竣工年

建物名称

山崎邸
1956 Yamazaki House

松浜クラブハウス

1957 Matsuhama Clubhouse

写真

概要
■所在地・・東京都品川区五反田
■建築主・・山崎猛
■構造・・・・木造
■規模・・・・地上2階、延床面積120㎡
■施工・・・・竹中吉次郎

■所在地・・新潟市松浜
■建築主・・日本尿素工業（日本瓦斯化学）
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上2階、延床面積630㎡
■施工・・・・清水建設

1956 Chuo Koron Building Tokyo

■所在地・・東京都中央区京橋2-1
■建築主・・中央公論建物
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上７階、地下１階 延床面積5,140㎡
■施工・・・・清水建設

岩崎学園横浜レデイスセン
ター
1957 Iwasaki Dressmaking
School Yokohama
Ladies'Center

■所在地・・横浜市西区北幸町
■建築主・・岩崎学園横浜洋裁学院
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上4階、地下2階 延床面積2,180㎡
■施工・・・・戸田建設

中央公論ビルディング

1959 Pump House

■所在地・・横浜市鶴見区市場町
■建築主・・横浜市
■構造・・・・地上S造、地下RC造
■規模・・・・地上3階、地下2階 延床面積1,210㎡
■施工・・・・松尾工務店

日本航空ホテル
1959 Hotel Nikko (Japan Air
Lines)

■所在地・・東京都中央区銀座
■建築主・・日本航空ホテル
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上11階、地下3階 延床面積5,370㎡
■施工・・・・間組 他

日光ユースホステル
1959 Nikko Youth Hostel

■所在地・・栃木県日光市所野
■建築主・・日光市
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上1階、地下1階 延床面積450㎡
■施工・・・・小池工業

横浜市市場ポンプ場上家

1960- 横浜市立市民病院
Yokohama Municipal
70 Hospital

■所在地・・横浜市保土ヶ谷区岡沢町
■建築主・・横浜市
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上5階、地下１階、延床面積6,460㎡
■施工・・・・戸田建設他

竣工年

建物名称

1961- 山形県立山形病院
1975 Yamagata Central Hospital

中曽根邸
1960 Nakasone House

写真

概要
■所在地・・山形県山形市桜町
■建築主・・山形県衛生部
■構造／規模
管理・中央診療棟：RC造 地上4階、地下1階 延床面積
6,310㎡
病棟：RC造 地上4階、地下1階 延床面積3,570㎡
診療棟：RC造 地上4階、地下1階 延床面積5,890㎡
看護学校：RC造 地上4階、地下1階 延床面積2,100㎡
管理・看護学校：RC造 地上4階、地下1階 延床面積2,670
㎡
高層棟：SRC造 地上7階、地下1階 延床面積7,390㎡
■施工・・・・山形建設 他
■所在地・・東京都豊島区高田本町
■建築主・・中曽根康弘
■構造・・・・木造一部RC造
■規模・・・・地上2階、延床面積180㎡
■施工・・・・平野工務店

1960 Tokyo Flight Kitchen

■所在地・・東京都大田区羽田
■建築主・・東京フライトキッチン （東京航空食品）
■構造・・・・S造
■規模・・・・地上2階 延床面積3,930㎡
■施工・・・・大林組 他

神奈川県立婦人寮
1960 Kanagawa Prefectural
Women's Dormitory

■所在地・・横浜市鶴見区市場町
■建築主・・神奈川県
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上3階 延床面積750㎡
■施工・・・・鴻池組

東京フライトキッチン

1961- 横浜市立港湾病院
Yokohama Municipal Port
74 Hosptal

八代市厚生会館

1962 Yatsusiro Civic Hall

岡山県児童会館

1962 Okayama Prefectural
Children's Hall

中央区高峰高原寮

1962 Takamine Heights Cottages
of Tokyo Chuo Ward

■所在地・・横浜市中区新山下町
■建築主・・横浜市
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上4階、地下1階 延床面積3,940㎡
■施工・・・・山岸建設 他

■所在地・・熊本県八代市北の丸
■建築主・・八代市
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上3階、地下1階 延床面積3,950㎡
■施工・・・・鹿島建設
■所在地・・岡山県岡山市上伊福
■建築主・・岡山県
寄宿棟
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上4階、延床面積2,190㎡
科学館棟
■構造・・・・RC造、ドーム鋼管構造
■規模・・・・地上2階、延床面積1,230㎡
■施工・・・・松本組 他
■所在地・・長野県小諸市高峰高原
■建築主・・東京都中央区
■構造・・・・木造
■規模・・・・地上2階 1棟、木造 地上1階 4棟 延床面積
1,960㎡
■施工・・・・熊谷組 他

竣工年

建物名称

写真

概要

川崎日航ホテル
1964 Kawasaki Nikkou (Japan Air
Lines) Hotel

■所在地・・神奈川県川崎市川崎駅前
■建築主・・日本航空ホテル
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上10階、地下2階 延床面積14,380㎡
■施工・・・・間組 他

1963 香川県立図書館

■所在地・・香川県高松市五番町
■建築主・・香川県
■構造・・・・RC造 地上3階、地下1階 延床面積2,630㎡
■竣工年・・1963年
■施工・・・・清水建設 他

国立国際会館
[コンペ]
1963 International Conference
Hall Master Plan

■所在地・・京都市左京区宝ヶ池
■主催者・・建設大臣
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上13階、地下1階 延床面積28,570㎡
■備考・・・・優秀賞入選

駒沢公園体育館・管制塔
Komazawa Olympic
1964 Gymnasium and Control
Tower

■所在地・・東京都世田谷区深沢町駒沢公園内
■建築主・・東京都オリンピック準備局
体育館
■構造・・・・SRC造 屋根：HPシェル構造
■規模・・・・地下１階 地上2階 延床面積 7,920㎡
■施工・・・・鹿島建設／他
管制塔
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地下１階 地上50m 延床面積 1,230㎡
■施工・・・・・藤田組／他

秀和青山レジデンス
1964 Shuwa Aoyama Residence

■所在地・・東京都渋谷区八幡通
■建築主・・秀和
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上8階、地下1階 延床面積9,400㎡
■施工・・・・大成建設

岩波書店営業部
1964 Iwanami Publisher's
Warehouse

■所在地・・東京都文京区後楽園
■建築主・・岩波書店
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上6階、地下1階 延床面積6,780㎡
■施工・・・・清水建設

武蔵野美術大学 アトリエ棟

1964 Musasino Art University

東京ビジネスレジデンス

1965 Tokyo Business Residence

■所在地・・東京都小平市小川町
■建築主・・武蔵野美術大学
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上2階、延床面積3,830㎡
■施工・・・・大成建設

■所在地・・東京都千代田区永田町
■建築主・・秀和
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上11階、地下2階 延床面積14,040㎡
■施工・・・・鹿島建設 他

竣工年

建物名称

写真

概要

日本郵船青山寮
1965 Nihon Yusen Company
Aoyama Clubhouse

■所在地・・東京都港区青山
■建築主・・日本郵船
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上3階、地下_階 延床面積1,150㎡
■施工・・・・大林組

武蔵野美術大学 デザイン
1965 棟 （７号館）
Musasino Art University

■所在地・・東京都小平市小川町
■建築主・・武蔵野美術大学
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上4階、延床面積3,920㎡
■施工・・・・大成建設

ソニービル

1966 SONY Building

■所在地・・東京都中央区銀座5
■建築主・・ソニー企業
■構造・・S造、地下SRC造
■規模・・・・地上８階 地下５階 延床面積8,810㎡
■施工・・・・大成建設

茨城県民文化センター
1966 Ibaragi Prefecture Cultural
Center

■所在地・・茨城県水戸市千波町
■建築主・・茨城県
■構造・・・・SRC. RC造
■規模・・・・地上4階、地下1階 延床面積10,330㎡
■施工・・・・戸田建設

武蔵野美術大学 鷹の台
1966 ホール
Musasino Art University

■所在地・・東京都小平市小川町
■建築主・・武蔵野美術大学
■構造・・・・RC一部S造
■規模・・・・地上4階 延床面積1,060㎡
■施工・・・・大成建設

武蔵野美術大学 美術資料
1967 館 （６号館）
Musasino Art University

■所在地・・東京都小平市小川町
■建築主・・武蔵野美術大学
■構造・・・・RC一部S造
■規模・・・・地上3階 延床面積3,460㎡
■施工・・・・大成建設

モントリオール万国博覧会
日本館
1967 Japanese Pavillion for
Universal and Internatinal
Exhibition of 1967,Montreal

■所在地・・カナダ モントリオール
■建築主・・日本貿易振興会
■構造・・・・PSコンクリート及びS造
■規模・・・・地上2階、延床面積1,970㎡
■施工・・・・大成建設 janin Construction Ltd

1967 Suginami Ward Welfare Hall

■所在地・・東京都杉並区上荻
■建築主・・東京都杉並区
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上4階、地下1階 延床面積4,150㎡
■施工・・・・戸田建設

武蔵野美術大学 本館 （１
1968 号館）
Musasino Art University

■所在地・・東京都小平市小川町
■建築主・・武蔵野美術大学
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上3階、地下1階 延床面積3,430㎡
■施工・・・・大成建設

杉並区立杉並会館

竣工年

建物名称

写真

概要

武蔵野美術大学 １２号館
1991 Musasino Art University

■所在地・・東京都小平市小川町
■建築主・・武蔵野美術大学
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上8階、地下2階、延床面積13,770㎡
■施工・・・・大成建設

1968 岩波不動産神保町ビル

■所在地・・東京都千代田区神田神保町
■建築主・・岩波不動産
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上11階、地下2階 延床面積9,110㎡
■施工・・・・清水建設

興和東京支店

1968 Kowa Tokyo Office

■所在地・・東京都中央区日本橋
■建築主・・興和
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上11階、地下2階 延床面積14,090㎡
■施工・・・・清水建設

1968 St' Moritz Garden

■所在地・・名古屋市千種区猪高町
■建築主・・サンモリッツ
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上2階、地下1階 延床面積710㎡
■施工・・・・清水建設

霞が関東京会館 インテリ
ア
1968 Kasumigaseki Tokyo Kaikan
(Restaurant)

■所在地・・東京都千代田区霞ヶ関 霞ヶ関ビル35F
■建築主・・東京會舘
■規模・・・・床面積3,100_㎡
■施工・・・・鹿島建設 三井建設

東名高速道路浜名湖ｻｰﾋﾞ
ｽｴﾘｱ
1969 Lake Hamanako Service
Area on Tomei Expresswey

■所在地・・静岡県引佐郡三ケ日町
■建築主・・日本道路公団 道路施設協会
■構造・・・・RC造、一部S造
■規模・・・・地上1階 延床面積2,040㎡
■施工・・・・大林組 他

冨士フィルム東京本社ビル
1969 Fuji Film Building

■所在地・・東京都港区西麻布
■建築主・・富士写真フィルム
■構造・・・・S造一部SRC造
■規模・・・・地上18階、地下3階 延床面積20,440㎡
■施工・・・・鹿島建設

サンモリッツガ－デン

1969 貿易研修センター
Institute for International
（１期） Studies and Training

日本万国博・オ－ストラリア
館
1969 Australian Pavillion for the
1970 World Exposition in
Osaka

■所在地・・静岡県富士宮市上井出
■建築主・・貿易研修センター
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上1～3階 計11棟 合計延床面積10,500㎡
■施工・・・・鹿島建設 他

■所在地・・大阪府吹田市日本万国博覧会会場
■建築主・・オーストラリア政府
■構造・・・・S及びSRC造
■規模・・・・地上5階、地下1階 延床面積4,120㎡
■施工・・・・清水建設

竣工年

建物名称

写真

概要

日本万国博・ニュ－ジ－ラ
ンド館
1969 New Zealand Pavilion for
the 1970 World Exposition
in Osaka

■所在地・・大阪府吹田市日本万国博覧会会場
■建築主・・ニュ－ジーランド政府
■構造・・・・木造
■規模・・・・地上2階、地下1階 延床面積2,710㎡
■施工・・・・戸田建設

日本万国博・イタリア館
1969 Italian Pavilion for the 1970
World Exposition in Osaka

■所在地・・大阪府吹田市日本万国博覧会会場
■建築主・・イタリア政府
■構造・・・・S造一部RC造
■規模・・・・地上3階、地下1階 延床面積5,340㎡
■施工・・・・大成建設

冨士フィルム葉山寮
1970 Fuji Film Company Hayama
Clubhouse

■所在地・・神奈川県三浦郡葉山町
■建築主・・富士写真フィルム
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上2階 延床面積1,150㎡
■施工・・・・鹿島建設

平沼記念体育館
1970 Hiranuma Memorial
Gymnasium

■所在地・・横浜市神奈川区三ツ沢
■建築主・・横浜市
■構造・・・・RC造 一部S造
■規模・・・・地上5階、地下1階 延床面積3,210㎡
■施工・・・・紅梅組、三木組ＪＶ

岩波書店
1970 Iwanami Publisher's
Building

■所在地・・東京都千代田区神田一ツ橋
■建築主・・岩波書店
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上7階、地下3階 延床面積4,830㎡
■施工・・・・清水建設

秋田平野ビル

1972 Hirano Building

琉球大学附属病院

1972 Hospital of Health
Department.Rrykyu

武蔵野美術大学 体育館

1972 Musasino Art University

■所在地・・秋田県秋田市中通
■建築主・・ヒラノビル㈱
■構造・・・・ＳRC造
■規模・・・・地上6階、地下2階 延床面積1,120㎡
■施工・・・・清水建設
■所在地・・沖縄県那覇市与儀
■建築主・・琉球政府
病院
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上13階、地下1階 延床面積25,330㎡
■施工・・・・南洋上建 他
校舎
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上3階、地下1階 延床面積5,320㎡
■施工・・・・国場組 他
■所在地・・東京都小平市小川町
■建築主・・武蔵野美術大学
■構造・・・・RC一部S造
■規模・・・・地上2階 延床面積2,960㎡
■施工・・・・大成建設

竣工年

建物名称

写真

概要

資生堂新本社ビル
1972 Shiseido Building

■所在地・・東京都中央区銀座
■建築主・・資生堂
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上9階、地下2階 延床面積3,870㎡
■施工・・・・清水建設

川崎製鉄千葉製鉄所体育
館
1973 Kawasaki Seitetsu
Gymnasium

■所在地・・千葉県千葉市南町
■建築主・・川崎製鉄
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上3階 延床面積6,440_㎡
■施工・・・・大林組

1971 Kobe Seaside Hospital

■所在地・・神戸市葺合区磯部通
■建築主・・遠藤記念厚会・日本郵船
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上7階、地下1階 延床面積5,040㎡
■施工・・・・栄興建設

写研本社ビル
1972 Photo Composing Machine
Institute

■所在地・・東京都豊島区大塚
■建築主・・写研
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上6階、地下1階 延床面積2,390_㎡
■施工・・・・竹中工務店

日本郵船神戸海岸病院

1974 Osaka IBM Building

■所在地・・大阪市西区靭本町
■建築主・・日本アイ・ビー・エム
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上12階、地下4階 延床面積20,950㎡
■施工・・・・大林組

資生堂化粧品店共同ビル
（ザ・ギンザ）
1975 The Ginza Shiseido
Boutique

■所在地・・東京都中央区銀座
■建築主・・福原興業
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上８階 地下３階 延床面積3,550㎡
■施工・・・・日産建設

1973 ＫＰＩタウン（１期） クラブハ
ウス・単身寮
1974 KPI Town

■所在地・・千葉県市原市姉ヶ崎
■建築主・・極東石油工業
クラブハウス
■構造・・・・ RC造 地上1階、地下1階
■規模・・・・延床面積1,100㎡
単身寮
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上13階、地下1階 延床面積3,690㎡
■施工・・・・三井建設

モービル石油中央研修所
1975 Mobil Sekiyu Pegasus
House

■所在地・・静岡県伊東市富戸
■建築主・・モービル石油
■構造・・・・RC造及び木造
■規模・・・・地上1階及び2階、延床面積2,630㎡
■施工・・・・白石建設

大阪ＩＢＭビル

竣工年

建物名称

南戸塚工場余熱利用施設
Municipal Community
1976 Center Utilizing Waste
HeatMinami-Totsuka

写真

概要
■所在地・・横浜市戸塚区上郷町
■建築主・・横浜市環境事業局
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上2階 延床面積5,060㎡
■施工・・・・大和ハウス工業 他

1976 Juchheim Building

■所在地・・京都市中京区川原町
■建築主・・㈱ユーハイム
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上7階、地下1階 延床面積580㎡
■施工・・・・大成建設

第一勧業銀行盛岡支店
1976 Dai-ichi Kangyo Bank
Morioka Branch

■所在地・・盛岡市本町通
■建築主・・第一勧業銀行
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上3階 延床面積1,460㎡
■施工・・・・日産建設

資生堂軽井沢保養所花椿
荘
1980 abcKaruizawa
Clubhouse,Shiseido

■所在地・・長野県北佐久郡軽井沢町
■建築主・・資生堂
■構造・・・・RC造 地上2階、木造 地上1階 延床面積
1,000㎡
■施工・・・・大林組

国立歴史民俗博物館
1980 National Museum of
Japanese History

■所在地・・千葉県佐倉市佐倉城跡
■建築主・・文化庁
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地下2階 地上5階 延床面積 40,000㎡
■施工・・・・戸田建設、前田建設、大林組 他

第一勧業銀行本店
1981 Dai-ichi Kangyo Bank Head
Office

■所在地・・東京都千代田区内幸町内幸町
■建築主・・第一勧業銀行
■構造・・・・S造 一部SRC造
■規模・・・・地上３２階 地下４階
■施工・・・・本店建設工事JV

横浜市老松中学校
1981 Oimatsu Junior Hight
School

■所在地・・横浜市中区老松町
■建築主・・横浜市
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上4階 延床面積5,830_㎡
■施工・・・・山岸建設 他

東京第一科学者キリスト教
会
1981 First Church of
Christ,Scientist,Tokyo

■所在地・・東京都渋谷区
■建築主・・東京第一科学者キリスト教会
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上1階、地下1階 延床面積760㎡
■施工・・・・清水建設

東京国立近代美術館ﾌｲﾙﾑ
ｾﾝﾀｰ相模原分館
Film Center Archives in
1986 Sagamihara,National
Museum of Modern
Art,Tokyo

■所在地・・神奈川県相模原市高根
■建築主・・東京国立近代美術館
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上2階、地下2階 延床面積4,510㎡
■施工・・・・東海興業・中野組・吉本建設ＪＶ

ユーハイムビル

竣工年

建物名称

日土地福岡ビル
1982 Nittochi ＦｕｋｕｏｋａBuilding

写真

概要
■所在地・・福岡市中区天神
■建築主・・日本土地建物
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上8階、地下1階 延床面積8,750㎡
■施工・・・・清水建設・戸田建設・佐藤工業ＪＶ 他

1982 Kanazawa Civic Hall

■所在地・・石川県金沢市富岡町
■建築主・・金沢市
■構造・・・・RC一部Ｓ造
■規模・・・・地上3階、地下1階 延床面積10,030㎡
■施工・・・・戸田建設・豊蔵組ＪＶ
■共同設計・・谷口吉生建築設計

衆議院副議長公邸
1982 Official Residence of the
Deputy Speker

■所在地・・東京都港区赤坂
■建築主・・衆議院
■構造・・・・RC造 地上2_階 延床面積830㎡
■施工・・・・鹿島建設 他

京大和林泉
Japanese
1982 Restaurant(Kyoyamato
Rinsen)

■所在地・・京都市東山区高台寺南通
■建築主・・大和屋
■構造・・・・S造一部木造
■規模・・・・地上2階 延床面積660㎡
■施工・・・・清水建設

よみうりランド野外劇場
1983 (EAST)
Yomiuri Land Amphitheater

■所在地・・東京都稲毛市矢野口
■建築主・・よみうりランド
■構造・・・・舞台屋根S造 延床面積4,140㎡
■施工・・・・大成建設

金沢市文化ホール

1983 Kitakata Primary School

■所在地・・横浜市中区諏訪町
■建築主・・横浜市
■構造・・・・RC造一部ＳＲＣ造
■規模・・・・地上4階 延床面積6,690㎡
■施工・・・・寿建設工業・白井組ＪＶ

北澤美術館
1983 Kitazawa Museum of Art

■所在地・・長野県諏訪市湖畔通り
■建築主・・北澤美術館
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上3階、地下1階 延床面積1,210㎡
■施工・・・・清水建設

北方小学校

1983 Nittochi Shizuoka Building

■所在地・・静岡県静岡市追手町
■建築主・・日本土地建物
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上8階 延床面積5,540㎡
■施工・・・・清水建設・佐藤工業・日産建設ＪＶ

佐倉市民音楽ホール・臼井
公民館
1984 Sakura Municipal Hall and
Community Center

■所在地・・千葉県佐倉市王子台
■建築主・・佐倉市
■構造・・・・RC造一部S造
■規模・・・・地上2階、地下1階 延床面積4,700㎡
■施工・・・・大林組 他

日土地静岡ビル

竣工年

建物名称

第一勧業銀行宝くじセン
ター
1985 Public Lottery Center Daiichi Kangyo Bank

写真

概要
■所在地・・東京都文京区白山
■建築主・・第一勧業銀行
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上1階、地下1階 延床面積9,770㎡
■施工・・・・竹中工務店・佐藤工業・日産建設ＪＶ 他

資生堂新五反田ビル
1986 Shiseido Gotanda Building

■所在地・・東京都品川区西五反田
■建築主・・資生堂
■規模・・・・地上10階、地下2階 延床面積6,070㎡
■施工・・・・鹿島建設

金沢中警察署香林坊派出
所
1986 Korinbo Police
Box,Kanazawa

■所在地・・石川県金沢市広坂
■建築主・・石川県警察本部
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上3階、地下1階 延床面積140_㎡
■施工・・・・堀野建設

ユーハイム本社神戸工場
1987 Juchheim's Head Office
and Confectionery

■所在地・・神戸市中央区港島中町
■建築主・・ユーハイム
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上6階 延床面積7,770㎡
■施工・・・・竹中工務店

東京大学御殿下記念館
Gotenshita Memorial
1989 Arena,The University of
Tokyo

■所在地・・東京都文京区本郷 東京大学
■建築主・・東京大学創立百年記念事業後援会
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地下2階 延床面積6,920㎡
■施工・・・・大成建設

横浜市民文化会館＜関内
ホール＞
1986 Yokohama Civic Hall(KanNai Hall)

■所在地・・横浜市中区住吉町
■建築主・・横浜市
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上4階、地下2階 延床面積10,100㎡
■施工・・・・清水建設・三井建設・馬渕建設ＪＶ 他

岩波書店一ｯ橋別館
1986 Hitotsubashi Annex
Office,Iwanami

■所在地・・東京都千代田区一ツ橋
■建築主・・岩波書店
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上7階、地下2階 延床面積2.630㎡
■施工・・・・清水建設

武蔵野美術大学清里山荘
Kiyosato Seminar
1986 House,Musashino Art
University

■所在地・・山梨県北巨摩郡高根町
■建築主・・武蔵野美術大学
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上2階 延床面積820㎡
■施工・・・・大成建設

ホテル紅や・ヴィラ紅や
1987 Hotel BENIYA and Villa
BFNIYA

■所在地・・長野県諏訪市海岸通り
■建築主・・ホテル紅や
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上14階、地下1階 延床面積20,740㎡
■施工・・・・清水建設

竣工年

建物名称

写真

概要

大鳥中学校
1987 Otori Junior High School

■所在地・・横浜市中区本牧町
■建築主・・横浜市
■構造・・・・RC造一部S造
■規模・・・・地上4階および3階 合計延床面積9,830㎡
■施工・・・・三木組・関工務店JV

横浜市女性フォーラム
Yokohama Women's Forum
1988 for Communication and
Networking

■所在地・・横浜市戸塚区上倉田
■建築主・・横浜市
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上4階、地下1階 延床面積6,000㎡
■施工・・・・前田建設工業・松尾工務店・大洋建設JV

清里北澤美術館
1989 Kiyosato Museum of
Art,Kiyosato

■所在地・・山梨県北巨摩郡高根町清里
■建築主・・北澤美術館
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上2階、地下1階 延床面積1,470㎡
■施工・・・・東急建設

更埴市総合文化施設
1989 Koshoku Municipal Cultural
Center

■所在地・・長野県更埴市大字杭瀬下
■建築主・・更埴市
■構造・・・・RC造一部S造
■規模・・・・地上_2階、地下1階 延床面積6,600㎡
■施工・・・・前田建設、中信建設、北澤建設JV

東京都芸術劇場

1990 Tokyo Metropolitan Art
Space

衆参両院玄関前噴泉

1990 Memorial Fountains
National Diet

岡山シンフォニーホール

1991 Okayama Symphony
Building

金沢駅西広場

1991 West Plaza of Kanazawa
Station

警視庁麹町警察署半蔵門
派出所
1992 Hanzomon Police
Box,Tokyo

■所在地・・東京都豊島区西池袋
■建築主・・東京都
■構造・・・・SRC造一部S造
■規模・・・・地上10階、地下4階 延床面積49,740㎡
■施工・・・・大成建設、間組、安藤建設、西部建設、日本
国土開発、他

■所在地・・東京都千代田区永田町
■建築主・・衆議院 参議院
■施工・・・・松井建設

■所在地・・岡山県岡山市表町
■建築主・・岡山市表町１丁目市街地再開発事業組合
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上11階、地下2階 延床面積33,370㎡
■施工・・・・アイサワ工業・清水建設
■共同設計・・RIA

■所在地・・石川県金沢市広岡
■建築主・・金沢市
■施工・・・・治山社 他

■所在地・・東京都千代田区麹町
■建築主・・警視庁
■構造・・・・SC造
■規模・・・・地上1階 延床面積36㎡
■施工・・・・五洋建設

竣工年

建物名称
住友不動産猿楽町ビル

1992 Sumitomo Office
Building,Sarugaku-cho

ＫＩＴＺビル

1992 KITZ Building

SUWA ガラスの里

1992 SUWA Grass Museum

写真

概要
■所在地・・・東京都千代田区猿楽町
■建築主・・・住友不動産
■構造規模・S造 一部SRC造
■規模・・・・地下3階 地上17階、延床面積 26,130㎡
■施工・・・・熊谷組

■所在地・・千葉県千葉市中瀬
■建築主・・北沢バルブ
■構造・・・・S造 SRC造
■規模・・・・地上10階、地下2階 延床面積22,500㎡
■施工・・・・熊谷組・大成建設JV

■所在地・・長野県諏訪市豊田
■建築主・・ホテル紅や
■構造・・・・RC造一部S造
■規模・・・・地上3階 延床面積4,880㎡
■施工・・・・清水建設

1993 Kosugi-machi Culture Hall

■所在地・・富県県射水郡小杉町
■建築主・・小杉町
■構造・・・・RC造 S造
■規模・・・・地上4階 延床面積5,710㎡
■施工・・・・佐藤工業・日本海建興JV

岩波書店一ツ橋ビル
1993 Hitotsubashi Building,
Iwanami Shoten

■所在地・・東京都千代田区一ツ橋
■建築主・・岩波書店
■構造・・・・S造 地上15階
■規模・・・・地下4_階 延床面積12,810_㎡
■施工・・・・清水建設

本牧中学校
1993 Honmoku Junior High
School

■所在地・・横浜市本牧和田
■建築主・・横浜市
■構造・・・・RC造一部S造
■規模・・・・地上4階、地下1階 延床面積8,710_㎡
■施工・・・・三木組・加藤組JV

金沢市民芸術ホール
1993 Kanazawa Municipal Music
Hall

■所在地・・石川県金沢市本町
■建築主・・金沢市
■構造・・・・S造(6,7階）
■規模・・・・延床面積1,030㎡
■施工・・・・竹中工務店・三井建設他JV

小杉町文化ホール

フェニックスリゾート

1994 Fhoenix Resort(SEAGAIA)

■所在地・・宮崎県宮崎市塩路浜山
■建築主・・フェニックスリゾート
■構造・規模
ホテルオーシャン45・・S造 SRC造 地上43階、地下2階
延床面積114,560㎡
ワールドコンベンションセンター・・SRC造 地上5階、地下2
階 延床面積51,530㎡
オーシャンドーム・・RC造 地上3階 延床面積55,380㎡
システムモール・・RC造 地上1階、地下2階 延床面積
3,800㎡
トムワトソンゴルフコース・クラブハウス・・RC造 地上2階
延床面積3.800㎡
■施工・・・・清水建設、大成建設、三菱重工業、日本国土
開発、熊谷組 他

竣工年
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写真

概要

国際学生会館・瀬田地区セ
ンター
1994 Yokohama International
Student Center

■所在地・・横浜市鶴見区本町通
■建築主・・横浜市
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上13階、地下2階 延床面積8,460㎡
■施工・・・・大成建設・東急建設・山岸建設JV

東京国立近代美術館ﾌｨﾙﾑ
ｾﾝﾀｰ
1994 Film Center ,National
Museum of Modern
Art,Tokyo

■所在地・・東京都中央区京橋
■建築主・・東京国立近代美術館
■構造・・・・SRC造 RC造
■規模・・・・地上8_階、地下3階 延床面積6,900㎡
■施工・・・・清水建設・飛島建設・小松建設工業JV

石川県幸町庁舎
1994 Saiwai-cho Office, Ishikawa
Prefectural Government

■所在地・・石川県金沢市幸町
■建築主・・石川県他４団体
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上5階、地下1階 延床面積7,170㎡
■施工・・・・辰村組・安原建設・長坂建設JV

岡山県生涯学習センター･
岡山県立烏城高等学校
1996 Okayama Prefectural Ujo
Hight School and Lifelong
Learning Center

■所在地・・岡山県岡山市伊島町
■建築主・・岡山県
■構造・・・・RC造 S造
■規模・・・・地上１～5階 延床面積13,000㎡
■施工・・・・鴻池組・荒木組JV まつもとコーポレーション

日土地原町ビル
1997 Nittochi Building, Haramachi

■所在地・・東京都文京区白山
■建築主・・日本土地建物
■構造・・・・S造地下部分SRC造
■規模・・・・地上12階、地下2階 延床面積28,510㎡
■施工・・・・清水建設・竹中工務店・佐藤工業JV

学術情報センター国際高等
セミナーハウス
1997 International Seminar
House, National Center for
Scientific Information

■所在地・・長野県北佐久郡軽井沢町
■建築主・・文部省学術情報センター
■構造・・・・RC造一部木造
■規模・・・・地上2階 延床面積670㎡
■施工・・・・清水建設

渋谷インフォスタワー

1998 Shibuya Infoss Tower

市ヶ尾ハイツ

1999 Housing Project(Ichigao
Heights)

横浜脳血管医療センター
1999 Yokohama Stroke and Brain
Medical Center

■所在地・・東京都渋谷区桜丘町
■建築主・・住友不動産
■構造・・・・S造地下SRC造
■規模・・・・地上21階、地下4階 延床面積39,370㎡
■施工・・・・大林組、清水建設、熊谷組、鹿島建設、白石
建設、坂田建設ＪＶ
■所在地・・横浜市青葉区市ヶ尾町
■建築主・・横浜市住宅供給公社
■構造・規模
１号棟 SRC造 地上8階、地下1階 2～9号棟 RC造 地上
4階 延床面積13,962㎡
■施工
■所在地・・横浜市磯子区滝頭
■建築主・・横浜市
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上3階、地下1階 延床面積31,020㎡
■施工・・・・戸田組・奥村組・山岸建設JV

竣工年

建物名称

国立科学博物館たんけん
1999 館
National Science Museum

写真

概要
■所在地・・東京都台東区上野上野公園
■建築主・・国立科学博物館 国土交通省
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上5階、地下5階 延床面積8,380㎡
■施工・・・・清水建設・錢高組

2001 Hida Earth Wisdon Center

■所在地・・岐阜県高山市千鳥町
■建築主・・岐阜県
■構造・・・・SRC造一部S造
■規模・・・・地上5階、地下2階㎡
■施工

石川コンサートホール･邦楽
会館
2001 Ishikawa Prefectural
Concert Hall

■所在地・・石川県金沢市昭和町
■建築主・・石川県
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上5階、地下2階 延床面積29,754㎡
■施工・・・・熊谷・フジタ・松本・みずほＪＶ

世界民俗文化センター

上瀬谷住宅
Housing Project(KAMISEYA
2002 JUTAKU)

■所在地・・横浜市瀬谷区上瀬谷町
■建築主・・横浜市
1期
■構造・・・・SRC造 地上14階
■規模・・・・延床面積7,430㎡
■施工・・・・三木組・第一建設JV
2期
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上14階 延床面積7,440㎡
■施工・・・・相鉄・大洋・富山建設JV
3期
■構造・・・・SRC造
■規模・・・・地上14階 延床面積7,440㎡
■施工・・・・松尾・奈良建設JV

2004 Shibuya Infoss Wing

■所在地・・東京都渋谷区桜丘町
■建築主・・本多健一・住友不動産
■構造・・・・S造
■規模・・・・地上8階 地下1階 延床面積6,040㎡
■施工・・・・清水建設

Ｆ１プロジェクト
2007 Ａ-Ａrch．Ｂldg．

■所在地・・東京都千代田区富士見
■建築主・・芦原建築設計研究所
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上7階 延床面積693㎡
■施工・・・・前田建設

北澤美術館 収蔵庫棟
2012 Kitazawa Museum of Art
Storehouse building

■所在地・・長野県諏訪市湖畔通り
■建築主・・（株）キッツ
■構造・・・・RC造
■規模・・・・地上1階 延床面積350㎡
■施工・・・・清水建設

渋谷インフォスウィング

