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■FDLデザインインターンシップ2014

〒815-0033　　福岡市南区大橋1-3-27　九州大学大橋サテライト内

☎092-551-0825／F092-405-0825

fdljimu@f-design.gr.jp

受入事務所の紹介

＊2014年 ７月2日現在　９社

npo FUKUOKAデザインリーグ

＜説　明＞ 
＊2014年７月２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。 
 
＜2014年予定受入期間スケジュール＞ 
   １，８月4日～８月8日　 
　２，８月11日～８月15日※お盆期間です 
　３，８月18日～８月22日　 
　４，８月25日～８月29日  
　５，９月1日～９月5日　 
　６，９月8日～９月12日　 
　７，９月15日～９月19日 ※9/15(月・祝)４日間か５日間か事務所にお任せ 
　８，９月22日～９月26日 ※9/23(火・祝)４日間か５日間か事務所にお任せ 
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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）

８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

（詳細は表紙記載）
３、４、５

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 スピングラス・アーキテクツ 福岡市中央区大名2-11-19 第一赤坂門ビル2F
代表者名 松岡 恭子
従業員数

（代表者含む）
４名

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
（詳細は表紙記載）

２以外（時期は学生との事前打ち合わせにより調整します）

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

・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
2013年第7回建築九州賞作品賞
2013年アジア景観デザイン賞 景観製品賞
2011年第5回建築九州賞作品賞
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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3 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

（詳細は表紙記載）
４～８

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）

4 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名

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

（詳細は表紙記載）
要相談

受入人数 要相談

必要な資格等 なし

事前打ち合わせ なし

5 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）
12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）
　□アナバナ（九州の魅力を発掘するウェブサイト）の運営

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://anaba-na.com/
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受入可能期間
（詳細は表紙記載）

下記日程（3～8）で、連続する2週間
受け入れ人数は、各期間2名（建築系1名、広告系1名）
※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、各業種最大3名まで受け入れ可能です
　３，８月18日～８月22日
　４，８月25日～８月29日
　５，９月1日～９月5日
　６，９月8日～９月12日
　７，９月15日～９月19日　※9/15(月・祝)４日間か５日間か事務所にお任せ
　８，９月22日～９月26日　※9/23(火・祝)４日間か５日間か事務所にお任せ
※2週間連続で来ることができる方

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：ベクターワークス、エクセル、パワーポイントが使える人（必須）
　　CG（アーキキャド、アトランティス）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、
　　エクセルパワーポイントが使える人（必須）

　※連続して2週間来ることができる人

事前打ち合わせ なし

＜広告・グラフィック＞
6 株式会社analogue 福岡市中央区大名1丁目4-20RACT 2F

代表者名 加治屋 司
従業員数

（代表者含む）
10名

事業概要／
実績等

広告企画制作

PR 20～30代のスタッフを中心に活動しています。
ＨＰ www.analogue.cc

受入可能期間
（詳細は表紙記載）

4～６　１週間につき、１名

受入人数 ３名

必要な資格等 Illustrator、 Photoshopが扱えること

事前打ち合わせ
あり※面接（面談・作品・履歴書持参）面接の結果、ご希望に添えない場合（不採用の可能
性）もございます。ご了承ください。

＜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）
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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

（詳細は表紙記載）
１週間。要相談

受入人数 ２名
必要な資格等 なし
事前打ち合わせ なし

8 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

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
（詳細は表紙記載）

５、６　どちらか１週間。

受入人数 １名
必要な資格等 特になし
事前打ち合わせ なし

9 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
（詳細は表紙記載）

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

＜総合デザイン＞

＜ディスプレイ＞


