年月

抜粋工事実績(敬称略)

平成２８年 ９月 大手町ビル３Ｆダーウィンズ退去跡原状回復工事(コマニー)
平成２８年 ９月 監査法人夏目事務所移転準備工事
平成２８年１０月 パークイースト札幌ビル６Ｆ原状回復工事
平成２８年１０月 パークイースト札幌ビル６Ｆ電業協会退去跡原状回復工事
平成２８年１１月 大谷幼稚園新規家具工事
平成２８年１１月 ネイチャー移転に伴う家具工事(梅川医科器械店)
平成２８年１２月 (株)ヤマチマネージメント新規家具工事
平成２８年１２月 弁護士法人吉田康紀法律事務所３Ｆ改修／４Ｆ相談室新設工事
平成２８年１２月 旭川４条通ジブラルタル生命減床工事
平成２８年１２月 パークイースト札幌ビル２Ｆテナント退去跡原状回復工事
平成２８年１２月 インペリアル麻生５０８ 松本邸リフォーム工事
平成２８年１２月 富良野 凛と法律事務所改修工事
平成２９年 １月 十条基地パーティション工事(ヒガシ２１)
平成２９年 １月 日生札幌ビル１３Ｆオークロンマーケッティング改修工事
平成２９年 １月 カネボウ化粧品販売(株)東北支社(仙台東口ビル)原状回復工事
平成２９年 ２月 旭川４条通ビル５Ｆ ＯＡフロアー敷設工事
平成２９年 ２月 装いの千松改修工事
平成２９年 ３月 日本生命苫小牧ビル住友電工ツールネット退去跡原状回復工事
平成２９年 ３月 日本生命札幌ビル９Ｆ日本生命札幌支社改修工事
平成２９年 ３月 日本生命帯広駅前ビル日本生命帯広総合営業部新設及び付帯工事
平成２９年 ３月 ソフトバンク(株)NOC札幌新規構築・改修工事
平成２９年 ３月 日生帯広駅前ビル近畿ツーリスト帯広移転付帯工事
平成２９年 ３月 新コスモス電機メンテナンス室蘭連絡所開設準備工事
平成２９年 ３月 花王北海道支社移転プロジェクト(フコクコシヤマビル)入居準備工事
平成２９年 ３月 花王 ノース３３ビルサテライト改修工事
平成２９年 ３月 花王 山形オフィス改修工事
平成２９年 ３月 花王 岩手オフィス改修工事
平成２９年 ４月 パークイースト札幌ビルエントランス床改修工事
平成２９年 ４月 道銀ビル１０Ｆ 時事通信社退去跡原状回復工事
平成２９年 ４月 ＡＦＴビル５Ｆ 退去跡原状回復工事
平成２９年 ４月 クランヴィスタ円山公園４０６原状回復及び改修工事(田村邸)
平成２９年 ４月 (株)ジョンソンホームズＯＡフロアー及び電源工事
平成２９年 ５月 日本駐車場開発 日本生命札幌ビル１７Ｆフロアー移転準備工事
平成２９年 ５月 新大通ビル１Ｆ～３Ｆトイレ給湯室改修工事
平成２９年 ５月 日生帯広駅前ビル６Ｆソフトバンク帯広事務所ＯＡフロアー工事
平成２９年 ５月 三機工業茨城支店移転付帯工事
平成２９年 ５月 中央復建コンサルタンツ札幌営業所移転付帯工事
平成２９年 ５月 三井化学東セロ札幌支店 ＭＮビル移転付帯工事
平成２９年 ５月 (株)ジョンソンホームス 新規家具搬入及び引越し業務
平成２９年 ５月 カネボウ化粧品販売(株)北海道支社南大通ビル新館退去跡原状回復工事
平成２９年 ５月 (株)ヤマチマネージメント６Ｆプロジェクター入れ替え及び伴う工事
平成２９年 ５月 (株)南大通ビル新館ＯＡフロアー新設施工
平成２９年 ５月 オーレンス再編工事(コマニー)
平成２９年 ６月 旭川４条通ビル６Ｆ ソフトバンク旭川事務所入居準備工事
平成２９年 ６月 ＡＦＴビル３Ｆアメリカ屋漁具退去跡原状回復及び改修工事
平成２９年 ６月 新大通ビル排水管更新付帯工事
平成２９年 ６月 住鉱国富電子クリーンルーム床及び美装工事(コマニー)
平成２９年 ６月 サーズ 小田ビル移転付帯工事
平成２９年 ６月 オーレンス総合経営旭川事務所改修工事
平成２９年 ７月 大通公園ビル 生活就労支援センター８Ｆ～７Ｆ移転付帯工事

年月

抜粋工事実績(敬称略)

年月

抜粋工事実績(敬称略)

年月

抜粋工事実績(敬称略)

平成２６年 ２月 税理士法人中野会計事務所 苫小牧事務所開設準備工事

平成２７年 ６月

邨山法律事務所(苫小牧市)移転付帯入居準備工事

平成２６年 ３月 富川 赤井商会ビル日本生命退去跡原状回復工事

平成２７年 ６月

苫小牧駅北口ビル原状回復工事(邨山法律事務所退去跡)

平成２６年 ３月 かわさき法律事務所開設工事

平成２７年 ６月

日本生命札幌ﾋﾞﾙＮＨＫﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ改修工事

平成２６年 ４月 ＭＳ＆ＡＤスタッフサービス新設工事

平成２７年 ６月

日本生命釧路末広ビル６Ｆ改修工事

平成２６年 ３月 日生帯広ビル ケイミュー入居準備工事

平成２７年 ６月

日本生命帯広十勝地域研修室造作工事

平成２６年 ３月 日本生命函館支社寿都支所退去跡原状回復工事

平成２７年 ７月

ノーステックビル４Ｆ造作等工事

平成２６年 ３月 日本生命札幌支社２６年度準備工事

平成２７年 ７月

日本生命元町営業部減床付帯工事

平成２６年 ３月 日生帯広ビル ケイミュー入居準備工事

平成２７年 ７月

ニッセイ保険エージェンシー札幌ブランチ(MKビル)10-4F移転工事

平成２６年 ３月 日本生命函館支社寿都支所退去跡原状回復工事

平成２７年 ８月

日本生命石狩内設支所移転入居準備工事

平成２６年 ３月 日本生命札幌支社２６年度準備工事

平成２７年 ８月

日本ユニパック(株)本社駐車場等舗装工事

平成２６年 ３月 クラーク校ホワイトボード新設工事

平成２７年 ９月

ＭＳ＆ＡＤあいおいﾆｯｾｲ同和損保苫小牧支社移転付帯工事

平成２６年 ３月 日本生命 北札幌営業部・石狩内設支所準備工事

平成２７年 ９月 サイトサポート旭川４条通ビル原状回復工事

平成２６年 ３月 新大通ビル７Ｆテナント間 間仕切り工事

平成２７年 ９月 札幌駅前合同ビル４Ｆ原状回復工事

平成２６年 ４月 帯広大通ビル 喫煙室造作工事

平成２７年１０月 SMBC日興証券旭川改修工事

平成２６年 ４月 大成ロテック(株) 福井ビル 屋上防水工事

平成２７年１０月 マイナビ旭川入居準備工事

平成２６年 ５月 ジュピターテレコム(J-COM)日生ビル入居準備パーティション工事

平成２７年１０月 ＬＡＶＡコープさっぽろルーシー店 開設準備工事

平成２６年 ５月 光成税務会計事務所日通ビル退去跡原状回復工事

平成２７年１０月 ノーステックテレコム４Ｆカウンター造作工事

平成２６年 ５月 モリト(株)北三条三井ビル入居準備工事

平成２７年１０月 禎心会 陽子線治療研究所家具製作工事

平成２６年 ５月 ＭＳ＆ＡＤ機能別再編拠点函館ツインタワー入居準備工事

平成２７年１０月 花王ロジパーティション及び改修工事

平成２６年 ５月 荏原製作所日生札幌ビル退去跡原状回復工事

平成２７年１０月 日本ユニパック㈱ﾋﾟｯｷﾝｸﾞｾﾝﾀｰ駐車場舗装等整備工事

平成２６年 ６月 日本放送協会 日生札幌ビル２１Ｆ入居準備パーティション工事

平成２７年１１月 日本ユニパック応接室等改修工事

平成２６年 ６月 登別温泉 第一滝本館 売店 リニュアル 設計業務

平成２７年１１月 装いの千松 池内ビル移転新装工事

平成２６年 ８月 ﾊﾟｰｸｲｰｽﾄ札幌屋外立体駐車場防水工事

平成２７年１１月 中外製薬旭川改修工事

平成２６年 ９月 ノルテビル 税理士法人エルム会計間仕切り工事

平成２７年１１月 ニチイ学館旭川原状回復工事

平成２６年 ９月 日本生命 白石開拓支所開設準備工事

平成２７年１１月 中外製薬旭川改修工事

平成２６年 ９月 札幌駅前合同ﾋﾞﾙ B1・B2トイレ貼り替え工事

平成２７年１１月 王子ネピア(株)ニッセイＭＫビル改修工事

平成２６年 ９月 ニッセイ保険エージェンシーセキュリティ工事

平成２７年１１月 ｴｰﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ札幌支店原状回復工事

平成２６年１０月 日本生命 札幌ＭＮビル５Ｆ 減床工事

平成２７年１１月 ﾎﾝﾀﾞｸﾘﾆｯｸ入居準備工事

平成２６年１０月 花王カスタママーケッティング(株)北海道支社屋上防水工事

平成２７年１２月 新大通ビル北洋５Ｆ空室改修工事

平成２６年１１月 全日空ホテル 装いの千松ファサード改修工事

平成２７年１２月 一般社団法人日本相続知財ｾﾝﾀｰ社名変更に伴うサイン工事

平成２６年１１月 弁護士法人高橋智法律事務所改修工事

平成２７年１２月 ﾆｯｾｲ保険ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ札幌ﾌﾞﾗﾝﾁ追加工事

平成２６年１２月 札幌駅前合同ビル１Ｆ守衛室改修工事

平成２８年 １月 ブロスカンパニー本社移転付帯工事

平成２６年１２月 税理士法人中野会計事務所Ｇ日本橋事務所開設準備工事

平成２８年 １月 博報堂プロダクツ入居準備工事

平成２６年１２月 ノーステックテレコム(株)１Ｆ改修工事

平成２８年 １月 中野会計事務所岩見沢事務所退去跡原状回復工事

平成２６年１２月 パークイースト札幌６Ｆ原状回復工事

平成２８年 ２月 ユニコビル２Ｆ漏水内装修繕工事

平成２６年１２月 北広島法律事務所開設準備工事

平成２８年 ３月 ニッセイＭＫビル６．７．８Ｆ日本生命改修工事

平成２７年 １月 Ｆ＆Ｔ移動書庫 東京から十日市解体移設組立作業

平成２８年 ３月 日本生命札幌ビル 日本生命ＳＳＣ開設準備工事

平成２７年 １月 道銀ビル９Ｆ貸室改修工事

平成２８年 ３月 函館ツインタワー７Ｆ テナント間壁撤去及びＯＡフロアー（甲)工事

平成２７年 ２月 新大通ビル７Ｆ現状回復工事

平成２８年 ３月 日生札幌ビル マイナビ倉庫拡張工事

平成２７年 ２月 新大通ビル９Ｆ原状回復工事

平成２８年 ３月 新大通ビル９Ｆ喫煙室新設工事

平成２７年 ２月 岩手県盛岡市 花王(株)岩手Ｏｆｆｉｃｅ統合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ付帯工事

平成２８年 ３月 アメリカ屋漁具階段室表装工事

平成２７年 ３月 日本生命 札幌総合営業部開設準備工事

平成２８年 ３月 新大通ビル NDEC倉庫移転工事

平成２７年 ３月 日本生命支社セキュリティ強化付帯工事

平成２８年 ３月 新大通ビル ＮＥＣ環境改善改修工事

平成２７年 ３月 マイナビ北海道増床に伴うパーティション移設工事

平成２８年 ３月 ㈱シイエヌエス新北海道ビル開設準備工事

平成２７年 ３月 宮崎公認会計士事務所 エルムビル移転準備工事

平成２８年 ３月 ㈱ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝ札幌中央支社開設準備工事

平成２７年 ３月 日本生命長万部支所退去跡原状回復工事

平成２８年 ３月 岩見沢ライズビルタイルカーペット工事

平成２７年 ３月

ヤマチコーポレーション建材事業部パーティション工事

平成２８年 ３月 ＭＮビルｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ改修工事

平成２７年 ３月

盛岡駅前通ビルカネボウ化粧品退去跡原状回復工事

平成２８年 ３月 本多良平法律事務所新設工事

平成２７年 ４月

東京商工リサーチ北海道支社リニュアル工事

平成２８年 ３月 ＪＲエージェンシー静脈認証キーボックス搬入・取り付け

平成２７年 ４月

ノーステックビル４Ｆ改修工事

平成２８年 ４月 新大通ビル５Ｆテナント間間仕切り工事

平成２７年 ３月

パークイーストビル５Ｆ原状回復工事

平成２８年 ４月 ニッセイＭＫビル６Ｆ退去跡 原状回復工事

平成２７年 ３月

札幌駅前合同ビルEVホール表装工事

平成２８年 ４月 日本生命札幌ビル１７Ｆマイナビ増床工事

平成２７年 ３月

新大通ビルB1F排水管更新工事(付帯工事)

平成２８年 ４月 道銀ビル１０Ｆ・１１Ｆえんれいしゃ退去跡原状回復工事

平成２７年 ４月

ＬＡＶＡコールセンター札幌開設準備工事(ﾋｭｰﾘｯｸ札幌ﾋﾞﾙ)

平成２８年 ４月 札幌駅前合同ビル７Ｆ原状回復工事

平成２７年 ４月

ＬＡＶＡ札幌大通店給水設圧改善及び改修工事

平成２８年 ４月 ＮＥＣﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱道銀ﾋﾞﾙ11F原状回復工事

平成２７年 ４月

大成ロテック(株)技術分室トイレ改善工事

平成２８年 ４月 メドラインジャパン札幌支店館内移転付帯工事

平成２７年 ５月

花王盛岡パーティション工事

平成２８年 ４月 日本ピアノ㈱駅前合同ﾋﾞﾙ７Ｆ遮音工事

平成２７年 ３月

盛岡駅前通ビルカネボウ化粧品退去跡原状回復工事

平成２８年 4月

平成２７年 ４月

東京商工リサーチ北海道支社リニュアル工事

平成２８年 ５月 函館ツインタワー４Ｆ日本生命改修工事

平成２７年 ４月

ノーステックビル４Ｆ改修工事

平成２８年 ５月 函館ツインタワー６Ｆ日本生命改修工事

平成２７年 ３月

パークイーストビル５Ｆ原状回復工事

平成２８年 ５月 函館ツインタワー４．６Ｆ原状回復工事

平成２７年 ３月

札幌駅前合同ビルEVホール表装工事

平成２８年 ６月 ＪＲエージェンシーサーバー室改修工事

平成２７年 ３月

新大通ビルB1F排水管更新工事(付帯工事)

平成２８年 ６月 農林中金札幌支店詳細移転建築計画図作成(大林組)

平成２７年 ４月

ＬＡＶＡコールセンター札幌開設準備工事(ﾋｭｰﾘｯｸ札幌ﾋﾞﾙ)

平成２８年 ８月 ノーステックテレコム(株)アラジン室改修工事

平成２７年 ４月

ＬＡＶＡ札幌大通店給水設圧改善及び改修工事

平成２８年 ８月 新大通ビル９Ｆ原状回復工事及びＯＡフロアー新設工事

平成２７年 ４月

大成ロテック(株)技術分室トイレ改善工事

平成２８年 ８月 琴似あかつき法律事務所改修工事

平成２７年 ５月

大成ロテック(株)大成札幌ビル移転付帯工事

平成２８年 ８月 旭川４条通ビル住友不動産原状回復工事

平成２７年 ５月

有限会社イリス移転付帯工事

平成２８年 ８月 東京十条駐屯地ﾚｲｱｳﾄ変更及びﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ工事

平成２７年 ５月

花王(株)岩手オフィス会議室パーティション工事

平成２８年 ９月 花王苫小牧オフィス改修工事

平成２７年 ６月

ヤマチマネージメント５．８．９Ｆ改修工事

平成２８年 ９月 旭川４条通ビルＹＡＭＡＨＡ返却部原状回復工事

平成２７年 ６月

日本ユニパック(株)旭川営業所新設駐車場整備

平成２８年 ９月 大手町ビル３Ｆ ダーウィンズ原状回復工事(コマニー)

禎心会放射線治療研究所製作家具納入設置

年月

抜粋工事実績(敬称略)

平成２２年 ７月 ニッセイ同和損保とあいおい損保Ｏｆｆｉｃｅ併合作業(北見支社)

年月

抜粋工事実績(敬称略)

平成２４年 ３月 駅前合同ビル「Hot Yog Staudio LAVA」ﾍﾞﾝﾁｬｰﾊﾞﾝｸ設計・施工

平成２２年 ７月 ニッセイ同和損保とあいおい損保Ｏｆｆｉｃｅ併合作業(函館支社)

平成２４年 ３月 大同生命ﾋﾞﾙ「大同生命ギャラリー」ピクチャーレール等改修工事

平成２２年 ８月 ニッセイ同和損保帯広支社退去跡日専連ビル原状回復工事

平成２４年 ３月 赤いマンション北大前２０５原状回復工事

平成２２年 ９月 全宅住宅ローン開設付帯準備工事

平成２４年 ３月 りんかい日産建設㈱ＳＲビル減床工事

平成２２年 ９月 ＣｒｏｓｓＦｉｅｌｄ43駅前合同ビル４Ｆに企画・設計・施工

平成２４年 ３月 ㈱イチケン レイアウト変更等改修工事

平成２２年 ９月 日本生命宮の森営業部移転付帯工事(ﾆｯｾｲＭＫﾋﾞﾙ)

平成２４年 ４月 武田リソナビル７Ｆ 進研アド パーティション改修工事

平成２２年１０月 コトニ３．１ビル原状回復工事

平成２４年 ４月 弁護士法人高橋 智法律事務所 事務所改修工事

平成２２年１０月 あいおいニッセイ同和損保函館支社 レイアウト変更及び付帯工事

平成２４年 ４月 ﾆｯｾｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ札幌 ｺｰﾙﾄﾞﾄﾞﾗﾌﾄ対策ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ工事

平成２２年１０月 あいおいニッセイ同和損保小樽支社 レイアウト変更及び付帯工事

平成２４年 ４月 パークイーストビル１Ｆ喫煙室造作工事

平成２２年１２月 原法律事務所 増員に伴うレイアウト変更及び付帯工事

平成２４年 ４月 インターネットイニシアティブ札幌ＭＮビル入居準備工事

平成２３年 １月 日本生命 手稲星置営業部移転付帯工事

平成２４年 ４月 ＹＯＮＥＸ札幌営業所 野村不動産札幌ビル入居準備工事

平成２３年 １月 ＡＦＴビル５ＦAccess退去跡原状回復工事

平成２４年 ４月 エクセルシュール２４軒２Ｆ入居準備Ａ工事

平成２３年 ２月 日本生命広尾内設支所移転付帯入居準備工事

平成２４年 ４月 AFTビル改修工事

平成２３年 ２月 出光興産北海道支社(日本生命札幌ビル)ﾚｲｱｳﾄ変更に伴う工事

平成２４年 ５月 あいおいニッセイ同和損保(株)室蘭支社原状回復工事

平成２３年2～3月 花王ｶｽﾀﾏﾏｰｹｯﾃｲﾝｸﾞ電気錠工事(北見・釧路・帯広・札幌)

平成２４年 ６月 日本生命釧路支社 帯広ｻｰﾋﾞｽｻﾎﾟｰﾄｵﾌｨｽ設立準備工事

平成２３年 ３月 日本生命新年度準備 帯広北営業部移転付帯工事

平成２４年7-12月 札幌ヤマチホテル空調設備更新付帯内装工事

平成２３年 ３月 日本生命新年度準備 札幌ブランチ千歳出張所新設付帯工事

平成２４年 ８月 パークイーストビル改修工事

平成２３年 ３月 ﾆｯｾｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ旭川開設準備工事

平成２４年 ８月 HOTyogaLAVAアルシュビル新設工事

平成２３年 ３月 ﾆｯｾｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ苫小牧開設準備工事

平成２４年 ８月 グランビスタ円山４０６号 改修工事

平成２３年 ３月 ﾆｯｾｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ函館開設準備工事

平成２４年 ８月 ハウスメイト北大前電話交換機交換工事

平成２３年 ３月 日本生命釧路共栄+白糠支所併合準備工事

平成２４年 ９月 札幌ＭＮビルスライディングウォール工事(伊藤忠エネクス株式会社)

平成２３年 ３月 花王セキュリティ増強付帯工事

平成２４年 ９月 日本生命 日高サービスサポートオフィス新設工事

平成２３年 ３月 斎藤健太郎法律事務所開設準備工事(コニサビル)

平成２４年 ９月 日本生命 室蘭サービスサポートオフィス新設工事

平成２３年 ４月 ＡＦＴビル１Ｆエントランス照明 計画／設計／施工

平成２４年 ９月 新大通ビルトイレ設備更新付帯内装工事

平成２３年 ４月 ひびき法律事務所増員に伴うレイアウト変更及び付帯工事

平成２４年１０月 日本生命ライフプラザ旭川改修工事

平成２３年 ４月 広尾 村上ビル日本生命退去跡原状回復工事

平成２４年１１月 日本生命ライフプラザ苫小牧改修工事

平成２３年 ４月 白糠 寿企画ビル日本生命退去跡原状回復工事

平成２４年１２月 日本生命ライフプラザ釧路訪問チーム増床工事

平成２３年 ４月 帯広 広瀬ビル 日本生命退去跡原状回復工事

平成２４年１２月 日本生命苫小牧ビル３Ｆ原状回復工事

平成２３年 ４月 北斗 道豊産業ビル 日本生命退去跡原状回復工事

平成２４年１２月 函館ツインタワービル９Ｆ改修工事

平成２３年 ４月 日本生命上士幌営業所 テンキー設置及び付帯工事

平成２４年１２月 (株)ＨＩＴシステムビル移転入居

平成２３年 ４月 弁護士法人ひびき法律事務所分室新設工事

平成２４年１２月 中野会計「スバルジャパングループ」サインボード工事

平成２３年 ５月 日本生命南郷通営業部 札幌ＭＮビル入居準備工事

平成２５年 １月 パークイーストビル給湯室改修工事

平成２３年 ５月 KDDI㈱日本生命札幌ビル フロアー移転付帯工事

平成２５年 ２月 日本生命札幌ビル「マイナビ」フロアー移転付帯間仕切り工事

平成２３年 ５月 ＯＧＩホールディングス日生札幌ビル入居準備工事

平成２５年 ２月 ニッセイＭＫビル６Ｆテナント移設付帯工事及び原状回復工事

平成２３年 ６月 日本生命南檜山内設支所 佐藤ビル移転付帯工事

平成２５年 ３月 ニッセイＭＫビル８Ｆ組織変更に伴う改修工事

平成２３年 ７月 ㈱ＯＢＣ日本生命札幌ビル入居準備工事

平成２５年 ３月 あいおいニッセイ同和損保(株)函館支社増員付帯作業及びＦＭ業務

平成２３年 ７月 あいおいニッセイ同和損保㈱ 函館支社改修工事

平成２５年 ３月 花王(株)旭川４条ビル入居準備工事

平成２３年７月～平成２４年４月日本生命新統合 ＦＭ業務受託

平成２５年 ４月 大成ロテック(株)北海道支社移転付帯ＰＭ業務及びＣＭ業務

平成２３年 ８月 菊水藤井ビル 日本生命南郷通営業部退去跡原状回復工事

平成２５年 ４月 日本曹達(株)武田りそなビル入居準備工事

平成２３年 ８月 八雲町熊石 日本生命退去跡 手塚ビル原状回復工事

平成２５年 ４月 パークイーストビル１Ｆ貸室分割工事

平成２３年１０月 平和不動産駅前合同ビル 共用部リニュアル工事(設計・施工)

平成２５年 ４月 道銀ビル７．８Ｆ共用部改修工事

平成２３年１０月 日本生命釧路支社医長室ﾃﾝｷｰ設置工事

平成２５年 ５月 あいおいニッセイ同和損保北見ＳＣパーティション変更工事

平成２３年１１月 日本生命東京保険代理社 家具転倒防止工事

平成２５年 ８月 HOTyogaLAVA旭川店新設工事

平成２３年１１月 ノバルティファーマ日本生命札幌ビル入居準備ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ工事

平成２５年 ８月 HOTyogaLAVA琴似店新設工事

平成２３年１１月 東京美装北海道㈱ 本社役員室改修工事

平成２５年 ９月 大阪 ﾆｯｾｲ商事(株)御堂筋本町ビル移転付帯 ＰＭ業務

平成２３年１１月 ﾊﾟｰｸｲｰｽﾄﾋﾞﾙ森永ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞビル内移転準備工事

平成２５年 ９月 花王(株)苫小牧朝日生命ビル入居準備工事

平成２３年１１月 税理士法人中野会計事務所 日通札幌ビル移転付帯準備工事

平成２５年 ９月 AFTビル改修工事ﾋﾞﾙ ﾈｯﾄﾜｰﾙﾄﾞ間仕切り工事

平成２３年１１月 AFTビル㈱ネットワールド間仕切り工事

平成２５年 ９月 ＭＮﾋﾞﾙ 巴工業パーティション工事

平成２３年１２月 はまなす法律事務所開設準備工事

平成２５年１０月 大松(株) 全日空ﾎﾃﾙ1F開店準備工事

平成２３年１２月 新コスモス電機ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ山崎ﾋﾞﾙ移転付帯準備工事

平成２５年１０月 ﾊﾟｰｸｲｰｽﾄﾋﾞﾙ フェリーロードレイアウト変更

平成２３年１２月 日立アプライアンス間仕切り変更／スライディングウォール工事

平成２５年１０月 駅前合同ビル９Ｆ 原状回復工事

平成２４年 １月 千歳空港 ３期「すゞ花」「装苑」「Boren」設計及び監理

平成２５年１０月 システムコンサルタンツ明治安田生命東ビル減床工事

平成23～24年

平成２５年１０月 ヤマチＣＯＰ-６Ｆ会議室新設工事

ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ(Softbank)Femto電波障害解消機器設置付帯工事

平成２４年 ２月 日本生命金融法人北門館ビル移転付帯工事

平成２５年１０月 ＣＭＫ苗穂 屋上防水工事

平成２４年 ２月 平成会病院 移転付帯Garage家具新設

平成２５年１１月 新大通ビル５Ｆ 空室室内内装仕上げ工事

平成２４年 ２月 日本生命札幌支社 新統合に伴うパーティシヨン移設等工事

平成２５年１１月 あいおいニッセイ同和損保 日生小樽ビル退去跡原状回復工事

平成２４年 ３月 日本生命旭川支社 新統合に伴うＯＡフロアー増床工事

平成２５年１２月 札幌駅前合同ビル９Ｆ貸室ＯＡフロアー敷設工事

平成２４年 ３月 日本生命函館支社 新統合に伴うパーティション移設等工事

平成２５年１２月 ﾊﾟｰｸｲｰｽﾄ札幌ﾋﾞﾙ１Ｆｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ照明更新工事

平成２４年 ３月 吉田康紀法律事務所 開設準備工事

平成２５年１２月 税理士法人中野会計事務所 岩見沢事務所フロア移転工事

平成２４年 ３月 日本生命手稲星置営業部電気錠工事

平成２５年１２月 花王岩手オフィス第一期～第二期工事

平成２４年 ３月 ニッセイＭＫビル7.8F日本生命新年度対応ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ改修工事

平成２５年１２月 北広島法律事務所新設準備工事

平成２４年 ３月 日本生命岩見沢ｻｰﾋﾞｽｻﾎﾟｰﾄｵﾌｨｽ設立準備工事

平成２６年 １月 日本生命富川内設支所移転付帯工事

平成２４年 ３月 日本生命滝川ｻｰﾋﾞｽｻﾎﾟｰﾄｵﾌｨｽ設立準備工事

平成２６年 １月 日本生命帯広サービスサポートオフィス改修工事

平成２４年 ３月 日本生命小樽ｻｰﾋﾞｽｻﾎﾟｰﾄｵﾌｨｽ設立準備工事

平成２６年 １月 JRｴｰｼﾞｪﾝｼｰ桑園ｽﾀｼﾞｵ改修工事

平成２４年 ３月 日本生命函館支社管内 新年度準備サイン変更工事

平成２６年 １月 JR函館営業所新設工事

平成２４年 ３月 日本生命札幌支社管内 新年度準備サイン変更工事

平成２６年 ２月 ヤマチきたえるーむ本部ビル内移転

平成２４年 ３月 日本生命函館支社管内 新年度準備サイン変更工事

平成２６年 ２月 日本生命帯広サービスサポートオフィス改修工事

年月

抜粋工事実績(敬称略)

年月

抜粋工事実績(敬称略)

平成１９年 ３月

ニッセイＭＫビル日本生命拠点再編付帯工事

平成２１年 ４月

VALWAY21ネット レイアウト変更工事

平成１９年 ７月

システム・コンサルタンツ明治安田ビル入居準備工事

平成２１年 ４月

MNﾋﾞﾙ 労連ｾﾝﾀｰ相談ﾌﾟﾗｻﾞ 出入口改修工事

平成１９年 ８月

パークイーストビル４．５Ｆ原状回復工事

平成２１年 ４月

昭和リース㈱ あおば生命ビル入居準備工事

平成１９年 ９月

ＧＩＳ東京事務所開設準備工事

平成２１年 ５月

ﾊﾟｰｸｲｰｽﾄﾋﾞﾙ ４Ｆ原状回復工事

平成１９年 ９月

アイオロパスパーティション工事

平成２１年 ５月

ユニコビル３Ｆ原状回復工事

平成１９年 ９月

東京美装北海道設立準備 北３条ビル９Ｆ改修工事

平成２１年 ５月

東京 ﾄﾘﾆﾃｨｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑｽﾞ移転及び付帯工事

平成１９年 ９月

二十四軒ユニコビル３Ｆ 賃借基準整備改修工事

平成２１年 ５月

㈱ＨＩＴシステム間仕切り工事

平成１９年 ９月

ＭＮビル９Ｆ喫煙室新設工事

平成２１年 ６月

日本生命釧路支社 ﾆｯｾｲ・ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ開設準備工事

平成１９年１０月

ディアィエスソリューションズフロアー移転付帯工事

平成２１年 ６月

ﾆｯｾｲ同和損害保険㈱北海道支店ﾚｲｱｳﾄ変更工事

平成１９年１０月

高木司法書士事務所移転付帯工事

平成２１年 ６月

札幌三井不動産販売㈱札幌本店改修工事

平成１９年１０月

ＪＨＮパーティション及び移転付帯工事

平成２１年 ６月

ﾊﾟｰｸｲｰｽﾄﾋﾞﾙ ３Ｆ原状回復工事

平成１９年１１月

三井のリハウス豊平店改修工事

平成２１年 ７月

日本生命倶知安営業所 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ・Pﾀｲﾙ張替え工事

平成１９年１１月

エルム会計本部及び中央事務所 移転併合準備工事

平成２１年 ７月

毎日ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ改修工事

平成１９年１１月

ＭＮビル 札幌労連センター入居準備Ａ工事

平成２１年 ７月

富良野・凛と 法律事務所 開設準備工事

平成１９年１１月

ＭＮビル 札幌労連センター入居準備Ｃ工事

平成２１年 ８月

日本生命「ﾆｯｾｲ・ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ」日本生命札幌ビル商業棟入居準備計画

平成１９年１１月

日本生命大通営業部 フロア移転準備工事

平成２１年 ８月

日本生命札幌ビル「酔円」店舗基本設計企画デザイン

平成１９年１２月

花王ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ ノース33ﾋﾞﾙ入居準備工事

平成２１年 ８月

デジタルテクノロジ㈱ＫＫＲビル内フロアー移転工事

平成１９年１２月

札幌三井住宅販売㈱ 北３条ﾋﾞﾙ10F入居準備工事

平成２１年 ８月

荏原商事マルイト北４条ビル移転付帯工事

平成２０年 １月

北１０西４赤いマンション改修Ａ工事

平成２１年 ８月

ニッセイMKビル６Ｆ原状回復工事

平成２０年 １月

北10西４赤いﾏﾝｼｮﾝ ハウスメイト入居準備Ｂ・Ｃ工事

平成２１年 ８月

ハウスメイトパートナーズ北大前店レイアウト変更工事

平成２０年 １月

滝川ビル６Ｆ 原状回復工事

平成２１年 ９月

日本生命札幌ビルオペレーションセンター開設準備工事

平成２０年 １月

日本生命法人市場営業部フロア移転準備工事

平成２１年 ９月

日本生命札幌西営業部 キーレックス取付工事

平成２０年 １月

イオン北海道本社 改修工事

平成２１年 ９月

日本生命美香保営業部 キーレックス取付工事

平成２０年 ２月

三井のリハウス札幌本店 改修工事

平成２１年 ９月

日本生命函館支社 五稜郭営業部移転付帯工事

平成２０年 ３月

花王ｶｽﾀﾏｰ帯広オフィス移転付帯工事

平成２１年 ９月

デジタルテクノロジ㈱フロアー移転作業

平成２０年 ３月

㈱タスコシステム東京本社 ＫＤＸ浜松町ビル移転付帯工事

平成２１年 ９月

ﾆｯｾｲMKﾋﾞﾙ6Fﾌﾟﾗｽ退去跡原状回復工事

平成２０年 ４月

りんかい日産建設㈱北海道支店６Ｆ改修工事

平成２１年 ９月

函館五稜郭ﾋﾞﾙｻｲﾝ撤去及五稜郭(営)移転工事

平成２０年 ４月

定山渓ホテル ｴｽﾃ・整体ｺｰﾅｰ改修工事

平成２１年 ９月

ﾆｯｾｲNMﾋﾞﾙ12Fﾃﾅﾝﾄ間間仕切りA工事

平成２０年 ４月

定山渓ミリオーネ ｴｽﾃ・整体ｺｰﾅｰ改修工事

平成２１年１０月

ﾆｯｾｲNMﾋﾞﾙﾃﾅﾝﾄ間間仕切りA.・C工事

平成２０年 ５月

株式会社新生 移転付帯工事一式

平成２１年１１月

ﾆｯｾｲMNﾋﾞﾙ旧普門塾原状回復工事

平成２０年 ５月

花王ｶｽﾀﾏｰ北見オフィス改修工事

平成２１年１１月

ﾊﾟｰｸｲｰｽﾄﾋﾞﾙ4Fテナント間間仕切り工事

平成２０年 ７月

札幌市清田 高橋邸改修工事

平成２１年１１月

MNビル ぴあ移転工事

平成２０年 ７月

テレウェィブリンクス北門館５Ｆ移転付帯工事

平成２１年１１月

MNビル ぴあ退去後の原状回復工事

平成２０年 ９月

日本政策投資銀行 民営化に伴うサイン工事

平成２１年１１月

MNビル 日本和装入居準備Ｂ工事

平成２０年 ９月

ﾆｯｾｲMNビル６Ｆテナント間間仕切り(A)工事

平成２１年１１月

日生札幌ﾋﾞﾙｾﾚﾓﾆｰ準備室応接家具の件

平成２０年 ９月

日本生命 小樽東営業部タイルカーペット工事

平成２１年１１月

日本生命ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ札幌新ビル商業棟入居工事

平成２０年 ９月

日本生命 札幌西営業部タイルカーペット工事

平成２１年１１月

日本生命札幌ﾋﾞﾙｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ開設準備

平成２０年 ９月

日本生命 手稲星置営業部 ブラインド修理工事

平成２１年１１月

日本生命ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ仙台窓口ｶｳﾝﾀｰ移設作業

平成２０年１０月

大阪 極東油業改修付帯 家具工事

平成２１年１１月

日本生命ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ釧路窓口ｶｳﾝﾀｰ移設作業

平成２０年１０月

パークイーストビル イントゥワン入居準備工事

平成２１年１１月

日本生命札幌ビル「酔円」開店準備工事

平成２０年１１月

佐藤建設工業㈱ ハウスメイトパートナーズ内設入居準備工事

平成２１年１２月

ﾆｯｾｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ訪問対応ﾁｰﾑ移転付帯工事

平成２０年１１月

札幌臨床検査センターパーティション工事

平成２１年１２月

釧路北洋日生ビルリフレッシュルーム家具納入

平成２０年１２月

日本生命手稲星置営業部 セキュリティ工事

平成２１年１２月

富良野・凛と法律事務所開設準備工事

平成２０年１２月

日本生命手稲星置営業部 タイルカーペット取り換え工事

平成２２年 １月

日本生命代理店営業部6F移転付帯工事

平成２０年１２月

日本生命美香保営業部 ＳＤドア取り換え工事

平成２２年 １月

日本生命北門館ビル1.2.3F原状回復工事

平成２１年１２月

日本生命宮の森営業部 タイルカーペット取り換え工事

平成２２年 １月

日本生命北門館ビル1.2.3.7F入居準備工事

平成２１年 ２月

ニッセイＭＫビル６．８．９Ｆ移転補償工事

平成２２年 １月

北洋大通センターオフィス棟入居指針作成

平成２１年 ２月

ニッセイＭＫビル リフレッシュルーム家具工事

平成２２年 １月

新千歳空港商業棟ﾘﾆｭｱﾙ3店舗ﾃﾞｻﾞｲﾝ受託

平成２１年 ２月

花王ｶｽﾀﾏｰ 函館オフィス 移転付帯工事

平成２２年 １月

日本生命札幌支社新年度PLAN FM業務受託

平成２１年 ２月

カネボウ化粧品 函館支社 移転付帯工事

平成２２年 ３月

東京ﾄﾘﾆﾃｨｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑｽﾞ五反田移転付帯業務

平成２１年 ２月

中神建設 札幌刑務所 電算室 パーティション工事

平成２２年 ４月

北洋大通センター移転管理室受託 4月～10月末迄

平成２１年 ２月

日立メディカルコンピュター㈱移転付帯工事

平成２２年 ４月

新大通りビル地下 喫煙室 企画・設計・施工

平成２１年 ３月

日本ｲﾝｼｭﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱ ＭＫビル 移転補償工事

平成２２年 ５月

北海道ひびき法律事務所(ノースプラザ８Ｆ）開設準備工事

平成２１年 ３月

ニッセイＭＫビル６Ｆ原状回復工事

平成２２年 ６月

ニッセイ同和損保とあいおい損保Ｏｆｆｉｃｅ併合作業(函館支社)

平成２１年 ３月

ニッセイ同和損保 倶知安支社 中井ビル退去及び原状回復工事

平成２２年 ７月

ニッセイ同和損保とあいおい損保Ｏｆｆｉｃｅ併合作業(紋別支社)

平成２１年 ３月

日本生命北門館６Ｆ改修及び原状回復工事

平成２２年 ７月

ニッセイ同和損保とあいおい損保Ｏｆｆｉｃｅ併合作業(根室支社)

平成２１年 ３月

荏原製作所 フロアー内移転付帯パーティション工事

平成２２年 ７月

ニッセイ同和損保とあいおい損保Ｏｆｆｉｃｅ併合作業(稚内支社)

平成２１年 ４月

㈱グラット 札幌本社・室蘭支社 開設準備工事

平成２２年 ７月

ニッセイ同和損保とあいおい損保Ｏｆｆｉｃｅ併合作業(中標津支社)

平成２１年 ４月

ｴｽ・ｴｽ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱減面付帯工事

平成２２年 ７月

ニッセイ同和損保とあいおい損保Ｏｆｆｉｃｅ併合作業(小樽支社)

年月

抜粋工事実績(敬称略)

年月

抜粋工事実績(敬称略)

平成 ８年 ３月

デジタルツーカー北海道入居準備工事

平成１５年 ６月

東京銀座紙パルプ会館5.6Ｆ原状回復工事

平成 ８年１０月

北電里塚ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱｰ工事

平成１５年 ７月

北海道リコー㈱組織変更付帯改修工事

平成 ８年１２月

日本生命小樽ウェーブ移転付帯入居準備工事

平成１５年 ７月

ノース３３ビル1.2.8Ｆ原状回復工事

平成 ９年 １月

日本生命元町営業部増床工事

平成１５年 ８月

イー・カムトゥルー パークイーストビル移転付帯工事

平成 ９年 ３月

札幌航空交通管制部ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱｰ工事

平成１５年 ９月

太平洋セメント㈱減面及レイアウト変更付帯改修工事

平成 ９年 ３月

公清企業発寒事務所改修工事

平成１５年１０月

ノース33ビル7Ｆ原状回復工事

平成 ９年 ７月

釧路東部開発新築工事

平成１５年１２月

長野県伊那市 ﾌﾞﾚｰﾝ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ移転付帯工事

平成 ９年 ８月

公清企業発寒車庫・倉庫新築工事

平成１６年 １月

日本生命江別営業部移転付帯工事及原状回復工事

平成 ９年１０月

北海道リコー㈱組織変更付帯工事

平成１６年 ２月

㈱フジスタッフ北海道支店レイアウト変更及び付帯工事

平成 ９年１１月

一心亭白石店開店準備工事

平成１６年 ３月

日本生命札幌支社改修工事及び研修センター改修工事

平成 ９年１１月

旭川４条通りビル富士通ゾーンＯＡフロアー敷設工事

平成１６年 ３月

ﾗｽｺﾝﾋﾟｭﾀｰ改修工事

平成 ９年１１月

タスコシステム東京支社開設準備工事

平成１６年 ３月

北海道リコーISMS取得準備工事

平成 ９年１１月

日生大通東ビル６Ｆﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱｰ工事

平成１６年 ６月

古平 高野邸解体工事

平成 ９年１２月

南大通ビルＯＡフロアー及パーティション工事

平成１６年 ６月

ﾆｯｾｲMKﾋﾞﾙ5F札幌東支社退去後原状回復工事

平成 ９年１２月

サントリー㈱北海道支社レイアウト変更及付帯工事

平成１６年 ６月

北海道ﾘｺｰ㈱北16条ﾋﾞﾙ3Fﾍﾟｱｰｶﾞﾗｽ入れ替え工事

平成 ９年１２月

千歳リハビリーティション学院LAN工事

平成１６年 ６月

ﾎﾜｲﾄボックス富士ﾋﾞﾙ9F移転及び入居準備工事

平成１０年 １月

釧路アポロ石油ネットワークフロアー工事

平成１６年 ７月

リコーシステム開発入居準備工事

平成１０年 ２月

ＪＴＢ日本生命ビル５．８Ｆﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱｰ工事敷設及付帯工事

平成１６年 ８月

日本生命北門館ﾋﾞﾙ3F原状回復工事

平成１０年 ８月

日本生命北門館ビル７Ｆ太平洋セメント入居準備工事

平成１６年 ８月

ﾆｯｾｲMKﾋﾞﾙ6.9F原状回復工事

平成１１年 ９月

ユニココーポレーション東京支店移転付帯準備工事

平成１６年 ８月

ﾏｯｸｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ移転付帯及原状回復工事

平成１１年１０月

花王販売㈱社屋新築入居準備工事

平成１６年 ８月

ﾆｯｾｲMKﾋﾞﾙ6Fｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ工事

平成１１年１２月

日本生命函館支社ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱｰ工事

平成１６年 ８月

徳州会病院ﾊﾟｰﾃｨｼﾖﾝ及ｾｷｭﾘﾃｨ工事

平成１２年 ２月

日本生命函館支社新築付帯入居準備工事

平成１６年 ８月

新宿Lapisﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ開設準備工事

平成１２年 ３月

日本生命札幌ビルＢ1ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱｰ工事

平成１６年 ９月

釧路北洋日生ﾋﾞﾙ耐震補強工事付帯FM業務平成17年10月迄

平成１２年 ３月

ニッセイＭＫビル10Ｆﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱｰ工事

平成１６年１０月

日産札幌ギャラリー移転作業及びﾊﾞｯｸOffice開設準備工事

平成１２年 ３月

ニッセイ五稜郭ビル5Ｆ原状回復工事

平成１６年１１月

ﾔﾏﾁｲﾝﾀｰﾃﾞｺﾊｳｽ事業部移転付帯Garage家具他工事

平成１２年 ６月

タスコシステム芙蓉ビル移転及付帯工事

平成１６年１２月

札幌弁護士会館 スライディングウォール施工等改修工事

平成１２年 ８月

タスコシステム東京支社増床工事

平成１６年１２月

日生札幌ﾋﾞﾙ移転ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ業務受託 平成18年12月迄
株式会社タスコシステム東京本社改修工事

平成１２年 ９月

北海道教育大学釧路校ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱｰ工事

平成１７年 １月

平成１２年１０月

カーボーイ月寒店開店準備家具配置及付帯工事

平成１７年 １月

東京AIGﾋﾞﾙ12F原状回復工事

平成１２年１２月

興国鋼線索㈱札幌営業所パーティション工事

平成１７年 ２月

㈱ﾀｽｺｼｽﾃﾑ札幌本社改修工事

平成１３年 １月

高橋 智法律事務所移転及付帯工事

平成１７年 ２月

井上病院Garage等家具納入工事

平成１３年 １月

大星ビル管理㈱北海道支店電話設備更改工事

平成１７年 ３月

さっぽろ法律事務所 移転に伴う入居準備工事及びFM業務

平成１３年 １月

ヤマサ醤油札幌営業所新築移転付帯電話・ＬＡＮ工事

平成１７年 ３月

日本生命札幌支社 ﾌﾛｱｰ移転及付帯工事

平成１３年 ２月

メリルリンチ日本証券N-33ビル入居準備工事

平成１７年 ３月

KDDI札幌ﾃﾚﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ増員付帯家具及び間仕切り工事

平成１３年 ５月

ヴィベーレ札幌 Ｇａｒａｇｅ家具設置工事

平成１７年 ３月

三井リハウス白石支店リニュアル工事

平成１３年 ７月

ユニココーポレーション大阪支店日生淀屋橋ビル移転及付帯工事

平成１７年 ３月

北海道パイロット改修工事

平成１３年 ７月

りんかい建設室蘭営業所 開設準備工事

平成１７年４～５

北海道ﾘｺｰ㈱組織改編付帯工事

平成１３年 ９月

タスコシステム東京支店 銀座紙パルプ会館 移転付帯準備工事

平成１７年 ４月

内山ﾋﾞﾙ原状回復工事

平成１３年 ９月

紳士服の山下 本社リニュアル工事

平成１７年 ５月

広田司法書士事務所 開設準備工事
佐藤司法書士事務所 開設準備工事

平成１３年 ９月

日本生命 札幌西営業部間仕切り工事

平成１７年 ５月

平成１３年１２月

ユニココーポレーション帯広支店開設準備工事

平成１７年 ５月

北海道農業信用基金協会 レイアウト変更工事

平成１４年 １月

マックインターフェイス日生北門館ビル入居準備工事

平成１７年 ５月

日本生命清田営業部改修工事

平成１４年 ３月

日本生命札幌中央営業部菊水藤井ビル入居準備工事

平成１８年 ３月

㈱ｼｸﾞﾏｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ開設準備工事

平成１４年 ３月

旭川 日興コーディアル証券ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱｰ工事

平成１８年 ５月

ﾕﾆｺｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ名古屋支店開設準備工事

平成１４年 ３月

タスコシステム東京本社増床付帯工事

平成１８年 ５月

ﾀｽｺｼｽﾃﾑ東京本部赤坂興和ビル移転準備工事

平成１４年 ４月

日本生命宮の森営業部改修工事

平成１８年 ６月

ﾀｽｺｼｽﾃﾑ東京本部日本橋AIGﾋﾞﾙ退去後原状回復工事

平成１４年 ５月

札幌航空交通管制部ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱｰ工事

平成１８年 ７月

特別養護老人ホーム さくら苑 開設準備工事

平成１４年 ７月

アムリプラザ開設準備工事

平成１８年１０月

日本生命北門館ビル「居酒屋味の笛」入居準備内装工事

平成１４年 ７月

ビーアクト移転付帯及入居準備工事

平成１８年１０月

三井リハウス西店移転付帯入居準備工事

平成１４年 ７月

大成ロテック㈱北海道支店減面付帯工事

平成１８年１０月

ポスフール江別店改修工事

平成１４年１０月

緑ヶ丘動物病院新築付帯家具工事

平成１８年１０月

三井不動産販売｢三井ﾘﾊｳｽ」本社改修工事

平成１５年 ３月

日本生命札幌職域法人拠点再編ﾆｯｾｲMKﾋﾞﾙ入居準備工事

平成１８年１１月

ポスフール室蘭改修工事

平成１５年 ４月

HTB副調整室改修工事

平成１８年１１月

三機工業日本生命札幌ビルパーティション改修工事

平成１５年 ４月

日刊スポーツ新聞社パーティション工事

平成１８年１１月

日本政策投資銀行 日生札幌ビル移転基本計画・管理業務

平成１５年 ５月

ﾆｯｾｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ札幌移転付帯工事

平成１８年１２月

荏原製作所日本生命札幌ビル パーティシヨン改修工事

平成１５年 ６月

ＫＤＤＩテレマーケッティングセンターフロアー移転工事

平成１９年 １月

日本生命札幌支社 日本生命札幌ビル移転計画・付帯工事

平成１５年 ６月

りんかい建設・日産建設合併準備付帯札幌ＳＲビル改修工事

平成１９年 １月

ﾆｯｾｲ同和損害保険 日本生命札幌ビル移転計画・付帯工事

平成１５年 ６月

タスコシステム東京本社日本橋ＡＩＧビル移転及入居準備工事

平成１９年 １月

ようてい小児科クリニック新築家具工事

