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 平成 １8年 11月
 平成 １9年 2月
 平成 １8年 12月
 平成 １9年 2月
 平成 １8年 11月
 平成 １9年 3月
 平成 １8年 12月
 平成 １9年 4月
 平成 １9年 2月
 平成 １9年 4月

ダイハツ九州㈱大分（中津）工場Ⅱ期建設工事　　　　　　　　　　　　　　　  平成 １8年 11月
（樹脂工場・プレス工場）  平成 １9年 5月

 平成 １9年 3月
 平成 １9年 5月
 平成 １9年 3月
 平成 １9年 6月

大和ハウス工業㈱  平成 １8年 12月
建築一級建築士事務所  平成 １9年 4月

 平成 １8年 11月
 平成 １9年 5月

田設計 一級建築士事務所  平成 １9年 2月
戸田建設㈱ 一級建築士事務所  平成 １9年 8月

 平成 １9年 2月
 平成 １9年 8月

300

㈱旭工務店 ㈱旭工務店 ㈱節建築設計 （仮称）ＰＬＡＺＡ長浜店新築工事 〃 1,800

㈱アキ建設 戸田建設㈱ 大橋1丁目テナントビル新築工事 福岡県

1,300

小野建㈱ 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 イオン東開町ショッピングセンター新築工事 鹿児島県 1,730

小野建㈱ 大和ハウス工業㈱ （仮称）福岡南流通センター新築工事 〃

〃 20

〃 300大成建設㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 トヨタ自動車九州㈱苅田工場能力増強工事

㈱澄男工業 ㈱澄男工業 浜地・新 設計業務共同企業体 福岡講倫館高等学校第3棟大規模改造（耐震）工事

〃 20

住金物産㈱ ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 〃 700

㈱澄男工業 ㈱澄男工業 豊生建築設計事務所 （仮称）ＪＡ福岡市田隈西支店新築工事

福岡県 1,200

㈱大林組 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 ＫＰ２ＰＲＯＪＥＣＴ MPCエリア建築工事他 〃 150

小野建㈱ ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 小野建株式会社福岡支店(倉庫棟事務所棟)新築工事

福岡県大牟田市新地町改良住宅新築工事 30

小野建㈱ ㈱國場組 西設計 （仮称）Ｍ５店舗建替工事 沖縄県 400

戸田建設㈱ 戸田建設㈱ いなとみ建築設計㈱

　工 事 経 歴 書

受注先 ゼネコン 設計事務所 工　　事　　名
工事
場所

受注数量
　工期

－1－
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 平成 １9年 5月
 平成 １9年 8月
 平成 １9年 9月
 平成 １9年 10月
 平成 １9年 6月
 平成 １9年 9月
 平成 １9年 3月
 平成 １9年 11月
 平成 １9年 4月
 平成 １9年 12月

山崎製パン㈱福岡工場  平成 １9年 7月
ランチパックミミ保管庫新設工事  平成 １9年 10月

 平成 １9年 6月
 平成 １9年 10月

起工第2号朝倉市環境センター  平成 １9年 8月
車庫等建設建築主体工事  平成 １9年 9月

 平成 １9年 9月
 平成 １9年 11月
 平成 １9年 8月
 平成 １9年 11月
 平成 １9年 8月
 平成 １9年 11月

松本・ヒミコ特定 平成19年度安全・安心学校づくり交付事業  平成 １9年 10月
建設共同企業体 筑前町立中牟田小学校給食施設等建設工事  平成 １9年 11月

40

㈱旭工務店 ㈱旭工務店 ㈱節建築設計 （仮称）CLUB HOUSE川崎支店新築工事 〃 200

松本・ヒミコ特定建設共同企業体 ㈱汎建築設計事務所 〃

〃 180

㈱共栄工業 ㈱竹中工務店

㈱大林組 ㈱大林組 (有)アインス都市工房 株式会社フィード第1工場増築工事

㈱竹中工務店 一級建築士事務所 (仮称)箱崎倉庫新築工事

〃 800

30

〃 1,000

㈱柿原工務店 ㈱柿原工務店 羽野建築設計事務所 〃

㈱共栄工業 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 小倉コロナワールド新築工事

〃 1800

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ ㈱梓設計 〃 20

㈱メタルワン九州 戸田建設㈱ ㈱松田平田設計 福岡銀行新本部ビル（仮称）新築工事

〃 100

大成建設㈱ 大成建設㈱ ㈱山下設計 (仮称)甘木朝倉医師会病院新築工事 〃 100

金子建設㈱ 金子建設㈱ 九建設計㈱ 九州労働金庫久留米支店新築工事

佐賀県㈱マルハ物流ネット(仮称)新鳥栖センター新築工事 1,180

小野建㈱ ㈱淺沼組 ＪＦＥ環境ソリューションズ㈱ 起工第5号宝満環境センター新規熱回収施設建設工事 福岡県 930

阪和興業㈱ 清水建設㈱ ㈱今川建築設計事務所

　工 事 経 歴 書

受注先 ゼネコン 設計事務所 工　　事　　名
工事
場所

受注数量
　工期
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 平成 １9年 5月
 平成 １9年 7月
 平成 １9年 8月
 平成 １9年 12月
 平成 20年 1月
 平成 20年 2月
 平成 20年 1月
 平成 20年 5月
 平成 20年 2月
 平成 20年 6月
 平成 20年 2月
 平成 20年 5月
 平成 20年 5月
 平成 20年 12月
 平成 20年 2月
 平成 20年 7月
 平成 20年 3月
 平成 20年 7月
 平成 20年 4月
 平成 20年 6月
 平成 20年 4月
 平成 20年 7月
 平成 20年 5月
 平成 20年 8月

福岡県 50㈱旭工務店 北和建設㈱ ㈱志賀設計 下呉服町マンション新築工事

沖縄県 1,280

㈱旭工務店 ㈱旭工務店

阪和興業㈱ ㈱大城組 ㈱ディーエス設計 (仮称)ヤマダ電機デックランド浦添店新築工事

㈱節建築設計 (仮称)CLUB HOUSE玖珠店新築工事

佐賀県 500

福岡県 1,200

大分県 200

小野建㈱ 前田建設工業㈱ 前田建設工業㈱ 一級建築士事務所 ゆめタウン行橋店増築工事

㈱建設センター 松尾建設㈱ 松尾建設㈱ ㈱佐賀鉄工所多久工場検査発送工場棟新築工事

福岡県 100

㈱カマック 清水建設㈱

金子建設㈱ 金子建設㈱ 梓設計㈱ 久留米法務局(19)増築工事

清水建設㈱ 一級建築士事務所 ＯＳＳプロジェクト液晶工場新築工事

〃 2,450

〃 1,466

大阪府 350

阪和興業㈱
技建㈱・大高建設㈱
特定建設工事共同企業体

技建設計事務所 太平洋工業㈱九州工場(第2期)建設工事

小野建㈱ ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所　　　　　　（仮称）イオンモール筑紫野新築工事

イオンモール福岡ルクル増築工事 〃 600

㈱梶原建設 ㈱梶原建設 梶原建築設計事務所 Ｏコーポ新築工事 〃 30

ゼネコン 設計事務所

(有)武末鉄工所 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所

大成建設㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所

　工 事 経 歴 書

トヨタ自動車九州㈱苅田工場
能力増強工事及付帯工事

福岡県 240

工　　事　　名
工事
場所

受注数量
受注先 　工期
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 平成 20年 6月
 平成 20年 8月

㈱國場組・前田建設工業㈱  平成 20年 3月
建設共同企業体  平成 20年 8月

㈱ＮＴＴファシリティーズ  平成 20年 7月
一級建築士事務所  平成 20年 9月

 平成 20年 5月
 平成 20年 12月
 平成 20年 9月
 平成 20年 12月
 平成 20年 10月
 平成 21年 2月

三井住友・安藤・坡平  平成 20年 11月
特定建設共同企業体  平成 21年 3月

 平成 20年 11月
 平成 21年 3月
 平成 20年 12月
 平成 21年 3月
 平成 21年 1月
 平成 21年 4月
 平成 21年 1月
 平成 21年 5月
 平成 21年 3月
 平成 21年 5月

福岡県 70金子建設㈱ 金子建設㈱ ㈱太陽設計 福岡銀行田主丸支店新築工事

佐賀県 55

㈱旭工務店 ㈱旭工務店

㈱旭工務店 ㈱旭工務店 平野建築設計事務所 （仮称）河太郎店舗新築工事

㈱節建築設計 ベルエアマックス南高江店新築工事

〃 1,200

山口県 1,400

熊本県 600

㈱共栄工業 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 （仮称）ゆめタウン新下関店新築工事

大成建設㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ 一級建築士事務所 （仮称）イオンモール大牟田ショッピングモール新築工事

兵庫県 900

三井住友建設㈱ ㈱東京建築研究所 九州新幹線(鹿児島)、新大牟田駅外1箇所新築工事 福岡県 850

㈱共栄工業 ㈱竹中工務店 日立建設設計 Ｅ計画

〃 1,550

小野建㈱ 西松建設㈱ 西松建設㈱ 一級建築士事務所 (仮称)ＪＲＥＰロジステーション福岡Ⅲ新築工事 福岡県 1,000

㈱大林組 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 大分キヤノンマテリアル（株）大分事業所D棟新築工事

568

17共立建設㈱ 共立建設㈱ 臼杵ビル外構整備工事 大分県

㈱宮昌工業 ㈱国建 (仮称)壷川プロジェクト新築工事 沖縄県

受注数量
　工期

㈱大坪組 ㈱大坪組 三連設計㈱ 甘木中学校(第Ⅰ期)大規模改造建築主体工事 福岡県 12

受注先 ゼネコン 設計事務所 工　　事　　名
工事
場所

　工 事 経 歴 書
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清水・九鉄・金子特定建設  平成 21年 2月
共同企業体  平成 21年 11月
清水・九鉄・半田・井樋  平成 21年 2月
特定建設共同企業体  平成 21年 11月

 平成 21年 3月
 平成 21年 8月
 平成 21年 3月
 平成 21年 9月
 平成 21年 5月
 平成 21年 8月
 平成 21年 5月
 平成 21年 7月
 平成 21年 9月
 平成 21年 10月

三井住友・安藤・坡平  平成 21年 10月
特定建設共同企業体  平成 22年 1月
大成・東急・建吉・豊  平成 21年 7月
特定建設工事企業体  平成 21年 11月
大成・東急・建吉・豊  平成 21年 9月
特定建設工事企業体  平成 21年 11月

 平成 21年 10月
 平成 22年 2月
 平成 21年 11月
 平成 22年 2月

〃 46金子建設㈱ 金子建設㈱
国土交通省大阪航空局空港部
土木建築課

福岡空港非常用管制塔等格納庫新築工事

1,000

金子建設㈱ 金子建設㈱ ジェイアール九州コンサルタンツ㈱ 新幹線久留米駅改札前建物新築工事 福岡県 85

大成建設㈱
独立行政法人  鉄道建設・運輸施設
整備支援機構　鉄道建設本部
九州新幹線建設局

九州新幹線(鹿児島)熊本総合車両基地
台車検収場

〃

80

大成建設㈱
独立行政法人  鉄道建設・運輸施設
整備支援機構　鉄道建設本部
九州新幹線建設局

九州新幹線(鹿児島)熊本総合車両基地
建物新築工事 車体塗装場

熊本県 250

三井住友建設㈱ ㈱東京建築研究所
九州新幹線(鹿児島)新大牟田駅１箇所
新築工事(確認車庫)

〃

福岡県 110

㈱メタルワン九州 戸田建設㈱ 小野設計㈱ マルキョウ大牟田店新築工事 〃 220

㈱大石企画 ㈱大石企画 ㈱大石企画 一級建築士事務所 ドラッグストアモリ甘木インター店新築工事

佐賀県日本生協連鳥栖冷凍センター(仮称)新築工事 1,300

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 一級建築士事務所 唐津鉄工所大型工場新築工事 〃 400

小野建㈱ ㈱淺沼組 ㈱創元設計

〃 668

阪和興業㈱ ジェイアール九州コンサルタンツ㈱ 九州新幹線(鹿児島)自由通路鉄骨工事

小野建㈱ ㈱錢高組 ㈱大建設計 ㈱ブリヂストン北九州工場２期工事

〃

工事
場所

受注数量
　工期

750

450

阪和興業㈱
独立行政法人  鉄道建設・運輸施設
整備支援機構　鉄道建設本部
九州新幹線建設局

九州新幹線(鹿児島)久留米駅新築工事 福岡県

受注先 ゼネコン 設計事務所 工　　事　　名

　工 事 経 歴 書
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 平成 21年 12月
 平成 22年 2月
 平成 21年 11月
 平成 22年 1月

戸田・井樋・黒田・半田・金子  平成 22年 3月
共同企業体  平成 22年 6月
千代田化工建設㈱  平成 22年 3月
西松建設㈱  平成 22年 8月

 平成 22年 2月
 平成 22年 5月
 平成 22年 4月
 平成 22年 8月
 平成 22年 2月
 平成 22年 3月
 平成 22年 6月
 平成 22年 9月
 平成 22年 6月
 平成 22年 11月
 平成 22年 5月
 平成 22年 12月
 平成 22年 4月
 平成 22年 12月
 平成 22年 9月
 平成 22年 11月

大分県 300阪和興業㈱ 清水建設㈱ 東九州設計工務㈱ 社会福祉法人健清会特別養護老人ホーム新築工事

〃 520

阪和興業㈱ 五洋建設㈱

小野建㈱ 九州建設㈱ ㈱三菱地所設計 (仮称)福岡銀行黒門支店社員寮

五洋建設㈱ ㈱上組香椎総合物流センター

〃 250

〃 1,000

福岡県 1,272

小野建㈱沖縄支店 ㈱大本組 ㈱彩総合研究所 (仮称)Paltac沖縄流通加工場新築工事

小野建㈱沖縄支店 ㈱大米建設 ㈲セゾン社 一級建築士事務所 ホリデーメイト貸店舗新築工事

鹿児島県 52

小野建㈱沖縄支店 ㈱太名嘉組 建築設計工房 ISLAND BOWL 新築工事 沖縄県 180

丸宮建設㈱ 丸宮建設㈱ キリンエンジニアリング㈱ ㈱廣八堂鹿児島工場第一加工場建築設備工事

700

小野建㈱沖縄支店 新菱･砂盛建設工事共同企業体 芙蓉海洋開発㈱ 西海区水産研究所石垣支所八重山栽培開発センター 沖縄県 100

㈱メタルワン九州 千代田化工建設㈱ 1級建築事務所
昭和シェルソーラー㈱ＣＩＳ太陽電池第3工場
建設工事

宮崎県

熊本県 7

㈱メタルワン九州 ㈱松田平田設計 ㈱ブリヂストン久留米工場Ⅰ工場新築工事 福岡県 500

共立建設㈱ 共立建設㈱ ㈱NTTファシリティーズ九州 NTT山鹿非常階段工事

受注数量
　工期

小野建㈱
東亜・東建特定建設工事
共同企業体

日立建設設計・ナカヤマ・トシ
設計共同企業体

久留米市中央学校給食センター 福岡県 250

受注先 ゼネコン 設計事務所 工　　事　　名
工事
場所

　工 事 経 歴 書
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 平成 22年 9月
 平成 22年 11月
 平成 22年 8月
 平成 22年 12月
 平成 22年 8月
 平成 22年 12月
 平成 22年 12月
 平成 23年 １月
 平成 22年 12月
 平成 23年 6月
 平成 22年 12月
 平成 23年 3月
 平成 23年 2月
 平成 23年 3月
 平成 23年 1月
 平成 23年 3月
 平成 22年 11月
 平成 23年 6月
 平成 22年 11月
 平成 23年 8月
 平成 23年 5月
 平成 23年 10月
 平成 23年 2月
 平成 23年 11月

〃 220小野建㈱ ㈱旭工務店 ㈱サニム建築事務所 エイルマンション城址公園　東レガリア　新築工事

〃 50

㈱永井製作所 ㈱大林組

太平洋テクノ㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ブリヂストン久留米ＢＢ工場耐震補強工事

㈱日建設計 福岡大学中央図書館棟新築工事

〃 20

〃 1,450

〃 840

㈱永井製作所 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 (仮称)佐川急便㈱博多店新築工事

㈱大林組 ㈱大林組 三菱化学津エンジニアリング㈱
三菱化学㈱黒崎事業所アマイド課カプロラクタム
停止対応その２土建工事

〃 32

戸田建設㈱ 戸田建設㈱

㈱羽野組 ㈱羽野組 ㈲トリイ調査設計 バサロ大屋根建設工事

㈱前川製作所 キリンビール福岡工場　製麦シロ棟耐震工事

熊本県 156

福岡県 676

〃 75

㈱大林組 ㈱大林組 ㈱久米設計
(仮称)福岡医科歯科技術専門学校
吉塚新キャンパス新築工事

共立建設㈱ 共立建設㈱ 積水ハウス㈱ (仮称)アミーユレジデンス清水麻生田新築工事

福岡県 175

㈱大林組 ㈱大林組

阪和興業㈱ 清水建設㈱ ニップンエンジニアリング㈱ (仮称)オーケー食品工業㈱新工場新築工事

㈱大林組 一級建築士事務所 レンゴー㈱鳥栖工場事務厚生棟新築工事

工事
場所

受注数量
工　　事　　名

佐賀県 200

　工期

㈱旭工務店 ㈱旭工務店 ㈱節建築設計 BEL AIR MAX 本城店 新築工事 福岡県 500

受注先 ゼネコン 設計事務所

　工 事 経 歴 書

－7－



（ｔ）

 平成 23年 2月
 平成 23年 6月
 平成 23年 4月
 平成 23年 8月
 平成 23年 5月
 平成 23年 8月
 平成 23年 7月
 平成 23年 12月
 平成 23年 7月
 平成 23年 11月
 平成 23年 3月
 平成 23年 12月
 平成 23年 8月
 平成 23年 12月
 平成 23年 9月
 平成 23年 12月
 平成 23年 9月
 平成 23年 12月
 平成 23年 9月
 平成 23年 12月
 平成 23年 9月
 平成 23年 12月
 平成 23年 9月
 平成 23年 10月

〃 5㈱梶原工務店 ㈱梶原工務店 石田建築設計事務所 消防本部庁舎耐震補強工事等（建築）

福岡県 150

鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱

小野建㈱ 九州建設㈱ 篠崎建築設計事務所 ネッツトヨタ福岡㈱柳川店新築工事

鹿島建設㈱ キリンビール原料コンベアラック改造他工事

佐賀県 43

大分県 130

福岡県 30

小野建㈱ ㈱淺沼組 新明和工業㈱ 一級建築士事務所 竹田市リサイクルセンター建設工事

共立建設㈱ 共立建設㈱ ㈱たくと建築設計 西日本コベルコ建機㈱鳥栖営業所増築工事

福岡県 40

㈱永井製作所 ㈱大林組

㈱アキ建設 ㈱アキ建設 谷口設計 一級建築士事務所 ㈱一榮食品九州工場新築工事

㈱大林組 一級建築士事務所 プロロジスパーク鳥栖Ⅳ新築工事

〃 65

大分県 36

佐賀県 1,200

共立建設㈱ 共立建設㈱
㈱ＮＴＴファシリティーズ
一級建築士事務所

ＮＴＴコム大分原新ビル外壁改修工事

扶桑建設工業㈱ 扶桑建設工業㈱
福岡市道路下水道局
下水道施設部整備課

中部水処理センターＡ系生物反応槽（４/５）
覆蓋更新工事

福岡県 60

博陽工業㈱ 大和ハウス工業㈱

㈱アキ建設 ㈱アキ建設
福岡市財務局アセットマネジメント
推進部施設建設課

笹丘小学校校舎耐震改修工事

大和ハウス工業㈱東京建築
一級建築士事務所

（仮称）Ｄプロジェクト鳥栖Ⅲ新築工事

工事
場所

受注数量
工　　事　　名

佐賀県 780

　工期

戸田建設㈱ 戸田建設㈱ ㈱前川製作所 キリンビール㈱福岡工場　エバコン設置工事 福岡県 75

受注先 ゼネコン 設計事務所

　工 事 経 歴 書

－8－



（ｔ）

 平成 23年 7月
 平成 24年 5月
 平成 23年 10月
 平成 24年 1月
 平成 23年 12月
 平成 24年 2月
 平成 23年 10月
 平成 24年 1月
 平成 24年 1月
 平成 24年 1月
 平成 24年 1月
 平成 24年 2月
 平成 24年 2月
 平成 24年 5月
 平成 24年 1月
 平成 24年 4月
 平成 24年 3月
 平成 24年 6月
 平成 24年 2月
 平成 24年 4月
 平成 24年 3月
 平成 24年 11月
 平成 24年 3月
 平成 24年 12月

〃 1,059松井工業㈱ 西松建設㈱ ㈱梓設計 浜の町病院　鉄骨工事

〃 40

㈱竹田商会 大和リース㈱

太平洋テクノ㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 一級建築士事務所 ブリヂストン久留米ＢＢ工場耐震補強工事

大和リース㈱ 九州カネカ食品販売㈱事務所新築工事

福岡県 30

〃 87

〃 56

小野建㈱ 鹿島道路㈱ 鹿島道路㈱ ＳＴ計画ＣＦＡ設備建設計画

小野建㈱ ＴＨ建設㈱ ㈱建築設計事務所 アトリエ・コア ＡＯＫＩ新宮店　新築工事

大阪府 300

松井工業㈱ ㈱大林組

松井工業㈱ ㈱大林組 ㈱日建設計 中之島ダイビルウエスト

㈱青木茂建築工房 佐賀裁判所　鉄骨工事

沖縄県 270

大阪府 100

佐賀県 300

松井工業㈱ ㈱大林組 ㈱三菱地所設計
（仮称）大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト
Ａブロック新築工事　１６節柱製作

小野建沖縄㈱ ㈱大興建設 ㈲アトリエ・門口 津嘉山の杜　ヒルトップ　カシータ　新築工事

大分県 848

阪和興業㈱ 西松建設㈱

㈱永井製作所 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 日田キヤノンマテリアルＡ棟、管理棟、危険物倉庫

西松建設㈱ 一級建築士事務所 イケア新宮プロジェクト駐車場　鉄骨

工事
場所

受注数量
工　　事　　名

福岡県 400

　工期

阪和興業㈱ 西松建設㈱ 日建設計・堂園設計 公益財団法人　慈愛会　徳之島病院新築工事 鹿児島県 55

受注先 ゼネコン 設計事務所

　工 事 経 歴 書

－9－



（ｔ）

 平成 24年 3月
 平成 24年 4月
 平成 24年 4月
 平成 24年 5月
 平成 24年 2月
 平成 24年 4月
 平成 24年 3月
 平成 24年 5月
 平成 24年 5月
 平成 24年 7月
 平成 24年 5月
 平成 24年 7月
 平成 24年 6月
 平成 24年 12月
 平成 24年 6月
 平成 24年 7月
 平成 24年 8月
 平成 24年 9月
 平成 24年 5月
 平成 25年 3月
 平成 24年 9月
 平成 24年 11月
 平成 24年 8月
 平成 24年 9月

〃 16㈱小嶋建設
小嶋・梶原特定建設工事
共同企業体

羽野建築設計事務所 南陵中学校屋内運動場大規模改造建築主体工事

福岡県 10

三井住友建設
㈱横浜支店

三井住友建設㈱

㈱羽野組 ㈱羽野組 ㈱柴田建築設計事務所 馬田小学校屋内運動場大規模改造建築主体工事

三井住友建設㈱ 一級建築士事務所
㈱久米設計

（仮称）厚木物流センター新築工事

福岡県 27

〃 730

神奈川県 3,000

㈱大林組 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所
（仮称）ニチバンメディカル株式会社第２工場第３棟
増築工事　新渡り廊下増築工事

共立建設㈱ 共立建設㈱ ㈱ＮＴＴファシリティーズ 九州支店 ドコモ・モバイル様箱崎倉庫移転工事

埼玉県 600

㈱共栄工業 西松建設㈱

㈱永井製作所 ㈱大林組 ㈱松田平田設計 （仮称）イオンモール春日部新築工事

㈱豊川設計事務所 （仮称）七洋ビル新築工事

福岡県 140

東京都 300

福岡県 300

㈱共栄工業 大成建設㈱ ㈱日本設計 （仮称）大手町１－６計画

共立建設㈱ 共立建設㈱ 匠人集団㈱たくと建築設計 野中産業㈱倉庫増築工事

長崎県 5

矢野建設工業㈱ 矢野建設工業㈱

共立建設㈱ 共立建設㈱ ㈱ＮＴＴファシリティーズ 九州支店 長崎小迎中継所新築工事

松尾建築設計 一級建築士事務所 ドラッグストアモリ岡垣店新築工事

工事
場所

受注数量
工　　事　　名

〃 70

　工期

㈱竹田商会 ㈱旭工務店 ㈲杉村建築設計 中洲２丁目ビル新築工事 福岡県 90

受注先 ゼネコン 設計事務所

　工 事 経 歴 書

－10－



（ｔ）

 平成 24年 8月
 平成 24年 9月
 平成 24年 10月
 平成 24年 11月
 平成 24年 11月
 平成 24年 12月
 平成 24年 6月
 平成 24年 6月
 平成 24年 10月
 平成 24年 11月
 平成 24年 9月
 平成 24年 12月
 平成 24年 12月
 平成 25年 3月
 平成 25年 3月
 平成 25年 4月
 平成 24年 12月
 平成 25年 1月
 平成 25年 7月
 平成 26年 2月
 平成 25年 11月
 平成 26年 5月
 平成 25年 12月
 平成 26年 12月

大分県 1,800㈱大林組 ㈱大林組 ㈱日本設計 大分駅ビル（仮称）新築工事

大阪府 3,500

小野建㈱
溝江・末永・山口特定建設工事
共同企業体

㈱東京鐵骨橋梁 ㈱熊谷組
㈱熊谷組 関西支店 一級建築
設計事務所

ＳＧＲ舞洲

福岡県　建築都市部　営繕設備課
久米・ＮＫＳ・大設計　設計業務共同企業体

福岡女子大学施設整備　第1期体育館・エクステンション
センター新築工事

〃 38

〃 20

〃 300

共立建設㈱ 共立建設㈱ ㈱ＮＴＴファシリティーズ 博多駅前ビル5階マシン室構築他工事

溝江建設㈱ 溝江建設㈱ ㈱都市計画研究所 動物園マレーグマ舎その他新築工事

〃 224

小野建㈱ 東急建設㈱

金子建設㈱ 金子建設㈱ 金子建設 一級建築士事務所 英進館久留米本館新築工事

㈱山下設計 （仮称）ＭＪＲ九大学研都市駅前Ⅱ新築工事

〃 15

佐賀県 115

福岡県 180

唐津土建工業㈱ 唐津土建工業㈱ ㈲宮原建築事務所 唐津鐵工所食堂・付帯設備棟新築工事

㈱大林組 ㈱大林組 三菱化学エンジニアリング㈱ ＩＳＰ本格製造設備設置土建工事

〃 44

㈱才田組
才田・柿原特定建設工事
共同企業体

㈱古賀組
古賀・筑水特定建設工事
共同企業体

石田建築設計事務所 久喜宮小学校屋内運動場改築建築主体工事

石田建築設計事務所 福田小学校屋内運動場改築建築主体工事

工事
場所

受注数量
工　　事　　名

〃 43

　工期

㈱大林組 ㈱大林組 三菱化学エンジニアリング㈱ バイオ分離剤製造設備棟設置土建工事 福岡県 15

受注先 ゼネコン 設計事務所

　工 事 経 歴 書

－11－



（ｔ）

 平成 26年 4月
 平成 26年 11月
 平成 26年 4月
 平成 26年 9月
 平成 25年 12月
 平成 26年 12月
 平成 26年 9月
 平成 26年 12月
 平成 26年 11月
 平成 27年 1月
 平成 26年 12月
 平成 27年 5月
 平成 27年 2月
 平成 27年 4月
 平成 27年 2月
 平成 27年 2月
 平成 26年 9月
 平成 27年 7月
 平成 26年 7月
 平成 27年 6月
 平成 27年 1月
 平成 27年 1月
 平成 26年 12月
 平成 27年 11月

　工 事 経 歴 書

受注先 ゼネコン 設計事務所 工　　事　　名
工事
場所

受注数量
　工期

阪和興業㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 一級建築士事務所 （仮称）博多グリーンホテル1号館新築工事

㈱大林組 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所 ダイハツ九州㈱金型工場増築工事

福岡県 285

新日鉄住金エンジニアリング㈱ 佐賀県西部広域環境組合ごみ処理施設建設工事

福岡県 800

大分県 607

佐賀県 1,897㈱奥村組 ㈱奥村組

㈱草場建設 ㈱草場建設 羽野建築設計事務所 甘木中学校体育倉庫・部室棟改築工事

㈱大林組
大林・内藤・有澤・飯田・中野
建設工事共同企業体

東畑・匠設計業務共同企業体
新青果市場卸売場棟新築工事　西棟ａ2・ａ5工区
本体・仲卸鉄骨製作

㈱大林組
大林・内藤・有澤・飯田・中野
建設工事共同企業体

㈱匠建築研究所
（仮称）福岡市新青果市場東棟小口冷蔵庫
新築工事

東畑・匠設計業務共同企業体
新青果市場卸売場棟新築工事
東棟防錆塗装工事

㈱大林組
大林・内藤・有澤・飯田・中野
建設工事共同企業体

〃 12

〃 130

〃 320

㈱大林組 ㈱大林組 ㈱日本設計
大分駅ビル（仮称）新築工事　Ａ棟
附帯鉄骨（その３）

大分県 60

㈱大林組
大林・内藤・有澤・飯田・中野
建設工事共同企業体

東畑・匠設計業務共同企業体
新青果市場卸売場棟新築工事
東棟屋上他鉄骨工事

㈱大林組
大林・内藤・有澤・飯田・中野
建設工事共同企業体

東畑・匠設計業務共同企業体
新青果市場卸売場棟新築工事
東棟仲卸店舗他鉄骨工事

〃 900

㈱匠機電設計
「道の駅」原鶴太陽光発電・蓄電池設備設置
建築工事

福岡県 180

〃 140

〃 3.5㈱池田組 ㈱池田組

小野建㈱ ㈱淺沼組 ㈱タクマ 久留米市北部一般廃棄物処理施設整備・運営事業

－12－



（ｔ）

 平成 27年 2月
 平成 27年 4月
 平成 27年 4月
 平成 27年 4月
 平成 27年 2月
 平成 27年 12月
 平成 27年 8月
 平成 27年 9月
 平成 27年 6月
 平成 27年 6月
 平成 27年 8月
 平成 27年 9月
 平成 27年 8月
 平成 27年 8月
 平成 27年 9月
 平成 27年 11月
 平成 27年 10月
 平成 27年 10月
 平成 27年 9月
 平成 27年 12月
 平成28年　2月
 平成28年　3月
 平成28年  3月
 平成28年  6月

　工 事 経 歴 書

受注先 ゼネコン 設計事務所 工　　事　　名
工事
場所

受注数量
　工期

㈱ナカオ ㈱ナカオ 内記建築設計室 三輪運送㈲高上倉庫新築工事 福岡県 12

㈱田中総建 ㈱田中総建 ㈱九電工 技術本部 九電工アカデミー高所作業その他実習棟建設工事 佐賀県 12.5

小野建㈱ ㈱淺沼組 ㈱淺沼組 一級建築士事務所 （仮称）イオンモール筑紫野増築工事 福岡県 1,000

㈱井上組 ㈱井上組 アトリエ佳仁住 一級建築士事務所 （仮称）博多駅前ホテル新築工事 〃 250

㈱大林組 ㈱大林組 ㈱大林組 一級建築士事務所
ダイハツ九州　金型工場東側樹脂バンパー受入用
大庇設置工事

大分県 16

㈱梶原工務店 ㈱梶原工務店 ㈲トリイ調査設計 一級建築士事務所 起工教育-１８号　秋月小学校校舎耐震補強他工事 福岡県 19

㈱手嶋組 ㈱手嶋組 ㈱宇野建築事務所 十文字中学校屋内運動場耐震補強他工事 〃 4.5

熊本鉄構㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ 一級建築士事務所 （仮称）ららぽーと平塚新築工事 神奈川県 750

㈱奥村組 ㈱奥村組 新日鉄住金エンジニアリング㈱
佐賀県西部広域環境組合ごみ処理施設建設工事
追加工事

佐賀県 108

小野建㈱ 九州建設㈱ 九州建設㈱ 一級建築士事務所 福岡スバル㈱　博多駅東店　新築工事 福岡県 300

小野建㈱ 株式会社　淺沼組　九州支店 株式会社　泉創建エンジニアリング 高畑山（26）局舎Ｂ新設等建築その他工事 宮崎県 70

小野建㈱ 戸田建設株式会社　九州支店 戸田建設株式会社一級建築士事務所 MFLP福岡須恵新築工事 福岡県 1,000
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（ｔ）

 平成28年  4月
 平成28年　10月
 平成28年　4月
 平成28年　5月
 平成28年　2月
 平成28年　7月
 平成27年　11月
 平成28年　8月
 平成28年　4月
 平成28年 11月
 平成28年　7月
 平成28年　12月
 平成28年　8月
 平成28年　10月
 平成28年　10月
 平成29年　5月
 平成28年　11月
 平成29年　1月
 平成28年　12月
 平成29年　2月
 平成29年　5月
 平成29年　6月
 平成29年　1月
 平成29年　2月

小野建沖縄㈱ 株式会社大本組九州支店
株式会社大本組東京本社一級建
築士事務所

（仮称）（株）PALTAC RDC沖縄流通加工場増築
工事

沖縄県 650

古賀・大坪特定
建設工事共同企
業体

古賀・大坪特定建設工事共同企業体 谷口設計一級建築士事務所 杷木統合新設小学校[A工区]建築主体工事 福岡県 91

（株）柿原工務店 株式会社　柿原工務店 株式会社ヒグチ設計 下戸河内共同利用施設新築工事 福岡県 24

（株）手嶋組 株式会社　手嶋組 株式会社ヒグチ設計
たかき清流館周辺整備事業木工体験施設新築建
築主体工事

福岡県 45

小野建沖縄㈱
國場組・大晋建設・丸元建設・仲本工業
特定建設工事共同企業体

モノレール旭橋周辺地区再開発計
画設計企業体

モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発
事業（A街区）新築工事

沖縄県 2,689

小野建㈱ 株式会社　塩浜工業 株式会社　塩浜工業　一級建築士事務所 イオンタウン姶良新築工事（2期） 鹿児島県 1,000

小野建㈱ 株式会社　東福岡 大塚一級建築士設計事務所 九州産業高等学校・体育館棟新築工事 福岡県 130

㈱大林組 株式会社　大林組　九州支店 ㈱大林組　九州支店　一級建築士事務所 TOTO小倉第二工場　新E棟建設工事 福岡県 1,000

（株）諌山工務所 株式会社　諌山工務所 株式会社　諌山工務所一級建築士事務所 ニッポー株式会社九州工場物流倉庫建設工事 福岡県 120

㈱大林組 株式会社　大林組　九州支店 ㈱大林組　九州支店　一級建築士事務所 （仮称）北九州空港飛行整備用格納庫新築工事 福岡県 350

㈱梶原工務店 株式会社　梶原工務店 ひらた建築設計事務所 行武様　農業用倉庫新築工事 福岡県 7

阪和興業㈱
清水・錢高・西鉄　特定建設工
事共同企業体

株式会社　梓設計 （仮称）福岡空港国内線3ビルコンコース 福岡県 400

　工 事 経 歴 書

受注先 ゼネコン 設計事務所 工　　事　　名
工事
場所

受注数量
　工期

－14－



（ｔ）

 平成29年　1月
 平成29年　2月
 平成29年　3月
 平成29年　4月
 平成28年　12月
 平成29年　4月
 平成29年　4月
 平成29年　5月
 平成29年　1月
 平成29年　12月
 平成29年　7月
 平成29年　9月
 平成29年　7月
 平成29年　10月
 平成29年　4月
 平成30年　3月
 平成29年10月
 平成30年　3月
 平成29年12月
 平成30年　5月
 平成29年　9月
 平成30年　6月
 平成29年11月
 平成30年　2月

　工 事 経 歴 書

受注先 ゼネコン 設計事務所 工　　事　　名
工事
場所

受注数量
　工期

小野建沖縄㈱ 株式会社大本組九州支店
株式会社大本組東京本社一級建
築士事務所

（仮称）（株）PALTAC RDC沖縄流通加工場増築
工事

沖縄県 650

大高建設（株） 大高建設　株式会社 大高建設株式会社一級建築士事務所 ラック通運（株）倉庫　増築工事 福岡県 75

阪和興業（株）
清水・錢高・西鉄特定建設
工事共同企業体

株式会社　梓設計
福岡空港国内線旅客ターミナルビル再整備工事
（固定橋No.6・No.7）

福岡県 90

（株）柿原工務店 株式会社　柿原工務店 有限会社トリイ調査設計
ホタルの里親水公園整備事業物産加工所新築建
築主体工事

福岡県 20

阪和興業（株）
清水・松本特定建設工事共
同企業体

清水建設株式会社　一級建築士
事務所

福岡空港貨物施設移転整備事業国内貨物上屋 福岡県 833

阪和興業（株）
戸田建設株式会社九州支
店

戸田建設株式会社九州支店一級
建築士事務所

（仮称）ふくや新物流センター新築工事 福岡県 436

（株）共栄工業 株式会社竹中工務店九州支店
株式会社竹中工務店九州支店一
級建築士事務所

小倉駅南口東地区第一種市街地再開発事業施
設建築物新築工事

福岡県 400

阪和興業（株）
清水建設株式会社九州支
店

清水建設株式会社九州支店一級
建築士事務所

(仮称）博多駅前ホテル計画新築工事 福岡県 752

（株）共栄工業
竹中・國場・大城・大米特定
建設工事共同企業体

国建・竹中工務店設計監理共同企業
体

（仮称）サンエー浦添西海岸計画新築工事 沖縄県 752

（株）才田組 （株）才田組 ひらた建築設計事務所 （仮称）大栄化成新九州工場建設工事 福岡県 217

小野建（株）小
倉支店

前田建設・九州建設・久米設計・匠
建築特定建設工事共同企業体

前田建設・九州建設・久米設計・匠建
築特定建設工事共同企業体

筑紫野市庁舎建設事業 福岡県 826

（株）武末鉄工所
竹中・國場・大城・大米特定
建設工事共同企業体

国建・竹中工務店設計監理共同企業
体

（仮称）サンエー浦添西海岸計画新築工事 沖縄県 700
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（ｔ）

 平成30年　3月
 平成30年　6月
 平成29年　11月
 平成30年　 月
 平成30年　3月
 平成30年　 月
 平成30年　3月
 平成30年　 月
 平成30年　3月
 平成30年　　月

　工 事 経 歴 書

受注先 ゼネコン 設計事務所 工　　事　　名
工事
場所

受注数量
　工期

阪和興業（株）
福岡空港貨物施設移転整
備事業国内貨物上屋

株式会社　梓設計 福岡空港国内線旅客ターミナルビル再整備工事 福岡県 90

阪和興業（株）
清水建設株式会社九州支
店

清水建設株式会社九州支店一級
建築士事務所

オイレス工業株式会社大分工場2号棟増築工事 大分県 920

小野建沖縄（株） 株式会社　大城組 （株）協和設計事務所 シュワブ（H27）講堂（0512）新設建築工事 沖縄県 130

小野建（株）
熊谷・岩永・増永建設工事
共同企業体

（株）大宏設計事務所 平田機工熊本工場本社/2棟新築工事 熊本県 900

小野建（株） 株式会社　藤木工務店 株式会社　藤木工務店 東洋ビューティー株式会社　佐賀工場新設プロジェクト 佐賀県 1,200
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