NOAK

会社概要

商号

株式会社 ノア・カワバタ（NOAK ：

創業

・大正 ５年 ９月 創業
・昭和４２年 ９月 株式会社 設立

資本金

・１，０００万円

代表者

代表取締役 社長

加入団体

・福岡商工会議所

森

主取引銀行 ・西日本シティ銀行

正

New Office Amenity KAWABATA）

敏

・福岡県中小企業経営者協会
・福岡銀行

業務内容

・事務所レイアウト提案、計画・設計・施工、移転・引越、
・店舗、商業施設のデザイン、設計・施工
・内装仕上、電気通信に関する設計・施工
・文具、事務用品、事務機器の販売
・ギフト、ノベルティの提案・販売
・什器備品、部品、消耗品の提案・販売
・オフィス家具、家電品等の提案・販売
・セキュリティ設計、提案、施工
・その他附帯する事業

所在地

本社

福岡市博多区博多駅前２－１－１（福岡朝日ビル）
TEL 092-481-2611 FAX 092-481-2610

SOHOウエストコート姪浜店福岡市西区内浜１－７－３
（ウエストコート姪浜レジャービル）
TEL 092-884-2000

従業員数

SOHO姪浜デイトス店

福岡市西区姪浜４－８－２（姪浜デイトス）
TEL 092-400-7448

NOAKサンプラザ店

福岡市博多区博多駅前２－１－１（福岡朝日ビル）
TEL 092-431-6021

北九州営業所

北九州市小倉北区浅野１－２
新幹線小倉駅西オフィス ３０２号
TEL 093-512-6055

平成２４年 ４月現在
総員 ３２名
常勤役員 ３名 正社員 １２名 パート・アルバイト従業員 17名
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会社の沿革 大正 ５年 ９月

博多区下川端に文具小売商『川端文具』を創業

昭和４２年 ９月

『株式会社 文具のかわばた』 設立

昭和４５年 ４月

福岡朝日ビルに『朝日ビル店』 開設

昭和５０年 ３月

博多駅 デイトスに『レ・ミュ店』 開設

昭和５２年 ９月

福岡センタービルに『サンプラザ店』 開設
（朝日ビル店）統合

昭和６２年 ９月

『株式会社 ノアカワバタ』に社名変更

昭和６３年 ３月

博多区中呉服町に本店所在地を移転

平成 ８年 ４月

西区姪浜ウエストコートに『SOHO 姪浜店』開設

平成１４年 ７月

博多駅前２丁目（現本店所在地）に本店を移転

平成１９年１１月

新幹線小倉駅ひまわり通に『北九州営業所』を開設

平成２０年１１月

西区姪浜デイトスに『SOHO姪浜デイトス店』開設

平成２１年 ４月

サンプラザ店増床 オープン

主な取引先 ・官公庁様 ・NTT及び関連企業様 ・JR及び関連企業様 ・福岡空港商事様

・西日本シティ銀行及び関連企業様 ・サニクリーン九州様 ・ブリジストン関連企業様
日清医療食品福岡支店・南九州支店・中国支店様 ・その他
主な仕入先 ・コクヨ ・パイロット ・三菱鉛筆 ・ライオン ・多磨屋 ・ナガイケ ・オーニシ

・イトーキ ・その他

ホームページ http://www.noak.co.jp
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工事経歴書
西日本旅客鉄道株式会社様
平成２２年 ２月施工

西日本新幹線博多駅
J ルーム

皇室・要人様 貴賓室

西日本旅客鉄道株式会社様
プレミアルーム

平成２２年 ８月施工

J ウエストカード 加入（VIP)様
ウエイティングルーム

許認可等
建設業の許可
一般内装仕上工事業
一般電気通信工事業
産業廃棄物収集運搬許可
古物商許可証
全省庁入札参加資格登録番号
福岡県入札参加資格登録番号
福岡市入札参加資格登録番号

3

般１４－第９７５９９号

第７７００１２０９９５号
第 9099900 ３３４７４
０００１１２８９５
９０００４５７４
２３４３３

竣工年月

発注先様

1997年11月 ㈶電気通信共済会

1998年3月 ㈱NTTドコモ九州
1999年3月 博多座西銀再開発ビル
JVにて受注
1999年5月 ドコモサービス九州㈱

工事名称

工事内容

NTTドコモ九州本社ビル

新築移転 オフィス設計・内装工事・備品納入設置
引越移転作業
ドコモショップ モバイルジョイ 新設
店舗設計・内装工事・
備品納入設置
新築移転 オフィス設計・内装工事・備品納入設置
博多座西銀再開発ビル
引越移転作業
ドコモショップ福岡交通センター 新設
店舗設計・内装工事・備品納入設置

1999年5月 福岡空港ビルディング㈱ 西側国際線ビルディング内店舗 新築
2000年2月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱
九州旅客鉄道本社
JVにて受注
2000年9月 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本福岡開発 新幹線小倉駅小倉食堂
2001年3月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

店舗設計・内装工事・備品納入設置

新築移転 オフィス設計・内装工事・備品納入設置
引越移転作業
内装工事・サイン工事・備品納入設置
新築

2002年6月 福岡市

九州旅客鉄道北部地域本社 新築移転 オフィス設計・内装工事・備品納入設置
引越移転作業
新築移転 移転引越・内装工事・倉庫備品他
久留米営業所
備品納入設置・廃棄
博多駅前水道局
新築
内装工事・備品納入設置

2003年1月 福岡市

国際会議場

新築

2003年2月 テルウエル西日本㈱

ドコモアイ九州

新築移転 内装工事・備品納入設置

2003年2月 ㈱NTTファシリティーズ

ﾄﾞｺﾓｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ九州

新築移転 内装工事・備品納入設置

2003年3月 ㈱キノシタ

ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ田川ﾊﾞｲﾊﾟｽ店

新築移転 店舗デザイン・レイアウト・内装工事
備品納入設置・屋内・外サイン工事
病院什器搬入設置・分煙室工事

2002年3月 ㈱サニクリーン九州

2003年5月 赤間病院
2003年5月 福岡空港商事㈱

第２ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ

備品納入設置

テーブル・イス納入設置

2003年7月 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本福岡開発 新幹線小倉駅ひまわり通り
新設
（小倉らうめん横町）
2003年12月 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本
ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ 博多列車営業センター事務所 移転
2004年2月 ㈱リンリン
ドコモアミ八幡東店
新築

店舗企画・設計・内装・サイン工事
備品・厨房用品納入設置

2004年7月 ㈱サニクリーン九州

沖縄南部営業所

新築

備品納入設置・引越作業
店舗デザイン・レイアウト・内装工事
備品納入設置・屋内・外サイン工事
備品・事務機器納入設置

2004年7月 ㈱リンリン

凛屋（小倉魚町・居酒屋）

新設

店舗デザイン・設計・内装工事・厨房他

備品納入設置・屋内・外サイン工事
移設工事

2004年10月 西日本シティ銀行

合併統合・別館

2004年10月 福岡空港商事㈱

第２ビルブックショップ

2005年2月 西日本シティ銀行

渉外統合 ７カ店

改修

店舗改修内装工事・備品納入設置
渉外統合移転内装・備品納入設置

2005年2月 西銀モーゲージサービス㈱

可動書庫移設・設置工事
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竣工年月

発注先様

工事名称

工事内容

2005年2月 ㈱日本電子

ﾄﾞｺﾓｱｲウエストコート姪浜店

新築

店舗デザイン・設計・内装工事
備品納入設置・屋内・外サイン工事
会議室予約・管理・広報システム設置

2005年3月 福岡朝日ビル㈱

会議室

2005年4月 原看護専門学校

講堂

改修

内装工事・備品撤去・納入設置

2005年4月 西日本シティ銀行

渉外統合 １１カ店

2005年5月 西銀カード㈱

九州カード合併

移転

2005年6月 ㈱サニクリーン九州

福岡天神店

新設

2005年7月 ㈱リンリン

ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ穂波店

新設

2005年11月 ㈱キノシタ

ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ椎田店

新設

2005年12月 ㈱日本旅行

Tis博多店

改修

渉外統合移転内装・備品納入設置

2006年2月 ㈶福岡県対ガン協会

移転

移転引越し作業・新規備品納入設置
電気・通信工事・引越後原状復旧工事
内装工事・倉庫備品他
備品・事務機器納入設置
店舗デザイン・設計・内装工事
備品納入設置・屋内・外サイン工事
店舗デザイン・設計・内装工事
備品納入設置・屋内・外サイン工事
店舗デザイン・設計・内装工事
備品納入設置・屋内サイン工事
移転引越し作業・新規備品納入設置

2006年2月 ドコモサービス九州㈱

ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ 博多店・花畑店

改修

2006年3月 福岡空港商事㈱

第１ビルラウンジ売店

改修

店舗デザイン・設計・内装工事
備品納入設置・屋内サイン工事
内装工事・備品納入設置

2006年4月 西日本不動産開発㈱

西銀博多座ﾋﾞﾙ共用部

改修

内装工事

2006年5月 ㈱日本電子

居酒屋 梅正

新設

店舗デザイン・設計・内装工事・厨房他

2006年5月 ㈱サニクリーン九州

延岡営業所

2006年9月 ㈱読売西部アイエス

ﾄﾞｺﾓｽﾎﾟｯﾄ鳥飼店

備品納入設置・屋内・外サイン工事
新築移転 移転引越・内装工事・倉庫備品他
備品納入設置・廃棄
新設
店舗デザイン・設計・内装工事
備品納入設置・屋内・外サイン工事
新築
店舗デザイン・設計・内装工事
備品納入設置・屋内・外サイン工事
ロッカー整備

2006年12月 ㈱ダイヤモンドテレコム九州支社 ｹｰﾀｲｼｮｯﾌﾟ坪井店
2007年３～６月

西日本シティ銀行

2007年3月 西日本ユウコー商事㈱

全本支店 1／２

㈱NIS・西日本ファミリーｻｰﾋﾞｽ 統合移転 事務所合併統合引越・オフィスレイアウト
増設内装工事・電気通信・備品納入設置

2007年8月 福岡海星女子学院

校内女子トイレ

改修

トイレ改修・内装工事

2007年9月 広成建設㈱

新幹線小倉駅耐震工事

附帯工事 店舗一時退避・戻し設置工事

2007年10月 双樹会 陽光の家（広島） 老人ホーム

新築

備品納入設置

2007年11月 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本福岡開発 ３階事務所

新設

OAフロアー設置工事（１０００㎡）

2007年12月 中国航空旅行㈱

事務所

移転

2008年2月 ㈱キノシタ

ﾄﾞｺﾓｽﾎﾟｯﾄ田川伊田駅店

新設

移転引越し作業・新規備品納入設置
電気・通信工事
店舗デザイン・設計・内装工事
備品納入設置・屋内・外サイン工事
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竣工年月

発注先様

工事名称

工事内容

2008年2月 ㈱日本電子

ﾄﾞｺﾓｽﾎﾟｯﾄ首里大里店

発券機納入設置

2008年3月 ドコモサービス九州㈱

ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ熊本花畑店

備品納入設置

2008年3月 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ福岡 小倉エリア室

備品納入設置

2008年3月 九州旅客鉄道㈱

旅行センター（旧ｼﾞｮｲﾛｰﾄﾞ）

改修

サイン変更改修工事

2008年5月 アイム電機工業㈱

本社

改修

オフィスレイアウト・内装工事・
備品納入設置
間仕切パーテション工事

2008年6月 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本福岡開発 新幹線小倉駅1階事務所

改修

2008年7月 福岡朝日ビル㈱

メールボックス

移転改修 改修・設置工事

2008年7月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱
2008年8月 ㈱キノシタ

九州旅客鉄道本社役員室
大会議室 会議システム
ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ田川バイパス店

2008年8月 福岡海星女子学院

講堂

2008年8月 大明㈱

九州支店

2008年9月 ㈱サニクリーン九州

都城営業所

2008年10月 ㈱フリーマン

熊本支店

納入設置
改修

店舗デザイン・設計・内装工事
空調設備・納入設置

移転新装 移転引越し・オフィスレイアウト・内装工事
備品納入設置・電気通信工事
新築移転 移転引越・内装工事・倉庫備品他
備品納入設置・廃棄
新築
備品納入設置

2008年10月 西日本島津化学サービス㈱ 本社

改修

オフィスレイアウト・内装工事
備品納入設置・電気通信工事

2008年12月 福岡空港商事㈱

第３ビルゲート店

改修

店舗デザイン・内装工事・備品納入設置

2009年1月 福岡空港商事㈱

第２ビル出発点

改修

店舗デザイン・内装工事・備品納入設置

2009年2月 福岡空港商事㈱

第１ビル出発点

改修

店舗デザイン・内装工事・備品納入設置

2009年5月 ㈱ジェイコム福岡

姪浜店

新築店舗 店舗デザイン・内装工事・備品納入設置

2009年7月 岩崎建設㈱

西日本シティ銀行下関支店

改修

内装工事・備品納入設置

2009年8月 岩崎建設㈱

西日本シティ銀行若松支店

改修

内装工事・備品納入設置

2009年9月 大明㈱

九州支店統合

2009年9月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

博多ターミナルビル

2009年10月 ㈱サンライフ

西日本シティ銀行新宮支店

移転改修 移転引越し・オフィスレイアウト・内装工事
備品納入設置・電気通信工事
2009年9月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店 新幹線テクノス広島・岡山支店
備品納入設置

備品納入設置

2009年10月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店 西日本旅客鉄道福岡支店
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新築移転 備品納入設置

備品納入設置

竣工年月

発注先様

工事名称

工事内容

2009年10月 西日本旅客鉄道㈱福岡支社 遺失物室・乗継改札

移設引越 移設・引越

2009年10月 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ福岡 フロント従業員用

ロッカー納入設置

2009年11月 福岡セントラル法律事務所 事務所

改修

2009年11月 ㈱ダイヤモンドテレコム中国支社 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟゆめシティ店

移転

移転引越し・オフィスレイアウト・内装工事

備品納入設置・電気通信工事
移転引越し・店舗ﾃﾞｻﾞｲﾝ設計・内装工事

備品納入設置・電気通信工事
プレミアム商品納品

2009年11月 ㈱三広
2009年12月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

本社

改修

2010年2月

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店

新幹線博多駅駅務室

2010年2月

清水建設広成建設九鉄工業JV 新幹線博多駅Jルーム（貴賓室）

新設

デザイン・設計・内装工事

2010年2月

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店 新幹線博多駅Jルーム（貴賓室）

新設

備品納入設置

2010年2月

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店

新築

備品搬入設置

博多南寮

備品納入設置
備品納入設置

2010年2月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

九州旅客鉄道博多駅

備品搬入設置

2010年2月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

九州旅客鉄道福間駅

備品搬入設置

2010年2月 ㈱日本電子

ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ橋本店

2010年3月

山陽新幹線博多駅事務室

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店

新築

店舗デザイン・レイアウト・内装工事
備品納入設置・屋内・外サイン工事
備品搬入設置

2010年3月 九州旅客鉄道㈱旅行事業部 JR九州旅行久留米支店

備品搬入設置

2010年3月 九州旅客鉄道㈱

久留米鉄道事業部

備品搬入設置

2010年3月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

九州旅客鉄道久留米駅

備品搬入設置

2010年3月 ㈱吉海工務店

玉川保育園

新築

間仕切・内装工事・備品納入設置

2010年4月 西日本シティTT証券㈱

北九州支店

新設

備品納入設置

2010年4月 福岡空港商事㈱

冷蔵ショーケース納入設置

2010年5月 ㈱サニクリーン九州

今宿営業所

2010年5月 西日本シティ銀行

粕屋ローン営業室

新築移転 移転引越・内装工事・倉庫備品他
備品納入設置・廃棄
備品搬入設置

2010年5月 ㈱サニクリーン九州

本社

改修

2010年5月 西日本島津化学サービス㈱ 本社
2010年5月 西日本ユウコー商事㈱

床タイルカーペット貼り替え工事
備品納入設置

本社

改修

セキュリティ強化・オフィスデザイン・ﾚｲｱｳﾄ

内装工事・備品納入設置・電気通信工事
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2010年6月 ㈱サニクリーン九州

宮崎営業所

2010年6月 福岡市

地域交流

2010年6月

山陽新幹線博多駅

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店

2010年８月 ㈱キノシタ

工事内容
新築移転 移転引越・内装工事・倉庫備品他
備品納入設置・廃棄
備品納入設置

備品納入設置

ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ伊田店

新築移転 移転引越・店舗デザイン・レイアウト・内装工事
備品納入設置・屋内・外サイン工事
山陽新幹線博多駅プレミアルーム
清水建設広成建設九鉄JV
2010年8月
新設
デザイン・設計・内装工事

2010年8月

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店 山陽新幹線博多駅プレミアルーム

新設

備品納入設置

2010年8月 九州旅客鉄道㈱

九州販売センター

備品納入設置

2010年8月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

九州旅客鉄道九州販売センター

備品納入設置

2010年8月 ㈱サニクリーン九州

大分南営業所

2010年9月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

新築移転 移転引越・内装工事・倉庫備品他
備品納入設置・廃棄
ドコモショップ平成大通店
什器・備品搬入設置工事
床工事
九州旅客鉄道熊本総合車両所
家電品納入設置

2010年10月 原土井病院

食堂

改修

テーブル・イス・納入設置

2010年10月 西日本シティ銀行

BOC北九州西

新設

備品納入設置

2010年10月 ㈱サンライフ

西日本シティ銀行BOC北九州西 新設

2010年9月 ドコモサービス九州(株）

内装工事

2010年10月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店 新幹線テクノス車両事業部

備品納入設置

2010年10月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

九州旅客鉄道熊本工務所

備品納入設置

2010年10月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

JR九州メンテック

業務用洗濯機及び備品納入設置

2010年12月 ケイ・エス・ケイ㈱

九州旅客鉄道熊本総合車両所

備品納入設置

2010年12月 西日本書庫センター

宮田営業所

増設

固定棚納入設置

2011年1月 西日本TT証券

黒崎支店

新設

備品納入設置

2011年1月

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店

山陽新幹線博多列車区

2011年2月

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店 山陽新幹線博多建築区・列車区

2011年2月

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店

備品納入設置
備品納入設置

山陽新幹線博多電気区

備品納入設置

2011年2月 西日本シティ銀行

黒崎支店

ソファー他備品納入設置

2011年2月 西日本シティ銀行

中津支店

ソファー他備品納入設置
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2011年2月

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店

工事名称

工事内容

新幹線テクノス本社

新築

オフィスレイアウト・備品納入設置

2011年2月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

北九州営業所資材センター

備品納入設置

2011年2月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

各事業所

備品納入設置

2011年3月 九州旅客鉄道㈱旅行事業部 博多シティ ３階

新設

備品納入設置

2011年3月 九州旅客鉄道㈱

九州新幹線 新６駅

新設

備品納入設置

2011年3月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

九州新幹線 新６駅

新設

備品納入設置

2011年3月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

九州新幹線 熊本工務所

新設

備品納入設置

2011年3月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

九州新幹線 新鳥栖工務所

新設

備品納入設置

2011年3月 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州商事㈱

九州電気システム

備品入替・搬出・納入設置

2011年3月

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店

山陽新幹線博多総合車両所他

備品納入設置

2011年3月

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店

山陽新幹線博多電気区

備品納入設置

2011年3月

ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本商事㈱福岡支店

山陽新幹線博多駅

備品納入設置

2011年3月 公立大学法人

福岡女子大学

備品納入設置

2011年3月 西日本シティ銀行

戸畑支店・本城支店・城野支店
黒崎支店・北九州営業部
みんなの家・青葉・三苫
新築

備品納入設置

2011年3月 ホームケアサービス

2011年4月 福岡セントラル法律事務所 事務所改修工事
2011年6月 ローズサービス㈱

大刀洗工場

新築

2011年9月 ㈶医療・介護・教育研究財団 柳川病院 新築
2011年8月 ㈱リンリン

移転

ドコモショップ竹末店

備品納入設置
オフィスレイアウト変更・備品移設・
電気・通信工事
オフィスレイアウト・備品移設・
電気・通信工事
備品納入設置
発券機納入設置工事

2011年10月 (株）ダイヤモンドテレコム ドコモショップ筑紫通店

什器・備品搬入設置工事

2011年10月 ドコモサービス九州(株）

ドコモショップ上熊本駅前店

2011年11月 特定医療法人北九州
古賀病院
2012年12月 大明㈱

病棟新築

2012年１月 ㈱KTネットワーク

ドコモショップ豊前店

移転

2012年3月 陽光の家

介護老人ホーム居室

備品納入設置・屋内・外サイン工事
改修工事 備品納入・設置

新築移転 移転引越・店舗デザイン・レイアウト・内装工事
備品納入設置・屋内・外サイン工事
移転
備品納入・移転・設置

フロアー増床

移転引越・デザイン・レイアウト・内装工事

備品納入設置・電気通信工事
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2012年3月 九州旅客鉄道㈱

大分駅

移転

備品納入・設置

2012年3月 九州旅客鉄道㈱

旅行事業部大分駅

移転

備品納入・設置

2012年4月 アイム電機工業㈱

本社移転

移転

移転引越・デザイン・レイアウト・内装工事

2012年4月 福岡市

港湾局

備品納入設置・電気通信工事
備品納入・設置

2012年4月 陽光の家

広島有料介護施設

家具・備品納入設置

2012年4月 株式会社サン・ライフ

西日本シティ銀行若松支店

2012年5月 サニクリーン九州

小郡営業所・新築移転引越し 新築

引越し・備品納入設置・廃棄

2012年5月 KTネットワーク

ドコモショップ田川バイパス店 改修

２階改修内装工事・備品納入設置

2012年5月 日旅九州エンタプライズ

日本旅行九州支店移転・統合 移転

2012年5月 西日本シティ銀行

定期備品・修理・新規納品

レイアウト・間仕切・備品納入設置
引越・原状復旧工事・廃棄
備品修理・新規納入設置

2012年5月 日晴会 久恒病院

増床に伴う新規備品納品

新設

備品納入設置

2012年6月 西日本シティTT証券

新宮支店開設

新設

備品納入設置

2012年7月 KTネットワーク

ドコモショップ田川バイパス店 改修

2012年8月 エコノ・テレステーション
受注

ドコモショップ日赤通り店
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新築

改修

備品納入設置

店舗改修設計・施工
内装工事・電気通信工事・看板その他
店舗改修設計・施工
内装工事・電気通信工事・その他

