
着工年月
完成年月

福　岡　県 昭和６３年１２月
昭和６４年　３月

紫光院改修その他工事 〃 昭和６４年　１月
平成　１年　８月

岡部歯科医院新築工事 〃 平成　１年　３月
平成　１年　９月

病棟増改築工事 〃 平成　１年　３月
平成　１年　９月

〃 平成　１年　３月
平成　２年　１月

佐　賀　県 平成　１年　３月
平成　１年１０月

福　岡　県 平成　１年　４月
平成　１年１０月

〃 平成　１年　５月
平成　１年　６月

〃 平成　１年　５月
平成　１年　７月

熊谷医院新築工事 〃 平成　１年　６月
平成　１年１０月

㈱西建八女営業所新築工事 〃 平成　１年　７月
平成　１年　９月

吉山整形外科増築工事 〃 平成　１年　７月
平成　１年１１月

黒木中学校石綿除去改修工事 〃 平成　１年　８月
平成　１年１２月

牛島新聞店久留米積替作業場新築工事 〃 平成　１年　８月
平成　１年１１月

西江邸新築工事 福　岡　県 平成　１年　８月
平成　２年　５月

上辺春小学校屋内運動場建築工事 〃 平成　１年　９月
平成　２年　２月

看護婦宿舎模様替工事 佐　賀　県 平成　１年１０月
平成　２年　３月

堺邸改築工事 福　岡　県 平成　１年１０月
平成　１年１２月

耳納山中継所新設工事 〃 平成　１年１１月
平成　２年　３月

マルイチ水産八女工場増築工事 〃 平成　１年１１月
平成　２年　３月

福岡立花農協野菜果樹中央集荷場新築工事 〃 平成　１年１１月
平成　２年　３月

セブン－イレブン久留米荒木店建築工事 〃 平成　１年１２月
平成　２年　２月

セブン－イレブン佐賀東背振店建築工事 佐　賀　県 平成　１年１２月
平成　２年　２月

合名会社両筑製氷冷蔵甘木工場倉庫新築工事 福　岡　県 平成　１年１２月
平成　２年　３月

屋上等防水整備工事 〃 平成　１年１２月
平成　２年　３月

福陽製紙㈱井延工場新築工事 〃 平成　２年　１月
平成　２年　３月

池田ビル新築工事 〃 平成　２年　１月
平成　２年１０月

泉歯科医院新築工事福陽製紙 〃 平成　２年　２月
平成　２年　９月

久留米工業技術専門学校管理棟校舎新築工事

セブン－イレブン福岡三輪町店建築工事

不二よし店舗増改築工事

工事経歴（建築工事）完成年/平成１年～平成１０年

沢田モータース新築工事

立花町営住宅兼松団地建設（Ⅲ期）工事

特殊診療棟新築工事

工事場所工　　　　事　　　　名



着工年月
完成年月

明治生命八女ビル新築工事 福　岡　県 平成　２年　２月
平成　２年　９月

福岡日産自動車㈱八女営業所新築工事 〃 平成　２年　３月
平成　２年　７月

㈱あわしま堂八女営業所新築工事 〃 平成　２年　３月
平成　２年　７月

東佐賀病院屋上防水等防水整備工事 佐　賀　県 平成　２年　３月
平成　２年　６月

福岡東病院病棟改築工事 福　岡　県 平成　２年　３月
平成　２年　８月

谷川産業㈱貸店舗新築工事 〃 平成　２年　４月
平成　２年　８月

セブン－イレブン佐賀神埼ひのくま店建築工事 佐　賀　県 平成　２年　４月
平成　２年　６月

セブン－イレブン佐賀神野店建築工事 〃 平成　２年　５月
平成　２年　７月

川口邸新築工事 福　岡　県 平成　２年　５月
平成　２年１１月

林田アパート改装工事 〃 平成　２年　７月
平成　２年　８月

特別擁護老人ホーム星寿園増築工事 〃 平成　２年　８月
平成　３年　３月

セブン－イレブン玉名菊水店建築工事 熊　本　県 平成　２年　８月
平成　２年１０月

宮原石油㈱福島給油所新築工事 福　岡　県 平成　２年　８月
平成　２年１１月

八女市庁舎増築主体工事 〃 平成　２年　９月
平成　３年　７月

いしもと小児科新築工事 福　岡　県 平成　２年　９月
平成　３年　１月

高良台（２）隊舎新設建築その他工事 〃 平成　２年　９月
平成　３年　３月

平和総合コンサルタント㈱社屋１階改修工事 〃 平成　２年１０月
平成　２年１２月

朝倉様事務所新築工事 〃 平成　２年１１月
平成　３年　３月

牛島様アパート新築工事 〃 平成　２年１１月
平成　３年　３月

セブン－イレブン冷水バイパス店建築工事 熊　本　県 平成　２年１１月
平成　３年　２月

セブン－イレブン山鹿オムロン前店建築工事 福　岡　県 平成　３年１１月
平成　３年　２月

八女総合庁舎外壁補修工事 〃 平成　３年　１月
平成　３年　３月

福岡東病院病棟増築その他工事 〃 平成　３年　２月
平成　３年　９月

セブン－イレブン吉井塚脇店建築工事 〃 平成　３年　２月
平成　３年　４月

セブン－イレブン佐賀小城中央店建築工事 佐　賀　県 平成　３年　２月
平成　３年　５月

セブン－イレブン久留米上津店建築工事 福　岡　県 平成　３年　３月
平成　３年　４月

猪口邸新築工事 〃 平成　３年　２月
平成　３年　８月

付属高校セミナーハウス改修工事 〃 平成　３年　２月
平成　３年　３月

工　　　　事　　　　名
工事場所



着工年月
完成年月

羽犬塚ＳＳ増強工事の内本館改造工事 福　岡　県 平成　３年　２月
平成　３年　５月

ホームセンター坂本増築工事 〃 平成　３年　２月
平成　３年　５月

八女・筑後支局新築工事 〃 平成　３年　４月
平成　３年　８月

モスバーガー八女店新築工事 〃 平成　３年　４月
平成　３年　７月

セブン－イレブン福岡吉井店建築工事 〃 平成　３年　５月
平成　３年　７月

西日本短期大学付属高校武道場増築工事 〃 平成　３年　５月
平成　３年　７月

ホームセンター坂本増築工事（２期） 〃 平成　３年　５月
平成　３年　７月

セブン－イレブン田主丸中央店建築工事 〃 平成　３年　６月
平成　３年　８月

八女市庁舎改造工事 〃 平成　３年　７月
平成　３年　８月

専勝寺門徒会館建設工事 〃 平成　３年　７月
平成　４年　６月

セブン－イレブン玉名南関店建築工事 熊　本　県 平成　３年　８月
平成　３年１０月

桑原邸新築工事 福　岡　県 平成　３年　８月
平成　３年１１月

㈱鹿田産業本館建設工事 〃 平成　３年　９月
平成　４年　２月

古賀金属工業㈱八女工場新築工事 〃 平成　３年　９月
平成　４年　３月

草場医院増築工事 福　岡　県 平成　３年１０月
平成　４年　１月

福岡東病院放射線棟改築工事 〃 平成　３年１１月
平成　４年　３月

八女公立病院増改築工事（建築主体工事） 〃 平成　３年１１月
平成　６年　７月

セブン－イレブン佐賀久保泉店建築工事 佐　賀　県 平成　３年１２月
平成　４年　３月

セブン－イレブン久留米旗崎店建築工事 福　岡　県 平成　３年１２月
平成　４年　２月

セブン－イレブン大牟田勝立店建築工事 〃 平成　４年　１月
平成　４年　４月

堀川バス㈱観光部改築工事 〃 平成　４年　２月
平成　４年　６月

堀川バス㈱柳川営業所新築工事 〃 平成　４年　２月
平成　４年　６月

セブン－イレブン佐賀早津江店建築工事 佐　賀　県 平成　４年　２月
平成　４年　４月

セブン－イレブン宇美四王寺店改装工事 福　岡　県 平成　４年　２月
平成　４年　３月

福岡東病院病棟改築工事 〃 平成　４年　３月
平成　４年　９月

東佐賀病院男気丈等防水整備その他工事 佐　賀　県 平成　４年　３月
平成　４年１０月

千歳畳倉庫新築工事 福　岡　県 平成　４年　３月
平成　４年　６月

ＪＡ八女地区電算センター新築工事 〃 平成　４年　５月
平成　４年１０月

工　　　　事　　　　名
工事場所



着工年月
完成年月

セブン－イレブン久留米山川店建築工事 福　岡　県 平成　４年　５月
平成　４年　７月

セブン－イレブン三輪中央店建築工事 〃 平成　４年　５月
平成　４年　７月

セブン－イレブン大宰府南バイパス店建築工事 〃 平成　４年　５月
平成　４年　７月

市立西中学校大規模改造主体工事 〃 平成　４年　６月
平成　４年　９月

弥吉共同住宅新築工事 〃 平成　４年　７月
平成　４年１１月

セブン－イレブン福岡松崎店建築工事 〃 平成　４年　７月
平成　４年１０月

総合結婚式場若大将増築工事 〃 平成　４年　８月
平成　４年１１月

室園邸新築工事 〃 平成　４年　８月
平成　４年１２月

セブン－イレブン佐賀城南店建築工事 佐　賀　県 平成　４年１０月
平成　４年１２月

セブン－イレブン三池高田店建築工事 福　岡　県 平成　４年１０月
平成　４年１２月

九州電気産業㈱事務所、工場新築工事 〃 平成　４年１０月
平成　５年　２月

平成４年度事業福岡県公営住宅長浜団地第２工区建築工事 〃 平成　４年１０月
平成　５年　８月

セブン－イレブン佐賀高木瀬店建築工事 佐　賀　県 平成　４年１１月
平成　５年　２月

杉町公民館新築工事 福　岡　県 平成　４年１１月
平成　５年　３月

㈲アポロン改築工事 福　岡　県 平成　４年１２月
平成　５年　５月

セブン－イレブン鳥栖古賀町店建築工事 佐　賀　県 平成　４年１２月
平成　５年　２月

セブン－イレブン那珂川王塚台店建築工事 福　岡　県 平成　５年　１月
平成　５年　４月

室園邸新築工事 〃 平成　５年　１月
平成　５年　８月

国立療養所福岡東病院屋上等防水整備その他工事 〃 平成　５年　２月
平成　５年　８月

国立療養所東佐賀病院病棟等改修工事 佐　賀　県 平成　５年　２月
平成　５年　３月

大塚邸新築工事 福　岡　県 平成　５年　２月
平成　５年　８月

セブン－イレブン鳥栖今泉店建築工事 佐　賀　県 平成　５年　２月
平成　５年　４月

国立療養所東佐賀病院病棟改築（重心）工事 〃 平成　５年　３月
平成　５年　９月

セブン－イレブン久留米国分店建築工事 福　岡　県 平成　５年　３月
平成　５年　４月

立花寿司新築工事 〃 平成　５年　３月
平成　５年　８月

平成４年度福岡県住宅供給公社　一般分譲住宅 〃 平成　５年　３月
えのき台団地建設（大坪建設）工事 平成　５年　８月
セブン－イレブン筑後蔵数店建築工事 〃 平成　５年　３月

平成　５年　６月
広川町立上広川小学校 〃 平成　５年　４月

平成　６年　２月

工　　　　事　　　　名
工事場所



着工年月
完成年月

セブン－イレブン瀬高中学校前店建築工事 福　岡　県 平成　５年　４月
平成　５年　７月

ＪＡ広川下広川給油所新築工事 〃 平成　５年　５月
平成　５年　８月

コトブキ製紙㈱増改築工事 佐　賀　県 平成　５年　６月
平成　５年１２月

セブン－イレブン柳川矢加部店建築工事 福　岡　県 平成　５年　６月
平成　５年　９月

市立西中学校大規模改造主体工事 〃 平成　５年　７月
平成　５年　９月

岩野ビル新築工事 熊　本　県 平成　５年　７月
平成　５年１１月

市営住宅高塚東団地（仮称）建築主体工事 福　岡　県 平成　５年　８月
平成　６年　３月

石丸邸新築工事 〃 平成　５年　８月
平成　６年　１月

九州電力㈱八女営業所配電自動化対策工事の内 〃 平成　５年　９月
配電機械室新築他工事 平成　６年　３月
ホンダプリモ馬場久留米サービス工場新築工事 〃 平成　５年　９月

平成　５年１２月
耳納高原病院施設増・改築工事 〃 平成　５年１１月

平成　６年　５月
セブン－イレブン佐賀川久保店建築工事 佐　賀　県 平成　５年１１月

平成　６年　１月
大石邸新築工事 福　岡　県 平成　５年１１月

平成　６年　６月
セブン－イレブン佐賀川副西古賀店建築工事 佐　賀　県 平成　５年１２月

平成　６年　２月
馬場様アパート新築工事 福　岡　県 平成　５年１２月

平成　６年　６月
国立療養所東佐賀病院病棟改築工事 佐　賀　県 平成　５年１２月

平成　６年　３月
セブン－イレブン基山けやき台通り店建築工事 〃 平成　６年　１月

平成　６年　３月
セブン－イレブン板付バス停前店建築工事 福　岡　県 平成　６年　３月

平成　６年　６月
牧野電気工事㈱事務所新築工事 〃 平成　６年　３月

平成　６年　７月
小郡（５）隊舎改修建築工事 〃 平成　６年　３月

平成　６年１０月
起工第１号　上辺春小学校プール建設工事 〃 平成　６年　５月

平成　６年　８月
福岡県立八女農業高等学校本館北側窓枠サッシ取替工事 〃 平成　６年　７月

平成　６年　８月
西日本短期大学付属高等学校中校舎渡廊下改修工事 〃 平成　６年　７月

平成　６年　８月
保育所「八女中央保育園」の改修工事 〃 平成　６年　７月

平成　６年　９月
セブン－イレブン鳥栖高田店建築工事 佐　賀　県 平成　６年　７月

平成　６年　９月
平成５年度山村等振興対策事業[繰越事業] 福　岡　県 平成　６年　７月
地域特産物生産センター建設工事 平成　７年　２月
㈲エムケイサービス龍ヶ原作業所新築工事 〃 平成　６年　８月

平成　６年１０月
アサヒ醸造㈱工場新築工事 〃 平成　６年　８月

平成　６年１２月

工　　　　事　　　　名
工事場所



着工年月
完成年月

久留米工業技術専門学校自動車工学科実習場建築工事 福　岡　県 平成　６年　８月
平成　７年　１月

八女筑後看護専門学校新築工事 〃 平成　６年　８月
平成　７年　２月

㈲木佐木仏壇店新築工事 〃 平成　６年　８月
平成　７年　５月

フクヨシマンション３新築工事 〃 平成　６年　９月
平成　７年　３月

九州セルラー無線中継所新築工事 〃 平成　６年　９月
平成　７年　２月

九州木材工業㈱休憩室新築工事 〃 平成　６年１０月
平成　６年１２月

セブン－イレブン大牟田正山店建築工事 〃 平成　６年１０月
平成　６年１２月

平成５年度山村等振興対策事業[繰越事業] 〃 平成　６年１０月
地域特産物生産センター附帯施設建設工事 平成　７年　２月
大坪ビル（大坪建設㈱社屋）新築工事 〃 平成　６年１１月

平成　７年　８月
セブン－イレブン甘木秋月店建築工事 〃 平成　７年　１月

平成　７年　３月
国立療養所福岡東病院看護婦宿舎模様替その他工事 〃 平成　７年　２月

平成　７年　７月
国立療養所筑後病院屋上等防水整備工事 〃 平成　７年　３月

平成　７年　５月
太陽石油㈱柳川給油所新設工事 〃 平成　７年　２月

平成　７年　５月
セブン－イレブン佐賀競馬場前店建築工事 佐　賀　県 平成　７年　３月

平成　７年　４月
平成５年度福岡県住宅供給公社　一般分譲住宅 福　岡　県 平成　７年　３月
えのき台団地建設（大坪建設）工事 平成　７年　７月
国立療養所東佐賀病院病棟等改修その他工事 佐　賀　県 平成　７年　３月

平成　７年　８月
セブン－イレブン朝倉町役場前店建築工事 福　岡　県 平成　７年　５月

平成　７年　７月
西村邸新築工事 〃 平成　７年　６月

平成　７年１２月
セブン－イレブン大牟田西浜田店建築工事 〃 平成　７年　７月

平成　７年　９月
福岡県立八女農業高等学校北校舎棟窓枠サッシ取替工事 〃 平成　７年　８月

平成　７年　９月
西日本短期大学付属高等学校駐輪庫建設工事 〃 平成　７年　８月

平成　７年１１月
松瀬地域開発整備工事 〃 平成　７年　８月

平成　８年　３月
木佐木保育園新築工事 〃 平成　７年　９月

平成　８年　３月
デイサービスセンター介護支援センター 〃 平成　７年１０月
芳樹園新築工事 平成　８年　３月
大塚整骨院新築工事 〃 平成　７年１１月

平成　８年　５月
国立療養所東佐賀病院医師世帯宿舎新築工事 〃 平成　７年１１月

平成　８年　３月
九州電気産業㈱志免工場増築工事 佐　賀　県 平成　７年１１月

平成　７年１２月
室園和正様倉庫増築その他工事 福　岡　県 平成　７年１１月

平成　８年　２月

工　　　　事　　　　名
工事場所



着工年月
完成年月

プラムフラット新築工事 福　岡　県 平成　７年１２月
平成　８年　４月

セブン－イレブン大牟田加納町店建築工事 〃 平成　８年　２月
平成　８年　４月

株式会社高木南営業所増改築工事 〃 平成　８年　３月
平成　８年　６月

八女建設会館改装工事 〃 平成　８年　３月
平成　８年　７月

セントラル株式会社日田給油所新設工事 大　分　県 平成　８年　３月
平成　８年　６月

大渕宝飾店併用住宅新築工事 福　岡　県 平成　８年　３月
平成　８年　９月

セブン－イレブン甘木駅前通り店建築工事 〃 平成　８年　３月
平成　８年　６月

佐田邸新築工事 〃 平成　８年　３月
平成　８年　８月

上陽町立北川内中学校校舎改築工事 〃 平成　８年　５月
平成　９年　２月

セブン－イレブン三橋町店建築工事 〃 平成　８年　５月
平成　８年　７月

岡部医院新築工事 〃 平成　８年　７月
平成　８年１２月

地方職員共済組合　不動産投資住宅 〃 平成　８年　７月
羽犬塚職員住宅　第１工区建築工事 平成　９年　３月
株コーシンスイミングスクール新築工事 〃 平成　８年　８月

平成　８年１０月
四季の家新築工事 〃 平成　８年　８月

平成　８年１１月
白垣ビル新築工事 福　岡　県 平成　８年　８月

平成　８年１２月
セブン－イレブン筑後大和塩塚店建築工事 〃 平成　８年　９月

平成　９年　１月
城後邸新築工事 〃 平成　８年　９月

平成　９年　６月
権藤邸新築工事 〃 平成　８年　９月

平成　９年　５月
セブン－イレブン東背振インター店建築工事 佐　賀　県 平成　８年１０月

平成　９年　1月
身体障害者療護施設浩明寮空調設備改修工事 福　岡　県 平成　８年１０月

平成　８年１１月
農事組合法人きのこ工房新築工事（建築工事） 〃 平成　８年１０月

平成　９年　３月
農事組合法人豊地の郷新築工事（建築工事） 〃 平成　８年１０月

平成　９年　３月
国立療養所福岡東病院リニアック棟改修その他工事 〃 平成　８年１１月

平成　９年　３月
上野順平邸新築工事 〃 平成　８年１１月

平成　９年　３月
八女筑後自動車整備協業組合板金塗装工場改修その他工事 〃 平成　８年１２月

平成　９年　３月
公立八女総合病院職員宿舎改修工事 〃 平成　９年　２月

平成　９年　３月
国立療養所東佐賀病院看護学校体育館新築その他工事 佐　賀　県 平成　９年　２月

平成　９年１０月
国立療養所東佐賀病院検査棟増改築その他工事 〃 平成　９年　３月

平成　９年１２月

工事場所
工　　　　事　　　　名



着工年月
完成年月

セブン―イレブン博多月隈店改修工事 福　岡　県 平成　９年　４月
平成　９年　６月

広川町吉常公民館増築工事 〃 平成　９年　５月
平成１０年　２月

上陽町火葬場新築工事 〃 平成　９年　５月
平成　９年１０月

セブン―イレブン大野城大利店建築工事 〃 平成　９年　６月
平成　９年　８月

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔ九州販売㈱八女営業所店舗新築工事 〃 平成　９年　７月
平成　９年１１月

馬場飼料㈱倉庫ターミナル増築工事 〃 平成　９年　７月
平成　９年１０月

ホンダプリモ馬場久留米店ショウルーム新築工事 〃 平成　９年　８月
平成　９年１２月

農事組合法人モア・ハウス新築工事（建築工事） 〃 平成　９年　９月
平成　９年１１月

九州木材工業㈱佐賀支社事務所新築工事 佐　賀　県 平成　９年　９月
平成　９年１１月

堀川バス㈱福岡営業所新築工事 福　岡　県 平成　９年　９月
平成１０年　２月

（仮称）桜坂マンション新築工事 〃 平成　９年　９月
平成１０年　３月

セブン―イレブン鳥栖山浦店新築工事 佐　賀　県 平成　９年１０月
平成１０年　１月

久留米サテライト増築工事 福　岡　県 平成　９年１０月
平成１０年　２月

福島高校大規模改造第１期工事 〃 平成　９年１１月
平成１０年　７月

塚本邸新築工事 福　岡　県 平成　９年１１月
平成１０年　４月

八女変電所増強工事のうち本館増築工事 〃 平成　９年１１月
　　　　〃　　　　　　　本館一部解体工事 平成１０年　５月
国立療養所福岡東病院病棟増改築整備（重心）その他工事 〃 平成　９年１１月

平成１０年　３月
セブン―イレブン八女竜ヶ原店新築工事 〃 平成　９年１１月

平成１０年　１月
㈱オガタストーン工場及び事務所新築工事 〃 平成　９年１１月

平成１０年　３月
国立療養所福岡東病院病棟増改築整備（重心）その他工事 〃 平成１０年　２月
の追加工事 平成１０年　３月
国立療養所福岡東病院在宅看護実習室改修工事 〃 平成１０年　２月

平成１０年　３月
セブン―イレブン博多駅５丁目店建築工事 〃 平成１０年　２月

平成１０年　５月
セブン―イレブン久留米東国分店建築工事 〃 平成１０年　３月

平成１０年　５月
イズミ開発に伴う堆肥舎新築工事 〃 平成１０年　３月

平成１０年　６月
室園邸新築工事 〃 平成１０年　３月

平成１０年　７月
大坪邸新築工事 〃 平成１０年　３月

平成１０年　７月
大藪邸増改築工事 〃 平成１０年　３月

平成１０年　９月
草場内科循環器科医院増築及び外壁塗装工事 〃 平成１０年　４月

平成１０年　７月

工　　　　事　　　　名
工事場所



着工年月
完成年月

中央製袋㈱倉庫増築工事 福　岡　県 平成１０年　６月
平成１０年　８月

福島邸増築工事 〃 平成１０年　６月
平成１０年１０月

セブン―イレブン神埼姉川店新築工事 佐　賀　県 平成１０年　７月
平成１０年１０月

公立八女総合病院老人保健施設新築工事 福　岡　県 平成１０年　８月
平成１１年　３月

セブン―イレブン福岡地区事務所改装工事 〃 平成１０年　８月
平成１０年　８月

アサヒ醸造㈱福岡営業所新築工事 〃 平成１０年　８月
平成１０年１１月

セブン―イレブン三輪山隈店新築工事 〃 平成１０年　８月
平成１０年１１月

㈱星野製茶園製茶工場新築工事 〃 平成１０年　９月
平成１１年　２月

セブン―イレブン筑後富久店新築工事 〃 平成１０年　９月
平成１０年１１月

工　　　　事　　　　名
工事場所


