
【H25.10～H26.9】 福岡市

   ･

エコア久留米店　新装工事 久留米市

西部ガス八幡ショールーム　改装工事 北九州市

ＹＫＫＡＰショールームキャナルシティ店　改装工事 福岡市

姪浜デイトス　改装解体工事    ･

魚民大分中津店　新装工事 大分市

トーティラフラット筑紫店　新装工事 筑紫野市

なべしまゆめタウン博多　内装工事 福岡市

百菜旬イオン黒崎店　新装工事 北九州市

ホテル霧島キャッスル　改装工事 鹿児島県霧島市

ザ・クラウンパレス新阪急高知　内装工事 高知市

ＡＯＫＩ佐世保店　新装工事 長崎県佐世保市

メディカル・データビジョン事務所　内装工事 福岡市

マザーウェイズゆめタウン博多　新装工事    ･

【H26.10～H27.9】 大分アミュプラザ　内装工事 大分市

TOTO新複合施設　展示内装工事 北九州市

ＹＫＫＡＰ八代エクステリアパーク　改修工事 八代市

大谷山荘　改装工事 山口県長門市

九州積水工業ＶＣセンター工事 佐賀県神埼市

凸版印刷(PLAZA福岡)ショースペース　装飾工事 福岡市

ＹＫＫＡＰ八代ショールーム　改装工事 熊本県八代市

ＪＩＬＬＢＹＪＩＬＬ ＳＴＵＡＲＴ大分アミュプラザ　内装工事大分市

ホテルマリターレ創世久留米　改装工事 久留米市

丸海屋広島紙谷店　新装工事 広島市

伊良湖シーパーク＆スパ2Ｆレストラン　改装工事 愛知県田原市

グランドホテル浜松　内装工事 静岡県浜松市

安部整形外科　新装工事 福岡市

【H27.10～H28.9】 久留米ゆめタウン　コムサスタイル内装工事 久留米市

セイコーホールディングス　什器工事 東京都

アトリエ木下シーホークアベニュー店　新装工事 福岡市

別府亀の井ホテル　改修工事 別府市

春水堂天神地下街　新装工事 福岡市

マイング博多活性化　内装工事    ･

甲羅ＫＩＴＴＥ博多　新装工事    ･

竹乃屋ソラリアステージ店　新装工事    ･

エコア苅田ショールーム　新装工事 福岡県京都郡

みやこ町博物館展示　改修工事    ･

福岡パルコＷＡＬＬ　新装工事 福岡市

アニＯＮ博多バスターミナル店　改装工事    ･

ヨロズマート福岡総本店(妖怪ウォッチ)　新装工事    ･

築地銀だこイオンモール広島府中店　新装工事 広島市

日立ハイテク九州　改修工事 福岡県大牟田市

㈱日出電機新社屋ショールーム　新装工事 大分県速見郡

ブランエトワール博多天神店　新装工事 福岡市

ビープルﾊﾞｲ・コスメキッチン　アミュプラザ博多　内装工事
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天神ビブレ　ﾊﾟｰﾌﾟﾙ＆ｲｴﾛｰ・ﾎﾞﾅｼﾞｮﾙﾅｰﾀ　新装工事



【H27.10～H28.9】 大分市・長崎市

ＫＩＴＴＥ博多 麦や七蔵・恵比寿かつ彩　内装工事 福岡市

福岡パルコＭＨＬ内装工事    ･

小倉サニーサイドモールＫＣＫ区画　環境工事 北九州市

三井リハスウス千早・香椎店 増床＆改修工事 福岡市

トリアス久山　リニューアル計画 福岡県糟屋郡

西嶋三井ビルリニューアル　震災修繕工事 熊本市

ＴＲＵＮＡＩＬ熊本店　新装工事    ･

ＳＢＣ天神ＬＯＦＴ店　新装工事 福岡市

名古屋クレストンホテル　改装工事 名古屋市

【H28.10～H29.9】 レソラ天神アベリ　内装工事 福岡市

佐賀市

博多阪急ＤＩＥＳＥＬ　内装・什器工事 福岡市

宮崎山形屋ジョルジュレッシュ　内装工事 宮崎市

三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券高知支店新装工事 高知市

新宿高島屋11階免税カウンター　什器工事 東京都

ＳＭＢＣ日興証券熊本・沖縄支店　什器工事 熊本市・那覇市

福岡パルコ Ｂ＆Ｂ　新装工事 福岡市

ダンシングクラブ キャナルシティ博多 新装工事    ･

西部ガスショールーム熊本ＮＳビル新装工事 熊本市

ＱＴネット新天町店　新装工事 福岡市

ＢＲＥＩＴＲＩＮＧ　Ｏｒｏ－Ｇｉｏ新店　新装工事    ･

カフェベローチェ天神　新装工事    ･

春水堂グランフロント大阪店　新装工事 大阪府

なぞともカフェシダックス店　新装工事 福岡市

ゆめソーラー　イオンタウン長与店　新装工事 長崎県西彼杵郡

ミカフェート六本松店　新装工事 福岡市

ナムコＫＥＹＣＯＦＦＥＥ博多バスセンター　内装工事    ･

エコア中津店　ショールーム工事 大分県中津市

【H29.10～H30.9】 大分トキハ　スワロフスキー　内装工事 大分市

ゆめタウン博多　COMME　CA　ISM　内装工事 福岡市

アクサ生命カフェプロジェクト　家具工事 東京都

エイベックス　什器工事    ･

野村証券松山支店　内装工事 愛媛県松山市

QTモバイル小倉店　新装工事 北九州市

　　　〃　　　鹿児島店　新装工事 鹿児島市

　　　〃　　　熊本店　新装工事 熊本市

沖縄マリオットホテル　改修工事 沖縄県名護市

赤から福岡薬院店　新装工事 福岡市

古賀市

ドラッグコスモス天神大丸前店　新装工事 福岡市

アサヒ緑健本社ビル　改装工事    ･

エチュードハウス天神コア　新装工事 福岡市

innisfreeJAPAN　新装工事　 東京都

スターフライヤー北九州空港内装工事 北九州市

ソラリア西鉄ホテル客室リニューアル工事 福岡市

ホテル西鉄イン福岡リニューアル工事    ･

さばえメガネ天神地下街店　新装工事    ･

大分・長崎空港入国審査カウンター工事

古賀サービスエリア下り店舗＆タリーズコーヒー新装工事
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ゆめタウン佐賀ボーネルンドトットガーデン　内装工事



【H30.10～R1.9】 バカラ岩田屋本館2階　新装工事 福岡市

ビューティー＆ユース博多アミュ店　内装工事    ･

TIFFANY＆CO福岡店　改装工事    ･

マークイズももちボーネルンド　内装工事    ･

TIFFANY＆CO小倉井筒屋店　新装工事 北九州市

ONIGIRI博多アミュ店・大分アミュ店　新装工事 福岡市・大分市

サイバーエージェント　什器工事 東京都

電通デジタル　家具工事    ･

世界銀行　家具製作工事    ･

ハナサキマルシェフードコート内装工事 沖縄県国頭郡

QTモバイル　　宮崎イオン店　新装工事 宮崎市

　　　〃　　　　　長崎店　新装工事 長崎市

　　　〃　　　　　大分店　新装工事 大分市

マリノア福岡アトラクション　施設工事 福岡市

NOVOTEL沖縄那覇　改修工事 沖縄県那覇市

ビジョンキッズ保育園　新装工事 佐賀市

サイバック博多駅前店　改装工事 福岡市

ソフトバンク福岡支社　新装工事    ･

済生会福岡総合病院　改修工事    ･

赤から西中州店　新装工事    ･

illy天神地下街店　新装工事    ･

ドラッグコスモス中州5丁目店　新装工事    ･

　　　〃　　　　　太宰府店　新装工事 太宰府市

JR吉塚駅３店舗（しおたれ・驛亭・一路發）　新装工事福岡市

北九州ヒナタショールーム　改装工事 北九州市

ETUDE　HOUSEおおいた店　新装工事 大分市

　　　〃　　　　　　アミュプラザ鹿児島店　新装工事 鹿児島市

　　　〃　　　　　　長崎店　新装工事 長崎市

SACO　WORW　OUTWELL　新装工事 福岡市

   ･

innisfree 梅田エスト　新装什器製作工事 大阪市

　　〃　　　天王寺MIO店　新装工事    ･

　　〃　　　高島屋ゲートタワーモール店　新装工事 愛知県名古屋市

　　〃　　　名古屋パルコ店　新装工事    ･

熊本市

唐津シーサイドホテル東館 家具工事 佐賀県唐津市

ホテル＆リゾーツ佐賀唐津　リノベーション工事    ･

三井ガーデンホテル博多祇園　内装工事 福岡市

   ･

【R1.10～R2.9】 COMME　CA　PLATINUM　下関大丸店　新装工事 山口県下関市

COMME　CA　ISM　イオン大村店　新装工事 長崎県大村市

博多阪急ボーネルンド　新装工事 福岡市

住友林業モノリスビル　家具工事 東京都

ヤクルト本社　家具工事    ･

㈱UUUM　家具工事    ･

QTモバイルゆめタウン佐賀店　新装工事 佐賀市

I　LOVE　CUSTERD福岡空港ターミナルビル　内装工事

熊本桜町２店舗（牛たん炭焼利久・築地食堂源ちゃん）新装工事

TA　TEA　博多シティ店　新装工事
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【R1.10～R2.9】 DMMかりゆし水族館　内装工事 沖縄県豊見城市

NOVOTEL沖縄那覇　2期　改修工事 沖縄県那覇市

フサキリゾート石垣　内装造作工事 沖縄県石垣市

クインテッサホテル天神　新装工事 福岡市

   ･

innisfree博多アミュエスト店　内装工事 福岡市

   ･

　　　〃　　　　　　　福岡パルコ店リニューアル工事    ･

　　　〃　　　　　　　ソラリア店　内装工事    ･

パナソニックリビング北九州ショールーム　改装工事 北九州市

小倉駅前アイム　リニューアル工事    ･

ルミエール小倉駅前アイム店　新装工事    ･

リーガロイヤルホテル小倉　リノベーション工事    ･

福岡市

日南海岸南郷プリンスホテル　客室改装工事 宮崎県日南市

FORZA博多駅筑紫口　内装工事 福岡市

Bulｌ　Pulu天神店・大名店　新装工事    ･

前田建設研修センター　家具工事 茨城県取手市

クラフトハウス移転工事 福岡市

済生会福岡病院　改修工事    ･

春水堂京都立誠ｹﾞｰﾄ店　新装工事 京都府京都市

ﾊｰﾌﾞ健康本舗ｵﾌｨｽ　入居工事 福岡市

三井ﾎｰﾑ九州支店　移転計画工事    ･

九十九島せんぺい本舗佐世保松浦店　改修工事 長崎県佐世保市

【R2.10～R3.9】

ﾌﾞﾚｹﾞ博多店　内装工事 福岡市

ｱｲ･ｶﾌｪ元複工事    ･

熊本ﾍﾞﾈﾄﾝ原状回復工事 熊本市

熊本駅ビル8・9階新装工事    ･

くまもと森都心郵便局内装工事    ･

大原学園家具工事 広島県広島市

かがし屋諏訪野店新装工事 久留米市

お好み焼きふわりぃ新装工事 佐賀県鹿島市

タマちゃんｼｮｯﾌﾟ大丸新装工事 福岡市

じぶんDEｴｽﾃ新装工事    ･

WWS天神地下街店新装工事    ･

陸上自衛隊小倉駐屯地資料館展示工事 北九州市

小倉駅前ｱｲﾑﾘﾆｭｰｱﾙ2期工事    ･

ﾏﾘﾅﾀｳﾝ2F原状回復工事 福岡市

Innisfree福岡ﾊﾟﾙｺ新装工事    ･

   ･

肥後よかﾓﾝ市場改装工事 熊本市

にわかや長介改修工事 福岡市

ﾏｲｿﾙ新装工事    ･

ｵﾛｼﾞｵﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ改装工事    ･

ｲｵﾝ大木わいわいﾌｧｰﾑ新店工事 福岡県三潴郡

芦屋ﾎﾞｰﾈﾙﾝﾄﾞ新装工事 福岡県遠賀郡
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TIFFANY＆CO博多阪急　　新装工事

ETUDE　HOUSE　博多アミュエスト店　移転リニューアル工事

三井ガーデンホテル中州1Fメインレストラン　内装工事

わた惣ｲｵﾝﾓｰﾙ香椎浜新装工事



【R3.10～R4.9】 USEN沖縄新装工事 沖縄県那覇市

USEN福岡キャナルシティ博多内装工事 福岡市

楽天カード福岡改装工事    ･

パークプレイス大分外部工事 大分市

琉球新天地改装工事 沖縄県石垣市

たいよう共済福岡支店新装工事 福岡市

PMK福岡天神移転工事    ･

萩古民家改装工事 山口県萩市

イオン若松コスタコート原複工事 北九州市

ビアードパパ　イオン時津新装工事 長崎県西彼杵郡

　　　〃　　　　　島原新装工事 　〃　島原市

　　　〃　　　　　八幡東新装工事 北九州市

小倉駅前ｱｲﾑﾘﾆｭｰｱﾙ工事3期    ･

長崎３店舗新装工事 長崎市

I　LOVE　CUSTARD　長崎空港ﾘﾆｭｰｱﾙ工事 長崎県大村市

宜野湾リゾートホテルFFE工事 沖縄県宜野湾市

ららぽーと歯科クリニック新装工事 福岡市

天神ビジネスセンタービル内装工事    ･

博多三井ビル2号館102オフィス化計画    ･

博多三井ビル2号館ﾊｳｽﾃｯｸ入居工事    ･

Leje博多新装工事    ･

コドモン宮崎オフィス現場 宮崎市

田所商店宮崎店改修工事    ･

　　　〃　　　　　都城店新装工事 宮崎県都城市

ｻﾝﾜｶﾝﾊﾟﾆｰSRﾘﾊﾞﾚｲﾝ移転 福岡市

ﾔﾏﾄ運輸福岡内装工事    ･

彩事務所改装工事    ･

ｶｰﾌﾞｽ　ﾕｰﾋﾞｵｽ宇美店新装工事 福岡県糟屋郡

ﾎﾃﾙPRJ渡辺通り造作工事 福岡市

にし田移転工事    ･

野村證券福岡支店新装工事    ･

杉乃井ﾎﾃﾙ新棟FFE工事 大分県別府市
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