2008 年 新建築総目次
■作品
住居施設（専用施設・併用住宅・集合住宅・その他）

house N ……………………………………………… 藤本壮介建築設計事務所 09-106

スリランカ津波復興住宅

キリンダ・ハウス ……………………………………………………

………………………………………………………………藤本壮介建築設計事務所 09-116

………………………………………… SHIGERU BAN ARCHITECTS EUROPE 01-120

house K ………………………………………………………宮晶子／ STUDIO 2A 09-132

クリスタルドーム & 壱番街 高松丸亀町商店街 A 街区第一種市街地再開発事業 …………………

代々木ゼミナール本部校

…福川裕一＋まちづくりカンパニー・シープネットワーク（統括） まちづくりカンパニー・

イエノイエ……………………………………………… 平田晃久建築設計事務所 10-066

シープネットワーク

坂倉建築研究所

設計・計画

くまもとアートポリス「次世代モクバン」

ﬁnal wooden house …………………………………

代ゼミタワー オベリスク …大成建設一級建築士事務所 09-188

髙谷時彦事務所（設計） 01-156

TDC・髙木デンタルクリニック ……… 横河健＋山田慎一郎／横河設計工房 10-124

GLASHAUS/ 靭公園 ……………………………………………………………………………

マンハッタンのペントハウス II …………………………………………………………………

……………岸和郎＋ K.ASSOCIATES/Architects ＋京都工芸繊維大学岸研究室 02-100

……… 安藤忠雄建築研究所（設計） Geoffrey Freeman Architects（設計協力） 11-056

グレインズ・シモメグロ………………………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt 02-112

ドラゴン・リリーさんの家…………………………………… 山本理顕設計工場 11-084

Dancing trees，Singing birds ……………… 中村拓志／ NAP 建築設計事務所 02-122

カタガラスの家………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA 11-092

羽根木インターナショナルガーデンハウス……… 北山孝二郎＋ K 計画事務所 02-130

鎌倉の杜………………………………………… 室伏次郎／スタジオ アルテック 11-100

TEO ……………………………………… aat ＋ヨコミゾマコト建築設計事務所 02-150

大倉山の集合住宅……………………………………… 妹島和世建築設計事務所 12-048

NE アパートメント ……………………………………………………… 中永勇司／ナカエ・
アーキテクツ 髙木昭良／髙木昭良建築設計事務所 大野博史／オーノ JAPAN 02-158

spread ………………………………… 山代悟＋ビルディングランドスケープ 02-166
LAPIS…………………………………………………………… 飯田善彦建築工房 02-176

学校施設（保育園・幼稚園・小中高大学・その他）

日本バプテスト仙台基督教会……………………… SOYsource 建築設計事務所 01-140

rim …………………………………………………………… 下吹越武人／ A.A.E. 02-190

福島県立会津学鳳中学校 福島県立会津学鳳高等学校………………………………………

大井の集合住宅………………………………………… 川辺直哉建築設計事務所 02-198

…………………………………………… 原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所 01-168

武蔵小山アパートメント……………………………… 田口知子建築設計事務所 02-204

海陽中等教育学校………………………………………………………… 日本設計 01-186

蒲田の集合住宅………………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所 02-212

足立学園中・高等学校………………………………………………… 竹中工務店 01-196

フィレンデールな女子寮…………………………………………… 坂茂建築設計 03-162

神奈川工科大学 KAIT 工房 …………………………… 石上純也建築設計事務所

AIRSPACE TOKYO ………………………………………………………… 増渕大／ studio

カエツキャニオン…………………………………………………………………………………

03-058

M（設計） THOM FAULDERS ARCHITECTURE, WITH PROCES2（ファサード） 03-178

………………… 長岡勉＋田中正洋／ point ＋山崎徹也（設計） 渡邉朗子（監修） 03-128

フラハウス………………………………………………… 吉松秀樹＋アーキプロ 04-135

日本工業大学百年記念館／ライブラリー & コミュニケーションセンター ………………

赤坂サカス………………………………………………………………… 久米設計 04-150

…………………………………………………………… 日本工業大学小川研究室

WEEKEND HOUSE ALLEY …………………………… 千葉学建築計画事務所 05-140

工学院大学八王子キャンパス スチューデントセンター ……………………………………

白の家・移築…………………………………………………… 篠原一男（原設計） 白澤宏規

…………………………………… 澤岡清秀＋山本・堀アーキテクツ設計共同体

（協力：井上忠好）
（移築監修） 澤田佳久建築研究所

04-100
04-110

TOMO 空間研究所（移築設計） 06-111

東京大学情報学環・福武ホール…………………………… 安藤忠雄建築研究所 05-094

ほたるまち……………………………………………………………………………… 竹中工務

モード学園スパイラルタワーズ………………………………………… 日建設計 05-128

店 竹中工務店・三菱地所設計設計監理共同企業体 石橋清志建築設計事務所 07-107

富山市立

水無瀬の町家・別棟……………… 坂本一成研究室＋アトリエ・アンド・アイ

07-132

…………… 清水建設・シーラカンス K&H・三四五建築研究所設計共同企業体 06-126

高台の家………………………………………………………… 城戸崎建築研究室

芝園小学校 芝園中学校 ……………………………………………………………

07-144

京都造形芸術大学 至誠館 ………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 06-136

Base Valley ………………………………………… 三分一博志建築設計事務所 07-156

日米会話学院 / 桜美林大学 四谷キャンパス ……………… 早川邦彦建築研究室 06-144

梅屋敷ハウス…………………………………… 室伏次郎／スタジオ アルテック 08-058

カリタス女子中学高等学校………………………………… 近藤道男建築設計室 06-150

BUILDING K ……………………… 藤村龍至建築設計事務所＋オーノ JAPAN 08-068

青山学院初等部…………………………………………………………… 清水建設 06-160

森のとなり……………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA 08-076

鹿沼市立西中学校……………………………… 神谷五男＋都市環境建築設計所 06-168

上高田の集合住宅……………………………………………… 山縣武史建築設計 08-084

東京未来大学……………………………………… 圓山彬雄／アーブ建築研究所 06-176

Klarheit …………………………………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP 08-092

ほたるまち……………………………………………………………………………… 竹中工務

Glasfall ……………………………………………………………………………………………

店 竹中工務店・三菱地所設計設計監理共同企業体 石橋清志建築設計事務所 07-107

……… 北山恒＋ architecture WORKSHOP（設計） 江向映／ airlab（設計協力） 08-098

名古屋大学 豊田講堂 改修 ……………………………… トヨタ自動車 プラント・エンジ

上井草の集合住宅 モダ・ビエント杉並柿ノ木 … 谷内田章夫／ワークショップ 08-106

ニアリング部 建築計画室（プロジェクト・マネジメント） 槇総合計画事務所（設計） 07-110

Hi-ROOMS 明大前 A ／線路際の長屋 ………………… 若松均建築設計事務所 08-113

Bubbletecture ひょうご

サッポロアパートメント……………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所 08-120

とどろみの森学園

Consolare ………………………………………………………… 長田直之／ ICU 08-126

…………………小嶋一浩＋赤松佳珠子／ Cat アルパック地域計画建築研究所 09-162

RIDGE …………………………………………………… 千葉学建築計画事務所 08-133

文化学院…………………………………………………………… 坂倉建築研究所

09-172

ナチュラルキューブ… 遠藤政樹／ EDH 遠藤設計室

代々木ゼミナール本部校 代ゼミタワー オベリスク …大成建設一級建築士事務所

09-188

名和研二／なわけんジム 08-138

ひょうご環境体験館 ……………

遠藤秀平建築研究所 09-140

箕面市立止々呂美小学校・中学校 …………………………………………

sorte …………………………………………………………… 三幣順一／ A.L.X. 08-144

東京大学弥生講堂アネックス… 河野泰治アトリエ 東京大学木質材料学研究室 10-176

西麻布 3243 …………………………………………… 川辺直哉建築設計事務所 08-150

モード学園コクーンタワー…………………………………… 丹下都市建築設計 12-064

COMS UEHARA…………………………………………………… 宇野享／ CAn 08-155

四川大地震復興プロジェクト

デフォルメ nLDK I-link タウンいちかわ THE TOWERS EAST … アトリエ・ワン 08-160

………………………………… 慶應義塾大学 SFC 坂茂研究室＋松原弘典研究室 12-114

市川のインテリア

錦綾幼稚園………………………………………………… 小笠原絵理／間工作舎

I-link タウンいちかわ THE TOWERS EAST …………………………………

成都市華林小学紙管仮設校舎 ……………………………………

12-150

…………………………………………………………… 佐々木龍郎／佐々木設計 08-166

HUNDRED CIRCUS East Tower ……………………………………………………………
………………………………… 日建設計（基本設計） 山口誠デザイン 永山祐子建築設計
長岡勉＋田中正洋／ point ＋福津宣人 CKR（デザイン監修） 大成建設（実施設計） 08-174

美術館・博物館

ニューミュージアム……………… 妹島和世＋西沢立衛／ SANAA GENSLER 01-070

SAYAMA FLAT …………………………………… 長坂常／スキーマ建築計画 08-182

佐川美術館 樂吉左衞門館…………………………… 樂吉左衞門＋竹中工務店 02-074

C.U.I …………………………………………………………………………………… 東京電力

十和田市現代美術館…………………………………… 西沢立衛建築設計事務所

05-054

犬島アートプロジェクト「精錬所」 ……………… 三分一博志建築設計事務所

05-072

（総合プロデュース） ナフ・アーキテクト & デザイン／中佐昭夫＋田中知博（設計）

08-187
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MOBILE ART CHANEL CONTEMPORARY ART CONTAINER BY ZAHA HADID ……………

M（設計） THOM FAULDERS ARCHITECTURE, WITH PROCES2（ファサード） 03-178

………………………………………… ザハ・ハディド アーキテクツ，ロンドン

07-078

Silent Ofﬁce…………………………………………………… 山口隆建築研究所 03-194

ハラ ミュージアム アーク増築 ………… 磯崎新アトリエ＋ KAJIMA DESIGN 09-058

赤坂サカス………………………………………………………………… 久米設計 04-150

星野哲郎記念館……………………………………………………… 佐藤総合計画 10-074

鹿島本社ビル…………………………………………………… KAJIMA DESIGN 04-164

クラーク芸術修復センター（ストーンヒル・センター）……………………………………

鹿島赤坂別館…………………………………………………… KAJIMA DESIGN 04-171

………………………………… 安藤忠雄建築研究所（設計） Gensler（設計協力） 11-042

乃村工藝社本社ビル………………………………………………………………………………
…………… 山梨知彦 芦田智之 勝矢武之／日建設計＋乃村工藝社＋大林組

04-176

DWJ OFFICE …………………………………………… トラフ建築設計事務所 04-184

官・公庁舎

梅新第一生命ビルディング…………… 第一生命保険（統括） 竹中工務店（設計） 04-194

呉市音戸市民センター……………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

03-090

SIA 青山ビルディング …………………………………… 青木淳建築計画事務所 06-070

福生市庁舎……………………………………………………… 山本理顕設計工場

07-062

α MATRIX ビル …………………………………………… 下吹越武人／ A.A.E. 06-086
ほたるまち……………………………………………………………………………… 竹中工務
店 竹中工務店・三菱地所設計設計監理共同企業体 石橋清志建築設計事務所 07-107

ギャラリー・スタジオ

HUNDRED CIRCUS East Tower ……………………………………………………………

小山登美夫ギャラリー 代官山 ……………………… 西沢立衛建築設計事務所

03-104

………………………………… 日建設計（基本設計） 山口誠デザイン

永山祐子建築設計

AIRSPACE TOKYO ………………………………………………………… 増渕大／ studio

長岡勉＋田中正洋／ point ＋福津宣人 CKR（デザイン監修） 大成建設（実施設計） 08-174

M（設計） THOM FAULDERS ARCHITECTURE, WITH PROCES2（ファサード） 03-178

WoodEgg お好み焼館 …………………………… 三分一博志建築設計事務所 09-124

メディジン市ベレン公園図書館…………………………………………………………………

TARO NASU …………………………………………… 青木淳建築計画事務所 09-146

……………………………… 内藤廣＋中井祐＋川添善行＋東京大学景観研究室

06-054

GO-SEES HIROO ……………………………………… 青木淳建築計画事務所 09-153

WoodEgg お好み焼館 …………………………… 三分一博志建築設計事務所 09-124

汐留イーストサイドビル……………………………………… KAJIMA DESIGN 09-180

TARO NASU …………………………………………… 青木淳建築計画事務所 09-146

ココラフロント……………………………………………………………………………………

イエノイエ……………………………………………… 平田晃久建築設計事務所

10-066

北山創造研究所（総合プロデュース） 北山孝二郎＋ K 計画事務所 日本設計（設計） 10-080

マンハッタンのペントハウス II …………………………………………………………………

コンカード横浜……………………………………………………………………………………

……… 安藤忠雄建築研究所（設計） Geoffrey Freeman Architects（設計協力） 11-056

…… 矢萩喜從郎建築計画（総合デザイン監修） 大成建設一級建築士事務所（設計） 10-092

京急高架下文化芸術活動スタジオ 黄金スタジオ ……………………………………………………

VEGA ………………………………………………………………………… 小泉誠 10-148

………………………………………… 神奈川大学曽我部研究室＋マチデザイン 11-168

カタガラスの家………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA 11-092

京急高架下文化芸術活動スタジオ 日ノ出スタジオ …………………………………………………

ブリーゼタワー……………………………………………………………………………………

横浜国立大学大学院／建築都市スクール Y-GSA 飯田善彦スタジオ＋ SALHAUS 11-172

三菱地所設計（設計） インゲンホーフェン・アーキテクツ（デザインアーキテクト） 11-130
青山 OM-SQUARE ………………………………………………………………… 三井不動産
（プロジェクトマネジメント） 清水建設（設計） 佐藤尚巳建築研究所（デザイン監修）

舞台・劇場・映画館

12-076

ティファニー銀座…………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 12-084

スタッドシアター・アルメラ…………………… 妹島和世＋西沢立衛／ SANAA 01-088

加古川のオフィス…………………………………………坂本昭・設計工房 CASA 12-138

三原市芸術文化センター………………………………………… 槇総合計画事務所 01-104
深圳文化中心………………………………………………………… 磯崎新アトリエ 04-066
赤坂サカス…………………………………………………………………… 久米設計 04-150
メディジン市ベレン公園図書館…………………………………………………………………
……………………………… 内藤廣＋中井祐＋川添善行＋東京大学景観研究室

06-054

日田市民文化会館 パトリア日田…………………………… 香山壽夫建築研究所 10-040

商業施設

金沢ビーンズ……………… 迫慶一郎／ SAKO 建築設計工社＋大和ハウス工業

01-148

クリスタルドーム & 壱番街 高松丸亀町商店街 A 街区第一種市街地再開発事業 …………………
…福川裕一＋まちづくりカンパニー・シープネットワーク（統括） まちづくりカンパニー・

ブリーゼタワー……………………………………………………………………………………

シープネットワーク

三菱地所設計（設計） インゲンホーフェン・アーキテクツ（デザインアーキテクト） 11-130

GLASHAUS/ 靭公園 ……………………………………………………………………………

坂倉建築研究所

設計・計画

髙谷時彦事務所（設計） 01-156

……………岸和郎＋ K.ASSOCIATES/Architects ＋京都工芸繊維大学岸研究室

02-100

LAPIS…………………………………………………………… 飯田善彦建築工房 02-176

スポーツ施設

グラントウキョウ サウスタワー＋ノースタワー（Ⅰ期）……………………………………

佛山 南明珠体育館 ………… 仙田満＋環境デザイン研究所（統括） 仙田満＋環境デザイ

マーフィ／ヤーン（デザインアーキテクト） 東京八重洲開発設計共同企業体（日建設計・

ン研究所

ジェイアール東日本建築設計事務所） ジェイアール東日本建築設計事務所（設計）

03-076

南洋堂書店改修…………………………………………… 菊地宏建築設計事務所

03-110

構造設計集団〈SDG〉 総合設備計画

広東省建築設計研究院（設計） 02-088

天津オリンピックセンタースタジアム…… 佐藤総合計画＋天津市建築設計院

04-084

瀋陽オリンピックスポーツセンタースタジアム………………………………………………

BMW Group Studio ………………………………………… 丹下都市建築設計 03-116

……………………………………………… 佐藤総合計画＋上海建築設計研究院

04-092

箔座ひかり藏………………………………………… 水野一郎＋金沢計画研究所 03-140

いしかわ総合スポーツセンター…………………… 池原義郎・建築設計事務所

09-044

sarugaku ………………………………………………… 平田晃久＋吉原美比古 03-154
金刀比羅宮新茶所『神椿』 … 田窪恭治（総合プロデュース・建築デザイン・壁画制作） 03-170

FRP Ftown ビル ………………………………… 阿部仁史＋阿部仁史アトリエ 03-186

図書館

赤坂サカス………………………………………………………………… 久米設計 04-150

呉市音戸市民センター……………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

03-090
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