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NO-1
所在地 工    　事   　名 商　　品　　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

福岡県 福岡魚市場増築工事 EXP・Jその他 (株)和田設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)内藤工務店 令和3度

福岡県 福岡大学公認ﾌﾟ-ﾙ新築工事 ﾊﾟﾈﾙ・ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ・手摺工事 (株)梓設計　九州支店 飛島建設（株）九州支店

福岡県 博多駅改修工事 ｻｲﾝ工事 清水建設（株）九州支店 ㈱シミズビルケア

長崎県 米軍佐世保基地改修工事 EXP・J改修工事 九州防衛局調達部 飛島建設（株）九州支店

福岡県 第二ibbﾋﾞﾙ新築工事 EXP・J工事 (株)東畑建築事務所 （株）大林組九州支店

長崎県 佐世保消防署新築工事 笠木・ﾙ-ﾊﾞ-ﾊﾟﾈﾙその他 (有)　くに設計室 (株)西野建設

熊本県 熊本駅ﾋﾞﾙ新築工事 免震EXP・J工事他 （株）大林組九州支店 （株）大林組九州支店

熊本県 熊本市民病院改修工事 免震EXP・J改修事他 大林・久米・西松豊共同企業体 （株）大林組九州支店

佐賀県 NHK佐賀放送会館 免震EXP・J工事他 清水建設（株）九州支店

熊本県 八代新庁舎新築工事 免震EXP・J工事他 前田建設工業㈱

長崎県 ｿﾆ-ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾄ増築工事 免震EXP・J工事他 大成建設㈱九州支店 大成建設㈱九州支店

長崎県 新幹線大村駅新築工事 大村市都市整備部建築課 大村市都市整備部建築課 (株)平山組

福岡県 宮若小学校新築工事 EXP・J他 (株)あい設計 飛島建設（株）九州支店

福岡県 呑山観音寺多宝塔新築工事 相輪・他工事 (株)吉田建築工房 (株)吉田建築工房

熊本県 浄泉寺本堂改修工事 向拝口手摺他工事 ㈱大岩メタルワ－クス (有)テクニカルワ－ク

福岡県 久留米成田山字母観音改修工事 納骨堂改修工事 (株)東京堂宮 (株)キュ-ボウ

広島県 明善寺改修工事 昇降手摺・吊金物 ㈱東京堂宮 ㈱志田建設

福岡県 尾道神社改修工事 高欄手摺他工事 (有)藤原社寺建築 (有)藤原社寺建築

福岡県 真如苑北九州会館改修工事 社寺金物･ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ工事他 (株)一如苑社一級建築事務所 (株)大林組九州支店

福岡県 神慈秀命会小倉出張所新築工事 社寺金物･ｱﾙﾐ゜ネル工事 (株)志賀設計 美里建設㈱

福岡県 南公園ﾑｾﾝﾀ-ｿﾞ-ﾝ休憩所新築工事 火炎済飾り工事 (株)ﾌﾞﾚｯｸ研究所九州事務所 アスミオ株

愛媛県 正明寺納骨堂新築工事 相輪・高欄手摺工事 (株)本田総合建設一級建築士事務所 (株)ムラコ－

長崎県 本蓮寺本堂改修工事 社寺金物他工事 (株)堂宮東京 松本建設㈱

熊本県 ｼﾞｴ－ｽ゛邸文化財補修保存工事 社寺金物復元工事 公益財団　文化財保存協会 松井建設㈱九州支店

福岡県 徳栄寺本堂改修工事 高欄手摺工事 松井建設㈱九州支店 松井建設㈱九州支店

有限会社テクニカルワーク

工事経歴書



NO-2
所在地 工    　事   　名 商　　品　　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

福岡県 JR博多駅改修工事 EXP・JK改修工事 清水建設（株）九州支店 ㈱シミズビルケア 令和2年度

福岡県 JR博多駅つばめの杜 EXP・JK改修工事 清水建設（株）九州支店 ㈱シミズビルケア

福岡県 日本銀行福岡支店 免震EXP・Jその他 (株)松田・平田設計 （株）大林組九州支店

福岡県 九州大学伊都キャンんパス 免震EXP・J・改修工事 株式会社梓設計 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 道の駅おこしかけ改修工事 EXP・J・ﾙｰﾊﾞ-その他 (株)福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (有)成田建設

福岡県 聖ﾙﾁｱ病院増築工事 丸環他 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 天神偕成ビル改修工事 漏水樋工事 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

佐賀県 ｱｸｱｶﾞ-ﾃﾞﾝ改修工事 ｱﾙﾐパネル工事 飛島建設（株）九州支店 飛島建設（株）九州支店

熊本県 熊本県装飾古墳改修工事 螺旋階段手摺。笠木他 安藤忠雄建築研究所 ㈱宇都宮建設

福岡県 トヨタカロ－ラ福岡 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ･ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ工事 (株)太陽設計 (株)川口建設

福岡県 天神偕成ビル改修工事 ﾓﾆｭﾒﾝﾄ改修工事 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

熊本県 八代港国際ｸﾙ-ｽ゛ﾀ-ﾐﾅﾙ新築工事 ﾊﾟﾈﾙ・樋工事 県南広域本部 木植え梅光園(株)

福岡県 薬院ｽﾃ-ｼｮﾝﾀﾜ-新築工事 免震EXP・Jその他 (株)明水設計 広成建設㈱

福岡県 福岡港1丁目開発 幕板・ﾊﾟﾈﾙ・手摺 (株)日企設計 (株)イチケン

福岡県 ｵｵｻｷﾒﾃﾞｶﾙ九州物流ｾﾝﾀ新築工事 EXP・J手摺・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙその他 (株)ヤスウラ設計 川田工業㈱

福岡県 福岡魚市場増築工事 (1期) EXP・Jその他 (株)和田設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)内藤工務店

熊本県 熊本大学五高記念館震災復旧工事 文化財復元保存工事 公益財団　文化財保存協会 松井建設㈱九州支店

福岡県 西郷寺　新築工事 向拝口手摺工事他 (株)大岩メタルワ-クス (株)田中福岡支店

福岡県 海元寺　本堂改修工事 向拝口手摺工事他 (株)大岩メタルワ-クス (株)林建装

福岡県 中島家文化財修理保存工事 文化財復元保存工事 公益財団　文建協 諫早・豊形状建設共同企業体

福岡県 真光寺本堂新築工事 向拝口手摺工事他 (株)大岩メタルワ-クス (有)テクニカルワ－ク

福岡県 蜜厳寺納骨堂改修工事 相輪新設工事 はせがわ美術工芸 (有)テクニカルワ－ク

兵庫県 宝塚神社改修工事 灯篭新設工事 ㈱大岩メタルワ－クス (有)テクニカルワ－ク

福岡県 永福寺納骨堂新築工事 相輪・庇・手摺他 (株)東京堂宮 大石建設㈱

福岡県 専正寺納骨堂新築工事 庇･ﾊﾟﾈﾙ工事 橋津環境設計 松井建設㈱九州支店

福岡県 光洋寺納骨堂新築工事 唐破風・虹梁他工事 (有)総合建築設計事務所 (株)大藪建設

有限会社テクニカルワーク
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NO-3
所在地 工    　事   　名 商　　品　　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

福岡県 ﾌｧﾝﾃﾝ古賀改修工事 床改修工事他 食品施設計画所 JFEシビル 令和元年度

熊本県 エバーライフ長峰改修工事 EXP・J・その他 ㈱日総建九州支店 ㈱三絋

福岡県 TSネットワーク増築工事 EXP・J・その他 飛島建設（株）九州支店 飛島建設（株）九州支店

大分県 大分ドーム増築工事 手摺他 大分県土木建築部施設整備課 ANAI株式会社

福岡県 産業医科大学改修工事 EXP・J 伊藤喜三郎建築研究所 （株）大林組九州支店

福岡県 ネッツトヨタ北九州本店新築工事 ﾙ-ﾊﾞ-その他 ㈱太陽設計事務所州支店 ㈱川口建設

福岡県 JR博多駅屋上駐車場 EXP・J・その他 清水建設（株）九州支店 ㈱シミズビルケア

福岡県 正晃運輸新築工事 免震EXP・J工事他 大和ﾊｳｽ工業㈱九州支店 大和ﾊｳｽ工業㈱九州支店

熊本県 熊本市民病院新築工事 免震EXP・J工事他 大林・久米・西松豊共同企業体 （株）大林組九州支店

福岡県 九州産業大学ｱﾘ-ﾅ-新築 幕板・ﾊﾟﾈﾙ・手摺 ㈱梓設計九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 クリオ久留米新築工事 EXP・J・その他 金子建設㈱ 金子建設㈱

大分県 キャム九州工場増築工事 EXP・J・その他 ㈱大有設計 森田建設㈱

熊本県 専寿寺新築工事 ＥＸＰ・Ｊ・その他 （株）橋津環境設計事務所 松井建設㈱九州支店

山口県 本覚寺第二納骨堂新築工事 相輪その他 ㈱志田建設 ㈱志田建設

熊本県 弊立神宮改修工事 神紋新規及修復 ㈱UACJ金属加工九州支店 (有)テクニカルワ－ク

福岡県 養行寺改修工事 火灯窓その他 ㈱長谷川美術工芸 (有)テクニカルワ－ク

福岡県 明善寺改修工事 昇降手摺・吊金物 ㈱東京堂宮 ㈱志田建設

福岡県 善行寺改修工事 相輪改修工事 ㈱UACJ金属加工九州支店 (有)テクニカルワ－ク

福岡県 八樂会卑弥呼殿改修工事 高欄手摺 (株)東京堂宮 (株)大藪建設

福岡県 坂東寺改修工事 向拝手摺 ㈱大岩メタルワ－クス (有)テクニカルワ－ク

福岡県 大宰府天満宮本殿 銅鏡 東洋ｽﾃﾝﾚｽ研磨工業㈱ (有)テクニカルワ－ク

徳島県 大窪寺山門改修工事 高欄手摺その他 （株）ｶﾅﾒ本社社寺部 ㈱大岩メタルワ－クス

福岡県 安祥寺本堂新築工事 路盤宝珠 ㈱大岩メタルワ－クス (有)テクニカルワ－ク

福岡県 浄安寺鐘楼化新築 梵鐘吊金物 ㈱大岩メタルワ－クス (有)テクニカルワ－ク

福岡県 大宰府天満宮本殿 銅鏡 東洋ｽﾃﾝﾚｽ研磨工業㈱ (有)テクニカルワ－ク

徳島県 大窪寺山門改修工事 高欄手摺その他 （株）ｶﾅﾒ本社社寺部 ㈱大岩メタルワ－クス

工事経歴書

有限会社テクニカルワーク



NO-4
所在地 工    　事   　名 商　　品　　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

熊本県 ﾃﾞｲｽｺ熊本工場新築 免震EXP・J他 （株）大林組九州支店 （株）大林組九州支店 平成30年度

熊本県 ﾀﾞｲﾔﾊﾟﾚｽ水前寺 EXP・J・その他 ㈱日総建九州支店 ㈱三絋

長崎県 ﾜｺ-ﾙ製造長崎改修工事 ﾊﾟﾈﾙ・その他 飛島建設（株）九州支店 飛島建設（株）九州支店

熊本県 平田機工熊本工場新築工事 EXP・J・その他 ㈱太陽設計事務所州支店 ㈱熊谷組九州支店

福岡県 博多駅阪急改修工事 EXP・J・その他 清水建設（株）九州支店 ㈱シミズビルケア

熊本県 ｲｵﾝ熊本増床工事新築 EXP・J・その他 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

山口県 安岡病院増築工事増築 EXP・J・その他 ㈱寿建設 ㈱寿建設

熊本県 スズキ自販熊本店新築 EXP・Jその他 大和ﾊｳｽ工業㈱九州支店 大和ﾊｳｽ工業㈱九州支店

福岡県 朝鮮銀行福岡支店改修 EXP・J・その他 飛島建設（株）九州支店 飛島建設（株）九州支店

東京都 東京医科大学 EXP・J・パネルその他 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店

熊本県 JA熊本果実連新築 免震EXP・J ㈱東洋建設九州支店 ㈱東洋建設九州支店

福岡県 ｴﾙｶﾞ-ﾗ天神 EXP・J・その他 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

熊本県 ﾏ-ｸｲｽﾞ福岡新築 EXP・Jその他 三菱・竹中JV （株）竹中工務店九州支店

福岡県 九州産業大学ｱﾘ-ﾅ-新築 幕板・ﾊﾟﾈﾙ・ｱﾙﾎﾟﾘｯｸ・手摺 ㈱梓設計九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 電気ビル改修工事 EXP・J・厨房その他 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 福岡東宝ﾋﾞﾙ新築 塗装補修工事 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 妙輪寺多宝塔新築 相輪その他 ㈱志田建設 ㈱志田建設

佐賀県 超光寺納骨堂改修 路盤宝珠その他 ㈱長谷川美術工芸 (有)テクニカルワ－ク

東京都 善福寺本堂改修工事 高欄手摺その他 ㈱UACJ金属加工九州支店 (有)テクニカルワ－ク

福岡県 西林寺納骨堂改修工事 献灯台 ㈱長谷川美術工芸 (有)テクニカルワ－ク

福岡県 永福寺本堂新築工事 門扉その他 ㈱東京堂宮 ㈱志田建設

福岡県 唱題寺本堂新築工事 路盤宝珠 ㈱UACJ金属加工九州支店 (有)テクニカルワ－ク

福岡県 安祥寺本堂新築工事 路盤宝珠 ㈱大岩メタルワ－クス (有)テクニカルワ－ク

福岡県 浄安寺鐘楼化新築 梵鐘吊金物 ㈱大岩メタルワ－クス (有)テクニカルワ－ク

福岡県 大宰府天満宮本殿 銅鏡 東洋ｽﾃﾝﾚｽ研磨工業㈱ (有)テクニカルワ－ク

徳島県 大窪寺山門改修工事 高欄手摺その他 （株）ｶﾅﾒ本社社寺部 ㈱大岩メタルワ－クス

工事経歴書

有限会社テクニカルワーク



NO-5
所在地 工    　事   　名 商　　品　　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

長崎県 長崎県庁行政棟新築工事 免震EXP・J他 （株）日建設計 鹿島・上滝・森美JV 平成29年度

大分県 大分大学(医病)増改築工事 EXP・J・その他 大分大学財務部施設管理課 森田建設（株）大分支店

熊本県 熊本大学病院震災復旧工事 免震EXP・J改修 （株）ﾗｲﾄ設計（熊大運営基盤監理部） （株）ﾌｼﾞﾀ九州支店

長崎県 米軍佐世保基地新築工事 EXP・J・その他 九州防衛局調達部 飛島建設（株）九州支店

福岡県 TOTO小倉工場増築工事 EXP・J・その他 （株）大林組九州支店 （株）大林組九州支店

佐賀県 佐賀大学東病棟改修工事 EXP・J・その他 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

大分県 再春館製薬研究所震災復旧工事 EXP・J・その他 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店

熊本県 NHK新熊本放送会館建設工事 免震EXP・J （株）山下設計 （株）大林組九州支店

福岡県 町営今里団地新築工事 EXP・J・その他 （株）三座建築設計事務所 飛島建設（株）九州支店

熊本県 ｿﾆ-ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾂ熊本工場改修工事 EXP・J・その他 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店

福岡県 北九州空港格納庫新築工事 免震EXP・J （株）大林組九州支店

熊本県 ｲｵﾝﾓ-ﾙ熊本震災復旧工事 EXP・J・その他 （株）竹中工務店九州支店 竹中工務店九州支店

福岡県 箱崎公園内科病院新築工事 免震EXP・J （株）大林組九州支店 （株）大林組九州支店

福岡県 新王子病院改修工事 免震EXP・J改修 （株）ﾒﾄﾞｯｸス （株）奥村組

佐賀県 鹿毛病院増築工事 EXP・J・その他 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 MJA赤坂ﾀﾜ-新築工事 免震EXP・J （株）梓設計 （株）大林組九州支店

熊本県 ﾃﾞｲｽｺ熊本営業所新築工事 免震EXP・J （株）大林組九州支店 （株）大林組九州支店

福岡県 安国寺会館新築工事 高欄手摺他 （株）竹中工務店九州支店 竹中工務店九州支店

福岡市 光専寺本堂・納骨堂新築工事 社寺金物 （株）橋津環境設計事務所 松井建設株式会社九州支店

鹿児島 大中寺納骨堂改修工事 仏具納骨檀新設 （有）ﾃｸﾆｶﾙﾜ-ｸ （有）ﾃｸﾆｶﾙﾜ-ｸ

福岡県 佛願寺福岡別院本堂新築工事 唐破風・火灯窓他 大和ﾊｳｽ工業（株）九州支店 大和ﾊｳｽ工業（株）九州支店

愛知県 ｲｽﾞﾓﾎ-ﾙ上野祭場新築工事 ｱﾙｷｬｽﾄ飾門扉 （有）ﾃｸﾆｶﾙﾜ-ｸ （有）ﾃｸﾆｶﾙﾜ-ｸ

福岡県 満徳寺納骨堂新築工事 相輪・格天井 （株）東京堂宮 松井建設（株）九州支店

長崎県 ﾜｺ-ﾙ製造長崎工場改修工事 外壁パネル 飛島建設九州支店 飛島建設（株）九州支店

福岡県 妙楽寺山門新築工事 門扉新設 （株）東京堂宮 （株）東京堂宮

熊本県 化血研熊本工場新築工事 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

工事経歴書

有限会社テクニカルワーク



NO-6
所在地 工    　事   　名 商　　品　　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

大分県 大分駅ﾋﾞﾙ新築工事 免震EXP・J （株）日本設計 （株）大林組九州支店 平成28年度

大分県 大分大学(中央診療棟)増改築工事 EXP・J・その他 大分大学財務部施設管理課 森田建設（株）大分支店

大分県 帆秋病院移転新築工事 免震EXP・J （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

鹿児島県 鹿児島大学改修工事 免震EXP・J 鹿児島大学施設課 荻原建設（株）　本社

福岡市 西鉄ｿﾗﾘｱﾋﾞﾙ増築工事 EXP・J他 清水建設（株）九州支店 清水建設（株）九州支店

熊本県 肥後銀行本店新築工事 免震EXP・J （株）日建設計 清水・楯由・岩永建築JV

山口県 いわくに消防署新築工事 免震EXP・J （株）安井建築設計事務所 五洋・安本建築JV

沖縄県 ｲｵﾝﾓ-ﾙ沖縄新築工事 免震EXP・J ㈱　国建 （株）竹中工務店九州支店

福岡市 九大(伊都)総合研究棟新築工事 免震EXP・J 九大施設部 （株）竹中工務店九州支店

沖縄県 ｻﾝｴ-那覇新築工事 免震EXP・J ㈱　国　建 （株）竹中工務店九州支店

愛知県 名古屋駅ﾋﾞﾙ再開発新築工事 免震EXP・J （株）大林組九州支店 （株）大林組九州支店

大阪市 朝日放送大阪本社ﾋﾞﾙ改築工事 免震EXP・J （株）NTTﾌｱｼﾘ-ﾃｨｰｽﾞ （株）竹中工務店九州支店

高知県 高知大学(医病)病棟新営工事 免震EXP・J （株）教育施設研究所 （株）竹中工務店四国支店

福岡県 伊良原小中学校移転新築工事 EXP・J 螺旋階段手摺 （株）安藤忠雄建築研究所 松尾建設（株）北九州支店

高知県 津照寺本堂改修工事 火炎路盤宝珠 （株）ｶﾅﾒ本社社寺部 （株）ｶﾅﾒ本社社寺部

福島県 波立寺薬師堂改修工事 路盤宝珠 （株）ｶﾅﾒ本社社寺部 （株）ｶﾅﾒ本社社寺部

東京都 正福寺本堂新築工事 相輪(真鍮金箔) 松井建設（株）本社社寺部 松井建設（株）本社社寺部

鹿児島 鹿児島別院鴨池出張所新築 高欄手摺他 （株）東京堂宮 （株）新生組本社社寺部

兵庫県 長谷院観音堂新築工事 観音堂祠新設 （株）ﾅﾙｺ岩井本社　工芸施設部 （株）ﾅﾙｺ岩井本社　工芸施設部

福岡県 行信寺本堂・納骨・庫裏新築工事 茅負・裏甲等軒金物 （株）総合建築設計研究所 松井建設（株）九州支店

福岡市 明性寺礼拝堂新築工事 路盤宝珠新設 （株）東京堂宮 （株）末永工務店

福岡市 西林寺納骨堂新築工事 相輪新設 （株）東京堂宮 （株）末永工務店

大分県 浄満寺三重塔新築工事 相輪新設他 （株）夢詩和生伝統建築研究所 松井建設（株）九州支店

福岡県 誓行寺納骨堂改修工事 相輪・高欄新設他 合資会社坂井正記商店 合資会社坂井正記商店

熊本県 竜王神社社殿改修工事 社寺金物 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所 （株）平安社寺建築

福岡県 浄蓮寺本堂新築工事 定　紋 （株）佐伯建設北九州支店 （株）佐伯建設北九州支店

工事経歴書

有限会社テクニカルワーク



NO-7
所在地 工    　事   　名 商　　品　　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

熊本県 山鹿市庁舎新築工事 免震EXP・J （株）久米設計 （株）大林組九州支店 平成27年度

佐賀県 佐賀医大渡廊下改修工事 EXP・J改修 内藤・NTT設計JV 大林・村本・三和・山上JV

大分県 川澄化学大分工場 床改修工事他 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 町立今里団地新築工事 ｱﾙﾐ幕板(木目)他 みやこ町建築課 飛島建設（株）九州支店

奈良県 奈良市立病院新築工事 免震EXP・J 内藤建築事務所･NTTﾌｧｼﾘﾃｨ-ｽﾞJV 大林・村本・三和・山上JV

熊本県 三菱電機熊本工場新築工事 笠木・ﾙ-ﾊﾞ- （株）竹中工務店九州支店 竹中工務店（株）九州支店

福岡県 ｿﾚｲﾕ小倉改修工事 手摺他 松井建設（株）九州支店 松井建設（株）九州支店

福岡市 博多駅ﾋﾞﾙ改修工事 EXP・J改修 清水建設（株）九州支店 清水建設（株）九州支店

福岡県 飯塚ｸﾘ-ﾝｾﾝﾀ-改修工事 ｽﾃﾝﾚｽ幕板他 新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） 飛島建設（株）九州支店

兵庫県 ﾌｼﾞｯｺ鳴尾増築工事 ｽﾃﾝﾚｽ床貼工事 （株）竹中工務店本社 （株）竹中工務店本社

兵庫県 尼崎瀬口病院新築工事 免震EXP・J （株）日建設計 幕外・明和・正建築JV

福岡県 徳栄寺納骨堂改修工事 社寺金物 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所

福岡県 龍光徳寺本堂改修工事 社寺金物 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所

福岡市 正鷹寺本堂改修工事 社寺金物 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所

福岡県 福生寺納骨堂新築工事 路盤宝珠 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所

熊本県 正立寺山門改修工事 社寺金物 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所

鹿児島県 大中禅寺納骨堂新築工事 納骨壇新設 （株）武田建築事務所 米盛建設（株）本社

福岡県 宗念寺改修工事 手摺他 松井建設（株）九州支店 松井建設（株）九州支店

福岡県 西養寺本堂新築工事 昇降手摺 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所

福岡市 天理教西北食堂棟新築工事 垂木・隅木・肘木 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡市 西光寺納骨堂新築工事 社寺金物 （株）東京堂宮 末永工務店（株）

福岡県 太宰府天満宮改修工事 社寺金物 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

東京都 大恩寺納骨堂新築工事 相輪・納骨壇 （株）ﾅﾙｺ岩井東京支社工芸部 葵建設（株）本社

福岡市 養行事納骨堂新築工事 宝珠・軒飾・高欄手摺 （株）古典建築技術院 松井建設（株）九州支店

東京都 慈眼禅寺本堂改修工事 ﾁﾀﾝ相輪 （株）ｶﾅﾒ本社社寺部 （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所

工事経歴書

有限会社テクニカルワーク



NO-8
所在地 工    　事   　名 商　　品　　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

高知県 高知大学新営その他工事 免震EXP・J 教育施設研究所 （株）竹中工務店四国支店 平成26年度

福岡県 福岡徳洲会病院新築工事 免震EXP・J 清水建設九州支店 清水建設（株）九州支店

香川県 回生病院新築工事 免震EXP・J 竹中工務店四国支店 （株）竹中工務店四国支店

熊本市 山鹿市庁舎新築工事 免震EXP・J 久米設計 （株）大林組九州支店

熊本市 熊本大学病院新築工事 免震EXP・J 日本設計（熊大運営基盤監理部） ﾌｼﾞﾀ・松尾・吉永JV

福岡市 博多駅改修工事 免震EXP・J改修 清水建設一級建築事務所 清水建設（株）九州支店

佐賀県 佐賀大学病院新築工事 免震EXP・J・他 佐賀大学環境施設部 （株）竹中工務店九州支店

福岡市 はこざき公園内科病院新築工事 免震EXP・J・他 大林組九州支店 （株）大林組九州支店

福岡市 養行寺納骨堂新築工事 高欄手摺・路盤宝珠・天女 古典建築技術院 （株）松井建設九州支店

熊本市 熊本城馬具櫓復元工事 扉金物他 文化財建築物保存協会 （株）松井建設九州支店

高知市 津照寺本堂改修工事 火炎宝路盤珠 大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所

福岡県 正明寺納骨堂新築工事 相輪・唐破風・手摺 東京　堂宮 大藪建設（株）

東京都 慈眼禅寺本堂改修工事 ﾁﾀﾝ火炎相輪 小野工業 小野工業（株）東京支店

福岡市 天理教西北教会新築工事 長押・高欄・肘木・手摺 ｽｽﾞｷ設計 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 西徳寺納骨堂改修工事 幕板・笠木改修 古典建築技術院 （株）松井建設九州支店

山口県 英国領事館復元工事 金属他復元工事 文化財建築物保存協会 （株）松井建設九州支店

福岡県 浄円寺納骨堂新築工事 相輪新設 東京堂宮 （株）志田建設

鹿児島県 西村寺本堂改修工事 相輪新設 ㈱サカシタ 本田建設（株）

兵庫県 照善寺双胴改修工事 鐘楼門・高欄・虹梁 古典建築技術院 （有）テクニカルワーク

和歌山県 福生寺本堂改修工事 相輪新設 大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ （有）テクニカルワーク

福岡県 東照寺本堂改修工事 高欄手摺改修 松井建設九州支店 （株）松井建設九州支店

福岡県 空蔵寺本堂改修工事 手摺他 大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ （有）テクニカルワーク

山口県 浄円寺納骨堂新築工事 相輪・唐破風他 東京　堂宮 （株）　林建装

福岡県 長泉寺納骨堂新築工事 相輪・唐破風他 東京　堂宮 株式会社　ｱ・ｽﾐｵ工業

大阪市 助松神社改修工事 灯篭新設 ﾅﾙｺ岩井本社工芸部 (有)テクニカルワーク

工事経歴書

有限会社テクニカルワーク



NO-9
所在地 工    　事   　名 商　　品　　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

佐賀県 佐賀県立病院好生館新築工事 免震EXP・J 日建・三島設計JV 竹中・松尾・中野・唐津土建JV 平成25年度

奈良県 奈良市立病院新築工事 免震EXP・J 内藤・NTT設計JV 大林・村本・三和・山上JV

大分県 佐伯中央病院新築工事期 免震EXP・J・幕板他 熊谷組一級建築士事務所 （株）熊谷組九州支店

福岡県 博多駅ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ歩道橋新築 免震EXP・J 福岡市住宅都市局鉄軌道計画 三井造船鉄鋼工事(株)

大分県 由布市立挟間小学校耐震工事 EXP・J・幕板・ｶｰﾃﾝﾎﾞﾂｸｽ 松井設計 新成建設（株）本社

大分県 ホテル潮騒の宿新築工事 ﾙｰﾊﾞｰ・EXP・J他 東九州設計(株) （株）佐伯建設本社

大分県 鶴見台病院新築工事 EXP・J・幕板・ｶｰﾃﾝﾎﾞﾂｸｽ他 熊谷組一級建築士事務所 （株）熊谷組九州支店

大分県 大分複合文化交流施設新築工事 EXP・J 幕板他 　佐藤総合計画 前田建設工業（株）

福岡県 ｱｼﾞｱﾌﾛﾝﾃｱ新築工事 EXP・J工事 清水建設九州支店 清水建設（株）九州支店

岡山県 ﾃﾞｲｽｺ桑畑増築工事 免震EXP・J 大林一級設計事務所 （株）大林組広島支店

大分県 ｵｰﾘﾂﾄﾞ大学新築工事 EXP・J 手摺他 東九州設計 （株）佐伯建設本社

熊本県 梧葉苑病院新築工事 ﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ他 サンケイ設計 飛島建設（株）九州支店

福岡県 飯塚ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ改修工事 幕板他 新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 飛島建設（株）九州支店

岡山県 東桜町再開発ﾋﾞﾙ新築工事 免震EXP・J アール・アイ・エ- （株）フジタ広島支店

福岡市 萬福寺様納骨堂新築工事 高欄手摺･破風金物他 古典建築技術院 松井建設（株）九州支店 平成24年度

福岡県 坂東寺様納骨堂新築工事 相輪・高欄手摺他 東京　堂宮 大藪組（株）本社

熊本県 竜王神社様　改修工事 鳥居新設工事 大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所

福岡県 浄雲寺様納骨堂新築工事 高欄手摺 井上設計事務所 （株）佐伯建設福岡支社

熊本県 西教寺様納骨堂新築工事 相輪他 三島設計 （株）岩永組本社

福岡県 教善寺様本堂新築工事 ﾓﾆｭﾒﾝﾄ・手摺他 大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所

福島県 普門院観音寺五重塔改修工事 相輪新設工事 大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ 半澤工務店（株）

大分県 潮谷寺様納骨堂新築工事 相輪・手摺他 夢詩和生伝統建築研究所 松井建設（株）九州支店

宮崎県 攝護寺様納骨堂新築工事 宝珠・手摺・幕板 東京　堂宮 吉原建設（株）熊本支店

福岡県 光徳寺様納骨堂新築工事 高欄手摺･破風金物他 古典建築技術院 （株）佐伯建設福岡支社

福島県 石雲寺様本堂改修工事 高欄手摺新設工事 ｶﾅﾒ本社社寺部 （株）ｶﾅﾒ本社社寺部

工事経歴書

有限会社テクニカルワーク



NO-10
所在地 工    　事   　名 商　品　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

長崎市 長崎大学(経済学部)改修工事 ﾗｲﾄｼｪﾙ・ﾙｰﾊﾞｰ・手摺他 長崎大学施設部 飛島建（株）九州支店 平成23年度

佐賀市 国立ｾﾝﾀｰ図書館改修工事 ﾙｰﾊﾞｰ・笠木・手摺他 株式会社綜企画設計 飛島建設（株）九州支店

福岡市 九州大学病院研究棟改修工事 ﾙｰﾊﾞｰ・笠木・手摺他 九州大学施設部 飛島建設（株）九州支店

福岡市 福岡赤十字病院新築工事 免震EXP・J他 株式会社日建設計 大成建設（株）九州支店

福岡市 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ百道浜新築工事 EXP・J他 清水建設㈱一級建築士事務所 清水建設（株）九州支店

熊本県 ﾜｺｰﾙ九州熊本工場新築工事 手摺・他 ㈱ﾕｳ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 飛島建設（株）九州支店

愛媛県 松山本町2丁目計画新築工事 免震　EXP・J工事 奥村組四国一級建築事務所 （株）奥村組四国支店

徳島県 大塚製薬徳島研究所新築工事 免震　EXP・J工事 鹿島建設㈱一級建築事務所 （株）鹿島建設四国支店

福岡県 町立糸田小学校新築工事 EXP・J ・ﾊﾟﾈﾙ工事 回工房 飛島建設（株）九州支店

福岡市 ＪＲ博多駅ﾋﾞﾙ・新築工事 免震　EXP・J工事 博多駅開発設計共同企業体 博多駅ﾋﾞﾙ(仮称)工事企業体

大分県 大分衛藤病院増築工事 ｱﾙﾐ幕板・EXP・J工事 株式会社熊谷組一級設計事務所 （株）熊谷組九州支店

大分県 大分県のぞみ園増築工事 EXP・J 工事 西日本土木一級建築事務所 西日本土木（株）九州支店

横浜市 祥泉寺様本堂新築工事 露盤宝珠 志田建設 （株）志田建設本社

福岡県 太宰府天満宮祖霊殿新築工事 神殿飾金物 林建装 永田建設（株）本社

福岡市 筥崎宮　亀山上皇銅像新築工事 扉飾金物(八双他) 竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 蓮華院誕生寺様楼門新築工事 太鼓橋高欄手摺 ㈱伝座工房一級建築事務所 （株）匠社寺建築社本社

福岡市 明法寺納骨堂新築工事 相輪・社寺金物他 東京　堂宮 （株）末永工務店本社

佐賀県 西岸寺様納骨堂新築工事 相輪・社寺金物他 東京　堂宮 （株）林建装本社

北九州市 元照寺様納骨堂新築工事 茅負・垂木・隅木他 笹井建築事務所 （株）佐伯建設北九州支店

沖縄県 弥勒寺様本堂新築工事 御本尊様廻　飾金物他 大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸ （株）大岩ﾒﾀﾙﾜｰｸｽ福岡事務所

福岡市 若八幡宮社務所建替工事 茅負・垂木・隅木他 大成建設㈱一級建築事務所 大成建設（株）九州支店

福岡県 東照院様本堂新築工事 社寺金物・EXP・J他 玄匠 （株）玄匠本社

福岡市 栄福寺様改修工事 門扉新設他 東京　堂宮 吉川工務店（株）本社

福岡県 海徳寺様会館・庫裏新築工事 社寺金物他 東京　堂宮 溝江建設（株）本社

佐賀県 重文西岡家保存工事 保存金物修復 文化財建築物保存協会 松井建設（株）九州支店

福岡市 東長寺五重塔新築工事 飾り金物(垂木・隅木他) 松井建設一級設計事務所 松井建設（株）九州支店

工事経歴書
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所在地 工    　事   　名 商　品　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

福岡市 ＪＲ博多駅改修・新築工事 ＥＸＰ・Ｊ・金属工事他 ｼﾞｪｲｱｰﾙ九州ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 博多駅部新設工事企業体 平成22年度

宮崎県 コルセカレ日向新築工事 免震EXP・J他 五洋建設 安藤・五洋特定建設企業体

兵庫県 姫路警察署新築工事 免震EXP・J他 日本設計 真柄・丸正･ﾊｻﾞﾏ特別JV

愛媛県 市立宇和島病院改築工事 免震EXP ・J他 昭和設計 大林･間・宮田共同企業体

兵庫県 神戸磯上ﾀﾜｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 免震EXP ・J他 ｱｰﾙ・ｱｲ･ｴ熊谷組設計共同企業体 熊谷建設九州支店

鹿児島県 鹿児島市照国町集合住宅計画 免震EXP ・J他 IAO武田設計 鴻池組九州支店

長崎県 諫早市庁舎新築工事 免震EXP ・J他 松林･山下設計共同企業体 フジタ九州支店

広島県 若草町市街地再開発事業 免震EXP ・J他 竹中・広島設計設計共同企業体 竹中・広成・砂原共同企業体

山口県 ﾃﾞｲｽｺ桑畑工場新Ａ棟新築工事 免震EXP ・J他 大林組一級建築事務所 大林組広島支店

福岡県 岡垣町ｻﾝﾘｰｱｲ改築工事 手摺・ﾊﾟﾈﾙ工事 匠建築研究所 飛島建設九州支店

佐賀県 特定老人ﾎｰﾑ浜玉荘増築工事 ＥＸＰ・Ｊ・笠木他 和田設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 岸本組本社

福岡県 九州大学（馬出）病院改修工事 ＥＸＰ・Ｊ・金属工事他 九大施設部 飛島建設九州支店

大分県 衛藤病院増築工事 ＥＸＰ・Ｊ・金属工事他 熊谷・首藤一級設計事務所 熊谷組九州支店

東京都 金綸寺様本堂改修工事 高欄手摺他 翆雲堂一級設計事務所 翆雲堂建築部本社

鹿児島県 西本願寺別院新築工事 高欄手摺他 国師設計 渡辺組本社

福岡県 明光寺納骨堂新築工事 玄関庇ﾊﾟﾈﾙ工事 鎌田設計 澄男工業本社

福岡県 新生仏教団本堂新築工事 宝珠建立 山下建設 山下建設本社

福岡県 称讃寺本堂新築工事 向拝口手摺他工寺 東京　堂宮 　玄匠本社

福岡県 浄万寺様納骨堂新築工事 破風飾金物・高欄工事 東京　堂宮 緒方組本社

福岡県 重文旧英国領事館改修工事 文化財復元 日本文化財保存協会 松井建設九州支店

熊本県 大福寺様納骨堂新築工事 高欄手摺・彫刻彩色他 古典建築技術院 玄匠本社

大分県 新日鉄大分製鉄所増築工事 ｽﾃﾝﾚｽ雨樋工事 新日亜設計 太平工業大分支店

福岡県 浄泉寺様納骨堂新築工事 社寺金物他 総合建築設計研究所 　玄匠本社

福岡県 南蔵院様景観工事 燈篭・高欄･ＥＸＰ・Ｊ他 ｸﾗｳﾄﾞ一級建築事務所 末永工務店本社

長崎県 萬福寺様本堂新築工事 高欄手摺他 有島建築設計事務所 西日本菱重興産本社

長崎県 清水寺様文化財復元工事 社寺金物（文化財）復元 日本文化財保存協会 松井建設九州支店
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福岡県 内浦小学校改修工事 ＥＸＰ・Ｊ・耐震補強工事 株式会社教育施設研究所 飛島建設株九州支店 平成21年度

福岡県 ももち浜開発(山王病院) 免震EXP・J他 医療施設研究所 株式会社7大林組九州支店

大分県 医師会ｱﾙﾒｲﾀﾞ病院新築工事 免震EXP ・J他 株式会社佐藤総合計画 ﾌｼﾞﾀ・さとうﾍﾞﾈｯｸJV

福岡県 ｻﾝﾘｬﾝ大濠新築工事 免震EXP ・J他 ﾊｻﾞﾏ・西鉄建設共同企業体 ﾊｻﾞﾏ・西鉄建設共同企業体

兵庫県 ｼﾞｰｸﾚｽ新神戸ﾀﾜｰ新築工事 免震EXP ・J他 清水建設株式会社大阪支店 清水建設株式会社大阪支店

奈良県 大寺町集合住宅新築工事 免震EXP ・J他 株式会社 IAO竹田設計 西松建設株式会社大阪市視点

兵庫県 西明石南町3丁目新築工事 免震EXP ・J他 株式会社 LIV建築計画研究所 大鉄工業・広成建設企業体

大阪府 JR尼崎駅前集合住宅新築工事 免震EXP ・J他 株式会社大林組大阪支店 株式会社大林組大阪支店

大阪府 武蔵ケ辻第４区再開発工事 免震EXP ・J他 株式会社ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ 株式会社熊谷組大阪支店

福岡県 天神・渡辺通ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ工事 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ他 共立建設株式会社一級設計 飛島建設株式会社九州支店

大分県 日本赤十字病院改修工事 EXP・J他工事 株式会社さとうベネック設系 株式会社さとうベネック本社

福岡県 見性寺様納骨堂新築工事 社寺金物他 総合計画設計事務所 松井建設株式会社九州支店

大分県 大分国体炬火台新設工事 ﾓﾆｭメント他 大分国体実行委員会 新成建設株式会社本社

福岡県 真光寺様楼門改修工事 扉八双金物 松井建設株式会社九州支店 松井建設株式会社九州支店

福岡県 呑山観音寺様阿弥陀堂新築 宝珠新設 吉田建築工房株式会社 吉田建築工房株式会社熊本支店

福岡県 願応寺様本堂新築工事 宝珠・社寺金物 株式会社　堂宮 松井建設株式会社九州支店

岡山県 日光山千手院正楽寺新築工事 相輪新設 蜂谷工業株式会社 蜂谷工業株式会社本社

山口県 朝日山真照院納骨堂新築工事 宝珠・高欄・破風・他 藤原・山下設計事務所 磯辺工業株式会社本社

京都府 霊山興正寺別院計内整備工事 高欄手摺工事 株式会社中村設計 株式会社日本アルミ大阪本社

長崎県 多比良神社本殿新築工事 扉総八双打金物他 三栄設計 有限会社久保田工務店本社

佐賀県 西教寺様本堂新築工事 半鐘吊・社寺金物他 株式会社堂宮 株式会社玄匠本社

福岡県 安養寺様鐘楼新築工事 半鐘吊・社寺金物他 株式会社堂宮 株式会社玄匠本社

福岡県 宝蓮寺様本堂新築工事 半鐘吊・社寺金物他 株式会社古典建築技術院 株式会社玄匠本社

沖縄県 城徳寺様鐘楼新築工事 梵鐘吊金物・他 梅谷仏具店様 梅谷仏具店本社

福岡県 天神１２２ビル新築工事 免震EXP ・J他 株式会社日建設計 大成建設株式会社九州支店

岩手県 日高寺様本堂改修工事 高欄手摺新設工事 日本ｱﾙﾐ東北支店 日本ｱﾙﾐ東北支店

福岡県 宝樹院納骨堂新築工事 納骨壇改修工事 株式会社梅谷仏具店 株式会社梅谷仏具店本店
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高知県 土佐市民病院新築工事 免震EXP ・J他 株式会社日本設計 熊谷・岸之上建設JV 平成20年度

大阪市 新大阪EMビル新築工事 免震EXP ・J他 株式会社日建設計 株式会社竹中工務店

福岡市 ｱﾒｯｸｽ天神新築工事 免震EXP ・J他 株式会社東畑建築事務所 大成建設株式会社

石川県市 金沢医科大学新築工事 免震　EXP・J他 株式会社中島建築事務所 清水建設株式会社

大阪市 新大阪EMビル新築工事 免震EXP ・J他 株式会社日建設計 株式会社竹中工務店

愛媛県 市立宇和島病院改築工事 免震EXP ・J他 医療施設研究所 前田建設工業株式会社

大阪市 ｱﾙﾌｧｽﾃｲｯﾂ桜町新築工事 免震EXP ・J他 有限会社岡田建築設計事務所 大成建設株式会社

大分県 ﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ大分新築工事 EXP・J他金属工事 大和ハウス株式会社 西松建設株式会社

福岡県 浄教寺様本堂新築工事 宝珠・EXP・J他 株式会社堂宮 株式会社緒方組

福岡県 AM博多駅前ビル新築工事 EXP・J他金属工事 大成建設株式会社 大成建設株式会社

熊本県 済生会熊本病院新築工事 EXP・J他金属工事 株式会社東畑建築事務所 佐伯建設株式会社

長崎県 佐世保ﾆｭｰﾃｸﾉﾊﾟｰｸ新築工事 EXP・J他金属工事 株式会社建友社建築設計事務所 梅村・誠伸･ﾀﾞｲﾔJV

福岡県 誠愛ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院増改築 EXP・J他金属工事 株式会社奥村組 株式会社奥村組

佐賀県 ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ鳥栖1新築工事 EXP・J他金属工事 株式会社日建設計 株式会社フジタ

鹿児島県 ｸﾞﾗｳﾃﾞｲ高見馬場新築工事 免震EXP ・J他 株式会社鴻池組 株式会社鴻池組

熊本県 ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞﾝｸﾂ九州改修 EXP・J他金属工事 大成建設株式会社 大成建設株式会社

鹿児島県 川内原子力発電所新館新築 EXP・J他金属工事 西日本技術開発株式会社 大成建設株式会社

富山県 芝園小中学校新築工事 免震EXP ・J他 清水建設・三四五建築研究所JV 清水建設・三由建設JV

大阪市 朝日放送新社屋新築工事 免震EXP ・J他 NTTﾌｧｼﾘﾃｲｰｽﾞ 株式会社竹中工務店

大分市 医師会ｱﾙﾒｲﾀﾞ病院新築工事 免震EXP ・J他 株式会社佐藤総合計画 ﾌｼﾞﾀ・さとうﾍﾞﾈｯｸJV

大阪府 大阪航空学校移転新築工事 免震EXP ・J他 大成・山下設計JV 大成建設株式会社

福岡県 光明寺様改修工事 向拝・山門手摺新設 有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ 有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ

福岡県 浄万寺様納骨堂新築工事 献花台他 株式会社緒方組 株式会社緒方組

佐賀県 高野寺様多宝塔新築工事 相輪・八双金物 株式会社志田建設 株式会社志田建設

山口県 天理教佐波分教会新築工事 高欄手摺他 株式会社奥村組 株式会社奥村組

福岡県 太宰府天満宮祖霊舎改修工事 ﾊﾞﾘﾔﾌﾘｰ工事他 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店

福岡県 光雲神社本殿改修工事 千木・鳥衾・勝男木他 松井建設株式会社 松井建設株式会社

工事経歴書

有限会社テクニカルワーク



NO-14
所在地 工   　事   　名 商　品　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

大阪府 來迎院様本堂改修工事 高欄手摺新設 ZD建築計画事務所 日本ｱﾙﾐ大阪本社 平成20年度

福岡市 天興庵様納骨堂新築工事 宝珠・唐破風・高欄他 古典建築技術院 松井建設株式会社

山口県 狗留孫山修禅寺様改修工事 文化財復元・宝珠他 松尾強一級建築士事務所 松井建設株式会社

横浜市 正円寺様改修工事 高欄新設手摺 松井建設株式会社 松井建設株式会社

福岡市 建立寺様本堂新築工事 社寺金物他 株式会社　堂宮 吉川工務店株式会社

福岡県 南蔵院様景観工事 献燈篭他 あみだ堂まんだらや 有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ

福岡市 善導寺様納骨堂新築工事 社寺金物他 梅谷仏具店様 起産建設株式会社

福岡市 法性寺様改修工事 社寺金物他 梅谷仏具店様 梅谷仏具店様

福岡県 篠栗奥の院様改修工事 献燈篭新設工事 有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ 有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ

熊本市 浄行寺様納骨堂新築工事 相輪新設工事 三島建築設計事務所 株式会社建吉組

福岡県 法応寺様本堂新築工事 破風飾金物他 株式会社　堂宮 株式会社佐伯建設

福岡市 円龍寺様改修工事 幕板･庇新設工事 株式会社　堂宮 有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ

福岡市 東長寺様改修工事 香炉他 松井建設株式会社 松井建設株式会社

長崎市 清水寺様国宝復元工事 社寺金物復元工事 文化財建造物保存技術協会 松井建設株式会社

沖縄県 慈眼院様納骨堂・山門工事 社寺金物他 株式会社大城組 株式会社大城組

熊本市 熊本城復元工事 社寺金物復元工事 文化財建造物保存技術協会 松井建設株式会社

福岡県 顕燈寺様改修工事 向拝手摺新設工事 株式会社玄匠様 株式会社玄匠

山口県 正福寺様本堂新築工事 高欄手摺工事 株式会社志田建設 株式会社志田建設

長崎市 崇福寺様文化財保存工事 社寺金物他 松井建設株式会社 松井建設株式会社

宮崎県 正念寺様納骨堂新築工事 納骨壇新設工事 梅谷仏具店 梅谷仏具店様

福岡県 大宰府天満宮様保存工事 祖霊殿改修工事 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店

宮崎県 誓敬寺様納骨堂様新築工事 宝珠新設工事 菊池設計事務所 川口建設株式会社

大分県 長泉寺様改修工事 扉飾金物他 松井建設株式会社 松井建設株式会社

福岡県 明福寺様境内整備工事 社寺金物他 井上建築設計事務所 内山建設株式会社

佐賀県 安楽寺様鐘楼新築工事 扉飾金物他 武内工務店株式会社 武内工務店株式会社

神奈川県 顕正寺様改修工事 相輪新設工事 日本ｱﾙﾐ東京支社 日本ｱﾙﾐ東京支社

広島市 清住寺様多宝塔新築工事 社寺金物他 日本ｱﾙﾐ大阪本社 吉村建設株式会社

工事経歴書

有限会社テクニカルワーク



NO-15
所在地 工   　事   　名 商　品　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

沖縄県 沖縄水道局新築工事 免震　EXP・J工事 株式会社　泉設計 佐久川建設企業体

熊本市 熊本大学医学部新築工事 免震　EXP・J工事 熊本大学施設課 ﾌｼﾞﾀ・松尾･吉永JV

鹿児島市 NHK鹿児島放送会館 免震　EXP・J工事 竹中・建設共同企業体 竹中・建設共同企業体

福岡市 ﾔﾌｰﾄﾞｰﾑ改修工事 ﾃﾚﾋﾞﾓﾆﾀｰ改修工事 松下電工株式会社 久保田鉄工株式会社

金沢市 金沢医科大学新築工事 免震　EXP・J工事 株式会社中島建築事務所 清水建設株式会社 平成19年度

福岡県 長泉寺様本堂新築工事 社　寺　金　物 株式会社　堂宮 株式会社澄男工業

福岡市 櫛田神社改修工事 文化財修復工事 有限会社　ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ 有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ

山口県 岩崎寺文化財保存工事 文化財保存工事 藤原・山下設計事務所 進栄建設株式会社

福岡県 法応寺様本堂新築工事 向拝柱根巻他 株式会社　堂宮 株式会社佐伯建設

福岡市　 妙覚寺様納骨堂新築工事 社寺金物・納骨壇 株式会社　堂宮 株式会社澄男工業

福岡市 徳勝寺様本堂新築工事 半鐘吊金具納骨壇他 株式会社末永工務店 株式会社末永工務店

福岡市 善覚寺様納骨堂新築工事 欄間格子幕板他 株式会社橋津環境設計 株式会社末永工務店

福岡県 国宝岩屋神社修復工事 文化財等修復工事 文化財建造物保存技術協会 松井建設株式会社

前原市 正善寺様納骨堂新築工事 宝珠・欄間格子他 株式会社橋津環境設計 株式会社末永工務店

前原市 妙立寺様改修工事 竜の口・のぼりﾎﾟｰﾙ他 はせがわ美術工芸 有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ

宗像市 宗念寺様本堂新築工事 社　寺　金　物 松井建設株式会社 松井建設株式会社 平成18年度

佐賀県 龍光徳寺納骨堂新築工事 社　寺　金　物 内山建設株式会社 内山建設株式会社

柳川市 相良寺様本堂改修工事 社　寺　金　物 株式会社　玄　匠 株式会社　玄匠

福岡市 海元寺様納骨堂新築工事 社　寺　金　物 株式会社　堂宮 株式会社ｼﾞｮｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

熊本県 八代大師院様改修工事 献灯篭新設工事 有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ 有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ

北九州市 円光寺様本堂新築工事 社　寺　金　物 株式会社　堂宮 株式会社緒方組

福岡県 英彦山神社改修工事 文化財等修復工事 文化財建造物保存技術協会 松井建設株式会社

福岡市　 東長寺本堂様改修工事 保存改修工事 松井建設株式会社 松井建設株式会社

福岡県 真教寺様納骨堂新築工事 社　寺　金　物 株式会社　堂宮 株式会社澄男工業

宗像市 宗念寺様本堂新築工事 社　寺　金　物 松井建設株式会社 松井建設株式会社

北九州市 光円寺様移転工事 社　寺　金　物 高島設計株式会社 松井建設株式会社

工事経歴書



北九州市 岡田神社改修工事 向拝殿ﾌﾞﾛﾝｽﾞ手摺 株式会社　緒方組 株式会社　緒方組

NO-16

所在地 工   　事　   名 商　品　名 設　計　業　社　名 施工業者名 工事期間

福岡市 西南学院文化財保存 文化財等修復工事 株式会社一粒社設計事務所 松井建設株式会社 平成17年度

福岡市 地下鉄茶山駅新築工事 総合金属工事 株式会社甲山建築設計事務所 飛島建設株式会社

福岡市 妙智会九州教会新築工事 御本尊須弥壇彫刻扉 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店

福岡市 光明寺本道新築工事 　格天井絵･格飾金物 鎌田設計 松井建設株式会社

嬉野町 高野寺本堂新築工事 高欄手摺･飾金物他 有限会社社寺企画 株式会社志田建設

山口県 正法字様納骨堂新築工事 宝珠・須弥壇他 株式会社　堂宮 九州社寺建設工業株式会社

福岡市 紅葉神社改修工事 破風飾・宗門紋他 松井建設株式会社 松井建設株式会社

飯塚市 嘉穂劇場水害復旧工事 廻舞台改修･飾金物他 文化財建造物保存技術協会 松井建設株式会社

飯塚市 浄福寺様鐘楼改修工事 撞木･鐘楼改修他 松井建設株式会社 松井建設株式会社

福岡市 順光寺様庫裏改修工事 金属工事他 株式会社佐伯建設 株式会社佐伯建設

山口県 西教寺様本堂新築工事 高欄手摺･飾金物他 株式会社志田建設 株式会社志田建設

山口県 原江寺様納骨堂新築工事 相輪･高欄手摺他 株式会社　堂宮 洋林建設株式会社

佐賀県 妙智院様大仏修復工事 大仏様修復工事 夢和詩生一級設計事務所 株式会社日本アルミ

福岡市 妙法寺様納骨堂新築工事 大仏様建立工事 広陸設計 株式会社あいぞの

岩国市 白崎八幡宮改修工事 祖霊壇新設 株式会社あいぞの 株式会社あいぞの

嘉穂郡 長福寺本堂新築工事 高欄手摺･飾金物他 株式会社志田建設 株式会社志田建設

諫早市 正福寺様本堂新築工事 相輪･他 株式会社建友社建築事務所 株式会社重興産

朝倉町 浄弘寺様納骨堂新築工事 高欄手摺･飾金物他 株式会社橋津環境建築設計 株式会社古典建築技術院 平成16年度

都城市 正定字様本堂新築工事 社寺金物・他 株式会社　堂宮 株式会社　大建

有限会社テクニカルワーク

工事経歴書



金沢市 名願寺様本堂新築工事 高欄手摺･飾金物他 株式会社日本アルミ 株式会社日本アルミ

志免町 真行寺様納骨堂新築工事 本山紋修復工事 松井建設株式会社 松井建設株式会社

兵庫県 照善寺様鐘楼新築工事 鐘楼・山門他 株式会社橋津環境建築設計 株式会社志田建設

北九州市 誓案字様本堂新築工事 半鐘吊金物･手摺他 株式会社志田建設 株式会社志田建設

北九州市 善光寺様納骨堂新築工事 相輪・外装ﾊﾟﾈﾙ他 株式会社　堂宮 株式会社緒方組

鹿児島市 妙見神社様祖霊殿新築工事 高覧手摺・他 新建築事務所 氏子会建設委員会

篠栗町 南蔵院本堂景観工事 高欄手摺他 南蔵院様営繕課  有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ

唐津市 福成寺様本堂改修工事 破風飾・宗門紋他 松井建設株式会社 松井建設株式会社

NO-17

所在地 工   　事   　名 商　品　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

熊本市 熊本大学病院新築工事 免震EXP・J 熊本大学施設課 ﾌｼﾞﾀ・西松共同企業体 平成15年度

熊本市 手取本町再開発事業 EXP・J 工事 手取本町再開発設計企業体 大成･西松・建吉企業体

北九州市 室町1丁目再開発事業 免震EXP・J 株式会社日本設計 前田建設工業株式会社

嘉穂郡 長明寺様納骨堂新築工事 阿弥陀如来仏像建立 株式会社あいぞの 株式会社志田建設

三潴郡 徳正寺様納骨堂新築工事 納骨壇施･手摺他 株式会社　堂宮 株式会社　玄匠

嘉穂郡 長明寺様納骨堂新築工事 相輪･他 株式会社　堂宮 株式会社志田建設

嘉穂郡 光厳寺様納骨堂新築工事 相輪･他 三村設計事務所 株式会社　堂宮

福岡市 箱崎八幡宮改修工事 本殿飾金物修復他 小山社寺建設株式会社 小山社寺建設株式会社

佐賀県 教楽寺様本堂新築工事 手摺･鐘楼吊金物他 株式会社　堂宮 株式会社　玄匠

三潴郡 徳泉寺様納骨堂新築工事 手摺･納骨壇他 株式会社　堂宮 株式会社　玄匠

北九州市 正円寺様本堂新築工事 相輪･他 清水建設株式会社 清水建設株式会社

宗像市 安照字様納骨堂新築工事 高欄手摺･他 株式会社近江建築設計事務所 振興産業株式会社

有限会社テクニカルワーク

工事経歴書



長崎市 延命寺様本堂本堂新築工事 飾金物・鋲金物 株式会社　堂宮 株式会社林建装

朝倉郡 専念寺様本堂改修工事 鐘楼吊金物 有限会社ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸ 株式会社あいぞの

福岡市 万正寺様納骨堂新築工事 納骨壇･他 井上建築設計事務所 池田繁工務店株式会社

福岡市 順光寺様納骨堂新築工事 相輪･高欄手摺 株式会社　堂宮様 株式会社　堂宮様

水俣市 西念寺様改築工事 集骨堂建立 株式会社日本アルミ工芸部 はせがわ美術工芸様

飯塚市 明正寺様納骨堂新築工事 相輪･高欄手摺他 株式会社　堂宮 松井建設株式会社様

大分市　 善光寺様納骨堂改築工事 相輪･他 松井建設株式会社 松井建設株式会社様

大分市 正善寺様本堂新築工事 鋲金物･手摺他 株式会社　堂宮 松井建設株式会社

大分市 来迎寺様本堂新築工事 高欄手摺他 株式会社　堂宮 市原建設株式会社

下関市 了円寺様納骨堂新築工事 相輪･高欄手摺他 株式会社　堂宮 株式会社緒方組

宗像市 真光寺様本堂新築工事 欄間菱格子他 株式会社橋津環境建築設計 九州社寺建設工業株式会社

太宰府市 正行寺様清和田屋新築工事 格子手摺他 株式会社　堂宮 ﾅｶﾞﾀ建設株式会社

福岡市 明性寺様本堂新築工事 鋲金物･手摺他 株式会社　堂宮 末永工務店株式会社 平成14年度

三潴郡 樽玉宮楼門改修工事 屋根鯱新設工事 株式会社　堂宮 株式会社　堂宮

福岡市 恵光院様修復工事 宝珠改修工事・他 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店

NO-18

所在地 工    　事   　名 商　品　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

北九州市 黒崎駅再開発事業新築工事 EXP・J 工事 株式会社日本設計 大成・建築共同企業体

大村市 国立長崎病院新築工事 免震　EXP・J工事 株式会社安井建築設計事務所 大林組・建築共同企業体

沖縄県 ｻｰﾊﾟｰﾌｱｰﾑ新築工事 免震　EXP・J工事 株式会社日建設計 鹿島・国場・富真JV

熊本市 熊本県庁舎改築工事 ﾙｰﾊﾞｰ工事他 久米建築設計株式会社 飛島･建吉共同企業体

大分市 ﾄｷﾜﾜｻﾀﾞ新都心新築工事 EXP・J 工事 株式会社日建設計 佐伯・司建築JV

有限会社テクニカルワーク

工事経歴書



長崎市 ﾊﾟｰﾙｼｰﾘｿﾞｰﾄ造営工事 モニュメント工事 株式会社宝広告社 株式会社宝広告社

東京都 東京ｽﾀｼﾞｱﾑ新築工事 モニュメント工事 株式会社日本設計 株式会社東京ｴｰｼﾞｰｼ

佐世保市 大念寺様本堂新築工事 火灯窓･漆喰壁ﾊﾟﾈﾙ 株式会社橋津環境建築設計様 株式会社橋津環境建築設計様 平成14年度

武雄市 高円寺様本堂新築工事 相輪･高欄手摺他 株式会社　堂宮 株式会社志田建設

粕屋郡 光雲寺様納骨堂新築工事 相輪・他 株式会社　堂宮様 株式会社竹中工務店

下関市 西響寺様本堂新築工事 高欄手摺・鋲金物他 株式会社　堂宮 松井建設株式会社

北九州市 本通寺様納骨堂新築工事 相輪･高欄手摺他 若築建設株式会社 若築建設株式会社

国分市 正福寺様納骨堂新築工事 相輪･高欄手摺他 株式会社　堂宮 南建設株式会社

筑後市 光特寺様八角堂新築工事 相輪･高欄手摺他 株式会社橋津環境建築設計 株式会社古典建築技術院

太宰府市 大宰府天満宮誠心舘新築工事 鋲金物他 株式会社大江建築ｱﾄﾘｴ 株式会社　ハザマ

福岡県 南林寺様本堂新築工事 鋲金物他 株式会社　堂宮 株式会社林建装

福岡市 円龍寺様本堂新築工事 相輪･手摺他 株式会社　堂宮 株式会社澄男工業

福岡市 妙正寺様本堂新築工事 高欄手摺・他 株式会社　堂宮 株式会社澄男工業

赤池町 町営納骨堂新築工事 相輪･他 創建平河設計様 梅谷仏具店 平成13年度

福岡市 東長寺様六角堂改修工事 文化財修復工事 松井建設株式会社 松井建設株式会社

篠栗町 南蔵院様景観工事 高欄手摺・他 ｸﾗｳﾄﾞ1級建築設計事務所 鹿島道路株式会社殿

飯塚市 円満時様会館新築工事 高欄手摺・他 株式会社　堂宮 佐々木興産株式会社

福岡市 妙正寺様本堂新築工事 高欄手摺・他 株式会社　堂宮 株式会社澄男工業

福岡市 慈光寺様本堂新築工事 社寺金物・他 設計機構ﾜｰｸｽ 飛島建設株式会社

兵庫県 照善寺様本堂新築工事 宝珠・高欄手摺他 株式会社橋津環境建築設計 株式会社古典建築技術院

福岡市 櫛田神社様景観工事 鋲金物工事 株式会社竹中工務店 株式会社竹中工務店

有限会社テクニカルワーク

工事経歴書



NO-1

所在地 工    　事   　名 商　　品　　名 設　計　業　社　名 施　工　業　社　名 工事期間

熊本県 ﾃﾞｲｽｺ熊本工場新築 免震EXP・J他 （株）大林組九州支店 （株）大林組九州支店 平成30年度

熊本県 ﾀﾞｲﾔﾊﾟﾚｽ水前寺 EXP・J・その他 ㈱日総建九州支店 ㈱三絋

長崎県 ﾜｺ-ﾙ製造長崎改修工事 ﾊﾟﾈﾙ・その他 飛島建設（株）九州支店 飛島建設（株）九州支店

熊本県 平田機工熊本工場新築工事 EXP・J・その他 ㈱太陽設計事務所州支店 ㈱熊谷組九州支店

福岡県 博多駅阪急改修工事 EXP・J・その他 清水建設（株）九州支店 ㈱シミズビルケア

熊本県 ｲｵﾝ熊本増床工事新築 EXP・J・その他 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

山口県 安岡病院増築工事増築 EXP・J・その他 ㈱寿建設

熊本県 スズキ自販熊本店新築 EXP・Jその他 大和ﾊｳｽ工業㈱九州支店 大和ﾊｳｽ工業㈱九州支店

福岡県 朝鮮銀行福岡支店改修 EXP・J・その他 飛島建設（株）九州支店 飛島建設（株）九州支店

東京都 東京医科大学 EXP・J・パネルその他 大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店

熊本県 JA熊本果実連新築 免震EXP・J ㈱東洋建設九州支店 ㈱東洋建設九州支店

福岡県 ｴﾙｶﾞ-ﾗ天神 EXP・J・その他 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

熊本県 ﾏ-ｸｲｽﾞ福岡新築 EXP・Jその他 三菱・竹中JV （株）竹中工務店九州支店

福岡県 九州産業大学ｱﾘ-ﾅ-新築 幕板・ﾊﾟﾈﾙ・手摺 ㈱梓設計九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 電気ビル改修工事 EXP・J・その他 （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 福岡東宝ﾋﾞﾙ新築 免震EXP・J （株）竹中工務店九州支店 （株）竹中工務店九州支店

福岡県 妙輪寺多宝塔新築 相輪その他 ㈱志田建設 ㈱志田建設

佐賀県 超光寺納骨堂改修 路盤宝珠その他 ㈱長谷川美術工芸 (有)テクニカルワ－ク

東京都 善福寺本堂改修工事 高欄手摺その他 ㈱UACJ金属加工九州支店 (有)テクニカルワ－ク

福岡県 西林寺納骨堂改修工事 献灯台 ㈱長谷川美術工芸 (有)テクニカルワ－ク

福岡県 永福寺本堂新築工事 門扉その他 ㈱東京堂宮 ㈱志田建設

工事経歴書



福岡県 唱題寺本堂新築工事 路盤宝珠 ㈱UACJ金属加工九州支店 (有)テクニカルワ－ク

福岡県 安祥寺本堂新築工事 路盤宝珠 ㈱大岩メタルワ－クス (有)テクニカルワ－ク

福岡県 浄安寺鐘楼化新築 梵鐘吊金物 ㈱大岩メタルワ－クス (有)テクニカルワ－ク

福岡県 大宰府天満宮本殿 銅鏡 東洋ｽﾃﾝﾚｽ研磨工業㈱ (有)テクニカルワ－ク

徳島県 大窪寺山門改修工事 高欄手摺その他 （株）ｶﾅﾒ本社社寺部 ㈱大岩メタルワ－クス

有限会社テクニカルワーク


