリックスタイル唐津中央駅新築工事(52戸)

平成２８年度 エイリックスタイル若久 新築工事(44戸)

平成２８年度 アクセス旭町 新築工事(31戸)

平成２８年度 住吉4丁目マンション 新築工事(54戸)

平成２８年度 クラブ博多駅南レジデンス 新築工事(50戸)

平成２８年度 美野島マンション 新築工事(56戸)

平成２８年度 半道橋1丁目マンション 新築工事(35戸)

平成２８年度 リアンシェルブル-薬院 新築工事(28戸)

平成２８年度 前田道路東浜工 場新築工事

平成２７年度 AlicTown博多南ザ･テラス新築工事(107戸)

平成２７年度 エイルマンション長住 新築工事(63戸)

平成２７年度 オ-ビジョン夢咲西 新築工事(40戸)

平成２７年度 石城町マンションⅡ新築工事(90戸)

平成２７年度 クラブエイリック平尾駅 新築工事(23戸)

平成２７年度 アカナファミリ-ジャパン事務所 新築工事
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

平成２７年度 高砂2丁目マンション 新築工事(54戸)

平成２７年度 白金1丁目マンション 新築工事(18戸)

平成２７年度 城島様邸 新築工事

平成２７年度 板付オフィスビル 新築工事

平成２６年度 オ-ビジョン夢咲南Ⅱ 新築工事(87戸)

平成２６年度 アーバンパレス井尻 新築工事(48戸)

平成２６年度 アクセス筑紫通リ 新築工事(41戸)

平成２６年度 石城町マンション 新築工事(70戸)

平成２６年度 住吉4丁目マンション 新築工事(38戸)

平成２６年度 大手門2丁目マンション 新築工事(47戸)

平成２６年度 ラシュ-ル･イン箱崎 新築工事(36戸)

平成２６年度 地行1丁目マンション 新築工事(30戸)

平成２６年度 大楠2丁目マンション 新築工事(18戸)

平成２５年度 モントーレラコルタ(183戸)

平成２５年度 アクセス六本松南サージュ(27戸)

平成２５年度 アルファステイツ春日Ⅱ(66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 サンリヤン名島(118戸)

平成２５年度 サンロージュ久留米東(70戸)

平成２５年度 福岡トヨペット福重工場

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)
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

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２５年度 ＭＪＲ赤坂けやき通り(43戸)

平成２４年度 市営下山門住宅３７棟全面的改善管工事

平成２４年度 南区屋形原５丁目地内配水管布設工事

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 アルバガ－デンパ－クサイド兵庫　　（９２）

平成２４年度 エイルマンション上荒田Ⅲ新築工事（５６戸）

平成２４年度 モント－レ西公園新築工事（３０戸）

平成２４年度 ジョイナス東比恵新築工事（６４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 博多駅東マンション新築工事（３６戸）

平成２４年度 アクアクララ㈱北九州プラント新築工事

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２４年度 新宮幼稚園増築工事

平成２４年度 春日フォレストシティＦＭ店新築工事

平成２３年度 エイルマンション城址公園東レガリア（１７３戸）

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 たいめい苑　東別館増築工事

平成２３年度 オリエントビルＮＯ，８６新築工事（６０戸）
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

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）

平成２３年度 アクセス高宮通新築工事（１５戸）

平成２３年度 トラストパ－ク本社ビル空調改修工事

平成２３年度 学園都市計画新築工事（３０戸）

平成２３年度 相島災害時援助施設建築工事

平成２３年度 新宮幼稚園増築工事

平成２２年度 有住小学校便所改造衛生設備工事

平成２２年度 中央区地行2丁目外2件配水管布設工事

平成２２年度 南区中尾2丁目地内外１件配水管布設工事

平成２２年度 エイルマンション別府石垣東新築工事（８１戸）

平成２２年度 アルファステイツ国府新築工事

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 老人ホ－ムねむのき空調衛生設備工事

平成２２年度 アクセス大濠新築工事（１５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 レッドキャベツ干隈店改修工事

平成２２年度 森美佐子マンション新築工事（４５戸）

平成２２年度 ＧＡステ－ション空調改修工事

平成２1年度 市営住宅量水器取替工事（上水）その２

平成２1年度 南区長住4丁目NO,1配水管布設

平成２1年度 博多区上牟田2丁目配水管布設

平成２1年度 ﾓﾝﾄ-ﾚｳﾞｪﾙｷｭ-ﾌﾞｼﾃｨ福岡空港駅前　（259戸）
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

平成２1年度 サンリヤン香椎花園東　新築工事　　（151戸）

平成２1年度 東宝吉塚１丁目マンション新築工事　（48戸）

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 メディック呼吸器センタ－　　新築工事

平成２1年度 ＨＡＭＡＹＡ様店舗　　新築工事

平成２1年度 白藤邸　　新築工事

平成２1年度 遠賀信用金庫古賀支店　新築工事

平成２1年度 タカラ薬局・Ｒクリニック　新築工事

平成２０年度 南区清水３丁目配水管布設工事

平成２０年度 中央区那の津４丁目配水管布設工事

平成２０年度 博多区博多駅前４丁目地内配水管布設工事

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 福岡ｺﾏﾂﾌｫ-ｸﾘﾌﾄ本社社屋　新築工事

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 薬院のテナントビル（空調・衛生）

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 シルフガ－デンⅡ　新築工事（109戸）

平成２０年度 サンエルグ工場（鉄筋加工場　空調・衛生）
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

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 三宅３丁目配水管布設工事

平成1９年度 モント－レ比恵リバ－サイド　新築工事（115戸）

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

平成1９年度 レ－クヒルズ野多目７番館　新築工事（84戸）

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 ピュア博多　新築工事（20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 ア－バンパレス井尻南　新築工事（56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1９年度 南区清水３丁目配水管布設

平成1８年度 ルネッサンス21神屋町　新築工事（109戸）

平成1８年度 ヴォンヌ－ク薬院　新築工事（45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）
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

平成1８年度 ﾓﾝﾄ-ﾚﾌﾞﾙ-･ﾗ･ﾒ-ﾙｆｕｋｕｏｋａ新築工事（92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 山口油屋福太郎社宅　新築工事

平成1８年度 エフパルク美野島　新築工事（48戸）

平成1８年度 ロイヤルﾏﾝｼｮﾝ博多ＭＲ　新築工事（58戸）

平成1８年度 ロイヤルﾏﾝｼｮﾝ・ﾊﾟﾘｴ別府　新築工事（32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 荒戸１丁目マンション　新築工事（31戸）

平成1８年度 筑紫ビル　改修工事

平成1８年度 中央区平尾３丁目地内ＮＯ，1外１件配水管布設工事

平成1８年度 西高宮小学校校舎耐震改修その他衛生設備工事

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

平成17年度 レイクヒルズ野多目５番館・６番館　新築工事

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
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

平成17年度 東宝大橋マンション　新築工事

平成17年度 中央区小笹3丁目他配水管布設工事

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 九州電力春日原社宅　新築工事

平成1６年度 グランドメゾン高宮　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1６年度 後藤ビル　新築工事

平成1６年度 中州ビル　新築工事

平成1６年度 吉塚６丁目マンション　新築工事

平成1６年度 九州労金博多支店　改修工事

平成1６年度 博多区博多駅前３丁目他配水管布設工事

平成1５年度 モント－レ室見ガ－デン　新築工事

平成1５年度 スバル九州発送センタ－衛生・消火設備工事

平成1５年度 モント－レ春日スクエア　新築工事

平成1５年度 ア－バンパレス二日市　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 サヴォイ・エンポリウム春吉　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 大野城コミュニティセンタ－新築工事

平成1５年度 春吉マンション　新築工事

平成1５年度 グリ－ンビル改修工事

平成1５年度 桧原４丁目地内配水管布設工事
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工　　　　　期 工　　　　　　事　　　　　　名

平成1５年度 西区小田500他配水管布設工事

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1４年度 三菱倉庫福岡支店鳥栖配送センタ－

平成1４年度 城南区荒江1丁目地内配水管

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 御供所ビル　ドレン配管工事

平成1３年度 警固1丁目マンション　新築工事

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 ナラザ舞鶴　新築工事

平成1３年度 博多区吉塚１丁目地内配水管布設

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 都築病院桝　空調・衛生改修工事

平成1３年度 福岡スバルプラザ志免　衛生設備工事

平成1３年度 ＪＧＭヴェルデ高宮　新築工事

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 日本通運博多倉庫　衛生・消火設備工事

平成12年度 帝国バンク福岡支店　衛生設備工事
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平成12年度 竜王ハウス　新築工事

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12年度 三愛シティライフ箱崎18　新築工事

平成12年度 天神ＹＬビル　空調設備工事

平成12年度 第７明星ビル　衛生設備工事

平成12年度 南区大池2丁目地内配水管布設工事

平成12年度 博多区板付け6丁目地内配水管布設工事

平成12年度 笹丘小学校校舎内部改造衛生設備工事

平成11年度 薬院ビル　衛生・消火設備工事

平成11年度 九州電力名島社宅　衛生・換気設備工事

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 ダイナコ－ト東公園　新築工事

平成11年度 Ｊフラット今泉　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11年度 高千穂電気㈱福岡支店空調衛生設備工事

平成11年度 原中学校校舎内部改造衛生設備工事

平成11年度 南区老司4丁目1他配水管布設工事

平成11年度 南区井尻3丁目地内配水管布設工事

平成11年度 中央区笹丘3丁目・小笹１丁目地内配水管布設工事

平成11年度 飯原小学校下水道直結工事

平成10年度 モント－レ茶山ガ－デン　新築工事
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平成10年度 梅野眼科　衛生設備工事

平成10年度 竹中ビル　衛生・消火設備工事

平成10年度 九州ガラス　空調・衛生設備工事

平成10年度 九州セルラ－電話㈱博多ＳＣビル衛生設備工事

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 ドミ－ル谷　新築工事

平成10年度 岡竒ビル　衛生・換気設備工事

平成10年度 松崎ビル　衛生・消火設備工事

平成10年度 中央区長浜1丁目4他配水管布設工事

平成10年度 南区老司3丁目24他配水管布設工事

平成10年度 南区弥永２丁目2他配水管布設工事

平成9年度 ヴェルビュ春日原Ⅱ　新築工事

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 福岡銀行今川社宅　衛生設備工事

平成9年度 八百治ビル　衛生・消火設備工事

平成9年度 オ－クパティオ長丘　新築工事

平成9年度 九州電力清水寮　空調・衛生設備工事

平成9年度 福岡市立日佐小学校便所改造設備工事

平成9年度 福岡市水道局高宮浄水場流入弁取替工事

平成8年度 九州電力鳥飼社宅電気温水器設備工事

平成8年度 九州電力板付変電所衛生設備工事

平成8年度 九州電力七隈社員研修所温水配管工事
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平成8年度 福岡桜坂教会　空調・衛生設備工事

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

平成8年度 ニチボ－本社ビル　空調・衛生設備工事

平成8年度 室見ワンル－ムマンション　新築工事

平成8年度 九州電力汐見社宅電気温水器設備工事

平成8年度 エスポワ－ル春日原南　新築工事

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7年度 玉川小学校講堂兼体育館衛生設備工事

平成7年度 菅原第４ビル　空調・衛生設備工事

平成7年度 シ－ナ21大野城　新築工事

平成6年度 九州電力百地変電所　衛生・換気設備工事

平成6年度 エテルナ高取　新築工事

平成6年度 大日本運輸　空調・衛生設備工事

平成6年度 メナ－ド福岡支店　衛生設備工事

平成6年度 三光ビル　衛生・換気設備工事

平成6年度 ピアセント城南の杜　新築工事

平成6年度 西牟田ビル　新築工事

平成6年度 長住公民館改築衛生設備工事

平成5年度 九州電力千代変電所　衛生・換気設備工事

平成5年度 西長住公民館　衛生設備工事　

平成5年度 日本生命西新ビル　衛生・消火設備工事
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平成5年度 油山牧場展示家畜舎新築機械設備工事

平成5年度 西日本プラント本社ビル　衛生設備工事　

平成5年度 エテルナ西新南　新築工事

平成5年度 末永文化センタ－　空調・衛生設備工事

平成4年度 箱崎マンション　新築工事

平成4年度 九州倉庫　衛生・消火設備工事

平成4年度 ＹＭＣＡ　空調・衛生設備改修工事

平成4年度 メロディハイツ　衛生設備工事　

平成4年度 ＦＳ２１　衛生・消火設備工事

平成4年度 九州電力福岡地区単身赴任寮空調・衛生設備工事

平成4年度 ハイアット・リ－ジェンシ－ホテル棟空調工事

平成3年度 大嶋医院　空調・衛生設備工事　

平成3年度 明治生命香椎ビル　空調・衛生設備工事　

平成3年度 スミノエビル　衛生設備工事　

平成3年度 エステ－トモア博多駅南　新築工事

平成3年度 佐賀銀行博多ビル　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3年度 大楠小学校校舎外部改修その他工事

平成3年度 野多目小学校校舎増築管工事

平成3年度 福岡県立生明学園便所改修機械設備工事

平成２年度 丸達ビル　空調・衛生設備工事

平成２年度 弥永団地集会室新築管工事

平成２年度 食品加工団地　衛生・消火設備工事

平成２年度 赤坂パインマンションⅡ　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
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平成２年度 千代コ－ポ　衛生・換気設備工事

平成２年度 ペガサス千代　新築工事

平成２年度 明和製作所　衛生・エア－・消火設備工事

平成２年度 木村ビル　空調・衛生設備工事

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 福岡競艇場空調設備改修工事

平成元年度 博多ダイワ・日本生命ビル衛生・消火設備工事

平成元年度 ベルエ－ル竹下　新築工事

平成元年度 福電ビル　空調・衛生設備工事

平成元年度 笠　医院　空調・衛生設備工事

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

平成元年度 水巻ビル　新築工事

平成元年度 吉岡興産ビル　衛生・消火設備工事

平成元年度 九州石由呉服町給油所　空調・衛生設備工事
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