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竣工年月 工事場所 工事名

30年3月 大和ﾊｳｽ工業㈱		 下請 福岡県 (仮称)ﾌｫﾚｽﾄｺｰﾄ戸畑新池新築工事　機械設備工事

30年3月 大和ﾊｳｽ工業㈱	 下請 熊本県 　ﾊｲｺﾑﾗｲﾌｸﾘｴｰﾄ住宅型有料老人ﾎｰﾑ新築工事　機械設備工事

30年3月 大和ﾊｳｽ工業㈱ 下請 福岡県 　株式会社ﾔﾏﾄﾏﾈｷﾝ･ｳｴｽﾄ事務所･倉庫新築工事　電気機械設備工事

30年3月 大和ﾊｳｽ工業㈱ 下請 福岡県 　(仮称)大村様貸施設新築工事　機械設備工事

30年3月 西日本土木㈱ 下請 大分県 　豊岡保育園野に咲くこども幼児舎新築工事　電気設備工事

30年3月 ㈱菅組 下請 宮崎県 (仮称)TRIAL新富店内装工事　機械設備工事

30年3月 松井建設(株) 下請 福岡県 ふくしｾﾝﾀｰおひらき新築工事　給排水衛生設備工事

30年3月 西日本ｸﾞｯﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 下請 大分県 (仮称)中島東二丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事　機械設備工事

30年3月 黒木建設(株) 下請 福岡県 明石邸新築工事　電気機械設備工事

30年3月 ㈱利根建設 下請 大分県 全農大分県本部新事務所建設工事　電気機械設備工事

30年3月 新成建設(株) 下請 大分県 社会福祉法人 暁雲福祉会　旧森南部米倉庫改修工事

30年3月 江藤産業㈱ 下請 大分県 (仮称)山津町ﾋﾞﾙ新築工事　電気機械設備工事

30年3月 大木建設(株) 下請 福岡県 　ﾀﾞｲｷｮｰﾌﾟﾗｻﾞ篠栗店増改築工事　機械設備工事

30年3月 日本建設(株) 下請 福岡県 　ﾄﾘｱｽJ2棟新築工事　電気機械設備工事

30年3月 黒木建設(株) 下請 長崎県 ｱﾂｷﾞ株式会社九州ｾﾝﾀｰ屋上ｷｭｰﾋﾞｸﾙ解体及び新設工事　電気設備工事

30年4月 日本国土開発㈱ 下請 福岡県 ｴｽﾍﾟﾘｱｱﾎﾃﾙ博多　電気機械設備工事

30年4月 日本国土開発㈱ 下請 福岡県 伸寿苑小倉設備工事　電気機械設備工事

30年4月 丸宮建設(株) 下請 鹿児島県 (仮称)TRIAL鹿屋笠之原店新築工事　給排水衛生設備工事

注文者　元請・下請の区分23期

平成30年度

完成工事高

￥5,006,649,461



竣工年月 工事場所 工事名

30年4月 ㈱松尾組 下請 福岡県 (仮称)MHDﾋﾞﾙ新築工事　機械設備工事

30年4月 九州ﾎｰﾑ㈱ 下請 福岡県 (仮称)杉田ｴｰｽ株式会社福岡新築工事　機械設備工事

30年4月 医療法人共和会 元請 福岡県 (仮称)医療法人共和会介護老人保健施設伸寿苑増築改修工事

30年4月 大和ﾊｳｽ工業㈱ 下請 福岡県 ｸﾞｯﾃﾞｲひびきのBC工事　電気機械設備工事

30年4月 大和ﾊｳｽ工業㈱ 下請 福岡県 ｸﾞｯﾃﾞｲ久留米十三部店新築工事　空調設備工事

30年5月 日本建設(株) 下請 福岡県 正福寺境内地整備　電気機械設備工事

30年5月 ㈱和田組 下請 大分県 (仮称)金池南2丁目ﾏﾝｼｮﾝ新築工事　電気機械設備工事

30年6月 ㈱大石企画 下請 福岡県 (仮称)ｶﾞﾘﾊﾞｰ八女店新築工事　電気設備工事

30年6月 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ 下請 大分県 ももえだこども園送迎場整備他工事　電気機械設備工事

30年6月 ㈱菅組 下請 山口県 (仮称)TRIAL柳井店新築工事　機械設備工事

30年6月 ㈱菅組 下請 福岡県 (仮称)森永食研㈱うきは工場新築工事　機械設備工事

30年6月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州㈱ 元請 長崎県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ長崎ｲﾝﾀｰ店店内空調機更新工事

30年6月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州㈱ 元請 佐賀県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ佐賀医大前店店内空調機更新工事

30年6月 医療法人共和会 熊谷雅之 下請 福岡県 伸寿苑小倉　空調設備改修工事

30年6月 ㈱中原建設 下請 長崎県 (仮称)ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ社屋ﾋﾞﾙ新築工事　機械設備工事

30年7月 松井建設(株) 下請 福岡県 ﾒﾃﾞｨｹｱﾎｰﾑⅡ増築工事　機械設備工事

30年7月 九工建設(株) 下請 大分県 (仮称)㈱YBBﾋﾞﾙ新築工事　機械設備工事

30年7月 九工建設(株) 下請 大分県 (仮称)顕徳町ﾋﾞﾙ新築工事　電気機械設備工事

注文者　元請・下請の区分23期

平成30年度



竣工年月 工事場所 工事名

30年7月 村本建設(株) 下請 福岡県 (仮称)大名2丁目ﾋﾞﾙ新築工事　電気機械設備工事　

30年7月 日本建設(株) 下請 熊本県 ｾﾙﾓ玉泉院新外新築工事　電気機械設備工事

30年7月 ㈱大石企画 下請 福岡県 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘ二日市店南店新築工事　電気機械設備工事　

30年7月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州㈱ 元請 長崎県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ長与店店内空調機更新工事

30年7月 ㈱和田組 下請 大分県 (仮称)上田の湯ﾏﾝｼｮﾝ新築工事　電気設備工事

30年8月 ㈱平野工務店 下請 大分県 ｳﾞｨｰﾀｾﾚｰﾅ金池新築工事　機械設備工事

30年8月 ㈱ﾌﾟﾗｲﾑｺﾝｾﾌﾟﾄ 下請 福岡県 (仮称)博多駅東2丁目ﾎﾃﾙ新築工事　空調設備工事

30年8月 ㈱菅組 下請 鹿児島県 (仮称)TRIAL出水黄金店新築工事　機械設備工事

30年8月 北洋建設(株) 下請 福岡県 (仮称)ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ甘木ｲﾝﾀｰ店新築工事　機械設備工事

30年8月 大和ﾗﾝﾃｯｸ㈱ 下請 福岡県 (仮称)ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ黒門店新築工事　電気機械設備工事

30年8月 綿半ｿﾘｭｰｼﾞｮﾝｽﾞ㈱ 下請 福岡県 (仮称)福岡市中央区桜坂3丁目　電気機械設備工事

30年8月 平倉建設(株) 下請 大分県 (仮称)ﾎﾃﾙAZ別府店新築工事 給排水機械設備工事

30年8月 平倉建設(株) 下請 大分県 (仮称)ﾎﾃﾙAZ別府店新築工事 電気設備工事

30年8月 新成建設(株) 下請 大分県 (仮称)ﾚｽｺ岩田町新築工事　機械設備工事

30年8月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州㈱ 元請 熊本県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭみずき台改装電気工事

30年8月 ㈱大洋建設 下請 福岡県 ﾋﾞｯｸﾓｰﾀｰ小郡店新築工事　機械設備工事

30年9月 照栄建設(株) 下請 福岡県 (仮称)光ﾎﾃﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事　機械設備工事

30年9月 ㈱菅組 下請 大分県 うえきﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ新築工事　機械設備工事

注文者　元請・下請の区分23期

平成30年度



竣工年月 工事場所 工事名

30年9月 松井建設(株) 下請 福岡県 ﾎﾃﾙｱﾘｴｯﾀ博多新築工事　機械設備工事

30年9月 ㈱大石企画 下請 宮崎県 (仮称)宮崎木花台複合店舗(ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘ)新築工事　機械設備工事

30年9月 ㈱ｱｲﾋﾞｯｸ 下請 大分県 (仮称)ﾕｰﾃｯｸ第3工場新築工事　電気機械設備工事

30年9月 ㈱ﾂｰ･ﾊﾞｲ･ﾂｰ 下請 大分県 ｽﾏｲｽｾﾚｿﾝﾍﾞﾚｰｻﾞ保育園新築工事　電気機械設備工事

30年9月 ㈱大石企画 下請 福岡県 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘ遠賀店新築工事　電気機械設備工事　

30年10月 ㈱熊野建設 下請 大分県 (仮)GAHAMA立体駐車場新築工事及びﾀﾜｰ設備移設工事

30年10月 日本建設(株) 下請 福岡県 ﾀﾞｲﾚｯｸｽ相生新築工事　機械設備工事

30年10月 大和ﾘｰｽ㈱ 下請 福岡県 (仮称)ﾀﾞｲﾚｯｸｽ下曽根店新築工事 給排水衛生換気設備工事

30年10月 ㈱イチケン 下請 大分県 　(仮称)Dplaza大分店改修工事 電気機械設備工事

30年10月 西日本土木㈱ 下請 熊本県 (仮称)ぽぽろﾊｳｽ新築工事　電気機械設備工事

30年10月 ㈱大石企画 下請 福岡県 　(仮称)K-caféふくおかにし店一期･二期新築工事　電気機械設備工事　

30年10月 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ 下請 福岡県 ﾘﾝｸﾊｳｽ天神南新築工事　電気機械設備工事

30年10月 森田建設(株) 下請 熊本県 あらき整形外科医院新築工事　電気機械設備工事

30年11月 ㈱北野ﾋﾞﾙ 元請 熊本県 (仮称)ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ神水店新築工事　電気機械設備工事

30年11月 ㈱太田工務店 下請 佐賀県 (仮称)ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘ鳥栖蔵上店新築工事　

30年11月 ㈱和田組 下請 大分県 (仮称)割烹さとう様ﾏﾝｼｮﾝ新築工事　給排水衛生設備工事

30年11月 ㈱菅組 下請 大分県 (仮称)TRIAL豊後高田店新築工事　機械設備工事

30年11月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州㈱ 元請 福岡県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ本社　空調設備工事

注文者　元請・下請の区分23期

平成30年度



竣工年月 工事場所 工事名

30年11月 森田建設(株) 下請 福岡県 (仮称)高橋眼科新築工事　電気設備工事

30年11月 ㈱大石企画 下請 福岡県 (仮称)万惣朝倉店新築工事　電気設備工事

30年11月 大和ﾊｳｽ工業㈱ 下請 福岡県 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ北九州福津店新築工事　電気機械設備工事

30年12月 平倉建設(株) 下請 大分県 ｽｰﾊﾟｰ細川下郡店新築工事　機械設備工事

30年12月 江藤産業㈱ 下請 大分県 (仮称)別府市上田の湯町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事　電気機械設備工事

30年12月 ㈱イチケン 下請 山口県 (仮称)ﾙｰﾄｲﾝｸﾞﾗﾝﾃｨｱ山口湯田温泉新築工事　機械設備工事

30年12月 大和ﾊｳｽ工業㈱ 下請 福岡県 株式会社宗太郎本社事務所新築工事　電気機械設備工事

30年12月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州㈱ 元請 福岡県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭBRANCH福岡下原店C工事　機械設備工事

30年12月 ㈱日装建 下請 福岡県 ﾛｲﾔﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ久留米弐番館新築工事　電気機械設備工事　

30年12月 日本建設(株) 下請 福岡県 高倉運輸倉庫棟新築工事　機械設備工事

30年12月 北洋建設(株) 下請 大分県 五反田病院増築工事　機械設備工事

30年12月 ㈱ｱｲﾋﾞｯｸ 下請 熊本県 南城苑新館増改築工事　電気機械設備工事

30年12月 ㈱吉永産業 下請 長崎県 ｼﾙﾊﾞｰﾊﾞｯｸ諫早西店新築工事(BC工事)　電気設備工事

30年12月 富士建設 下請 福岡県 (仮称)Branche薬院大通新築工事　機械設備工事

31年1月 江藤産業㈱ 下請 大分県 (仮称)森永食研㈱うきは工場倉庫増築工事　電気機械設備工事

31年1月 黒木建設(株) 下請 佐賀県 (仮称)TRIAL新唐津店新築工事　給排水衛生換気工事

31年1月 ㈱和田組 下請 大分県 (仮称)木の上ﾏﾝｼｮﾝ新築工事　電気機械設備工事

31年1月 ㈱大石企画 下請 佐賀県 (仮称)ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘ江北店新築工事　電気機械設備工事

注文者　元請・下請の区分23期

平成30年度



竣工年月 工事場所 工事名

31年1月 ㈱西日本土木 下請 大分県 福岡酸素㈱大分営業所事務所新築工事　電気機械設備工事

31年1月 日本建設(株) 下請 福岡県 北九州培養ｾﾝﾀｰ新築工事　電気機械設備工事

31年1月 ㈱大石企画 下請 熊本県 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘ人吉店新築工事　電気機械設備工事

31年1月 丸宮建設(株) 下請 鹿児島県 (仮称)ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ鹿屋店新築工事　給排水空調換気設備工事

31年1月 大和ﾊｳｽ工業㈱ 下請 福岡県 ﾎﾞﾙﾎﾞ･ｶｰｽﾞ北九州新築工事　電気設備工事

31年1月 社会福祉法人愛泉会 元請 大分県 情和園CO2削減事業工事　電気機械設備工事

31年2月 ㈱和田組 下請 大分県 (仮称)Grand JADE 寿町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事　給排水換気設備工事

31年2月 大木建設(株) 下請 福岡県 Alfa FIAT ABARTH FUKUOKA新築工事　電気機械設備工事

31年2月 大淀開発㈱ 下請 宮崎県 (仮称)ﾆﾄﾘ宮崎北店新築工事　給排水衛生空調工事

31年2月 ㈱和田組 下請 大分県 (仮称)こころの森保育園新築工事　電気機械設備工事

31年2月 ㈱大石企画 下請 熊本県 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘ荒尾店新築工事　電気機械設備工事

31年2月 ㈱みらいﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 下請 佐賀県 (仮)SAｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ佐賀ﾋﾞﾙ新築工事　電気機械設備工事

31年2月 ㈱友桝飲料 元請 佐賀県 友桝飲料ABCﾗｲﾝ改修増設工事　電気機械設備工事

注文者　元請・下請の区分23期

平成30年度



竣工年月 工事場所 工事名

29年3月 (有)上田設備		 下請 佐賀県 服巻医院＋ﾃﾞｲｹｱｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備工事　機械設備工事

29年3月 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ		 下請 福岡県 引津保育園増築工事　電気設備工事

29年3月 ㈱菅組		 下請 大分県 新竹田市立図書館建設工事　給排水空調換気設備工事

29年3月 ㈱大洋建設 下請 福岡県 障害者支援施設 大牟田恵愛園移転新築工事　電気機械設備工事

29年3月 日本建設(株) 下請 大分県 日産P大分改修工事　電気設備工事

29年3月 ㈱平野工務店 下請 大分県 ｱｰｼﾞｮｽﾊﾟｼﾞｵ鶴崎新築工事　機械設備工事

29年3月 ㈱松尾組 下請 福岡県 ﾛｰｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ社屋新築工事　電気機械設備工事

29年3月 ㈱ﾅｶﾉﾌﾄﾞｰ建設 下請 福岡県 (仮称)博多駅前ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ計画工事 機械設備工事

29年3月 ㈱大洋建設		 下請 福岡県 ﾋﾞｯｸﾞﾓｰﾀｰ古賀店新築工事　電気機械設備工事

29年3月 日本建設(株) 下請 福岡県 七隈4丁目手嶋ﾋﾞﾙⅡ･Ⅲ新築工事　機械設備工事

29年3月 大木建設(株) 下請 熊本県 ｶﾘｰﾉ新外店 震災復旧現況回復工事　機械設備工事

29年3月 りんかい日産建設㈱ 下請 山口県 (仮称）ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ宇部新築工事 給排水空調設備工事

29年3月 りんかい日産建設㈱ 下請 福岡県 (仮称)ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ柳川新築工事　電気機械設備工事

29年3月 松井建設(株) 下請 福岡県 白糸農園作業訓練棟工事　給排水衛生空調設備工事

29年3月 松井建設(株) 下請 福岡県 ひかりと風とｻｸﾗﾝﾎﾞ新築工事　電気機械設備工事

29年3月 日本建設(株) 下請 福岡県 ﾀﾞｲﾚｯｸｽ黒崎店新築工事　機械設備工事

29年3月 ㈱大石企画 下請 佐賀県 武雄複合店舗新築工事　機械設備工事

29年3月 匠建設(株) 下請 福岡県 (仮称)ｱｽｸ那珂1丁目保育園新築工事　電気設備工事

注文者　元請・下請の区分22期

平成29年度

完成工事高

￥5,003,547,638



竣工年月 工事場所 工事名

29年3月 ㈱松尾組	 下請 福岡県 ｸﾘｸﾗ福岡ﾌﾟﾗﾝﾄ新設工事　機械設備工事

29年4月 九州建設(株)		 下請 熊本県 (仮称)九品寺ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 機械設備工事

29年4月 日本建設(株)	 下請 福岡県 菅原企業内保育施設新築工事　機械設備工事

29年4月 ㈱大石企画 下請 福岡県 (仮称)ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘ南区花畑店新築工事　電気機械設備工事

29年4月 ㈱平野工務店 下請 大分県 ｱｰｼﾞｮｽﾊﾟｼﾞｵ西大道新築工事　機械設備工事

29年4月 ㈱中野建設 下請 佐賀県 ｵｰﾙｾｰﾌ九州小城工場新築工事　機械設備工事

29年4月 ㈱松尾組 下請 福岡県 立石紙工㈱本社工場新築工事　電気機械設備工事

29年4月 ㈱イチケン 下請 熊本県 (仮称)ｻﾆｰ水前寺店新築工事　電気機械設備工事

29年4月 狭豊住宅		 下請 大分県 都町ｱﾙﾀﾋﾞﾙ新築工事　電気機械設備工事

29年5月 河津建設(株) 下請 大分県 一ノ宮脳神経外科病院増築工事　機械設備工事

29年5月 大木建設(株) 下請 長崎県 ｶﾘｰﾉ島原商業施設新築工事　機械設備工事

29年5月 北洋建設(株) 下請 福岡県 特別養護老人ﾎｰﾑ香春公和苑新築工事 給排水設備工事

29年5月 北洋建設(株) 下請 福岡県 特別養護老人ﾎｰﾑ次郎丸の里新築工事　機械設備工事

29年5月 ㈱大洋建設 下請 熊本県 ﾋﾞｯｸﾞﾓｰﾀｰ熊本浜線店新築工事　電気設備工事

29年5月 日本建設(株) 下請 福岡県 さわやかくきのうみ新築工事　機械設備工事

29年5月 石原電設 下請 長崎県 島原商業施設(ｽｰﾊﾟｰｷｯﾄﾞ)電気A･C工事

29年5月 ㈱菅組 下請 宮崎県 (仮称)TRIAL西都店内装工事　機械設備工事

29年5月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州㈱ 元請 福岡県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ大村空港通り店空調設備更新工事

注文者　元請・下請の区分22期

平成29年度



竣工年月 工事場所 工事名

29年6月 ㈱吉永産業	 下請 熊本県 加寿美学園｢校舎(1号館･2号館･3号館)･寮｣改築工事　給排水追加工事

29年6月 ㈱松尾組		 下請 福岡県 八幡紫雲閣新築工事　電気機械設備工事

29年6月 松井建設(株)	 下請 福岡県 第二回生園新築工事　給排水衛生空調設備工事

29年6月 日本建設(株) 下請 福岡県 (仮称)足立内山ﾋﾞﾙ新築工事　機械設備工事

29年6月 日本建設(株) 下請 福岡県 JSSちくご新築工事　機械設備工事

29年6月 ㈱中野建設 下請 福岡県 倉庫改修･外構整備工事　電気機械設備工事

29年6月 ㈱菅組 下請 鹿児島県 (仮称)TRIAL霧島隼人店新築工事　機械設備工事

29年6月 ㈱イチケン 下請 福岡県 (仮称)WeBase博多新築工事　電気機械設備工事

29年7月 西日本土木㈱	 下請 熊本県 ｸﾞｯﾄﾞｲﾝ松橋新築工事　機械設備工事

29年7月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州㈱ 元請 長崎県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ池野店空調設備更新工事

29年7月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州㈱ 元請 長崎県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭﾒﾙｸｽ長崎店店内空調機入替え工事(電気設備追加工事)

29年7月 ㈱大石企画 下請 山口県 (仮称)ﾀﾞｲﾚｯｸｽ東岐波店新築工事　機械設備工事

29年7月 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ 下請 熊本県 (仮称)TRIAL大津室店新築工事　機械設備工事

29年7月 ㈱和田組 下請 大分県 ﾜｲｴｲｼｲ大分工場3F改修工事　電気機械設備工事

29年8月 大和ﾊｳｽ工業㈱ 下請 福岡県 (仮称)森様貸施設新築工事　機械設備工事

29年8月 黒木建設(株) 下請 佐賀県 (仮称)TRIAL新鹿島店新築工事　機械設備工事

29年8月 ㈱平野工務店 下請 大分県 釘宮整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘｸﾘﾆｯｸ増築工事　機械設備工事

29年8月 匠建設(株) 下請 福岡県 大宮252ﾏﾝｼｮﾝ新築工事　電気機械設備工事

注文者　元請・下請の区分22期

平成29年度



竣工年月 工事場所 工事名

29年8月 ㈱エス・エス 下請 福岡県 くら寿司博多中州店B工事　電気機械設備工事

29年9月 ﾐｻﾜﾎｰﾑ九州㈱ 下請 大分県 club湯布院villa新築工事　機械設備工事

29年9月 大和ﾊｳｽ工業 下請 福岡県 鹿島道路福岡営業所新築工事　給排水設備工事

29年9月 ㈱和田組 下請 大分県 ｱﾙﾊﾞｶﾞｰﾃﾞﾝｸﾞﾗﾝﾃﾞｰｼﾞ城崎新築工事 給排水衛生設備工事

29年9月 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ 下請 福岡県 てら岡本店新築工事　電気設備工事

29年9月 日本建設(株) 下請 福岡県 ﾌｧｰｽﾄﾀﾞｳﾝ改修工事　電気設備工事

29年9月 黒木建設(株) 下請 佐賀県 特別養護老人ﾎｰﾑ　ｼﾙﾊﾞｰｹｱ三瀬増設工事　給排水設備工事

29年9月 黒木建設(株) 下請 佐賀県 (仮称)ｻﾝｷ伊万里店建替工事　給排水設備工事

29年9月 黒木建設(株) 下請 佐賀県 ｼﾆｱﾎｰﾑ高木瀬ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ新築工事　電気機械設備工事

29年9月 ㈱中野建設 下請 佐賀県 社会福祉法人 はるﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ新築工事　電気設備工事

29年10月 ㈱アメイズ	 元請 鹿児島県 HOTEL A.Z鹿児島垂水店新築工事 給排水衛生空調電気設備工事

29年10月 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ		 下請 長崎県 ﾄﾗｲｱﾙ時津店新築工事 機械設備工事

29年10月 大洋建設 下請 鹿児島県 ﾋﾞｯｸﾓｰﾀｰ鹿児島店新築工事　電気機械設備工事

29年10月 ﾘﾝｸｽﾎﾟｰﾂ㈱ 元請 福岡県 (仮称)ｲﾝﾄﾞｱﾃﾆｽｽｸｰﾙﾗﾌ六本木大濠校新築工事　電気機械設備工事

29年10月 ㈱宇佐美組 下請 大分県 (仮称)ｴﾃﾞｨｵﾝ日田店新築工事　機械設備工事

29年11月 ㈱菅組 下請 福岡県 (仮称)ﾄﾗｲｱﾙ本社ﾘﾆｭｰｱﾙ工事　給排水衛生設備工事

29年11月 松井建設(株) 下請 大分県 ｻﾝﾚｰ日田紫雲閣田島館新築工事　電気設備工事

29年11月 日本建設(株) 下請 福岡県 ARK GARDEN新築工事　機械設備工事

注文者　元請・下請の区分22期

平成29年度



竣工年月 工事場所 工事名

29年11月 大和ﾘｰｽ㈱	 下請 大分県 ﾄﾞﾗｯｸﾞｾｲﾑｽ大分奥田店新築工事　電気機械設備工事

29年11月 ㈱菅組 下請 大分県 (仮称)TRIAL大分大道店新築工事　機械設備工事

29年11月 ㈱栗木工務店 下請 大分県 ﾀﾞｲﾚｯｸｽ玖珠店新築工事　機械設備工事

29年11月 世紀建設(株) 下請 熊本県 ﾏﾙｾｲ健軍本店新築工事　機械設備工事

29年12月 ㈱吉永産業 下請 熊本県 (仮称)ﾌｧｲﾌﾞｽﾀｰﾋﾞﾙ新築工事　機械設備工事

29年12月 ㈱和田組 下請 大分県 (仮称)Grand JADE 都町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事　給排水衛生設備工事

29年12月 西日本土木㈱ 下請 大分県 中津齋藤ﾏﾝｼｮﾝ改修工事　電気機械設備工事

29年12月 ㈱松尾組 下請 福岡県 (仮称)帆足歯科医院新築工事　電気設備工事

29年12月 ㈱松尾組 下請 福岡県 九州ｽｽﾞｷ販売㈱小倉営業所建替工事　電気機械設備工事

29年12月 ㈱中野建設 下請 佐賀県 西九ﾘﾈﾝ㈱ﾎﾃﾙﾘﾈﾝ鳥栖工場新築その他工事　機械設備工事

30年1月 ㈱吉永産業 下請 熊本県 加寿美学園｢校舎(1号館･2号館･3号館)･寮｣改築工事　機械設備工事

30年1月 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ 下請 佐賀県 ｸﾞｯﾃﾞｨ基山弥生が丘店新築工事　機械設備工事

30年1月 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ 下請 福岡県 (仮称)福岡市中央区清川2丁目新築工事　電気機械設備工事

30年1月 北洋建設(株) 下請 佐賀県 (仮称）TRIAL新武雄店新築工事　機械設備工事

30年1月 ㈱OZ工務店 下請 福岡県 白金1615ﾏﾝｼｮﾝ新築工事　機械設備工事

30年1月 ㈱鴻池組 下請 福岡県 (仮称)TRIALｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ店新築工事　電気機械設備工事

30年1月 起産建設(株) 下請 福岡県 (仮称)博多ﾎﾃﾙ＆ｹﾞｽﾄﾊｳｽ改装工事　電気機械設備工事

30年1月 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ 下請 福岡県 香蘭短期大学付属 那珂川第一幼稚園増設工事　電気機械設備工事

注文者　元請・下請の区分22期

平成29年度



竣工年月 工事場所 工事名

30年1月 学校法人 山内学園 下請 福岡県 香蘭ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校ﾄｲﾚ改修工事

30年2月 ㈱吉永産業 下請 熊本県 社会福祉法人致知会養護老人ﾎｰﾑあそ上寿園建設工事 電気機械設備工事

30年2月 ㈱ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ	 下請 福岡県 (仮称)TRIAL柳川西蒲池店新築工事　機械設備工事

30年2月 ㈱未来図建設 下請 佐賀県 GM佐賀駅前新築工事　電気設備工事

30年2月 ㈱へいせい 下請 福岡県 (仮称)ﾄﾘｾﾞﾝﾌｰｽﾞ糸島工場新築工事　空調設備工事

30年2月 ㈱へいせい 下請 福岡県 (仮称)ﾄﾘｾﾞﾝﾌｰｽﾞ糸島工場新築工事　給排水衛生設備工事

30年2月 ㈱へいせい 下請 福岡県 (仮称)Branch西新新築工事　機械設備工事

30年2月 ㈱大石企画 下請 宮崎県 (仮称)宮崎木花台複合店舗(ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ)新築工事　機械設備工事

30年2月 ㈱イチケン 下請 福岡県 (仮称)ゆめﾏｰﾄ福津新築工事　機械設備工事

注文者　元請・下請の区分22期

平成29年度



竣工年月 工事場所 工事名

28年3月 (株)大石企画 下請 佐賀県 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘ神園店新築工事 電気機械設備工事

28年3月 (株)大石企画 下請 佐賀県 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘ佐賀本庄店新築工事 電気機械設備工事

28年3月 三軌建設(株) 下請 鹿児島県 上荒田開発店舗新築　電気設備工事

28年3月 (株)平野工務店 下請 大分県 中央町ﾋﾞﾙ新築工事　給排水設備工事

28年3月 (有)ﾐｽﾞﾃｯｸ／五光建設(株) 下請 福岡県 ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ吉井ﾊﾞｲﾊﾟｽ店新築工事 機械設備工事

28年3月
(株)ｱﾒｲｽﾞ
大和ﾊｳｽ工業(株)

元請 宮崎県 HOTEL A.Z宮崎都農店新築工事 給排水衛生空調電気設備工事

28年3月 大和ﾘｰｽ(株) 下請 福岡県 ﾀﾞｲﾚｯｸｽ大川上巻店新築工事　給排水衛生設備工事

28年3月 大和ﾘｰｽ(株) 下請 大分県 (仮称)くら寿司南大分店新築工事　電気機械設備工事

28年3月 重藤外科医院 元請 熊本県 重藤外科医院増築工事 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火設備工事

28年3月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州(株) 元請 熊本県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ上荒田新築工事(C工事)　電気換気空調給排水工事

28年3月
(株)ｱﾒｲｽﾞ
大和ﾊｳｽ工業(株)

元請 福岡県 HOTEL A.Zうきは店新築工事 給排水衛生空調電気設備工事

28年3月
(株)ｱﾒｲｽﾞ
大和ﾊｳｽ工業(株)

元請 福岡県 HOTEL A.Z香春店新築工事 給排水衛生空調電気設備工事

28年4月 大和ﾘｰｽ(株) 下請 大分県 ｸﾞﾘｰﾝｳﾞｨﾚｯｼﾞ中津有料老人ﾎｰﾑ新築工事　電気給排水衛生工事

28年4月 (有)松秀 元請 大分県 GAHAMAﾃﾗｽ新築工事 電気機械設備工事

28年4月 日本建設(株) 下請 福岡県 ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ新築工事　機械設備工事

28年4月
(株)ｱﾒｲｽﾞ
大和ﾊｳｽ工業(株)

下請 鹿児島県 HOTEL A.Z鹿児島喜入店新築工事 給排水衛生空調電気設備工事

28年4月
(株)ｱﾒｲｽﾞ
大和ﾊｳｽ工業(株)

下請 福岡県 HOTEL A.Z福岡古賀店新築工事 給排水衛生空調電気設備工事

28年4月
(株)ｱﾒｲｽﾞ
大和ﾊｳｽ工業(株)

下請 大分県 HOTEL A.Z大分三重店新築工事 給排水衛生空調電気設備工事

注文者　元請・下請の区分21期

平成28年度

完成工事高

￥4,605,177,498



竣工年月 工事場所 工事名

28年4月 (株)ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ 下請 福岡県 TRIAL唐津中原店新築工事　給排水衛生空調設備工事

28年4月 日本建設(株) 下請 福岡県 ﾕｳﾍﾞﾙ千隈外構新築工事　給排水衛生設備工事　

28年4月 (株)北洋建設 下請 福岡県 (仮称)ｺﾒﾘﾎｰﾑｾﾝﾀｰうきは店新築工事 機械設備工事

28年5月 (株)北洋建設 下請 福岡県 株式会社Aｺｰﾌﾟ九州Aｺｰﾌﾟ須惠店新築工事 機械設備工事

28年5月 (株)前川製作所 下請 大分県 H27年度㈱大分畜産公社新施設建設工事　電気設備工事

28年5月 黒木建設(株) 下請 佐賀県
社会福祉法人敬愛会 特別養護老人ﾎｰﾑｼﾙﾊﾞｰｹｱｰ三瀬増改修工事
 給排水空調設備工事

28年6月 りんかい日産建設(株) 下請 大分県 (仮称)ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ日田駅前新築工事 電気機械設備工事

28年6月 西日本ｸﾞｯﾄﾊﾟｰﾄﾅｰ(株) 下請 大分県 (仮称)大分市津守賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 給排水衛生設備工事

28年6月 松井建設(株) 下請 福岡県 上村循環器科医院新棟工事　給排水衛生空調設備工事

28年6月 日本建設(株) 下請 福岡県 末日聖徒福岡ﾜｰﾄﾞ増築工事 給排水空調設備工事

28年6月 (株)大石企画 下請 熊本県 ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ宇土店地震補修工事　電気機械設備工事

28年6月 (株)ｺﾑﾃｯｸｽ 下請 熊本県 黒潮市場御船店　電気機械設備工事

28年7月 (株)坂口建設産業 下請 福岡県 (仮称)羽山台有料老人ﾎｰﾑ･ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ新築工事 給排水衛生空調電気設備工事

28年7月 (株)和田組 下請 長崎県 (仮称)丸山町ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 電気･給排水衛生設備工事

28年7月 (株)和田組 下請 大分県 H.27年度㈱畜産公社新施設建設 電気機械設備工事

28年7月 (株)安部勇建設 下請 大分県 ｻﾝﾃﾗｽ別府　さつき通り新築工事　電気機械設備工事

28年7月
(株)ｱﾒｲｽﾞ
大和ﾊｳｽ工業(株)

下請 大分県 　HOTEL A.Z大分佐伯店新築工事 給排水衛生空調電気設備工事

28年7月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州(株) 元請 福岡県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ大橋店　改装電気･給排水･空調工事

注文者　元請・下請の区分21期

平成28年度



竣工年月 工事場所 工事名

28年7月 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州(株) 元請 熊本県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ熊本北店　空調設備工事

28年7月 飯田建設(株) 下請 福岡県 香蘭ﾌｧｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校空調更新工事 

28年7月 (株)ﾚｯﾄﾞｷｬﾍﾞﾂ 下請 長崎県 レッドキャベツショッピングﾓｰﾙ南長崎２階空調新設工事 空調設備工事

28年8月 (株)大石企画 下請 熊本県 (仮称)APﾀｳﾝTSUNOURA新築工事 電気機械設備工事

28年8月 東西産業(株) 下請 大分県 H27年度㈱大分県畜産公社新施設建設工事　大動物･小動物器具配管工事

28年8月 九工建設(株) 下請 大分県 九工ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社屋新築工事 電気設備工事

28年8月 松尾建設(株) 下請 大分県 原病院増設工事 給排水衛生設備工事

28年8月 ﾘﾝｸｽﾎﾟｰﾂ(株) 下請 福岡県 (仮称)ﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞﾗﾌ姪浜校改修C工事 電気機械設備工事

28年8月 (株)大洋建設 下請 福岡県 ﾗﾝﾃﾙ久留米営業部倉庫様新築工事 電気機械設備工事

28年9月 松井建設(株) 下請 福岡県 特養老人ﾎｰﾑ城山之荘新築　給排水衛生設備工事

28年9月 梅林建設(株) 下請 福岡県 (仮称)TRIAL大刀洗店新築工事　機械設備工事

28年9月 (株)北洋建設 下請 福岡県 　(仮称)ｺﾒﾘＨ&Ｇ大岳店新築工事 機械設備工事

28年9月 上村建設(株) 下請 福岡県 ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ正弥久留米駅前新築工事　給排水衛生設備工事

28年9月 西日本土木(株) 下請 大分県 ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ大分市宮崎店舗新築工事 給排水衛生設備工事

28年10月 (株)松尾組 下請 福岡県 福岡銀行守恒支店新築工事 電気機械設備工事

28年10月 (株)増永組 下請 熊本県 冨田邸新築工事 電気給排水設備工事

28年10月 大同建設(株) 下請 福岡県 ｼﾞｰﾙ北九州新築工事　給排水空調工事

28年11月 (株)菅組 下請 福岡県 (仮称)TRIAL那珂川店内装工事　給排水空調設備工事

注文者　元請・下請の区分21期

平成28年度



竣工年月 工事場所 工事名

28年11月 松井建設(株) 下請 福岡県 佐藤産業本社事務所倉庫 電気機械設備工事

28年11月 (株)大石企画 下請 熊本県 APﾀｳﾝはません地震補修工事 電気機械設備工事

28年12月 (株)トーケン 下請 熊本県 株式会社ほがや新築工事　電気機械設備工事

28年12月 上村建設(株) 下請 福岡県 高森整形外科･内科･歯科新築工事 機械設備工事

28年12月 西日本土木(株) 下請 大分県 ｻﾝｼｬｲﾝ88新築工事　電気機械設備工事

29年1月 (株)ｱｲﾋﾞｯｸ 下請 大分県 大道ｱﾊﾟｰﾄ新築工事　電気機械設備工事

29年1月 大和ﾊｳｽ工業(株) 下請 福岡県 大名ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ新築工事　電気機械設備工事

29年1月 梅林建設(株) 下請 福岡県 ｸﾞﾘｰﾝﾛｼﾞｽﾃィｸｽ㈱九州物流ｾﾝﾀｰ新築工事　機械設備工事

29年1月 大匠建設(株) 下請 福岡県 えのもと歯科ｸﾘﾆｯｸ新築工事　機械設備工事

29年1月 大和ﾊｳｽ工業(株) 下請 福岡県 不二精機第二工場新築工事　給排水空調設備工事

29年1月 金子建設(株) 下請 福岡県 (仮称)上津町地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ新築工事 機械設備工事

29年1月 有澤建設(株) 下請 福岡県 (仮称)博多区東那珂倉庫付事務所新築工事　機械設備工事

29年1月 (株)ｻﾝｺｰﾋﾞﾙﾄﾞ 下請 福岡県 (仮称)大名2丁目ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ新築工事　電気機械設備工事

29年2月 江藤産業(株) 下請 大分県 (仮称)長浜ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 電気機械設備工事

29年2月 九工建設(株) 下請 福岡県 (仮称）福岡那珂賃貸ﾏﾝｼｮﾝ新築工事 電気給排水衛生設備工事

29年2月 九工建設(株) 下請 大分県 ｸﾞﾗﾝｺﾑｻ寺崎新築工事　機械設備工事

29年2月 大和リース(株) 下請 熊本県 有料老人ﾎｰﾑ陽かりの郷壱号館新築工事　機械設備工事

29年2月 (株)太田工務店 下請 佐賀県 旧まいづる9 浜玉店改装工事　電気設備工事

注文者　元請・下請の区分21期

平成28年度
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