
万協フロアー　施工実績

（平成22年度） 作成年月日 H24.5.1

(完工月日) (現場名) (品名) (設計事務所) (元請名) (地区)

308 H22.12 非住宅 トマム・ザ・タワーⅡ客室改修工事 WP 三井住友建設㈱ 占冠町

307 〃 非住宅 元町にこにこ保育園 改装工事 YPE-TG ㈱ATELIER A-fact 共立建設㈱ 札幌市

306 〃 非住宅 北星商事企画㈱ 社宅新築工事 WP ㈱画工房 大成建設㈱ 　〃

305 〃 非住宅 小樽市美術館・文学館 改修工事 WP 小樽市建設部建築住宅課 ㈱福島工務店 小樽市

304 〃 非住宅 北一硝子 改修工事 WP ㈱三ツ江建築測量事務所 ㈱福島工務店 　〃

303 〃 非住宅 本妙寺 改修工事 WP ㈱高橋組 　〃

302 〃 N10W2学生MS 新築工事 WP ㈱中山組 札幌市

301 〃 下野幌団地 E4号棟 新築工事 WP 吉田建築設計事務所 ｵﾘｴﾝﾀﾙ・田畑JV 　〃

300 〃 クリーンリバー麻生 新築工事 WP 岩田地崎建設㈱ 　〃

299 H22.11 非住宅 認定こども園いまかね新築工事 OAS・WP ㈱サン設計事務所 和工・坂本特定建設JV 今金町

298 〃 北11西2マンション 新築工事 WP ㈱ドーコン 岩田地崎建設㈱ 札幌市

297 〃 西の里団地建替（第4期）工事 YPE 岩田地崎・広島特定JV 北広島市

296 〃 非住宅 セルトリ北洋大通店 WP ㈱クワザワ工業 札幌市

295 〃 非住宅 富磯小学校 新築工事 OAS-30 稚内市

294 〃 非住宅 利尻漁業組合 OAS-30 　〃

293 〃 非住宅 サウスビルB1F スナック WP 村田工務店 札幌市

292 〃 非住宅 野幌皮膚科 新装工事 WP 協栄土建㈱ 恵庭市

291 〃 N37E29マンション WP 日本建設㈱ 札幌市

290 〃 非住宅 麻生脳神経外科病院 補修工事 大木建設㈱ 　〃

289 〃 非住宅 長谷川眼科クリニック　補修工事 WP ㈱パルテクノ ㈱パルテクノ 恵庭市

288 H22.10 非住宅 劇団四季 札幌店　新築工事 YPE ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 　〃

287 〃 非住宅 浦幌中学校校舎・運動場改築主体工事 MF 岡田設計 荻原・北原・宮本建設JV 浦幌町
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287 〃 非住宅 浦幌中学校校舎・運動場改築主体工事 MF 岡田設計 荻原・北原・宮本建設JV 浦幌町

286 〃 非住宅 ゴードー札幌支店 新築工事 OAS-30 ㈱砂子組 　〃

285 〃 クリオ近代美術館前モデルルーム YPE ㈱札幌美亜事務所 土屋㈱ 　〃

284 〃 グリーンコート新川 新築工事 WP ㈱藤井工務店 　〃

283 〃 非住宅 ホクレンショップ祝梅店 改装工事 OAS-20 協栄土建㈱ 千歳市

282 〃 非住宅 フクハラ鈴蘭店 改修工事 WP 音更町

281 〃 非住宅 夕張ツムラ生薬調整棟（第一期）工事 WP 大成建設㈱ 夕張市

280 H22.9 非住宅 木野地域町民センター増築工事 OAS-20 ㈱谷津設計 ㈱中谷建設工業 音更町

279 〃 非住宅 正和ビル改修工事 WP 東成建設㈱ 東成建設㈱ 札幌市

278 〃 非住宅 社台ファーム(新場診療所新築計画） WP 協栄土建㈱ 千歳市

277 〃 非住宅 美田内科循環器科クリニック 新築工事 YPE ㈱ATELIER 02 山忠 高島建設㈱ 札幌市

276 〃 非住宅 Ｏクリニック工事計画 WP クラフト工房 クラフト工房 　〃

275 〃 恵み野ハイムⅡ新築工事 WP ㈱玉川組 恵庭市

274 〃 非住宅 日ノ出ビル4F 改修工事 WPﾛﾝｸﾞ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 札幌市

273 〃 Ｓ邸 新築工事 WPﾛﾝｸﾞ 戸田建設㈱ 　〃

272 〃 非住宅 浜益漁業組合 WP 浜益村

271 H22.8 非住宅 イーアス札幌NASｽｸｰﾙﾛｯｶｰ WPﾛﾝｸﾞ ㈱東映建工 ㈱東映建工 　〃

270 〃 非住宅 富士フィルム札幌ビル新築工事 WP 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 札幌市

269 〃 海光団地立替工事 YPE 釧路総合設計・王子JV 瀬戸建設・北東・市橋JV 釧路市

268 〃 非住宅 稚内(21)局舎改修建築工事 OAS-30 ㈱日建社（道防衛局調達部) 稚内市

267 〃 非住宅 ジョイフィット平岡公園店新装工事 WP ㈱クワザワ工業 札幌市

266 〃 非住宅 ヤブ原新規事務所改修工事 OAS-20 ㈱クワザワ工業 　〃

265 〃 非住宅 Ｍメンタルクリニック 改修工事 WP 堀尾浩建築設計事務所 ㈱福島工務店 札幌市

264 〃 非住宅 大森産業リサイクルセンター WP 阿部建設㈱ 小樽市

263 〃 非住宅 ファミリー歯科クリニック改装工事 WP 協栄土建㈱ 千歳市
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(完工月日) (現場名) (品名) (設計事務所) (元請名) (地区)

262 H22.7 非住宅 南郷21丁目メディカルビル 新築工事 WP ㈱パルテクノ ㈱パルテクノ 札幌市

261 〃 非住宅 音威子府交流センター改修工事 WP 広野組 音威子府

260 〃 オタモイ団地3号棟 新築工事 WP ㈱ハウ計画設計 阿部・福島JV 小樽市

259 H22.6 非住宅 ジョイフルプラザ琴似 A工区 改装工事 WP ㈱アイプラン ㈱奥村組 　〃

258 〃 桜東 市営住宅改修工事 WP 片岡建設 小樽

257 〃 クリーンリバー宮の沢 新築工事 WP ㈱安藤敏郎建築設計事務所㈱中山組 札幌市

256 〃 清水淳邸 WP アトリエアム㈱ ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 　〃

255 H22.5 非住宅 中華料理　香州 WP 丸幸幸和 　〃

254 〃 非住宅 豊平セレモニー改修工事 WP 匠プランニング㈱ 　〃

253 〃 非住宅 くきた整形床補修工事 WP ㈱福島工務店 　〃

252 H22.4 滝川駅前団地さかえ 新築工事 WP ㈱建築工房 笹木産業㈱ 滝川市

251 〃 クリーンリバー発寒 新築工事 WP ㈱中山組 札幌市

250 〃 非住宅 ピュアスマイル・レディデンタルクリニック WP ㈱福島工務店 　〃

249 〃 非住宅 ジョイフルプラザ琴似 B工区 改装工事 WP ㈱アイプラン ㈱奥村組 　〃

248 H22.3 非住宅 中川石油 札幌事務所改修工事 WP 石塚建設興業㈱ 石塚建設興業㈱ 　〃

247 〃 グループホーム生きがい WP 東成建設㈱ 　〃

246 〃 非住宅 ショコラティエマサール新装工事 WP ㈱乃村工藝社 北広島市

245 〃 非住宅 吉田学園 WP ㈱間組 札幌市

244 〃 非住宅 川北小不足教室整備 WP 札幌商建㈱ 　〃

243 〃 非住宅 大空保育園 OAS-20 吉宮建設 旭川市

242 H22.2 中津 マンション新築工事 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

241 〃 非住宅 上士幌農協小麦乾燥調製貯蔵施設 新設工事 石塚建設興業㈱ 上士幌町

240 〃 Ｎ7マンション 新築工事 WP 日本建設㈱ 札幌市

239 H22.1 非住宅 旭川幼児センター WP 畠山JV 旭川市
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238 〃 非住宅 24軒ファミリー薬局 WP ㈱パルテクノ ㈱パルテクノ 札幌市

237 〃 リアルエステート溝 WP 東建コーポレーション㈱ 恵庭市

236 〃 防衛局(21)宿舎 改修工事 YPE 札幌防衛施設局 丸忠 高島建設㈱ 札幌市

235 〃 ロイヤルコート大谷地 改修工事 WP ダイワハウス ダイワハウス 　〃

234 〃 ロイヤルシャトー山鼻 改修工事 WP ダイワハウス ダイワハウス 　〃

233 〃 非住宅 勤労者歯科医療協会 WP 遠藤建築アトリエ 内池建設 　〃

232 〃 非住宅 タワーレジデンス1F大成建設㈱土木事務所 OAS 大成建設㈱ 大成建設㈱ 　〃

231 〃 非住宅 小樽協会病院改修工事 WP ㈱山下設計 阿部建設㈱ 小樽市

　トマム・アルファーリゾート 改修工事 　　　　　　　　劇団四季　札幌劇場 新築工事

　　　ジョイフル琴似 改装工事 　　　　　　　　いまかね認定こども園 新築工事

2 / 4 ページ
K-one



（平成21年度）
(完工月日) (現場名) (品名) (設計事務所) (元請名) (地区)

230 H21.12 非住宅 北海道健康管理センター移転工事 WP 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 札幌市

229 〃 滝川駅前団地さかえ 新築工事 WP ㈱建築工房 笹木産業㈱ 滝川市

228 〃 防衛局(21)宿舎 改修工事 YPE 北海道防衛局 央幸設備工業㈱ 札幌市

227 〃 クリーンリバー発寒 新築工事 WP ㈱安藤敏郎建築設計事務所 ㈱中山組 　〃

226 〃 クリーンリバー宮の沢 新築工事 WP ㈱安藤敏郎建築設計事務所 ㈱中山組 　〃

225 〃 非住宅 勇払3号用地守衛詰所新築工事 WP 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 勇払郡

224 〃 非住宅 トラベレックス新千歳国際空港 新装工事 WP ㈱デュー・ワークスタジオ 鹿島建設㈱ 千歳市

223 〃 非住宅 北海道大学 環境科学院講義棟新築工事 WP ㈱創建社 須藤建設㈱ 札幌市

222 H21.11 非住宅 ナカヤマ事務所 新築工事 OAS-20 ㈱向山技研 ㈱向山技研 石狩市

221 〃 非住宅 医療法人 仁恵会病院 新築工事 YPMC-EC ㈱岩見田・設計 大成建設㈱ 芦別市

220 〃 非住宅 天然温泉ワンディスパ 新築工事 WP ㈱ココロ 岩田地崎建設㈱ 札幌市

219 〃 非住宅 24軒4-7ビル1F店舗工事 WP 和以美㈱ 　〃

218 〃 非住宅 ヴェールニセコ新築工事 WP ㈱中山組 ニセコ町

217 〃 小西邸　新築工事 WP ㈱芦野組 滝川市

216 〃 非住宅 愛全病院 改修工事 OAS-20 岩田地崎建設㈱ 岩田地崎建設㈱ 札幌市

215 〃 非住宅 函館エモーション新築工事 WP 佐藤工業㈱ 佐藤工業㈱ 函館市

214 〃 非住宅 富良野ポテトチップ工場 新築工事 OAS-20 ホクレン農業協同組合 ㈱ナカノフドー建設 南富良野町

213 〃 非住宅 創価学会 戸田記念 新築工事 OAS-20 ㈱創造舎 三井住友建設㈱ 石狩市

212 〃 非住宅 旭川ホリディスポーツクラブ新築工事 文教 ㈱小松義博建築都市設計 ㈱橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 旭川市

211 H21.10 非住宅 稚内信用金庫 琴似支店新築工事 WP ㈲中藪建築工房 石塚建設興業㈱ 札幌市

210 〃 ウベハウス 遠藤邸 新築工事 WP ウベハウス㈱ ウベハウス㈱ 　〃

209 〃 小樽市営住宅改修工事 WP 片岡建設 小樽市

208 〃 非住宅 パシフィックヒルタウン新装工事 WP ㈲ノザワ ㈲ノザワ建設工業 札幌市

207 〃 非住宅 帯広信用金庫 木野支店新築工事 OAS-30 創造設計舎・環境設計JV 村上土建開発工業㈱ 帯広市
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207 〃 非住宅 帯広信用金庫 木野支店新築工事 OAS-30 創造設計舎・環境設計JV 村上土建開発工業㈱ 帯広市

206 〃 非住宅 千歳川処理場 新築工事 WP ㈱日水コン北海道支社 石塚・恵庭・鼻和特定JV 千歳市

205 〃 非住宅 もりもと苫小牧リフォーム工事 WP 太田設計事務所 ㈱乃村工藝社 苫小牧市

204 〃 非住宅 ルピシア・ニセコプロジェクト新築工事 WP ㈱オデッセイ・オブイスカ ㈱グローバルホーム ニセコ町

203 H21.9 非住宅 日本赤十字北海道支部新築工事 WP ㈱大林組 札幌市

202 〃 非住宅 札幌7・4ビル改修工事 WP ㈱クワザワ工業 　〃

201 〃 非住宅 ワタベインフィル倉庫改修工事 WP ワタベインフィル㈱ ワタベインフィル㈱ 　〃

200 〃 非住宅 共栄コミニュティセンター改修工事 OAS-30 音更町役場 納村建設工業㈱ 音更町

199 〃 非住宅 小樽センター新築工事 WP ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 小樽市

198 〃 非住宅 ホクレン・ホルスタイン新築工事 WP ㈱大林組 早来町

197 H21.8 非住宅 吉田学園ビューティ WP ㈱中央都市設計事務所 ㈱間組 札幌市

196 〃 非住宅 第2コーワビル新築工事 WP ㈱アトリエＫ一級建築士 ㈱藤井工務店 　〃

195 〃 非住宅 焼肉 やまどり改修工事 WP ㈲香西建設 滝川市

194 〃 非住宅 旭川教育大学 1F床工事 WP 飛島建設㈱ 旭川市

193 〃 非住宅 ヤマショウ・カンパニー WP 東建コーポレーション㈱ 東建コーポレーション㈱ 札幌市

192 〃 非住宅 資源開発社員寮 WP 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 苫小牧市

191 H21.7 非住宅 帯広信用金庫 中央支店新築工事 OAS-30 環境設計・創造設計舎JV 宮坂建設工業㈱ 帯広市

190 〃 非住宅 マルイトビル22F レストラン新装工事 YPMC:EC 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 札幌市

189 〃 小玉邸 リノベーション工事 WP 堀尾浩建築設計事務所 辻野建設工業㈱ 苫小牧市

188 〃 非住宅 北ビルＤクリニック新築工事 WP ヒコ・コニシ設計事務所 ㈱福島工務店 札幌市

187 〃 非住宅 熱原輸送社屋 OAS-20 ㈱高橋組 音更町

186 〃 非住宅 湯どころほのか 新装工事 WP ㈱ココロ ㈱ｱｲｴﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 札幌市

185 〃 非住宅 ＡＢＣクッキングスタジオ新築工事 WP ㈱森ウインド社 埼玉県

184 H21.6 非住宅 第8ポールスタービル5F店舗工事 WP ㈱翔進 ㈱翔進 札幌市

183 〃 非住宅 焼肉 徳寿 手稲店新装工事 WP ㈱ｱｲｴﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 　〃

182 〃 知里別公営住宅 WP 大内建設 大内建設 室蘭市
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(完工月日) (現場名) (品名) (設計事務所) (元請名) (地区)

181 H21.5 非住宅 焼肉 徳寿 豊平店新装工事 WP ㈱ｱｲｴﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 札幌市

180 〃 非住宅 南4条西2丁目計画 WP 大成建設㈱ 大成建設㈱ 　〃

179 〃 非住宅 ぬくもり館改修工事 WP ㈱クワザワ工業

178 〃 非住宅 ドーミーイン帯広 新築工事 WP ㈱福田組 ㈱福田組 帯広市

177 H21.4 ブリリア旭ヶ丘プロジェクト新築工事 WP 伊藤組土建㈱ 伊藤組土建㈱ 札幌市

176 〃 非住宅 伊達信用金庫 わしべつ支店 改修工事 OAS-20 ㈱藤翔建設 ㈱藤翔建設 登別市

175 〃 非住宅 鶴雅スパリゾート 改修工事 WP ㈱柳建築設計事務所 岩田地崎建設㈱ 支笏湖

174 H21.3 太田邸 新築工事 YP ㈱藤田工務店 ㈱藤田工務店 札幌市

173 〃 博友ハイツ 新築工事 WP 山森建設㈱ 山森建設㈱ 滝川市

172 〃 非住宅 砂山歯科医院 改築工事 WP ㈱三ﾂ江建築測量事務所 (有)リファインアクト 札幌市

171 〃 非住宅 全労災ビル 新築工事 WP 鹿島・岩倉建設JV 　〃

170 〃 ほのぼの団地 新築工事 WP ㈱松浦組 大滝村

169 〃 非住宅 苫小牧植苗工場 新築工事 OAS-20 ㈱岩見田・設計 ㈱中山組 苫小牧市

168 〃 非住宅 北洋銀行 小樽駅前支店 新築工事 WP 大成建設㈱ 大成・近藤共同企業体 小樽市

167 〃 非住宅 屯田メディカルモール 新築工事 YPG-2 ㈱AG総合設計 佐藤工業㈱ 札幌市

166 〃 非住宅 ジョイフット札幌北店 改修工事 WP アールビーデザイン事務所 ㈱クワザワ工業 　〃

165 〃 非住宅 おおにし内科クリニック内装工事 WP ライフ建築計画事務所 石塚建設興業㈱ 　〃

164 〃 森林公園パークハウス西4番街新築工事 WP 三菱地所設計 大成建設㈱ 　〃

163 〃 北川邸 新築工事 WP 遠藤建築アトリエ ㈱福島工務店 　〃

162 H21.2 室蘭中央マンション新築工事 WP･YP ㈱浅沼組 室蘭市

161 〃 旭町5丁目マンション新築工事 WP 坂本建設㈱ 札幌市

160 〃 南22西11マンション新築工事 WP ミサワホーム㈱ 三井住友･新和建設JV 　〃

159 H21.1 クラッセ桑園 新築工事 WP ㈱荒川建築設計事務所 共立建設㈱ 　〃

158 〃 非住宅 ドーミーイン小樽 新築工事 WP 大成建設㈱ 大成・近藤JV 小樽市

157 〃 小樽駅前地区　再開発新築工事 YP-25 大成建設㈱ 大成・近藤JV 　〃
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157 〃 小樽駅前地区　再開発新築工事 YP-25 大成建設㈱ 大成・近藤JV 　〃

156 〃 仮) 山の手プロジェクト新築工事 WP ㈱北海道日建設計 ㈱奥村組 札幌市

155 〃 住友不動産発寒A棟マンション新築工事 WP ㈱北海道日建設計 伊藤組土建㈱ 　〃

　　　山の手開発プロジェクト 新築工事

　　　

　　　　　小樽駅前再開発 新築工事

帯広信用金庫 中央支店 新築工事
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