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■FDLデザインインターンシップ2012

受入事務所の紹介

＊2012年 6月19日現在　１４社

npo FUKUOKAデザインリーグ

＜説　明＞ 
＊6月18日時点の受入事務所です。 
　更新情報はHPで掲載していきます。 
　　　　http://www.f-design.gr.jp/ 

＊受入事務所によっては、参加条件を設けていますので、「必要な資格　　　　
等」欄をご確認ください。 

＊「事前打ち合わせ」は、参加希望の学生に対して、受入事務所が受入決
定前後に打ち合わせを希望しているかどうかを示しています。 

＜2012年 予定受入期間スケジュール＞ 
　１，８月６日～８月10日　 
　２，８月13日～８月17日※お盆期間です 
　３，８月20日～８月24日　 
　４，８月27日～８月31日  
　５，９月３日～９月７日　 
　６，９月10日～９月14日　 
　７，９月18日～９月21日※４日間 
　８，９月24日～９月28日 
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＜建築設計，ランドスケープ＞
1 株式会社 環境デザイン機構 福岡市南区大橋2-2-1マルイビル2F

代表者名 大嶌 栄三
従業員数

（代表者含む）
７名

事業概要／
実績等

公共計画、民間計画（都市計画マスタープラン他）
建築（個人住宅、病院建築、清掃工場など）
デザイン（街路、都市サイン、施設内デザインなど）

PR
従来の建築設計や都市計画の分野にとらわれず、「デザイン」という切り口で、九州という場
所にこだわり、大学院のような雰囲気で総合デザインをめざす事務所です。

ＨＰ http://www.kankyo-dk.com/

受入可能期間
３，８月20日～８月24日
４，８月27日～８月31日
５，９月３日～９月７日

受入人数 ２～３名

必要な資格等 何事にも興味を持って、やる気があること。

事前打ち合わせ なし

2 株式会社 環・設計工房 福岡市南区大橋2-2-1マルイビル2F
代表者名 鮎川 透
従業員数

（代表者含む）
６名

事業概要／
実績等

住宅・医院・学校・複合商業施設・図書館などの設計から地域計画まで。
ハードとソフトを総合的に捉えた設計を行う。

PR
建築をはじめ、まちづくりや都市計画など
いろいろな視点からものづくりを考えています。

ＨＰ http://kanarc.sakura.ne.jp/

受入可能期間 お盆を除く８～９月、３、４、５を中心

受入人数 ２～３名

必要な資格等 特になし

事前打ち合わせ なし

3 株式会社 スピングラス・アーキテクツ 福岡市中央区荒戸3-2-5-1001
代表者名 松岡 恭子
従業員数

（代表者含む）
3 名
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事業概要／
実績等

PR
集合住宅、商業施設など建築設計を行う他、橋梁や道路などの土木デザインや、家具などのプ
ロダクトデザインも手がけています。

ＨＰ http://www.spinglass.co.jp

受入可能期間 お盆を除く８～９月、時期は学生との事前打ち合わせにより調整させてください。
受入人数 １～２名

必要な資格等 ２、３週間程度来ることのできるかた。
事前打ち合わせ あり

4 株式会社 田島正陽建築事務所 福岡市中央区浄水通３-４０　ヒルズ浄水２F
代表者名 田島 正陽（たじま まさはる）
従業員数 5 名
事業概要／
実績等

 医療、福祉、子ども建築、住宅が主な設計分野です
あおやぎ（なでしこ会館）　こどもの村福岡　みのり保育園　日之出博多ビル　他

PR 子どもの建築や高齢者建築などを得意分野として優しいデザインを目指して活動しています。
ＨＰ http://www.tajima-architects.com/

受入可能期間 相談

受入人数 １～２名

必要な資格等 なし

事前打ち合わせ あり（電話連絡）

5 株式会社 水野宏建築事務所 福岡市中央区薬院2-13-26　FILLS薬院
代表者名 水野 宏
従業員数

（代表者含む）
２人

事業概要／
実績等

建築設計監理
都市計画・地域計画
プロダクトデザイン

PR 建築を軸にあらゆるデザインを追求します。

ＨＰ http://www.h-mizuno.co.jp

受入可能期間

受入人数

必要な資格等 なし

・建築設計・監理　土木　家具　など
・国内外の様々な大学で講演、デザイン教育に携わっています。
・主な実績
2008年福岡県文化賞
2008年建築九州賞作品賞
2006年福岡県美しいまちづくり建築賞大賞
2005年グッドデザイン賞
2004年福岡県美しいまちづくり賞大賞
2004年中国長春市南部中心城区発展計画国際指名コンペ最優秀賞（日本設計・莱特設計と共同）
2000年福岡県住宅文化賞貢献賞
1992年ＳＤレビュー／ＳＤ賞
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事前打ち合わせ なし

6 株式会社 ダイスプロジェクト 福岡市博多区千代1-20-14
代表者名 橋爪 大輔
従業員数

（代表者含む）
11名

事業概要／
実績等

　□建築・空間デザイン
　□開発・都市計画
　□広告・プロモーション
　□ANABA PROJECT（場の再生事業）

PR
 企画プランニングから空間のデザイン、広告、プロモーションまでトータルに業務を
行って、街をおもしろくしているクリエイティブエージェンシーです。

ＨＰ
□http://www.diceproject.com
□http://www.anaba-project.com

受入可能期間

受入人数

各期間、建築系1名・広告系1名（最大3名ずつ　合計6名まで）
※業種が異なれば時期がかぶっても構いません
※時期がずれれば、各業種3名まで受け入れ可能です
（3・4期間で1名、5・6期間で1名、7・8期間で1名　合計3名）
　↑4・5期間、6・7期間でも可

必要な資格等

　□建築系：Vector Worksが使える（必須）
　　CG(アーキキャド、アトランスティス）が使えるか模型ができると、なおよい。
　□広告系：イラストレーター、フォトショップが使える（必須）
　□共通：Excel、パワーポイントが使える（必須）

事前打ち合わせ なし

13 株式会社 日本設計　九州支社 福岡市中央区天神1-13-2　福岡興銀ビル６Ｆ
代表者名 執行役員支社長　許斐信三
従業員数

（代表者含む）
30人

事業概要／
実績等

公共施設（学校，文化施設，庁舎等），オフィス･商業施設，集合住宅等の建築設計一般ならび
に都市計画・再開発計画　など
・アクロス福岡，マリンメッセ福岡，博多座
・下関水族館，北九州学術研究都市キャンパス，リバーウォーク北九州、宇美町図書館など

PR 様々な建物の設計を通して、都市・まちとの関係性や環境への提案などを模索しています。

ＨＰ http://www.nihonsekkei.co.jp/

受入可能期間

受入人数 １名

必要な資格等

　□建築系4年生大学の学生
　□日本設計での研修を強く希望する学生（第１志望が前提）
　　※事務所紹介資料では判断できない場合は、問い合わせ可。
　□受け入れ人数＝1名
　□受け入れ期間：8月～9月の間の1週間～2週間
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事前打ち合わせ あり

＜商環境設計，インテリア＞
7 有限会社 ファーストデザイン 福岡市中央区警固1-12-5　東警固ビル２Ｆ

代表者名 兒島 正明
従業員数

（代表者含む）
４名（内別会社２名）

事業概要／
実績等

オフィス，店舗，病院，学校等の内装設計，サインデザイン，家具コーディネート等を行って
います。
また，イラストなどのグラフィック系デザインにも取り組んでいます。

PR
大手企業を中心に，内装設計，コーディネート，施工等を行っています。福岡を中心として，
東京，上海（中国）でも仕事を受注し，グローバルな視野のもと，ビジネスを展開中です。

ＨＰ http://1st-design.co.jp
受入可能期間
受入人数 ２名

必要な資格等 なし
事前打ち合わせ なし

＜広告・グラフィック＞
8 株式会社 ジーエーサービス 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2924-17

代表者名 中原 豊
従業員数

（代表者含む）
２２名

事業概要／
実績等

情報誌、チラシ・ポスターなど商業印刷物の編集・制作

PR
　20名程の小さな会社ですが、営業と編集チーム、
　デザインチームが力を合わせ、一つのものを作り上げています。

ＨＰ http://www.gaoo.co.jp

受入可能期間
３，８月20日～８月24日
４，８月27日～８月31日

受入人数 ２名
必要な資格等 □Illustratorがある程度使える方
事前打ち合わせ □作品を数点提出してください。（PDF)

9 analogue.inc.（株式会社アナログ） 福岡市中央区今泉2-4-27 小島ビル4F
代表者名 加治屋 司
従業員数

（代表者含む）
6名

事業概要／
実績等

広告企画・デザイン制作

PR 若いスタッフを中心に活動しています。
ＨＰ www.analogue.cc
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受入可能期間
３，８月20日～８月24日
６，９月10日～９月14日
８，９月24日～９月28日

受入人数

必要な資格等 macが扱える方（Illustrator、 Photoshop ）

事前打ち合わせ あり（※要面接・履歴書・作品集）

12 株式会社イットジャパン 福岡市中央区大名1-15-33　福岡セントラルビル6F

代表者名 吉富 太郎

従業員数
（代表者含む）

11名

事業概要／
実績等

・ウェブビジネスプロデュース
戦略型ホームページ制作（および運用支援）
システム開発、スマートフォン・タブレットアプリ開発
ウェブマーケティングセミナー・講座

・リアルビジネスプロデュース
経営戦略策定
営業・マーケティング支援
ブランディング支援
サービス・プロダクト開発支援
各種印刷物、ロゴ、営業ツール制作
ビジネスマッチング・交流会開催

PR
「なすべきことを成す　心を揺るがすビジネスプロデュース会社」

ＨＰ http://www.itjpn.co.jp/

受入可能期間

１，８月６日～８月10日
３，８月20日～８月24日
５，９月３日～９月７日
６，９月10日～９月14日
７，９月18日～９月21日※４日間
８，９月24日～９月28日
●状況により調整させてください。

受入人数 ３名

必要な資格等

　書類選考後、面接を予定しております
□履歴書、ポートフォリオの提出をお願いします。
・卒業後ウェブデザイナーとして活躍したい方
・デザインソフトの基礎知識、コーディングの基礎知識
・服装自由

事前打ち合わせ あり

10 株式会社 ツカサ創研 福岡本店 福岡市中央区今泉１丁目１２番８号　ダヴィンチ今泉　６Ｆ
代表者名 店長　坂田誠一

＜ディスプレイ＞

＜WEBデザイン＞
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従業員数
（代表者含む）

福岡６名　全社３０名

事業概要／
実績等

 展示会、ディスプレイ、商業施設、サイン工事等の設計施工

PR 良質な商品、質の高いサービスを提供しお客様満足向上、環境への配慮めざしてます。
ＨＰ http://www.tsukasa-soken.co.jp/

受入可能期間

受入人数 １～２名
必要な資格等 特になし
事前打ち合わせ なし

11 株式会社 ジーエータップ 福岡市博多区綱場町2-2　福岡第１ビル１Ｆ
代表者名 定村 俊満
従業員数

（代表者含む）
20名

事業概要／
実績等

ＪＲ博多駅サインデザイン、福岡市営地下鉄バリアフリーデザイン、ＪＲ九州広報紙
「プリーズ」「旅三昧」編集など

PR 少人数ですが、プランニング、デザインなどを幅広く手掛けています。

ＨＰ http://www.ga-tap.co.jp/

受入可能期間 ２、以外OK

受入人数 10名

必要な資格等 特になし

事前打ち合わせ なし

14 株式会社アポロ計画 福岡市中央区大手門3-12-12 BLDG64 
代表者名 松山 真介
従業員数

（代表者含む）
１０名

事業概要／
実績等

建築設計、商品開発、ブランディング、広告制作。
＜デザイン事業部＞http://www.apollo-keikaku.com/
＜リノベエステイト 事業部＞http://www.re-estate.net/
＜福岡帆布縫製 事業部＞http://fukuoka-hanpu.shop-pro.jp/

PR

『デザインは手段であって目的ではない』
アポロ計画はお客様と志を共有し、事業の成功の支援を行うデザイン会社である。お客様の同
志となり、共に苦しみ、共に喜び、「モノづくり・ウワサづくり・売上げづくり」への貢献
が、アポロ計画の最大の喜びです。

ＨＰ http://www.apollo-keikaku.com/

受入可能期間

６，９月10日～９月14日
７，９月18日～９月21日※４日間
８，９月24日～９月28日
 ※他のインターンと重ならなければ、８月も可能です。

受入人数 2名
必要な資格等 国籍、年齢、性別、不問。
事前打ち合わせ なし

＜総合デザイン＞


