
ロードヒーティング・床暖房

納　入　実　績　表

ルーフヒーター・笠木ヒーター

　　　　　　　　　　　　北海道ちくだんシステム株式会社



　　　　　　NO.1 

物　　　件　　　名 所　在　地 設　計　事　務　所 種　　　　　別
年度

(平成)

太平洋病院 札幌市北区 ＳＭＡ建築設計 床暖房 ２年

アサヒマリンクラブ 札幌市南区 ルーフヒーター ２年

田中邸 札幌市南区 ㈱土屋ホーム 融雪槽 ３年

廻　邸 札幌市南区 床暖房 ３年

大島小学校 松島町 ㈱北匠建築設計事務所 床暖房 ３年

安藤邸 札幌市中央区 床暖房 ４年

湊　邸 当別町 ㈱スウェーデンハウス ロードヒーター ４年

猿払村役場庁舎 猿払村 ㈱創建社 ロードヒーター ４年

松谷邸 岩内町 ロードヒーター ４年

山崎邸 江別市 床暖房 ４年

横山邸 札幌市豊平区 ロードヒーター ４年

高棹邸 札幌市東区 ㈱ＩＣＤ建築設計事務所 床暖房 ５年

白鳥ポンプ場 伊達市 ㈱日水コン ロードヒーター ５年

橋本ビル 札幌市中央区 岩田建設㈱ 笠木ヒーター ５年

常盤工業 札幌市中央区 ロードヒーター ５年

松谷興業札幌尞 札幌市南区 ㈱土屋ツーバイホーム ロードヒーター ５年

加藤邸 札幌市厚別区 ロードヒーター ５年

藤野邸 札幌市中央区 ロードヒーター ５年

稲村邸 札幌市北区 奈良建築環境設計室 床暖房 ６年

笹森邸 札幌市手稲区 ロードヒーター ６年

三谷邸 当別町 ロードヒーター ６年

執行邸 札幌市北区 ロードヒーター ６年

モデルハウス 札幌市西区 ㈱住まいのクワザワ ロードヒーター ６年

久保田邸 札幌市豊平区 ㈱白石ホーム ロードヒーター ６年

畠山邸 江別市 オーハシホーム㈱ 融雪槽 ６年

須藤邸 札幌市白石区 ミサワホーム㈱ 融雪槽 ６年

萩原邸 江別市 ㈱土屋ツーバイホーム ロードヒーター ６年

浜益村役場庁舎 浜益村 ㈱日本工房 ロードヒーター ６年

新田邸 札幌市白石区 融雪槽 ６年

菊池邸 札幌市南区 ロードヒーター ６年

渡辺邸 札幌市白石区 ロードヒーター ６年

蘭越町公衆花トイレ 蘭越町 ㈱創建社 床暖房 ６年

モデルハウス 札幌市南区 ㈱土屋ツーバイホーム ロードヒーター ６年

菊池邸 札幌市北区 ㈱住まいのクワザワ ロードヒーター ６年

井上邸 札幌市東区 ロードヒーター ６年



     NO.2 

物　　　件　　　名 所　在　地 設　計　事　務　所 種　　　　　別
年度

(平成)

細田邸 江別市 ロードヒーター ６年

薮　邸 札幌市北区 西岡建設㈱ 床暖房 ７年

中山邸 江別市 ロードヒーター ７年

柏女邸 江別市 ロードヒーター ７年

富士邸 札幌市北区 ㈱土屋ツーバイホーム ロードヒーター ７年

稲村邸 札幌市北区 奈良建築環境設計室 ロードヒーター ７年

帯広川下水終末処理場 帯広市 ㈱日水コン ロードヒーター ７年

大林邸 札幌市豊平区 ㈱土屋ツーバイホーム ロードヒーター ７年

エスパ福住店 札幌市豊平区 排水路ヒーター ７年

鷲頭ビル 札幌市中央区 床暖房 ７年

金山邸 札幌市 ㈱土屋ツーバイホーム ロードヒーター ７年

岡田邸 札幌市 ㈱土屋ツーバイホーム ロードヒーター ７年

大雪山旭岳温水ピアセンター 東川町 ㈱日水コン ロードヒーター ７年

羊ヶ丘調剤薬局 札幌市豊平区 ロードヒーター ７年

山端邸 札幌市白石区 ロードヒーター ７年

中田邸 札幌市西区 ロードヒーター ７年

太平電業㈱泊尞 岩内町 床暖房 ７年

黒田邸 札幌市西区 東海興業㈱ ロードヒーター ８年

霊波之光 札幌市厚別区 東海興業㈱ ロードヒーター ８年

斉藤邸 札幌市白石区 ロードヒーター ８年

品川邸 札幌市白石区 ロード･ルーフ ８年

麻生モデルハウス 札幌市北区 ㈱住まいのクワザワ ロードヒーター ８年

本間邸 江別市 床暖房 ８年

吉田邸 倶知安町 ルーフヒーター ８年

千葉邸 札幌市厚別区 ロードヒーター ８年

村上邸 札幌市豊平区 ロードヒーター ８年

トヨタオートボディショップ 苫小牧市 ㈱アド建築工房 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀｰ･床暖房 ８年

汚泥乾燥機収納社屋 倶知安町 倶知安町建築課 ルーフヒーター ８年

及川邸 札幌市北区 ルーフヒーター ８年

佐久間邸 札幌市南区 融雪槽 ８年

渥美邸 石狩市 ㈱土屋ツーバイホーム ロードヒーター ８年

小山田邸 札幌市西区 ロードヒーター ８年

高橋邸 札幌市西区 ロードヒーター ８年

佐川急便㈱岩見沢支社 岩見沢市 ㈲猿田企画 笠木ヒーター ８年

滝口邸 倶知安町 ㈱ダーツ建築設計事務所 床暖房・ﾛｰﾄﾞ・ﾙｰﾌ ８年



　　　　　　NO.3 

物　　　件　　　名 所　在　地 設　計　事　務　所 種　　　　　別
年度

(平成)

松島ビル 札幌市中央区 岩田建設㈱ ルーフヒーター ８年

片岡邸 札幌市西区 ロードヒーター ８年

佐藤邸 小樽市 ロードヒーター ８年

熊谷邸 札幌市厚別区 ロードヒーター ８年

西谷内邸 倶知安町 ロードヒーター ８年

ホテルパコ旭川 旭川市 ㈱北海道ミオ設計 ロードヒーター ８年

桝崎邸 札幌市西区 ロード･ルーフ ８年

川井邸 札幌市東区 ロードヒーター ８年

古瀬邸 札幌市豊平区 ロードヒーター ８年

佐藤邸 札幌市豊平区 ロードヒーター ８年

石川邸 江別市 ロードヒーター ８年

八反田邸 札幌市東区 ロードヒーター ８年

勝田邸 札幌市中央区 ロードヒーター ８年

滝川ふれあいの里 滝川市 （財）農林漁業体験協会 笠木ヒーター ８年

奈良建築環境設計室 札幌市北区 奈良建築環境設計室 床暖房 ８年

斉藤邸 札幌市西区 岩田建設㈱ ルーフヒーター ８年

セロテック研究所 江別市 ㈱総合施設計画 笠木ヒーター ８年

大沢邸 札幌市南区 ルーフヒーター ８年

熊谷邸 札幌市厚別区 ロードヒーター ８年

福士邸 札幌市北区 ㈱柳田石塚建築計画事務所 ルーフヒーター ８年

倶知安町立北陽小学校 倶知安町 ㈱日本技建 ルーフ･笠木 ８年

萩本邸 札幌市中央区 ルーフヒーター ９年

金井邸 札幌市中央区 ロードヒーター ９年

太田歯科医院 札幌市豊平区 ㈱ICD建築設計事務所 ロードヒーター ９年

留寿都町公民館 留寿都町 ㈱創建社 ロードヒーター ９年

留寿都町赤い靴公園公衆トイレ 留寿都町 ㈱北海道岡設計 床暖房 ９年

ケアハウス「センテナリアン」 函館市 ㈱寺崎建築設計事務所 床暖房 ９年

セロテック研究所 江別市 ㈱総合設備計画 ロードヒーター ９年

関谷邸 札幌市北区 ㈲TAU設計工房 床暖房 ９年

吉村邸 札幌市豊平区 床暖房 ９年

東急建設別荘 倶知安町 ロードヒーター ９年

齋　邸 札幌市北区 ㈱マキタ設計事務所 ロードヒーター ９年

稲穂メディカルコア 札幌市手稲区 ㈱T&N建築設計事務所 ロードヒーター ９年

塩田邸 札幌市北区 ㈱土屋ホーム 融雪槽 ９年

コーポ　ホリ 札幌市東区 ロードヒーター ９年



     NO.4 

物　　　件　　　名 所　在　地 設　計　事　務　所 種　　　　　別
年度

(平成)

西空知浄水場施設 新十津川町 ㈱日水コン 床暖房・ロード ９年

佐藤邸 札幌市豊平区 ㈱ダーツ建築設計事務所 ルーフヒーター ９年

福士邸 札幌市北区 ㈱柳田石塚建築計画事務所 ロードヒーター ９年

林田邸 札幌市手稲区 ロードヒーター ９年

森下邸 札幌市東区 ロードヒーター ９年

武田邸 札幌市豊平区 ロードヒーター ９年

斉藤邸 倶知安町 ロード･ルーフ ９年

前川邸 札幌市西区 ロードヒーター ９年

高橋邸 江別市 スウェーデンハウス㈱ ロードヒーター ９年

宗谷ふれあい公園ビジターセンター 稚内市 ㈱ノース建築設計 排水路ヒーター ９年

末武菓子店 倶知安町 ロードヒーター ９年

どさんこ農産センター 赤井川村 国策建設㈱ ルーフヒーター ９年

吉田邸 小樽市 ロードヒーター ９年

木下邸 札幌市手稲区 ロードヒーター ９年

水上邸 江別市 ㈱夢工房 ロードヒーター ９年

福田邸 札幌市豊平区 ロードヒーター ９年

杉山邸 札幌市南区 ロードヒーター ９年

ライフヴィラ仲通りMS 室蘭市 ㈱サン設計事務所 ロードヒーター ９年

シン技術コンサル社屋 札幌市白石区 ㈱森京介建築事務所 床暖房 ９年

相沢邸 札幌市南区 ロードヒーター ９年

広井パーキング 札幌市中央区 ロードヒーター ９年

村岡邸 札幌市手稲区 ロードヒーター ９年

清野邸 札幌市西区 ㈱夢工房 ロードヒーター ９年

小野邸 札幌市南区 ㈱画工房 床暖房 １０年

佐藤邸 札幌市 床暖房 １０年

アルメックス札幌支店 札幌市東区 ㈱米塚建設 蓄熱式床暖房 １０年

西江邸 倶知安町 ロードヒーター １０年

福島邸 倶知安町 ロードヒーター １０年

河田邸 札幌市豊平区 ㈲環境システム開発 ロードヒーター １０年

旭川中央ストア 旭川市 ロードヒーター １０年

滝里ダム管理事務所 芦別市 ㈱協和設計事務所 床暖房・ロード １０年

柏女邸 江別市 ロードヒーター １０年

大江邸 札幌市北区 ロードヒーター １０年

パレス１５４ 札幌市東区 ㈱瀧建築事務所 ロードヒーター １０年

真狩公衆トイレ 真狩村 床暖房・ロード １０年



　　　　　　NO.5 

物　　　件　　　名 所　在　地 設　計　事　務　所 種　　　　　別
年度

(平成)

北２３条トミイビル 札幌市北区 ㈱エヌ・エイ・ディー 床暖房 １０年

酒井邸 札幌市白石区 床暖房 １０年

石川邸 江別市 ロードヒーター １０年

豊平東急ドエルアルス 札幌市豊平区 東海興業㈱ ロードヒーター １０年

寿都道路建設事業所 寿都町 ㈱青木組 ルーフヒーター １０年

沢田邸 倶知安町 ロードヒーター １０年

東急建設別荘 倶知安町 ロードヒーター １０年

京極町福祉センター 京極町 ㈱創建社 床暖房 １０年

小川原記念美術館 倶知安町 ㈱アトリエアク ロード･笠木 １０年

北１６条トミイビル 札幌市北区 ㈱エヌ・エイ・ディー 床暖房 １０年

旭川西部下水処理場 旭川市 ㈱日水コン ﾛｰﾄﾞ・凍結防止ﾋｰﾀｰ １０年

森病院 函館市 鴻池組 床暖房・ロード １０年

セイコーマート北２５条店 札幌市北区 ㈱ブロック工房 蓄熱式床暖房 １０年

石狩市立図書館 石狩市 ㈱環境設計 蓄熱式床暖房 １１年

文京台佐藤ビル 江別市 ㈱マキタ設計事務所 蓄熱式床暖房 １１年

佐藤邸 浦河町 ㈱上田設計事務所 蓄熱式床暖房 １１年

特別養護老人ホームこもれびの里 北見市 ﾉｰｽ建築設計＆清和建築設計事務所JV 凍結防止ﾋｰﾀｰ １１年

工藤邸 倶知安町 ルーフヒーター １１年

高村邸 札幌市豊平区 ㈱木の城たいせつ 蓄熱式床暖房・ルーフ １１年

滝口邸 倶知安町 ㈱ﾀﾞｰﾂ建築設計事務所 ルーフヒーター １１年

小林邸 砂川市 ㈱アスカ一級建築事務所 蓄熱式床暖房・ルーフ １１年

サンビレッジいしかり 石狩市 ㈱創建社 ルーフヒーター １１年

吉田邸 札幌市西区 ロードヒーター １１年

三ノ原公衆トイレ 留寿都町 ㈱北海道岡設計 床暖房 １１年

日高町高原荘 日高町 ㈱日本技建 ルーフヒーター １１年

新東町宿舎屋外配管ﾎﾟﾝﾌﾟ室管理棟設備改修工事 岩見沢市 凍結防止ﾋｰﾀｰ １１年

栗林邸 札幌市厚別区 ロードヒーター １１年

浜井邸 札幌市手稲区 ロードヒーター １１年

稲垣医院 留萌市 ㈱技術総合開発 床暖房・ロード １１年

岩崎本社ビル 札幌市中央区 ㈱西村建築設計事務所 ルーフ･笠木 １１年

萩本邸 札幌市中央区 ㈱久米設計
蓄熱式床暖房・
ﾛｰﾄﾞ･ﾙｰﾌ

１１年

北海道産学館 札幌市北区 ㈱創建社 ロードヒーター １１年

後志家畜保険衛生所庁舎 倶知安町 ㈱平尾建築事務所 ロード ･笠木 １１年

戸坂邸 札幌市西区 ルーフヒーター １１年

斉藤邸 石狩市 ロードヒーター １１年



     NO.6 

物　　　件　　　名 所　在　地 設　計　事　務　所 種　　　　　別
年度

(平成)

新沼邸 札幌市南区 ケントハウス㈱ ロードヒーター １１年

滝里ダム資料館 芦別市 ㈱アトリエブンク 床暖房・ロード １１年

祖父江マンション 札幌市西区 ㈱西和企画設計 床暖房 １１年

第２サングリーン中野 札幌市東区 ㈱越後建築設計事務所 蓄熱式床暖房 １２年

メゾン中の島 札幌市豊平区 蓄熱式床暖房 １２年

島田邸 札幌市中央区 ㈲小泉建築 蓄熱式床暖房 １２年

ニセコ町中央地区温泉施設 ニセコ町 ㈱アトリエアク ルーフヒーター １２年

木津邸 札幌市白石区 北海道住宅ｻｰﾋﾞｽ㈱ 蓄熱式床暖房 １２年

ビラ　ヒラヤマ 洞爺村 ㈲都住研設計室 床暖房・ロード １２年

伊藤邸 新十津川町 ㈱久保田建設 床暖房 １２年

阿保邸 札幌市南区 既設改修 床暖房 １２年

中島公園シティハウス 札幌市中央区 ㈱アクト設計 ロードヒーター １２年

戸井邸 ニセコ町 既設改修 ロードヒーター １２年

SS　BLD３ 札幌市中央区 既設改修 ロードヒーター １２年

京極町役場 京極町 京極町建築課 ロードヒーター １２年

安達邸 札幌市北区 ㈱マキタ設計事務所 ロードヒーター １２年

村田邸 札幌市北区 既設改修 ロードヒーター １２年

新藤邸 余市町 ロードヒーター １２年

鈴木邸 札幌市清田区 既設改修 ロードヒーター １２年

遠別小学校 遠別町 ㈱中原建築設計事務所 ルーフヒーター １２年

浜中邸 江別市 蓄熱式床暖房 １２年

瀬川邸 札幌市西区 既設改修 ロードヒーター １２年

ニチレイ西倉庫増築 札幌市西区 ルーフヒーター １２年

中川邸 白老町 ㈱荻原建築事務所 蓄熱式床暖房 １３年

三愛病院 登別市 山下・立身設計㈱共同JV ロードヒーター １３年

西区博善斉場 札幌市西区 改修工事 床暖房 １３年

道々根室半島線公衆トイレ 帯広市 ㈲基設備研究所 床暖房 １３年

円山西町１丁目住宅 札幌市中央区 床暖房 １３年

皆川邸 札幌市中央区 ㈱環境設計 ロードヒーター １３年

仙波邸 札幌市中央区 ロードヒーター １３年

小野寺邸 札幌市中央区 ロードヒーター １３年

大江邸 札幌市西区 ㈱環境設計 ロードヒーター １３年

藤井邸 札幌市手稲区 ロードヒーター １３年

山本邸 倶知安町 笠木ヒーター １３年

稲垣邸 留萌市 興北建設㈱ ロードヒーター １３年
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稲垣邸 留萌市 興北建設㈱ 床暖房 １３年

西病院役宅邸 小樽市 ㈱中島設計コンサルタント ロードヒーター １３年

西病院役宅邸 小樽市 床暖房 １３年

大木邸 倶知安町 ロードヒーター １３年

藤本マンション 札幌市東区 ㈱宮川建設 ロードヒーター １３年

南組 様似町 ㈱創建社 ルーフヒーター １３年

プロジェクトM 北広島市 真木設計 床暖房 １３年

北海信金　黒松内支店 黒松内町 ロードヒーター １３年

北海信金　真狩支店 真狩村 ロードヒーター １３年

坂本邸 札幌市中央区 伊藤設計事務所 ロードヒーター １３年

北田邸 札幌市清田区 既設改修 ロードヒーター １３年

熊谷邸 札幌市中央区 越野デザインラボ 蓄熱式床暖房・ﾛｰﾄﾞ １３年

水越邸 長沼町 ㈱小善建設 床暖房 １３年

山口邸 札幌市西区 既設改修 ロードヒーター １３年

滝本邸 札幌市厚別区 ミサワホーム北海道㈱ ロードヒーター １３年

藤井邸 滝川市 既設改修 ロードヒーター １３年

妹尾マンション 余市町 ㈱箱崎ホーム ロードヒーター １３年

山田邸 小樽市 既設改修 ロードヒーター １３年

半沢マンション 札幌市西区 ㈱宮川建設 ロードヒーター １３年

林マンション 札幌市清田区 ㈱宮川建設 ロードヒーター １３年

広葉クリニック 北広島市 真木設計事務所 床暖房 １３年

東藻琴村高齢者福祉センター 東藻琴村 日本都市設計㈱ 床暖房 １４年

恵山町立国保病院 恵山町 ㈱創建社 床暖房 １４年

札幌テレビ塔改修工事 札幌市中央区 改修工事 ルーフヒーター １４年

藤田邸 札幌市北区 ロードヒーター １４年

アールティ北８条 札幌市東区 ㈲建装ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ロードヒーター １４年

後藤邸 札幌市清田区 既設改修 ロードヒーター １４年

小川邸 砂川市 既設改修 ロードヒーター １４年

伊藤邸 札幌市北区 ロードヒーター １４年

ホテル雨宮館 札幌市中央区 改修工事 床暖房 １４年

栗嶋邸 札幌市東区 ㈲奈良建築環境設計室 ロードヒーター １４年

エスペランス 札幌市東区 ㈱サン設計事務所 床暖房 １４年

みづほ銀行　札幌支店 札幌市東区 改修工事 床暖房 １４年

ラポール中の島 札幌市豊平区 既設改修 ロードヒーター １４年

斉藤邸 札幌市北区 既設改修 ロードヒーター １４年
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北海信金　京極支店 京極町 ロードヒーター １４年

薮邸 札幌市北区 ㈱サン設計事務所 ロードヒーター １４年

小野寺邸 札幌市手稲区 ㈱アーブ建築設計 床暖・ルーフ １４年

特別養護老人ホール清華園 上磯町 ㈱はいや建築設計事務所 床暖房 １４年

三室邸 余市町 既設改修 ロードヒーター １４年

相澤邸 札幌市北区 ㈲ＴＡＵ設計工房 床暖房 １４年

奈良邸 札幌市白石区 ㈲菅原組 ロードヒーター １４年

斉藤邸 札幌市南区 既設改修 ロードヒーター １４年

岡本邸 札幌市豊平区 既設改修 ロードヒーター １４年

高松邸 札幌市南区 ㈲ＴＡＵ設計工房 床暖房・ロード １４年

小寺邸 南幌町 小善建設㈱ ロードヒーター １４年

樋口邸 札幌市東区 ㈲丸英 佐藤工務店 ロードヒーター １４年

余市税務署 余市町 改修工事 ロードヒーター １４年

佐藤邸 札幌市豊平区 既設改修 ロードヒーター １４年

加藤邸 倶知安町 既設改修 ロードヒーター １４年

榊木邸 倶知安町 既設改修 ロードヒーター １４年

大関邸 札幌市東区 既設改修 ロードヒーター １４年

古木ビル 札幌市東区 山崎建設工業㈱ 床暖房 １４年

ふれあいセンターさわえ 古平町 ㈱さがら設計事務所 ロードヒーター １４年

厚真郵便局 厚真町 改修工事 ロードヒーター １４年

佐々木邸 札幌市西区 既設改修 ロードヒーター １４年

ニセコ町民学習センター ニセコ町 ニセコ町建築課 床暖房 １５年

古屋邸 京極町 既設改修 ロードヒーター １５年

広重邸 千歳市 ㈲Ｂ＆Ｏアソシエイツ 床暖房・ロード １５年

樅の木ハウス 札幌市中央区 ㈲松橋常世建築設計室 床暖房 １５年

坂元邸 札幌市西区 チカラ総合設計㈱ 床暖房 １５年

平岡邸 帯広市 永田康彦総合設計事務所 床暖房 １５年

足立邸 札幌市西区 ㈱近匠設計監理事務所 床暖房 １５年

道都病院 札幌市東区 五洋建設㈱ ロードヒーター １５年

幌南幼稚園 札幌市豊平区 ㈱環境設計 床暖房 １５年

二階堂・荒江邸 札幌市厚別区 ㈲ＴＡＵ設計工房 床暖房 １５年

剣淵町絵本の館 剣淵町 ㈱アトリエアク 床暖房・ロード １５年

多喜邸 札幌市中央区 既設改修 ロードヒーター １５年

厚真町総合ケアセンター 厚真町 ㈱創建社 床暖房・ロード １５年

留萌新火葬場 留萌市 ㈱柴滝建築設計事務所 床暖房・ロード １５年
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生涯学習センター湧学館 京極町 ㈱創健社 床暖房・ロード １５年

末武菓子店 倶知安町 既設改修 ルーフヒーター １５年

羊蹄ハイツ 倶知安町 日本都市設計㈱ 床暖房 １５年

旭観光ビル 札幌市中央区 北ガス建設㈱ ロードヒーター １５年

ＤグラディアＭＳ 札幌市中央区 清水建設㈱ 笠木ヒーター １５年

パチンコパーラー太陽 札幌市東区 ㈱関電工 ルーフヒーター １５年

竹内邸 倶知安町 既設改修 ルーフヒーター １５年

ＡＣＬ牛乳洗浄施設 苫小牧市 ㈱北農設計ｾﾝﾀｰ 床暖房 １５年

山崎邸 札幌市南区 Ｊａｍ建築設計事務所 床暖房 １５年

露木邸 倶知安町 既設改修 床暖房 １５年

古平食品倉庫 古平町 ロードヒーター １５年

三浦邸 札幌市東区 北陵興発㈱ ロードヒーター １５年

斉藤邸 札幌市北区 既設改修 ロードヒーター １５年

高橋邸 札幌市北区 既設改修 ロードヒーター １５年

山邸 札幌市東区 ㈱ナカヤマ住宅設備 ロードヒーター １５年

ラピスコートヒルズ山の手 札幌市西区 ㈱一級建築事務所d.c.b 笠木ヒーター １５年

特別養護老人ホーム　清明庵 札幌市北区 ㈱北部カトー設計 床暖房 １６年

愛全会高齢者福祉施設 札幌市豊平区 ㈱建築工房 床暖房 １６年

清水邸 共和町 既設改修 床暖房 １６年

宮の森教会 札幌市西区 岩田建設㈱ ロードヒーター １６年

特別養護老人ホーム　北翔館増築工事 岩見沢市 ㈱北部カトー設計 床暖房 １６年

平邸 札幌市西区 川口建設㈱ ロードヒーター １６年

倶知安馬鈴薯貯蔵庫 倶知安町 既設改修 ルーフヒーター １６年

ラポール中の島 札幌市豊平区 既設改修 ロードヒーター １６年

小関邸 札幌市西区 ふじ電設㈱ ロードヒーター １６年

石井　邸 札幌市北区 ふじ電設㈱ ロードヒーター １６年

一宮ビル 倶知安町 末永電気工事㈱ 笠木ヒーター １６年

名寄サンピラーパーク 名寄市 ㈱都市設計 床暖房 １６年

秋野邸 札幌市西区 川口建設㈱ ロードヒーター １６年

北海道日刊スポーツ印刷社増築 北広島市 ㈱三菱地所設計 ロードヒーター １６年

北海道日刊スポーツ印刷社増築 北広島市 ㈱三菱地所設計 ドレンヒーター １６年

北海道日刊スポーツ印刷社増築 北広島市 ㈱三菱地所設計 融雪マット １６年

清水邸 札幌市豊平区 既設改修 ロードヒーター １６年

枇杷本邸 札幌市西区 川口建設㈱ ロードヒーター １６年

川口建設 札幌市東区 川口建設㈱ ロードヒーター １６年
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Ｎ１６Ｅ１５マンション 札幌市北区 宮川建設㈱ ロードヒーター １６年

ヒラフ東急スキー場 ニセコ町 既設改修 ロードヒーター １６年

花びより複合施設 帯広市 ㈱類企画設計 床暖房 １６年

大沢マンション 札幌市西区 宮川建設㈱ 床暖房・ロード １６年

あかん鶴雅別荘「鄙の座」 阿寒町 ㈱柳建築設計事務所 融雪マット １６年

登別保育所 登別市 ㈱創建社 床暖房 １７年

ドーミーイン札幌アネックス 札幌市中央区 SOGO．DESIGN㈱ 床暖房 １７年

南三条プロジェクト 札幌市中央区 ㈱札幌美亜事務所 ロード・笠木 １７年

タイムズステーション札幌Ｎ４－６ 札幌市中央区 三井住友建設㈱ ロード・笠木 １７年

くとさん外科 倶知安町 ㈱北海道建築総合研究所 床暖房・ロード １７年

下河原邸 札幌市東区 既設改修 ロードヒーター １７年

第６旭観光ビル 札幌市中央区 改修工事 ロードヒーター １７年

細川邸 札幌市東区 ㈱Ｕ建築事務所 床暖房 １７年

堺邸 札幌市手稲区 既設改修 ロードヒーター １７年

長谷川邸 伊達市 ㈲ＴＡＵ設計工房 床暖房 １７年

平和病院 札幌市西区 改修工事 ロードヒーター １７年

結城邸 札幌市西区 既設改修 ロードヒーター １７年

船戸邸 札幌市厚別区 ㈱ほくでんライフシステム ロードヒーター １７年

中山邸 札幌市北区 ㈱ほくでんライフシステム ロードヒーター １７年

大熊邸 札幌市南区 ㈱アウルログホームズ 床暖房 １７年

大導寺 札幌市東区 既設改修 ロードヒーター １７年

平井邸 札幌市清田区 既設改修 ロードヒーター １７年

末武菓子店 倶知安町 改修工事 ルーフヒーター １７年

あらた札幌㈱ 札幌市厚別区 既設改修 ルーフヒーター １７年

特別養護老人ホーム「はくちょう」 北見市 ㈱アトリエブンク 床暖房・ロード １７年

北見有愛会 美芳町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 北見市 北海道建築設計監理㈱ 床暖房 １７年

有賀邸 札幌市白石区 寿建設㈱ 床暖房 １８年

京極町商工会館 京極町 ㈱ドーコン 床暖房・ロード １８年

倶知安耳鼻科 倶知安町 ㈱北海道建築総合研究所 床暖房・ロード １８年

介護老人保健施設「豊翔の郷」 札幌市豊平区 ㈱山下設計 床暖房 １８年

新苫小牧市立総合病院医師住宅・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 苫小牧市 ㈱サンナプラン 床暖房・ロード １８年

ポプラ東苗穂 札幌市東区 ㈱北部カトー設計 床暖房・ロード １８年

カーサシーザース 滝川市 ㈱ハウ計画設計 床暖房・ロード １８年

蘭越町コミュニティセンター 蘭越町 ㈱アトリエアク 床暖房 １８年

札幌東徳洲会病院 札幌市東区 清水建設㈱ 笠木ヒーター １８年



　　　　　　NO.11 

物　　　件　　　名 所　在　地 設　計　事　務　所 種　　　　　別
年度

(平成)

西條邸 札幌市西区 川口建設㈱ ロードヒーター １８年

安藤邸 伊達市 浜地電気 床暖房 １８年

米森邸 札幌市西区 三王建設興産㈱ ロードヒーター １８年

佐藤邸 札幌市西区 三王建設興産㈱ ロードヒーター １８年

小林邸 札幌市南区 クワザワ工業㈱ 蓄熱式床暖房 １８年

日本調剤函館薬局 函館市 ㈲綜合設計 ロードヒーター １８年

軽自動車検査協会 札幌市北区 既設改修 ルーフヒーター １８年

笠原邸 札幌市西区 小泉建設㈱ 床暖房 １８年

今井邸 江別市 ㈲ＴＡＵ設計工房 床暖房 １８年

ふるた小児科　 札幌市西区 ㈱荻原建築事務所 床暖房 １８年

めまいクリニック 札幌市西区 ㈱荻原建築事務所 床暖房 １８年

かわなみ耳鼻科 岩見沢市 ㈱北海道建築総合研究所 床暖房 １８年

宮の森住宅 札幌市中央区 既設改修 床暖房 １８年

サンピラーパーク整備事業 名寄市 ㈱都市設計研究所 床暖房 １８年

厚岸町真龍小学校 厚岸町 ㈱アトリエアク 床暖房 １８年

北海道労働金庫倶知安支店 倶知安町 ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ ロードヒーター １８年

特別養護老人ホーム北寿園 北見市 ㈱清和設計事務所 床暖房 １８年

掘田邸 札幌市西区 ㈱都市設計研究所 床暖房・ロード １８年

福原記念館 鹿追町 ㈱毛利建築設計事務所 ロードヒーター １８年

日本調剤北大前薬局 札幌市北区 ㈲綜合設計 ロード･笠木 １８年

館邸 札幌市南区 大橋三千雄ｱｰｼﾃｸﾄ 床暖房 １８年

倉見邸 札幌市西区 三王建設興産㈱ ロードヒーター １８年

小森邸 札幌市豊平区 既設改修 ロードヒーター １８年

寿都町観光交流ｾﾝﾀｰ（海の駅） 寿都町 ㈱アトリエブンク 床暖房 １８年

ＧＬＡＹ山荘 長沼町 ㈱アトリエアク 床暖房 １８年

留寿都村役場 留寿都村 既設改修 ロードヒーター １８年

ＤＡＴＥハウス 伊達市 ㈱アトリエアク 床暖房 １８年

よつば学園 函館市 ㈱小南建築設計事務所 床暖房 １８年

ポプラ会　栄保育所 札幌市東区 ㈱サン設計事務所 床暖房・ロード １８年

大滝邸 札幌市清田区 既設改修 床暖房 １８年

特別養護老人ホーム福寿園 砂川市 ㈱創建社 床暖房 １９年

ホテルクラビーサッポロ 札幌市中央区 既設改修 ルーフヒーター １９年

駒鳥保育所 札幌市中央区 ㈱山下設計 床暖房 １９年

住の江耳鼻咽喉科 小樽市 ㈱福島工務店一級建築士事務所 床暖房・ロード １９年

神愛会　金山 札幌市手稲区 既設改修 床暖房 １９年
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札幌ラウンド１ 札幌市北区 清水建設㈱ ロード･笠木 １９年

グループホーム羊蹄 倶知安町 ㈲エビナ構造研究室 床暖房 １９年

高齢者マンション北のユートピア寿泉 滝川市 ㈲相田建築設計事務所 床暖房 １９年

旭観光ビル 札幌市中央区 既設改修 ロードヒーター １９年

吉田邸 札幌市南区 三王建設興産㈱ ロードヒーター １９年

泉州電業㈱札幌支店 札幌市東区 ㈱竹中工務店 床暖房 １９年

天野邸 札幌市豊平区 三王建設興産㈱ ロードヒーター １９年

朝日プラザ平岸台 札幌市豊平区 改修工事 ロードヒーター １９年

ＪＡ木野老人福祉施設 音更町 ㈱INA新建築研究所 ロードヒーター １９年

ＣＲＤ札幌Ｋ４ 札幌市中央区 ㈱都市ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｽﾃﾑ ロードヒーター １９年

ロイドペンションビレッジコンドミニアム 倶知安町 巧建設工業㈱ 床暖房 １９年

マックスバリュー札幌南店 札幌市南区 ㈱アラシキ建築設計事務所 床暖房 １９年

量徳学園保育所 稚内市 ㈱ﾊｳ計画設計 床暖房 １９年

光洋自動車㈱S21W10MS 札幌市中央区 ㈱創建社 床暖房・ﾛｰﾄﾞ・笠木 １９年

江別駅前再開発事業福祉棟 江別市 街制作室・ﾄﾞｰｺﾝ・象設計共同体 床暖房・ロード １９年

宮川邸 札幌市豊平区 ㈱画工房 床暖房・ﾛｰﾄﾞ・ﾙｰﾌ １９年

厚岸町真龍小学校屋内体育館 厚岸町 ㈱アトリエアク 床暖房 １９年

ﾊﾟｰｸﾊｳｽ菊水若葉公園前ﾏﾝｼｮﾝ 札幌市白石区 土田建築設計室 ロードヒーター １９年

アルペンリッジ ニセコ町 ㈱北海道日建設計 ルーフヒーター １９年

ラウンド１　札幌白石店 札幌市白石区 ㈱ｱｸｼｽ一級建築士事務所 ロード・ルーフ ２０年

苗穂倉庫㈱事務所 札幌市東区 既設改修 床暖房 ２０年

サンピラーレストハウス 名寄市 ㈱都市設計研究所 蓄熱式床暖房 ２０年

桑原邸 北見市 高橋建築設計事務所 蓄熱式床暖房 ２０年

ノーブルレラ桑園 札幌市中央区 ﾐｻﾜﾎｰﾑ北海道㈱ 床暖房・ロード ２０年

特別養護老人ホーム　ふくしあ 南富良野町 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２０年

羊蹄ｸﾞﾘｰﾝ病院付属ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ施設 京極町 ㈱創建社 床暖房・ロード ２０年

特別養護老人ﾎｰﾑ　えぞりんどうの里 音別町 ㈱エスピーエス 床暖房 ２０年

社会福祉法人博愛会　ｺﾑﾆの里 更別村 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２０年

伊達市養護老人ホーム 伊達市 ㈱アトリエアク 床暖房・ロード ２０年

アルペンリッジ 倶知安町 ㈱北海道日建設計 ロード・ルーフ ２０年

㈱ツギテの三共社屋 小樽市 ㈱アトリエアク 床暖房 ２０年

最上邸 札幌市北区 ㈱Ｕ建築事務所 床暖房 ２０年

スターバックスコーヒー大曲店 北広島市 西松建設㈱ ロードヒーター ２０年

遠別幼児センター 遠別町 ㈱日本技建 床暖房 ２０年

西の里保育所 北広島市 ㈱サン設計事務所 床暖房・ロード ２０年
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雄武町特別養護老人ホーム 雄武町 ㈱日本技建 床暖房 ２０年

名寄大谷学園 名寄市 ㈱司設計事務所 床暖房 ２０年

ニセコフォーレスト ニセコ町 アーチテクチャー ロードヒーター ２０年

明石、小野寺邸 札幌市西区 ㈲ＴＡＵ設計工房 床暖房 ２０年

熊谷邸 苫小牧市 ㈱ＡＧ総合設計 床暖房・ロード ２０年

ダヴィンチ札幌パークフロントビル 札幌市中央区 既設改修 ロードヒーター ２０年

札幌南３-３ビル 札幌市中央区 三井住友建設㈱ ロードヒーター ２０年

グリーンホテル 札幌市中央区 ㈱上田設計事務所 ルーフ・笠木 ２０年

松田整形外科病院 札幌市北区 ㈱石本建築事務所 床暖房 ２１年

ほくでんアソシエ 札幌市白石区 ㈱北海道日建設計 床暖房・ロード ２１年

北見和田クリニック 北見市 ㈱アトリエブンク 床暖房・ロード ２１年

礼文町総合交流促進施設 礼文町 日本都市設計㈱ 床暖房・ルーフ ２１年

幌延町立　北星園 幌延町 ㈱日本工房 床暖房 ２１年

プライムメゾン大通公園 札幌市中央区 日本設計㈱ ロード・笠木 ２１年

名寄市立天文台 名寄市 国際航業㈱ 床暖房 ２１年

幌延町学校給食センター 幌延町 ㈱日本工房 床暖房 ２１年

創価学会新滝川文化会館 滝川市 ㈱日建設計㈱北海道日建設計 ロードヒーター ２１年

新千歳空港国際線旅客ターミナル 千歳市
㈱日建設計・㈱日本空港ｺﾝｻﾙﾀﾝ
ﾂ

笠木ヒーター ２１年

上士幌中学校 上士幌町 ㈱アトリエアク 床暖房 ２１年

北見市立端野中学校 北見市 日本都市設計㈱ 床暖房 ２１年

南富良野町立歯科診療所 南富良野町 ㈱ＩＡ研究所 床暖房 ２１年

医療法人仁恵会　中野記念病院 芦別市 ㈱岩見田・設計 床暖房・ロード ２１年

寿都町食育センター 寿都町 ㈱ドーコン 床暖房 ２１年

芽室町ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 芽室町 ㈲アスム設計事務所 床暖房 ２１年

寿都町こどもふれあいセンター 寿都町 ㈱ドーコン 床暖房 ２２年

幌延町学校給食センター 幌延町 ㈱日本工房 床暖房 ２２年

新千歳空港国際線旅客ターミナル 千歳市
㈱日建設計・㈱日本空港ｺﾝｻﾙﾀﾝ
ﾂ

ロード・笠木 ２２年

島邸 江別市 ㈲谷内建築研究所 床暖房・ロード ２２年

北海道大学保育園 札幌市北区 ㈱ビーゴーイング 床暖房 ２２年

創価学会旭川平和講堂 旭川市 ㈱日建設計㈱北海道日建設計 ロードヒーター ２２年

養護老人ホーム　チボリの森 登別市 ㈱創建社 床暖房・ロード ２２年

北見市立高栄小学校 北見市 清和･ｴﾇｹｰ･そうごうJV 床暖房 ２２年

崇教真光北海道大修験道場 札幌市 ㈱創建社 床暖房・ロード ２２年

女満別小学校 大空町 ㈱日本技建 床暖房 ２２年

介護老人保健施設まいあの里 札幌市 ㈱創建社 床暖房 ２２年
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雄武町役場庁舎別館 雄武町 ㈱日本技建 床暖房・ロード ２２年

札幌山の上病院 札幌市 伊藤組一級建築士事務所 床暖房 ２２年

特別養護老人ホーム　雨竜寿園改築 雨竜町 ㈱協和設計事務所 床暖房 ２２年

認定こども園いまかね 今金町 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２２年

総合交流促進施設 利尻富士町 ㈱ドーコン 床暖房 ２２年

泊村学校給食センター 泊村 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２２年

長田邸 札幌市 ㈲TAU設計工房 床暖房 ２２年

ケアセンターしらかばの郷 苫小牧市 ㈲本田建築事務所 床暖房 ２３年

デイサービスセンター愛仁園 帯広市 協和設計、TC環境CJV 床暖房・ロード ２３年

京極中学校 京極町 ㈱アトリエブンク 床暖房 ２３年

コムニの里帯広 帯広市 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２３年

釧路市啓生会 小規模多機能化施設 釧路市 ㈱武田建築設計事務所 床暖房・ロード ２３年

西岡高台保育園 札幌市豊平区 国澤計画設計室 床暖房 ２３年

岩崎邸 千歳市 ㈲TAU設計工房 床暖房 ２３年

松木邸 札幌市中央区 ㈲TAU設計工房 床暖房 ２３年

内村邸 帯広市 ㈲TAU設計工房 床暖房 ２３年

社会福祉法人釧路啓生会 釧路市 武田建築設計事務所 床暖房・ロード ２３年

有賀邸 芽室町 照井康穂建築設計事務所 床暖房 ２３年

子ども総合支援センターきらり 北見市
日本工房･新計画工房･Y'z
特定委託業務JV

床暖房 ２３年

共和町生涯学習センター 共和町 ㈱創建社 床暖房 ２３年

岩内厚生園 岩内町 ㈱アトリエアク 床暖房 ２３年

美幌町文化ホール 美幌町 ㈱創建社 床暖房 ２３年

古平小学校 古平町 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２３年

インペリアル２２ 札幌市北区 裕成建築設計 床暖房 ２３年

高齢者グループホーム むかわ町 ㈱創建社 床暖房 ２３年

特別養護老人ホーム札内寮 札内町 ㈱アトリエブンク 床暖房 ２３年

地域密着型小規模特別養護老人ホーム せたな町 ㈱創建社 床暖房 ２３年

地域密着型小規模特別養護老人ホーム 忠類村 ㈱アトリエブンク 床暖房 ２３年

幌延町立歯科診療所 幌延町 ㈱日本工房 床暖房 ２３年

松尾幕商会 札幌市中央区 ㈱創建社 床暖房 ２３年

新田邸 札幌市東区 ㈱Ｕ建築設計事務所 床暖房 ２３年

JR発寒駅 札幌市西区 ㈱コダマ設計事務所 笠木ヒーター ２３年

札幌北楡病院西棟 札幌市白石区 既設改修 床暖房 ２３年

こもれびの里緑ヶ丘 北見市 高橋建築企画 床暖房 ２３年

濱野邸 札幌市豊平区 オリエント建設㈱ 床暖房 ２３年
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地域密着型小規模特別養護老人ホーム 函館市 ㈱創建社 床暖房 ２３年

地域密着型小規模特別養護老人ホー
ム　　　　　はるにれTOYOKORO

豊頃町 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２４年

社会福祉法人博栄会
地域密着型小規模特別養護老人ホー

札幌市白石区 ㈱創建社 床暖房 ２４年

社会福祉法人しべつ福祉会　つくも園 士別市 ㈱IA研究所 床暖房 ２４年

鶴居小学校給食施設 鶴居村 ㈱アトリエアク 床暖房 ２４年

留寿都中学校 留寿都村 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２４年

塚本邸 栗山町 ㈲ＴＡＵ設計工房 床暖房 ２４年

すすきの市場 札幌市中央区 既設改修 ロードヒーター ２４年

倶知安中学校 倶知安町 ㈱日本技建 床暖房 ２４年

小清水小学校 小清水町 ㈱日本技建 床暖房 ２４年

泊村特別養護老人ホーム 泊村 ㈱創建社 床暖房 ２４年

北洋銀行美幌支店 美幌町 ㈱都市設計研究所 ロードヒーター ２４年

沼田小学校 沼田町 ㈱アトリエブンク 床暖房 ２４年

熊野邸 札幌市北区 三王建設興産㈱ 床暖房 ２４年

水島邸 札幌市東区 三王建設興産㈱ 床暖房 ２４年

サービス付き高齢者向け住宅ＮＯＥＬ 札幌市南区 ㈲貘設計室 床暖房 ２４年

ケアヴィレッジ　ほくおう琴似 札幌市西区 ㈲貘設計室 床暖房 ２４年

室蘭工業大学　国際交流館 室蘭市 ㈱総合設備計画 床暖房 ２４年

Ｔaskビル 札幌市中央区 ㈱テスク ロードヒーター ２４年

安藤邸 室蘭市 ㈱ネクストホーム 床暖房 ２４年

ケーズデンキ北見店 北見市 ㈲テクニクスラボ ロードヒーター ２４年

阿部邸 札幌市東区 ㈲ビオプラス西條デザイン 床暖房 ２４年

アミーゴアミーガ 苫小牧市 アトリエポイントファイブ一級建築士事務所 床暖房 ２４年

ジャパンランドビル 札幌市中央区 既設改修 ロードヒーター ２４年

住宅型有料老人ホーム回生会 東神楽町 AQUA-DESIGN合同会社 床暖房 ２５年

ハローワーク浦河 浦河町 ㈱シード一級建築士事務所 ロードヒーター ２５年

菊水元町第二保育園 札幌市白石区 ㈱北海道建築総合研究所 床暖房・ロード ２５年

小規模多機能型居宅介護　安暖手宮の沢 札幌市西区 ㈲貘設計室 床暖房 ２５年

特別養護老人ホームえさし荘 江差町 ㈱サン設計事務所 床暖房・ロード ２５年

道の駅パパスランドさっつる 清里町 日本都市設計㈱ ルーフヒーター ２５年

八雲小学校 八雲町 ㈱ドーコン 床暖房 ２５年

新ひだか町老人福祉センター 新ひだか町 ㈱アトリエアク 床暖房 ２５年

地域密着型介護老人福祉施設・
小規模多機能型居宅介護事業所

幕別町 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２５年

国分医院網走皮膚科クリニック 網走市 既設改修 ロードヒーター ２５年

アリシア３４．Ｓ高齢者住宅 札幌市北区 ㈲貘設計室 床暖房 ２５年
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イオル美園老健施設 札幌市豊平区 ㈲貘設計室 床暖房 ２５年

八雲総合病院精神科病棟 八雲町 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２５年

アインファーマシーズ本社屋 札幌市白石区 日本都市設計㈱ ルーフ・笠木 ２５年

汚泥再生処理センター 福島町 浅野環境ソリューション㈱ ロードヒーター ２５年

北星病院通所リハビリ施設 千歳市 ㈱久米設計 床暖房 ２５年

堀江邸 門別町 東和電商㈱苫小牧営業所 床暖房 ２５年

スーパーアークス美幌店 美幌町 ㈱総合ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ロードヒーター ２５年

夢ふうせんみどり 江別市 ㈱宮川建設 床暖房 ２５年

こけけ薬局 札幌市白石区 松浦建設㈱ 床暖房・ロード ２５年

美唄学園 美唄市 ㈱横河建築設計事務所 床暖房・ロード ２５年

小清水中学校 小清水町 ㈱日本技建 床暖房 ２５年

鶴居小学校 鶴居村 ㈱アトリエアク 床暖房 ２５年

訪問看護ステーション　クレール厚別 札幌市厚別区 ㈱再生工房 床暖房・ロード ２５年

泊養護老人ホーム 泊村 北海道建築設計監理㈱ 床暖房 ２５年

社会福祉法人北海道ハピニス和幸園 札幌市南区 ㈱横河建築設計事務所 床暖房 ２５年

ＮＥＣ北海道センター 札幌市清田区 NECファシリティーズ㈱ ロードヒーター ２５年

高橋邸 札幌市北区 既設改修 ロードヒーター ２５年

東川小学校 東川町 ㈱アトリエブンク 床暖房 ２６年

東川町地域交流センター 東川町 ㈱アトリエブンク 床暖房 ２６年

神慈秀明会札幌支部 札幌市中央区 ㈱創建社 床暖房 ２６年

とまり保育所 泊村 ㈱創建社 床暖房 ２６年

トーアレガートパレス 札幌市北区 パル設計㈱ 床暖房 ２６年

共和町前田診療所 共和町 ㈱創建社 床暖房 ２６年

様似小学校 様似町 ㈱ドーコン 床暖房 ２６年

もみじ台北6丁目ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅 札幌市厚別区 北央産業 床暖房 ２６年

北海道マツダ販売㈱北見店 北見市 ㈱ア・ド建築工房 ロードヒーター ２６年

特別養護老人ﾎｰﾑ桔梗みのりの里 函館市 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２６年

幌東保育園 札幌市白石区 ㈱ルート企画設計 床暖房・ロード ２６年

ブランＪＲ小樽築港 小樽市 ミサワホーム北海道㈱ 床暖房 ２６年

ノビロ青年の家・しらはた 札幌市清田区 ㈱サン設計事務所 床暖房 ２６年

もいわ中央保育園 札幌市南区 ㈱エトアール設計 床暖房・ロード ２６年

円山公園管理棟便所棟 札幌市中央区 ㈱ホクテイ建築事務所 ロードヒーター ２６年

ホーマックニコット女満別店 大空町 協立建築設計事務所 ルーフヒーター ２６年

ホーマックニコット小清水店 小清水町 協立建築設計事務所 ルーフヒーター ２６年

網走法務総合庁舎 網走市 ㈱北海道建築総合研究所 ロードヒーター ２６年
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メディカルロッホビル 江別市 合同会社クワトロ ロードヒーター ２６年

上田邸 札幌市中央区 既設改修 ロードヒーター ２６年

北海道　Ｙ邸 安平町 アシハラヒロコデザイン事務所 床暖房 ２６年

清香園 札幌市北区 ㈲高尾浩宣建築事務所 床暖房 ２６年

西岡４-１０老健 札幌市豊平区 ㈲バウフィス一級建築事務所 床暖房 ２６年

新川老健 札幌市北区 ㈱環境企画工房 床暖房 ２６年

幌北まちづくりセンター・地区会館 札幌市北区 ㈱北日本技術コンサル 床暖房 ２６年

羅臼国後展望塔　増築工事 羅臼町 ㈱日本技建 床暖房 ２６年

留萌小学校 留萌市 ㈱アトリエブンク 床暖房 ２６年

ドウデン社屋　新築工事 札幌市東区 札建工業㈱ ロードヒーター ２６年

小樽市立病院 小樽市 ㈱久米設計 床暖房 ２６年

北星学園大学　新Ｃ館新築工事 札幌市厚別区 ㈱アトリエブンク 笠木ヒーター ２６年

幌延町立認定こども園 幌延町 ㈱日本技建 床暖房 ２６年

本町ワンルームAP 安平町 長野建設㈱一級建築士事務所 床暖房 ２６年

武藤邸 石狩市 既設改修 床暖房 ２６年

山本邸 ニセコ町 リンダルシーダーホーム 床暖房 ２６年

大樹ふれあい 札幌市北区 ㈱ケイ立身設計 床暖房 ２６年

中村医院 岩見沢市 三光建設㈱ ロード・笠木 ２６年

絆・三角点通り館 札幌市東区 ㈱アイプランニング 床暖房・ロード ２６年

カトリック聖園こどもの家 札幌市中央区 上遠野建築事務所 ロードヒーター ２６年

北海道マイホームセンター札幌会場 札幌市豊平区 コスモ建設㈱ 床暖房 ２６年

厚賀雲上の家 日高町 ㈱再生工房 床暖房 ２６年

居宅介護サービス　菜の花　北丘珠館 札幌市東区 ㈱スカイ・サイト ロードヒーター ２６年

中央公民館土俵 北広島市 協立建築設計事務所 床暖房 ２６年

発寒保育園 札幌市西区 ㈱ハート企画設計 床暖房・ロード ２６年

札幌信用金庫　恵庭支店 恵庭市 高瀬計画工房 ロードヒーター ２６年

サスオール㈱　社屋 札幌市西区 岩田地崎㈱ ロードヒーター ２６年

浸出水処理施設 岩見沢市 ㈱日水コン ロードヒーター ２６年

アスク白石保育園 札幌市白石区 藤原工業㈱ ロードヒーター ２７年

アスク新琴似保育園 札幌市西区 上原建築設計事務所 床暖房 ２７年

福住の丘 札幌市豊平区 ㈱創建社 床暖房 ２７年

あっとほーむ朝里 小樽市 ㈱岩見田・設計 ロードヒーター ２７年

大谷地調剤薬局 札幌市厚別区 ㈱ケイ立身設計 ロードヒーター ２７年

かがやき八軒 札幌市西区 ㈲バウフィス一級建築事務所 床暖房 ２７年

あかつき公園 札幌市白石区 札幌市都市局建築部 ロードヒーター ２７年
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美園地下歩道 岩見沢市 既設改修 ロードヒーター ２７年

札幌北幼稚園 札幌市北区 ㈱岩見田・設計 ロードヒーター ２７年

大通交流拠点（新規拡張部） 札幌市中央区 ㈱ワーク・スペース工房 床暖房・ロード ２７年

噴火湾文化研究所アトリエ 伊達市 奥山建築設計事務所 床暖房制御改修 ２７年

やわらぎ斎場恵庭 恵庭市 ㈱建築工房 ロードヒーター ２７年

大地みらい信用金庫りんどう支店 中標津町 ㈱大建設計 ロードヒーター ２７年

特別養護老人ホーム　ラスール苗穂 札幌市中央区 ㈲建築制作工房 床暖房・ロード ２７年

ホーマックニコット訓子府店 訓子府町 協立建築設計事務所 ルーフヒーター ２７年

交流促進センター雪秩父 蘭越町 ㈱岡田設計 床暖房 ２７年

ホクレンショップFoodFarmしらかば店 苫小牧市 ㈱アイプランニング ロードヒーター ２７年

サッポロドラッグストアーしらかば店 苫小牧市 ㈱アイプランニング ロードヒーター ２７年


