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　少子高齢化をはじめとする経済成長の鈍化

に加え、温室効果ガスの削減を中心とした環境

問題の解決が求められています。

　このような厳しい状況に建物を対応させてい

くには、時代の要請に合わせて既存建物を改修

することや長期間の使用を考慮して新築建物を

設計することで建物をロングライフ化し、それぞ

れ適切な維持管理、改修を行っていくことが最

も有効です。

　公益社団法人ロングライフビル推進協会

（BELCA）では、建物をロングライフ化するための

ライフサイクル設計の提案や、適切な維持管理あ

るいは優れた改修を実施した既存建物から特に

優秀なものに対する「BELCA賞」の表彰を通じて

ロングライフ化の推進に寄与してきました。

　本冊子では、BELCA賞を受賞した建物の中

から概ね竣工後50年以上経過した建物10事

例を選び、「ロングライフビルディング」とはどのよ

うな建物なのかを紹介します。

®ロングライフビルディングとは？
L o n g  L i f e  B u i l d i n gQ.

A.
　ロングライフビルディングとは変化する社会の要請に応え、100年以上にわ

たり生き生きと活用される可能性を持つ建物をいいます。建物を長い間使い

続けることは、建替えよりも経済的で、かつ地球温暖化への負荷も抑えられま

す。また地域の人々が愛着を感じる街並みの形成につながります。

建物は大切に使い、しっかりと手入れすれば、建替えよりも経済的に長く使うことが
できます。時に所有者や使用方法、建物を取り巻く状況の変化に対応することが必要
となりますが、多くの場合改修することで使い続けることができます。

経済効果

建替えよりも経済的

人々の思い出が詰まった古い建物を大切に扱い、後世に残してい
くことで、愛着を感じる良好な街並みをつくることができます。昔
なじみの建物が並ぶ景観は、その街ならではの顔となります。

景観形成

愛着のある街並み

建物を新たに建てたり、壊したりすると多くの
資材やエネルギーが必要となるばかりか、廃
棄物が大量に発生してしまいます。一方、
建物を長く使い続けることは、省資源、
省エネルギー、省廃棄物となり、地球
環境の保全につながります。

環境配慮

地球に優しい
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北 海 道

工場に刻まれた開拓史
サッポロビール博物館

既存レンガアーチを活用したインテリア

　サッポロビール博物館には、北海道の開拓史や産業史が刻まれています。

　1890年に製糖工場として建設され、その後ビール用製麦工場として転用されたこの施設は、日本ビール

産業の発展を支え、札幌の街とともに成長してきました。工場としての役目を終えた後も、産業史を伝える

博物館として、広く市民に親しまれています。改修工事では、活用しながらの保存が心がけられ、豊かな緑、

赤レンガ、歴史的意匠を活用し、本来の建物がもつ魅力を引き出すように工夫されています。

【第17回BELCA賞ロングライフ部門受賞】維持管理の特徴

　当時の工場のイメージを継承するために、

出来るだけ本物の素材を使用して改修してい

ます。意匠性の高い螺旋階段・レンガ床のアー

チや旧醸造釜は、味わいのある雰囲気を生み

出すインテリアとして再利用されています。

　2006年には、旧ビール工場を合わせた全

体区域を「サッポロガーデンパーク」として整

備し、地域に開いた施設として新たな展開を

見せています。

所在地：札幌市東区北７条東9-2-10
竣工年：1890年
改修年：1987年、2006年
建物用途：博物館・飲食施設　
　　　 　（改修前）製糖工場、ビール用製麦工場
建物所有者：サッポロビール（株）
設計者：サンガーハウゼン社、北海道庁建築課
　　　 大成建設（株）一級建築士事務所（改修）
施工者：元施工者不明
　　　 大成建設（株）（改修）
維持管理者：日本管財（株）

【施設概要】サッポロビール博物館

1966 年サッポロビール園オープン時の様子 併設されたビール園では、北海道の食材が楽しめる
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東　北

蘇るスタジアムの興奮
クリネックススタジアム宮城

　野球好きにはもちろん、野球を知らない人でも楽しめる球場が宮城県仙台市に誕生しました。

　築50年を経た既存の県営球場を改修した新生宮城球場は、様々な角度でゲームを楽しむための工夫が

施されています。例えば、臨場感をダイレクトに味わえる多様な客席、食事をしながら観戦できるレストラ

ン、既存の公園と場外の観客席をつなぎ、試合の雰囲気を味わえるマウンド（楽天山）など、様々な世代の人

が楽しめる「ボールパーク」として人気を集めています。

　収容人数が少ない中、創意工夫あふれる改修が評価され、2007年7月にはオールスターゲームの開催

地に選ばれました。最新の球場にも負けない球場として存在感を高めています。

【第17回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞】改修の特徴 　わずか5ヶ月という超短期間での改造。「近くで」「自由に」「贅沢

に」ゲームを観戦できるように、多様な客席を演出しています。球

場の新しい顔である外観は、耐震診断の済んでいる既存躯体を活

かして増設されました。設備面では、プロ野球球団の要求に応える

ために、電気設備を中心に大幅な増強を行っています。

所在地：仙台市宮城野区宮城野2-422-2他
竣工年：1950年
改修年（工期）：第1期2004年12月～2005年3月
　　　　　　 第2期2005年11月～2006年3月
建物用途：（改修後）観覧場（プロ野球場）、（改修前）観覧場（野球場）
建物所有者：宮城県
改修設計者：KAJIMA DESIGN
改修施工者：鹿島建設（株）

【施設概要】クリネックススタジアム宮城 

観客がバッターボックスやピッチャーマウンドを取り囲む 子供達の遊び場となっている楽天山

Before

After
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　建物を100年以上使うためには、企画・設計・

施工段階からロングライフ化を考慮した適切な

計画を行うことや、維持管理・診断・改修を通し

て、建物の劣化や陳腐化を防ぎ、建物の資産価

値を高めることが重要です。

Column1 建物を長く
使うためには

新築

企画

START!

既存
建物

START!使い方や計画立地などの特性を調査し、
長く有効に使える建物を計画します。

設計
利用者の使いやすさはもとより、維
持管理の効率性や将来の改修や設
備更新への対応にも配慮します。

施工
長く使い続けられるように考えられた
設計に基づき、本来持っている性能を
発揮できるようにつくります。

引渡・検収
設計の意図や建物のつくられ方、引渡後
の使い方、維持管理の方法などの情報を
建物所有者、管理者などに引継ぎます。

運用・維持管理
管理体制を整え、維
持管理を適切に行い
ます。設計の意図と異
なる使い方をすると、
早く傷んだり、事故の
原因となります。

診断

建物は時間の経過とともに傷みます。定期
的な診断によって、状況を把握し、必要に
応じて補修・交換を行うことが必要です。

改修
時代のニーズに合わせて、建物の使い方の変更や設備更新
などの性能向上、耐震補強などを行います。工事箇所以外
の影響も含めて慎重に行う必要があります。

解体・リユース・
リサイクル
解体には、近隣への影
響、有害物質の拡散、
廃棄物の不法投棄な
どを防ぐ環境への配
慮が必要です。解体後
の資材は、再使用した
り、加工して再利用す
ることで、有効に活用
することができます。

建 物 の ラ イ フ サ イ ク ル
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関　東

　伊勢丹本店本館は、東京新宿に建つ昭和初期の趣が残る建物です。1886年、神田明神下に伊勢屋丹治呉

服店として創業した伊勢丹が、1933年に交通ターミナル駅として発展しつつあった新宿に百貨店として進

出しました。建物のデザインは、当時、欧米の建築界で一世を風靡していたアール･デコ様式を随所に取り入

れています。

　十数期に亘る増築・改修を繰り返しながら、時代に合わせて生き続けてきたこの建物は、いまや新宿の街

並みに欠かせない存在となっています。

新宿に生き続けるデザイン
伊勢丹本店本館

【第18回BELCA賞ロングライフ部門受賞】維持管理の特徴

　竣工当時の外装デザインを大

切に保存・継承しながら、社会の

変化と時代のニーズに対応して

機能の更新を行っています。

　2006年には、200種類の草

木を植えた回遊式屋上庭園がつ

くられ、訪れた人々の憩いの場

を提供するとともに、地球温暖

化防止・ヒートアイランド現象抑

制にも貢献しています。

所在地：東京都新宿区新宿3丁目14番１号
竣工年：1933年
改修年：1986年、1993年、2003年、2006年
建物用途：百貨店
建物所有者：（株）伊勢丹
設計者：清水組（現清水建設（株）一級建築士事務所）
施工者：清水組（現清水建設（株））
維持管理者：（株）三越伊勢丹ビルマネジメント

【施設概要】伊勢丹本店本館

地球・都市環境へ配慮した屋上庭園「アイ・ガーデン」

昭和初期から変わらぬ姿で新宿三丁目の交差点に建つ
（1965 年増築完成時）

竣工当時のまま保存されている低層部の石の
彫込みと丸い孔雀模様のブロンズレリーフ
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　東京タワーは、日本でテレビ時代が幕開けた1958年に、世界一高い自立式電波塔として完成しました。

空高く伸びゆく形状は、経済成長への期待と重なり、当時の人々の記憶に深く刻まれています。

　言わずと知れた東京のシンボルとして街に彩りを与えており、毎年300万人以上の観光客が訪れています。

完成から50年経った今も現役でありつづけられるのは、綿密な維持・運用管理によって、竣工当時と変わらぬ

外観、電波塔としての役割、観光スポットとしての魅力を保ち続け、国民に愛されてきたからだといえます。

【第18回BELCA賞ロングライフ部門受賞】維持管理の特徴

　美しい外観を保全するために、1965年以降から5年毎に塔体の塗装替えを実施しています。塗り替え作業は、発信電波に影響

を与えないように、今でも丸太足場を組んで手塗りで行っています。2003年には、デジタル放送に対応するために地上デジタル

アンテナを増設。2005年には、耐震補強及び内装のリニューアルを行うなど、

時代の要請に対応しています。

所在地：東京都港区芝公園４丁目２番８号
竣工年：1958年
建物用途：送信施設・観光施設
建物所有者：日本電波塔（株）
設計者：（株）日建設計、内藤多仲（設計指導）
施工者：（株）竹中工務店
維持管理者：日本電波塔（株）

【施設概要】東京タワー

地上波デジタルアンテナの増設

毎日新聞社提供

送信所、観光施設の耐震補強及び内外装リニューアル

竣工当時から維持されている外観 2002 年にリニューアルされた特別展望台は抜群の眺望が楽しめる

引き継がれる
東京の記憶
東京タワー

関　東
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　1964年、東京オリンピックに訪れる国内外の賓客をもてなすための宿泊施設と

してニューオータニ ザ・メインは建設されました。建設時には、江戸時代から続く由

緒ある緑豊かな日本庭園との共存が図られました。

　2007年、この庭園や都内の眺望をより楽しむために、客室の窓が全面ガラス貼り

に改修されました。明るく開放的な客室は、都心とは思えないほどのゆったりとした

空間を演出しています。

客室から見える抜群の眺望 客席が回転する360度ビューのレストラン

広がる眺望、続く安心
ニューオータニ ザ・メイン

【第19回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞】改修の特徴

　ホテルは、24時間365日稼動しており、大規模な改修を行な

うことが困難です。ニューオータニ ザ・メインでは、工事を3期に

分けて行い、工事中も営業可能部分を確保することで、耐震改修

を実現しました。建替えよりも環境負荷の低い改修で、更なる長

寿命建築として安心して使い続けられるようになりました。

所在地：東京都千代田区紀尾井町4番1号
竣工年：1964年
改修年：2007年
建物用途：ホテル（改修前後とも）
建物所有者：（株）ニューオータニ
改修設計者：（株）日建設計
 エヌアールイーハピネス（株）
 （株）スタジオM
 （株）日建スペースデザイン
改修施工者：大成建設（株）
 （株）関電工
 沖ウインテック（株）
 ダイダン（株）
 （株）城口研究所
 防災エンジニアリング（株）

【施設概要】ニューオータニ ザ・メイン

構造フレームモデル CG 制震ブレース設置のようす

関　東
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中　部

　愛知県名古屋市に、大正から昭和初期に建て

られた「モノづくり」の現場があります。トヨタグ

ループの創始者、豊田佐吉によって自動織機の

発明・完成のために建設された紡織工場です。

　この貴重な建築群を産業遺産として保存し、

「モノづくり」の大切さを次代に伝えるために、

1994年「トヨタテクノミュージアム産業技術記

念館」として新たなあかりが灯されました。

実演コーナーでは「モノづくり」の貴重な体験を楽しめる

時を超えて灯るあかり
トヨタテクノミュージアム産業技術記念館

【第5回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞】改修の特徴 　建物自体の価値を保つため、良いも

のは遺し、必要なものには手を加えて

再生する試みが行われています。中庭

を囲んで建設された工場群は、回遊式

構成の記念館に活かされています。そ

の他にも、鉄骨補強により風合いのあ

るレンガ壁を残すなど、保存のための

行き届いた配慮がなされています。

所在地：名古屋市西区則武新町4-1-35
竣工年：1911年～1934年
改修年：1994年
建物用途：（改修後）博物館
　　　　 （改修前）紡織工場

建物所有者：トヨタグループ
改修設計者：（株）竹中工務店
改修施工者：（株）竹中工務店、（株）大林組
　　　 　　清水建設（株）、（株）伊藤工務店

【施設概要】トヨタテクノミュージアム産業技術記念館

Before

After

建物全体を保存しながらの
改修が行われた

1918



　建物は、多くの人々によって支えられています。ビルのオー

ナーや設計（建築士など）、工事（建築・電気・空調・給排水衛生

など）に関係する人以外にも多くの人々が活躍しています。こ

れらの人々の努力でビルはロングライフ化されます。

ロングライフ化を
支える人々とその仕事

巡回を行い防犯に
努めます。

警備

定期的に建物の傷み具合を診断します。

定期的診断・定期調査

シロアリ・ゴキブリ・ハチなどの
害虫を駆除します。 

日常的に行われる仕事

Column2

害虫駆除

建物や設備を
管理・監視します。

設備管理

汚れを落とし、快適で衛生的な
環境を保ちます。

清掃

スプリンクラーや
防火シャッターなどの
点検を行います。

消防設備点検

安心して使えるように昇降設備の点検や動作確認を行います。

エレベータ・エスカレータの
メンテナンス・定期検査

定期的に行われる仕事
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近　畿

京都に吹き込む新風
新風館

　烏丸三条にある新風館に一歩入ると、そこにはクリエイティブなパワーが溢れる中庭が広がっています。

大正末期、ビジネスの中心地であった烏丸三条は、銀行・郵便局・電話局など、公的機関の中枢施設が集中す

る官庁街でした。新風館の前身である旧京都中央電話局もその一角にあり、建築当時の技術水準の高さを

今に伝える重要な施設として保存されてきました。

　改修は、軽快なデザインを採り入れて「革新」的に行われ、「伝統」を感じさせる重厚な建物に新しい風を

吹き込ました。いまでは若者の交流の場として日々賑わいをみせています。

【第12回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞】改修の特徴

　歴史的景観を持つ建物に敢えて近代的で軽快なデザインを採り入れるこ

とで、「伝統」と「革新」の融合を試みています。建物の外観とヴォリュームを

積極的に保存するため、中庭へつづく施設の新しいエントランスは、フレー

ムで構成されたボイド空間を挿入してつくられています。
所在地：京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町5８６番２
建物用途：（改修後）物販飲食店舗
　　　 　（改修前）電話局
竣工年：第1期１９２６年
　　　 第2期１９３１年　
改修年：２００１年　
建物所有者：ＮＴＴ都市開発（株）
改修設計者：（株）ＮＴＴファシリティーズ
　　　　　 リチャード ロジャース パートナーシップ ジャパン
改修施工者：清水建設（株）

【施設概要】新風館

既存建物に付加される増築部は軽さを強調したフレームで構成 烏丸通りに面する新しいエントランス

Before After
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時代を繋ぐ挑戦のこころ
ルポンドシエルビル（大林組旧本店ビル）

　1923年に関東大震災が起きた後、建物の耐火性と耐震性の向上が必要とされていました。この時代の要請

に応え、アメリカの最新工法と、当時流行していたスパニッシュスタイルをいち早く取り入れて建設されたのが

ルポンドシエルビルです。

　まるで外国に来たかのような雰囲気をかもしだす重厚で格調の高い外観は、長年変わることなく、街の顔と

して親しまれてきました。2007年の耐震補強改修を含むテナント入れ替え工事にて新たに設けられた「大林

組歴史館」では、大阪の街と共に成長してきたこの建物の歴史などが展示されています。

いまはレストランや歴史資料館が入っている 新設された「大林組歴史館」

【第18回BELCA賞ロングライフ部門受賞】維持管理の特徴

　2007年の耐震補強改修を含むテナント入れ替え工事では、対岸からの景観の要となる個性豊かな外観のデザインを損なわな

いように、耐震壁を既存窓の内側に設けるなど、多くの工夫が凝らされています。新しいテナントには、建物名のもととなったフレ

ンチレストランが入り、この建物の象徴的な存在となっています。

所在地：大阪市中央区北浜東6-9
竣工年：1926年
改修年：2007年
建物用途：レストラン・企業の歴史資料館・事務所
建物所有者：大林不動産（株）
設計者：（株）大林組本店一級建築士事務所
施工者：（株）大林組
維持管理者：大林不動産（株）

【施設概要】ルポンドシエルビル
                   （大林組旧本店ビル）

ライトアップされた
個性的な外観 レストラン「ルポンドシエル」の内観

近　畿
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中　国

　世界平和記念聖堂は、建設資材はおろか

食料さえ十分にない戦後の時代に、多くの

人の協力を得て建設されました。ステンドグ

ラス、扉、欄間彫刻などは、建設を願う全世

界の人々から寄贈されました。維持されて

きた細部の装飾は、人の心が通い、歳月を

重ねるごとに、味わいを増しています。

　2006年7月、広島平和記念資料館と共

に、戦後建物として初めて国の重要文化財

に指定されました。平和な世の中を願い、平

和な心を育む。そんな人々の想いがこの建

物を一段と成長させています。

ステンドグラス 扉 欄間彫刻

【第1回BELCA賞ロングライフ部門受賞】維持管理の特徴

　通常の管理は教会の信徒を中心と

した管理部のメンバーが行い、大きな

補修工事は保存活用委員会が清水建

設の協力を得て対応しています。

1983年には、大聖堂外壁補修・補強

工事にて9,000本のステンレスピン

でレンガの安定を図りました。1986

年にはドーム屋根及び内部内陣壁天

井修理、1989年には外壁浸透性吸水防止剤吹付工事、2001年にはコンクリート

劣化部やレンガの補修工事、ステンドグラスやサッシ補修工事を行うなど、長期保

全計画表に基づき、点検と補修による維持管理に努めています。

所在地：広島県広島県中区幟町4-29
竣工年：1954年
建物用途：教会
建物所有者：宗教法人 カトリック広島司教区
設計者：村野藤吾
施工者：清水建設（株）
維持管理者：三末篤實 

【施設概要】世界平和記念聖堂

1986年に補修されたドーム屋根

世界の友愛と平和のしるし
世界平和記念聖堂
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九　州

ロングライフオフィス
天神ビル

竣工当時から変わらない外観は天神の街に根付いている 特徴的なステンレスサッシの窓

【第17回BELCA賞ロングライフ部門受賞】維持管理の特徴

　建築面では、建設当時の洗練された外壁のデザインを維持し、変わらぬ外観が街のランドマークとして根付いています。

　設備面では、夜間電力利用の氷蓄熱方式への転換や、照明の人感センサー導入など、省エネルギー化に対応した改修を行ってい

ます。その他にも、バリアフリー化やテナントビルとしての装備の充実など、時代のニーズに合った改修は利用者から高い信頼を

得ており、貸会議室の利用率、テナント入居率ともに高い状態を永年維持しています。

所在地：福岡市中央区天神2-12-1
竣工年：1960年
建物用途：事務所
建物所有者：（株）電気ビル
設計者：（株）竹中工務店
施工者：（株）竹中工務店
維持管理者：（株）電気ビル

【施設概要】天神ビル

バリアフリーに対応した会議室階
時代に合わせたイメージに改修した
エントランスホール

　1960年、当時日本で第2位の高さを誇る最新のビジネスセンターとして天神ビルは誕生しました。事務

所のほかにいくつかの公共的用途を備えた複合ビルとして、多くのビジネスマンに利用されてきました。

　竣工から50年以上経ついまも、建築・設備機能をテナントニーズに合わせて定期的に改修・更新すること

で、利用者に愛されるロングライフオフィスとして進化を続けています。
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【ロングライフ部門】
建築物のロングライフを考慮した適切な設計のもとに建設され、長年にわたり継続
的に維持保全を実施した、特に優秀な建築物で、建築後３０年以上を経過している建
築物を対象としています。（第14回（平成１６年度）までは、建築後２０年以上でした）

【ベストリフォーム部門】

第19回（2009年度）BELCA賞

BELCA賞分布地図

受賞数
186件

（2010年9月現在）

最近改修（リフォーム）された建築物で、その改修によって画期的な活性化を図った
もののうち、特に優秀な建築物で、改修後１年以上５年未満の建築物を対象として
います。 

ロングライフ部門

NTT横須賀研究開発センタ 住友スリーエム本社ビル 出石　永楽館 神奈川県立青少年センター 九州工業大学
先端教育コラボレーションプラザ

日本大学理工学部
駿河台校舎5号館

碧南市藤井達吉現代美術館 ホテルニューオータニ本館武庫川女子大学附属中学校・高等学校
校舎棟

北海道大学
農学部本館

ベストリフォーム部門

　BELCA賞は、適切な維持保全を実施したり、優れた改修を

実施した建築物のうち、特に優良な建築物の関係者を毎年度表

彰し、良好な建築ストックの形成に寄与することを目的とした

我が国で最も長い歴史と実績を誇る既存建築物の総合的表彰

制度です。以下の2部門を設けています。

BELCA賞の
概要

Column3

BELCA 賞受賞建築物に贈呈されるパネル

青森
L㉘弘前市民会館・弘前市立博物館

秋田
B42十和田ホテル
B49秋田公立美術工芸短期大学・
秋田市立新屋図書館

群馬
B45太田市立休泊小学校
B60群馬県 昭和庁舎
B80正田醤油株式会社本社屋

愛知
L35東海銀行本店
L56南山大学 名古屋キャンパス
L71名古屋商工会議所
B③蒲郡プリンスホテル
B⑧ホテル ナゴヤキャッスル
B⑲産業技術記念館
B40キリンビール名古屋工場総合棟
B61ノリタケの森
B97碧南市藤井達吉現代美術館

静岡
L59MOA美術館
B88静岡銀行浜松営業部本館

香川
L⑩百十四ビル愛媛

L㉛伊予銀行本店
L48別子銅山記念館

大分
B⑬赤レンガ館
B44宇目町役場庁舎

沖縄
L50沖縄ハーバービューホテル

熊本
B⑮熊本県立美術館分館
B58ピーエス株式会社オランジュリ

長崎
L⑮日本二十六聖人記念館

佐賀
B59旧古賀銀行

福岡
L37門司ゴルフ倶楽部 クラブハウス
L73旧古河鉱業若松ビル
L78天神ビル
B35北九州市 旧門司税関
B95九州工業大学先端教育
コラボレーションプラザ

山口
L⑰宇部市渡辺翁記念会館
L67天照皇大神宮教 本部道場
B⑩クリエイティブ・スペース・赤れんが

島根
L㉓出雲大社庁舎
B50カラコロ工房

広島
L①世界平和記念聖堂
L52ひろしま美術館

岡山
L⑱大原美術館
L39岡山市立オリエント美術館
B77旧日銀岡山支店 ルネスホール
B81岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館
B  「きらめきプラザ」

新潟
B⑯第四銀行本店
B⑳日本歯科大学新潟歯学部
B55上越市市民プラザ
B69旧第四銀行住吉町支店
B72新潟日報社 ニュースセンター

長野
L34八十二銀行本店
L51上高地帝国ホテル
B㉖メルシャン軽井沢美術館
B84養命酒健康の森　記念館

京都
L⑥国立京都国際会館
B⑪南座
B㉕舞鶴市立赤れんが博物館
B㉘アサヒビール大山崎山荘美術館
B51京都芸術センター
B57新風館
B79COCON KARASUMA（古今烏丸）
B86龍谷大学大宮学舎　大宮図書館

兵庫
L74神戸女学院 校舎棟
L80武庫川女子大学　甲子園会館
L88武庫川女子大学附属中学校・高等学校　校舎棟
B⑨ROKKO23（平成7年除却）
B⑫UCCコーヒー博物館
B⑰王子市民ギャラリー
B⑱神戸郵船ビル
B㉒水の科学博物館
B33明石の家
B37大丸神戸店
B47神戸税関 本関
B48洲本市立図書館
B53フロインドリーブ
B93出石　永楽館

奈良
L63三輪そうめん山本本社
B㉔奈良県文化会館
B66奈良県庁舎

大阪
L⑲大同生命江坂ビル
L㉒日本生命保険相互会社本店（本館ビル）
L38よみうり文化センター
L49大阪厚生年金会館
L60ザ・シンフォニーホール
L64大阪芸術大学 塚本英世記念館／
芸術情報センター

L65大阪女学院 北校舎・チャペル
L72リーガロイヤルホテル
L76臨南寺本堂
L84ルポンドシエルビル（大林組旧本店ビル）
B①大阪マーチャンダイズ・マートビル
B75アーバンBLD心斎橋

※冒頭の英・数字…L①～88はロングライフ部門
　　　　　　 B①～98はベストリフォーム部門

栃木
L79日光金谷ホテル

神奈川
L②東急ドエル桜台コートビレジ
L57日清製粉株式会社 鶴見工場 工場本館
L85NTT横須賀研究開発センタ
B㉑ホテルニューグランド
B㉗横浜市大倉山記念館
B62ふれあい横浜メディカルセンタービル
B63横浜赤レンガ倉庫
B67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

B74横浜郵船ビル
B89大成建設 技術センター本館
B94神奈川県立青少年センター

北海道
L77サッポロビール博物館
L87北海道大学　農学部本館
B④札幌ロイヤルホテル
B⑤花と工芸の館
B⑦函館ヒストリープラザ
B32ぺテルブルグ美術館

千葉
B㉓千葉市美術館・中央区役所
B㉛日鉄セミコンダクター株式会社館山工場

東京
L③服部時計店
L④パレスサイド・ビルディング
L⑤丸ノ内ビルヂング（平成9年除却）
L⑦東京証券会館
L⑧東京女子大学 一連の建築群
L⑨日本生命 日比谷ビル
L⑪ホテルオークラ本館
L⑫近三ビルヂング
L⑬国立劇場
L⑭三愛ドリームセンター
L⑯三井本館
L⑳ディックビル
L㉑東京文化会館
L㉔サンワ東京ビル
L㉕在日アメリカ合衆国大使館 大使公邸
L㉖文藝春秋本社ビル
L㉗経団連会館
L㉙富士銀行本店
L㉚霊友会釈迦殿
L33新宿三井ビルディング
L36東京商工会議所ビルディング
L40京王ビル（新宿駅ビル）
L41国立西洋美術館本館
L42日本アイ・ビー・エム 本社ビル
L43丸石ビルディング
L44コープオリンピア
L45国際ビルヂング・帝劇ビル
L46最高裁判所庁舎
L47東日本電信電話株式会社 研修センタ 講堂
L53立教学院諸聖徒礼拝堂
L54飯野ビル
L55中近東文化センター
L58三井物産本店ビル
L61新青山ビルヂング
L62世界貿易センタービルディング
L66学校法人 星薬科大学 本館
L68三越本店本館
L69市政会館
L70ダヴィンチ銀座（旧リッカー会館）
L75日本武道館
L81伊勢丹本店本館
L82東京カテドラル聖マリア大聖堂
L83東京タワー
L86住友スリーエム本社ビル

B②鹿島建設本社ビル第１棟、第２棟
B⑥小平記念 東京日立病院
B⑭霞が関ビルディング
B㉙学校法人 品川女子学院（東棟）
B㉚DNタワー21（第一・農中ビル）
B34家の光会館
B36聖書キリスト教会 東京教会
B38東洋英和女学院中学部・高等部校舎
B39ウインズ浅草
B41聖路加国際病院1号館・トイスラーハウス
B43日清製粉新本社ビル
B46杏林製薬本社ビル
B52大和銀行虎ノ門ビル
B56新大手町ビル
B64東京国立近代美術館
B65巴川ビル
B68立教大学第1食堂
B70国立国会図書館国際子ども図書館
B71東京大学赤門総合研究棟
B73一橋大学 兼松講堂
B76アップルストア銀座（サエグサ本館ビル）
B78くらしの友桜新町式場
B82国際文化会館本館
B85Lattice shibaura（ラティス芝浦）
B87行幸地下通路（丸の内駐車場）
B90綱町三井倶楽部
B92松田平田設計本社ビル
B96日本大学理工学部駿河台校舎５号館
B98ホテルニューオータニ本館

岩手
L32岩手県民会館

宮城
B83宮城球場

茨城
B54茨城県立図書館

埼玉
B91東洋大学 朝霞校舎 実験工房棟


