
2010年 新建築総目次

■作品
住居施設（専用住宅・併用住宅・集合住宅・その他）
澄心寺庫裏………………………………… 宮本佳明／宮本佳明建築設計事務所　01-088 

アトリエ・ビスクドール………………………………………… 前田圭介／ UID　02-062

ヨコハマアパートメント………………… 西田司＋中川エリカ／オンデザイン　02-079

SH ………………………………………………………………… 坂倉建築研究所　02-092

パークシティ浜田山………………………………………………………………………………
……………… 光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所　KAJIMA DESIGN　02-100

大崎ウエストシティタワーズ……………………………山下昌彦＋UG都市建築　02-108

12のストゥッディオーロ（MM1221） ……… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt　02-116

trois …………………………………………………… 佐藤光彦建築設計事務所　02-125

松ヶ崎荘…………………………………………………………… 長坂大／Méga　02-134

House T …………… 進藤強／ビーフンデザイン　名和研二／なわけんジム　02-142

国領アパートメント…………………………………… 小川広次建築設計事務所　02-148

TRIFOLIATE …………………………………………… 早草睦惠／セルスペース　02-156

浜田山のコーポラティブハウス…………………………………………………………………
…………………………… インターデザインアソシエイツ　松本剛建築研究室　02-165

Y-3 ………………………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所　02-173

下目黒ハウス…………………………………… 室伏次郎／スタジオ アルテック　02-179

石双居………………………………………… 浅利幸男／ラブアーキテクチャー　02-185

東アフリカ・エコビレッジ…………… 渡辺菊眞＋D環境造形システム研究所　03-121

ベルギースクエア ベルギー大使館＋二番町センタービル …………………………………

……………………………………………………………………　岡部憲明アーキテクチャー
ネットワーク＋竹中工務店　三菱地所設計（二番町センタービルのみ設計監修・監理）  03-137

villa kanousan ………………………………………… 柄沢祐輔建築設計事務所　03-160

Sakura flat ……………………………………………… 若松均建築設計事務所　03-093

YA-CHI-YO　古民家 リ・ロケーション プロジェクト ………………………………………

………………………………………………………　山下保博×アトリエ・天工人　03-054

バルセロナ スイーツアベニュー アパートメント ファサードリノベーション ……………

……………………………………………………………　伊東豊雄建築設計事務所　04-094

Grotto ………………………………………………… 芦澤竜一建築設計事務所　04-150

廿日市の家………………………………………………… 村上徹建築設計事務所　04-102

半居………………………………………………………………………… 飯田善彦　04-110

葉山の小屋……………………………………………… 妹島和世建築設計事務所　05-052

Tokyo Apartment …………………………………… 藤本壮介建築設計事務所　05-075

植物学者の紙の家…………………………………………………… 坂茂建築設計　05-085

練馬のアパートメント………………………………… 長谷川豪建築設計事務所　08-042

alp ……………………………………………………… 平田晃久建築設計事務所　08-054

one roof apartment ………………… 平田晃久建築設計事務所＋吉原美比古　08-062

青々荘…………………………………………………… 　青木淳建築計画事務所　08-072

上野毛ハウス…………………………………………… 川辺直哉建築設計事務所　08-088

TOYOI 6 ………… 川辺直哉建築設計事務所＋プロパティデザインオフィス　08-098

南品川集合住宅B ……………………………………… 川辺直哉建築設計事務所　08-102

プロジェクト：ソウル江南地区「デザインマスターピース」ハウジングA3ブロック ………

…………………………………………………………………… 山本理顕設計工場　08-108

祐天寺の連結住棟………………………… 北山恒＋architecture WORKSHOP　08-112

clover house ……………………………………… architecture WORKSHOP　08-121

ルネヴィレッジ成城……………………………… 柳澤潤／コンテンポラリーズ　08-127

松庵 森の家 ……………………………………… 柳澤潤／コンテンポラリーズ　08-135

CONTE …………………………………………………………… 長田直之／ ICU　08-141

T字路のつきあたり ……………………………… 西村浩／ワークヴィジョンズ　08-147

COMODO TERRAZZO …………………………………… 下吹越武人／ A.A.E.　08-153

サクラノキテラス………………………… 伊藤博之建築設計事務所＋O.F.D.A.　08-159

プロジェクト：下馬の集合住宅 ……………………… 小杉栄次郎＋内海彩／ KUS　08-165

NEST …………………………… 第一生命保険（統括）　飯田善彦建築工房（設計）　08-170 

区の家…………………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA　09-174

海光の家………………………………………………… 岡田哲史建築設計事務所　10-062

マイナスKハウス …………………………………佐伯聡子＋K.M. TAN／ KUU　12-090

靭公園の住宅………………………………………………… 安藤忠雄建築研究所　12-124

House OM …………………………………………… 藤本壮介建築設計事務所　12-135

Small Atelier……………………………………………………   五十嵐淳建築設計   12-144

森のピロティ…………………………………………… 長谷川豪建築設計事務所　12-153

柿畑のサンクン・ハウス………………………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt　12-161

eisu倶楽部箱根「強羅山荘」 ………………………………… 渡辺明設計事務所　12-168

学校施設（保育園・幼稚園・小中高大学・その他）
ペンシルバニア大学　アネンバーグ・パブリックポリシーセンター………………………
…………………………………………………………………… 槇総合計画事務所　01-072

國學院大學渋谷キャンパス再開発計画…………　富樫亮＋朝田志郎／日建設計　01-170

追手門学院大学1号館 ………………………………………………　三菱地所設計　01-179

流通経済大学　スポーツ健康センター　………………………………　清水建設　01-185

コンゴ民主共和国アカデックス小学校…… 慶應義塾大学SFC松原弘典研究室　03-113

competition：エジプト日本科学技術大学設立プロジェクト …………………………………

……………………………………………………………　磯崎新アトリエ　他2案　03-107

宇都宮大学オプティクス教育研究センター………………… 山本理顕設計工場　03-154

学校法人三室戸学園　東邦音楽大学 70周年記念館 …………………………………………

……………………………………………………… 野生司義光／野生司環境設計　04-131

岐阜市立岐阜小学校………… 岐阜市まちづくり推進部公共建築課　大建設計　04-169

飛島村立小中一貫教育校　飛島学園 ……………………………… 石本建築事務所　04-177

多摩市立多摩第一小学校……………………………………… 船越徹＋ARCOM　04-185

本郷台キリスト教会チャーチスクール 保育園 … 保坂猛建築都市設計事務所　04-191

西武学園文庫幼稚園…………………………………………… KAJIMA DESIGN　04-198

ブッダ・プライマリー アンド セカンダリー・スクール2期 ………………………………

………………………………………… AAF（ASIAN ARCHITECTURE FRIENDSHIP）　04-205

東京大学柏キャンパス　数物連携宇宙研究機構棟……………………………………………
………………………　大野秀敏　クハラ・アーキテクツ＋樫本恒平事務所（基本構想＋基
本計1）渡辺佐文　建築設計事務所　青島裕之建築設計室（基本設計2＋実施設計） 05-115

京都工芸繊維大学60周年記念館………………………………………… 京都工芸繊維大学
都市環境設計研究室＋石本建築事務所＋京都建築都市研究所＋Ks Architects　 05-124

KIT HOUSE…………………………………………………　京都工芸繊維大学住環境設計研

究室＋安井建築設計事務所＋京都建築都市研究所＋K.ASSOCIATES/Architects　  05-133
京都工芸繊維大学同窓会パビリオン……………………角田暁治＋アトリエ・K　05-141

国際仏教学大学院大学………………………………………… 槇総合計画事務所　06-130

同志社中学校・高等学校…………………………………… 香山壽夫建築研究所　06-140

武蔵野美術大学 美術館・図書館 …………………… 藤本壮介建築設計事務所　07-060

東京工業大学すずかけ台キャンパスG3棟レトロフィット …………………………………

……………………………………………　和田章＋元結正次郎＋坂田弘安＋奥山信一（デ
ザインアーキテクト）　東京工業大学施設運営部＋綜企画設計＋テクノ公営（設計）　 08-177

ROLEX ラーニング センター …………………………………………………………………

………………………………… 妹島和世＋西沢立衛／ SANAA　Architram SA　09-068

マサチューセッツ工科大学 新メディア研究所 …………… 槇総合計画事務所　09-122

和光大学E棟 ……………………………………………… 内藤廣建築設計事務所　09-151

立正大学熊谷キャンパス再整備…………………………………………………………………  

…………… 石本建築事務所（建築）　オンサイト計画設計事務所（ランドスケープ）09-159

日本大学理工学部船橋キャンパス新サークル棟………………………………………………
……… 今村雅樹＋山中新太郎　日本大学理工学部WG＋協立建築設計事務所　09-167

東京造形大学 CS PLAZA ………………………………………… 安田アトリエ　10-050

東北大学 青葉山東キャンパス センタースクエア ブックカフェ棟（BOOOK） …………

……………………………………………………………… 山本・堀アーキテクツ　10-110

昭和保育園………………………………………………… 山本成一郎＋鈴木隆之　10-140

はやし幼稚園………………………………………… 長谷川逸子・建築計画工房　10-148

東北大学川内厚生会館……………………………………………………………………………
………………………東北大学施設部・キャンパス計画室　針生承一建築研究所　10-174

似島学園 高等養護部・学習館 ……………………………宮森洋一郎建築設計室　11-147

横浜国立大学キャンパス再編 　Y-GSA Power Plant Studio………………横浜国立大学
施設部　Y-GSAスタジオコミッティ 末光弘和＋仲俊治／ Y-GSA設計助手  ………11-156

川崎市立御幸小学校……………………………………………湯澤建築設計研究所　11-164
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府中学園　府中市立府中小学校・府中中学校 …………………………………日本設計　11-172

美術館・博物館
IZU PHOTO MUSEUM ………………… 新素材研究所　杉本博司＋榊田倫之　03-072

プロジェクト：今治市伊東豊雄建築ミュージアム …… 伊東豊雄建築設計事務所　03-098

壱岐市立一支国博物館・長崎県埋蔵文化財センター…………………………………………
……………………………………………………… 黒川紀章建築都市設計事務所　06-049

鶴岡市立藤沢周平記念館………………………… 設計・計画　高谷時彦事務所　06-149

ポンピドー・センター・メス…………………………………………………………　坂 茂
建築設計　Shigeru Ban Architects Europe / Jean de Gastines Architects 　　07-038

武蔵野美術大学 美術館・図書館 …………………… 藤本壮介建築設計事務所　07-060

プロソミュージアム・リサーチセンター………… 隈研吾建築都市設計事務所　07-078

プロジェクト：市原市水と彫刻の丘リノベーションプロジェクト ……………………………

………………………………………………………  川口有子＋鄭仁愉／有設計室　07-174

犬島「家プロジェクト」 ……………………………… 妹島和世建築設計事務所　09-082

李禹煥美術館………………………………………………… 安藤忠雄建築研究所　09-094

空飛ぶ泥舟………………………………………………………………… 藤森照信　09-187

梼原・木橋ミュージアム…………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　11-129

ホキ美術館……………… 山梨知彦＋中本太郎＋鈴木隆＋矢野雅規／日建設計　12-046

シャトー・メルシャン………………………………  木下道郎／ワークショップ　12-096

ギャラリー・スタジオ
フォー・ボクシーズ・ギャラリー…… アトリエ・ワン＋筑波大学貝島研究室　01-046

アトリエ・ビスクドール………………………………………… 前田圭介／ UID　02-062

するところ……………………………………………… 近藤哲雄建築設計事務所　03-086

神奈川県立花と緑のふれあいセンター 花菜ガーデン ………………………………………

……………………………………………………… 栗生明＋栗生総合計画事務所　04-117

TABLOID ………………………………………………　Open A / SEA Design 　07-157

梼原・木橋ミュージアム………………………………隈研吾建築都市設計事務所　11-129

舞台・劇場・映画館
ヤマハ銀座ビル…………………… 茅野秀真＋白井大之＋鈴木健悦／日建設計　04-138

紙の劇場……………………… 上海万博 日本産業館メイン展示　坂茂建築設計　05-171

鶴岡まちなかキネマ……………………………… 設計・計画　高谷時彦事務所　06-156

平城遷都1300年祭　まほろばステージ ………… 杉本洋文＋計画・環境建築　06-170

プロジェクト：淡路人形会館（仮称） ……………………… 遠藤秀平建築研究所　07-103

スポーツ施設
RunPit by au SmartSports …………………………… トラフ建築設計事務所　10-104
韓国驪州のクラブハウス……………………… 坂 茂建築設計＋韓國建築KACI　12-072

図書館
豊田市生涯学習センター逢妻交流館………………… 妹島和世建築設計事務所　05-040

武蔵野美術大学 美術館・図書館 …………………… 藤本壮介建築設計事務所　07-060

村山市総合文化複合施設「甑葉プラザ」 ………………………………………………………
……………………………………………… 高宮眞介／計画・設計工房＋日総建　10-072

えんぱーく 塩尻市市民交流センター ……………… 柳澤潤／コンテンポラリーズ　10-084

事務所・庁舎
JFEケミカル・ケミカル研究所 ……………………… 木下昌大建築設計事務所　01-154

山梨市庁舎…………………………………………………………………… 梓設計　03-099

小野路霊園管理棟　泰鳳閣………………………………………………………………………
………………………… 谷口大造／スタジオトポス＋田中絵理建築設計事務所　03-125

ベルギースクエア ベルギー大使館＋二番町センタービル …………………………………

…………………………………………………………………　岡部憲明アーキテクチャー
ネットワーク＋竹中工務店　三菱地所設計（二番町センタービルのみ設計監修・監理）   03-137

Yビル …………………………………………………… 中山英之建築設計事務所　03-147

バルセロナ見本市 グランビア会場 拡張計画＋トーレス・ポルタ・フィラ ………………

…………………………………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所　04-078

Grotto ………………………………………………… 芦澤竜一建築設計事務所　04-150

中川政七商店新社屋…………………………………… 吉村靖孝建築設計事務所　05-144

富士ゼロックス R&D スクエア ……………………………………………………………清水
建設　光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所（外装デザインアーキテクト）　 06-071

プロジェクト：清水建設新本社プロジェクト …………………………… 清水建設　06-079

construction site：ソニー大崎西新ビルプロジェクト …………………………………………

………………………… 山梨知彦＋羽鳥達也＋石原嘉人＋川島範久／日建設計　06-092

立川市庁舎……………………………………… 野沢正光・山下設計設計共同体　06-084

日東工器新本社・研究所……………………………………………… 竹中工務店　06-098

都筑Nビル ………………………………………………… 早川邦彦建築研究室　07-105

内田洋行 ユビキタス協創広場CANVAS ………… パワープレイス　内田洋行　07-149

TABLOID …………………………………………………OpenA／ SEA Design　07-157

KREI　OPEN SOURSE STUDIO …………………………………………………………………

………………………………………… POINT 長岡勉／コクヨオフィスシステム　07-164

恵比寿のオフィス……………………… 原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所　09-140

惠友遠見辦公大樓……………………… 原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所　09-147

えんぱーく 塩尻市市民交流センター ……………… 柳澤潤／コンテンポラリーズ　10-084

Architecture Planet Project………………　黄金町エリアマネジメントセンター　高橋
晶子＋高橋寛 ／ワークステーション　吉村靖孝建築設計事務所　ウィット・ピムカン
チャナポン＋遠藤治郎　西田司＋梁井理恵／オンデザイン　青島琢治事務所　 10-156

大林組技術研究所　テクノステーション …………………………………… 大林組　11-092

Google Tokyo Office …………………… クライン・ダイサム・アーキテクツ　11-102

東急キャピトルタワー……………………………………　東急設計コンサルタント・観光
企画設計社 設計共同企業体（設計）　隈研吾建築都市設計事務所（デザイン監修）　 11-115

大阪富国生命ビル……………………………………………………………………………清水
建設（設計施工）　ドミニク・ペロー アーキテクチュール（デザインアーキテクト）　 12-060

室町東三井ビルディング COREDO室町 …………………………………………………………

………………………………… 日本設計（統括設計・実施設計・工事監理）　清水建設（実施設計
・工事監理）　團紀彦建築設計事務所（マスターアーキテクト・デザインアーキテクト）　　 12-103

日本橋室町野村ビル YUITO …………………………………… 野村不動産＋日建設計　12-110

日本橋室町東地区開発計画…………………………三井不動産　日本設計　團紀彦建築設
計事務所清水建設　野村不動産　日建設計　千疋屋総本店　KAJIMA DESIGN 12-115

商業施設
虎屋京都店………………………………………………… 内藤廣建築設計事務所　01-100

とらや一条店改装………………………………………… 内藤廣建築設計事務所　01-113
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