
万協フロアー　施工実績

（平成20年度） 作成年月日 H24.4.23

(完工月日) (現場名) (品名) (設計事務所) (元請名) (地区)

154 H20.12 S3E3 タワーレジデンス新築工事 WP SumitoTakashimaarchiects 大成建設㈱ 札幌市

153 〃 非住宅 日本ATM㈱江別コールセンター開設プロジェクト WP 岩倉建設㈱ 岩倉建設㈱ 江別市

152 H20.11 非住宅 ㈱ウィンケル露天風呂付貸別荘等 改修工事 WP 阿部建設㈱ 阿部建設㈱ 小樽市

151 〃 非住宅 スープカレーすあげ　新装工事 WP ㈱翔進 ㈱翔進 札幌市

150 〃 非住宅 北海道教育大学旭川校自然科学棟改修工事 WP 日本建設㈱ 旭川市

149 〃 クラッセ北大前Ⅲ 新築工事 WP ㈱荒川建築設計事務所 共立建設㈱ 札幌市

148 〃 函館大学第2学生寮 新築工事 WP 東亜建設工業㈱ 函館市

147 〃 非住宅 ダイナックス苫小牧 新工場 新築工事 WP ㈱大林組 苫小牧市

146 〃 真駒内(20)宿舎 402号棟宿舎改修工事 YP 北海道防衛局 豊和建設㈱ 札幌市

145 〃 ＮＴＴ札幌東寮 食事室他床改修工事 WP Ｎ Ｔ Ｔ フ ァ シ リ テ ィ ー ズ 共立建設㈱ 　〃

144 〃 非住宅 函館短期大学 幼稚教育保育学科棟 1F WP 東亜建設工業㈱ 函館市

143 〃 非住宅 札幌刑務所収容棟等新営(建築)第4期 OAS･WP ㈱山下設計 大成・りんかい日産・丸彦渡辺
JV

札幌市

142 H20.10 平成18年度 奈井江町公営住宅新築工事 YP ㈱プランニングワークショップ 鈴木・共和経常建設共同企業
体

奈井江町

141 〃 非住宅 浦河マリアの苑 新築工事 YP 魁 総合設計事務所 大成建設㈱ 浦河町

140 〃 非住宅 スポーツプラザ・アイビー改修工事 OAS ㈱中央都市設計事務所 札建工業㈱ 札幌市

139 〃 札幌トヨタ自動車㈱ こぶし寮改修工事 YP 岩倉建設㈱ 岩倉建設㈱ 　〃

138 〃 大塩邸 新築工事 YP 羽角建設㈱ 羽角建設㈱ 　〃

137 〃 非住宅 東札幌ショッピングセンター2F テナント WP ㈱大林組 　〃

136 H20.9 非住宅 医療法人 創成えんどう病院増改築工事 WP ㈱ナカノフドー建設 ㈱ナカノフドー建設 　〃

135 〃 非住宅 東札幌ショッピングセンター1F テナント WP ㈱大林組 　〃

134 〃 田中邸 新築工事 WP アルクム計画工房 ㈱福島工務店 　〃
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133 〃 非住宅 室蘭児童療育施設 改修工事 WP 新和建設㈱ 室蘭市

132 H20.8 ウェルネス東札幌 新築工事 WP ㈱荒川建築設計事務所 共立建設㈱ 札幌市

131 〃 東札幌6-2マンション 新築工事 WP ㈱荒川建築設計事務所 共立建設㈱ 　〃

130 〃 非住宅 仮)新琴似寿司店舗新装工事 WP ㈱翔進 ㈱翔進 　〃

129 〃 非住宅 ホーム企画センター1階社屋改修工事 WP ㈲ｱﾘｴﾙﾌﾟﾗﾝ･ｲﾝﾃﾘｱ設計室 丸彦渡辺建設 　〃

128 〃 非住宅 安岡歯科クリニック 新築工事 WP 宮坂建設工業㈱ 宮坂建設工業㈱ 帯広市

127 〃 緑ｹ岡団地D棟公営住宅建築主体工事 YP 釧路市住宅都市部建築課 加納・富樫・浅利特定JV 釧路市

126 〃 非住宅 北海道ヨコハマタイヤ販売㈱本社社屋 OAS ㈱豊和工務店 ㈱豊和工務店 札幌市

125 H20.7 非住宅 宇賀矯正デンタルクリニック新築工事 WP 　－ 　〃

124 〃 非住宅 里塚斎場 大規模改修工事 WP 　－ 東建工業㈱ 　〃

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

122 〃 非住宅 ヘアハービー新築工事 WP ㈱北海道総合プランニング ㈱北海道総合プランニング 　〃

121 〃 非住宅 一久大福堂 東区役所前店新設工事 WP 東成建設㈱ 東成建設㈱ 　〃

120 〃 伏古市営住宅 改修工事 WP 　－ ㈱S.O.C 　〃

119 〃 非住宅 スタジオ・カディス新築工事 YPMC ㈱田辺構造設計 宮脇組 　〃

118 〃 非住宅 新富良野プリンスホテル温泉付帯施設 WP ㈱ミクプランニング ㈱大林組 富良野市

117 H20.6 非住宅 桜台江仁会病院 改修工事 WP 　－ 泰進建設㈱ 札幌市

116 H20.5 非住宅 ウィステリアN17  新築工事 WP ㈱パルテクノ ㈱パルテクノ 　〃

115 〃 森林公園西4番街モデルルーム WP 三菱地所 大成建設㈱ 　〃

114 〃 非住宅 第58松井ビル改修工事 WP 　－ ㈱翔進 　〃

113 〃 非住宅 居酒屋 浜一番 テナント工事 WP 　－ ㈱翔進 　〃

112 〃 非住宅 旭川合同庁舎（二期）建築工事 WP・YP 黒川紀章事務所 竹中・鴻池・伊藤特定JV 旭川市

111 H20.4 非住宅 層雲峡 朝陽亭 改修工事 WP ㈱岡田設計 岩田地崎建設㈱ 層雲峡

110 〃 舟見町団地 公営住宅　その1新築工事 YP・WP ㈱ＩＮＡ新建築研究所 大内･栗林･今特別JV 室蘭市

109 〃 舟見町団地 公営住宅　その2新築工事 YP・WP ㈱ＩＮＡ新建築研究所 大基･菱中･神尾特別JV 　〃

108 H20.3 非住宅 中田商会ビル改修工事 WP 小松建設㈱ 小松建設㈱ 　〃
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(完工月日) (現場名) (品名) (設計事務所) (元請名) (地区)

107 H20.3 非住宅 ドーミーイン苫小牧新築工事 WP ㈱共立エステート 大成建設㈱ 苫小牧

106 H20.2 非住宅 ＪＲ江別駅再開発ビル テナントA・D WP 岩倉建設㈱ 岩倉建設㈱ 江別市

105 〃 非住宅 はまだビル新築工事 WP ㈱福島工務店1級建築士 ㈱福島工務店 小樽市

104 〃 非住宅 美園テナントビル WP ㈱アトリエアム ㈱藤田工務店 札幌市

103 〃 ゼファー麻生マンション新築工事 WP ㈱アトリエジーセブン ㈱北野組 　〃

102 〃 北大前マンション新築工事 WP ㈱設計舎 ㈱北野組 　〃

101 〃 非住宅 さっぽろホームクリニック改修工事 WP ライフ建築計画事務所 石塚建設興業㈱ 　〃

100 〃 非住宅 やわらぎ斎場川沿店新築工事 WP ㈱アトリエブンク 近藤工業㈱ 　〃

99 H20.1 非住宅 ソシアルビル8階改修工事 WP ㈱Ｓ．Ｏ．Ｃ ㈱Ｓ．Ｏ．Ｃ 　〃

98 〃 非住宅 千歳ダイナックス建産機工場新築工事 WP 久米設計 ㈱大林組 千歳市

97 〃 クラッセひばりが丘新築工事 WP ㈲プレゼンス 共立建設㈱ 札幌市

96 〃 北海道大学国際交流センター新築工事 YP ㈱北海道日建設計 鹿島建設㈱ 　〃
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Ｓ３Ｅ３ 新築工事（タワーレジデンス 高層30F）

札幌刑務所 新築工事（講堂）

富良野プリンスホテル改修工事 （プール棟） 　富良野プリンスホテル改修工事 （プール棟）

旭川合同庁舎 新築工事

札幌刑務所 新築工事（事務室）OAフロアー
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（平成19年度）
(完工月日) (現場名) (品名) (設計事務所) (元請名) (地区)

95 H19.12 ダイアパレス菊水Ｂ棟 新築工事 YP・WP ㈱新建築研究所 伊藤組土建㈱ 札幌市

94 〃 非住宅 大原簿記学園改修工事 ＹＰＭＣ フタバ建設㈱ フタバ建設㈱ 　〃

93 〃 非住宅 せんばビル改修工事 WP 　－ ㈱翔進 　〃

92 〃 南9条HRCMS 新築工事 ＹＰＭＣ ㈱企画設計事務所オルト 岩田建設㈱ 　〃

91 〃 非住宅 安田倉庫函館計画新築工事 ＹＰ他 大成建設㈱ 大成建設㈱ 函館市

90 〃 ダイアパレス小樽公園 新築工事 YP・WP ㈱ハウ計画設計 丸彦渡辺・阿部共同企業体 小樽市

89 H19.11 非住宅 ファッションセンターしまむら WP 　－ 　－ 札幌市

88 〃 プレゼンス大通新築工事 WP 　－ 共立建設㈱ 　〃

87 〃 非住宅 福田歯科医院 新築工事 WP ㈱菅建設 ㈱菅建設 室蘭市

86 〃 非住宅 丸紅建材㈱ 北海道支店 事務所 OAS 大丸藤井㈱ 大丸藤井㈱ 札幌市

85 〃 ゼファー麻生マンション モデルルーム WP ㈱アトリエジーセブン ㈱北野組 　〃

84 〃 非住宅 札幌バプテスト教会 新築工事 WP ㈱アトリエブンク 原田建設工業㈱ 　〃

83 H19.10 非住宅 アクティオ苫小牧新築工事 OAS 清水建設㈱ 清水建設㈱ 苫小牧市

82 〃 非住宅 漁業協同組合 崎守東荷捌き地作業所新築 WP 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 室蘭市

81 〃 ダイアパレス天神山 414号室リフォーム YPMC ㈱札幌日総建 ㈱ノバック 札幌市

80 〃 非住宅 ＪＲ江別駅再開発ビル 新築工事 WP 岩倉建設㈱ 岩倉建設㈱ 江別市

79 〃 非住宅 豊平公益社屋 新築工事 OAS ㈱豊和工務店 ㈱豊和工務店 札幌市

78 〃 Ｄ'グランセ宮の森クラシックハウス新築工事 YPG-2 ㈱AG総合設計 ㈱大林組 　〃

77 〃 非住宅 ふくおかクリニック 新築工事 WP・OAS ライフ建築計画研究所 石塚建設興業㈱ 　〃

76 H19.9 ダイアパレス菊水Ⅱ(A棟)新築工事 ＹＰ ㈱新建築研究所 伊藤組土建㈱ 　〃

75 〃 非住宅 日本基督教団小樽聖十字教会新築工事 WP 板垣建設㈱ 板垣建設㈱ 小樽市

74 〃 浦臼町公営住宅 さくら団地(B棟)建築工事 WP ㈱アトリエ・アク ㈱砂子組 浦臼町

73 〃 伊達にれの木団地2工区新築工事 YP ブンク・肇特別共同企業体 小松・松本特別共同体 伊達市

72 〃 セザール南円山 リフォーム工事 WP ㈲岩崎建築施工 ㈲岩崎建築施工 札幌市
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72 〃 セザール南円山 リフォーム工事 WP ㈲岩崎建築施工 ㈲岩崎建築施工 札幌市

71 〃 非住宅 杉の子幼稚園 新築工事 WP ㈲フォルム・デザイン 板垣建設㈱ 小樽市

70 〃 山内マンション新築工事 YP ㈱内池建設 ㈱内池建設 室蘭市

69 H19.7 非住宅 かみしま医院改修工事 ＷＰ ㈱内池建設 ㈱内池建設 　〃

68 〃 ＪＡ木野高齢者福祉施設棟新築工事 ＷＰ ㈱INA新建築研究所 東亜建設工業㈱ 帯広市

67 〃 ミルフィオーレ学園前新築工事 ＷＰ ㈲中薮建築工房 ㈱藤井工務店 札幌市

66 H19.6 クラッセ円山(高層棟)新築工事 ＷＰ 裕成建築計画 共立建設㈱ 　〃

65 H19.4 大通東2丁目計画新築工事 ＹＰＭＣ ㈱日建設計 戸田建設㈱ 　〃

64 〃 非住宅 北海道安達学園新築工事 ＹＰＭＣ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 　〃

63 〃 非住宅 前田歯科医院新築工事 ＷＰ ㈱テムス ㈱テムス 　〃

62 〃 非住宅 平松記念病院改修工事 ＷＰ 西條産業㈱ 西條産業㈱ 　〃

61 H19.3 西岡３-４ビル新築工事 ＹＰ 大木建設㈱ 大木建設㈱ 　〃

60 〃 ダイアパレス平岸天神 新築工事 ＹＰＭＣ ㈱札幌日総建 ㈱ノバック 　〃

59 〃 クラッセ円山(低層棟）新築工事 ＷＰ 裕成建築計画 共立建設㈱ 　〃

58 〃 非住宅 マルシン印刷社屋新築工事 ＯＡＳ アイリスホーム㈱ 若原建築設計事務所 　〃

57 〃 Ｓ２Ｗ１８医大前新築工事 ＹＰＭＣ ㈱北海道設計企画 柏菱建設工業㈱ 　〃

南9条HRCMS 新築工事 （高層30F） 住友不動産 大通東2丁目計画 （高層40F）
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（平成18年度）
(完工月日) (現場名) (品名) (設計事務所) (元請名) (地区)

56 H18.12 北8西3東地区市街地再開発工事 ＹＰＭＣＳ ㈱ＮＴＴファシリティーズ　　　　大成建設㈱大成・東急・スミセキJV 札幌市

55 〃 非住宅 札幌グランドホテル改修工事 ＷＰ ㈱三越環境デザイン ㈱三越環境デザイン 　〃

54 〃 モンレーブ小樽Ｃ棟新築工事 ＹＰＭＣ ㈱ＡＧ設計 岩田建設㈱ 小樽市

53 〃 モンレーブ小樽Ｄ棟新築工事 ＹＰＭＣ ㈱ＡＧ設計 岩田建設㈱ 　〃

52 〃 非住宅 開成みどり幼稚園新築工事 文教 ㈱地崎工業 ㈱地崎工業 札幌市

51 H18.11 非住宅 Ｓ２Ｗ３スポーツジム新築工事 ＹＰＭＣ 大和ハウス工業㈱ ㈱中山組 　〃

50 H18.10 非住宅 インプレッション発寒店新築工事 ＷＰ 阿部建設㈱ 阿部建設㈱ 　〃

49 〃 非住宅 ジャスコ発寒店・店舗新築工事 ＷＰ ㈲リールビルド ㈲リールビルド 　〃

48 〃 シャンポール琴似2F改修工事 ＷＰ ㈱ﾄｰﾀﾙｲﾝﾃﾘｱﾜｰｸｽ ㈱ﾄｰﾀﾙｲﾝﾃﾘｱﾜｰｸｽ 　〃

47 〃 小樽道営住宅改修工事 ＷＰ 小樽市建築課 牧野建設㈱ 　〃

46 〃 西岡Ｓ団地５号棟改修工事 ＷＰ 札幌市住宅建設課 山忠 高島建設㈱ 　〃

45 H18.9 非住宅 北樹会病院改修工事 WP 大木建設㈱ 大木建設㈱ 　〃

44 〃 Ｎ３３マンション新築工事 WP 三愛地所㈱ ㈱砂子組 　〃

43 〃 非住宅 Ｎ２ビル改修工事 WP ㈲リールビルド ㈲リールビルド 　〃

42 〃 非住宅 道立小児総合医療・療育センター WP ㈱北海道日建設計
伊藤組・丸彦渡辺・札幌
土建JV

　〃

41 〃 非住宅 琴似サテライト（月寒小児内科）新築工事 WP ㈱ルマックス環境デザイン ㈱ルマックス環境デザイン 　〃

40 H18.8 ＮＷ２３４ビル新築工事 WP ㈱北海道ミオ設計 幸伸建設㈱ 　〃

39 〃 西野４－３ハイム新築工事 WP 日本グランデ㈱ ㈱横関工業 　〃

38 〃 ニセコゲストハウス新築工事 WP ㈱グローバルホーム ㈱グローバルホーム ニセコ町

37 H18.7 増田邸新築工事 YP ㈲アクタス設計 竹内建設㈱ 札幌市

36 〃 アルピナマンション改修工事 ＷＰ － ㈲翔進 　〃

35 〃 第7ふじビル新築工事 WP 岩倉建設㈱ 岩倉建設㈱ 　〃

34 〃 吉河邸新築工事 WP ケントハウス㈱ ㈲リールビルド 小樽市
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34 〃 吉河邸新築工事 WP ケントハウス㈱ ㈲リールビルド 小樽市

33 H18.6 非住宅 ニッセイ札幌ビルプロジェクト WP ㈱久米設計 ㈱大林組 札幌市

32 H18.5 非住宅 野口観光 紅葉館改装計画 WP ㈱中山アーキテクツ 岩田建設㈱ 登別市

31 〃 非住宅 Belle7番館ビル改築工事 WP 前田建設工業㈱ 前田建設工業㈱ 札幌市

30 H18.4 非住宅 新苫小牧市立病院 WP － ㈱大林組 苫小牧市

29 H18.3 非住宅 魚や一丁 南3条店新築工事 WP 長谷川デザインオフィス 愛夢建設㈲ 札幌市

28 〃 非住宅 くいもの屋 わん 札幌店新築工事 WP － ㈲リールビルド 　〃

27 H18.2 琴似3-1再開発 506・507号室改修工事 YP － ㈱大林組 　〃

26 〃 非住宅 インプレッション小樽店新築工事 YP 阿部建設㈱ 阿部建設㈱ 小樽市

25 〃 非住宅 北海道池田高等学校柔剣道場新築工事 TP ㈱谷津設計 西坂建設㈱ 池田町

24 〃 非住宅 北大循環資源バイオサイエンス研究棟改修 WP 三菱地所・大成建設JV 大成・伊藤組JV 札幌市

23 〃 非住宅 札幌保育所改築工事 文教 ㈱山下設計 伊藤組土建㈱ 　〃

22 〃 非住宅 ツタヤ琴似店新築工事 WP ㈱オーエルシージャパン ㈱奥村組 　〃

21 H18.1 ダイアパレス北円山Ⅳ新築工事 YPMC ㈱札幌美亜事務所 伊藤組土建㈱ 　〃

20 〃 ダイアパレスアヴェニュー植物園新築工事 YPMC ㈱新建築研究所 伊藤組土建㈱ 　〃

ダイアパレスアヴェニュー植物園新築工事

北8西3地区再開発 （高層 40F）
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（平成17年度）
(完工月日) (現場名) (品名) (設計事務所) (元請名) (地区)

19 H17.11 小樽直行寺新築工事 WP ㈱アトリエブンク 伊藤組土建㈱ 小樽市

18 〃 非住宅 八幡処理場建設工事 WP 道央建鉄㈱ 伊藤組土建㈱ 石狩市

17 〃 南11条ハイム新築工事 WP 日本グランデ㈱ ㈱横関工業 札幌市

16 〃 中川優一邸新築工事 WP 積水ハウス㈱ 積水ハウス㈱ 　〃

15 H17.10 新別狩東団地新築工事 WP ㈱アトリエ アク 丸金佐々木・小山JV 厚田村

14 〃 西野8-3マンション新築工事 WP 東名建築設計室 東建コーポレーション㈱ 札幌市

13 〃 ロジェ北10条改修工事 WP － 畠山建設㈱ 　〃

12 〃 太田マンション新築工事 WP 豊和建設㈱ 豊和建設㈱ 　〃

11 〃 ラ・クラッセ大通新築工事 NP － 日東みらい建設㈱ 　〃

10 〃 非住宅 アリオ札幌店新築工事 WP ㈲ボンズ 大成建設㈱ 　〃

9 H17.9 南1西9マンション新築工事 NP － 日東みらい建設㈱ 　〃

8 〃 シティタワー円山神宮鳥居前新築工事 YPMC ㈱テクノ設計事務所 伊藤組土建㈱ 　〃

7 〃 非住宅 ミツウマゴム社屋新築工事 OAS 西條産業 ㈱ 西條産業 ㈱ 小樽市

6 〃 谷口マンション新築工事 NP 東建コーポレーション㈱ 東建コーポレーション㈱ 札幌市

5 〃 ノースパレス元町新築工事 WP ㈱中央都市設計事務所 ㈱松村組 　〃

4 〃 北マンション新築工事 NP 東建コーポレーション㈱ 東建コーポレーション㈱ 　〃

3 H17.8 非住宅 ちだ歯科医院改修工事 WP ㈲鈴木デザイン工房 ㈱スクラッチビルド 　〃

2 H17.5 ダイアパレス植物園西モデルルーム YPMC 新建築設計事務所 伊藤組土建㈱ 　〃

1 H17.3 非住宅 パルコ別館 ＺＡＲＡ新築工事 WP － 鹿島建設㈱ 　〃
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シティタワー円山神宮鳥居前新築工事 （高層 28F）
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