
１－４．その他

飲食店の騒音対策と建築設計 埼玉県 双葉ハイツリフォーム設計 東京都

「ディスコ５スポット」電気音響設備設計 東京都 角田邸建築設計 東京都

本八幡マンション遮音改善の検討と建築設計 千葉県 九州電力大分発電所音響設計 大分県

エレクトーンハウス建築設計 埼玉県 マジシャン・ポップ建築設計 茨城県

荒川製鋼騒音対策の検討 埼玉県 読売新聞社遮音設計 東京都

戸田共進製本所騒音・振動調査 埼玉県 中越パルプ工業㈱川内工場騒音調査対策 鹿児島県

三菱電気㈱無響室基本設計 群馬県 九州電力㈱湯山発電所騒音対策 大分県

青葉製作所防音工事新築工事建築設計 埼玉県 東北電力㈱仙台火力発電所騒音対策 宮城県

キノシタ楽器エレクトーンハウス新築工事建築設計 埼玉県 中越パルプ㈱神岡チップセンター騒音対策 長野県

中央大学多摩校タイプライター教室基本計画の検討 東京都 サラウンド効果のための建築音響提案 京都府

法政大学工学部残響室の検討 東京都 ＴＣビル新築工事建築設計 茨城県

松浦ビル音楽マンション音響設計 埼玉県 ＴＣアネックスビル新築工事建築設計 茨城県

三洋工業屋上換気扇騒音測定用遮音壁設計 埼玉県 東北電力㈱鍋田変電所防音設計 宮城県

スカイラウンジ「星の舘」音響上の検討 埼玉県 桑崎邸新築工事建築設計 東京都

いおち商会ショールーム設計 埼玉県 熱海「ヴィラ・デル・ソル」遮音設計 静岡県

塚本邸住宅設計 埼玉県 中越パルプ工業㈱二塚工場防音設計 富山県

宏和工業工場遮音対策検討 埼玉県 桑崎医院新築工事建築設計 栃木県

音楽マンション音響上の検討 東京都 オフィスＩ事務所設計 東京都

日産ディーゼル太田工場テストベンチ室騒音推定 群馬県 東洋パルプ㈱抄紙機建屋音響上の検討 広島県

倉持邸住宅設計および倉持インテリアファニチャービル建築設計 埼玉県 大野邸新築工事建築設計 東京都

鳥海邸住宅設計 埼玉県 上智学院騒音対策検討 東京都

法政大学工学部残響室拡散板設計 東京都 中越パルプ工業㈱二塚工場騒音対策 富山県

足立区神明町排水場建屋改築工事遮音についての検討 東京都 ブルーノート東京音響設計 東京都

東京ディズニーランド「ミート・ザ・ワールド」音響設計 千葉県 東洋パルプ㈱呉工場５Ｍ／Ｃ音響上の検討 広島県

石膏パネル遮音推定 ヘルシーランドラポーレ騒音対策 埼玉県

御前崎グランドホテル「太平閣展望ﾅｲﾄﾚｽﾄﾗﾝ」音響上の検討 静岡県 中越パルプ工業㈱川内工場騒音対策 鹿児島県

ハイツ高野台周辺騒音環境調査の検討 東京都 東北電力㈱須賀川変電所防音設計 福島県

ホテルＡＶパンフレットデザイン 高島平手塚動物病院防音設計 東京都

木下楽器小手指店新築工事建築設計 埼玉県 飯田邸音響設計 東京都

京王プラザホテル可動間仕切り音響改善 東京都 竹内ビル新築計画 東京都

高見邸新築工事建築設計 神奈川県 王子製紙㈱春日井工場振動対策検討 愛知県

西九州互助会佐賀会館可動間仕切り遮音推定 佐賀県 巣鴨平和霊園音響設計 東京都

㈱トーモク小牧工場騒音対策 愛知県 中越パルプ㈱能町工場騒音対策検討 富山県

上妻病院脳波室音響改善 東京都 東洋パルプ㈱呉工場騒音対策検討 広島県

都ホテル東京増築工事に関する音響上の検討 東京都 久木邸住宅設計 東京都

共同印刷騒音対策検討 東京都 王子製紙㈱春日井工場騒音対策検討 愛知県

各構造体の遮音推定 岩手県 王子製紙㈱春日井工場９Ｍ／Ｃ騒音推定 愛知県

奈良市大安寺浄化センター騒音軽減のための検討 奈良県 サギノミヤ製作所建築設計 東京都

ホテルクラブＳＰ考察 静岡県 大宴会場音響検討クラブチッタ音響設計 神奈川県

劇場映画館等に関する法規上の検討 江古田ＡＰ２建築設計 東京都

㈱トーモク横浜工場騒音軽減のための検討 神奈川県 サギノミヤ防音ＢＯＸ設計 東京都

メゾン武蔵野新築工事基本設計 東京都 王子製紙㈱米子工場騒音推定 鳥取県

ニットーモール空調設備運転騒音軽減対策 埼玉県 高井邸音響設計 東京都

㈱西武百貨店池袋店技術協力 東京都 竹内ビル工事監理 東京都

専修学校新築工事基本設計 東京都 クラブハウス音響設備検討

全日自労会館労働者パブ音響上の検討 東京都 西陣住宅団地第４次分譲事業計画防音塀音響検討 兵庫県

大京観光ライオンズマンション遮音構造の検討 神奈川県 大島クラブ建築設計 東京都

小松市新庁舎各室残響検討 富山県 日本機器工業向け防音ＢＯＸ設計 東京都

地中海クラブ遮音設計 東京都 ＢＣＴホテル計画 東京都

東洋パルプ㈱呉工場遮音設計 広島県 妙国寺音響対策検討 東京都
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東京デラコ－ト音響コンサルタント 東京都 オフィス空間における音の影響について

竹内事務所新設工事コンサルタント 東京都 沼津技術専門校 静岡県

松戸プロジェクト建築設計 千葉県 建築構造体透過損失推定

Ｙプロジェクト音響設計 東京都 ㈱ニフコ コンピュータ室遮音性能検討 東京都

在家日蓮宗浄風会本部大道場残響推定 東京都 リクルート本社ビル音響性能確認実験および監理支援業務 東京都

中川ビル新築にともなう騒音振動コンサルタント 東京都 野村邸改修工事サポート 東京都

桑崎邸住宅設計 栃木県 埼玉県学校給食パン米飯協同組合遮音対策監理 埼玉県

八幡工業団地音響検討 愛知県 立川市立西砂小学校遮音推定 東京都

水上の森美術館空調設備消音設計 東京都 武蔵野総合体育館メインアリーナ改修提案 東京都

平和島競艇場室内観覧席音響検討 東京都 ＳＤ透過損失推定

プリンスハイツ騒音検討 千葉県 シネマズ菖蒲シアター１１新設のための音響コンサルタント 埼玉県

宮原邸改修設計 東京都 岡村製作所劇場椅子に関する音響コンサルタント

東京都区部新美術館遮音検討 東京都 片桐邸フラメンコスタジオ音響設計 東京都

パルロイヤル東伏見遮音検討 東京都

王子コ－ンスタ－チ㈱工場増設に伴う騒音考察 岡山県

コーターマシン騒音対策検討 愛知県

中越パルプ工業㈱騒音対策 鹿児島県

あさば旅館改修工事音響技術協力 静岡県

妙善寺本堂客殿新築工事音響検討 神奈川県

神楽坂プロジェクト音響設計 東京都

全日空本社役員会議室音響考察 東京都

芦屋競艇場騒音調査・騒音検討 福岡県

自然史博物館「エンバイラマ館」音響設計 福岡県

ＭＭ２１線「北仲駅」音響調査と可聴化による音響評価 神奈川県

ＭＭ２１線「ＭＭ中央駅」音響調査と可聴化による音響評価 神奈川県

ＭＭ２１線「元町駅」音響調査と可聴化による音響評価 神奈川県

スパンドレル吸音実験と吸音性状考察

桑崎邸建築設計 東京都

岡村製作所富士工場試験室建築基本設計と音響設計 静岡県

柏木ビルリニューアル設計 東京都

岡村製作所パーテション考察

王子製紙㈱大分工場騒音対策 大分県

㈱チューエツ富山工場騒音対策 富山県

アスト津スライディングウォール対策 三重県

メゾンベール下目黒環境考察 東京都

高砂製紙騒音対策 茨城県

王子コンテナー包装試験機調査および対策 東京都

王子製紙富士工場騒音振動考察 静岡県

関西パック加古川工場騒音対策 兵庫県

王子製紙日南工場振動対策考察 宮崎県

王子チヨダコンテナー茨城工場騒音対策 茨城県

霞ヶ関Ｒ７ナレッジセンター建築設計 東京都

メゾンベール白金台環境考察 東京都

リクルートサースタワーＰＪ 東京都

紀州製紙紀州工場騒音対策 和歌山県

王子チヨダコンテナー秋田工場騒音対策 秋田県

王子製紙春日井工場騒音対策 愛知県

王子特殊紙東海工場富士事業所騒音対策 静岡県

こどもの城パーティション考察 東京都

サウンドマスキング音響コンサルタント

9


