
†弊社施工の主な建物　

年  度 施  工  地 建        物        名 施        工

平成 旭川市 旭川４・８辻ビル 佐藤工業

  元年 旭川市 メゾン・ド・マルコー旭川 伊藤組土建

礼文町 礼文フェリーターミナル 藤建設

旭川市 旭川高専増築 高組

旭川市 宮下ビル 東海・盛永JV

旭川市 山一証券旭川支店 大成建設

平成 旭川市 旭川市立東五条小学校 畠山・荒井・高・盛永JV

   ２年 旭川市 旭川厚生連看護専門学校 東成建設

上川町 層雲峡国際ホテル 小松・盛永JV

函館市 函館空港庁舎 不動建設

稚内市 稚内西条デパート 熊谷JV

旭川市 永山サティー 地崎・日産・畠山・東成JV

平成 北見市 北見郵便局 フジタ

   ３年 富良野市 富良野病院 北野・高ＪＶ

旭川市 北海道新聞社旭川寮 廣野組

旭川市 日本火災海上 清水建設

旭川市 オートザム旭川東 川島建設

旭川市 十条ビル 畠山建設

石狩市 藤女子大学花川キャンパス 地崎・岩田・伊藤JV

深川市 拓殖短期大学校舎 岩田・田中ＪＶ

旭川市 真澄寺 地崎・廣野ＪＶ

平成 稚内市 稚内高校改築 石塚建設

   ４年 旭川市 旭川ﾒﾓﾘｱﾙｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 大成・廣野・北野ＪＶ

旭川市 長崎屋 地崎・熊谷・戸田・廣野ＪＶ

旭川市 ゼビオ永山 北炭建設

旭川市 佐野病院 廣野組

千歳市 新千歳空港庁舎 地崎・三井JV

千歳市 新千歳空港駅 地崎・鉄建JV

留萌市 カムイワリゾート 浅沼組

旭川市 宝田学園 廣野・北野・盛永ＪＶ

旭川市 木原循環器内科医院 田中・川島ＪＶ

旭川市 永山郵便局庁舎 共立建設

平成 旭川市 大雪クリスタルホール 廣野・北野・荒井ＪＶ

   ５年 芦別市 芦別星の降る里 日新建設

旭川市 ホテルクレッセント新築 田中組

稚内市 稚内裁判所合同庁舎新営建築 石塚建設

鷹栖町 鷹栖文化ホール建設 鹿島・盛永ＪＶ

旭川市 旭川産科婦人科記念病院 清水建設

旭川市 東光中学校増改築工事 高・田中・荒井ＪＶ

上川町 層雲峡観光ホテル改修工事 東成建設

旭川市 道立上川農業試験場庁舎改築第二期工事 廣野組



年  度 施  工  地 建        物        名 施        工

平成 旭川市 永山地区複合施設新築工事 北野組ＪＶ

   ６年 旭川市 旭川グランドホテル新築工事 清水建設

旭川市 社会保険センター旭川プール棟増築工事 熊谷組

旭川市 中央図書館新築工事 畠山建設ＪＶ

室蘭市 室蘭工業大学一般教養講義棟改修 坂本建設

鷹栖町 総合体育館建設工事 田中組

旭川市 旭川地裁建築工事 廣野組

旭川市 旭川高等技術専門学校改築工事 廣野組ＪＶ

平成 旭川市 市民ふれあいセンター 高組ＪＶ

   ７年 旭川市 市立旭川病院 廣野組ＪＶ

旭川市 老人保健施設フェニックス 田中組

旭川市 リーセント一条館 小松建設

札幌市 北海道大学国際交流会館 坂本建設

大滝村 北湯沢リゾートホテル 熊谷組

稚内市 稚内合同庁舎 佐藤工業

増毛町 増毛町郷土資料館 大成建設

平成 旭川市 忠和公園体育館 北野・畠山・川島ＪＶ

   ８年 旭川市 リーセント錦町 小松建設

士別市 士別市民会館 鹿島・大野ＪＶ

中富良野町 オリカゴルフ倶楽部 清水建設

遠別町 遠別生涯学習センター 熊谷組

札幌市 札幌市音楽専用ホールＡ工区 地崎ＪＶ

旭川市 老人保健施設かたくりの郷 新谷・北野ＪＶ

上川町 上川コンベンションホール 間・廣野ＪＶ

平成 旭川市 ドコモ旭川第二ビル 共立・熊谷・田中ＪＶ

   ９年 旭川市 旭川医大看護学科棟 佐藤工業

旭川市 老人ホームふれあい 村本建設

美瑛町 美瑛町立病院 大成・川島・荒井ＪＶ

旭川市 神楽中学校 廣野・盛永・東成・川村ＪＶ

東神楽町 東神楽農協 大成建設

平成 旭川市 ケアハウスリバーサイド 廣野組

　１０年 旭川市 永山医療センター 清水建設

札幌市 真駒内（９）プール 小松建設工業

釧路市 釧路空港庁舎 地崎・五洋・丸彦渡辺ＪＶ

旭川市 旭一ＫＬＣ 鴻池組

利尻富士町 利尻空港ターミナルビル 石塚建設・日本技建ＪＶ

平成 旭川市 旭川空港ターミナルビル増築工事 廣野･清水･荒井･新谷･吉宮JV

　１１年 旭川市 北海道上川合同庁舎改築工事第1工区 畠山･新谷･岸田ＪＶ

旭川市 旭川医科大学医学部看護学科棟新営 佐藤工業

旭川市 北海道上川合同庁舎改築工事第3工区 廣野・荒井･大野土建ＪＶ

札幌市 真駒内ハイツプール 浅沼組

札幌市 ほっかいどう社会保険センター 国策建設

札幌市 北大理学部生物･物理講義棟 東建工業

深川市 深川市温水プール建築工事 寺岡･竹中・松村･佐田ＪＶ



年  度 施  工  地 建        物        名 施        工

平成 旭川市 市立旭川病院外来棟改築工事 廣野・田中・タカハタ・鹿島JV

　12年 旭川市 ダイイチ末広店改修工事 大成建設

旭川市 国立療養所道北病院整備改修工事 田中組

富良野市 旭川職安（富良野）建築工事 廣野組

平成 旭川市 旭川医科大学医学部付属病棟新営工事 清水･佐藤・岩田JV

13年 旭川市 西方寺新築工事 鹿島建設　

旭川市 たいせつの郷新築工事 大和ハウス工業

札幌市 パークコート中島公園新築工事 西松建設㈱

初山別村 しょさんべつ温泉建築主体工事 ㈱地崎工業

　 名寄市 名寄市特別養護老人ホームⅠ工区 大野土建

滝川市 北海道立滝川高校改築工事Ⅱ工区 泰進・香西・越知JV

富良野市 北海道立富良野高校改築工事Ⅱ工区 サンエービルド工業

礼文町 礼文香深アクアプラント建設工事 東海・藤JV

利尻町 利尻浄化センター新築工事 伊藤組・石塚JV

平成 旭川市 旭川市立北光小学校防音増改築工事 廣野組JV

14年 旭川市 北海道旭川西高等学校改築工事（2工区） 畠山建設ＪＶ　

札幌市 北海道大学工学部 地崎工業

稚内市 稚内市立図書館 坂本建設

帯広市 マルハン帯広店新築工事 地崎工業

上富良野町 後藤純男美術館新築工事 佐川建設

稚内市 稚内市立図書館新築　Ｂ工区工事 石塚建設興業

平成 旭川市 大雪の郷増築工事 山口産商

15年 旭川市 旭川社会保険事務所庁舎増改築工事 北建工業　

旭川市 永山新川管理センター新築工事 北野・盛永・新谷ＪＶ

旭川市 旭川厚生看護学校新築工事 地崎工業

奥尻町 奥尻空港ターミナルビル新築工事 地崎工業

旭川市 道北勤医協ながやま医院新築工事 北野組

旭川市 ロジェ宮下新築工事 畠山建設

旭川市 旭山動物園あざらし館Ｂ工区新築工事 吉宮建設

旭川市 敬生園改築工事 大成建設

平成 旭川市 ㈱男山外壁リニューアル工事 　Ｓ・Ｄ建設

16年 旭川市 ポレスター旭川新築工事 西松建設

旭川市 あさひ園増築工事 大成建設

札幌市 手稲警察署庁舎新築工事 地崎工業

札幌市 厚別温水プール改築工事 東建工業

遠軽町 遠軽厚生病院増改築工事 西松建設

遠別町 遠別町庁舎改修工事 穀蔵組

旭川市 共同住宅新築工事 大東建託

旭川市 ロジェパークタワー北彩都新築工事 畠山建設

平成 旭川市 ホテルルートイン旭川駅前新築工事 廣野組

17年 旭川市 ロジェ宮前Ⅰ新築工事 畠山建設

旭川市 旭川信用金庫本店改修工事 清水建設

名寄市 名寄短期大学改築工事 大野土建

札幌市 札幌市立大学芸術の森キャンパス 地崎工業

三笠市 イオン三笠ＳＣ新築工事 西松建設

札幌市 札幌市立大学桑園キャンパス新築工事 東建工業

稚内市 マルハン稚内店新築工事 イチケン



年  度 施  工  地 建        物        名 施        工

平成 旭川市 旭川(17)広報館新築工事 北野組

18年 旭川市 ポレスター６条通り新築工事　 西松建設

旭川市 旭川フコク生命ビル新築工事 清水建設

旭川市 ＪＡ旭川ながやま新築工事 東成建設

留寿都町 ルスツリゾートセンター棟２Ｆ廊下床改修工事 加森観光

札幌市 イオン発寒ショッピングセンター新築工事 西松建設

札幌市 有朋高等学校改築第２期工事 坂本建設

札幌市 札幌医科大学付属病院ライナック設置室増築工事 東建工業

帯広市 ひまわり帯広店改築工事 建築工房

平成 稚内市 ドーミーイン稚内新築工事 大成建設

19年 名寄市 名寄信金本店増改築工事 大野土建

旭川市 サーパス常磐公園新築工事 廣野組

稚内市 稚内フェリーターミナルビル新築工事 藤建設

旭川市 パーラービックトマト豊岡店増築工事 岩田地崎建設

旭川市 東横イン旭川駅前新築工事 ＳＤ建設

札幌市 ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰﾌｨﾈｽ東札幌Ⅱｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ新築工事 西松建設

静内町 マルハン静内店新築工事 イチケン

羅臼町 知床プリンスホテル増改装工事 田中組

平成 旭川市 (仮称）ロジェ５条通１丁目新築工事 畠山建設

20年 網走市 (仮称）網走東横イン新築工事 ＳＤ建設

富良野市 新富良野プリンスホテル温浴施設新築工事 大林組

帯広市 マルハン柏林台店新築工事 新太平洋建設

札幌市 北海道大学クラーク会館耐震補強他改修工事 東建工業

旭川市 旭川合同庁舎（Ⅱ期）建築工事 竹中工務店

名寄市 名寄市立総合病院増改築工事 大野土建

平成 旭川市 北彩都場外馬券場新築工事 イチケン

21年 旭川市 旭川法務総合庁舎新営（建築）工事 佐藤工業

名寄市 市立天文台整備事業建築工事 大野土建・大野組JV

旭川市 ベルクラシック旭川改修工事 新谷建設

旭川市 旭川運転免許試験場庁舎外壁改修工事 松藤土建

平成 旭川市 (独)国立病院機構道北病院病棟整備工事 西松建設

22年 旭川市 旭川医科大学食堂棟新築工事 橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

函館市 アルペン函館梁川店店舗改修工事 ナカノフドー建設

札幌市 イオン西岡ショッピングセンター改修工事 西松建設

旭川市 有料老人ホームさくら南新築工事 西松建設

北見市 日本郵便事業（株）北見支店改修工事 フジタ

上川町 上川小学校耐震化改修工事 新谷建設

平成 旭川市 神楽温浴施設新築工事 　ＳＤ建設

23年 旭川市 学校法人浅井学園新築工事 廣野組

江別市 江別インターナショナルスクール新築工事 岩田地崎建設

札幌市 公務員宿舎月寒東住宅整備工事 清水建設

旭川市 動物愛護センター新築工事 近藤組

旭川市 特別養護老人ホーム楽生園新築工事 　田中組



年  度 施  工  地 建        物        名 施        工

平成 旭川市 西友宮の沢店改修工事 イチケン

24年 札幌市 北海道大学図書館改修工事 青木あすなろ建設

倶知安町 ニセコスキーリゾート四季新築工事 岩田地崎建設

伊達市 伊達ケアハウスセイントヒルズ新築工事 清水建設

旭川市 妙生寺増築工事 高組

斜里町 知床第一ホテル改築工事 山崎建設工業

平成 名寄市 名寄市立病院精神科病棟新築工事 橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

25年 旭川市 のなか園増築工事 新谷建設

札幌市 定山渓有料老人ホーム新築工事 小松建設

札幌市 クリーンリバーフィネス知事公館新築工事 岩田地崎建設

中富良野町 なかまーる建設工事 那知組

札幌市 叙々苑札幌改修工事 愛夢

平成 旭川市 道北ｱｰｸｽ・ｷｮｸｲﾁ物流総合ｾﾝﾀｰ新築工事　 西松建設

26年 名寄市 名寄市立病院精神科病棟新築工事 橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

旭川市 旭山動物園野外ｽﾃｰｼﾞ横ﾄｲﾚ新築工事 會田建設

旭川市 東小学校校舎 盛永組

旭川市 ベスト電器旭川花咲店ＷＣタイル補修 イチケン

旭川市 宮前公園管理棟新築工事 畠山建設

旭川市 旭川市立中央中学校屋体（A)新築工事 高組

旭川市 旭川グランドホテル改修工事 清水建設

旭川市 東神楽ショッピングモール新築工事 畠山建設

旭川市 旭川駅前計画新築工事 西松建設

旭川市 ローソン北彩都病院店新築工事 廣野組

平成 名寄市 名寄南小学校校舎・屋内運動場改築工事 荒井建設

27年 豊富町 豊富小学校校舎改築工事 石塚建設興業

旭川市 丸果旭川青果卸売市場㈱トイレ改修工事 阿曽沼建設

旭川市 道北勤医協一条通病院移転新築工事 新谷建設

旭川市 Feeeal旭川改修工事 フジタビルメンテナンス

旭川市 旭川ホテル＆ＳＰＡ新築工事 北洋タイル

札幌市 ビックカメラ札幌店改装工事 イチケン

札幌市 札幌トヨペット本社ビル計画新築工事 西松建設

旭川市 道北勤医協一条通病院移転新築工事 新谷建設

伊達市 北湯沢名水亭改修工事 岩田地崎建設

平成 札幌市 西友西町店改装工事 北海建設

28年 富良野市 上富良野中学校耐震改修工事 橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

旭川市 ロジェ北彩都（西棟）新築工事 畠山建設

札幌市 北海道ＢＵＢＵマルチショールーム新築工事 岩田地崎建設

札幌市 ジョイフルエーケー大麻店新築工事 宮坂建設工業

函館市 函館駅前若松地区第一種市街地再開発事業 西松建設

旭川市 旭川ＯＫＵＮＯ改修工事 わのう工芸

札幌市 西友元町２４条店改修工事 北海建設

旭川市 たかはし眼科新築工事 東成建設

北見市 ひまわり北見店改築工事 建築工房

函館市 啄木亭増改築工事 岩田地崎建設

利尻町 利尻町立中学校建設工事 藤建設



年  度 施  工  地 建        物        名 施        工

平成 名寄市 名寄市立大学保健福祉学部再編事業（新棟建築工事） 大野組

29年 札幌市 ひまわり篠路店改装工事 建築工房

斜里町 知床第一ホテル西館改修工事 山﨑建設

札幌市 クレアホームズ平岸南Ⅱ新築工事 ㈱イチケン
伊達市 第二名水亭改修工事 岩田地崎建設㈱
旭川市 円山動物園ﾎｯｷｮｸｸﾞﾏ・ｱｻﾞﾗｼ館新築工事 岩田地崎建設㈱
札幌市 西友旭ヶ丘店改修及び瑕疵工事 北海建設㈱
札幌市 ﾎﾘﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ札幌発寒新築工事 荒井建設㈱
深川市 深川第一病院新築工事（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ棟） 岩田地崎建設㈱

平成 旭川市 パティスリーフウ！！新築工事 丸協建設

30年 士別市 士別グランドホテル増築工事 大野土建

伊達市 きたゆざわ森のソラニワ改修工事 岩田地崎建設

上川町 ホテル大雪西館改修工事 田中組

旭川市 旭川空港国際線ターミナル改修工事 新谷建設

旭川市 北海道旭川北高等学校大規模改造工事 橋本川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

旭川市 JOYFIT旭川改装工事 クワザワ工業

旭川市 ロジェ北彩都21街区（東棟）新築工事 畠山建設　

平成 東神楽町 旭川空港国際線ターミナルビル増築工事 新谷建設㈱

31年 札幌市 ブランズ北33条新築工事 新太平洋建設㈱

札幌市 ぬくもりの宿ふる川新浴場・通路他増築工事 宮坂建設工業㈱

沙流郡 平取町国民健康保険病院改築工事 西松建設㈱

小樽市 ラ・クラッセ南小樽ステーション新築工事 ㈱イチケン

札幌市 ル・ケレス発寒南ザ・ウイングス新築工事 荒井建設㈱

札幌市 旭山病院増築棟建築工事 ㈱泰進建設

稚内市 （有）抜海運送・豊成建設（株）社屋新築工事 藤建設㈱


