
エコウェルメッシュ施工実績表　北海道

公…公共物件　　*…材販物件　　ユ…ユニッパ

現場名 元請 発注者 施工場所
ｴｺｳｪﾙﾒｯｼｭ

規模(㎡)
施工年月

*
北海道新幹線、函館総合車両基地仕
業検査庫外新築

鹿島・戸田・荒井・森川
JV

㈱コバヤシ 亀田郡七飯町 3,500 H24.10

* ㈱大創産業札幌物流施設新築工事 五洋建設㈱ ㈱コバヤシ 北海道札幌市 3,282 H25.5

* ㈱デンソーセールス北海道
㈱ナカノフドー建設東
京本社

㈱コバヤシ 北海道札幌市 900 H25.8

* ㈱ほんま恵庭工場新築工事 幸伸建設㈱ ㈱コバヤシ 北海道恵庭市 500 H25.8

*
北海道マツダ販売㈱岩見沢店ｼｮｰﾙｰ
ﾑ・整備工場棟新築工事

日本建設㈱ ㈱コバヤシ 北海道岩見沢市 2,000 Ｈ25.10

*
ＳＷＥＥＴ　ＤＥＣＯＲＡＴＩＯＮ苫小牧店
新築工事

㈱浅沼組北海度支店 ㈱コバヤシ 北海道苫小牧市 150 Ｈ25.10

*
北海道新幹線函館総合車輌基地仕業検査仕
業検査庫外新築　全般検査庫･台車検査場

鹿島・戸田・荒井・森川
共同企業体

㈱コバヤシ 北海道函館市 12,000 Ｈ25.10

* 株式会社ロードリーム社屋新設工事 ㈱フジタ ㈱コバヤシ 北海道札幌市 644 Ｈ25.11

*
サッポロドラッグストアー北40条複合施
設新築工事

石塚建設興業㈱ ㈱コバヤシ 北海道札幌市 1,480 Ｈ25.12

* イオンモールJR旭川 西松建設㈱ ㈱コバヤシ 北海道旭川市 18,000 H26.3

* リーディングビル新築工事
㈱安藤・ハザマ札幌支
店

㈱コバヤシ 北海道札幌市 1,500 H26.4

* JAいわみざわ穀物低温倉庫新築工事 ㈱コバヤシ 北海道岩見沢市 1,000 H26.4

* コメリパワー苫小牧 ㈱奥村組 ㈱コバヤシ 北海道苫小牧市 3,000 Ｈ26.6

* ㈱スズケン札幌支店　新築工事 伊藤組士建㈱ ㈱コバヤシ 北海道札幌市 2,000 Ｈ26.7

*
新日本海フェリー小樽車両整備場
新築工事

㈱竹中工務店 ㈱コバヤシ 北海道小樽市 1,000 Ｈ26.7

*
ノーザントランスポートサービス本社
営業所新築工事

㈱竹中工務店 ㈱コバヤシ 北海道小樽市 150 Ｈ26.8

*
紀文フレッシュシステム札幌センター
新築工事

㈱フジタ ㈱コバヤシ 北海道札幌市 5,000 H26.9

*
協和機械製作所　第三組立工場
新築工事

㈱コバヤシ 北海道札幌市 600 H26.9

*
コープさっぽろ江別食品工場新築工
事

㈱コバヤシ 北海道江別市 2,000 H26.10

* 函館太陽光システム工事（独立基礎） ㈱コバヤシ 北海道函館市 1,408 H26.11

* マルハン千歳 庄南ラス工業 北海道千歳市 158 H26.11

* カナモト ㈱コバヤシ 北海道札幌市 1,300 H27.7

* クリロン化成北海道工場 阿部建設㈱ ㈱コバヤシ 北海道小樽市 600 H27.8

* 十勝岳望岳台防犯施設新築工事 ㈱コバヤシ 北海道上川郡 1,200 H28.2

*
DCMホーマック札幌商品センター
新築工事

五洋建設㈱ ㈱コバヤシ 北海道恵庭市 18,000 H28.9

*
KEIZ北海道手稲店　立体駐車場
新築工事

大成工務㈱ 庄南ラス工業 北海道札幌市 3,000 H28.9

* ロジスクエア千歳新築工事 JFEシビル㈱ ㈱コバヤシ 北海道千歳市 9,000 H29.5

*
スーパービバホーム札幌白石店
新築工事

㈱淺沼組 ㈱コバヤシ 北海道札幌市 536 H29.7

* ㈱加藤水産加工場改築工場 山崎建設工業 ㈱コバヤシ 北海道留萌市 500 H29.7

*
㈱アグリサポート枝幸FS牛舎・堆肥舎
新築工事

㈱ケミカル技研 ㈱コバヤシ 北海道枝幸郡 3,000 H29.7

*
滝川市営町3-3地図優良建築物等
整備事業第二期工事

㈱中山組 ㈱コバヤシ 北海道滝川市 300 H29.9

* マルハン北見店 ㈱中山組 ㈱コバヤシ 北海道滝川市 300 H29.9

* 北海道スバル㈱小樽店新築工事 阿部建設㈱ ㈱コバヤシ 北海道小樽市 1,000 H29.10

*
ジョイフルAK屯田店園芸館棟新築工
事

㈱淺沼組 ㈱コバヤシ 北海道札幌市 2,000 H29.10

* NC駅前パーキング 宮坂建設工業㈱ ㈱コバヤシ 北海道帯広市 1,600 H29.11

* 広野運輸㈱事務所兼倉庫新築工事 ㈱鈴木東建 ㈱コバヤシ 北海道江別市 2,000 H30.3

* ベガスベガス釧路 ㈱ネクジット 庄南ラス工業 北海道釧路市幸町 4,100 H30.6

* 中央5号上屋新築工事 阿部・福島・小杉JV ㈱コバヤシ 北海道小樽市 2,000 H30.6
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*
東千歳(29)局舎新設等建築
その他工事

㈱イチケン ㈱コバヤシ 北海道千歳市 3,000 H30.8

* ㈱北勝水産栄浦工場新築工事 宮脇土建㈱ ㈱コバヤシ 北海道北見市 3,000 H30.8

* オリオン機械㈱千歳新工場新築工事 ㈱弘和建設工業 ㈱コバヤシ 北海道千歳市 4,500 H30.9

* 共通運送㈱北海道センター新築工事 五洋建設㈱ ㈱コバヤシ 北海道札幌市 5,000 H30.10

* ツルハドラック鳥取大通店新築工事 宮脇土建㈱ ㈱コバヤシ 北海道 513 H30.12

* エア・ウォーター千歳物流センター 松村組 ㈱コバヤシ 北海道千歳市 1,200 R1.5

* ワーカム北海道 松村組 ㈱コバヤシ 北海道千歳市 1,200 R1.5

* 桜岡団地公営住宅 平建設㈱ ㈱コバヤシ 北海道滝川市 26 R1.6

* スズキ自販北海道滝川営業所 五洋建設㈱ ㈱コバヤシ 北海道滝川市 1,024 R1.7

* 総合商研白石工場 藤建設工業㈱ ㈱コバヤシ 北海道札幌市 2,145 R1.8

*
畜産・酪農収益強化設備等対策事業
M&S牛舎

村井建設㈱ ㈱コバヤシ 北海道白糖郡 1,600 R1.9

アルペン（札幌西区発寒計画） ㈱ナカノフドー ㈱コバヤシ 北海道札幌市 1,189 R1.9

DCMホーマック桑園店 ㈱ナカノフドー ㈱コバヤシ 北海道札幌市 1,750 R1.10

* 潮物産 ㈱鈴木東建 ㈱コバヤシ 北海道札幌市 668 R1.10

*
DPL札幌レールゲート新築工事（先
行）

戸田建設　札幌支店 ㈲Jスチール 北海道札幌市 400 R2.6

ユ
DPL札幌レールゲート新築工事（本
体）

戸田建設　札幌支店 ㈲Jスチール 北海道札幌市 12,000 R2.8

赤平統合小学校 ㈱コバヤシ 北海道滝川市 500 R2.8
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