
＜関東＞ 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

茨城県 B 54 茨城県立図書館 水戸市 1970年/2000年 県議会議事堂／図書館 茨城県教育委員会 ㈱日建設計、㈱竹中工務店 12

B 145 土浦市庁舎 土浦市 1997年/2015年 大型物販店/市役所 土浦市 ㈱久米設計 27

群馬県 B 60 群馬県 昭和庁舎 前橋市 1928年/2001年
県庁舎／
美術館、NPOサロン、パスポートセンター、喫茶室、会
議室

群馬県
㈱佐藤総合計画、清水建設
㈱、㈱関電工

13

B 125 アーツ前橋 前橋市 1987年/2012年 商業施設（百貨店）／芸術文化施設（美術館） 前橋市 24

B 143 群馬県立歴史博物館 高崎市 1979年/2016年 博物館 群馬県 ㈱日本設計 27

B 45 太田市立休泊小学校 太田市 1974年/1999年 小学校 太田市 10

B 80 正田醤油株式会社本社屋 館林市
1908～1915年
/2004年

醤油蔵、製品倉庫／事務所、ホール、ギャラリー 正田醤油㈱ 清水建設㈱ 16

B 129 製粉ミュージアム本館 館林市 1910年/2012年 展示施設（記念館）／展示施設（ミュージアム）
㈱日清製粉グループ本
社

清水建設㈱ 24

B 162 テラス沼田 沼田市 1993年/2019年 商業施設/市庁舎を中心とした複合施設 沼田市 ㈱関電工 30

埼玉県 B 91 東洋大学 朝霞校舎実験工房棟 朝霞市 1979年/2005年 大学校舎（研究棟）／大学校舎（工房棟） 学校法人 東洋大学 ㈱久米設計、鹿島建設㈱ 18

B 165 嵐山カントリークラブ クラブハウス 比企郡嵐山町 1961年/2019年 クラブハウス ㈱嵐山カントリー倶楽部 30

千葉県 B 23 千葉市美術館・中央区役所 千葉市 1927年/1994年 市民センター／市民ホール 千葉市 清水建設㈱、西松建設㈱ 6

B 31
日鉄セミコンダクター株式会社 館山工
場

館山市 1985年/1996年 半導体製造工場 日鉄セミコンダクター㈱ 鹿島建設㈱ 7

建物番号
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＜関東＞ 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）
受賞回建物番号

千葉県 B 155 白井市庁舎 白井市 1981年/2018年 市庁舎 白井市 大成建設㈱ 29

東京都 B 14 霞が関ビルディング 千代田区 1968年/1993年 事務所 三井不動産㈱
㈱日本設計、鹿島建設㈱、三
井住友建設㈱

4

B 30 DNタワー21（第一・農中ビル） 千代田区
1933年・1938年
/1995年

事務所
第一生命保険相互会
社、農林中央金庫

清水建設㈱ 7

B 43 日清製粉新本社ビル 千代田区 1981年/1998年 事務所 日清製粉㈱ 鹿島建設㈱ 9

B 46 杏林製薬本社ビル 千代田区 1965年/1999年 事務所 杏林製薬㈱ 大成建設㈱ 10

B 56 新大手町ビル 千代田区 1959年/2001年 事務所 三菱地所㈱
㈱三菱地所設計、清水建設
㈱、㈱関電工、㈱弘電社、新
菱冷熱工業㈱

12

B 64 東京国立近代美術館 千代田区 1969年/2001年 美術館
独立行政法人国立美
術館東京国立近代美
術館

鹿島建設㈱ 14

B 87 行幸地下通路（丸の内駐車場） 千代田区 1960年/2007年 都市計画駐車場／都市計画駐車場・都市計画通路 三菱地所㈱
㈱三菱地所設計、大成建設
㈱、㈱関電工、新菱冷熱工業
㈱

18

B 96 日本大学理工学部駿河台校舎５号館 千代田区 1959年/2008年 大学校舎 学校法人日本大学
清水建設㈱、第一設備工業
㈱

19

B 98 ホテルニューオータニ本館 千代田区 1964年/2007年 ホテル ㈱ニューオータニ
㈱日建設計、大成建設㈱、㈱
関電工、ダイダン㈱

19

B 100 住友商事竹橋ビル 千代田区 1970年/2009年 事務所 住友商事㈱ ㈱日建設計、㈱大林組 20

B 128 JPタワー 千代田区 1931年/2012年
郵便局／
郵便局、ミュージアム、店舗、ホール・カンファレンス

日本郵便㈱、東日本旅
客鉄道㈱、三菱地所㈱

㈱三菱地所設計、大成建設
㈱、ダイダン㈱、大成設備㈱、
㈱きんでん、㈱関電工

24

B 130 東京駅丸の内駅舎 千代田区 1914年/2012年 駅舎、ホテル、ギャラリー 東日本旅客鉄道㈱ 鹿島建設㈱、清水建設㈱ 24
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＜関東＞ 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）
受賞回建物番号

東京都 B 152
赤坂プリンス クラシックハウス（東京都指
定有形文化財旧李王家東京邸）

千代田区 1930年/2016年 レストラン・婚礼施設 ㈱西武プロパティーズ
㈱日建設計、㈱大林組、前田
建設工業㈱、鹿島建設㈱、大
成建設㈱

29

B 177 日本武道館 千代田区 1964年/2020年 観覧場
公益財団法人 日本武
道館

㈱竹中工務店 32

B 41
聖路加国際病院１号館・トイスラーハウ
ス

中央区 1933年/1998年 病院、大学 ㈶聖路加国際病院 ㈱日建設計、大成建設㈱ 9

B 65 巴川ビル 中央区 1920年頃/2000年 事務所／飲食店
㈱キハチアンドエス、大
成建設㈱

大成建設㈱ 14

B 76 アップルストア銀座（サエグサ本館ビル） 中央区 1967年/2003年 事務所／店舗・事務所
サエグサビル㈱、アップ
ルコンピュータ

鹿島建設㈱ 16

B 101 ティファニー銀座ビル 中央区 1987年/2008年 貸事務所・店舗

中央三井信託銀行㈱、
ティファニー・アンド・カ
ンパニー・ジャパン・イン
ク

大成建設㈱ 20

B 134 三越銀座店 中央区 1968年/2011年 百貨店／百貨店・駐車場 ㈱三越伊勢丹 鹿島建設㈱、大成建設㈱ 25

B 139 日本橋ダイヤビルディング 中央区 1930年/2014年 事務所・倉庫 三菱倉庫㈱

㈱三菱地所設計、㈱竹中工
務店、㈱きんでん、㈱弘電
社、高砂熱学工業㈱、斎久工
業㈱

26

B 141 小津本館ビル 中央区 1971年/2015年 店舗、事務所 ㈱小津商店 鹿島建設㈱ 27

B 151 明治屋 京橋ビル 中央区 1933年/2015年 事務所、物販店舗、飲食店舗 ㈱明治屋
清水建設㈱、㈱関電工、新菱
冷熱工業㈱

28

B 154 近三ビルヂング 中央区 1931年/2015年 事務所 近三商事㈱ ㈱竹中工務店、三機工業㈱ 29

B 164
日本橋髙島屋S.C.本館（日本橋二丁目
地区再開発B街区）

中央区 1933年/2019年 百貨店 ㈱髙島屋
㈱日本設計、㈱竹中工務店、
三機工業㈱

30

B 2 鹿島建設本社ビル第1棟、第2棟 港区
1967、1970年
/1990年

事務所 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 1
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＜関東＞ BELCA賞ベストリフォーム部門 受賞建築物一覧 ※市町村順
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主な受賞者

（BELCA正会員のみ）
受賞回建物番号

東京都 B 38 東洋英和女学院中学部・高等部校舎 港区 1933年/1996年 学校
学校法人東洋英和女
学院

三菱地所㈱、㈱大林組 8

B 52 大和銀行虎ノ門ビル 港区 1963年/2000年 事務所 大彌商事㈱
㈱安井建築設計事務所、大
成建設㈱

11

B 82 国際文化会館本館 港区 1955年/2006年 会館 ㈶国際文化会館
㈱三菱地所設計、清水建設
㈱

17

B 85 Lattice shibaura（ラティス芝浦） 港区 1986年/2006年 事務所／共同住宅・SOHO 日本土地建物㈱ ㈱竹中工務店 17

B 90 綱町三井倶楽部 港区 1913年/2006年 社員クラブ（大食堂・サロン・談話室等） 三井不動産㈱
清水建設㈱、三井住友建設
㈱、新日本空調㈱

18

B 92 松田平田設計本社ビル 港区
1960〜1989年
/2006年

事務所 ㈱松田平田設計
㈱松田平田設計、清水建設
㈱、新菱冷熱工業㈱、㈱関電
工

18

B 99 商船三井ビル（虎ノ門ダイビル） 港区 1979年/2009年 事務所
ダイビル㈱、㈱商船三
井

㈱日建設計、鹿島建設㈱、新
日本空調㈱、三機工業㈱

20

B 107 芝学園 講堂 港区 1966年/2010年 学校（講堂） 学校法人 芝学園 清水建設㈱、㈱関電工 21

B 157
港区立郷土歴史館等複合施設（ゆかし
の杜）

港区 1938年/2018年
研究所（旧公衆衛生院）/
郷土歴史館・がん在宅緩和ケア支援センター・子育
て関連施設等

港区
㈱日本設計、大成建設㈱、ダ
イダン㈱

29

B 173 大倉集古館 港区 1927年/2019年 美術館
公益財団法人 大倉文
化財団

大成建設㈱ 32

B 34 家の光会館 新宿区 1959年/1997年 事務所 ㈳家の光協会 鹿島建設㈱ 8

B 114 HUNDRED CIRCUS East Tower 新宿区 1992年/2008年
宿泊施設／
共同住宅（賃貸）、宿泊施設、店舗、事務所、駐車場

オリックス㈱ ㈱日建設計、大成建設㈱ 22

B 124 東京理科大学神楽坂キャンパス 新宿区
1956～1981年
/2008～2012年

大学
学校法人東京理科大
学

㈱竹中工務店、東洋熱工業
㈱、斎久工業㈱

23
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＜関東＞ 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）
受賞回建物番号

東京都 B 144 新宿三井ビルディング 新宿区 1974年/2016年 事務所、店舗、駐車場 三井不動産㈱
鹿島建設㈱、三機工業㈱、新
日本空調㈱、㈱日本設計、三
井不動産㈱

27

B 168 新宿住友ビル 新宿区 1974年/2020年 事務所、集会場、店舗、駐車場、屋外広場 住友不動産㈱ ㈱日建設計、大成建設㈱ 31

B 6 小平記念 東京日立病院 文京区 1960年/1990年 病院 東京日立病院
㈱日立建設設計、鹿島建設
㈱、三井住友建設㈱

2

B 71 東京大学赤門総合研究棟 文京区 1965年/2003年 大学
国立大学法人東京大
学

㈱佐藤総合計画、大成建設
㈱

15

B 122
東京大学伊藤国際学術研究センター
（赤門書庫）

文京区 1916年/2011年
大学 （史料編纂所の書庫）／
大学（レストラン、ファカルティクラブ、会議室）

国立大学法人東京大
学

鹿島建設㈱ 23

B 136 東京大学大講堂（安田講堂） 文京区 1925年/2014年 学校（大学講堂）
国立大学法人 東京大
学

清水建設㈱、㈱関電工 26

B 39 ウインズ浅草 台東区 1973年/1998年 場外投票券発売所 物産不動産㈱
㈱松田平田設計、㈱竹中工
務店、三井住友建設㈱

9

B 70 国立国会図書館国際子ども図書館 台東区
1906～1929年
/2002年

国会図書館支部／子ども図書館
国立国会図書館、国土
交通省関東地方整備
局営繕部

㈱日建設計、㈱鴻池組 15

B 123 東京都美術館 台東区 1975年/2012年 美術館 東京都 大成建設㈱ 23

B 127 EKIMISE（エキミセ） 台東区 1931年/2012年 商業施設（物販・飲食）、鉄道施設 東武鉄道㈱ 清水建設㈱ 24

B 175 千葉大学墨田サテライトキャンパス 墨田区 1985年/2021年
中小企業センター、図書館、集会所、自動車車庫/
大学

墨田区 ㈱久米設計 32

B 29 学校法人 品川女子学院（東棟） 品川区
1957～1985年
/1996年

中学校・高校
学校法人品川女子学
院

㈱新井組 7

B 78 くらしの友桜新町式場 世田谷区 1993年/2005年 自動車修理工場／集会所（斎場） ㈱くらしの友 大成建設㈱ 16
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＜関東＞ BELCA賞ベストリフォーム部門 受賞建築物一覧 ※市町村順
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主な受賞者

（BELCA正会員のみ）
受賞回建物番号

東京都 B 68 立教大学第1食堂 豊島区 1918年/2002年 学生食堂 学校法人立教学院 清水建設㈱ 14

B 160 板橋区立美術館 板橋区 1979年/2019年 美術館 板橋区 30

B 36 聖書キリスト教会東京教会 練馬区 1964年/1995年 製菓工場／教会
宗教法人聖書キリスト
教会

大成建設㈱ 8

B 103 西新井大師総持寺本堂 足立区 1971年/2008年
本堂・お札渡し所・寺務室・倉庫／
本堂・玄関ホール・倉庫

宗教法人総持寺 清水建設㈱ 20

B 120
たまむすびテラス（りえんと多摩平、ＡＵＲ
Ａ２４３多摩平の森、ゆいま～る多摩平
の森）

日野市 1961年/2011年
共同住宅／
シェアハウス、菜園付き共同住宅、高齢者向け住
宅、介護福祉施設

独立行政法人都市再
生機構

23

B 73 一橋大学 兼松講堂 国立市 1927年/2004年 講堂
国立大学法人一橋大
学

㈱三菱地所設計、㈱竹中工
務店

15

神奈川県 B 21 ホテルニューグランド 横浜市 1927年/1992年 ホテル
横浜市、㈱ホテル
ニューグランド

清水建設㈱ 5

B 27 横浜市大倉山記念館 横浜市 1932年/1984年 研究所／文化施設 横浜市 ㈱竹中工務店 6

B 62 ふれあい横浜メディカルセンタービル 横浜市 1989年/2002年 ホテル／病院、シニアホテル ㈲メディカルドリーム 清水建設㈱ 13

B 63 横浜赤レンガ倉庫 横浜市 1911年/2002年 保税倉庫／文化施設・商業施設 横浜市 ㈱竹中工務店 13

B 67
横浜情報文化センター・横浜都市発展
記念館・横浜ユーラシア文化館

横浜市
1929年/2000・
2002年

展示場・事務所／
博物館、図書館、事務所、飲食店

㈶横浜産業振興公社、
横浜市教育委員会

㈱日建設計、鹿島建設㈱ 14

B 74 横浜郵船ビル 横浜市 1936年/2003年 事務所／博物館・事務所 日本郵船㈱ ㈱大林組 15

B 89 大成建設　技術センター本館 横浜市 1979年/2006年 研究所 大成建設㈱ 大成建設㈱、大成設備㈱ 18
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＜関東＞ 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）
受賞回建物番号

神奈川県 B 94 神奈川県立青少年センター 横浜市 1962年/2005年 青少年文化施設 神奈川県 清水建設㈱ 19

B 106
国立大学法人　東京工業大学すずかけ
台キャンパスG3棟

横浜市 1979年/2010年 講義・研究室棟
国立大学法人東京工
業大学

21

B 159 アンレーベ横浜星川 横浜市 1954年/2019年 賃貸共同住宅
神奈川県住宅供給公
社

30

B 172
横浜スタジアム　コミュニティ・ボール
パーク

横浜市 1978年/2020年 観覧所
横浜市（所有者）、㈱横
浜スタジアム（建築主・
施設管理者）

清水建設㈱ 31

B 161 鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム 鎌倉市 1951年/2019年 美術館・博物館 宗教法人 鶴岡八幡宮 ㈱竹中工務店 30

B 169 富士屋ホテル 足柄下郡箱根町 1891年/2020年 ホテル 富士屋ホテル㈱
㈱石本建築事務所、鹿島建
設㈱、三菱ビルテクノサービス
㈱

31

B 179
万葉公園 湯河原惣湯　Books and
Retreat 玄関テラス

足柄下郡湯河原町 1984年/2021年
観光会館(公民館、ホール、展示室)/
観光案内所、事務所

湯河原町 ㈱アール・アイ・エー 32
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