
テナント企画実績  PLANNING RESULTS

■大型商業複合施設　アーバンモール新宮中央様 ■複合商業施設　佐世保大塔複合施設様

■複合商業ビル　エルフ下大利ビル様 ■S造中型店舗　シャンブル様

■S造小型店舗　セブンイレブン様 ■S造小型店舗　ドコモショップ様

■クリニック・薬局　はしぐち脳神経クリニック様 ■保育園　都府楼保育園様

占部グループ



テナント企画実績 PLANNING RESULTS

■ドラッグストア　マツモトキヨシ様 ■飲食店　丸源らーめん様

■飲食店　コメダ珈琲店様 ■飲食店　やよい軒様

■工場　熊本ロジネット様 ■スタンド　東浜水素ステーション様

■カーディーラー　ネクステージ寝屋川店様 ■商業施設　ミスターマックス様

占部グループ



地区名 件名 件数

九州 福岡県 212
九州 長崎県 81
九州 佐賀県 49
九州 大分県 48
九州 熊本県 43
九州 鹿児島県 28
九州 宮崎県 1
九州 合　　　　計 462

地区名 件名 件数

関西 大阪府 46
関西 京都府 39
関西 兵庫県 24
関西 滋賀県 15
関西 奈良県 5
関西 合　　　　計 129

その他 その他の地区 17

608

テナント企画　実績　地区別　県別　件数
（平成24年1月～令和2年11月）

総合計
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工 事 名 工事場所 完成年月 地域

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ別府荘園店　新築工事 大分県別府市 令和2年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宗像東郷駅前店　新築工事 福岡県宗像市 令和2年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保吉岡店　新築工事 長崎県佐世保市 令和2年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大野城下大利1丁目店　新築工事 福岡県大野城市 令和2年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉臨海公園前店　原状回復工事 福岡県北九州市 令和2年6月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ那珂川山田店　新築工事 福岡県那珂川市 令和2年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長与嬉里氷取店　原状回復工事 長崎県西彼杵郡 令和2年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉香春口2丁目店　原状回復工事 福岡県北九州市 令和2年4月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ広陵町役場前店　新築工事 奈良県北葛城郡 令和2年4月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ中津万田店　増改築工事 大分県中津市 令和2年3月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ朝倉一ツ木大通り店　新築工事 福岡県朝倉市 令和2年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保日宇バイパス店　新築工事 長崎県佐世保市 令和2年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ奈良西木辻東店　新築工事 奈良県奈良市 令和2年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ直方下境店　新築工事 福岡県直方市 令和2年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大野城中央2丁目店　新築工事 福岡県大野城市 令和2年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八幡槻田2丁目店　新築工事 福岡県北九州市 令和2年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉浅野2丁目店　新築工事 福岡県北九州市 令和2年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大分明野北5丁目店　新築工事 大分県大分市 令和2年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ日田十二町店　新築工事 大分県日田市 令和2年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ店福岡多々良小学校前店　新築工事 福岡県福岡市 令和2年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八幡清納店　新築工事 福岡県北九州市 令和2年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伊丹瑞ケ丘店　増改築工事 兵庫県伊丹市 令和元年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ岡垣野間店　新築工事 福岡県遠賀郡 令和元年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保中央病院前店　新築工事 長崎県佐世保市 令和元年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保広田1丁目店　新築工事 長崎県佐世保市 令和元年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都松原麩屋町店　新築工事 京都府京都市 令和元年10月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ生駒山崎町店　新築工事 奈良県生駒市 令和元年10月 関西

テナント企画　実績一覧

コンビニエンスストア
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大分光吉店　新築工事 大分県大分市 令和元年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪玉川2丁目店　新築工事 大阪府大阪市 令和元年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ直方上頓野店　新築工事 福岡県直方市 令和元年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宗像東郷橋店　新築工事 福岡県宗像市 令和元年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ柳川蓮蒲池店　新築工事 福岡県柳川市 令和元年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ寝屋川成田町店　新築工事 大阪府寝屋川市 令和元年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大和郡山矢田町店　新築工事 奈良県大和郡山市 令和元年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ岡垣山田店　新築工事 福岡県遠賀郡 令和元年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ上牧町上牧店　新築工事 奈良県北葛城郡 令和元年7月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉貫店　新築工事 福岡県北九州市 令和元年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保常盤町店　新築工事 長崎県佐世保市 令和元年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ別府新宮通り店　新築工事 大分県別府市 令和元年6月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪菅原2丁目店　新築工事 大阪府大阪市 令和元年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保白岳町店　新築工事 長崎県佐世保市 令和元年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪新町1丁目店　新築工事 大阪府大阪市 令和元年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪鶴見2丁目店　新築工事 大阪府大阪市 令和元年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ寝屋川宇谷町店　新築工事 大阪府寝屋川市 令和元年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ別府立田町店　新築工事 大分県別府市 令和元年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇治大久保大竹店　新築工事 京都府宇治市 平成31年4月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ人吉五日町店　新築工事 熊本県人吉市 平成31年4月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大村水主町1丁目店　新築工事 長崎県大村市 平成31年3月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ堂島クロスウォーク店　新築工事 大阪府大阪市 平成31年3月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鳥栖基里小学校前店　新築工事 佐賀県鳥栖市 平成31年3月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福岡原田1丁目店　新築工事 福岡県福岡市 平成31年3月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪今津中1丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成31年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪蒲生1丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成31年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ吉祥院仁木ノ森店　新築工事 京都府京都市 平成31年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都上久世店　新築工事 京都府京都市 平成31年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉太陽の橋東店　新築工事 福岡県北九州市 平成31年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ篠栗町民体育館前店　新築工事 福岡県糟屋郡 平成31年2月 九州
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝなみはやドーム入口店　新築工事 大阪府大阪市 平成31年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ三田東本庄店　新築工事 兵庫県三田市 平成31年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ向日東田中瀬店　新築工事 京都府向日市 平成31年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪千躰2丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成31年1月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保上原町店　駐車場拡張工事 長崎県佐世保市 平成31年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ滋賀高月店　新築工事 滋賀県長浜市 平成31年1月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ日田天神町店　新築工事 大分県日田市 平成31年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福岡今宿東1丁目店　増築工事 福岡県福岡市 平成31年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ別府石垣東3丁目店　新築工事 大分県別府市 平成31年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ若松小敷店　新築工事 福岡県北九州市 平成31年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ粕屋内橋店　駐車場拡張工事 福岡県糟屋郡 平成31年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇佐閤店　改装工事 大分県宇佐市 平成30年9月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ神戸ハーバーランド店　新築工事 兵庫県神戸市 平成30年9月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ直方下境北店　新築工事 福岡県直方市 平成30年9月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ有明湯江店　新築工事　 長崎県島原市 平成30年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ猪名川つつじが丘店　新築工事 兵庫県川辺郡 平成30年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ雲仙吾妻店　新築工事　 長崎県島原市 平成30年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪今川1丁目店　新築工事　 大阪府大阪市 平成30年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪西中島南方店　新築工事　 大阪府大阪市 平成30年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪野田3丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成30年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪山之内1丁目店　新築工事　 大阪府大阪市 平成30年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大津鏡が浜店　新築工事　 滋賀県大津市 平成30年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都北大路大宮店　新築工事　 京都府京都市 平成30年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都堀川今宮店　新築工事　 京都府京都市 平成30年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉昭和町店　新築工事 福岡県北九州市 平成30年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ東近江栗見新田店　新築工事　 滋賀県東近江市 平成30年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ東住吉中野2丁目店　新築工事　 大阪府大阪市 平成30年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福岡大岳1丁目店　新築工事 福岡県福岡市 平成30年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ箕面粟生外院1丁目店　新築工事 大阪府箕面市 平成30年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ守口南寺方東通店　新築工事 大阪府守口市 平成30年8月 関西
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八幡春の町2丁目店　新築工事　 福岡県北九州市 平成30年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪今里駅前店　新築工事 大阪府大阪市 平成30年7月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪九条南３丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成30年7月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪堺筋本町南店　新築工事　 大阪府大阪市 平成30年7月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都五条駅前店　新築工事 京都府京都市 平成30年7月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉錦ケ丘店　新築工事　 福岡県北九州市 平成30年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀鍋島江頭店　新築工事　 佐賀県佐賀市 平成30年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ島原稗田町店　新築工事 長崎県島原市 平成30年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福岡大手町１丁目店　新築工事　 福岡県福岡市 平成30年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八代井上町店　新築工事　 熊本県八代市 平成30年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ神戸有野町唐櫃店　新築工事　 兵庫県神戸市 平成30年6月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保卸本町店　新築工事 長崎県佐世保市 平成30年6月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ千林商店街西店　新築工事 大阪府大阪市 平成30年6月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ山鹿嶋の本店　増改築工事　 熊本県山鹿市 平成30年6月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ雲仙小浜マリーナ店　新築工事 長崎県雲仙市 平成30年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大川向島店　新築工事 福岡県大川市 平成30年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪喜連西１丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成30年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪鴫野東３丁目店　新築工事　 大阪府大阪市 平成30年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪南堀江４丁目店　新築工事　 大阪府大阪市 平成30年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都鹿王院駅前店　新築工事　 京都府京都市 平成30年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ国道南くさつ店　新築工事　 滋賀県草津市 平成30年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ玉名駅東店　新築工事 熊本県玉名市 平成30年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長浜神照町店　新築工事　 滋賀県長浜市 平成30年4月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大川鐘ヶ江店　建替新築工事 福岡県大川市 平成30年3月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宝塚中山観音駅前店　改装工事 兵庫県宝塚市 平成30年3月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎東町店　新築工事　 長崎県長崎市 平成30年3月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ日田大山店　新築内装工事 大分県日田市 平成30年3月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福岡春吉橋店　新築工事 福岡県福岡市 平成30年3月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ明石樽屋町東店　新築工事 兵庫県明石市 平成30年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大分木上店　新築工事 大分県大分市 平成30年2月 九州
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪関目1丁目南店　新築工事 大阪府大阪市 平成30年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪千本中2丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成30年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪千代崎2丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成30年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪長居東4丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成30年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ菊陽町役場前店　新築工事 熊本県菊池郡 平成30年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保権常寺店　増改築工事 長崎県佐世保市 平成30年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保崎岡店　増築改装工事 長崎県佐世保市 平成30年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ島原原口町店　改装工事 長崎県島原市 平成30年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宝塚伊孑志3丁目店　新築工事 兵庫県宝塚市 平成30年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ丹波市辺南店　新築工事 兵庫県丹波市 平成30年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ筑紫野筑紫店　新築工事 福岡県筑紫野市 平成30年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ西京極午塚店　新築工事 京都府京都市 平成30年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ東与賀下古賀店　建替新築工事 佐賀県佐賀市 平成30年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福岡青葉2丁目店　新築工事 福岡県福岡市 平成30年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ別府春木店　新築工事 大分県別府市 平成30年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ米原インター店　新築工事 滋賀県米原市 平成30年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ守口京阪本通店　新築工事 大阪府守口市 平成30年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ合志新須屋駅前店　新築工事 熊本県合志市 平成30年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ諫早バイパス店　移転工事 長崎県諫早市 平成30年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ諫早長野町店　増改築工事 長崎県諫早市 平成30年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伊万里東山代里店　改装工事 佐賀県伊万里市 平成30年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇治槙島目川店　新築工事 京都府宇治市 平成30年1月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大分皆春店　新築工事 大分県大分市 平成30年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪太子橋1丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成30年1月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大村ｻﾝｾｯﾄ通り店　隣地ｸﾚｰﾑによる24条工事･目隠しﾌｪﾝｽ工事 長崎県大村市 平成30年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ菊陽ﾊﾞｲﾊﾟｽ店　増改築工事 熊本県菊池郡 平成30年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保瀬戸越２丁目店　ｶﾞｵﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工事 長崎県佐世保市 平成30年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ丹波氷上町店　新築工事 兵庫県丹波市 平成30年1月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ唐津鎮西町打上店　増改築工事 佐賀県唐津市 平成30年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ戸畑中本町店　新築工事 福岡県北九州市 平成30年1月 九州
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ東多久店　増築改装工事 佐賀県多久市 平成30年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福岡名子３丁目店　増築工事 福岡県福岡市 平成30年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福岡和白東2丁目店　増築工事 福岡県福岡市 平成30年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ川西東畦野2丁目店　新築工事 兵庫県川西市 平成30年12月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都太秦安井藤ノ木町店　新築工事 京都府京都市 平成30年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都七条大橋店　新築工事 京都府京都市 平成30年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ古賀薬王寺店　新築工事 福岡県古賀市 平成30年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宝塚山本丸橋2丁目店　新築工事 兵庫県宝塚市 平成30年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八幡野面店　新築工事 福岡県北九州市 平成30年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪小橋町店　新築工事 大阪府大阪市 平成30年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伊丹緑ヶ丘1丁目店　新築工事 兵庫県伊丹市 平成30年10月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大分山津1丁目店　新築工事 大分県大分市 平成30年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ菊陽境松店　増築工事 熊本県菊池郡 平成30年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保天神町　新築工事 長崎県佐世保市 平成29年9月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ飯盛開店　改装工事 長崎県諫早市 平成29年9月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎畝刈町店　改装工事 長崎県長崎市 平成29年9月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎清水町店　改装工事 長崎県長崎市 平成29年9月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ下津林東大般若町店　新築工事 京都府京都市 平成29年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ古賀千鳥2丁目店　新築工事 福岡県古賀市 平成29年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀神野西四丁目店　新築工事 佐賀県佐賀市 平成29年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保大塔インター店　新築工事 長崎県佐世保市 平成29年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保天神2丁目店　新築工事 長崎県佐世保市 平成29年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ三日月織島店　新築工事 佐賀県小城市 平成29年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉沼南町3丁目店　新築工事 福岡県北九州市 平成29年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ神戸魚崎北町4丁目店　新築工事 兵庫県神戸市 平成29年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ神戸鯉川筋店　新築工事 兵庫県神戸市 平成29年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ神戸深江浜町店　新築工事 兵庫県神戸市 平成29年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ神戸田尾寺駅前店　新築工事 兵庫県神戸市 平成29年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ草津志那中店　新築工事 滋賀県草津市 平成29年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪喜連東四丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成29年8月 関西
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪南住吉一丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成29年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大牟田西浜田店　新築工事 福岡県大牟田市 平成29年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ丹波市島町店　新築工事 兵庫県丹波市 平成29年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ津屋崎勝浦店　新築工事 福岡県福津市 平成29年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ武雄川良店　新築工事 佐賀県武雄市 平成29年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福津宮司店　新築工事 福岡県福津市 平成29年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ古賀花見東２丁目店　改装工事 福岡県古賀市 平成29年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保干尽町店　改装工事 長崎県佐世保市 平成29年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ三輪山隈店　新築工事 福岡県朝倉郡 平成29年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福岡笹丘1丁目店　新築工事 福岡県福岡市 平成29年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ野洲北野1丁目店　新築工事 滋賀県野洲市 平成29年7月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪横堤4丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成29年6月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大分政所2丁目店　新築工事 大分県大分市 平成29年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪鶴見6丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成29年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都伏見横大路店　新築工事 京都府京都市 平成29年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ神戸相生町1丁目北店　新築工事 兵庫県神戸市 平成29年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保桜木町店　改装工事 長崎県佐世保市 平成29年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ武雄西山店　新築工事 佐賀県武雄市 平成29年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ三日月堀江店　新築工事 佐賀県小城市 平成29年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ四ツ橋南堀江店　新築工事 大阪府大阪市 平成29年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞ三橋吉開店　新築工事 福岡県柳川市 平成29年4月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都烏丸十条店　新築工事 京都府京都市 平成29年4月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝグリーンランド北店　新築工事 熊本県荒尾市 平成29年4月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ筑後大和塩塚店　新築工事 福岡県柳川市 平成29年3月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝJR宇治駅前店　新築工事 京都府宇治市 平成29年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝみやま瀬高本郷店　新築工事 福岡県みやま市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ熊本島崎3丁目店　新築工事 熊本県熊本市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀多久南店　新築工事 佐賀県多久市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保上原町店　新築工事 長崎県佐世保市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小郡二森店　新築工事 福岡県小郡市 平成29年2月 九州
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小城芦刈店　原状回復工事 佐賀県小城市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ人吉鶴田町店　新築工事 熊本県人吉市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大村富の原2丁目店　新築工事 長崎県大村市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大分鶴崎工業入口店　新築工事 大分県大分市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大野城乙金東1丁目店　新築工事 福岡県大野城市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大野城筒井2丁目　新築工事 福岡県大野城市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ丹波春日黒井店　新築工事 兵庫県丹波市 平成29年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ筑後熊野店　新築工事 福岡県筑後市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎上小島5丁目店　新築工事 長崎県長崎市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鳥栖養父町店　新築工事 佐賀県鳥栖市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ尼崎久々知西町1丁目店　新築工事 兵庫県尼崎市 平成29年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伏見竹田中島町店　新築工事 京都府京都市 平成29年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ野洲行畑1丁目店　新築工事 滋賀県野洲市 平成29年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ淀池上町店　新築工事 京都府京都市 平成29年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ諫早福田町店　新築工事 長崎県諫早市 平成29年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪大和田1丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成29年1月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ国見神代店　改装工事 長崎県雲仙市 平成29年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ新八代駅前店　新築工事 熊本県八代市 平成29年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ日田三本松2丁目店　新築工事 大分県日田市 平成29年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八女上陽町店　新築工事 福岡県八女市 平成29年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伏見竹田田中島町店　新築工事 京都府京都市 平成29年1月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ武雄若木インター店　駐車場拡張工事 佐賀県武雄市 平成29年12月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞ大牟田八江町店　新築工事 福岡県大牟田市 平成29年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ綾部下八田店　新築工事 京都府綾部市 平成29年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伊丹南野5丁目店　新築工事 兵庫県伊丹市 平成29年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伊丹南町2丁目店　新築工事 兵庫県伊丹市 平成29年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伊万里南波多町店　新築工事 佐賀県伊万里市 平成29年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ亀岡駅前店　新築工事 京都府亀岡市 平成29年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ国東黒津崎店　新築工事 大分県国東市 平成29年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉北方一丁目店　増築改装工事 福岡県北九州市 平成29年11月 九州



9ページ

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉にれの木坂店　ビルイン改修工事 福岡県北九州市 平成29年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ西海亀岳店　新築工事 長崎県西海市 平成29年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ地下鉄阿倍野駅前店　新築工事 大阪府大阪市 平成29年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ津久見港町店　新築工事 大分県津久見市 平成29年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福岡苅田尾倉店　増築改装工事 福岡県京都郡 平成29年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ益城福富店　新築工事 熊本県益城郡 平成29年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪高殿6丁目店　新築工事 大阪府大阪市 平成29年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大阪帝塚山店　新築工事 大阪府大阪市 平成29年10月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎ｺｺｳｫｰｸ店　新築工事 長崎県長崎市 平成29年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大分滝尾店　新築工事 大分県大分市 平成28年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ粕屋仲原3丁目店　新築工事 福岡県粕屋郡 平成28年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ上天草大矢野上店　新築工事 熊本県上天草市 平成28年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都岩倉中河原店　新築工事 京都府京都市 平成28年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ筑後野町店　新築工事 福岡県筑後市 平成28年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ南彦根駅東口店　新築工事 滋賀県彦根市 平成28年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八幡垣内山店　新築工事 京都府八幡市 平成28年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八日市上之町店　新築工事 滋賀県東近江市 平成28年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇城氷川インター入口店　新築工事 熊本県宇城市 平成28年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都山科百々町店　新築工事 京都府京都市 平成28年8月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鳥栖姫方町店　新築工事 佐賀県鳥栖市 平成28年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇治槇島町大幡店　新築工事 京都府宇治市 平成28年7月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ唐津鎮西町名護屋店　新築工事 佐賀県唐津市 平成28年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ湯布院川上店　新築工事 大分県由布市 平成28年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ熊本島崎2丁目店　新築工事 熊本県熊本市 平成28年6月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ糸島泊店　新築工事 福岡県糸島市 平成28年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ安曇川五番領店　新築工事 滋賀県高島市 平成28年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ久御山町役場前店 新築工事 京都府久世郡 平成28年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ球磨あさぎり町店　新築工事 熊本県球磨郡 平成28年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ近江今津駅前店　新築工事 滋賀県高島市 平成28年5月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ深草墨染店　新築工事 京都府京都市 平成28年5月 関西
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大牟田長溝店　新築工事 福岡県大牟田市 平成28年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎千歳町店　新築工事 長崎県長崎市 平成28年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福津日蒔野5丁目店 新築工事 福岡県福津市 平成28年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ三橋白鳥店　新築工事 福岡県柳川市 平成28年4月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ博多竹下1丁目店　新築工事 福岡県福岡市 平成28年4月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伏見深草藤森店　新築工事 京都府京都市 平成28年4月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀開成6丁目店　新築工事 佐賀県佐賀市 平成28年3月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ藤崎駅前店　新築工事 福岡県福岡市 平成28年3月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八幡大平1丁目店　新築工事 福岡県北九州市 平成28年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇治開町店　新築工事 京都府宇治市 平成28年2月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇城豊野町山崎店　新築工事 熊本県宇城市 平成28年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ雲仙小浜町北野店　新築工事 長崎県雲仙市 平成28年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ熊本田崎市場店　新築工事 熊本県熊本市 平成28年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ唐津田中店　新築工事 佐賀県唐津市 平成28年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ博多立花寺店　新築工事 福岡県福岡市 平成28年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ箱崎ふ頭入口店　新築工事 福岡県福岡市 平成28年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ別府亀川中央店　新築工事 大分県別府市 平成28年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ菊陽原水店　新築工事 熊本県菊池郡 平成28年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ篠栗御影橋店　新築工事 福岡県粕屋郡 平成28年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ国東安岐下原店　新築工事 大分県国東市 平成28年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伏見竹田田中島町店　開発造成工事 京都府京都市 平成28年12月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ甲西駅前店　新築工事 滋賀県湖南市 平成28年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉横代店　新築工事 福岡県北九州市 平成28年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎栄町店　新築工事 長崎県長崎市 平成28年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長浜祇園町店　新築工事 滋賀県長浜市 平成28年11月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ熊本新町3丁目店　新築工事 熊本県熊本市 平成28年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小倉くさみ店　新築工事 福岡県北九州市 平成28年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鳥栖加藤田店　新築工事 佐賀県鳥栖市 平成28年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ京都竹鼻堂ノ前店　新築工事 京都府京都市 平成28年10月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ県立中央病院前店　新築工事 香川県高松市 平成27年9月 四国
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ人吉瓦屋町店　駐車場造成工事 熊本県人吉市 平成27年9月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ飯塚勢田店　新築工事 福岡県飯塚市 平成27年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ太宰府大佐野店　新築工事 福岡県太宰府市 平成27年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ中津是則店　新築工事 大分県中津市 平成27年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ丸亀土器西店　新築工事 香川県丸亀市 平成27年8月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大川大野島店　新築工事 福岡県大川市 平成27年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大村池田2丁目店　新築工事 長崎県大村市 平成27年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿児島真砂店　新築工事 鹿児島県鹿児島市 平成27年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ若松今光店　新築工事 福岡県北九州市 平成27年7月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇佐江須賀店　新築工事 大分県宇佐市 平成27年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀江北店　新築工事 佐賀県杵島郡 平成27年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀小城中央店　新築工事 佐賀県小城市 平成27年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ博多弓田町店　新築工事 福岡県福岡市 平成27年5月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小郡運動公園前店　新築工事 福岡県小郡市 平成27年4月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小竹局入口店　新築工事 福岡県鞍手郡 平成27年4月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ川棚倉本橋店　新築工事 長崎県東彼杵郡 平成27年4月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ東彼杵川棚店　新築工事 長崎県東彼杵郡 平成27年4月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ合志西南中前入口店新築工事 熊本県合志市 平成27年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ高松一宮町店　新築工事 香川県高松市 平成27年2月 四国

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鳥栖立石店　新築工事 佐賀県鳥栖市 平成27年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎思案橋店　新築工事 長崎県長崎市 平成27年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ日田西有田店　新築工事 大分県日田市 平成27年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ松浦志佐中央店　新築工事 長崎県松浦市 平成27年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八代松高小前店　新築工事 熊本県八代市 平成27年2月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ諫早有喜町店　新築工事 長崎県諫早市 平成27年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ雲仙ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ店　新築工事 長崎県雲仙市 平成27年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀大和ｲﾝﾀｰ店　新築工事 佐賀県佐賀市 平成27年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ日田庄手店　新築工事 大分県日田市 平成27年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ豊後大野三重大原店 新築工事 大分県豊後大野市 平成27年1月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿島農協前店　駐車場 佐賀県鹿島市 平成27年11月 九州
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ坂之上４丁目店　新築工事 鹿児島県鹿児島市 平成27年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀本庄店　新築工事 佐賀県佐賀市 平成27年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保島地店　新築工事 長崎県佐世保市 平成27年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保針尾橋店　新築工事 長崎県佐世保市 平成27年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝさぬき津田琴林店　新築工事 香川県さぬき市 平成27年11月 四国

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ須恵古宮店　新築工事 福岡県糟屋郡 平成27年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎総科大前店　新築工事 長崎県長崎市 平成27年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ丸亀葭町店　新築工事 香川県丸亀市 平成27年11月 四国

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ久御山佐山店　新築工事 京都府久世郡 平成27年10月 関西

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ甲佐岩下店　新築工事 熊本県上益城郡 平成27年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀高木瀬町長瀬店　新築工事 佐賀県佐賀市 平成27年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀白石廿治店　新築工事 佐賀県杵島郡 平成27年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ合志三ツ石駅前店　新築工事 熊本県合志市 平成26年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ西海大島町店　新築工事 長崎県西海市 平成26年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ豊後大野三重小坂店 新築工事 大分県豊後大野市 平成26年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀成章町店　新築工事 佐賀県佐賀市 平成26年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ田川採銅所店　新築工事 福岡県田川郡 平成26年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎蚊焼町店　新築工事 長崎県長崎市 平成26年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ玖珠大隈店　新築工事 大分県玖珠郡 平成26年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀三根店　新築工事 佐賀県三養基郡 平成26年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保勝海町店　新築工事 長崎県佐世保市 平成26年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ薩摩川内入来店　新築工事 鹿児島薩摩川内市 平成26年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ筑紫野山家店　新築工事 福岡県筑紫野市 平成26年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ肥前七浦店　新築工事 佐賀県鹿島市 平成26年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ武蔵古市店　新築工事 大分県国東市 平成26年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ別府新港店　新築工事 大分県別府市 平成26年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ阿蘇赤水店　新築工事 熊本県阿蘇市 平成26年07月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ臼杵野津町店　新築工事 大分県臼杵市 平成26年07月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ熊本京町店　駐車場増設工事 熊本県熊本市 平成26年07月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎矢上町店　駐車場増設工事 長崎県長崎市 平成26年07月 九州
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿島浜町店　新築工事 佐賀県鹿島市 平成26年07月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福津大和町店　新築工事 福岡県福津市 平成26年07月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇土長浜町店　新築工事 熊本県宇土市 平成26年06月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鳥栖市大正町　新築工事 佐賀県鳥栖市 平成26年06月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ菊池花房台店　新築工事 熊本県菊池市 平成26年05月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿児島上福元町店　新築工事 鹿児島県鹿児島市 平成26年05月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ筑紫野警察署前店　新築工事 福岡県筑紫野市 平成26年05月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ合志黒石原店　新築工事 熊本県合志市 平成26年04月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大分川添店　新築工事 大分県大分市 平成26年03月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎滑石5丁目店　新築工事 長崎県長崎市 平成26年03月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ博多浦田1丁目店　新築工事 福岡県福岡市 平成26年03月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ熊本下南部3丁目店　新築工事 熊本県熊本市 平成26年03月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ中間岩瀬西町店　新築工事 福岡県中間市 平成26年03月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ諫早小船越町店　新築工事 長崎県諫早市 平成26年03月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ雲仙瑞穂店　新築工事 長崎県雲仙市 平成26年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐伯弥生店　新築工事 大分県佐伯市 平成26年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ時津佐底郷店　新築工事 長崎県西彼杵郡 平成26年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大分菰田店　新築工事 大分県大分市 平成26年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ波佐見川内店　新築工事 長崎県東彼杵郡 平成26年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿児島郡元町店　新築工事 鹿児島県鹿児島市 平成26年01月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ田川宮馬場店　新築工事 福岡県田川郡 平成26年01月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ直方王子団地前店　新築工事 福岡県直方市 平成26年01月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ平戸大橋店　新築工事 長崎県平戸市 平成26年01月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ平戸田平東店　新築工事 長崎県平戸市 平成26年01月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ姶良西餅田店　新築工事 鹿児島県姶良市 平成25年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ杵築北浜店　新築工事 大分県杵築市 平成25年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宮若長井鶴店　新築工事 福岡県宮若市 平成25年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿島中村ﾊﾞｲﾊﾟｽ店　新築工事 佐賀県鹿島市 平成25年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大村陰平町店　新築工事 長崎県大村市 平成25年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎磯道町店　新築工事 長崎県長崎市 平成25年11月 九州
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ諫早バイパス店　新築工事 長崎県諫早市 平成25年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝさつま町宮之城屋地店 新築工事 鹿児島県薩摩郡 平成25年09月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 下関卸本町店　新築工事 山口県下関市 平成25年08月 中国

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝさつま町船木店　新築工事 鹿児島県薩摩郡 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伊佐大口目丸店　新築工事 鹿児島県伊佐市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伊万里浪瀬峠店　新築工事 佐賀県伊万里市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ久留米市役所前店　新築工事 福岡県久留米市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ熊本戸島東店　新築工事 熊本県熊本市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ古賀中央3丁目店　新築工事 福岡県古賀市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保天神5丁目店 新築工事 長崎県佐世保市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ指宿山川大山店　新築工事 鹿児島県指宿市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ指宿山川大成店　新築工事 鹿児島県指宿市 平成25年08月 九州①

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ春日公園前店　新築工事 福岡県春日市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ西海鳥加郷店　新築工事 長崎県西海市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ川辺町小野店　新築工事 鹿児島県南九州市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大村松原1丁目店　新築工事 長崎県大村市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ粕屋内橋店　新築工事 福岡県粕屋郡 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ別府大畑店　新築工事 大分県別府市 平成25年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ飯塚近畿大前店　新築工事 福岡県飯塚市 平成25年07月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伊万里黒川町店　新築工事 佐賀県伊万里市 平成25年07月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀川副町西古賀店　新築工事 佐賀県佐賀市 平成25年07月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ博多筑紫通店　新築工事 福岡県福岡市 平成25年07月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ高松三谷町店　新築工事 香川県高松市 平成25年06月 四国

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ駅前店　新築工事 長崎県佐世保市 平成25年05月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ西海小迎郷店　新築工事 長崎県西海市 平成25年05月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ川内尾白江店　新築工事 鹿児島県薩摩川内市 平成25年04月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大野城若草店　新築工事 福岡県春日市 平成25年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿児島小山田店　新築工事 鹿児島県鹿児島市 平成25年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保田原町店　新築工事 長崎県佐世保市 平成25年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ氷川鹿島店　新築工事 熊本県八代郡 平成25年02月 九州
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ別府石垣西3丁目店　新築工事 大分県別府市 平成25年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大分荷揚町店　新築工事 大分県大分市 平成25年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ八千代勝田店　新築工事 広島県安芸高田市 平成25年02月 中国

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大野城仲畑4丁目店　新築工事 福岡県大野城市 平成25年01月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇佐別府店　新築工事 大分県宇佐市 平成24年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ串木野インター店　新築工事 鹿児島県いちき串木野市 平成24年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ小佐々黒石店　新築工事 長崎県佐世保市 平成24年11月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ渡辺通１丁目店　新築工事 福岡県福岡市 平成24年10月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ飯塚平恒店　新築工事 福岡県飯塚市 平成24年09月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ諫早猿崎町店　新築工事 長崎県諫早市 平成24年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ宇佐糸口店　新築工事 大分県宇佐市 平成24年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ田上三丁目店　新築工事 鹿児島県鹿児島市 平成24年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ蒲生高校前店　新築工事 鹿児島県姶良市 平成24年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐伯池田店　新築工事 大分県佐伯市 平成24年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ春日星見ケ丘店　新築工事 福岡県春日市 平成24年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ田川伊加利店　新築工事 福岡県田川郡 平成24年08月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ指宿十二町店　新築工事 鹿児島県指宿市 平成24年07月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿児島宮之浦店　新築工事 鹿児島県鹿児島市 平成24年06月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ薩摩川内市比野店　新築工事 鹿児島県薩摩川内市 平成24年05月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福岡荒江3丁目店　新築工事 福岡県福岡市 平成24年04月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大野城瓦田店　新築工事 福岡県大野城市 平成24年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀北川副江上店　新築工事 佐賀県佐賀市 平成24年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保赤崎店　新築工事 長崎県佐世保市 平成24年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿児島西伊敷店　新築工事 鹿児島県鹿児島市 平成24年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ長崎京泊店　新築工事 長崎県長崎市 平成24年02月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐世保重尾町店　新築工事 長崎県佐世保市 平成24年01月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ佐賀本庄鹿子店　新築工事 佐賀県佐賀市 平成24年01月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ三日月三ケ島店　新築工事 佐賀県小城市 平成24年01月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ那珂川松木6丁目店　新築工事 福岡県筑紫郡 平成24年01月 九州

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ日置市伊集院麦生田店　新築工事 鹿児島県日置市 平成24年01月 九州
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ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ福山柳津町店　新築工事 広島県福山市 平成24年01月 中国
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工 事 名 工事場所 完成年月 地域

コメダ珈琲店渡辺通り5丁目店　新装工事 福岡県福岡市 令和2年9月 九州

ピザクック福津店　新装工事 福岡県福津市 令和2年8月 九州

吉野家　八幡折尾店　新設工事 福岡県北九州市 令和2年4月 九州

コメダ珈琲店BRANCH博多パピヨンガーデン店　新築工事 福岡県福岡市 令和2年2月 九州

コメダ珈琲店福岡室見店　新築工事 福岡県福岡市 令和2年2月 九州

牛角新宮店　新装工事 福岡県糟屋郡 令和元年11月 九州

日本橋ふく伝　改修工事 大阪府大阪市 令和元年9月 関西

丸源ラーメン福岡那珂川店　新装工事 福岡県那珂川市 令和元年9月 九州

コメダ珈琲店北九州戸畑店　新築工事 福岡県北九州市 令和元年5月 九州

コメダ珈琲店博多バスターミナル店　新築工事 福岡県福岡市 平成31年4月 九州

丸源ラーメン福岡福重店　新築工事 福岡県福岡市 平成31年3月 九州

コメダ珈琲店イデックスモール乙金店　新築工事 福岡県大野城市 平成31年2月 九州

コメダ珈琲サンリブわさだ店　新築工事 大分県大分市 平成31年1月 九州

やよい軒熊本田崎　新築工事 熊本県熊本市 平成30年9月 九州

コメダ珈琲北九州沼新町　新築工事 福岡県北九州市 平成30年8月 九州

やよい軒光丘店　新築工事 福岡県福岡市 平成30年8月 九州

やよい軒諫早店　新築工事 長崎県諫早市 平成30年2月 九州

やよい軒飯塚店　新築工事 福岡県飯塚市 平成30年11月 九州

ほっともっと大江1丁目店　新築工事 熊本県熊本市 平成30年10月 九州

やよい軒高木瀬店　新築工事 福岡県佐賀市 平成30年10月 九州

やよい軒直方店　新築工事 福岡県直方市 平成29年5月 九州

コメダ珈琲店熊本菊池店　建築工事 熊本県菊池市 平成29年4月 九州

コメダ珈琲店福岡天神店　建築工事 福岡県福岡市 平成29年4月 九州

ほっともっと上山田店　新築工事 福岡県嘉麻市 平成29年4月 九州

コメダ珈琲店山口維新公園店　建築工事 山口県山口市 平成29年2月 中国

だし蔵だし茶漬けロサヴィア茨木店　新築工事 大阪府茨木市 平成29年12月 関西

コメダ珈琲唐津和多田店　新築工事 佐賀県唐津市 平成28年9月 九州

飲食店
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コメダ珈琲 宇部南浜店　新築工事 山口県宇部市南浜町 平成28年8月 中国

コメダ珈琲 宇部南浜店　新築工事 山口県宇部市南浜町 平成28年8月 中国

コメダ珈琲 宇部南浜店　ｻｲﾝﾎﾟｰﾙ基礎、地盤改良 工事 山口県宇部市南浜町 平成28年8月 中国

どんどん亭柏の森店 新築工事 福岡県飯塚市 平成28年6月 九州

どんどん亭柏の森店　新築工事追加工事 福岡県飯塚市 平成28年6月 九州

どんどん亭柏の森店　新築工事 福岡県飯塚市 平成28年5月 九州

ほっともっと芦屋店　新築工事 福岡県遠賀郡 平成28年4月 九州

コメダ珈琲 小野田ﾊﾞｲﾊﾟｽ店　新築工事 山口県山陽小野田市 平成28年3月 中国

コメダ珈琲 大分中津店　新築工事 大分県中津市 平成28年2月 九州

コメダ珈琲店熊本合志店　新築工事 熊本県合志市 平成28年12月 九州

コメダ珈琲北九州鞘ヶ谷店　新築工事 福岡県北九州市 平成28年11月 九州

コメダ福岡営業所　改修工事 福岡県福岡市 平成27年9月 九州

コメダ珈琲北九州本城店　新築工事 福岡県北九州市 平成27年6月 九州

コメダ珈琲下関綾羅木店　新築工事 山口県下関市 平成27年5月 中国

コメダ珈琲福岡香椎浜店　新築工事 福岡県福岡市 平成27年5月 九州

コメダ珈琲北九州上津役店　新築工事 福岡県北九州市 平成27年1月 九州

コメダ珈琲ゆめﾀｳﾝ久留米店　新築工事 福岡県久留米市 平成27年11月 九州

コメダ珈琲ゆめモール筑後店　新築工事 福岡県筑後市 平成27年11月 九州

どんどん亭那珂川店　新築工事 福岡県筑紫郡 平成27年11月 九州

コメダ珈琲熊本大窪店　新築工事 熊本県熊本市 平成26年11月 九州

はま寿司姶良加治木店　新築工事 鹿児島県姶良市 平成26年10月 九州

コメダ珈琲福岡ももち店　新築工事 福岡県福岡市 平成26年09月 九州

どんどん亭八代店　新築工事 熊本県八代市 平成26年09月 九州

コメダ珈琲ゆめモール柳川店　新築工事 福岡県柳川市 平成26年07月 九州

コメダ珈琲佐賀兵庫店　新築工事 佐賀県佐賀市 平成26年04月 九州

どんどん亭小倉熊本店　新築工事 福岡県北九州市 平成26年01月 九州

コメダ珈琲ゆめタウン筑紫野店　新築工事 福岡県筑紫野市 平成25年11月 九州

どんどん亭穴生店　新築工事 福岡県北九州市 平成25年11月 九州

どんどん亭蒲生店　新築工事 福岡県北九州市 平成25年09月 九州



19ページ

工 事 名 工事場所 完成年月 地域

シャンブル出水店　新築工事 鹿児島県出水市 令和2年11月 九州

シャンブル日向店　新築工事 宮崎県日向市 令和2年11月 九州

アベイル唐津店　新築工事 佐賀県唐津市 令和2年9月 九州

au　宇治市六地蔵店舗　内装工事 京都府宇治市 令和2年8月 関西

ドコモショップ佐賀夢咲店　新築工事 佐賀県佐賀市 令和2年6月 九州

サンディだいどう豊里店　内装工事 大阪府大阪市 令和2年5月 関西

マツモトキヨシ長丘店　新築工事 福岡県福岡市 令和2年5月 九州

ソフトバンク大分大道店　新築工事 大分県大分市 平成30年7月 九州

ソフトバンク大分大道店（大道店携帯ｼｮｯﾌﾟ）　新築工事 大分県大分市 平成30年6月 九州

ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ　Select福津店　新築工事 福岡県福津市 平成26年11月 九州

眼鏡市場田川店　新築工事 福岡県田川市 平成26年09月 九州

ドコモショップ宮若店　新築工事 福岡県宮若市 平成25年10月 九州

工 事 名 工事場所 完成年月 地域

WASHハウス嬉野温泉店　新築工事 佐賀県嬉野市 平成30年12月 九州

WASHハウス荒尾東屋形店　新築工事 熊本県荒尾市 平成28年12月 九州

WASHﾊｳｽ時津濱田郷店　新築工事 長崎県西彼杵郡 平成28年12月 九州

WASHハウス大木八丁牟田店　新築工事 福岡県三潴郡 平成28年12月 九州

マンマチャオ乙金東1丁目店　新築工事 福岡県大野城市 平成29年6月 九州

マンマチャオ片江店　新築工事 福岡県福岡市 平成29年6月 九州

マンマチャオ老司店　新築工事 福岡県福岡市 平成29年5月 九州

工 事 名 工事場所 完成年月 地域

bambooDA南片江店　新築工事 福岡県福岡市 令和2年11月 九州

コインランドリー

美容室

物販店
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工 事 名 工事場所 完成年月 地域

じゅん歯科口腔外科・ひろ矯正歯科　内装工事 福岡県大野城市 令和2年10月 九州

新宮くわの耳鼻科クリニック　開設工事 福岡県糟屋郡 令和2年9月 九州

ざいつ整形外科　内装工事 福岡県大野城市 令和2年8月 九州

やえクリニック　内装工事 京都府宇治市 令和2年8月 関西

ゆう薬局神明店　内装工事 京都府宇治市 令和2年8月 関西

さくら薬局　アーバンモール新宮店　新築工事 福岡県糟屋郡 令和2年3月 九州

ひぐち内科　新築工事 福岡県糟屋郡 令和2年3月 九州

クオール都島北通店　新築工事 大阪府大阪市 令和2年2月 関西

たけのしたクリニック　内装工事 福岡県福岡市 平成30年9月 九州

熊野整形外科　新築工事 福岡県福岡市 平成30年8月 九州

野間薬局　南片江店　新築工事 福岡県福岡市 平成30年8月 九州

高松ひろこ皮フ科　内装工事 福岡県福岡市 平成30年6月 九州

ヨシタケ薬局笹丘店　新築工事 福岡県福岡市 平成30年4月 九州

クォール薬局福岡店　移転工事 福岡県福岡市 平成30年10月 九州

はしぐち脳神経クリニック　新築工事 福岡県福岡市 平成29年9月 九州

ひとみの眼科　新築工事 福岡県福岡市 平成29年9月 九州

まなべ整形外科クリニック　新築工事 福岡県福岡市 平成29年9月 九州

野間薬局　マリナ通り店　新築工事 福岡県福岡市 平成29年9月 九州

ﾀｶﾗ薬局6F新事務所ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ工事 福岡県福岡市 平成27年8月 九州

工 事 名 工事場所 完成年月 地域

ニチイキッズきりしま保育園　内装工事 鹿児島県霧島市 令和2年2月 九州

都府楼保育園　新築工事 福岡県太宰府市 令和元年7月 九州

医療系

保育園



21ページ

工 事 名 工事場所 完成年月 地域

セルフ春日下白水南SS　新築工事 福岡県春日市 令和2年7月 九州

出光昭和シェルセルフ志免別府SS　新設工事 福岡県糟屋郡 令和2年3月 九州

金沢石油㈱星ヶ丘SS　改造工事 福岡県北九州市 令和2年11月 九州

林兼石油㈱あかしや通りSS　耐震補強工事 福岡県那珂川市 令和2年11月 九州

イデックスタウン乙金店　新築工事 福岡県大野城市 平成31年4月 九州

セルフ苅田SS　改修工事 福岡県京都郡 平成30年11月 九州

東浜水素ステーション　新築工事 福岡県福岡市 平成28年3月 九州

工 事 名 工事場所 完成年月 地域

ネクステージ寝屋川PJ　新築工事 大阪府寝屋川市 令和2年10月 関西

ネクステージ小山店　新築工事 栃木県小山市 令和2年3月 関西

ネクステージ新宮　新築工事 福岡県糟屋郡 令和元年12月 九州

ＳＵＶＬＡＮＤ鹿児島店　新築工事 鹿児島県鹿児島市 令和元年8月 九州

ＫＷＳＡＳＡＫＩプラザ福岡東　新築工事 福岡県粕屋郡 平成30年6月 九州

BIGモーターズ唐津店　建築工事 佐賀県唐津市 平成27年11月 九州

工 事 名 工事場所 完成年月 地域

岡山丸善運輸　玉野作業所　新築工事 岡山県玉野市 令和2年5月 関西

丸善神戸ポートアイランド倉庫棟　新装工事 兵庫県神戸市 令和2年2月 関西

熊本ロジネット工場　新築工事 熊本県菊池市 令和元年12月 九州

ガソリンスタンド

物流

車両販売
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工 事 名 工事場所 完成年月 地域

東区和白六丁目　造成工事 福岡県福岡市 令和2年8月 九州

九州栄孝エキスプレス㈱本社　舗装工事・浄化槽工事 熊本県熊本市 令和2年5月 九州

田島一丁目宅地造成工事 福岡県福岡市 平成30年4月 九州

バンベルグ自動車整備工場　外構工事 福岡県福岡市 平成29年3月 九州

春日市大土居2丁目　造成工事 福岡県春日市 平成29年2月 九州

東浜水素ステーション目隠ﾌｪﾝｽ内屋根その他工事 福岡県福岡市 平成29年10月 九州

キャナルシティ渋滞対策 福岡県福岡市 平成28年7月 九州

キャナルシティバス待合所 改修工事 福岡県福岡市 平成28年7月 九州

どんどん亭柏の森店新築工事に伴う舗装工事 福岡県飯塚市 平成28年6月 九州

ケーズデンキみやき店　造成工事 佐賀県三養基郡 平成28年10月 九州

香椎浜3丁目ＰＪ開発・インフラ甲工事 福岡県福岡市 平成27年6月 九州

唐津ＢＩＧモーター　造成工事 佐賀県唐津市 平成27年4月 九州

東区西戸崎　造成工事 福岡県福岡市 平成27年4月 九州

鹿児島県中山町　造成工事 鹿児島県鹿児島市 平成27年3月 九州

香椎浜3丁目ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ共通仮設工事・造成工事 福岡県福岡市 平成27年3月 九州

梅林7丁目　造成工事 福岡県福岡市 平成27年1月 九州

福岡市早良区梅林7丁目　造成工事 福岡県福岡市 平成27年12月 九州

日蒔野6丁目　造成工事 福岡県福津市 平成26年11月 九州

福津市福間南　造成工事 福岡県福津市 平成26年11月 九州

福岡市南区柏原6丁目　造成工事 福岡県福岡市 平成26年06月 九州

新宮町上府　造成工事 福岡県糟屋郡 平成26年04月 九州

工 事 名 工事場所 完成年月 地域

とぅうりもん　解体工事 福岡県福岡市 平成30年5月 九州

ｷｬﾝﾄﾞｳ筑紫野店　内部解体工事 福岡県筑紫野市 平成29年7月 九州

那珂川町片縄店舗　解体工事 福岡県筑紫郡 平成29年7月 九州

解体工事

造成工事
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長住4丁目ＲＣ2階建　解体工事 福岡県福岡市 平成27年6月 九州


