
１．音響設計・建築設計および検討 2011年3月31日 現在

１-１．文化会館・市民会館・公民館等のホール

小松市公会堂音響調整室改修工事設計図作成 石川県 王生町文化会館音響上の検討 栃木県

草津市民会館改修設計 滋賀県 科学万博「東芝館」音響コンサルタント 茨城県

八日市芸術文化会館音響設計 滋賀県 芸術座音響改修工事における音響評価 東京都

在タイ日本国大使公邸ホール音響基本設計 タイ国 京都市東部文化会館音響設計 京都府

Ａ市民会館音響設計 新宿コマスタジアム音響改修設計 東京都

白老町中央公民館ホール残響特性についての検討 北海道 宝塚大劇場音響設計コンサルタント 兵庫県

唐津市体育文化エンターホールおよび体育館音響検討 佐賀県 ＫＢＳ国際放送センター公開ホール 韓国

矢板市文化会館音響設計 栃木県 （仮称）多摩健康づくり総合センター音響設計 東京都

ポートピア'８１松下館音響設計 兵庫県 日産労働会館音響設計駒西総合センターホール音響設計 埼玉県

北区赤羽会館音響検討 東京都 皆野町文化会館音響設計 埼玉県

黒磯市文化会館音響設計 栃木県 鎌倉市中央公民館改修技術協力 神奈川県

国立文楽劇場音響設計 大阪府 佐伯区民センター音響設計 広島県

豊見城中央公民館音響設計 沖縄県 吉永町立社会福祉センターホール音響設計 岡山県

登別ホール音響設計 北海道 宮津会館音響改修設計 京都府

矢板市文化会館設計技術協力 栃木県 下田市民文化会館音響設計 静岡県

新津市民会館音響改善検討 新潟県 白石町農村改善センター多目的ホール音響設計 佐賀県

恵庭市中央公民館音響設計 北海道 杉並区立社会教育センター(ｾｼｵﾝ杉並)音響設計 東京都

東大宮コミュニティセンター音響設計 埼玉県 秋田県立総合婦人会館美術館音楽堂音響設計 秋田県

東京簡易保健会館ＳＰ施工図作成 東京都 奈良市コミュニティセンターホール音響設計 奈良県

綾瀬市民文化センター音響上の検討 神奈川県 越谷市北部文化会館音響設計 埼玉県

津別町中央公民館音響設計 北海道 コートニー６１オーディトリアム 沖縄県

金沢教育会館音響設計 石川県 兵庫県子供の城ホール音響設計 兵庫県

山口教育会館音響設計 山口県 中原会館音響設計 神奈川県

日生町文化会館音響設計 岡山県 東久留米市立西部地域センター音響検討 東京都

上尾コミュニティセンター音響設計 埼玉県 横浜万博「開港ホール」音響設計 神奈川県

砺波市文化会館 富山県 春日部市教育センター音響設計 埼玉県

青野ホール音響検討 愛媛県 新宿区箪笥町特別出張所等区民施設ホール音響設計・監理 東京都

国立文楽劇場音響評価検討 大阪府 江戸川区立小岩地区区民施設ホール音響設計・監理 東京都

オーディオ・ビジュアルセンターホール音響基本計画 リビア 横瀬町公民館ホール音響検討 埼玉県

串木野市民ホール音響設計 鹿児島県 越谷市総合市民会館音響設計・舞台設備設計 埼玉県

国立文楽劇場模型実験による音響解析 大阪府 鶴見ホール改修基本設計 神奈川県

西郷村農村環境改善センター多目的ホール室内の検討 福島県 伊藤ホール音響設計・舞台設備設計 東京都

恵那文化センター音響検討 岐阜県 結城市文化会館音響検討 埼玉県

日比谷屋外音楽堂音響上の検討 東京都 中村図書館ホール 愛知県

雇用保進事業団地域活動センターホール音響上の検討 帝国劇場音響改修検討 東京都

城山観光メモリアルホール音響上の検討 鹿児島県 富山県立立山遥望館音響設計・映画音響設備設計 富山県

金光町民会館音響検討 岡山県 伊達町ふるさと会館音響設計 福島県

協力カルチャーセンターウサノピア音響上の検討 大分県 岩間町ホール音響検討 神奈川県

サントリーホール音響上の検討 東京都 越谷市総合市民会館現場監理 埼玉県

ソウル大学ホール音響上の検討 韓国 赤城町芸術プラザ内装検討 群馬県

Ｕ・Ｍ・Ｎ・Ｏマレーシアホール音響上の検討 マレーシア 江戸川区立小岩地区区民施設ホール現場監理 東京都

弟子屈町多目的ホール 北海道 大熊町総合センターホール音響設計 福島県

パリ．オペラハウス国際コンペ フランス 新宿区箪笥町建築音響設計監理 東京都

国立中央博物館講堂音響設計 韓国 前橋テルサホ－ル音響設計・監理 群馬県

川本町コミュニティセンター音響設計 埼玉県 台北小ホ－ル建築基本設計 台湾

青森明の星高等学校講堂音響設計 青森県 白井町文化センタ－音響設計・監理 千葉県

科学万博「ガスパビリオン」音響設計 茨城県 長生村複合施設ホ－ル音響設計・監理 千葉県

中央図書館講堂音響設計 韓国 花園町コミュニティ－センタ－音響検討 群馬県

北アルプス文化センター音響設計 長野県 墨田区（仮称）文化学習センタ－新築工事音響設計 東京都

久留米共同福祉施設ホール音響上の検討 福岡県 奈良市民ホ－ル国際コンペ 奈良県

1



野木町エニスホ－ル音響設計・監理 栃木県 美野里町文化センター音響設計･監理 茨城県

ソ－ル・ア－トセンタ－音響設計 韓国 上海博物館多目的ホール基本計画 中国

富山県絵本会館音響設計 富山県 大宮市間宮地区複合公共施設音響設計・監理 埼玉県

川根町ホ－ル音響設計 静岡県 田島町文化会館音響設計 福島県

長良川国際会議場音響設計・監理 岐阜県 島根県芸術文化センター音響設計 島根県

黒松ホ－ル音響検討 福島県 四賀村役場庁舎建築工事音響設計・監理 長野県

沼津市高齢者等福祉世代交流活動施設ホ－ル音響設計 静岡県 豊川市諏訪地区新築工事音響設計 愛知県

秋穂町総合センタ－設計協力 山口県 下條村文化芸能交流センターコスモホール音響設計・監理 長野県

芭蕉の里文化センタ－音響設計・監理 栃木県 田島町お蔵入りホール音響設計・監理 福島県

太田区ホ－ル音響設計 東京都 騎西町立障害学習施設音響設計・監理 埼玉県

南地域文化センタ－競技設計 千葉県 保原町シルクホール音響設計・監理 福島県

福島県東山ホ－ル設計協力 福島県 西川町生涯学習施設ホール音響設計・監理 新潟県

大社町文化会館競技設計 島根県 美浜地区ホール音響考察 千葉県

淡路プロジェクト（夢舞台／第１回目） 兵庫県 阿山町社会教育施設ホール音響設計・監理 三重県

新田町文化会館音響設計 群馬県 岡崎市交流プラザ音響設計・監理 愛知県

足立区新庁舎音響設計・監理 東京都 音楽・芝居小屋のある町づくり音響設計・監理 東京都

藤崎町文化センタ－音響設計・監理 青森県 南郷文化センター音響設計・監理 青森県

川越町総合センタ－音響設計・監理 三重県 焼津市文化センター電気音響改修設計 静岡県

佐久間町ホ－ル音響設計指導 静岡県 会津若松市生涯学習センター音響基本設計 福島県

六ヶ所村文化交流プラザ音響設計・監理 青森県 富士交流プラザ音響考察・監理 静岡県

三鷹市芸術文化センタ－遮音推定 東京都 岡崎市図書館 愛知県

出雲市地域交流センタ－競技設計 島根県 焼津市文化会館舞台電気音響改修設計 静岡県

青森県多目的ホ－ル音響設計・指導 青森県 会津若松市生涯学習センター音響実施設計・監理 福島県

杉並区立総合児童センタ－(ゆう杉並)音響設計・監理 東京都 焼津市文化会館小ホール電気音響設備改修工事監理委託業務 静岡県

沼津市高齢者福祉施設音楽ホ－ル音響設計・監理 静岡県 宇都宮第三図書館多目的ホール音響設計・監理 栃木県

泉区総合庁舎区民ホール音響検討 神奈川県 保利大劇場（オペラハウス）音響設計 中国・上海市

国立文楽劇場音響調査検討 大阪府 豊橋市芸術文化交流施設PFIコンペ 愛知県

岡山勤労者総合福祉センター音響設計 岡山県 御前崎市民会館改修音響設計 静岡県

県民総合健康センター音響設計 静岡県 おおぶ文化交流の杜計画における音響コンサルタント 愛知県

淡路島国際公園都市（夢舞台）音響設計・特殊設備設計・監理 兵庫県

聖蹟桜が丘多目的ホール音響設計・監理 神奈川県

大田区区民・教育施設ホール音響監理 東京都

女性の歴史と未来館交流ホール音響設計・監理 東京都

相模湖広域交流センター音響設計・監理 神奈川県

沖縄市民劇場音響設計・監理 沖縄県

江戸川区立小松川地区区民施設音響設計・監理 東京都

明石市多目的ホール計画 兵庫県

阿南市文化会館音響設計・監理 徳島県

きむたか交流プラザ音響設計・監理 沖縄県

婦中町ふれあい交流センターＦホール音響考察 富山県

東大和市民ホール電気音響設備基本設計・監理 埼玉県

種市町文化会館設計コンペ 岩手県

黒松内町コミュニティセンターホール改修提案 北海道

可児市文化センター設計コンペ 岐阜県

種市町文化会館音響設計 岩手県

白根市生涯学習センター音響設計 新潟県

松任総合生涯学習施設設計コンペ 石川県

緑文化小劇場音響設計・監理 愛知県

吾妻郡障害学習施設残響推定 群馬県

伊勢市観光文化会館リニューアル工事音響設計・監理 三重県
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１－２．ホ－ル・講堂・体育館・教会・集会室

足立区中央本町３丁目センター体育館音響設計 東京都 共同福祉施設多目的ホール音響設計 長野県

茗溪学園講堂改修基本設計 茨城県 那覇市民体育館音響設計 沖縄県

相模原市立市民福祉センター大集会室音響基本設計 神奈川県 創価学会城西会館礼拝堂音響設計 東京都

山東町立町民体育館音響改修工事設計 滋賀県 日南総合公園多目的体育館音響検討 宮崎県

相模原市立総合体育館電気音響設備基本設計 神奈川県 東海市民体育館音響検討 静岡県

国立民族学博物館講堂音響上の検討 大阪府 増田会館多目的宴会場音響提案 佐賀県

カリタス女子短期大学講堂・教室音響設計 神奈川県 全連通労働会館大会議場音響検討

ホテルニューオータニ札幌ホール音響設計 北海道 カトリック梅田教会音響技術協力 京都府

共立薬科大学講堂音響設計 東京都 ＫＤＤ大手町ビルＴＶ会議場音響検討 東京都

京王プラザホテル札幌大宴会場音響設計 北海道 城山観光ホテルコンベンションホール音響設計 福岡県

君津市多目的体育館音響検討 千葉県 広島大学講義室視聴覚室音響検討 広島県

世界基督教統一神霊教会東京教会音響設計 東京都 市川市南市民体育館音響設計 千葉県

広島女学院礼拝堂音響設計 広島県 浄土真宗親弘会本堂音響設計 富山県

葛飾区総合スポーツセンター大体育館残響検討 東京都 市原市中央武道館残響検討 千葉県

石川県民ホール講堂音響上の検討 石川県 明の星学園聖堂音響設計 埼玉県

吉田町総合体育館音響上の検討 静岡県 所沢市立富岡地区学習等共用施設ホール音響設計 埼玉県

観光会館室内音響の検討 静岡県 明治記念館改修工事音響提案 東京都

林田ホテル会議場音響設計 鹿児島県 日本キリスト教日下部教会音響設計 山梨県

御前崎グランドホテル音響上の検討 静岡県 大和銀行本店多目的ホールの計画 大阪府

相模工業大学大講堂音響検討 神奈川県 幕張メッセコンベンションセンター音響設備構造設計 千葉県

茂原市立総合体育館音響ガイダンス 千葉県 ららぽーと２多目的ホール建築設計 千葉県

上尾プリンス劇場音響上の検討 埼玉県 富士宮市立総合体育館音響設計 静岡県

富士急ハイランドホール室内改善計画案 山梨県 置賜生涯学習プラザ「舞と音楽のホール」残響検討 山形県

ホテル松島大観荘コンベンションホール音響上の検討 岩手県 唐津市体育館音響検討 佐賀県

第一イン新湊宴会場の検討 富山県 石打プリンスコンベンションホール提案 新潟県

札幌グランドホテル大宴会場室内音響上の検討 北海道 職業訓練大学校大教室残響検討 神奈川県

鶴島集会場会議室残響検討 神奈川県 安田火災研修センター音響検討 東京都

総合結婚式場春日殿宴会場音響上の検討 奈良県 真澄寺関西別院大道場音響設計 大阪府

報特苑音響上の検討 福島県 尾張教育文化センター視聴覚室音響設計 愛知県

富士レークホテル宴会場音響上の検討 静岡県 阿波観光ホテル大ホールスピーカ選定の為の検討 徳島県

ホテル泉慶会議室音響上の検討 宮城県 札幌グランドホテルスピーカ検討 北海道

桜蔭学院講堂音響改善 東京都 日本生命東宝日比谷ビルＴＶ会議室音響設計 東京都

日本基督教団浜松教会礼拝堂音響上の検討 静岡県 日本生命九段ＴＶ会議室音響設計 東京都

柴明センター音響上の検討 鹿児島県 千葉銀行本店会議室音響改善 千葉県

多目的大宴会場音響上の検討 宮城県 秩父市体育センター残響検討 埼玉県

台北講堂音響設計 台湾 千葉市立総合体育館音響設計 千葉県

郡山開成学園記念講堂音響設計 福島県 大願寺音響改修設計 東京都

水戸国際ラドン温泉会館ホール音響設計 茨城県 上智大学体育館音響性状検討 東京都

日本大学商学部講堂音響設計 東京都 田園調布雙葉学園講堂残響検討 東京都

シティホール並木パラスト音響設計 広島県 北本市体育館音響設計 埼玉県

王子不動産本社講堂音響改善 東京都 日本生命本館ＴＶ会議室音響設計 大阪府

浦島会館バンケットホール音響上の考察 自然活用総合管理施設「ふれあいイベントホール」残響検討

成美学園講堂音響設計 神奈川県 ホテル・ニューオータニアトリウム音響検討 東京都

中正運動公園総合体育館音響上の検討 台湾 日立シビック科学館音響提案 茨城県

会議室音響内装提案 東京ベイホテル東急アトリウム残響検討 千葉県

中野区立総合体育館音響改修設計 東京都 八王子アトリウム音響設計 東京都

千葉県総合体育館電気音響改修 千葉県 階段教室残響時間検討

サロン・ド・サングリエ改修設計 東京都 宝ヶ池Ｍ－ＰＲＯＪＥＣＴ 京都府

宝ヶ池プリンスホテル宴会場音響指導 大阪府 宇都宮教会音響設計 栃木県

大正大学記念講堂音響設計 東京都 シブヤ楽器ホール改修設計 東京都
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トヨタ自動車ライブハウス音響設計 東京都 泉区総合庁舎区民ホ－ル設計協力 神奈川県

横浜市立大学付属病院アトリウム残響検討 神奈川県 日本基督教団静岡草深教会音響設計 静岡県

赤レンガホール(５番館ホール)音響設計 北海道 戸板女子短期大学ホ－ル音響設計・監理 東京都

シャープ多目的ホール音響設計 千葉県 六本木共同ビルホ－ル音響設計 東京都

豊見城村体育館音響検討 福島県 静岡県大規模スポ－ツ公園スタジアム・アリ－ナ音響設計・監理 静岡県

視聴覚ホール音響設計 大規模スタジアム／小松ド－ム競技設計協力 富山県

さいかや多目的ホール計画 神奈川県 キリンビ－ル新本社ビル音響設計・監理 東京都

名古屋松坂屋ホール音響設計 愛知県 大正大学講堂改修設計指導・監理 東京都

音楽サロン音響検討 静岡県 宮城大学講堂音響設計・監理 宮城県

「日本文化伝承の舘」能楽堂音響設計 埼玉県 相模原教会音響設計 神奈川県

秋田市総合体育館音響設計 秋田県 世界都市博覧会「みどり館」音響設計 東京都

弁天町プロジェクト中宴会場音響設備提案 兵庫県 米沢興譲教会音響設計 山形県

鹿児島城山ホテル国際会議場音響設備設計 鹿児島県 都立商科短期大学経営学科講堂音響考察 東京都

広島県国際交流会館音響設計 広島県 天行力三法行会館音響設計 東京都

安田生命新淡青研修所会議室音響検討 カトリック藤が丘教会音響設計 神奈川県

セビリア万博回転劇場音響設計 スペイン 長良川国際会議場防音塀検討 岐阜県

札幌パークホテル音響検討 北海道 大妻学院多摩校中高体育館電気音響検討 東京都

リウボウホール音響設計 沖縄県 天聖真美会平和会館音響設計 広島県

Ｂ１ビル音響設計 東京都 フェリス女学院大学緑園キャンパス音響検討 神奈川県

トロンホール音響設計 東京都 武蔵野の森スタジアム音響検討 東京都

ホテル「西武オリオン」音響改修検討 沖縄県 三吉演芸場音響設計 神奈川県

在家日蓮宗浄風会新本部道場残響時間推定 東京都 芝浦工業大学「佐藤記念館」大教室音響考察 埼玉県

ヴァンヴェール９２コンサートホール音響設計 静岡県 仙台ドーム音響設計 宮城県

石原裕次郎記念館多目的ホ－ル建築音響設計 北海道 敬和学園音響設計 新潟県

水戸パブテスト教会音響設計 茨城県 ＡＳ－７／多目的ホール音響設計 東京都

井原市総合体育館改修設計提案 広島県 静岡英和女学園礼拝堂音響設計・監理 静岡県

東鳳コンベンションホ－ル内装上の検討 福島県 沖縄カトリック小学校講堂音響上の検討 沖縄県

大和證券多摩研修センタ－体育館残響検討 東京都 外語大学音響考察 東京都

逗子教会音響設計 神奈川県 聖学院講堂音響設計 東京都

竹ノ塚大体育室音響設計 東京都 浦和明の星女子高等学校体育館音響設計 埼玉県

ＮＮビル多目的ホ－ル音響設計 東京都 富士カトリック教会音響設計 静岡県

千葉県医療技術大学校講堂改修設計提案 千葉県 相模原教会音響設計 神奈川県

三重県立アリ－ナ音響設計・監理 三重県 清水ヶ丘教会音響設計 静岡県

戸板中学校・高等学校音響設計 東京都 氷見市ふれあいスポーツセンターアリーナ音響考察 富山県

ホテルニュ－岡部鬼怒川別棟ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎ-ﾙスピ－カ検討 栃木県 富山県美術館視聴覚室音響設 富山県

相模原子供センタ－音響設計 神奈川県 熱海教会音響設計 静岡県

新宿コマスタジアム改修提案 東京都 日本ＡＭＷＡＹ講堂音響設計 東京都

金沢駅前再開初設計協力 石川県 宮城学院多目的ホール等音響設計 宮城県

六角橋教会音響設計 神奈川県 安濃中央総合公園公園センターメインアリーナ音響検討 三重県

歓乎堂前橋ビルホ－ル音響設計 群馬県 八王子片倉キリストの教会音響設計 東京都

生光学園ホ－ル基本設計 徳島県 玉川聖学院礼拝堂音響設計 東京都

浦安体育館残響推定 千葉県 つがる克雪ドームコンペ 青森県

芝浦工業大学視聴覚室設計指導 埼玉県 フェリス女学院カイバー講堂音響設計・監理 神奈川県

立正佼成会文化協会ホ－ル基本設計 東京都 共産党本部ビル音響設計・監理 東京都

菊の会稽古場音響設計 東京都 白河文化会館講堂残響推定 福島県

湘南高校多目的ホ－ル音響指導 神奈川県 京都芸術劇場「春秋座」音響設計・監理 京都府

福山大学ホ－ル音響設計 広島県 大石寺音響設計 静岡県

静岡講堂残響時間推定 静岡県 国会議事堂参議院本会議場・委員会室音響コンサルタント 東京都

群馬県県庁議場音響設計・監理 群馬県 国際基督教大学ディフェンドルファー館増築工事音響設計・監理 東京都

伊東市新庁舎音響設計・監理 静岡県 静岡スタジアム「エコパ」音響設計・監理 静岡県
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東京国立近代美術館本館講堂音響設計・監理 東京都

東奥はちのへホール音響設計・監理 青森県

綱島ＰＪホール音響設計 神奈川県

石和英和幼稚園音響設計 山梨県

豊川市諏訪地区新築工事音響考察 愛知県

カトリック聖母被天会音響設計

厚木上教会音響設計 神奈川県

アポロホール音響設計・監理 静岡県

ＧＬＡ・八ヶ岳いのちの里大講堂音響考察 山梨県

メルリリンチ本社ビル音響設計 東京都

尚美学園新館大演奏室音響設計 東京都

聖ケ丘教会音響設計 東京都

天津体育中心体育場音響設計 中国天津

鶴見大学記念館音響設計・監理 神奈川県

中央学院大学付属中央高等学校体育館音響設計 埼玉県

共産党本部ビル(第二期工事)音響設計・監理 東京都

つるみホール音響設計 神奈川県

函館教会音響設計 北海道

宗次ホール音響設計・監理 愛知県

表参道ヒルズ多目的店舗音響設計・監理 東京都

城南静岡高等学校講堂音響設計 静岡県

立教大学教室改修音響設計 東京都

青梅市中央図書館音響設計 東京都

葛飾区立中央図書館音響設計 東京都

北区立新中央図書館音響設計 東京都

日本基督教改革派船橋高根教会音響設計・監理 千葉県

明の星学園中学高等学校体育館音響設計 埼玉県

旭川駅舎音響設計 北海道

リクルート本社ビルオフィス音響設計 東京都

聖ヶ丘教会音響設計 東京都

高洲公民館 静岡県

静岡駿府教会音響設計 静岡県

佛教大学礼拝堂音響設計 京都府

飯綱中学校ホール音響設計・監理 長野県

日本生命大阪本館役員会議室移設にともなう音響コンサルタント 大阪府

日仏文化協会汐留ホール建築設計・監理 東京都

中野区立丸山小学校改築後の騒音予測および対策 東京都

八戸市立吹上小学校新築工事音響コンサルタント 青森県

平塚市庁舎議場音響設計 神奈川県
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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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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
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