
福岡市の建築計画
(6月1日公表分） 標識設置報告書より弊誌作成〈6月1日現在〉

建築物の名称 建築主 建設場所 規模 主要用途 設計者 晶 漬I予定

（仮称）アイランド 西 日本鉄道（松 代表取締役 東区香椎照葉 S造3階建 事務所（バ 九建設計條 18.0427 18.07 

シティ自動車営業 社長執行役員倉富純男（福 5-26-43 敷地10.000.oom ス営業所） （福岡市中央区天神1-14-16)

所新築工事 岡市中央区天神1-11-17) 延床3,658.58吋

（仮称） （樹グッドライフカン パニ一 代 東区箱崎 RC造8階建 共同住宅 熊本建築研究所 18.0427 18.08 

GLC箱崎3丁目 表取締役 高村隼人（福岡 3-3169-1、6 敷地721.24rri （熊本市中央区神水1-27-5)

市博多区博多駅南1-2-15) 延床1,273.60吋

（仮称） 栄興 建認株 東区松崎 RC造4階建 共同住宅 淋東部産業 一級建築土事 18.05.02 18.08 

松崎栄興マンショ 代表取締役 吉村信幸 4-508-7,524- 敷地223・34ポ 務所

ン新築工事 （福岡市東区原田1-1-21) 11 延420.00rrl （福岡市東区原田1-1-21)

（仮称） 町ATERU 東区香椎駅東 木造2階建 共同住宅 中原建築工房 一級連築士 18.05.14 18.08 

香椎駅東1丁目V 代表取締役 古木大咲（福 1-707-7 敷地179.84ポ 事務所（福岡市博多区店屋

アパート 岡市博多区祇園町7-20-7F) 延床174.98ポ 町4-8-307)

（仮称） 昧スカイゴル フ 代表取締役 博多区博多駅 RC造12階建 共同住宅 淋ンユニオン 18.05.01 18.07 

博多駅南3丁目マ 舛田憲吾（福岡市博多区 南3-234外3筆 敷地281.13ni （福岡市中央区赤坂1-7-23)

ンション新築工事 博多駅前2-11-22-406) 延床1,389.59吋

サイリ ョウ本社ビ ⑭サイりョウ 代表取締役 博多区麦野 s造4階建 事務所 條エス・デザイン 18.05.01 18.07 

）レ 西岡良（福岡市博多区銀天 6-1-27 敷地165.32rrl （春日市春日原東町3-4)

町3-6-18-202) 延床393.47rri

（仮称）ラフレシーサ 新日本ネットワーダ枕 博多区博多駅 RC造10階建 共同住宅 如ンユニオン 18.05.11 18.07 

博多駅南2丁目マ 代表取締役 舛田憲吾 南2-143 敷地199.88ポ （福岡市中央区赤坂1-7-23)

ンション新築工事 （福岡市中央区舞鶴3-1-30) 延床1,100.08吋

（仮称）住吉2丁目 攀資 博多区住吉 RC造9階建 簡易宿所 淋ランテック建築設計事務 18.04.04 18.06 

954-20ビル新築 代表取締役 林邦良 2-954-20 敷地302.66m 所

工事 （東京都港区白金台5-15-5) 延床1,082.02吋 （福岡市南区那の川1-24-8)

（仮称）住吉2丁目 （合）K.H.S 博多区住吉 RC造9階建 簡易宿所 條ランテ汐建築設言十事務 18.04.04 18.06 

954-59ビル新築 代表社員倉橋湛治 2-954-59 敷地303.39rrl 所（福岡市南区那の川1-24-

工事 （福岡市中央区舞鶴3-1-10) 延床1,068.88吋 8) 

（仮称） （町ATERU 博多区竹下 木造2階建 共同住宅 中原建築工房 一級建築士 18.05.14 18.o? 

竹下1丁目アパ一 代表取締役 古木大咲（福 1-374-17,98 敷地185.47rri 事務所（福岡市博多区店屋

卜 岡市博多区祇園町7-20-7F) 延床184.38ボ 町牛8-307)

（仮称） 咸ノケンハーモニ一 取締役 博多区吉塚 木造2階建 共同住宅 淋シノケンハーモニーニ級建 18.05.14 18.07 

ハー モニーテラス アパート事業本部長 玉置貴 1-553-1,4 敷地134.63ポ 築士事務所（東京都港区芝

吉塚v 史（東京都港区芝大門2-5-5) 延床127.63nf 大門2-5-5)

（仮称） （町ラムスクエアハイツ 中央区梅光園 RC造4階建 共同住宅 妹サニム建築事務所（福岡 18.05.01 18.07 

梅 光 園2 丁 目計 代表取締役 林明宏（福岡 2-194-2 敷地301.40m 市中央区荒戸2-3-37-101)

画新築工事 市早良区百道浜4-22-2) 延床700.00rri

（仮称）リアンレガ 棘リアン 中央区荒戸 RC造5階達 共同住宅 如ンユニオン 18.05.10 18.07 
一口大濠公園ステ 代表取締役 黒石征幸 1-70 敷地238.53ボ （福岡市中央区赤坂1-7-23)
ーション新築工事 （福岡市博多区祇圏町2--8) 延床723.44ポ

（仮称）福岡市中央 三菱地所レジデンス（株 中央区地行浜 RC造一部S造28階建 共同住宅 淋三菱地所 設計 一級建築 18.05.01 18.11 

区地行浜2丁目マン 九州支店長 貝守学 2-30—26 敷地5,309.16吋 士事務所

ション計画(II期棟） （福岡市中央区天神1-6-8) 延床29,498.65111' （福岡市中央区天神1-6-8)

（仮称） 瞬ノフトライフ 南区皿山 RC造8階建 共同住宅 昧RED建築設計事務所 18.05.14 18.08 

アメイズ長住南 代表取締役 樋口由紀夫 2-1087-2他 敷地1,672.13吋 （福岡市早良区西新4-6-15-

新築工事 （福岡市中央区天神4-8-25) 延床3,600.00吋 102) 

（仮称） 洵西 部ハウス 城南区七隈 RC造4階建 店舗付き 有澤建設昧一級建築士事 18.03.10 18.08 

七隈8丁目マンシ 代表取締役 本村純次（福 8-559-4 敷地100.38m 共同住宅 務所（福岡市博多区博多駅

ョン2新築工事 岡市城南区松山2-31-31) 延床339.32ポ 南44-12)

（捻ホワイトボックス 悌ホワイトボyクス 代表取 早良区西新 木造3階建 一戸建て 三井ホー ム（掬九州支店一級 18.05.10 18.06 

柑邸新築工事 締役 江原聡人（福岡市中 2-110-22の一 敷地379.25rri 住宅 建築士事務所

央区天神1-3-38-12F) 部、87 延床422.67ボ （福岡市博多区東比恵4-3-10)

（仮称） 町ATERU 早良区次郎丸 木造地上2階建 共同住宅 中原建築工房 一級建築土 18.05.14 18.07 

次郎丸1丁目アパ 代表取締役 古木大咲（福 1-146—5 敷地164.97ポ 事務所（福岡市博多区店屋
一ト 岡市博多区祇圃町7-20-7F) 延床176.16nf 町4-8-307)

（仮称） （認ノケンハーモニ一 取締役 西 区内浜 木造2階建 共同住宅 淋シノケンハーモニーニ級建 18.05.14 18.06 

ハー モニーテラス アバート事業本部長 玉置貴 2-1301-2 敷地135.51ni 築士事務所

内浜 史（東京都港区芝大門2-5-5) 延床148.98rri （東京都港区芝大門2-5-5)
S=鉄骨、SC=鉄骨コンクリート、RC=鉄筋コンクリート、SRC=鉄骨鉄筋コンクリート、NWPC=臥梁付中型プレキャスト鉄筋コンクリートパネル


