
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
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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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