
１－３．映画館・ＡＶシアター・スタジオ・試聴室・ピアノ室

大島邸リスニングルーム建築設計 埼玉県 栃木県立上三川高等学校ビデオスタジオ音響設計 栃木県

ＳＴＵＤＩＯ ＴＡＫＥ ＯＮＥ改修設計 東京都 土浦ビデオシアタープロポーザル 茨城県

Ｔスタジオ基本計画 東京都 ライベックスﾔﾝｸﾞｲﾝ新宿ビルビデオシアタープロポーザル 東京都

中央大学多摩校舎スタジオ工事技術協力 東京都 富士興産町田ビルビデオシアタープロポーザル 東京都

石田邸ピアノレッスン室設計 東京都 香林坊ビデオシアタープロポーザル 石川県

歴史民族博物館講堂録音室音響設計 千葉県 富山県庁ビデオシアタープロポーザル 富山県

㈱東京映像企画ブース基本設計 東京都 秋田県多目的ビデオシアタープロポーザル 秋田県

大韓民国三星電子㈱試聴室設計 韓国 聖跡桜ケ丘ビデオシアタープロポーザル 東京都

ヤマギワ電気本店特別試聴室建築設計技術協力 東京都 横浜そごうビデオシアタープロポーザル 神奈川県

塚本音楽教室新設工事建築設計および監理 埼玉県 大阪ショッピングセンタービデオシアタープロポーザル 大阪府

エレクトーン教室新設工事建築設計 埼玉県 サンリバー地下シアタープロポーザル 大阪府

川井邸リスニングルーム音響上の協力 愛知県 大森邸リスニングルーム建築設計 島根県

木下ＳＴＵＤＩＯ音響改善設計 埼玉県 東京音配㈱調整室ブース建築設計 東京都

ＫＯＬＧスタジオの基本設計 東京都 ビーングブース音響上の検討 東京都

ＳＴＵＤＩＯ ＴＡＫＥ ＯＮＥ空調改善 東京都 大森スタジオ設計協力 東京都

橋本邸リスニングルーム新築工事建築設計 東京都 福岡邸ピアノ室音響改善 東京都

ソウルＳＴＵＤＩＯ設計図書作成 韓国 タッド・ポール・スタジオ建築設計 東京都

ＣＨＥＲＲＹ ＩＳＬＡＮＤ ＳＴＵＤＩＯ建築設計 東京都 岩川邸リスニング・ルーム音響設計 千葉県

サロン・ド・サングリエ建築設計 東京都 近鉄デパートビデオシアタープロポーザル 奈良県

国立近代美術館ビデオ室基本設計 東京都 ＳＯＮＹビデオシアタープロポーザル 東京都

クウィーポ狛江ピアノ室音響上の検討 東京都 オリオン座ビデオシアタープロポーザル 沖縄県

四ツ谷放送アカデミー遮音検討 東京都 住道市ポップタウンビデオシアタープロポーザル 大阪府

春日屋邸リスニングルーム建築設計 神奈川県 柳井ショッピングセンタービデオシアタープロポーザル 山口県

スタジオ・シーバード建築設計 埼玉県 中野武蔵野ホテル・ビデオシアター 東京都

横須賀邸リスニングルーム音響設計 神奈川県 ＳＯＮＹビデオ・シアター工事内訳書

井上邸ピアノ室建築設計 埼玉県 新越谷ラドンセンタ－ビデオ・シアター 埼玉県

大野ビルスタジオ音響設計 埼玉県 厚木ロイヤルホテルビデオ・シアター 神奈川県

ＮＨＫ三鷹スタジオ音響上の検討 東京都 キンカ堂コロクタウンビデオ・シアター 埼玉県

ありあけ総合開発計画（ＴＶスタジオ）音響設計 東京都 第一千間台ラドン温泉ビデオ・シアター 埼玉県

野間邸リスニングルーム建築設計 埼玉県 取手駅西口地区ビデオ・シアター 茨城県

ＴＷＯ ＵＰ スタジオ建築設計 神奈川県 ＳＯＮＹビデオ・シアター建築設計

ロックスタジオ２４設立のための技術協力 埼玉県 近鉄百貨店ビデオ・シアター 奈良県

ビクタースタジオ建築設計 東京都 東部事業映画館改修設計 静岡県

ビルマ国営放送局音響設計 ビルマ 聖蹟桜ケ丘ビデオ・シアター 東京都

関内スタジオ設計指導 神奈川県 高橋邸オーディオ・システム設計 東京都

スモーキースタジオ建築設計 東京都 ハイブライト・スタジオ建築設計 東京都

三鷹市立第７中学校体育館・音楽堂・視聴覚教室残響検討 東京都 外池邸リスニング・ルーム建築設計 東京都

神奈川県民共済・日本団体生命ホール音響設計 神奈川県 深井邸ピアノ室技術協力 神奈川県

㈱東京現像所第一試写室建築設計 東京都 橋本邸リスニング・ルーム改修設計 東京都

ＳＯＮＹビデオシアタープロポーザルおよび技術協力 チネチッタ音響設計 神奈川県

臼井ジャスコビデオシアター音響の提案 千葉県 ９９シアター建築設計 東京都

マリンピアビデオシアター音響の提案 千葉県 スタジオ２５建築設計 東京都

㈱東京現像所第二試写室建築設計 東京都 シブヤ楽器改修設計 東京都

上野邸リスニングルーム設計 東京都 雄倉邸ピアノ室建築設計 東京都

プラッツ大泉スタジオ・リスニングルーム音響上の提案 東京都 桐生邸ＡＶルーム建築設計 埼玉県

アルカディアスタジオ改修設計 東京都 谷川音楽サロン 神奈川県

トクナガレジデンス リスニングルーム音響設計 東京都 野崎邸リスニングルーム建築設計 山梨県

北村邸リスニングルーム建築設計 広島県 筒井邸リスニングルーム建築設計 埼玉県

㈱ビックｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙリハーサルルーム防振改善検討 東京都 スタジオ２５ビデオホームラボ建築設計 東京都

鈴木邸ピアノ室遮音改善 東京都 クロースタジオ音響設計 東京都
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スター楽器スタジオ浦田店建築設計 神奈川県 パティオ明大前音楽室音響設計 東京都

スター楽器スタジオ小杉店建築設計 神奈川県 ア－トヒルズＩＭＡＸシアタ－音響設計・監理 長野県

スター楽器スタジオ浦田本店建築設計 神奈川県 ホームＴＨＸシアター音響計画 東京都

スター楽器スタジオ小杉本店建築設計 神奈川県 葉邸ホームシアター音響設計 東京都

キャットミュージカルカレッジスタジオ新設建築設計 大阪府 日本生命放送スタジオ計画音響設計                 東京都．千葉県． 大阪府

佐藤クラシックスタジオ建築設計 東京都 世界都市博覧会「みどり館」音響設計 愛知県

スター楽器スタジオ中原店建築設計 神奈川県 ビデオル－ム音響設計 東京都

京都市交響楽団練習場音響設計 京都府 東京都庁特別会議室改修設計 東京都

安部邸リスニングルーム音響設計 東京都 高度職業能力開発促進センタ－スタジオ改修設計・監理 千葉県

スタジオＢｅフリー音響診断 東京都 小学体育館音楽室音響設計 青森県

ミサワハウスＡＶルーム音響改修提案 茨城県 ＡＳ－６／ＡＶルーム音響設計 長野県

日本生命光明池ビルＡＶ室・ＴＶ会議室音響設計 大阪府 シネマプラザ音響設計 千葉県

山根邸ピアノ室建築設計 東京都 生涯学習センタースタジオ音響検討 東京都

ミサワハウスＡＶルーム音響設計 茨城県 スタジオスペースベリオ建築設計・音響設計 東京都

モービルガソリン中目黒SSカーオーディオ試聴室建築設計 東京都 渋谷ライブカフェ音響設計 東京都

Ｆビル 西電工スタジオ建築設計 東京都 安全衛生総合センターＡＶシアター・バーチャルシアター音響設計 東京都

三恵スタジオ建築設計 東京都 日本ＡＭＷＡＹ講堂音響設計 東京都

南千住ＣＡＴＶ室内音響計画 東京都 スタジオロード＆スカイ音響設計 東京都

上五スタジオ建築設計 東京都 シネマコンプレックス音響設計

ニッサン自動車ＴＶスタジオ音響設計 東京都 伊東コートヴィラ新築工事音響設計 静岡県

ザンビア・アナウンス・ブース建築設計 ザンビア デジタルハリウッド音響協力 東京都

浦安市ＣＡＴＶ音響設計 千葉県 メトロポリタンプラザシアター改修工事音響設計 東京都

図研研究所ＡＶホール改修設計 神奈川県 ＭＳＤＷビデオスタジオ音響設計 東京都

塩浜ビル ＳＴＵＤＩＯ音響設計 東京都 ＤＬゲストハウス新築工事ＡＶルーム音響設計 静岡県

「映像制作センター」建築計画 東京都 日本生命ＮＩＣＥ計画基本計画検討 東京都

日本生命ニューオータニ館ＴＶ会議室音響設計 東京都 渋谷ビデオ編集室音響技術協力 東京都

シャープビデオシアター音響設計 千葉県 田中邸スタジオ建築設計 東京都

新宿１００音楽館設計・コンサルタント・監理 東京都 クラシック喫茶「自分の木」音響設計 宮城県

ラベルメゾン設計 東京都 沖縄県立現代美術館「映像室」音響設計 沖縄県

船橋スタジオ設計・コンサルタント・監理 千葉県 こうろぎ社スタジオ改修提案 東京都

日本生命大阪本館５ＦＴＶ会議室音響設計 大阪府 プラティアアカデミー中国古典楽器スクール音響設計 東京都

日本生命日比谷シャンテＴＶ会議室音響設計 東京都 辻内邸ピアノ室音響設計 東京都

寺田邸設計コンサルタント 東京都 鈴木邸音楽サロン音響設計 宮城県

お茶の水ノーチラスクラブ設計および現場監理 東京都

横須賀シ－ウィンドウ「小林楽器」音響設計 神奈川県

生光学園ＡＶホ－ル建築設計 徳島県

ＡＬＯＴ中野ＣＡＴＶスタジオ音響設計 東京都

千葉県立オムニマックスシアタ－音響設計 千葉県

集合事務所（浦安ＣＡＴＶ）音響指導 千葉県

サントリ－ＩＭＡＸシアタ－音響設計・監理 大阪府

芝浦ベイスタジオ音響設計および指導 東京都

今関ビル多目的室音響設計 東京都

富山県立山遥望館音響設計・監理 富山県

ＴＶＴスタジオ基本計画 東京都

東京書籍スタジオ音響検討 東京都

東京ベイスタジオ改修設計・監理 東京都

桑崎邸ＡＶ室設計 栃木県

立川ＴＨＸシアタ－音響設計協力 東京都

郵政省ＴＶ会議室設計協力 全国

鳥取県立根雨高等学校音楽科練習室音響設計 鳥取県
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