
２０１9年 株式会社近藤商会、新たなステージへ 

２０１9年 

これまでの事務機販売の経験を継承しながら、 
  
オフィスや諸施設における 
 

「楽しく、心地よい空間づくり」を提案、提供できる会社をめざします。 

創業90周年を経てさらに100年へ 

本社・インテリヤマト事業部 

Vol．2 



本社 
インテリヤマト事業部 

動物病院の待合ラウンジの装飾 
 
 ・家具（待合ラウンジの家具、装飾、その他施設家具）。 
  
 2013年5月 納入設置 

近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 1 

完了（納入）の様子 

待合ベンチ 
・擬似木を使った装飾 
・「シッポ」をイメージした形 

壁レリーフ（パネル） 
・敷地に合った伐採木を使用 
・連携動物病院名を刻んで、インフォメーションを兼ねる 



本社 
インテリヤマト事業部 

インフォメーションカウンターの改装 
 
 ・家具（カウンターの改装提案、製作）。 
  
 2017年3月 納入設置 

近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 2 

完了（納入）の様子 

プレゼンテーション （自社作成） 

カウンター改装前の様子 
（カウンターの高さが低くなっています） 

改装後イメージパース 
設計打合せ資料として 

改装用設計図 
カウンター製作図 

カウンター部分全景 

通路、ガラススクリーンを通して見る 改装カウンターの全景 新設パンフレットポケット 



本社 
インテリヤマト事業部 

スキー場ロッジの改修（ラウンジ、フロント等） 
 
 ・家具（カウンター、ベンチ椅子等造り付け家具）。 
 ・内装（改修プランの作成、内装一式）。 
 2017年11月 工事完了、納入設置 

近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 3 

完了（納入）の様子 

プレゼンテーション （提案資料、参考資料、等） 

建物外観と内照サイン 

フロント、ラウンジの様子 ラウンジとショップの様子 

ラウンジと造り付け家具の様子 

改装前の様子 

インテリアパース 
設計打合せ資料として 

改装平面図 



本社 
インテリヤマト事業部 

歴史建造物の改装における装飾家具 
 
 ・家具（古民家風家具一式）。 
 
 2017年12月 納入設置 

近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 4 

完了（納入）の様子 

プレゼンテーション （提案資料、参考資料、等） 

カウンターテーブルとスツール椅子 

テーブルと肘付き椅子 

座卓テーブルと座椅子、たんす家具 スツールベンチ 

家具製作図（一部） 

家具サンプルシート（一部） 



本社 
インテリヤマト事業部 

保育園（企業主導型保育事業）（札幌市内） 
 
 ・家具（カウンター、収納家具、園児用手洗いやWCの間仕切り、等造り付け家具）。 
 ・内装（内装プランの作成、内装一式）。 
 2017年12月 工事完了、納入設置 

近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 5 

完了（納入）の様子 

プレゼンテーション （提案資料、参考資料、等） 

保育室（腰壁は保護クッションです） 

園児用手洗い、ＷＣ（高さの低い仕切りパネルで） 

園児用ＷＣ（高さの低い仕切りパネルで） 
保育室と園児用収納、コート掛け 

入口(事務室)周りの収納家具 
園児用入口引き戸の開閉の様子 

施設平面図 設備機器計画図 家具設計図 

造り付け家具、仕切りパネル 
設置イメージ図 



本社 
インテリヤマト事業部 

保育園（企業主導型保育事業）（札幌市内） 
 
 ・家具（カウンターなど作り付け家具）。 
 ・内装（ビル内の間仕切りから内装一式）。 
 2018年２月 工事完了、納入設置 

近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 6 

完了（納入）の様子 

プレゼンテーション （提案資料、参考資料、等） 

保育室 保育室、保育室内間仕切り 

入口から保育室を見た様子 

園児用手洗い 

入口木製引き戸 
（防犯用鉄ドアと別に設置） 

入口ドアから室内を覗いた様子 

施設平面図 
間仕切図 

インテリアパース 設計打合せ資料として 

仕上げ材料 
サンプルリスト 



本社 
インテリヤマト事業部 

小規模宿泊施設（岩見沢） 
 
 ・家具（サロン家具、宿泊室家具一式）。 
  
 2018年3月 納入設置 

近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 7 

完了（納入）の様子 

サロン（家具） 宿泊居室家具 

宿泊居室家具 宿泊居室家具 

宿泊居室、ベットルーム家具 ベットルーム 

外観の様子 



本社 
インテリヤマト事業部 

「公共の場」にハンディキャップ・サービススペースを設ける改装 
 
 ・家具（カウンターなど造り付け家具）。 
 ・内装（改装プランの作成、間仕切り内装一式） 。 
 2018年3月 工事完了、納入設置 

近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 8 

完了（納入）の様子 

プレゼンテーション （提案資料、参考資料、等） 

公共部の新設壁 
（ﾊﾝﾃﾞｲｷｬｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽの裏面） 

施設案内カウンター 

ハンディキャップ 
  サービススペースの様子 

施設レイアウト検討図 

ハンディキャップ用カウンター 
設計図 



本社 
インテリヤマト事業部 近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 9 

完了（納入）の様子 

オフィス（エントランスと接客、会議室のリニューアル –その１ 
 － ㈱コーンズエージー様（恵庭市）－ 
 
 ・家具（受付カウンター、会議家具、アメニティ家具、等）。 
 ・内装（エントランス設え、共用接客スペース、会議室、休憩室、水廻り諸室。 
 2018年5月 工事完了、納入設置 

1階エントランス 社名サイン ３階受付カウンター 

２階（会議室階）ホール 社名サイン及び設え 

２階（事務室階）ホール（廊下） 

２階（事務室階）ホール 

２階 ホールのミニカウンター 



本社 
インテリヤマト事業部 近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 10 

完了（納入）の様子 

オフィス（エントランスと接客、会議室のリニューアル –その2 
 － ㈱コーンズエージー様（恵庭市）－ 
 
 ・家具（受付カウンター、会議家具、アメニティ家具、等）。 
 ・内装（エントランス設え、共用接客スペース、会議室、休憩室、水廻り諸室。 
 2018年5月 工事完了、納入設置 

インテリアパース 
設計の打合せ資料として 

３階 役員室 １階 研修室・展示室 

２階 ラウンジ・食堂 

プレゼンテーション （提案資料、参考資料、等） 

３階（事務室階）ホール サインボード、カウンター 

インテリア設計詳細図 
施工用図として作成したものの一部 

２階 会議室 



本社 
インテリヤマト事業部 

大学 教育セクションの改装設置 
 
 ・家具（講義室家具、事務家具、談話家具等、一式）。 
 ・内装（改装プランの作成、間仕切り、内装一式）。 
 2018年10月 工事完了、納入設置 

近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 11 

完了（納入）の様子 

プレゼンテーション （提案資料、参考資料、等） 

共用廊下からの様子 セミナールーム 学生サービスルーム 

セミナールーム内部 

学生交流 
スペース 

事務スペース 
学生指導カウンター 

レイアウト平面図 スチールパーティション図（着色） 

床材とレイアウトパース 鳥瞰パース 設計打合せ資料として 



本社 
インテリヤマト事業部 

大学図書室の改装、及び幼児教育図書室（付属幼稚園児も利用） 
 
 ・家具（園児用図書家具及びベンチなど）。 
 ・内装（内装プランの作成、図書室の床、園児用図書の床と壁造作等。 
 2018年12月 工事完了、納入設置 

近藤商会_空間･意匠 2019.01 ー 12 

完了（納入）の様子 

プレゼンテーション （提案資料、参考資料、等） 

図書室 床張替え後（家具は既存家具を再配置しています） 

幼児教育図書室の間仕切り、入口、内部の様子 幼児教育図書室 読み聞かせコーナー 

改装前の様子 
図書館 

改装前の様子 
幼児教育図書室 

床張替えのイメージパース 打合せ資料として 内装展開図 打合せ資料として 
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[ 工事、納入実績 ]　抜粋

トマムリゾート・新規家具、家具改修工事

あゆみの園・地域交流施設家具工事

札幌国際大学付属幼稚園改修(家具)工事

札幌国際大学・新館家具工事

札幌国際大学・和室研修室、キャリア支援センター等改修工事

池田町立病院家具工事

古平町立古平小学校家具工事

新千歳空港・「ラーメン道場」店舗家具工事

星野リゾート・磐梯山温泉ホテル・レストラン家具工事

学校ＩＴＣ事業・学校薄型テレビ専用台

星野リゾート・奥入瀬渓流ホテル家具工事　

北海道立新札幌定時制高等学校家具、装飾工事

函館ホテルネッツ家具工事

ハートランドフェリー稚内ターミタル家具工事

トマム・リゾート家具、照明、改装工事

札幌国際大学シアター改修工事

雪印パーラー店舗工事

防衛弘済会隊員クラブ改装工事

ニセコ高原ホテル客室改装工事

札幌医科大学階段講義室机・椅子改修工事

ロイネットホテル札幌駅前家具工事

ホテルポルト家具納入

すすきの某寿司処店舗改装工事

第一ホテル既製家具納入

ホテルウイング家具納入

札幌国際大学備品納入及びＬＡＮ工事

クリーンエナジーファクトリー本社ビル家具・什器納入

高齢者福祉施設アビターレ備品納入

クラブ「エムズ」店舗改装工事

日本料理「渋谷」店舗改装工事

山九㈱苫小牧支店事務所増改築工事

尾崎邸住宅リフォーム工事

プロピア札幌相談室内装工事

札幌国際大学情報館学生食堂改装工事

青少年科学館プラネタリウム椅子設置及びカーペット貼り工事
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[ 工事、納入実績 ]　抜粋

石屋製菓チュダーハウス木工事

響会知的障害者更生施設草笛館製作家具納入

ライオンズマンション山鼻木工事

医療法人医仁会中村記念南病院家具･備品納入

ＪＲタワーホテル日航札幌内装工事及び特注家具納入

大丸百貨店札幌店家具･備品納入

麻生年金相談センター什器･備品納入

山本邸内装工事

札幌教育文化会館観覧席解体･復旧工事

札幌市各小･中学校規格テーブル納入

ホテルラ・メール内装工事及び客室家具備品納入

ウィンザーホテル洞爺改修内装工事及び家具･備品納入


