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施工実績表

福岡県

平成 23 年

九州大学（馬出）先端医療イノベーショ
ン
JA にじ福祉施設
みやま市立山川中学校
社会福祉法人 白鳥福祉会 白鳥保育園
城島小学校管理教室大規模改造工事
ホークスタウンモール劇場新設工事
妹川小学校屋内運動場改築工事
二日市中学校柔道場卓球場改修工事
八女市立上陽北ぜい学園
広川町立広川中学校武道場建設工事

平成 24 年

二日市小学校校舎建築工事
友田病院新築工事
第二博多偕成ビル新築工事
福岡瀬雙葉高等学校高機能化整備工事
福丸保育園
きらら保育園
大溝小学校校舎増築工事
伊方小学校屋内運動場改築工事
八女市西中学校大規模工事
飯塚市頴田小中学校建設工事
須恵町第二幼児園新築工事
福岡大学筑柴病院新病院新築工事
伝習館高等学校体育館他改築工事
志免中学校体育館工事

平成 25 年

大牟田市立笹原小学校屋内運動場工事
江南中学校屋内運動場内部改修工事
宮若市東地区中学校新築工事武道場
かんな保育園増築工事
大刀洗葬祭場建設工事
久留米市青木団地集会場建設工事
大牟田市（仮称）中心市街にぎわい交流
施設新築工事
博多駅筑柴口某店舗床改修工事
熊谷光玉園本社工場新築工事
三国小学校校舎大規模改造工事
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施工実績表

福岡県

平成 25 年

東国分小学校屋内運動場内部改修工事
大木町立大溝小学校改修工事
高良内小学校屋内運動場内部改修工事
下田小学校屋内運動場内部改修工事
江上小学校屋内運動場改造第二期工事
ニッショウビル改修工事
八女市立西中学校大規模改造第二期工事
帝京大学福岡キャンパス増設工事
ヒルトンホテル福岡改修工事
城島小学校屋内運動場大規模改造工事
九州厚生年金病院本館棟増改築工事
赤池中学校改築工事 アリ－ナ・武道場
ブリジストン記念体育館
壱岐保育園新築工事
北野体育センタ－建設工事
八女工業高等学校武道場改築工事
大和漁村センタ－改修工事
甘木乳児院耐震化整備事業
春日(仮称)警察署庁舎新築工事
九州厚生年金病院本館棟増改築工事
志免西小学校体育館耐震補強大規模工事

平成 26 年

山春小学校屋内運動場改築工事
福岡女子大学施設整備第一体育館
健康荘別館増改築工事
柳川市垂見小学校校舎改築工事
筑後市立病院地域医療再生計画
中洲ゲイツビル改修工事
芙蓉保育園改築工事
新星保育園改築工事
筑紫コミュニティ－センタ－建設工事
プレナスフ－ズ事務所
八幡工業高校改修工事
起工 1 号消防庁舎建築工事
サ－ビス付高齢者向け住宅舞風台新築工
事
ラクレイス
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福岡県

平成 26 年

大利中学校校舎大規模改造工事
ホスピコ－ト長尾新築工事
大野島小学校校舎改造工事
福岡市立田島小学校改修工事
㈱日本生物製剤ﾗﾄﾘｴ-ﾙ藤光ﾌﾟﾗﾝﾄ
大塚保育園新築工事
交通器材㈱車庫新築工事
エトワ－ル新築工事
志免東小学校体育館耐震補強工事
浮島小学校屋内運動場大規模改造工事

平成 27 年

社会福祉法人学正会養徳苑改築工事
三井会神代病院建設工事
ＴＯＴＯ㈱複合施設棟建設工事
九大総合研究棟 改修工事
柳川市立中山小学校校舎改築工事
ヨシタケ脳神経外科クリニック建設工事
春日東中学校校舎改築工事
かんな保育園
春日市総合スポ－ツセンタ－体育館

柔

道・剣道場
粕屋町立大川小学校非構造部材耐震化工
事
志免南小学校体育館耐震補強大規模工事
香蘭女子短期大学食物科
宮田保育園新築工事
競輪場バックスタンド地下 1 階
新宮北小学校新築工事
平成 28 年

柳川療育センター
大宰府市体育館総合施設
(仮称)統合小学校改修増築工事
飯塚市立幸袋小中学校建設工事
大牟田市立宅峰中学校屋内運動場
三国小学校校舎増築工事
慶成高等学校本館体育館改築工事
白百合保育園
史跡（出島和蘭商館跡）
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佐賀県

平成 23 年

若葉保育所改築工事

平成 25 年

大志小学校屋内運動場
佐賀大学付属病院診療棟改修工事
武雄小学校校舎･給食室改築工事
馬渡島中学校校舎耐震補強工事
武雄中学校管理棟大規模工事
北方小学校屋内運動場大規模改造工事大
町町小中一貫校校舎改築工事
佐賀清和学園新校舎新築工事

平成 26 年

佐賀大学スポ－ツセンタ－
温誠堂新築工事
障害者支援の拠点建築工事
障害者支援施設からつ園改築及び大規模
工事

平成 27 年

西唐津小学校屋内運動場改築工事
佐志小学校屋内運動場改築工事
肥前中学校校舎改修工事

平成 28 年

下野町公民館
浜玉中学校屋内運動場改築工事

長崎県

平成 24 年

真城小学校北校舎増築主体工事
たかかぜ歯科医院新築工事

平成 25 年

上山小学校屋内運動場耐震工事
諫早農業高校第一体育館アリーナ床補強
大浦保育園移転増改築工事

平成 26 年

対馬地域新病院新築工事

平成 27 年

三菱電機㈱長崎体育館耐震改修工事
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熊本県

平成 23 年

玉名市勤労者体育センター
九州学院百周年記念体育館新築工事
水俣複合施設

平成 24 年

杉上宛新築工事
健康保険八代総合病院

平成 25 年

熊床産業
水俣市立医療センタ－

平成 26 年

八代第四中学校体育館

ﾄﾚ-ﾆﾝｸﾞ・柔道

場・卓球場
天草市体育館改築工事
菩提寺建築工事
八代養護学校校舎改築工事
(仮称)新田原坂資料館新築その他工事

大分県

平成 23 年

中津にしき保育園
杵築高校剣道場

平成 24 年

竹田高校体育館新築工事
平松学園大分東明高等学校耐震補強工事
玖珠農業体育館内部改造工事
青山中学校屋内運動場改築工事
九重町立統合中学校新築工事
高瀬小学校屋内運動場改築建築主体工事

平成 25 年

朝日小学校屋内運動場改築工事
大分平松学園改修工事
竹田幼稚園移転建設建築主体工事

平成 26 年

ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ･ﾜﾝ別府保養所建設工事
有田小学校屋内運動場新増改築工事
大田統合小学校屋内運動場
桜町保育園
大分県立美術館新築工事
佐伯鶴岡多目的競技場新築工事
東渓中学校屋内運動場改修工事
西部中学校 武道場改築工事
大分別府新設校管理棟改造工事
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大分県

平成 27 年

九重飯田こども園新築工事
豊後高田庁舎工事
大分南高校体育館工事
喜楽庵改修工事

宮崎県

平成 28 年

東雲小学校屋内運動場

平成 23 年

社会保険宮崎江南病院本館改修工事
高岡西部地区コミュニティ施設整備工事
医療法人十善会県南病院 D 棟新築工事
特別養護老人ホームしんとみの里

平成 25 年

日南振徳高校第 17 棟屋内運動場床改修
工事

平成 27 年

高崎麓小屋体新増改築工事
飫肥カトリック幼稚園改築工事
国富保育所旧園舎解体新園舎建築工事

鹿児島県

平成 26 年

南部幼稚園園舎大規模改造工事

沖縄県

平成 21 年

那覇市民体育館
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