
万協フロアー　施工実績

（平成24年度）　1月～4月 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)

施工中 ラ・クラッセ札幌ステーション新築工事 WP ㈱浅沼組 札幌市

ダイワロイネットホテル札幌 WP 大成建設㈱ 大成建設㈱ 　〃

非住宅 北広島薬局 新装工事 WP タカラ・スペース・デザイン 日本マックス㈱ 北広島市

非住宅 洞爺サンパレス和室改修工事 WP カンエイ実業㈱ カンエイ実業㈱ 洞爺湖畔

418 H24.4 ファミール宮の森609号室改修工事 WP ㈱土屋ホームトピア 札幌市

417 H24.3 非住宅 白木屋　紋別店 WP エステープラン㈱ 紋別町

416 〃 非住宅 ＳＴＶ興発 WP ＳＴＶ興発㈱ 札幌市

415 〃 パームヒル藻岩804号室 WP 道建工事㈱ 　〃

414 〃 非住宅 札幌刑務所処遇管理棟 屋内体育館 TP ㈱山下設計 大成建設㈱ 　〃

413 〃 非住宅 札幌データセンター5階機器室 WP ケーアンドイー㈱ ケーアンドイー㈱ 　〃

412 〃 及川裕子様ＭＳ新築工事 WP 東建コーポレーション 　〃

411 〃 非住宅 小樽商科大学一般校舎その他講義室改修工事OAS20 小樽商科大学施設課 ㈱ナルミ 小樽市

410 〃 非住宅 魚一心　ウイングベイ小樽店 WP ㈱イズ 佐藤リフォーム㈱ 　〃

409 〃 非住宅 星置アネックスプラザビル2F WP ㈱ナンシンデザイン ㈱ナンシンデザイン 札幌市

408 〃 非住宅 滝川メディカルビル MF-25 ㈱パルテクノ 山崎建設工業㈱ 滝川市

407 H24.2 グランデール南郷 WP ㈱藤井工務店 札幌市

406 〃 非住宅 徳寿 白石店 WP アイエムコーポレーション 　〃
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406 〃 徳寿 白石店 WP アイエムコーポレーション 　〃

405 〃 星康臣さまそっくりさん WP 住友不動産㈱ ㈱リブウェル 　〃

404 〃 非住宅 Aiba小樽テナント工事 WP ㈱福島工務店 小樽市

403 〃 非住宅 アリオ3F 皮膚科工事 WP ㈱協栄土建 札幌市

402 〃 非住宅 藤岡眼科病院 新築工事 WP 岩重建築設計事務所 大成建設㈱ 函館市

401 〃 非住宅 札幌未来保育園 新築工事 WP 北海道建築設計監理㈱ 石塚建設興業㈱ 札幌市

400 〃 非住宅 SS発寒6-9ビル WP ㈱富岡建築設計 日本建設㈱ 札幌市

399 〃 非住宅 黒松内つくし園改築（耐震化）工事 文教・OAS ㈱久米設計 共立建設㈱ 寿都郡

398 H24.1 シーアイマンション 改修工事 WP 石塚建設興業㈱ 石塚建設興業㈱ 札幌市

397 〃 非住宅 ソフトバンク西岡店改修工事 OAS-20 石塚建設興業㈱ 石塚建設興業㈱ 　〃

396 〃 非住宅 札幌あゆみの園 WP 丸彦渡辺建設㈱ 　〃

395 〃 中島薬局 改修工事（中島邸） WP 住友不動産㈱ 室蘭市

394 〃 非住宅 炎のリゾートダイニング　サルー WP こすぎ建築計画室 辻野建設工業㈱ 札幌市

393 〃 非住宅 神山児童館新築主体その他工事 文教 ｱﾄﾘｴｷｭﾋﾞﾄ・ﾅｶ建築設計 ㈱石井組 函館市

392 〃 非住宅 野幌北野華苑 模様替え工事 WP

391 〃 非住宅 手稲水再生プラザ改修工事 WP 札幌市

390 〃 非住宅 札幌統括電力センター 増築工事 WP 北電総合設計㈱ 鹿島建設㈱ 　〃

389 〃 非住宅 日本通運㈱ 北海道警送支店新築工事 WP 日通不動産・三菱地所JV 東急建設㈱ 　〃

388 〃 ライオンズタワー大通 新築工事 （高層30F） YPE-TG 佐藤工業㈱ 佐藤工業㈱ 　〃

387 〃 非住宅 黄金地域交流センター 新築工事 YPE-TG ㈱渡辺建築設計 郷土建設㈱ 恵庭市

386 〃 ぎんれい36 建設工事 YPE-S 日本都市設計㈱ 三井住友建設㈱ 余市町

385 〃 クリオ平岸 新築工事 WP ㈱中山組 札幌市

384 〃 非住宅 古平中学校 屋内体育館 新築工事 TP サン設計事務所 前田建設工業 古平町

383 〃 非住宅 あかつき山口保育園 新築工事 YPE-TG 日本メックス㈱ 札幌市

382 〃 ブランズ円山鳥居前 新築工事 WP 東急建設㈱ 　〃

381 〃 非住宅 札幌刑務所処遇管理棟 新築工事 OAS-30 ㈱山下設計 大成建設㈱ 　〃
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(完工月日) (現場名) (品名) (設計事務所) (元請名) (地区)

380 H24.1 非住宅 川湯の森病院 新築工事 WP-TG ㈱中村勉総合計画研究所 戸田建設㈱ 弟子屈町

ザ・ライオンズタワー大通公園 新築工事

黄金地域交流センター 新築工事
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川湯の森病院 新築工事

古平中学校 校舎・屋内体育館 新築工事

屋内体育館 内部
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（平成23年度）　1月～12月 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)

379 H23.12 非住宅 一条工務店ショールーム 新築工事 WP ㈲エムシー建築企画 石狩市

378 〃 橘 邸 新築工事 WP-TG ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｱｰｷﾃｸﾂ ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｱｰｷﾃｸﾂ 札幌市

377 〃 N18マンション新築工事 WP 共立建設㈱ 　〃

376 〃 非住宅 アサヒビール園はまなす館 改修工事 WP ㈱きのえ建設 ㈱きのえ建設 　〃

375 〃 中島薬局 改修工事 WP-TG 住友不動産㈱ 室蘭市

374 H23.11 非住宅 光合金製作所 朝里工場改修工事 WP 阿部建設㈱ 小樽市

373 〃 滝川市営住宅 泉団地新築工事 WP ㈱アキバ設計 ㈱泰進建設 滝川市

372 〃 北11条 チサンマンション札幌第一　1108号室 YPE ㈲北装 札幌市

371 〃 Starno Build 新築工事 WP タマホーム㈱札幌支店 　〃

370 〃 山美邸 新築工事 WP-TG ㈱ウベハウス東日本 ㈱ウベハウス東日本 　〃

369 H23.10 プレミスト南郷通り新築工事 YPE ㈱建築工房 ㈱浅沼組 　〃

368 〃 幌平橋パークマンション208号室 改修工事 YPE katoh 建築工房 katoh 建築工房 　〃

367 〃 非住宅 星置指圧店 ＣＯＬＯＲＳ 新装工事 WP-TG ㈱ナンシンデザイン ㈱ナンシンデザイン 　〃

366 〃 斉藤一宇邸 新築工事 WP-TG アトリエアム㈱ ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 　〃

365 H23.9 ドミニオン宮の森 改修工事 WP ㈱オキフ建築計画 　〃

364 〃 非住宅 島下工業　日鋼内 改修工事 WP 室蘭市

363 〃 中尾様邸新築 そっくりさん工事 YPE 住友不動産㈱ ㈱リヴウェル 札幌市

362 〃 非住宅 石山クリニック 改修工事 WP 　〃

361 〃 町営住宅（朱太団地・その２）新築主体工事 WP アトリエアク 木村建設組・スガワラJV 黒松内

360 〃 非住宅 さくらインターネット石狩工場 新築工事 WP-TG 大成建設㈱ 大成建設㈱ 石狩市

359 〃 上厚真かえで団地公営住宅6号棟建設工事 WP アトリエアク 住拓工業㈱ 厚真町

358 〃 早坂邸 改装工事 YPE-TG 遠藤建築アトリエ 石塚建設興業㈱ 札幌市

357 〃 非住宅 札幌大谷学園 第2期増築工事 OAS-30 戸田建設㈱ 戸田建設㈱ 　〃
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356 〃 公営住宅 月寒東住宅 新築工事 WP 清水建設㈱ 清水建設㈱ 　〃

355 H23.8 クルーザーバレー藻南公園202号室床補修 WP 　〃

354 〃 非住宅 ABAHOUSE 札幌PASEO店 WP ㈱倉島栄二デザインオフィス㈱Ｖ・ＴＥＸ 　〃

353 〃 非住宅 DAZZLIN 札幌PASEO店 床工事 WP 　〃

352 〃 エルグランディスぽち☆たま改装工事 YPE-TG 遠田建設㈱ 室蘭市

351 〃 茨城コロニー計画 新築工事 YPE ユニコン㈱ ユニコン㈱ 茨城県

350 H23.7 南4条ハイデンス101内装改修 WP 札幌市

349 〃 非住宅 札幌駅パセオ郵便局新装工事 WP 　〃

348 〃 非住宅 ピクシスビル4F改修工事 WP 　〃

347 〃 ブランズタワー札幌 モデルルーム WP-TG ㈱企画設計事務所 オルト 東急・佐藤JV 　〃

346 〃 非住宅 丸大食品㈱北海道工場 増築工事 WP 戸田建設㈱ 　〃

345 〃 月形刑務所 職員寮 新築工事 YPE 法務省大臣官房施設課 東海興業㈱ 月形町

344 H23.7 非住宅 ニチロ畜産 札幌工場 改修工事 OAS-20 星組渡辺土建㈱ 星組渡辺土建㈱ 札幌市

343 〃 リビオ北26条 新築工事 WP ㈱企画設計事務所オルト ㈱NIPPO 　〃

342 H23.6 レクシオ南郷通 新築工事 WP 新太平洋建設 　〃

341 〃 非住宅 焼肉 徳寿　千歳店 新築工事 WP-TG アズ建築設計事務所㈱ ㈱ｱｲ･ｴﾑ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 千歳市

340 H23.5 非住宅 ＰＡＳＥＯ 地下1階 『花まる』 新装工事 WP ㈱乃村工藝社 ㈱乃村工藝社 札幌市

339 〃 非住宅 寿司の関口 新装工事 WP-TG ㈱西村建装 　〃

338 〃 ブランズ大通公園モデルルーム WP-TG ㈱企画設計事務所 オルト ㈱東急建設 　〃

337 H23.4 非住宅 十勝川温泉観月苑 改修工事 WP ㈱石井設計 戸田建設㈱ 音更町

336 〃 非住宅 スナッフルズ 新築工事 WP ㈱熊本建築設計事務所 ㈱高木組 札幌市

335 〃 非住宅 十勝川温泉 豊州亭 改修工事 WP ㈱石井建築事務所 岩田地崎建設㈱ 音更町

334 〃 下野幌団地E-4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 札幌市

333 H23.3 非住宅 札幌西円山病院 増築工事 WP ㈱アトリエ・ジー・セブン 東海興業㈱ 　〃

332 〃 非住宅 認定こども園 まなび 新築工事 YPE 岩田地崎建設㈱ 　〃

331 〃 非住宅 グレイス皮膚科クリニックインテリア工事 WP ㈲ヒコ コニシ設計事務所 ㈱福島工務店 　〃
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(完工月日) (現場名) (品名) (設計事務所) (元請名) (地区)

330 H23.3 非住宅 南22条ビル寮棟窓他改修工事 WP NTTファシリティーズ北海道 共立建設㈱ 　〃

329 〃 非住宅 ジョイフル大曲店2Ｆペットショップ改修工事 WP ㈱浅沼組 　〃

328 〃 非住宅 日鋼運輸㈱本社浴室改修工事 WP 室蘭市

327 〃 非住宅 西岡高台保育園 増改築工事 YPE 国澤計画設計室 日本建設㈱ 札幌市

326 〃 ブランズ豊平公園 新築工事 WP ㈱Ｉ．Ａ．Ｃ ㈱浅沼組 　〃

325 H23.2 クリオ近代美術館前 新築工事 WP ㈱札幌美亜事務所 土屋㈱ 　〃

324 〃 N14マンション 新築工事 YPE 加藤設計 日本建設㈱ 　〃

323 〃 非住宅 新札幌こどもクリニック 新設工事 YPE-TG ㈱札幌日総建 カベヤ建設㈱ 　〃

322 〃 非住宅 ホワイトキューブ改修工事 WP 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 　〃

321 〃 非住宅 創価学会道央文化会館 新築工事 OAS-30 ㈱アトリエブンク 大成・岩田地崎JV 恵庭市

320 〃 非住宅 十勝スロウフード新工場 新築工事 MF-20 ㈲永井建設 ㈲永井建設 清水町

319 〃 札幌Ｋビル 改修工事 WP ㈱翔進 札幌市

318 〃 非住宅 麻生乳腺クリニック 改修工事 WP 大木建設㈱ 　〃

317 H23.1 非住宅 北海道小樽支援高等学校 体育館 新築工事 TP ㈱北海道日建設計 今岡・西條・小杉JV 小樽市

316 〃 非住宅 　〃　　　〃　　　　〃　　 　 産振棟 改修工事 WP 　　〃　　　　〃 近藤・佐竹経常建設JV 　〃

315 〃 非住宅 北広島下水処理センター管理棟 改修工事 WP 日本上下水道設計㈱ エルム建設・田中組JV 北広島市

314 〃 非住宅 北海道労働金庫 平岡支店 新築工事 WP NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 共立建設㈱ 札幌市

313 〃 非住宅 ＃７食厨房更衣室 改修工事 WP 陸上自衛隊静内駐屯地 中道建設㈱ 静内町

312 〃 非住宅 北海道スチールワイヤー改修工事 WP 三井住友建設㈱ 室蘭市

311 〃 非住宅 北海道自治労会館 地下改修工事 WP 札幌市

310 〃 非住宅 ファミリーマート台東三筋　新築工事 WP シーズ・ラボ ㈱アリガ東京支店 東京都

309 〃 非住宅 サンローゼ パセオ店 新築工事 WP 札幌市
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ニチロ畜産 大規模改造工事（スロープ制作中）ニチロ畜産 大規模改造工事

北海道小樽支援高等学校 体育館 新築工事
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