
ブレースボードの主な施工物件 　①収蔵庫関係　 1

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

東和町歴史資料館 岩手県 97’ 9 書庫 230 瀬川建築設計 藤根工業

仙台近代文学館 宮城県 97’10 収蔵庫 600 ネオタイド 戸田建設

鏡石町立図書館 福島県 97’10 書庫 80 吉田建築設計 共栄建設

郷土文化伝承館 山形県 98’3 収蔵庫 460 本間利雄設計 加藤組JV

北里大学 東京都 98’10 書庫 440 日建設計 戸田建設

飯豊町農業歴史資料館 山形県 98’10 収蔵庫 100 高橋建築設計 太田建設

福島県立双葉高校図書館 福島県 99’ 3 書庫天井 20 永山建築設計 田中建設

慈雲寺 宮城県 99’ 3 書庫 160 　 エスケー

PHPビル 京都府 99’ 4 書庫 80 日建設計 鹿島建設

大友邸　地下収蔵庫 東京都 99’ 7 地下収蔵庫 100 黒川紀章設計 飛島建設

寂光院 群馬県 99’ 9 庫裡 200 創建築設計 シマダ工務店

野間邸　収蔵庫 東京都 99’10 収蔵庫 100 鹿島 鹿島建設

広野町役場書庫 福島県 00’ 2 書庫 420 志賀・松崎設計 横山建設

講談社　本館 東京都 00’ 4 収蔵庫 100 鹿島建設・竹中JV

天童オルゴール博物館 山形県 00’ 5 収蔵庫 100 鹿島建設 鹿島建設

徳恩寺 神奈川県 00’ 6 納骨堂 180 小田急建設

桐蔭学園 神奈川県 00’ 6 収蔵庫 360 清水建設

藤岡町役場 愛知県 00’ 7 180 大善建設

大衡／保管庫 宮城県 00’ 7 資料室 400 鹿島建設 鹿島建設

岩手大学　図書館 岩手県 00’ 8 収蔵庫 90 日建設計 安藤建設

天理教　大里館 奈良県 00’ 8 収蔵庫 5000 竹中工務店 竹中工務店

佐川文庫 茨城県 00’ 9 閲覧室 150 パル綜合設計 葵建設

神奈川大学 神奈川県 00’11 図書室 350 日建設計 鹿島建設

茨城県立図書館 茨城県 00’11 図書室 250 三上設計 竹中工務店

100
石巻市建設部
建築課

白鳥工務店マンガアイランドセンター 宮城県 00’ 2



ブレースボードの主な施工物件 　①収蔵庫関係 2

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

大阪市立博物館 大阪府 00’11 収蔵庫 6000 大阪市都市整備局 大林組・竹中JV

大越町庁舎 福島県 00’ 12 書庫 200 山口設計 陰山組ＪＶ

金成町歴史民族資料館 宮城県 01’ 2 収蔵庫 120 菅伸設計 丸安建設

植田邸 東京都 01’ 2 図書収蔵庫 110 スタジオ建築計画 鈴秀工務店

石ノ森マンガ館 宮城県 01’ 2 収蔵 100 日本設計 飛鳥建設

石原ビル 山梨県 01’ 2 収蔵庫 100 ケント設計

東京国立近代美術館 東京都 01’ 4 収蔵庫 800 坂倉建築研究所 鹿島建設

星薬科大学 東京都 01’ 5 収蔵庫 100 日建設計 清水建設

相模女子大学 神奈川県 01’7 収蔵庫 700 日建設計 戸田建設

竹工芸館 宮城県 01’ 9 収蔵庫 100 ｳﾞｧﾙﾄﾌﾟﾗｯﾂ 遠藤店

等々力TKプロジェクト 東京都 01’ 9 収蔵庫 100 日建設計 戸田建設

くがね倉庫1号館
（お祭り館）

宮城県 01’10 100 梓設計東北

ポーラ箱根美術館 神奈川 02’ 3 収蔵庫 230 竹中工務店

観蔵院宝物観 東京都 02’ 5 収蔵庫 300 松井建設

大妻女子大学 東京都 02’ 8 書庫 800 日建設計

万代島民間施設 新潟県 02’10 収蔵庫 560 鹿島建設 鹿島建設

五色沼日ジジタ-センター 福島県 02’10 収蔵庫 200 佐藤建築設計事務所 田中建設

江刺市文学館 岩手県 02’12 収蔵庫 90 梓設計東北支社 鹿島建設

花巻市博物館 岩手県 02’12 収蔵庫 300 佐藤総合・久慈JV 鹿島建設

三沢コミュニティセンター複合施設 山形県 03’ 1 240 後藤・金子建設ＪＶ

辰口図書館 石川県 03’ 2 書庫 200 真柄建設

長坂町郷土資料館 山梨県 03’ 3 130

東村立富弘美術館 群馬県 04’ 8 収蔵庫 595 鹿島建設

ラリック美術館 神奈川県 04’11 収蔵庫 215 鹿島建設

但馬国府国分寺博物館 兵庫県 05’ 1 収蔵庫 405 栗生総合計画事務所 戸田･谷垣 JV



ブレースボードの主な施工物件 　①収蔵庫関係 3

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

南方熊楠顕彰館 和歌山県 05’ 6 収蔵庫 他 288
㈱インテグレーテッド
デザインアソシエイツ ㈱テンコーライフ

盛岡駅西口複合施設 岩手県 05’ 5 貴重品庫 232
日本,曽根,久慈
設計JV

鹿島JV

深瀬記念視覚芸術保存基金 東京都 06’ 7 33

谷戸塚歴史館 山梨県 06’10 495

鉄道博物館 埼玉県 06’12 322 鹿島

鉄道博物館 埼玉県 07’3 721

正法寺倉庫棟 岩手県 07’5 62

円照寺（桑田邸） 大阪県 07’ 6 20

観蔵院会堂 東京都 07’ 8 100

野間記念館 東京都 07’ 11 230 鹿島建設

シルクロード美術館 山梨県 08’ 1 137

小松市埋蔵文化財センター 石川県 09’ 10 28

石正美術館 島根県 10’ 1 67

今城塚古代歴史館 大阪府 10’7 280

ウルサン市立美術館 韓国 10’10 収蔵庫 1200

鹿島建設 大衡倉庫 宮城県 11’10 71

安東儒教博物館 韓国 12’ 1 収蔵庫 581

靑松有教文化展示館 韓国 12’ 2 収蔵庫 245

ギャラリアパクヨン 韓国 12’ 3 収蔵庫 185

国立光州科学館 韓国 12’ 3 収蔵庫 431

崔北美術館 韓国 12’ 3 収蔵庫 245

ギャルリ・ミレー 富山県 12’ 7 収蔵庫 120

新三重県立博物館 三重県 12’ 7 収蔵庫 950 鹿島建設

市原市水と彫刻の丘 改修 千葉県 13’ 2 346

ベルナールビュッフェ美術館 静岡県 13’ 2 1900



ブレースボードの主な施工物件 　①収蔵庫関係 4

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

国会議事堂図書館書庫 韓国 13’ 7 書庫 1635

東京国立博物館黒田記念館 東京都 13’ 7 収蔵庫 132

新一関図書館 岩手県 13’10 収蔵庫 1240 久米設計

壇国大学 韓国 13’10 850

寧越昆虫博物館 韓国 13’11 450

上田市交流・文化施設 長野県 13’11 464 柳澤孝彦+TAK建築研究所 鹿島建設

被災ミュージアム再興事業 岩手県 14’ 2 295

大分県立美術館新築工事 大分県 14’ 6 収蔵庫 850 鹿島建設

国際子ども図書館 東京都 14’ 7 1130 日建設計



ブレースボードの主な施工物件 　②医療福祉関係 1

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

ほがらか苑（老健施設） 兵庫県 98’11 浴室前室 180 中北建築事務所 鹿島建設

新マリアの家 宮城県 99’ 1 180 ㈱高橋住建 ㈱高橋住建

あきる野台病院 東京都 99’ 7 200 日建設計 戸田建設

尾道市民病院 広島県 収蔵庫 300 伊藤喜三郎設計 戸田建設

ディサービス寺尾園 新潟県 99’12 80 創建築設計 福田組

共立病院備蓄倉庫 福島県 00’ 1 倉庫壁 150 永山建築設計 堀江工業

広瀬町高齢者母子 松江工建
健康福祉センター 渡部工務店JV

丈建築設計
事務所

脱衣 東北設計計画
トイレ天井 研究所

00’ 3 収納部
～12 (押入れ)

小豆畑病院 茨城県 00’ 4 診療室等 300 ＮＡＯＡ設計 松村組

大林町介護サービス 居室
センター 洗面所

長寿の里 愛知県 00’ 5 居室 80 大館設計 東急建設

中筋地区複合福祉施設 兵庫県 100 桝井建設

笠原アニマル
メディカルセンター

常北町保健福祉センター 茨城県 00’ 8 食堂、トイレ 250 パル綜合設計 不動建設

青葉医院 宮城県 00’ 9 診察室 200 巧建築設計 イトウ

只見ホーム（特老） 福島県 00’ 9 居室 150 佐藤総合計画 南会JV

涌谷町民医療
福祉センター

ゆうあいの里大同 愛知県 00’12 居室 400 日本設計 大林組

佐倉デイサービスセンター

（老健施設)

浜松ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 静岡県 01’ 1 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 150 公共設計 林工組

チャレンジド21（福祉施設） 宮城県 01’ 2 トイレ 90 東北設計計画研究所 橋本・狩野

わんや産婦人科 宮城県 01’ 2 160 ヴァルトプラッツ

某障害者施設 鹿児島県 01’ 2 350 高峰設計

加藤設計 明工建設静岡県 01’ 1 トイレ、談話室 380

梓設計 鈴木建設

山大 山大

地下収納 180

診察室 120

140 プラスワン プラスワン

国立成育医療センター 東京都 2,200 日建設計

160 熊谷組

島根県 00’ 1 食堂壁他 150 横河設計

津久井老人ホーム 神奈川県 00’ 2

百才館 宮城県 00’ 2

宮城県 00’ 8

宮城県 00’10

熊谷組

大成建設

愛知県 00’ 5



ブレースボードの主な施工物件 　②医療福祉関係 2

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

村田医院 石川県 01’ 4 100 東洋建設

静光園（老建施設） 静岡県 01’ 4 脱衣室天井 150 飯尾建築設計 須山建設

あつみ病院 愛知県 01’6 病室天井 250 丹羽英二設計 間組

東急車両高齢者向ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 兵庫県 01’10 400 ﾗｲﾌｱｰﾄｲﾝﾃﾘｱｵﾌｨｽ

石田脳神経外科 青森県 01’10 50 清水建設

食堂、脱衣所、

ﾄｲﾚ他

紫野養護老人ホーム 京都府 01’11
天井､壁、

ﾄｲﾚ、脱衣所
210 横田・津田JV

吉田医院 群馬県 01’11 診療室他 100 美濃部設計

神久呂の園（老建） 静岡県 02’ 2 居室 640 中村光雄建築設計

のぞみハウス 山形県 02’ 2 トイレ天井 120 平田建築設計 丸七建設

三井記念病院（特老） 東京都 02’ 2 居室 2,800 日本設計 鹿島建設

みのり会 宮城県 02’ 5 100 安藤建設

三沢総合社会福祉センター 青森県 02’ 6 居室 500 佐藤総合計画 小阪・鈴木ＪＶ

桜井デイサービス 富山県 02’ 7 90

老人介護施設デイサービス 02’9 240 真柄建設・船山建設

大正病院 大阪府 02’10 300

小豆畑病院 茨城県 02’ 10 165

ベタリス病院（西病棟） 大阪府 02’ 11 80

こどもの自立総合支援センター 大阪府 02’ 12 530 飛島・隆栄ＪＶ

あけぼの療育センター 大阪府 02’ 12 105 藤木組ＪＶ

林内科医院 富山県 03’1 400 松井建設

白梅ケアホーム 静岡県 03’1 80

介護老人保健施設あまこだ 愛知県 03’1 240 不動建設

北条地区

デイサービスセンター

倉森建築設計
日建

丈設計事務所 馬渕建設

丸高建設

老建西浦賀 神奈川県 01’11 540

940

110

蜂谷工業㈱岡山県立病院 岡山県 03’8 ラウンジ天井他

新潟県 03’2



ブレースボードの主な施工物件 　②医療福祉関係 3

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

三井記念病院　陽光宛 東京都 03’11 居室天井 210 日本設計 鹿島

特養老人ホーム

マザーズガーデン

中野医院 神奈川県 03’11 530

大場内科腎クリニック 茨城県 03’11 収蔵庫 180 安藤建設

特別養護老人ホーム
みずうみ

静岡県 04’2 320 飯尾建設設計 中村組

木村内科クリニック 宮城県 04’3

宮之城 松寿園 鹿児島県 04’7 50 春園組

河南町保健福祉センター 大阪府 04’ 8 186

おんべこデイサービスセンター 宮城県 04’ 9 225 クリエイティブ工房 ㈱菅原建設

東和荘デイサービスセンター 愛知県 04’12 53

ふれあいの家 静岡県 12’ 7 190 ｾﾅｱﾙﾃ
一級建築工事務所

シーンメイキング

田尻子育て支援施設 宮城県 05’ 1 150

白梅豊岡病院 静岡県 05’ 1 100

大平台なかよし館 静岡県 05’ 1 鷹野設計 水野組

きみまち園 秋田県 05’ 2 トイレ・脱衣室 100 ㈱匠設計 大森建設

仙台フィンランド
健康福祉センター研究開発館

宮城県 05’ 2 休憩室 山下設計 東北支社 佐々良建設

広野リフレッシュ施設 福島県 13’ 7 書庫 256 永山建築設計事務所 加地和組

日就会 特別養護老人ホーム 宮城県 13’ 7 収蔵庫 300 東北設計計画研究所 仙建工業

特別養護老人ホーム
第二癒しの里 東京都 05’ 5 居室天井 2740 三一四設計 清水建設

とやの福祉会
高齢者休養村宮城野苑 宮城県 05’ 6 トイレ 745

かたくら建築工房
構建築設計

㈱ピーエス三菱
㈱佐元工務店 JV

横地内科 静岡県 05’ 7 35

取手北相馬保健医療
センター 医師会病院南病棟 茨城県 05’ 9 208

白梅豊岡ケアホーム 静岡県 06’ 2 76

新柏ヴィヴィアンホーム
特別養護老人ホーム

千葉県 06’ 4 160

昭和会デイサービス 静岡県 06’ 7 248

千葉県 03’12 竹中工務店



ブレースボードの主な施工物件 　②医療福祉関係 4

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

門田の家デイケアセンター 福島県 06’ 8 108

高塚老人ホーム 三重県 07’3 60

おおかわクリニック 千葉県 07’10 90

特別養護老人ホーム
やすはら苑

石川県 08’1 241

特別養護老人ホーム
夕陽ヶ丘苑

石川県 08’10 289

平野歯科医院 静岡県 08’11 30

希望が丘ホーム 青森 09’10 27

テジョンデシルバー病院 韓国 09’12 30

なす整形外科クリニック 富山県 10’2 100

共同生活介護こもれび 静岡県 11’1 79

特別養護老人ホームみずうみ 静岡県 11’2 93

登米診療所 宮城県 11’8 21

福島第一病院 福島県 11’11 252

会津坂下デイサービス 福島県 11’12 132

特別養護老人ホーム
さくらホーム山形

山形県 12’ 1 713

天竜厚生会 清風寮 静岡県 12’ 2 21

社会福祉法人慈悲庵
九重荘,第二九重荘 増改築 静岡県 13’ 1 214

小規模多機能ホームさくら 福島県 13’ 8 58

かいみち総合病院
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟改修

富山県 13’10 53

北九州市立
とばた通勤寮

福岡県 13’11 261

八千代工芸社 福岡県 14’ 2 440

とばた工芸舎 福岡県 14’10 456



ブレースボードの主な施工物件 　③住宅関係　 1

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

三菱地所ホーム
仙台支店

COBAマンション 島根県 00’ 1 居室 450 空間同名 鈴木工務店

尼崎田能マンション 兵庫県 00’ 2 居室 1,500 南海辰村建設

リビング
洗面所

西麻布アイル 東京都 00’ 3 クローゼット 250 イリヤ 鹿島建設

真壁邸 宮城県 00’ 6 居室等 110 ウィズ 奥村組

岑邸 神奈川県 00’ 6 居室 200 エヌケーホーム エヌケーホーム

神保邸 滋賀県 00’ 7 居室 200 三都ホーム

岩間邸 茨城県 00’10 収蔵庫 200 パル綜合設計 久野建設

足立邸新築工事 静岡県 00’10 居室 150 プロジェクトサカイ

土屋宏夫邸 神奈川県 00’11 地下室 90 エヌケーホーム エヌケーホーム

須山泰造邸改修工事 静岡県 00’11 居室 300 URP都市総合計画 須山建設

平山邸改修工事 千葉県 00’11 居室 150 東急アメニックス 東急アメニックス

鎌田邸新築工事 静岡県 00’11 居室 150 プロジェクトサカイ

南野マンション 大阪市 01’ 1 居室 120

郡司邸 神奈川県 01’ 1 病室 50 若命建設 東栄建設工業

河西邸 東京都 01’ 1 キッチン、他 80 近藤建設 近藤建設

小島邸新築 茨城県 01’ 3 寝室、他 100 シノザキ シノザキ

小田、中澤邸　改築 静岡県 01’ 5 ダイニング、他 160 協同建材

須山　邸 静岡県 01’7 リフォーム 250 URP都市総合 須山建設

平間邸　改修 神奈川県 01’ 9 70 大成リビング

高橋邸 愛知県 01’11
全室

（天井、壁）
300 北川組

笹川尭邸　改修 東京都 01’12 530
伊藤喜三郎建築
研究所

小山田木鋼所

ｸﾘｵﾚｼﾞｽﾀﾝｽ湘南辻堂
（集合住宅）
東京フレーミング
宮前5丁目住宅Ｂ棟・Ｃ棟

150 三菱地所ホーム

02’1 居室 220

神奈川県 01’12 地下収納庫 130

島崎邸 宮城県

松田邸 神奈川県

99’11 収納部

00’ 3

鹿島建設 鹿島建設

ヘーベルハウス へーベルハウス



ブレースボードの主な施工物件 　③住宅関係 2

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

丸山邸 東京都 03’1 100 恒和工業

前橋邸 静岡県 03’6 120

沖野建売住宅 宮城県 03’12 浴室前室 パナホーム東北 パナホーム東北

佐々木邸 宮城県 03’12 寝室 パナホーム東北 パナホーム東北

内野職員住宅 新潟県 03’12 貞和建設

古賀邸 岐阜県 04’1 80 丸善建工

大日向住宅 宮城県 04’2 収納部

中口邸 大阪府 04’3

佐野邸 宮城県 04’3 収納部 160 生活空間工房 ㈱トータルホームプラン

酒井邸 埼玉県 04’5 ペット室 ㈱オクタ ㈱オクタ

羽作こもれびの家 石川県 04’7 広瀬木材

誉田邸 宮城県 04’7 脱衣･洗面所 パナホーム東北 パナホーム東北

浜松イーストセブン 静岡県 04’ 7 クローゼット他 200
URP㈱
都市総合計画

清水・中村・杉浦JV

佐々木邸 宮城県 04’10 脱衣洗面室 40 佐々盛一級建築設計 金原土建

細川邸 大阪府 04’10 200 ㈱昭和工務店

草刈ビル 宮城県 04’10 50 岩井紘子建築設計 仙建工業

泉の家（豆川邸） 富山県 04’11 75 高田建設

深谷・山本邸 東京都 05’ 2 180

南麻布 U邸 東京都 05’ 3 45 鹿島建設 鹿島建設

オオヤママンション 茨城県 05’ 3 20 桑建石岡

成田邸 愛知県 05’ 4 脱衣室 旭化成ホームズ ㈱城南建設

藤森ビル 静岡県 05’ 4 390 創亜開発／浜松 常盤工業

ひがき邸 静岡県 05’ 4 アド設計 サンコー建材

澤木邸 静岡県 05’11 99

佐竹邸 宮城県 06’7 天井・壁 150 花輪建業



ブレースボードの主な施工物件 　③住宅関係 3

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

力丸邸 宮城県 06’8 壁・天井 60 花輪建業

佐々木邸 岩手県 06’11 91

ひらき邸 富山県 06’11 43

新山邸 宮城県 06’11 92

石川邸 宮城県 07’8 18

武田邸 宮城県 07’9 倉庫 150 花輪建業

アヴォール丸の内 愛知県 08’2 124

湯川展示住宅 福島県 10’2 23

UR仙台鶴ヶ谷住宅 宮城県 10’5 49

UR黒松住宅 宮城県 10’6 49

小出邸 山形県 10’7 51

佐藤邸 島根県 10’7 収蔵庫 124

松原邸 東京都 10’11 32

UR花壇住宅 宮城県 10’11 24

UR仙台鶴ヶ谷住宅 宮城県 11’2 17

県営広瀬住宅 宮城県 11’2 17

長森の家 岐阜県 11’7 91

奥山邸 山形県 11’8 50

高井邸 静岡県 12’ 7 21

杉田邸 愛知県 11’11 31

松ヶ丘の家 東京都 11’12 75

UR黒松住宅 宮城県 12’ 3 33

県営加茂住宅 宮城県 12’ 3 50

UR仙台中山住宅 宮城県 12’ 8 33

吉田邸 福島県 13’ 7 書庫 34



ブレースボードの主な施工物件 　③住宅関係 4

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

折田邸 京都府 12’ 9 170

鈴木邸 静岡県 12’10 207

県営広瀬住宅 宮城県 12’10 33

UR仙台鶴ヶ谷住宅 宮城県 13’ 1 17

UR仙台鶴ヶ谷住宅 宮城県 13’ 2 33

相原邸 宮城県 13’ 2 124

松山邸 福島県 13’ 6 33

福沢邸 静岡県 13’10 17

須藤邸 山形県 13’12 330

UR黒松住宅 宮城県 14’ 1 25

青島邸 静岡県 14’ 3 35

プレイスキャピタルアネックス 東京都 14’ 8 66



ブレースボードの主な施工物件 　④商業施設・公共施設関係　 1

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

石巻市建設部
建築課

仙台駅トライアングル 宮城県 00’ 2 厨房 ウェーブ

男女脱衣
ロッカー室

金秀鋼材　社屋 沖縄県 00’ 3 OAルーム 500

スーパーコデラ 静岡県 00’ 9 厨房室 150 平野設計 名工建設

中部地方建設局下田宿舎 静岡県 01’ 1 居室 250 中川猛建築設計 河津建設

日立製作所水戸工場 茨城県 01’ 2 トイレ 150

中央消防署蘇我出張所 千葉県 01’ 3 休憩室 100 潮建築設計 新日本建設

石巻市民会館　改修 宮城県 01’ 3 地下演奏室 80

北陸建材社東京支店 東京都 01’ 3 天井 60 北陸建材社

能登島ひょっこり温泉会館 石川県 01’ 4 120

菅野商店 福島県 01’ 5 食品工場 90 桂設計

三立製菓本社事務所 静岡県 01’7 360 鷹野設計 大林組

マルミツ産業本社ビル 山形県 01’8 地下室 460 平田建築設計 沼田建設

松島レストハウス 宮城県 01’8 盛設計 鈴木工務店

田町公会堂 静岡県 01’ 9 多目的ルーム 100 山田建築設計 ｳｴｯｼﾞ

某パチンコ店　改修 栃木県 01’ 9
店舗

（壁、天井）
100 藤田材木

シンホリ鳴海店 愛知県 01’11
店舗

（天井、壁）
880

オフサイドセンター 福島県 01’12 130 永山建築設計 田中建設

東名美合パーキングエリア 愛知県 02’1 トイレ 300 ＪＨ

赤坂パーキングエリア 02’1 トイレ 450 ＪＨ

神立コミュニティセンター 茨城県 02’2 165 飛島建設

ソニック石川古川工場
テクニカルセンター

交流施設館 岐阜県 02’5 520 西濃建設

高砂香料社屋 静岡県 02’6 倉庫 300

石巻市市民会館 宮城県 00’ 2 楽屋 360 日建興業

平田建築設計 ㈱ヤマムラホテル藤 山形県 00’ 3 120

静岡県 02’2 270



ブレースボードの主な施工物件 　④商業施設・公共施設関係 2

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

いずみ霊園 大阪府 02’11 520 前田建材工業㈱

世田谷区民集会所 東京都 02’12 180 白井建設

ケアハウスたきび塾 静岡県 03’4 50 (有)倉田誠建築事務所 若築建設

Ｈ13津公共職業安定所 三重県 03’4 230 日本土建㈱

和泉市営共同浴場 大阪府 03’6 160

葛城庵 03’7 110

中部国際空港管理棟 愛知県 03’11 150

シルクロードミュージアム 山梨県 03’11 330

大福寺コミュニティセンター 静岡県 03’12 スズキ設計 三協建設

奥沢５丁目文化施設 東京都 04’01 115 ㈱成明

山梨信用金庫
大目市店

山梨県 04’01 110 富士急建設ＪＶ

桑折警察署 福島県 04’01

本宮警察署 福島県 04’02 霊安室 明石建設設計 光建設

保原警察署 福島県 04’02 霊安室 明石建設設計 太田工務店

道の駅　相馬 福島県 04’02 体験実習館 桜井興業

某教会 山梨県 04’ 5 169 富士工業

つるべ荘 石川県 04’ 6 380

金昌寺 宮城県 04’ 6 位牌納骨堂 143 横山企画設計 加藤工匠

千葉市神明公民会館 千葉県 04’ 6 60 潮設計 カラカマ工務店

富山県 04’ 6 58

日新製鋼㈱堺製造所 大阪府 04’ 8 920

三島市労働総合庁舎 静岡県 04’ 9 150 ㈱黒川建築事務所 徳倉建設㈱

高見酒造 富山県 04’ 9 78

日新製鋼(株)
堺製造所(追加)

大阪府 04’9 1540

天竜市船明自治会館 静岡県 04’12 トイレ天井
中川猛
一級建築工事務所



ブレースボードの主な施工物件 　④商業施設・公共施設関係 3

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

曳馬公民館 静岡県 04’12 100 さくら設計 常盤工業

水野食品 宮城県 04’12 加工場 天井 158 シグマ建工

上島電興社 静岡県 04’12 倉庫 50 原田総合計画

JA遠州中央豊田北支店 静岡県 05’ 2 松村建設

婦中町音川交流センター 富山県 05’ 2

市民工房うるわし 石川県 05’5 160

ルートイン十勝 北海道 05’ 5 浴室前室 77 中山産業㈱ (有)高橋工務店

つくばシティアビル 茨城県 05’ 5 160 岩倉建築設計 東洋建設㈱

会津高田警察署 福島県 05’ 7 20

トヨタカローラ和歌山 和歌山県 05’ 9 100

浜松市立城北図書館 静岡県 05’10 223

掛川警察署 静岡県 05’11 106

豊川斎場 愛知県 05’12 収蔵庫 66

世界心道教 静岡県 06’ 2 118

童心社　本社 東京都 06’ 6 41

幸徳寺門信徒会館 大阪府 06’ 6 76

西山町中川コミュニティセンター 新潟県 07’ 1 60

セレモニア磐田 静岡県 07’4 180

JA遠州中央森支店 静岡県 07’ 5 73

恒吉商店覚堂管理ビル 静岡県 12’ 7 30

プラザノース 埼玉県 07’11 120

JA遠州中央袋井支店 静岡県 08’1 90

西梅田プロジェクト 大阪府 08’2 78 鹿島建設

ルナホール
（芦尾市民センター内）

兵庫県 08’2 50 海星建装

浜松市立篠原公民館 静岡県 08’7 83



ブレースボードの主な施工物件  ④商業施設・公共施設関係 4

建 物 名 場 所 13’ 7 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

マルイト難波ビル 大阪府 09’5 82

磐梯町　道の駅 福島県 09’7 49

JA遠州中央竜洋支店 静岡県 09’12 78

JA磐田南 静岡県 10’1 52

白山広域消防本部 石川県 10’5 26

岩沼市民図書館 宮城県 10’7 900 久米設計 福田組

逢瀬公園 福島県 10’11 27

大和・富谷ポンプ場 宮城県 11’2 226

トヨタカローラ
ショールーム

和歌山県 11’3 350

JA袋井南部地域支店 静岡県 11’11 160

JA遠州中央豊田北支店 静岡県 12’12 32

中源遺物保管センター 韓国 12’12 1650

戸塚駅西口再開発事業
公益施設整備 神奈川県 13’ 1 178

JAセレモニア磐田 静岡県 13’ 2 68

韓国資産管理公社 韓国 13’ 5 1200

ＪＡ遠州中央福田支店 静岡県 13’11 66

銀座７丁目プロジェクト 東京都 14’ 2 78

須賀川市並木体育館改築 福島県 14’ 5 99



ブレースボードの主な施工物件 　⑤教育・研究施設関係 1

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

体育館
用具置場

熊本大学教育
研究センター

源空寺保育園 山口県 00’ 6 80

静岡学園 静岡県 00’ 8 体育館更衣室 140 高橋茂弥設計

大野田幼稚園 宮城県 00’10 ホール 80 アルティ 熊谷組

明徳義塾校舎 高知県 01’ 1 900

三本松高校 香川県 300 大王建設

西多賀チェリー保育園 宮城県 01’ 2 教室 440 空間環境研究所 清水建設

写東村教育ゾーン
（教育施設）

新潟県 01’ 4 トイレ、他 85 創建築設計

小桜保育園 東京都 01’ 5 トイレ、厨房他 130 大塚建築設計 信東、両徳建設ＪＶ

静岡市立高校 静岡県 01’6 運動用具倉庫 130 高橋茂弥設計

渋川市立渋川南小学校 群馬県 01’ 9 トイレ 530 羽鳥建築設計

板橋区立すみれ保育園(改修) 東京都 01’11 調理室、ﾄｲﾚ 80 大塚建築設計 松尾工務店

笹井幼稚園 静岡県 01’12 ﾄｲﾚ、厨房他 100 白柳建築設計 川島建設

大須桑浜総合小学校 宮城県 01’12 天井 760 盛設計 鴻池組

大須桑浜総合小学校 宮城県 02’1 教室天井 1,000 盛総合設計 鴻池組

麻生学園情報大学 福岡県 02’2 130

前津江村学校
給食センター

大分県 02’2 調理場 265 ㈲高瀬工務店

鳥取県衛生環境研究所 鳥取県 02’2 165 日建設計

長野原町立第一小学校 群馬県 02’6 教室 200 井上工業

上島小学校 静岡県 02’6 教室 800 飯尾建築設計事務所 常盤工業

大妻女子大学 東京都 02’8 図書館 800 日建設計

静岡学園高等学校 静岡県 02’8 230

板橋区立くるみ保育園（改修） 東京都 03’1 100 残間建設

忍野村生涯学習館 山梨県 03’2 90 富士急・タカムラJV

伊勢崎市立赤堀南小学校 群馬県 99’ 3 150 菊地設計室

熊本県 00’ 5 80 熊本大学施設課 三ツ矢建設



ブレースボードの主な施工物件 　⑤教育・研究施設関係 2

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

（社）鳥山会　鳥山保育園 群馬県 03’2 700 小川・東栄ホームJV

山元町立山下中学校 宮城県 03’3 480 東北設計計画研究所 浅沼組

湯河原町立湯河原中学校 神奈川県 03’8 トイレ 130 ㈱太昭和

仙台市立市名坂小学校 宮城県 03’8 トイレ等 340 盛総合設計

浜松市立気賀小学校 静岡県 03’8 190 白柳建築設計 中村組

浜松市立広沢小学校 静岡県 03’02

大崎市立鹿島台第二小学校 宮城県 03’10 屋内運動場 盛総合設計 石堂建設

浜松市立白脇小学校 静岡県 03’11 130 創和設計 杉浦組

千里愛保育園 大阪府 04’01 岐建㈱

むらさきの幼稚園 岩手県 04’01 教室他 65 設計集団ＺＩＧＥＮ 小原建設

江刺市生涯学習センター 岩手県 04’04 居室 天井 190 山下設計東北支店 鹿島建設

浜松市立北里小学校 静岡県 04’04 132 賛同人建築研究所 中村組

広島女学院大学 広島県 04’06

浜松市立大平台小学校 静岡県 04’07 400 鷹野設計 須山建設

仙台市立原町小学校 宮城県 04’08 75 盛総合設計 奥田建設JV

浜松市立大平台小学校（追加） 静岡県 04’09 36 鷹野設計 須山建設

宮城県角田高校 宮城県 04’10 320 盛総合設計 大愼組

青森県立東高校 青森県 04’10 360

あけぼのぽんぽこ保育園 大阪府 05’ 1 厨房天井 46 CEM柑原総合設計 フジミビルサービス

東京大学
生産技術研究所

東京都 05’ 4 居室 壁 45 (有)シブクリエイツ

大阪労災看護専門学校 大阪府 05’ 8 35

豊能町立東能勢中学校南館 大阪府 06’ 5 116

浜松市立佐藤小学校 静岡県 06’ 6 112

浜松市立雄踏小学校 静岡県 06’ 7 347

多摩美術大学
八王子キャンパス

東京都 06’11 147



ブレースボードの主な施工物件 　⑤教育・研究施設関係 3

建 物 名 場 所 年 月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

日本大学薬学部８号館 千葉県 06’12 376

高羽キッズスクール 兵庫県 07’ 1 30

日本大学江古田キャンパス 東京都 07’ 1 124

ひまわり保育園 静岡県 07’ 2 135

高松工業高等専門学校 香川県 07’ 6 150

湖西市立岡崎中学校 静岡県 07’ 7 445

宮城県第三女子高等学校
屋内運動棟 宮城県 07’ 8 140

高松工業高等専門学校 香川県 07’ 8 53

高野山大学図書館 和歌山県 07’ 8 60

東京大学東洋文化研究所本館 東京都 08’ 2 260 ㈱イズミコストラクション

磐田市給食センター 静岡県 08’ 4 1840

浜松市立中川小学校 静岡県 08’ 4 55 中村組

浜松市立舞阪小学校 静岡県 08’ 6 127

仙台市立愛子小学校
屋内運動場

宮城県 08’11 収蔵庫 92

日本大学
江古田キャンパス

東京都 09’4 64

浜松市立積志小学校 静岡県 09’7 173

京都文教学園 京都府 09’10 310

金ヶ崎町立金ヶ崎中学校 岩手県 09’12 130 佐藤総合計画

湯川村立笈川小学校 福島県 10’8 125 吉田建築計画事務所

湯川村立勝常小学校 福島県 10’8 120 吉田建築計画事務所

天栄村立天栄中学校 福島県 12’ 7 264 SD設計 鹿島

相馬市立中村第一小学校 福島県 10’10 630

あさひ保育園 石川県 10’12 29

盛岡市立城東中学校 岩手県 11’2 48

天竜厚生会あかいし学園 静岡県 12’ 1 456



ブレースボードの主な施工物件 　⑤教育・研究施設関係 4

建 物 名 場 所 年月 使用部位 面積(㎡) 設 計 G. C

浜松市立北部中学校(改築) 静岡県 13’ 7 収蔵庫 41

大邱カトリック大学 韓国 12’ 2 180

三戸町立三戸小学校 青森県 12’ 2 1052

あだたら育成園 福島県 12’ 5 531

浜松市立北部中学校 改築 静岡県 12’ 7 377

棚倉幼稚園 福島県 12’12 116

棚倉社会教育複合施設 福島県 13’ 3 107

浜松市立内野小学校
校舎増築

静岡県 13’ 3 161

弘前中央高校 青森県 13’10 70 津内口設計

長沼中学校校舎改築 福島県 13’10 220 佐藤総合計画

宮城大学 宮城県 13'11 59 盛総合設計

女子美大 相模原キャンパス
改修工事 神奈川県 14' 8 550

福田幼保園 静岡県 14’11 530


