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【 会社ご案内 】

会社御案内

 株式会社 ふじ研究所

[土木･水道施設･消防施設工事業]
札幌市指定工事店 ： 札幌市指定給水装置工事事業者(第2-187号)

URL http://www.fuji-technology.co.jp
札幌市排水設備指定工事事業者(第345号)

会社概要

会

社

名：

株式会社 ふじ研究所

所

在

地：

〒065-0028
札幌市東区北２８条東６丁目１番１号
TEL (011)742-5828
FAX (011)742-5344

代

表

創
資

本

者：

代表取締役 佐橋 光好

立：

昭和48年 2月11日

金：

2,200万円

取 引 銀 行：

北海道銀行札幌駅北口支店
北洋銀行北15条支店
北陸銀行麻生支店

営 業 品 目：

建築設備工事全般
リフォーム工事
各種修理
年間保守契約

建設業許可番号：

北海道知事許可(特-19)石第1153号 [管工事業]
北海道知事許可(般-19)石第1153号 [土木･水道施設･消防施設工事業]

札幌市指定工事店 ：

札幌市指定給水装置工事事業者 (第2-187号)
札幌市排水設備指定工事事業者 (第345号)

技

１級管工事施工管理技士
２級管工事施工管理技士
消防設備士（甲種１類）
建築設備士
給水装置工事主任技術者
職業能力配管技能士１級
石油機器技術管理士
福祉住環境コーディネーター

術

資

格：

12名
５名
３名
１名
７名
１名
６名
１名

経営方針

『磨いた設備技術で地域社会に奉仕する』

～ 地域密着型の設備業者を目指します ～

○お客様に愛される会社を目指します
○｢お客様の安心｣は私どもの安心
○｢お客様の声｣を大切にします
○｢スピード｣はお客様の時間を大切にします

スローガン
・社員全員でお客様のことを考えよう
・明るく挨拶、温かい心で行動しよう
・お客様の立場を考える発想をしよう
・まわりの人を思いやろう

困ったときにはふじ研究所
頼りになる会社を目指します

ふじ研くん

取り組み

環

境：

HES-1-0003（北海道環境マネジメントシステムスタンダード）取得 (平成18年１月)
～身近なことから始めています～
事務所の整理整頓
（週に一度全員で清掃しています）
紙の使用方法 （再生紙の使用・分別処理）
電気の節約 （昼休みの消灯 人感センサー設置）
グリーンマーク品の購入
産業廃棄物の分別処理
建物周辺の花壇の設置

品

質：

JISQ9001:2000（ISO9001:2000）NJQ-095 取得 (平成15年３月)
社員全員で顧客満足戸向上に努めます
顧客の立場になって考え施工します

顧客サービス：

顧客管理システムの開発運用 （2007年１月より運用開始！）
～お客様に安心・信頼を与えます～
修理履歴検索 （修理先・修理内容・費用の把握）
納入機器検索 （機器リコール時の対応・機器更新のアドバイス）
年間保守費用の算出
修理内容を施工にフィードバックして（ＰＤＣＡ）品質向上

ご挨拶

困ったときにはふじ研究所

頼りになる会社を目指します

早くも当社は創業３６年を迎えました。これもひとえに
皆様のご支援とご高配の賜物と厚く御礼申し上げます。
当社が営業しております｢設備｣(空調・水廻り等)は生活
に必要不可欠なものです。小さな修理等でも疎かにせず
｢設備｣を末永く快適に使用していただけますよう、社員
共々｢顧客第一主義｣で品質・サービスの向上に努力して
まいります。
早くも当社は創 業 ３ ７ 年 を迎えました｡これもひとえに
今後も皆様のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご支援とご高配の賜物と厚く御礼申し上げます。
当社が営業しております｢設備｣(空調・水廻り等)は生活
に必要不可欠なものです。小さな修理等でも疎かにせず
｢設備｣を末永く快適に使用していただけますよう、社員
共々｢顧客第一主義｣で品質・サービスの向上に努力して
まいります。
今後も皆様のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役

佐橋 光好

業務内容

建築設備工事

・給水設備 ・給湯設備 ・排水設備 ・換気設備 ・冷暖房設備
・消火設備 ・ロードヒーティング設備 等設備工事全般

工事経歴
【官庁施設】
清田区庁舎 新築空調設備工事
真駒内屋外競技場 屋内配管改修工事
倶知安(８)整備工場 増改修機械設備工事
北海道道央地区高等養護学校 新築暖房設備工事
清田区土木センター 新築冷暖房衛生設備工事
市民会館 衛生設備保全工事
丘珠(９)倉庫 新設機械工事
札幌東社会保険事務所 空調設備改修工事
恵庭郵便局 増築模様替に伴う空気調和衛生設備工事
北海道千歳北陽高校 防災対策校舎改造暖房衛生工事
産業共進会場 消火給水管改修その1工事
千歳(11)除雪器材庫(Ⅱ期) 屋外給汽工事
消防局庁舎 内部改修空調衛生設備工事
仮称産業振興施設・仮称市民情報センター 新築空調設備工事
東千歳(13)保管庫 新設機械設備工事
仮称）中央区地区センター 新築冷暖房衛生設備工事
国庫補助事業 東部処理場水処理棟 換気設備新設工事（その1）
北海道札幌東高等学校 大規模改造第２期暖房設備工事
元町中学校 給水改修衛生設備工事
北海道警察本部琴似庁舎車庫 新築暖房衛生設備工事
岩見沢(15)整備場 新設等機械設備工事
茨戸西部中継ポンプ場 建築機械設備工事
藻岩浄水場旧排水処理施設 機械設備撤去工事
指令所 空調設備改良工事
北海道有朋高等学校 改築第２期暖房設備工事
千歳(17)整備場 新設機械工事

西健康づくりセンター・西区八軒
連絡所・地区会館建設空調設備工事平成
12年 9月完成

百合が原小学校
新築暖房衛生設備工事
平成14年 2月完成

信濃小学校改築暖房衛生設備工事

東白石中学校改築暖房衛生設備工事

平成19年 3月完成

平成20年 3月完成

サッポロさとらんど多目的交流施設
新築暖房衛生設備工事
平成15年 9月完成

平成 9年 9月完成
平成 9年 3月完成
平成 9年11月完成
平成10年 3月完成
平成 9年 9月完成
平成10年 3月完成
平成10年11月完成
平成10年 3月完成
平成10年12月完成
平成11年 3月完成
平成12年 3月完成
平成12年 6月完成
平成14年 3月完成
平成13年12月完成
平成14年12月完成
平成14年12月完成
平成15年 3月完成
平成15年 1月完成
平成15年10月完成
平成16年 3月完成
平成17年 3月完成
平成17年 3月完成
平成17年 3月完成
平成18年 1月完成
平成18年 9月完成
平成18年12月完成

屯田北地区中学校
新築暖房衛生設備工事
平成17年 3月完成

業務内容

工事経歴
【社会福祉施設・病院】
野口病院 増築空調衛生設備工事
東小樽病院 増築空調衛生設備工事
北湯沢リハビリセンター 増築暖房衛生設備工事
中垣病院 増改修暖房衛生設備工事
グループホームつつじ 新築暖房衛生設備工事
ひかり授産施設あさかげ生活支援センター 新築暖房衛生設備工事
南９条通りサポートセンター 新築暖房衛生設備工事
社）札親会 つきがた友朋の丘 ボイラー更新工事
社）札親会 札北荘 増築設備工事
江別グループホームふきのとう 新築暖房衛生設備工事
当別・高岡アクティビテイセンター 改修設備工事

社)北海道リハビリー札幌ワークセンター
新築暖房衛生設備工事
平成11年10月完成

社）北翔会 札幌あゆみの園
改築設備工事
平成12年 1月完成

高齢者生活支援センターえみな
新築暖房衛生設備工事
平成14年 3月完成

【社屋・ビル・マンション】
北海道キャタピラー三菱販売㈱本社 新築暖房衛生設備工事
ルワズイール天神山 新築暖房衛生設備工事
北海三菱ふそう自動車販売㈱小樽支店 新築暖房衛生設備工事
㈱吉徳新工場 新築暖房衛生設備工事
仮称）リーベスト福住 新築暖房衛生設備工事
ロジェ二十四軒パークプレイス 新築暖房衛生設備工事
コンチネンタルビル 冷暖房設備改修工事
ホンダオークション北海道会場 新築暖房衛生設備工事
第７ふじビル 新築暖房衛生設備工事
共和コンクリート工業㈱千歳工場 新築機械設備工事
トヨタレンタリース札幌北３４条駅前店 新築暖房衛生設備工事
ヒルズタウン幌西 新築暖房衛生設備工事
インポート藻岩店 改修暖房衛生設備工事
イエローハット白石店 エアコン更新工事
仮称）菊水６－２マンション 新築暖房衛生設備工事
森林総合研究所１号棟宿舎 給水改修工事

札幌トヨペット㈱マックスパーク
美しが丘店 新築暖房衛生設備工事
平成16年12月完成

レクサス豊平店
新築暖房衛生設備工事
平成17年 5月完成

多目的ホール
新築暖房衛生設備工事
平成19年 6月完成

平成 9年 6月完成
平成10年11月完成
平成11年 9月完成
平成11年11月完成
平成13年 5月完成
平成15年 3月完成
平成16年12月完成
平成17年10月完成
平成17年12月完成
平成18年 1月完成
平成18年 9月完成

社）札親会 菊水ワークセンター
新築暖房衛生設備工事
平成16年 3月完成

平成 9年12月完成
平成11年 1月完成
平成11年 3月完成
平成12年 3月完成
平成13年 3月完成
平成17年11月完成
平成17年10月完成
平成17年10月完成
平成17年 7月完成
平成18年 3月完成
平成18年11月完成
平成18年12月完成
平成19年 4月完成
平成19年 5月完成
平成19年 9月完成
平成19年11月完成

㈱イヤサカ札幌支店
新築暖房衛生設備工事
平成20年 7月完成

業務内容

リ フ ォ ー ム

・水まわり（トイレ 洗面所 キッチン ユニットバス など）
・給水給湯配管等の更新 ・各種設備機器の取替（冷暖房機 ボイラー など）

施工現場紹介

前室
ＷＣ

ＷＣ

ＴＯＴＯリモデルクラブ店とは？
TOTO・DAIKEN・YKK APの3社がバックアップする日本最大級の増改築工事会社ネットワーク。
リモデルプランのご提案や施工をはじめとして、部品の調達、器具の修理、
アフターサービスまで、総合的なお手伝いをしています。

㈱ふじ研究所は
ＴＯＴＯリモデルクラブ店です
オリコリフォームローン取扱しております

：

最高1,000万円 120回払いまでＯＫ

業務内容

各

種

修

理

年間保守契約

・配管の水漏れ修理 ・排水管の詰まり修理 ・各衛生器具修理
・各種設備機器（冷暖房機、ボイラーなど）修理
・暖房機分解清掃

・ボイラー整備 ・貯水槽清掃 ・フィルター清掃など

主な設備保守経歴
施

設： 社）協立いつくしみの会 高齢者生活支援センターえみな
社）協立いつくしみの会 かりぷ・あつべつ

設備機器保守業務

社）札親会 菊水ワークセンター

ボイラ整備・設備機器保守点検業務

社）札親会 札北荘

ボイラ整備・設備機器保守点検業務

社）札親会 白石かがやき園

ボイラ整備保守業務

社）札親会 つきがた友朋の丘

設備機器保守業務

社）札幌協働福祉会 あいの里アクティビティセンター

ボイラ整備保守業務

社）札幌この実会 北の沢デイセンター

ボイラ整備保守業務

社）札幌この実会 この実サポートステーション

設備機器保守業務

社）札幌この実会 この実支援センター

ボイラ整備・設備機器保守業務

社）札幌この実会 センター２４

ボイラ整備保守業務

社）札幌この実会 第２この実寮

ボイラ整備・設備機器保守業務

社）苫小牧慈光会 樽前慈光園

ボイラ整備保守業務

社）はるにれの里 厚田はまなす園

受水槽清掃他保守業務

社）北翔会 札幌あゆみの園

ボイラ整備・設備機器保守業務

社）北翔会 札幌すぎな園

浄化槽清掃・消防設備保守点検業務

社）わらしべ会 浦河わらしべ園

設備機器保守業務

社 屋 他： 岸本ビル

病

設備機器保守業務

設備機器保守業務

キャタピラー北海道㈱本社

受水槽清掃他保守業務

金星自動車㈱

ボイラ整備保守業務

札幌トヨペット㈱本社

蒸気ボイラ保守点検業務

泰信寺

浄化槽清掃保守業務

トヨタ部品北海道共販㈱

冷房機器清掃保守業務

茨戸教育研修センター

設備機器保守業務

北海斎場

設備機器保守業務

丸善薬品㈱本社

ボイラ整備保守業務

ロイヤルホープビル

受水槽清掃他保守業務

院： 太田内科循環器クリニック
医）新芽会 美園産婦人科医院

個人住宅： Ｈ邸

ボイラ整備保守業務
ボイラ整備保守業務
Ｈ邸 設備機器保守業務

『磨いた設備技術で地域社会に奉仕する』
～ 地域密着型の設備業者を目指します ～

株式会社 ふじ研究所
〒065-0028 札幌市東区北２８条東６丁目1-1
ＴＥＬ 011-742-5828 ＦＡＸ 011-742-5344
Email info@fuji-technology.co.jp

