
＜関東＞  BELCA賞 ロングライフ部門 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 用途 所有者
主な受賞者

（BELCA正会員のみ）
受賞回

群馬県 L 117 群馬会館 前橋市 1930年 公会堂 群馬県 27

栃木県 L 79 日光金谷ホテル 日光市 1893年 リゾートホテル 金谷ホテル㈱ ㈱久米設計、大成建設㈱ 17

千葉県 L 110 千葉大学ゐのはな記念講堂 千葉市 1963年 大学（講堂）
国立大学法人 千葉
大学

㈱竹中工務店 25

L 132 我孫子ビレジ 我孫子市 1977年
共同住宅、店舗、郵便局、
市役所分室他

我孫子ビレジ区分所
有者

東急不動産㈱、㈱東急コ
ミュニティー

31

L 103 大多喜町役場 夷隅郡大喜多町 1959年 役場 大多喜町 大成建設㈱ 24

東京都 L 4 パレスサイド・ビルディング 千代田区 1966年 事務所、新聞社等
㈱毎日新聞社、㈱毎
日ビルディング

㈱日建設計、㈱竹中工務
店、㈱大林組

1

L 5 丸ノ内ビルヂング 千代田区 1923年 事務所 三菱地所㈱ 三菱地所㈱、㈱大林組 1

L 9 日本生命 日比谷ビル 千代田区 1963年 事務所、劇場
日本生命保険相互
会社

㈱大林組、㈱三機工業、
大星ビル管理㈱

2

L 13 国立劇場 千代田区 1966年 劇場
特殊法人 日本芸術
文化振興会

㈱竹中工務店 3

L 24 サンワ東京ビル 千代田区 1973年 事務所、銀行店舗 ㈱三和銀行 ㈱日建設計、㈱大林組 5

建物番号
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東京都 L 26 文藝春秋本社ビル 千代田区 1966年 事務所 ㈱文藝春秋 ㈱竹中工務店 5

L 27 経団連会館 千代田区 1966年 事務所、会議場 ㈳経済団体連合会

㈱日建設計、清水建設
㈱、㈱大林組、鹿島建設
㈱、大成建設㈱、㈱竹中
工務店、戸田建設㈱、東
京不動産管理㈱

6

L 29 富士銀行本店 千代田区 1966年 事務所 ㈱富士銀行 三菱地所㈱、大成建設㈱ 6

L 36 東京商工会議所ビルディング 千代田区 1960年 事務所 東京商工会議所 三菱地所㈱、大成建設㈱ 8

L 43 丸石ビルディング 千代田区 1933年 事務所（一部店舗） ㈱太洋商会
㈱山下設計、㈱竹中工務
店

9

L 45 国際ビルヂング・帝劇ビル 千代田区 1966年 事務所他
三菱地所㈱、東宝不
動産㈱、㈳日本倶楽
部

三菱地所㈱、㈱大林組 10

L 46 最高裁判所庁舎 千代田区 1974年 裁判所 最高裁判所 鹿島建設㈱ 10

L 54 飯野ビル 千代田区 1960年 事務所 飯野海運㈱ ㈱竹中工務店 12

L 58 三井物産本店ビル 千代田区 1976年 事務所 三井物産㈱
㈱日建設計、鹿島建設
㈱、三井住友建設㈱、大
成建設㈱、㈱竹中工務店

12

L 69 市政会館 千代田区 1929年 事務室 ㈶東京市政調査会 清水建設㈱ 15

L 75 日本武道館 千代田区 1964年 観覧場 ㈶日本武道館 ㈱竹中工務店 16
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東京都 L 91 日本プレスセンタービル 千代田区 1976年 事務所ビル
㈱日本プレスセン
ター

㈱日建設計、清水建設
㈱、㈱竹中工務店、㈱きん
でん、新菱冷熱工業㈱

20

L 121 霞が関ビルディング 千代田区 1968年
事務所、飲食店舗、駐車
場他

三井不動産㈱、一般
社団法人 霞会館

三井不動産㈱、㈱山下設
計、㈱日本設計、鹿島建
設㈱、三井住友建設㈱

28

L 3 服部時計店 中央区 1932年 店舗、事務所 ㈱服部セイコー 清水建設㈱ 1

L 7 東京証券会館 中央区 1966年 事務所、ホール等 ㈱東京証券会館
三菱地所㈱、大成建設
㈱、㈱裕生

2

L 12 近三ビルヂング 中央区 1931年 事務所 近三商事㈱ ㈱竹中工務店 3

L 14 三愛ドリームセンター 中央区 1963年 商業ビル ㈱三愛
㈱日建設計、㈱竹中工務
店

3

L 16 三井本館 中央区 1929年 事務所 三井不動産㈱
清水建設㈱、三井不動産
㈱

3

L 20 ディックビル 中央区 1967年 事務所、店舗 日誠不動産㈱ ㈱竹中工務店 4

L 68 三越本店本館 中央区
第1期：1914　第6
期：1964年

百貨店、劇場 ㈱三越 清水建設㈱ 14

L 70 Ｄａｉｗａ銀座ビル（旧リッカー会館） 中央区 1963年 事務所、店舗
モルガン信託銀行
㈱、㈲イル・カヴァー
ロ

鹿島建設㈱ 15

L 127 箔屋町ビル 中央区 1987年 店舗（美術店）・事務所
㈱朝日信託、 廣田
治子

㈱安藤・間 29
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東京都 L 11 ホテルオークラ本館 港区 1962年 ホテル ㈱ホテルオークラ 大成建設㈱ 2

L 25
在日アメリカ合衆国大使館大使公
邸

港区 1931年 大使公邸 アメリカ合衆国 ㈱大林組 5

L 30 霊友会釈迦殿 港区 1975年 宗教施設 霊友会 ㈱竹中工務店 6

L 42 日本アイ・ビー・エム本社ビル 港区 1971年 事務所
日本アイ・ビー・エム
㈱

㈱日建設計、㈱竹中工務
店、㈱関電工、高砂熱学
工業㈱

9

L 61 新青山ビルヂング 港区 1978年 事務所、店舗他
三菱地所㈱、㈳日本
獣医師会、㈳東京都
獣医師会、金原尚子

㈱三菱地所設計、㈱安
藤・間、新菱冷熱工業㈱、
斎久工業㈱、三菱地所㈱

13

L 62 世界貿易センタービルディング 港区 1970年
事務所、バスターミナル、
店舗

㈱世界貿易センター
ビルディング

㈱日建設計、鹿島建設㈱ 13

L 83 東京タワー 港区 1958年 送信施設・観光施設 日本電波塔㈱
㈱日建設計、㈱竹中工務
店

18

L 92 明治学院礼拝堂 港区 1916年 礼拝堂 学校法人明治学院 ㈱竹中工務店 20

L 116 ヨックモック青山本店 港区 1978年
物販店舗、飲食店舗、事
務所

㈱ヨックモックホール
ディングス

大成建設㈱ 26

L 122 サントリーホール 港区 1986年 コンサートホール
サントリーホールディ
ングス㈱、森ビル㈱

森ビル㈱、㈱安井建築設
計事務所、鹿島建設㈱、
㈱建築設備設計研究所、
三機工業㈱、㈱きんでん

28

L 134 明治記念館本館 港区 1918年 結婚式場 宗教法人 明治神宮 清水建設㈱ 31
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東京都 L 33 新宿三井ビルディング 新宿区 1974年 事務所 三井不動産㈱
三井不動産㈱、㈱日本設
計、鹿島建設㈱、三井住
友建設㈱

7

L 40 京王ビル（新宿駅ビル） 新宿区 1964年 百貨店、鉄道施設 京王電鉄㈱ 鹿島建設㈱ 9

L 81 伊勢丹本店本館 新宿区 1933年 百貨店 ㈱伊勢丹 清水建設㈱ 18

L 90 新宿センタービル 新宿区 1979年 事務所、店舗、駐車場

東京建物㈱、明治安
田生命保険相互会
社、新宿センタービル
特定目的会社、日本

大成建設㈱ 20

L 95 早稲田大学　２号館 新宿区 1925年 大学（図書館、博物館）
学校法人早稲田大
学

大成建設㈱ 21

L 82 東京カテドラル聖マリア大聖堂 文京区 1964年 教会堂・礼拝堂
宗教法人カトリック東
京大司教区

大成建設㈱ 18

L 133 東京大学（本郷）総合図書館 文京区 1928年 大学（図書館）
国立大学法人 東京
大学

清水建設㈱ 31

L 21 東京文化会館 台東区 1961年 文化ホール 東京都知事 清水建設㈱ 4

L 41 国立西洋美術館本館 台東区 1959年 美術館 国立西洋美術館
清水建設㈱、東洋熱工業
㈱、日本電設工業㈱

9

L 66 学校法人 星薬科大学 本館 品川区 1924年 大学本館
学校法人星薬科大
学

清水建設㈱ 14

L 98 清泉女子大学 本館 品川区 1915年
学校校舎（教員室・会議
室・教室・聖堂等）

学校法人清泉女子
大学

㈱三菱地所設計、㈱竹中
工務店

22
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東京都 L 100 キングホームズ代官山 目黒区 1975年 共同住宅（賃貸） 根津 公一 大成建設㈱ 23

L 86 住友スリーエム本社ビル 世田谷区 1974年 事務所 住友スリーエム㈱
㈱日建設計、㈱大林組、
高砂熱学工業㈱、アズビ
ル㈱

19

L 44 コープオリンピア 渋谷区 1965年 住宅、店舗
コープオリンピア管理
組合

清水建設㈱ 10

L 102 明治神宮　外拝殿 渋谷区 1958年 拝殿 宗教法人明治神宮 清水建設㈱ 23

L 128 ヒルサイドテラス1期～5期 渋谷区

1969年（1期：A・B
棟）、1973年（2
期：C棟）、1977年
（3期：D・E棟）、
1985年（4期：ア
ネックスA・B棟）、
1987年（5期：ヒル
サイドプラザ）

共同住宅・店舗・ホール 朝倉不動産㈱ ㈱竹中工務店 29

L 8 東京女子大学一連の建築群 杉並区 1938年 図書館、講堂他
学校法人東京女子
大学

清水建設㈱ 2

L 53 立教学院諸聖徒礼拝堂 豊島区 1920年 礼拝堂 学校法人立教学院
㈱日建設計、清水建設
㈱、㈱大林組

11

L 112
武蔵大学江古田キャンパス
大学3号館・大講堂・根津化学研究
所

練馬区

大学３号館：1923
年、大講堂：1928
年、根津化学研究
所：1936年

大学（講義棟・講堂・研究
棟）

学校法人　根津育英
会武蔵学園

清水建設㈱ 25

L 55 中近東文化センター 三鷹市 1979年 博物館、研究所 ㈶出光美術館 鹿島建設㈱ 12

L 47
東日本電信電話株式会社
研修センタ 講堂

調布市 1956年 講堂 東日本電信電話㈱
㈱NTTファシリティーズ、日
本メックス㈱

10
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東京都 L 115 調布市総合体育館 調布市 1985年 体育館 東京都調布市 ㈱久米設計、鹿島建設㈱ 26

L 120 町田市立国際版画美術館 町田市 1986年 美術館 町田市 大成建設㈱ 27

L 135 ディッフェンドルファー記念館（東棟） 三鷹市 1958年 大学（学生会館兼講堂）
学校法人 国際基督
教大学

大成建設㈱ 32

神奈川県 L 2 東急ドエル桜台コートビレジ 横浜市 1970年 集合住宅
桜台コートビレジ管理
組合

東急建設㈱、㈱東急コミュ
ニティー

1

L 106 大倉山ハイム3号棟～8号棟住宅 横浜市 1979年 共同住宅
大倉山ハイム3号棟
～8号棟住宅管理組
合

鹿島建設㈱ 25

L 119 ホテルニューグランド本館 横浜市 1927年 ホテル
横浜市 、㈱ホテル、
ニューグランド

清水建設㈱ 27

L 57
日清製粉株式会社鶴見工場
工場本館

川崎市 1925年 製粉工場 日清製粉㈱ 清水建設㈱ 12

L 85 NTT横須賀研究開発センタ 横須賀市
1972年（1977年
増築）

研究所 日本電信電話㈱
㈱NTTファシリティーズ㈱、
鴻池組、日本メックス㈱

19

L 93 ザ・プリンス箱根 本館 足柄下郡箱根町 1978年 ホテル ㈱プリンスホテル

㈱松田平田設計、清水建
設㈱、高砂熱学工業㈱、
㈱関電工、㈱西原衛生工
業所

21
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