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設計事例(大学施設)

発注元： 鹿児島大学
所在地： 鹿児島市郡元
構造規模： Ｓ造、地上２階
敷地面積： ３５１，９１８㎡
建築面積： ２，５４９㎡
延床面積： ４，９０１.６５㎡
竣工年月： ２０１３年１０月

鹿児島大学 学習交流プラザ

発注元：東京大学
所在地：東京都文京区
構造規模：ＲＣ造 地下１階

地上５階 搭屋４階
敷地面積：４０２，６８２.１８㎡
建築面積： １，５３９㎡
延床面積： ６，９８８㎡
竣工年月：２０１４年１２月
写真提供：小川重雄写真事務所

東京大学 安田講堂

発注元：独立大学法人東京工業大学
所 在 地：大阪市東淀川区
構 造：RC造 地上4階 地下1階
延べ面積：４，４３２㎡
竣工年月：２０１３年１０月

東京工業大学 緑が丘６号館

発注元： 三重大学
所在地： 三重県津市
構造規模： ＲＣ造 地上３階
敷地面積： ５１９，２５７㎡
建築面積： ８０１㎡
延床面積： ２，１７３㎡
竣工年月： ２０１１年３月

三重大学 環境情報科学館

発 注 元：愛媛大学
所 在 地：愛媛県松山市
構造規模：ＲＣ 地上２階
建築面積： 547.1㎡
延床面積：1,035.7㎡
竣工年月日：２０１０年３月

愛媛大学６０周年記念建物（校友会館）

筑波大学東京キャンパス文京校舎・放送大学東京文京学習センター棟

発注元： 筑波大学・放送大学学園
所在地： 東京都文京区
構造規模： SRC造 地下１階地上６階
敷地面積： １２，９９８㎡
建築面積： ３，８７５㎡
延床面積： ２１，９９０㎡
竣工年月： ２０１１年８月
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設計事例(大学施設/研究実験施設)

発注元： 京都工芸繊維大学
所在地： 京都府京都市
構造規模： Ｓ造 地上２階
建築面積： ９８３㎡
延床面積： １，６０５㎡
竣工年月： ２０１０年３月

京都工芸繊維大学 学生会館「KIT HOUSE」

発注元： 九州大学
所在地： 福岡市西区
構造規模：ＲＣ造 地下１階地上２階
建築面積： １，４１６㎡
延床面積： ３，０３７㎡
竣工年月：２００９年３月

九州大学（伊都）生活支援施設

発注元： 京都工芸繊維大学
所在地： 京都府京都市
構造規模： Ｓ造 地上２階
建築面積： ５０９㎡
延床面積： ９９４㎡
竣工年月：２０１０年３月

京都工芸繊維大学 ６０周年記念館

宇都宮大学 ロボティクス・工農技術研究所

発注元： 宇都宮大学
所在地： 栃木県宇都宮市
構造規模： Ｓ造 地上２階
敷地面積： 178,373 ㎡
建築面積： 798.30 ㎡
延床面積： 1,386.61 ㎡
竣工年月： ２０１８年３月

天文台高度天体観測研究施設

発注元： 京都大学

所在地： 岡山県浅口市
構造規模： Ｓ造 地上３階
建築面積： 418.00 ㎡
延床面積： 741.46 ㎡
竣工年月： ２０１７年８月

東京大学生産技術研究所附属千葉実験所 研究実験棟Ⅰ

発注元： 東京大学

所在地： 千葉県柏市
構造規模： RC+S造 地下１階地上３階
建築面積： 5,586.68 ㎡
延床面積： 8,410.95 ㎡
竣工年月： ２０１６年１２月
写真提供： 鈴木 豊
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設計事例(研究実験施設)

発注元： 筑波大学
所在地： 茨城県つくば市
構造規模： ＳＲＣ造 地上５階
敷地面積： １１３，４５５.１１㎡
建築面積： １，３８１.１９㎡
延床面積： ６，０８８.１８㎡
竣工年月： ２０１５年６月

筑波大学高細精医療イノベーション棟新築工事(研究棟)

発注元： 東京工業大学
所在地： 神奈川県横浜市緑区
構造規模： Ｓ造 地下１階地上５階
敷地面積： １８５，４９３．９７㎡
建築面積： ７７１．１７㎡
延床面積： ４，５１５．２２㎡
竣工年月： ２０１５年３月

東京工業大学元素戦略研究センター

発注元： 山口大学
所在地： 山口県山口市
構造規模： ＲＣ造 地上８階
敷地面積： ６９２．２５㎡
建築面積： ４６５．０５㎡
延床面積： ３，４１２．７１㎡
竣工年月： ２０１５年１月

山口大学共同獣医学部獣医学国際教育研究センター岡山大学（鹿田）医歯薬融合型教育研究拠点施設

発注元：岡山大学
所在地：岡山県
構造規模：ＳＲＣ造 地上7階
敷地面積：１３５，３２７㎡
建築面積：１，４９４.８３㎡
延床面積：７，７２５.３４㎡
竣工年月：２０１５年１月

岐阜大学総合研究棟Ⅱ(工学系実験研究棟)

発注元： 岐阜大学
所在地： 岐阜県岐阜市
構造規模： Ｓ造 地上４階
敷地面積： ５１５，４１６㎡
建築面積： １，８２７.１５㎡
延床面積： ５，９０６.７１㎡
竣工年月： ２０１４年８月

山梨大学総合研究棟(生命環境学部１号館等)新営その他

発注元： 山梨大学
所在地： 山梨県甲府市
構造規模： 1・2号館改修：ＲＣ造 地上４階

3号館新営：ＲＣ造 地上３階
建築面積： 1・2号館改修：2,098㎡

3号館新営：686.07㎡
延床面積： 1・2号館改修：6,995㎡

3号館新営：1,767.02㎡
竣工年月： ２０１３年３月
写真撮影協力：山梨大学
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設計事例(研究実験施設)

発注元： 東京大学
所在地： 千葉県柏市
構造規模： PC(RC)造一部S造

地下１階地上４階
敷地面積： ２３７，４５２.３９㎡
建築面積： ３，６５１.８４㎡
延床面積： １２，４３２.３５㎡
竣工年月： ２０１１年４月

東京大学（柏）第２総合研究棟

東京大学先端科学技術研究センター(環境ｴﾈﾙｷﾞｰ研究棟)

発注元：東京大学
所在地： 東京都目黒区
構造規模： RC造 地上7階
敷地面積： 97,019㎡
建築面積： 1,580.55㎡
延床面積： 7,123.94㎡
竣工年月： ２０１１年３月

発注元：名古屋大学
所 在 地：名古屋市千種区
構造規模：ＳＲＣ＋Ｓ造 地上７階
延べ面積：１５，２９８㎡
竣工年月：２０１１年３月

名古屋大学（東山）ＥＳ総合館

発注元： 東北大学
所在地： 宮城県仙台市
構造規模： 木造 地上2階
建築面積： 669.22㎡
延床面積： 997.55㎡
竣工年月：２０１０年３月
写真協力： 東北大学公表写真より

東北大学環境科学研究科エコハウス

発注元： 大阪大学
所在地： 大阪府吹田市
構造規模： Ｓ造 地上9階
敷地面積： 996,659㎡
建築面積： 770.4㎡
延床面積： 6,649.15㎡
竣工年月： ２０１０年３月

大阪大学 免疫学フロンティア研究センター棟

奈良先端大総合研究実験棟

発注元： 奈良先端科学技術大学院大
学
所在地： 奈良県生駒市
構造規模：ＲＣ造 地下1階地上6階
建築面積： ６４５㎡
延床面積： ３，８５１㎡
竣工年月：２０１０年３月
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設計事例(寄宿舎/教育施設/事務所)
山口大学（小串）地域医療研修センター

発注元： 山口大学
所在地： 山口県宇部市
構造規模： ＲＣ 地上5階
建築面積： ６０４㎡
延床面積： １，６４８㎡
竣工年月日：２０１２年２月

小樽商科大学 学生寄宿舎

発注元：小樽商科大学
所 在 地：北海道小樽市
構 造：ＲＣ造 （壁式構造）
地上５階
建築面積： ６１４㎡
延べ面積：２，４７５㎡
竣工年月：２０１１年３月

発注元：島根大学
所在地：島根県松江市
構造規模 ：ＲＣ 地上４階
建築面積 ：1,135㎡
延床面積 ：4,016㎡
竣工年月日：２０１２年３月

島根大学（川津）学生寄宿舎

（株）ＳＹＳＫＥＮ本社ビル

発注元： ㈱ＮＴＴファシリティーズ
所在地： 熊本市中央区
構造規模： Ｓ造地上５階
敷地面積： ７，６４２.４９㎡
建築面積： １，１４５.７１㎡
延床面積： ５，３５５.９１㎡
竣工年月： ２０１５年５月

足立区立鹿浜菜の花中学校

発注元： ㈱都市環境設計
所在地： 東京都足立区
構造規模： ＲＣ＋ＳＲＣ造 地上５階
敷地面積： 12,661.96 ㎡
建築面積： 4,753.54 ㎡
延床面積： 12,225.72 ㎡
竣工年月： ２０１８年３月

まなびの森保育園幡ヶ谷渋谷区笹幡地域包括支援センター 幡ヶ谷二丁目住宅

発注元： ㈱日総建
所在地： 東京都渋谷区
構造規模： ＲＣ造 地上４階
敷地面積： 2,283.88 ㎡＋2,347.07 ㎡
建築面積： 1,288.86 ㎡＋69.95 ㎡
延床面積： 3,418.69 ㎡＋96.65 ㎡
竣工年月： ２０１８年１月
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設計事例(事務所)

発注元：㈱ＮＴＴファシリティーズ
所在地：宮城県仙台市青葉区
建築面積：ＲＣ造・Ｓ造(ＣＦＴ構造)
制振構造 地下1階地上14階
建築面積：３，１６９.７５㎡
延床面積：３３，７４２.４７㎡
竣工年月：２０１３年６月

ＮＴＴ東日本仙台青葉通ビルＮＴＴ土居町ビル

発注元： ㈱ＮＴＴファシリティーズ
所在地： 福岡市博多区
構造規模： Ｓ造、一部ＳＲＣ造
地上１１階・地下１階
敷地面積： ２，６８３.２０㎡
建築面積： １，１４３.１３㎡
延床面積： １２，３９１.９７㎡
竣工年月： ２０１３年１０月

発注元:ＮＴＴ都市開発㈱
所在地：東京都千代田区
構造規模：Ｓ造 一部ＳＲＣ造
地下１階 地上１９階
建築面積： ７６３．４９㎡
延床面積：１４，６９３．０３㎡
竣工年月：２０１２年７月
写真撮影協力：㈱フォワードストローク

アーバンネット神田ビル

発注元： ㈱ＮＴＴファシリティーズ
所在地： 福岡市中央区
構造： ＳＲＣ＋Ｓ造
地下1階 地上9階
延べ面積：１４，７９７㎡
建築面積：１，８４７㎡
竣工年月： ２０１１年８月

アーバンネット天神ビル
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設計事例(医療施設/福祉施設)

建築主：宗教法人在日本
南プレスビテリアンミッション

発注元：㈱昭和設計
所 在 地：大阪市東淀川区
構 造：RC造 地上9階 塔屋1階
延べ面積：４９，２２５㎡
竣工年月：２０１２年５月
写真撮影：株式会社 伸和

淀川キリスト教病院

発注元：愛媛大学
所 在 地：愛媛県東温市
構 造：Ｓ造 地上３階
延べ面積：２，１９１㎡
竣工年月：２００９年３月

愛媛大学（重信）中央診療棟

滋賀医科大学医学部付属病院中央診療棟

発注元： 滋賀医科大学
所在地： 滋賀県大津市
構造規模： ＲＣ造 地上３階
建築面積： １，１００㎡
延床面積： ３，２００㎡
竣工年月：２００９年８月

台東区立台東病院・老人保健施設

発注元：㈱日総建
所 在 地：東京都台東区
構 造：RC造 地下1階、地上8階
延べ面積：１７，３２８㎡
竣工年月：２００８年１２月

小笠原複合施設（小笠原村診療所・老人ホーム太陽の郷）

発注元：㈱相互設計事務所
所在地：東京都小笠原村
構造規模：ＲＣ造 地上２階
延床面積：2280.14㎡
竣工年月：２０１０年３月

発注元： ㈱日総建
所在地： 群馬県邑楽郡邑楽町
構造規模： ＲＣ＋Ｓ造 地上２階
建築面積： 2,520.65 ㎡
延床面積： 3,126.78 ㎡
竣工年月： ２０１８年４月

台東区立特別養護老人ホーム谷中
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設計事例(宿泊施設/共同住宅/スポーツ施設/航空施設)
母畑温泉八幡屋 帰郷邸

発注元：株式会社八幡屋
所在地：福島県石川郡石川町
構 造：<食事処棟>

RC造,S造 地上3階
<温泉施設>
木造,RC造 地下2階,地上1階

延べ面積：<食事処棟>２，０４３㎡
<温泉施設>５１１㎡

竣工年月：２０１９年７月

東京海員会館（晴海三丁目西地区再開発事業Ｃ１棟）

発注元：都市再生機構東京都心支社
所在地： 東京都中央区
構造規模：ＳＲＣ造 地下1階地上11階
建築面積： 890.22㎡
延床面積： 5,867㎡
竣工年月： ２００９年１０月

ＮＴＴビジネスアソシエ（株) 高輪共同住宅

発注元： ㈱ＮＴＴファシリティーズ
所在地： 東京都港区
構造規模： ＲＣ造 地下1階地上4階
建築面積： 1,760㎡
延床面積： 8,056㎡
竣工年月：２００９年８月

発注元：山田守建築事務所
所 在 地：東京都千代田区
構 造：<中道場棟>

SRC造,S造 地上1階, 地下2階
<本 館>
RC造 地下2階,地上3階

延べ面積：<中道場棟> ３，０４８㎡
<本 館>２１，４５８㎡

竣工年月：２０２０年７月
写真提供：山田新治郎写真研究室

日本武道館

ＭＡＺＤＡ ＺＯＯＭ－ＺＯＯＭスタジアム広島

発注元： ㈱環境デザイン研究所
所在地： 広島市南区
構造規模： Ｓ・ＲＣ造

地下１階 地上5階
敷地面積： 約５ヘクタール
建築面積： ２２，９６４.４８㎡
延床面積： ３９，５２４.０１㎡
竣工年月： ２００９年３月
写真提供先：東芝ライテック㈱

福岡空港の航空灯火施設

発注元：国土交通省大阪航空局
所 在 地：福岡市博多区
滑 走 路：長さ 2,800ｍ 幅 60ｍ
飛行場灯火の種類：
進入灯、進入角指示灯、滑走路灯、滑走路
末端灯、滑走路中心線灯、接地帯灯、誘導
路灯、誘導路中心線灯、誘導案内灯、ス
ポット番号表示灯、停止線灯、エプロン照
明灯、旋回灯、滑走路距離灯、風向灯、飛
行場灯台竣工年月：２０１０年３月
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設計事例(文化施設)

発注元：㈱巽設計コンサルタント
所在地： 山口県熊毛郡上関町
構造規模： ＲＣ造 地上２階
敷地面積： ３，４５０.３３㎡
建築面積： １，８８３.６２㎡
延床面積： ２，６８４.６９㎡
竣工年月： ２０１５年４月

上関総合文化センター

発注元： 都市再生機構東日本支社
所在地： 東京都小金井市
構造規模： 構造：ＲＣ＋Ｓ造
階 数： 地下２階 地上25階
建築面積： 約１２，９００㎡
延床面積： 約９７，０００㎡
竣工年月： ２０１１年３月

武蔵小金井駅南口再開発（アクウェル武蔵小金井）

刈谷市総合文化センター「アイリス」

発注元：都市再生機構中部支社
所在地：愛知県刈谷市
構造規模：SRC造 地下１階地上５階
建築面積： ８，００４㎡
延床面積： ２２，７８５㎡
竣工年月：２００９年９月
写真撮影協力： (株)ＳＳ名古屋

発注元： ㈱日総建

所在地： 群馬県邑楽郡邑楽町
構造規模： ＲＣ＋Ｓ造 地上２階
建築面積： 2,520.65 ㎡
延床面積： 3,126.78 ㎡
竣工年月： ２０１８年４月

邑楽町中央公民館 愛称：邑の森ホール(むらのもり)

広島市西風館

発注元：広島市
設計監理：㈱日総建
設計協力：総合設備ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
所 在 地：広島市安佐南区
構 造：ＲＣ造 地上２階
延べ面積：７，２９７㎡
竣工年月：２０１１年３月


