
＜関西＞ BELCA賞 ベストリフォーム部門 受賞建築物一覧 ※市町村順

都道府県 受賞建築物名称 所在地 竣工年／改修年 用途（改修前／後） 所有者
主な受賞者

（BELCA正会員のみ）
受賞回

滋賀県 B 137 長浜市庁舎 長浜市 1986年/2014年 病院/市庁舎 長浜市 ㈱日本設計 26

京都府 B 11 南座 京都市 1929年/1991年 劇場 松竹㈱ ㈱大林組 3

B 51 京都芸術センター 京都市 1931年/1999年 小学校／展示・発表・制作・交流施設 京都市 ㈱佐藤総合計画 11

B 57 新風館 京都市
1926～1931年
/2001年

電話局／物販飲食店舗 NTT都市開発㈱
NTT都市開発㈱、㈱NTTファ
シリティーズ、清水建設㈱

12

B 79 COCON KARASUMA（古今烏丸） 京都市 1938年/2004年 店舗／店舗、事務所 ケイアイ興産㈱ ㈱日建設計、㈱竹中工務店 16

B 86 龍谷大学大宮学舎 大宮図書館 京都市 1936年/2006年 図書館・研究室 学校法人 龍谷大学 ㈱日建設計 17

B 111 ローム京都駅前ビル 京都市 1977年/2010年 テナントオフィス／自社オフィス ローム㈱ ㈱竹中工務店 21

B 146
ロームシアター京都（施設名称：京都会
館）

京都市 1960年/2015年 集会場/劇場、物販店舗、飲食店 京都市
㈱大林組、㈱きんでん、東洋
熱工業㈱

27

B 167
ザ・ホテル青龍京都清水（元京都市立
清水小学校）

京都市 1933年/2020年 小学校/ホテル NTT都市開発㈱ NTT都市開発㈱、㈱大林組 31

B 180 立誠ガーデン ヒューリック京都 京都市 1928年/2020年
小学校/
複合施設（ホテル・飲食店舗・自治会館・集会場・図
書館・駐輪場）

ヒューリック㈱（建物所
有者）、京都市（土地所
有者）、立誠自治連合
会（利用者）

㈱竹中工務店 32

B 25 舞鶴市立赤れんが博物館 舞鶴市 1903年/1993年 倉庫／博物館 舞鶴市 6

B 28 アサヒビール大山崎山荘美術館 乙訓郡大山崎町 1926年/1995年 会員制レストラン／美術館 アサヒビール㈱ ㈱大林組 7

大阪府 B 1 大阪マーチャンダイズ・マートビル 大阪市 1969年/1989年 卸売センター、展示ホール
㈱大阪マーチャンダイ
ズマート

㈱竹中工務店 1

建物番号
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大阪府 B 75 アーバンBLD心斎橋 大阪市 1981年/2004年 事務所／事務所（物販含む）
㈱アーバンコーポレイ
ション

大成建設㈱ 16

B 109 南海ターミナルビル 大阪市 1932年/2009年 複合施設（駅舎・物販店舗・ホテル等）
南海電気鉄道㈱、㈱髙
島屋

㈱竹中工務店、㈱大林組 21

B 138
日本生命保険相互会社本店（南館ビ
ル）

大阪市 1959年/2015年 事務所
日本生命保険相互会
社

㈱大林組、三機工業㈱ 26

B 119 大阪大学会館 豊中市 1928年/2011年 大学
国立大学法人大阪大
学

㈱安藤・間 23

B 156 日本万国博覧会記念公園太陽の塔 吹田市 1970年/2018年 博覧会・展覧会施設/展示場 大阪府 ㈱大林組、㈱きんでん 29

兵庫県 B 9 ROKKO23 神戸市 1890年/1991年 工場、倉庫等／店舗、ショールーム 小泉製麻㈱ ㈱竹中工務店 2

B 12 UCCコーヒー博物館 神戸市 1981年/1987年 博覧会パビリオン／博物館 UCC上島珈琲㈱ ㈱竹中工務店 3

B 17 王子市民ギャラリー 神戸市 1904年/1993年 図書館／ギャラリー 神戸市 ㈱新井組 5

B 18 神戸郵船ビル 神戸市 1918年/1993年 事務所 日本郵船㈱ ㈱日本設計、㈱大林組 5

B 22 水の科学博物館 神戸市 1917年/1989年 浄水場／博物館 神戸市 ㈱奥村組 5

B 37 大丸神戸店 神戸市 1927年/1997年 百貨店 ㈱大丸
㈱日建設計、㈱大林組、戸田
建設㈱、ダイダン㈱、三機工
業㈱

8

B 47 神戸税関 本関 神戸市 1927年/1999年 税関事務庁舎、研修所 財務省神戸税関
㈱日建設計、東急建設㈱、前
田建設工業㈱、㈱新井組、㈱
関電工、三機工業㈱

10

B 53 フロインドリーブ 神戸市 1929年/1999年 教会／店舗、レストラン
㈲ジャーマン・ホーム・
ベーカリー、Hフロインド
リーブ

㈱竹中工務店 11
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兵庫県 B 135
デザイン・クリエイティブセンター神戸
（KIITO）

神戸市
1927年（旧館）、
1932年（新館）
/2012年

研究所、事務所/
美術館・博物館、集会場、事務所、物販店舗・飲食
店舗

神戸市 ㈱佐藤総合計画 26

B 33 明石の家 明石市 1720年/1996年 造り酒屋／専用住宅 ト部 和彦 8

B 48 洲本市立図書館 洲本市 1909年/1998年 紡績工場／図書館 洲本市 ㈱竹中工務店 10

B 93 出石 永楽館 豊岡市 1901年/2008年 芝居小屋・映画館／芝居小屋 豊岡市 19

奈良県 B 24 奈良県文化会館 奈良市 1968年/1995年 ホール、図書館他 奈良県 ㈱日建設計 6

B 66 奈良県庁舎 奈良市 1965年/1999年 事務庁舎 奈良県
㈱日建設計、㈱奥村組、三井
住友建設㈱

14

B 117 大和文華館 奈良市 1960年/2010年 美術館 近畿日本鉄道㈱ ㈱大林組 22

B 148 春日大社国宝殿 奈良市 1973年/2016年 美術館/美術館、倉庫 宗教法人 春日大社 ㈱大林組、㈱きんでん 28
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