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庁舎・公共施設（新築・増築・改築）
杉並区精神薄弱者施設新築工事（石井桂建築研究所 東京都 91/10～91/03）
さぬきこどもの国建設工事（梓設計 香川県 92/01～95/ 3）
国立大州青年の家武道館その他建設工事（梓設計 愛媛県 93/09～95/01 ）
群馬県庁議会棟新築工事（佐藤総合計画 群馬県 93/10～94/08）
仲南町庁舎、コミュニティーセンター建設工事（清和設計 香川県 95/08～97/12）
鴨島職安新築工事（国土交通省中国地方整備局 徳島県 96/10～ 97/02）
茨木女性総合センター新築工事（内藤設計 大阪府 97/03～98/03）
白根市生涯学習センター建設工事（佐藤総合計画 新潟県 98/ 4～98/09 ）
坂出警察署分館新築工事（香川県警察本部 香川県 01/11～02/06）
宍粟市庁舎新築工事設備設計業務（梓設計 兵庫県 06/12～08/03）
農業試験場移転整備事業管理・研究棟設備工事監理業務（香川県建築課 香川県 10/04～11/07）
玉島市民交流プラザ整備事業監理業務（梓設計 岡山県 10/07～12/03）
鳥取河川国道事務所除雪車車庫新築工事設備設計業務（エイト日本技術開発 鳥取県 12/12～13/05）
農業試験場小豆オリーブ研究所本館設備実施設計業務（香川県営繕課 香川県 15/09～16/02）
宇和島警察署庁舎新築外工事設計委託（愛媛県(㈱宏朋) 愛媛県 16/07～17/03）
農業試験場府中果樹研究所本館その他設備実施設計業務（香川県営繕課 香川県 18/04～19/01）
水島緑地福田公園多目的グラウンド本部棟外基本実施設計業務（丸満エネルギー 岡山県 18/06～19/03）
丸亀税務署庁舎新築に伴う設備監理業務委託（丸亀市住宅課 香川県 19/10～20/11）
丸亀市飯野コミュニティセンター改築に設備監理業務委託（丸亀市住宅課 香川県 19/12～20/11）

宍粟市庁舎

鴨島職安（ハローワーク吉野川）

さぬきこどもの国

仲南町庁舎

庁舎・公共施設（改修）
県庁舎本館・東館改修その他工事（香川県建築課 99/05～00/03）
高松法務総合外空調改修その他工事（国土交通省四国地方整備局 香川県 02/05～03/03）
徳島県総合運動公園陸上競技場・野球場改修基本計画（梓設計 徳島県 04/06～04/１1）
運転免許センター冷凍機改修その他設備設計（香川県警察本部 香川県 04/08～04/12）
岡山職安設備改修設計業務（国土交通省中国地方整備局 岡山県 04/10～05/01）
三豊合同庁舎耐震改修設備設計業務（香川県建築課 香川県 06/10～07/01）
岡山県警察学校その他換気改修設計業務（国土交通省中国地方整備局 岡山県 07/04～08/02）
広島合同4号館外1件設備改修設計業務（国土交通省中国地方整備局 広島県 08/12～09/03）
倉吉合同庁舎外1件設備改修設計業務（国土交通省中国地方整備局 鳥取県 09/05～10/03）
庁舎受変電設備・無停電電源設備更新設計・監理業務（高松市建築課 香川県 09/06～11/08）
三豊合同庁舎発電機等改修実施設計業務（香川県建築課 香川県 09/07～09/09）
愛媛労災特別介護施設外設備改修業務（国土交通省四国地方整備局 愛媛県 11/06～12/03）
倉敷税務署空調設備改修外2件設計業務（国土交通省中国地方整備局 岡山県 13/06～13/03）
高松合同庁舎外2施設設備改修実施設計業務（香川県営繕課 香川県 15/01～15/03）
水島港湾合同庁舎給排水設備その他改修設計業務（国土交通省中国地方整備局 岡山県 15/02～15/09）
香川県立丸亀競技場トイレ改修設備実施設計業務（香川県営繕課 香川県 16/06～16/12）
坂出人口土地耐震改修設計業務（基本・実施）（坂出市建築課 坂出市 15/07～17/03）
旧広島中学校校舎大規模改造に伴う設備設計業務委託（丸亀市建築課 丸亀市 16/09～17/03）
高松南警察署射撃場換気設備他1施設改修工事実施設計業務（香川県営繕課 香川県 17/05～17/07）
倉敷中央職安建築改修設計業務（国土交通省中国地方整備局 岡山県 17/08～18/02）
旧広島中学校校舎大規模改造に伴う設備監理業務委託（丸亀市建築課 香川県 17/07～18/02）
水島港湾合同2号館改修設計業務（国土交通省中国地方整備局 岡山県 17/02～17/09）
備中県民局設備改修基本計画及び非常用発電機改修設計業務（岡山県財産活用課 岡山県 18/05～19/01）
本庁舎低圧受電設備等更新設計・監理業務（高松市財産経営課 香川県 18/05～21/05）
本庁舎交流無停電電源装置更新設計業務（高松市財産経営課 香川県 18/05～18/08）
コンベツクス岡山・テレポート岡山受変電設備更新工事監理委託（岡山県建築営繕課 岡山県 19/10～20/02）
ネクスト香川及びたまも園厨房空調設備改修実施設計業務（香川県営繕課 香川県 19/04～19/07）
岡山第2合同庁舎受変電設備改修設計業務（国土交通省中国地方整備局 岡山県 19/10～20/03）
香川県玉藻町駐車場外1施設監視カメラ設備その他実施設計業務（香川県営繕課 香川県 20/05～20/08）
国分寺橘ノ丘総合運動公園受変電設備改修設計・監理業務委託（高松市スポーツ振興課 香川県 20/06～21/03）
はくちょう温泉受水槽改修設計・監理業務委託（高松市スポーツ振興課 香川県 20/06～21/03）
高松市庁舎発電設備等改修実施設計業務委託（高松市財産経営課 香川県 21/07～22/03）
高松市庁舎自動火災報知設備改修実施設計業務委託（高松市財産経営課 香川県 21/07～22/03）
香川県科学技術研究センタークリーンルーム空調設備改修実施設計業務（香川県営繕課 香川県 21/07～21/10）

農業試験場

玉島市民交流プラザ

茨木女性総合センター

白根市学習センター

文化施設（新築・増築・改築）
川越市市民会館中ホ－ル増築工事（石井桂建築研究所 埼玉県 89/06～90/04）
小山市立中央図書館新築工事（佐藤総合計画 栃木県 90/04～90/12）
高松市立図書館建設工事（梓設計 香川県 90/02～92/04）
さぬきこどもの国建設工事（梓設計 香川県 92/01～ 95/03）
加須市文化会館新築工事 （佐藤総合計画 埼玉県 91/04～92/04）
はまなす文化タウン新築工事（ブラックステゥ－ディオ 宮城県 93/11～96/06）
仲南町町民文化ホール建設工事（清和設計 香川県 95/08～97/12）
坂出・宇多津圏域健康生きがい中核施設建設工事（大建設計 香川県 96/08～98/10）
旧善通寺偕行社付属棟新築工事設備設計・監理業務（大建設計 香川県 04/04～08/03 ）
島根大学(川津)大学ホール(仮称)新営(設備)設計業務（島根大学 島根県 08/12～09/02）
玉島市民交流プラザ整備事業監理業務（梓設計 岡山県 10/07～12/03）
国文寺ホール整備事業基本・実施設計・監理業務（タカネ設計 高松市 香川県 09/07～13/03）

文化施設（改修）
旧善通寺偕行社 設備改修工事設計・監理業務（文化財建造物保存技術協会 香川県 07/09～08/03 ）
旧善通寺偕行社 防災設備工事設計・監理業務（文化財建造物保存技術協会 香川県 07/09～08/03 ）
香川県文化会館耐震改修及び内部改修工事設備監理業務（香川県建築課 香川県 08/07～09/02）
倉敷市立中央図書館ほか2館熱源改修実施設計業務（倉敷市公共設備課 岡山県 09/07～09/11）
県民ホール空調設備その他改修実施設計業務（香川県建築課 香川県 10/02～10/03）
高松市塩江美術館空調設備更新設計業務委託（高松市建築課 香川県 17/06～17/09）
高松市美術館地下駐車場泡消火設備改修実施設計業務委託（高松市建築課 香川県 17/07～17/09）
倉敷市指定重要文化財倉敷館改修ほか工事監理業務（倉敷市 岡山県 17/12～19/07）
香川県県民大ホール大ホール棟受変電設備及び４号エレベーター改修実施設計業務（香川県営繕課 香川県 19/04～19/07）
坂出市民ホール改修基本計画・基本・実施設計・監理業務（現代計画研究所 香川県 19/08～
県立ミュージアム監視カメラ設備改修実施設計業務（香川県営繕課 香川県 20/07～20/09）
県立図書館・文書館外1施設エレベーターその他設備改修実施設計業務（香川県営繕課 香川県 21/01～21/03）

仲南町町民文化ホール

高松市国分寺ホール

高松市国分寺ホール

はまなす文化タウン

はまなす文化タウン

教育・研究施設（新築・増築・改築）
東京都立赤羽商業高等学校改築工事設備設計・監理業務（石井桂建築研究所 東京都 88/12～ 91/03）
新しい時代に対応する新設高校建設工事設備設計・監理業務（香川県建築課 香川県 94/ 8～97/03）
京都教育大学 国際交流会館新築工事設備設計（大阪設備設計 京都府 97/01～97/09）
佐倉市立千代田小学校分離校新築工事設備設計（佐藤総合計画 千葉県 97/10～98/03）
四国管区警察学校設備改修工事設備設計業務（国土交通省中国地方整備局 香川県 98/12～99/03）
高松工業高等専門学校校舎改修工事設計業務（文部科学省 香川県 99/10～00/02）
関金町立山守小学校新築工事設備設計・監理業務（桑本賢一設計事務所 鳥取県 99/05～01/12）
高瀬高校特別教室等建築その他工事設備設計業務（香川県建築課 香川県 01/04～01/08）
四国学院大学図書館新築工事設備設計・監理業務（昭和設計 香川県 02/05～06/06）
四国学院大学アクションプラザ棟新築工事設備設計・監理業務（昭和設計 香川県 04/05～06/03）
観音寺中央高校管理教室棟改築工事設備監理業務（香川県建築課 香川県 06/07～07/10 ）
四国センターマウス飼育施設改修設計・監理業務（産業技術総合研究所 香川県 06/12～07/11 ）
十河小学校校舎増築に伴う設備工事設計業務委託（高松市建築課 香川県 07/05～07/07）
花園学園新校舎建設設備設計業務（梓設計 京都府 07/04～08/02 ）
高松南高校老朽化校舎等改築その他設備実施設計業務（香川県建築課 香川県 07/11～08/03）
島根大学(川津)大学ホール(仮称)新営(設備)設計業務（島根大学 島根県 08/12～09/02）
善通寺第一高校校舎改築設備設計業務（香川県建築課 香川県 09/09～10/03）
学校法人加計学園(仮)50周年記念館新築工事設備設計監理（丸川設計 岡山県 10/04～11/03）
多肥小学校南棟増築設備設計業務委託（高松市 香川県 10/08～12/08）
岡田小学校校舎改築に伴う設備設計・監理業務（丸亀市住宅課 丸亀市 11/06～13/08）
観音寺中央高校校舎棟第3期改築設備設計業務（香川県営繕課 香川県 11/09～12/03）
高松養護学校改築(Ⅰ・Ⅱ期)設備実施設計業務（香川県営繕課 香川県 12/06～13/12）
丸亀高校校舎改築設備監理業務（香川県営繕課 香川県 12/10～13/10）
小豆地域統合高校校舎棟設備実施設計業務（香川県営繕課 香川県 14/5～15/3）
農業試験場小豆オリーブ研究所本館設備実施設計業務（香川県営繕課 香川県 15/09～16/02）
林小学校校舎増築に伴う設備設計業務委託（高松市建築課 香川県 16/05～16/11）
高松北中学校給食棟設備実施設計業務（香川県営繕課 香川県 16/11～17/03）
東かがわ市(仮称)白鳥小学校・白鳥中学校改築設備設計業務（内藤建築事務所 香川県 17/10～18/09）
農業試験場府中果樹研究所本館その他設備実施設計業務（香川県営繕課 香川県 18/04～19/01）

四国学院大学 図書館

四国学院大学 アクションプラザ棟

半田小学校

はまなす文化タウン

関金町山守小学校

教育・研究施設（改修）
新居浜工業高専管理・電気情報工学科校舎改修設備設計業務（新居浜高専 愛媛県 09/03～09/05）
丸亀市本島中学校校舎大規模改造に伴う設備設計業務（丸亀市住宅課 香川県 09/06～09/11）
琴平高校太陽光発電システム設置実施設計業務（香川県建築課 香川県 09/07～09/9）
三豊市立大見小学校外4校空調設備整備工事実施設計業務（三豊市 香川県 11/08～11/11）
桜町中学校外5校空調設備整備設計監理業務（高松市 香川県 11/09～13/02）
一宮中学校外5校空調設備整備設計監理業務（高松市 香川県 12/07～14/02）
丸亀高校校舎改築設備監理業務（香川県営繕課 香川県 12/10～13/10）
屋島東小学校外3校空調設備整備設計監理業務（高松市 香川県 13/08～15/01）
四国職業能力開発大学校設備更新設計監理業務（高齢障害求職者雇用支援機構 香川県 14/05～15/03）
県立倉敷工業高校長寿命化改修工事実施設計委託（丸満エネルギー 岡山県 15/06～15/12）
県立高梁南高校長寿命化改修工事実施設計委託（丸満エネルギー 岡山県 15/06～15/12）
旧広島中学校校舎大規模改造に伴う設備設計業務委託（丸亀市建築課 香川県（16/10～17/03）
旧広島中学校校舎大規模改造に伴う設備監理業務委託（丸亀市建築課 香川県（17/06～18/02）
三豊市立大見小学校外2校音楽室空調設備整備工事実施設計業務（三豊市 香川県 17/06～17/09）
福山市立神辺中学校特別教室棟校舎改築他工事設計委託（福山市 広島県 18/07～19/03）
倉敷市立味野中学校ほか4校特別教室空調設備実施設計業務委託（倉敷市 岡山県 19/10～20/06）
香川西部養護学校外1校トイレ改修設備実施設計業務（香川県営繕課 香川県 19/11～20/03）
高等技術学校高松校外１施設発電機その他設備改修実施設計業務（香川県営繕課 香川県 19/11～20/03）
市内中学校情報通信ネットワーク環境施設整備に伴う設計・監理業務委託（丸亀市住宅課 香川県 20/05～21/03）
国分寺中学校本館校舎大規模改修に伴う設備設計業務委託（高松市教育局総務課 香川県 20/08～21/06）
岡田小学校

高松南高校
四国職業能力開発大学校

丸亀高校

観音寺中央高校

善通寺第一高校

産業技術総合研究所
四国センター

医療施設（新築・増築・改築）
愛媛県立南宇和総合病院新築工事 （佐藤総合計画 愛媛県 90/ 9～02/11）
国立善通寺病院ＭＲＩ棟増築工事 （厚生労働省四国地方医務支 香川県 93/11～94/01））
安藤医院新築工事（多田善昭建築設計事務所 香川県 99/ 3～02/10）
中山クリニック新築工事（多田善昭建築設計事務所 香川県 00/10～02/01）
綾南病院改築工事（佐藤総合計画 香川県 01/08～02/10）
西伯病院改築工事（佐藤総合計画 鳥取県 03/08～06/03）
土佐市民病院改築工事（日本設計 高知県 05/０２～06/03 ）
別府温泉病院改築工事（ブラックステゥーディオ 大分県 05/01～06/05 ）
(仮称)JR金沢西第2NKビル(浦田クリニック)新築設計業務（佐藤設計 石川県 15/06～15/10）
岡山労災看護専門学校新築設備設計業務（内藤建築設計事務所 岡山県 15/07～16/03）
国民健康保険 勝浦病院 設備実施設計業務（内藤建築設計事務所 徳島県 19/03～20/01）

医療施設（改修）
国立善通寺病院受電設備更新その他工事（厚生労働省四国地方医務支局 香川県 85/ 9～89/10）
国立療養所 高松病院受電設備更新工事（厚生労働省四国厚生支局 香川県 90/09～92/02）
独立行政法人 国立病院機構高知病院空調改修設計・監理業務（高知病院 高知県 13/06～14/03）
平成28年度丸亀病院給湯設備改修実施設計業務（香川県丸亀病院 香川県 16/08～16/10）
丸亀病院Ｂ病棟空調設備実施設計業務（香川県丸亀病院 香川県 17/05～17/07）

福祉施設（新築・増築・改築）
鴨方町健康福祉センター建設工事（梓設計 岡山県 93/05～96/02）
群馬県社会福祉総合センター新築工事（佐藤総合計画 群馬県 94/03～97/10）
名和町健康福祉センター新築工事（桑本賢一設計事務所 鳥取県 98/05～00/03）
土成町保険センター新築工事 （安井建築設計事務所 徳島県 00/08～02/03）
特別養護老人ホームゆうらく改築工事（永野建築設計事務所 鳥取県 01/05～03/03）
(仮称)野市特別養護老人ホーム新築工事（永野建築設計事務所 高知県 03/06～06/03）
熊谷リタイヤメントビレッジ新築工事（内藤総合計画 埼玉県 ０５/02～06/03）
特別養護老人ホームあかね新築工事（昭和設計 香川県 05/10～07/03 ）
総合老人福祉の園 はぎの里オアシス新築工事（永野建築設計事務所 京都府 10/10～12/10）
(仮称)フロイデ金比羅新築工事（永野建築設計事務所 山口県 12/08～14/11）
(仮称)特定医療法人社団松涛会 老人保健施設コスモス（永野建築設計事務所 山口県 12/08～15/01）
四電楠上社宅跡地におけるサービス付き高齢者向け住宅基本・実施設計業務（現代計画研究所 香川県 20/08～21/11）

福祉施設（改修）
特別養護老人ホール ゆうらく 空調設備改修(Ⅰ・Ⅱ期)設計・監理（社会福祉法人伯耆の里 鳥取県 12/10～16/03）
(仮称)因島総合福祉保健センター建設工事設計業務委託（佐藤設計 広島県 15/08～16/03）
聴覚障害者福祉センター空調設備改修実施設計業務（香川県営繕課 香川県 17/11～18/02）
社会福祉総合センター空調制御装置改修実施設計業務（香川県営繕課 香川県 18/12～19/03）

特別養護老人ホーム

ゆうらく

西伯病院

保安防災施設
四国管区警察学校設備改修実施設計業務（国土交通省四国地方整備局 香川県 98/08～99/02）
小松島(１２)整備場新設工事（防衛省中国四国防衛局 徳島県 00/06～00/10）
小松島(１２) 基地設備調査（防衛省中国四国防衛局 徳島県 00/09～01/08）
坂出警察署分館新築工事（香川県警察本部 香川県 01/11～02/06）
小松島(１3)格納庫等新設工事（防衛省中国四国防衛局 徳島県 01/02～04/04)
小松島(１4)洗機場等設備設計（防衛省中国四国防衛局 徳島県 02/06～02/10）
小松島その他(１5)車庫新設等設備調査（防衛省中国四国防衛局 徳島県 03/08～03/10)
香川県消防学校整備事業設備監理業務（香川県建築課 香川県 03/10～06/02）
善通寺(丸山)(１7)公務員宿舎特別改修設備設計（防衛省中国四国防衛局 香川県 05/07～05/12）
徳島(１7)庁舎新築設備現場技術業務（防衛省中国四国防衛局 徳島県 06/03～07/06）
下関(六連島)(１8)庁舎新設設備その他設計（防衛省中国四国防衛局 山口県 06/ 8～07/01)
四国管区警察学校耐震改修他設備設計業務（国土交通省四国地方整備局 香川県 06/10～07/01）
高知総合あんしんセンター（仮称）建設工事設備設計業務（梓設計 高知県 06/10～ 08/03）
岡山県警察機動隊設計図書作成業務（国土交通省中国地方整備局 岡山県 14/07～14/09）
三木町防災センター新築工事設計監理業務（米澤建築設計事務所 香川県 13/10～16/02）
宇和島警察署庁舎新築外工事設計・監理委託（愛媛県(㈱宏朋) 愛媛県 16/08～19/10）
高松南警察署射撃場換気設備他1施設改修工事実施設計業務（香川県営繕課 香川県 17/05～17/07）
瀬戸内警察署庁舎自家用発電設備等改修工事実施設計委託（岡山県警会計課 岡山県 18/04～18/07）
丸亀市南消防署空気調和設備他改修に伴う設備監理業務委託（丸亀市住宅課 香川県 20/05～20/11）

高知総合あんしんセンター

三木町防災センター

上下水道・廃棄物処理施設
石垣市川平浄化センター建設工事（日本上下水道設計 沖縄県 91/12～92/07）
洲本終末処理場建設工事（日本上下水道設計 兵庫県 91/04～94/11）
香川県東部清掃施設組合ゴミ溶融処理施設建設工事（新日本製鐵 香川県 94/12～02/03）
下諏訪町ゴミ焼却施設建設工事（高橋上田設計事務所 長野県 96/11～98/04）
福島市リサイクルプラザ建設工事（高橋上田設計事務所 福島県 97/05～97/10）
宇摩クリーンセンターゴミ焼却施設建設工事（梓設計 愛媛県 97/12～98/06）
亀山市清掃センター建設工事（新日本製鐵 三重県 98/01～98/10）
君津地域広域廃棄物処理施設建設工事（新日本製鐵 千葉県 98/ 8～00/03）
高知西部ゴミ溶融処理施設建設工事（新日本製鐵 高知県 00/06～03/03）
（仮称）高橋浄水場整備等事業監理業務（日水コン 愛媛県 19/11～
)

グリーン診断・省エネ診断・建築設備定期点検・調査等
岡山第２合同外７件グリーン診断業務（国土交通省中国地方整備局 岡山県 02/12～03/02）
岡山県警察学校外29件グリーン診断業務（国土交通省中国地方整備局 岡山・鳥取県 04/01～04/03）
四国管区警察学校外グリーン診断業務（国土交通省四国地方整備局 香川・愛媛県 04/10～04/11）
県立高松工芸高校校舎改修(第2期)省エネ判断基準作成業務（香川県建築課 香川県 06/01～06/03）
さぬきこどもの国設備定期検査業務（香川県建築課 香川県 06/07～06/09 ）
県営野球場設備定期検査業務（香川県建築課 香川県 06/07～06/09 ）
警察施設定期点検業務(設備)（香川県警察本部 香川県 08/03～08/05）
善通寺総合会館特殊建築物定期検査（善通寺市 香川県 2008～2019）
保健医療大学外6施設建築設備定期点検業務（香川県営繕課 香川県 2014～2020）
香川県庁舎建築設備定期点検業務（香川県財産経営課 香川県 2015～2020）
香川県庁舎建築物等定期点検業務（香川県財産経営課 香川県 2016、2019）
特別養護老人ホームゆうらく省エネ診断・改修計画業務（社会福祉法人伯耆の国 鳥取県 2016）
管理用電力ケーブル修繕等調査検討補助業務（ブリッジ・エンジニアリング 兵庫県 20/07～21/03）
鳴門管内管理用電力ケーブル修繕等調査検討補助業務（ブリッジ・エンジニアリング 徳島県 21/07～22/12）

省エネ・新エネ設備・省エネ改修関連
広島合同4号館外1件設備改修設計業務（国土交通省中国地方整備局 広島県 08/12～09/03）
倉吉合同庁舎外1件設備改修設計業務（国土交通省中国地方整備局 鳥取県 09/05～10/03）
高松南高校太陽光発電システム設置実施設計業務（香川県建築課 香川県 09/02～09/03）
琴平高校太陽光発電システム設置実施設計業務（香川県建築課 香川県 09/07～09/9）
倉敷市立中央図書館ほか2館熱源改修実施設計業務（倉敷市公共設備課 岡山県 09/07～09/11）
東かがわ市立大川中学校太陽光発電設備設置工事設計監理業務（東かがわ市教育委員会 09/11～10/10)
善通寺第一高校太陽光発電システム設置実施設計業務（香川県建築課 香川県 10/02～10/3）
県民ホール空調設備その他改修実施設計業務（香川県建築課 香川県 10/02～10/3）
高松駅前公衆便所太陽光発電設置設計業務（高松市建築課 香川県 10/03～10/03）
南部クリーンセンター太陽光発電設備設計業務（高松市建築課 香川県 10/03～10/06）
花園小学校外9校小中学校太陽光発電設備設計監理業務（高松市建築課 香川県 10/05～11/03）
倉敷市庁舎太陽光発電設備ほか実施設計業務（倉敷市公共設備課 岡山県 10/06～10/08）
倉敷労基署設備改修外1件設計業務（国土交通省中国地方整備局 岡山県 12/06～13/03）
特別養護老人ホームゆうらく空調設備改修(Ⅰ・Ⅱ期）設計・監理業務（社会福祉法人伯耆の国 鳥取県 12/05～14/03）
特別養護老人ホームゆうらく給湯・照明設備省エネ改修設計・監理業務（社会福祉法人伯耆の国 鳥取県 14/06～16/03）
三木町庁舎及び防災緊急避難施設(仮称)太陽光発電設備設置工事設計監理業務（米澤建築設計事務所 香川県 15/04～16/02）
小豆地域統合高校太陽光発電設備整備実施設計業務（香川県営繕課 香川県 16/06～16/08）
名鉄神宮前駅西ビル本館ZEB Oriented化計画策定業務（愛知県 19/07～19/10）

文化財関連
重要文化財 旧善通寺偕行社 設備改修工事設計・監理業務（(財)文化財建造物保存技術協会 香川県 07/09～08/03 ）
重要文化財 旧善通寺偕行社 防災設備工事設計・監理業務（(財)文化財建造物保存技術協会 香川県 07/09～08/03 ）
旧善通寺偕行社付属棟新築工事設備設計・監理業務（大建設計 香川県 04/04～08/03 ）
重要文化財 旧野崎家住宅防災設備設計・監理業務（(財)竜王会館 岡山県 10/04～11/03）
重要文化財 大瀧山三重塔防災設備整備設計・監理業務（福生寺 岡山県 10/4～11/03）
重要文化財 熊野神社防災設備整備設計・監理業務（熊野神社 岡山県 10/06～11/11）
重要文化財 大原家住宅防災設備整備設計・監理業務（三楽 岡山県 10/08～11/12）
国宝 神谷神社防災設備整備設計・監理業務（神谷神社 香川県 11/07～12/03）
国宝 旧閑谷学校防災設備整備設計・監理業務（岡山県文化財課 岡山県 13/09～15/03）
重要文化財 本源寺防災設備整備事業設計・監理業務（本源寺 岡山県 13/12～16/03）
重要文化財 玉藻公園消火設備改修設計・監理業務（高松市 香川県 15/07～16/08）
重要文化財 白峰寺防災設備設計・監理業務（白峰寺 香川県 18/02～
）
国宝 吉備津神社本殿等防災施設整備工事（吉備津神社 岡山県 21/04～22/09）

旧善通寺偕行社

旧善通寺偕行社 付属棟

店舗・商業ビル・工場・その他（新築・増築・改築）
やしま第一健康ランド建設設備設計・監理業務（第一 香川県 86/04～87/08）
瀬戸内国際マリンホテル建設設備設計・監理業務（都市環境開発センター 岡山県 87/04～88/06）
八王子店舗住宅共同ビル新築工事設備監理業務（昭和設計 東京都 88/12～90/03）
城南信用金庫銀座支店新築工事設備設計業務（佐藤総合計画 東京都 90/10～91/02）
秋田物産㈱新社屋新築工事設備設計・監理業務（梓設計 岡山県 93/12～94/12）
モリモト本社ビル工事設備設計業務（佐藤総合計画 東京都 97/08～97/10）
安藤医院寒川厚生施設新築工事設備設計業務（多田善昭建築設計事務所 香川県 98/08～99/09）
オートランドにしやま新築工事設計・監理業務（西山自動車 香川県 98/08～00/01）
広島マリーナHOP新築工事設備設計・監理業務（梓設計 広島県 01/06～05/03）
ＪＡ高知ビル新築工事設備設計業務（昭和設計 高知県 06/01～07/08）
山佐株)寄島配送センター新築工事設備設計業務（梓設計 岡山県 06/ 5～07/02）
西山自動車新店舗新築工事設計・監理業務（西山自動車 香川県 12/03～13/08）
協和化学工業坂出工場増築設備設計・監理業務（米澤設計 香川県 12/08～13/06）
追浜西ドミトリー託児所設置設備設計・監理業務（日産ネットワークホールディングス 神奈川県 16/08～17/03）
スターバックスコーヒー慶應義塾大学病院新病棟設備調査・設計業務（スターバックスコーヒージャパン 東京都 17/04）
スターバックスコーヒーCoCoLo新潟西館設備調査・設計業務（スターバックスコーヒージャパン 新潟県 17/09）
ＪＡ香川第1・第2ビル新築工事設備監理業務（三菱地所設計 香川県 17/07～19/07）
富士スバル(仮称)高崎店新築工事設備計画・基本設計業務（チーム・イワキリ・ジャパン 群馬県 19/03～19/05）
(仮称)目黒区青葉台3丁目計画新築工事企画計画・実施設計業務（チーム・イワキリ・ジャパン 東京都 19/07～21/03）
三菱ふそうトラック・バス 白石支店計画・実施設計業務(チーム・イワキリ・ジャパン 宮城県 19/11～21/03）
三菱ふそうトラック・バス 春日部支店計画・実施設計業務(チーム・イワキリ・ジャパン 埼玉県 19/11～21/03）
日産自動車㈱滋賀南草津店新築工事設備実施設計業務（大和ハウス工業 滋賀県 20/02～20/05）
京都日産自動車㈱南店建替設備基本・実施設計業務（イースペース設計 京都府 20/08～21/03）
日産プリンス宮城㈱ 石巻店建替設備計画（イースペース設計 宮城県 21/08～21/03）
日産プリンス埼玉㈱ 新上尾平塚店（仮称）新築設備計画（イースペース設計 埼玉県 21/08～21/03）

山の家

善通寺赤門筋街灯

店舗・商業ビル・工場・その他（改修）
八重洲ブックセンター増改築工事設備設計・監理業務（イリア 東京都 95/05～95/08）
山陰放送社屋改修工事設備設計・監理業務（桑本賢一設計事務所 鳥取県 02/08～04/03）
ＪＡ高知ビル新築工事設備設計業務（昭和設計 高知県 06/01～07/08）
引田温水プール設備改修設計・監理業務（東かがわ市 香川県 08/08～09/03）
ベッセルおおち給湯温水施設等改修設備設計・監理業務（東かがわ市 香川県 08/12～09/03）
帯広日産㈱クリスタル30空調設備改修設計業務（日産ネットワークホールディングス 北海道 16/03～16/08）
サティオ福山㈱明神店空調設備改修設計監理業務（日産ネットワークホールディングス 広島県 16/09～17/03）
日産プリンス福島販売㈱本社設備老朽調査・改善仕様作成（日産ネットワークホールディングス 福島県 17/01～17/03）
兵庫日産㈱尼崎店非常用発電機更新仕様書作成業務（日産ネットワークホールディングス 兵庫県 17/04～17/07）
Ｐ’Ｓ東中野ビル防災用発電機設置検討業務（日産ネットワークホールディングス 東京都 17/06～17/08）
岐阜日産㈱多治見池田店泡消火設備検討業務（日産ネットワークホールディングス 岐阜県 17/07～17/10）
日産プリンス群馬販売㈱東前橋店空調設備改修検討業務（日産ネットワークホールディングス 群馬県 17/08～17/10）
日産プリンス広島販売㈱本社泡消火設備更新工事設計監理（日産ネットワークホールディングス 広島県 18/10～19/03）
日産プリンス福島販売㈱本社空調更新に伴う詳細調査（日産ネットワークホールディングス 福島県 18/09～19/03）
日産プリンス秋田販売㈱大曲店老朽改修工事設計業務（eスペース設計 秋田県 19/03～19/06）
日産プリンス広島販売㈱比治山店設備更新工事設計、監理（日産ネットワークホールディングス 広島県 21/06～22/02）
日産プリンス福島販売㈱本社防災設備更新工事設計、監理（日産ネットワークホールディングス 福島県 21/06～23/02）
日産プリンス宮城販売㈱卸町車検S設備更新設計、監理（日産ネットワークホールディングス 福島県 21/06～23/02）
日産プリンス三重販売㈱津垂水店設備更新設計、監理（日産ネットワークホールディングス 三重県 21/06～23/02）

住宅関連
山田邸新築工事設計・監理業務（山田 高知県 86/03～86/11）
那須高原リゾートマンション新築工事設備設計業務（佐藤総合計画 栃木県 92/04～93/07）
綾上町山田団地設備設計・監理業務（三島建築設計事務所 香川県 95/10～95/12）
ダイヤパレス八王子新築工事設備設計・監理業務（OAC設計 東京都 97/03～97/10）
北花田住宅Ⅱ期工事設備設計業務（新日本製鐵 大阪府 98/03～98/10）
兵田邸新築工事設備設計・監理業務（多田善昭建築設計事務所 香川県 98/08～00/12）
長尾邸新築工事設備設計・監理業務（多田善昭建築設計事務所 香川県 00/06～01/10）
小木曽邸新築工事設備設計・監理業務（多田善昭建築設計事務所 香川県 01/11～03/05）
県営住宅テレビ共同受信設備デジタル化改修設計業務（香川県住宅課 香川県 05/08～06/03）
市営団地テレビ共同受信設備デジタル化設備設計・監理業務（高松市住宅課 香川県 06/08～07/04）
安藤邸新築工事設備設計・監理業務（多田善昭建築設計事務所 香川県 06/11～08/03）
高松町団地外テレビ共同受信設備改修工事設計・監理業務（高松市住宅課 香川県 08/07～09/03）
四国職業能力開発大学校空調設備更新(宿舎棟)設計監理業務（高齢・障害・求職者雇用支援機構 香川県 14/05～15/03）
（仮称）北本町共同住宅新築工事 設備設計業務（充総合計画 高知県 16/03～17/01）
平成２８年度県営住宅西春日団地外10団地ビル陰設備撤去等実施設計業務（香川県住宅課 香川県 16/07～16/10）
日産自動車 いわきドミトリー設備更新工事設計監理業務（日産自動車 福島県 18/04～18/09）
日産自動車 九州厚生物件設備更新調査・基本計画業務（日産自動車 福岡県 19/01～19/03）
日産自動車 二又住宅浄化槽改修工事設計業務（日産自動車 福岡県 19/11～20/03）

長尾邸

兵田邸

石井邸

MECHANICAL & ELECTRICALCONSULTING OFFICE

ARCTECHNO CORP.
社名について
ARCTECHNOと言う社名は、
ARCHITECTとTECHNOLOGYを
組み合わせて作りました。

会社の概要
資本金

・10,000,000円

役員

・代表取締役 西山美一
・取締役
髙木俊幸
・取締役
金広恵子

取引銀行

・百十四銀行 中央市場支店
・香川銀行 中央市場支店
・みずほ銀行 高松支店

営業種目

・建築設備、環境設備の計画、設計、監理
・省エネ、新エネルギー利用コンサルティング
・建物設備の劣化診断、老朽度調査、長寿化コンサルティング

主な取引先 ・官庁 国土交通省 厚生労働省 文部科学省
防衛省 財務省 総務省
香川県 高松市 丸亀市 三豊市 東かがわ市
岡山県 倉敷市
・民間 日産自動車株式会社
日産ネットワークホールディングス株式会社
株式会社イースペース設計
株式会社JM
丸満エネルギー株式会社
加入団体

沿革

・(一社)日本建築学会
・(一社)日本設備設計事務所協会連合会
・(一社)建築設備技術者協会
・(公社)空気調和衛生工学会
・(一社)電気設備学会
・(一社)香川県設備設計事務所協会
1983.11
1984.04
1988.01
1995.03
1997.03
1998.03
2001.03
2001.04
2007.03
2015.10
2018.07
2021.12

創立
株式会社アークテクノ設立
東京事務所 開設
中国事務所 開設
九州事務所 開設
米子事務所 開設
横浜事務所 開設
九州、米子事務所 廃止 中国事務所に統合
横浜事務所 廃止 東京事務所に統合
本社新社屋に移転
東京事務所2 開設
東京事務所1・2統合 現在に至る

MECHANICAL & ELECTRICAL CONSULTING OFFICE

ARCTECHNO CORP.

