
２．音響検査測定・調査・診断

２－１．文化会館・市民会館・公民館等のホール

孫子市民会館音響検査測定 千葉県 藤崎町文化センター音響検査測定 青森県

横須賀文化会館音響検査測定 神奈川県 六ヶ所村文化交流プラザ音響検査測定 青森県

日立小平会館ホール音響検査測定 茨城県 館林市文化会館音響調査測定 栃木県

秋田文化会館ホール音響検査測定 秋田県 津久井町文化福祉会館調査測定 神奈川県

進修館ホール音響測定 埼玉県 綾瀬市文化会館設備検査測定 神奈川県

国立文楽劇場設立のための騒音・振動調査 大阪府 杉並区立総合児童センターゆう杉並等音響検査測定 東京都

今津文化会館音響検査測定 滋賀県 足立区新庁舎音響検査測定 東京都

秋田県民会館音響測定技術指導 秋田県 沖縄市民小劇場「あしびなー」音響検査測定 沖縄県

新津市民会館音響測定 新潟県 品川区立総合区民会館音響調査測定 東京都

野口記念館音響測定 宮崎県 相模湖広域交流センター音響検査測定 神奈川県

佐世保市民会館音響測定 長崎県 江戸川区立小松川地区区民施設音響検査測定 東京都

矢板市文化会館音響検査測定 栃木県 きむたか交流プラザ音響検査測定 沖縄県

黒磯市文化会館音響検査測定 栃木県 千葉市民会館改修のための調査測定 千葉県

富士フィルム（株）本社ホール音響測定（ＪＡＳＴ） 東京都 阿南市文化会館音響検査測定 徳島県

青野ホール音響測定 愛媛県 緑文化小劇場音響検査測定 愛知県

本多劇場音響検査測定 東京都 伊勢市観光文化会館リニューアル工事音響検査測定 三重県

産業医科大学大ホール音響検査測定 福岡県 大宮市間宮地区複合公共施設音響検査測定 埼玉県

上尾コミュニティーセンターホール音響検査測定 埼玉県 三芳町文化会館音響検査測定 埼玉県

土浦亀城プラザホール音響検査測定 茨城県 千種文化小劇場建築音響測定 愛知県

高崎文化センター音響測定 群馬県 下條村文化芸能交流センターコスモホール音響測定 長野県

山崎学園メモリアルホール音響測定 東京都 美野里町文化センター音響測定 茨城県

勿来市民会館音響検査測定 福島県 島根県芸術文化センター音響測定 島根県

芸術座音響測定 東京都 騎西町立生涯学習施設音響測定 埼玉県

練馬公民館音響測定 東京都 西川町図書館等生涯学習施設多目的ホール音響測定 新潟県

土浦市民会館音響測定 茨城県 阿山町社会教育施設ホール音響測定 三重県

新宿コマスタジアム音響検査測定 東京都 保利大劇場（オペラハウス）音響模型実験における考察 中国・上海市

熊本県立劇場音響測定 熊本県 御前崎市民会館改修後の音響測定 静岡県

熊本郵便貯金会館ホール音響測定 熊本県 佐倉市民音楽ホール改修工事にともなう音響測定 千葉県

函南町中央公民館音響測定 静岡県

開成学園音響検査測定 福島県

小倉市民会館音響検査測定 福岡県

宮津会館改修工事音響監理・検査測定 京都府

牛久市民ホール音響測定 茨城県

越谷市北部文化会館音響検査測定 埼玉県

帝国劇場音響検査測定 東京都

江戸川区立小岩ア－バンプラザ音響検査測定 東京都

新宿区箪笥町区民ホ－ル音響検査測定 東京都

淡島ホテルホ－ル音響検査測定 静岡県

富山県立立山遥望館音響検査測定 富山県

白井町文化センタ－音響検査測定 千葉県

長生村複合施設音響検査測定 千葉県

野木エニスホ－ル音響検査測定 栃木県

長良川国際会議場音響検査測定 岐阜県

フレスコ南大沢交流ホール音響測定 東京都

スイングホール音響測定 東京都

ＷＯＯＤＹホール音響検査測定 静岡県

明和村ふるさと産業文化会館音響測定指導 栃木県

川越町あいあいホール音響検査測定 三重県

韮崎文化会館音響測定 山梨県

芭蕉の里文化ホール音響検査測定 栃木県
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２－２．講堂・体育館・教会・会議室・集会室

茗溪学園講堂・体育館音響測定 茨城県 東レ研修センター音響調査・音響改修提案 静岡県

高柳町立総合体育館音響検査測定 新潟県 国際医療福祉大学音響分析 埼玉県

栃木県公館大会議室音響検査測定 栃木県 霊波之光教会音響測定 埼玉県

高崎市体育館音響測定 群馬県 鹿沼総合体育館音響測定 栃木県

中央鉄道学園講堂音響測定技術協力 東京都 群馬県県庁議場音響検査測定 群馬県

足立区立中央３丁目体育館の音響特性測定 東京都 国会議事堂参議院本会議場・委員会室音響測定 東京都

尚美音楽短期大学音響測定 埼玉県 海老名市北部公園体育館音響測定 神奈川県

国立民族学博物館講堂音響測定 大阪府 静岡スタジアム「エコパ」、「アリーナ」音響検査測定 静岡県

自治医科大学地域医療情報研修センター音響測定 栃木県 フェリス女学院講堂音響検査測定 神奈川県

江戸川区立スポーツセンター大体育館音響測定 東京都 東京国立近代美術館本館講堂音響検査測定 東京都

ホテルサンルート長岡大宴会場騒音調査測定および騒音対策 新潟県 ウインドリバー㈱音響測定・考察 東京都

大利根町文化体育館音響測定および改修提案 埼玉県 京都芸術劇場「春秋座」音響検査測定 京都府

西九州互助会佐賀会館遮音測定 佐賀県 警視庁警察学校講堂音響測定 東京都

君津市多目的体育館音響検査測定 千葉県 日本科学未来館新築工事音響検査測定 東京都

波崎市多目的体育館音響検査測定 千葉県 警察大学校第一講堂、第二講堂音響測定 東京都

報徳苑宴会場音響測定 茨城県 共産党本部ビル新築工事音響検査測定 東京都

くらしの友「アペア」宴会場音響測定 東京都 アポロホール音響測定 静岡県

神奈川県民共済ホール音響測定 神奈川県 ニッセイ総合研修所センチュリーホール電気音響測定 千葉県

水戸プラザホテル宴会場音響測定および遮音対策検討 茨城県 国会議事堂本会議場音響測定 東京都

青森明の星高等学校講堂音響検査測定 青森県 国会議事堂参議院委員会室音響測定 東京都

郡山開成学園建学記念講堂音響検査測定 福島県 鶴見大学記念館音響測定 神奈川県

中野区立総合体育館音響調査 東京都 綱島ホール音響測定 神奈川県

千葉県総合体育館音響測定 千葉県 大講堂音響測定 茨城県

千葉工業大学音響測定 千葉県 宗次ホール音響測定 愛知県

川崎市第２庁舎議場音響測定 神奈川県 国会議事堂参議院委員会室第４１・４３委員会室音響測定 東京都

北九州大学体育館講堂音響測定 福岡県 国会議事堂参議院本会議場音響調査 東京都

晨麓苑音響測定 埼玉県 国会議事堂参議院本会議場・電気音響設備調整測定 東京都

ホテルリッチ仙台宴会場音響測定 宮城県 国会議事堂参議院第1委員会室・電気音響設備調整測定 東京都

城山観光ホテル宴会場音響測定 鹿児島県 東京国際展示場遮音測定 東京都

津山順天堂本社講堂音響測定 東京都 国会議事堂参議院委員会室３４、４１音響調整測定 東京都

浜松名鉄ホテル音響測定 静岡県 王子ホール　振動対策のためのコンサルタント 東京都

安田火災研修センター音響検査測定 山梨県 国会議事堂参議院委員会室２２、３２音響調整測定 東京都

明治記念館音響測定 東京都

明の星学園講堂音響検査測定 埼玉県

高千穂商科大学音響測定 東京都

職業訓練大学音響検査測定 東京都

大阪勤労者職業福祉センター音響測定 大阪府

井原市総合体育館音響調査測定 広島県

淡島ホテル音楽ホ－ル音響検査測定 静岡県

千葉県医療技術大学校講堂音響測定・改修設計 千葉県

富山県立山遥望館音響検査測定 富山県

逗子教会礼拝堂音響測定 神奈川県

岩瀬町体育館音響検査測定 栃木県

三重県立アリ－ナ音響検査測定 三重県

川崎市立看護短期大学音響測定 神奈川県

沼南町体育館音響測定 茨城県

都ホテル東京中宴会場音響測定 東京都

相模中央キリスト教会音響測定 神奈川県

職業能力開発短期大学校講堂音響測定 長野県

浦安市総合体育館音響測定 千葉県
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２－３．映画館・ＡＶシアター・スタジオ・試聴室・ピアノ室

日本楽器龍名館ビル試聴室の音響測定と改善計画 東京都

木下ＳＴＵＤＩＯ音響測定 埼玉県

富山テレビ放送ホール音響測定 富山県

四ツ谷放送アカデミー騒音測定 東京都

関内スタジオ音響測定 神奈川県

日本マランツ試聴室音響診断 東京都

東京現像所第一試写室音響測定 東京都

東京現像所第二試写室音響測定 東京都

㈱シブヤ楽器店音響測定および音響性能検討 東京都

オーディオ・スポット音響診断 東京都

ピュア・サウンド音響診断 埼玉県

日立マクセルＡＶルーム音響測定 東京都

ファンガティインダストリアリスニングルーム診断 兵庫県

アルニコオーディオ診断 長野県

ニッサンスタジオ音響測定 東京都

茶屋町ロフト映画館音響測定 大阪府

図研研究所ＡＶホ－ル改修のための音響測定 東京都

浦安ＣＡＴＶ音響検査測定 千葉県

東京ベイスタジオ音響測定 東京都

サントリーＩＭＡＸシアター音響検査測定 大阪府

アートヒルズＩＭＡＸシアター音響検査測定 長野県

スタジオスペースベリオ音響測定 東京都

ゴールドマンサックスＴＶ会議室音響測定 東京都

さいえんすワールド音響測定 東京都

平和島シネマサンシャイン音響測定 東京都
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２－４．その他

残響室法吸音率測定データの調査 プリンスハイツ飯田橋騒音振動測定および検討 東京都

秩父砕石プラント騒音対策技術協力 埼玉県 トーモク㈱小牧工場音響調査測定 神奈川県

テラスハウス遮音工事の検討 千葉県 王子製紙㈱春日井工場騒音振動調査 愛知県

大伸鋳造所騒音対策 埼玉県 プリンスハイツ碑文谷騒音調査・改修提案 東京都

荒川製鋼騒音測定 埼玉県 プリンスハイツ曙橋振動調査測定 東京都

スタジオアルタ屋外ビデオ音響装置電気音響検査測定 東京都 プリンスハイツ中野新橋振動調査測定 東京都

警視庁本庁舎新築工事音響検査測定 東京都 高砂製紙㈱工場騒音対策 千葉県

警視庁本庁舎新築工事ＳＤ音響検査測定 東京都 自動定流弁発生騒音測定 東京都

川崎労働会館建築のための騒音実態調査 神奈川県 日本ＴＶ「ニュースプラス１」マンション騒音測定 東京都

法政大学工学部残響室音響測定 東京都 ＭＭ２１線「北仲駅」音響調査測定と可聴化による音響評価 神奈川県

ランニングウォール遮音測定および評価検討 東京都 ＭＭ２１線「ＭＭ中央駅」音響調査測定と可聴化による音響評価 神奈川県

東京都下水道工事騒音調査測定 東京都 ＭＭ２１線「元町駅」音響調査測定と可聴化による音響評価 神奈川県

ハイツ高野台周辺騒音環境調査 東京都 トーモク㈱横浜工場騒音調査測定・検討 神奈川県

文部省指定による既存鉄骨校舎の構造耐力等の調査研究「環境部門」 東京・茨城・福岡 尼崎今福社宅跡地マンション計画における騒音調査測定と考察 愛知県

プリアンプ振動音圧付加実験 スパンドレル吸音実験と吸音性状推定

ホテルニュー長寿荘宴会場可動間仕切りの遮音測定 茨城県 王子製紙㈱江戸川工場騒音振動調査測定・考察 東京都

㈱トーモク小牧工場騒音調査 愛知県 王子製紙㈱佐賀工場振動調査測定 佐賀県

城山観光ホテル客室遮音改善の検討 鹿児島県 王子コンテナー騒音対策検討

奈良市大安寺浄化センター騒音調査 奈良県 王子製紙㈱呉工場４Ｍ／Ｃ騒音調査測定・対策検討 広島県

日立エンジンのエンジンブレーキ騒音分析 茨城県 トーモク横浜工場騒音調査 神奈川県

㈱トーモク横浜工場騒音調査 神奈川県 ㈱チューエツパルプ富山工場騒音調査・対策検討 富山県

労働者産業安全研究所研究室測定 東京都 王子コンテナー包装試験機騒音振動調査 東京都

中越パルプ工業㈱騒音調査および対策のための検討 富山県 メゾンベール下目黒環境考察 東京都

西国分寺パークホームズ近隣騒音調査 東京都 高砂製紙騒音調査・対策 茨城県

サンハクトホテル音響測定 福岡県 関西パック㈱加古川工場騒音調査・対策 兵庫県

東洋パルプ㈱呉工場騒音調査 広島県 ロイヤルパークホテル宴会場遮音測定 東京都

川崎寺院設計のための騒音調査 神奈川県 王子製紙日南工場騒音振動調査・考察 宮崎県

住宅公団西管団地遮音調査および対策 神奈川県 赤坂伊東ビル騒音振動調査・考察 東京都

コートハウス早稲田遮音調査 東京都 王子チヨダコンテナー茨城工場騒音調査・対策 茨城県

星が丘パークランドふじのき台遮音調査 神奈川県 日本橋三井タワー遮音測定 東京都

音響測定結果デ－タ出力 新潟県 大型スライディングウォール遮音測定 愛知県

東洋パルプ㈱呉工場騒音測定 広島県 三菱商事丸の内新オフィス遮音測定 東京都

日本コロンビア遮音測定 神奈川県 龍宮スライディングウォール遮音測定 神奈川県

東北電力㈱須賀川変電所騒音測定 福島県 メゾンベール白金台環境測定 東京都

ディスコ「ジャバ・ベイ」騒音調査 東京都 三菱ビルテクノサービス遮音測定 東京都

東洋パルプ㈱呉工場騒音調査測定 広島県 Ｔ＆Ｄ遮音測定 東京都

日本生命ＴＶ会議室音響検査測定 大阪府 リクルートＧ８遮音測定 東京都

王子製紙㈱春日井工場振動調査測定（１） 愛知県 三田ビル遮音測定 東京都

王子製紙㈱日南工場振動調査測定 宮崎県 王子コンテナー防府工場騒音調査・対策 山口県

日産自動車ＴＶスタジオ音響検査測定 東京都 ロイヤルパークホテル宴会場遮音測定 東京都

王子製紙㈱春日井工場振動調査測定（２） 愛知県 ソリトンシステムズ遮音測定・対策 東京都

勝田邸ＦＭ信号調査 東京都 王子製紙春日井工場騒音調査・対策 愛知県

西神アトリウム「プレンティ」音響測定 兵庫県 ホテルメトロポリタン大宴会場遮音測定 東京都

王子コーンスターチ㈱振動騒音調査・対策 愛知県 国際文化会館遮音測定 東京都

中越パルプ㈱能町工場振動騒音調査（１） 富山県 日本コカコーラ本社遮音測定 東京都

中越パルプ㈱能町工場振動騒音調査（２） 富山県 電通ビル遮音測定 東京都

妙国寺音響測定 東京都 赤坂伊東ビル振動対策コンサルタント 東京都

Ｙプロジェクト音響調査測定 東京都 日本橋三井タワー遮音測定 東京都

王子製紙㈱名古屋工場騒音測定 愛知県 大型スライディングウォール遮音測定

トッパンム－ア騒音振動調査測定および検討 愛知県 三菱商事丸の内新オフィス遮音測定 東京都
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龍宮ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ遮音測定 神奈川県

三菱ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ遮音測定 東京都

Ｔ＆Ｄ遮音測定 東京都

三菱商事丸の内ビル遮音測定 東京都

東京ミッドタウン遮音測定 東京都

リクルートG8遮音測定 東京都

新丸ビル遮音測定 東京都

王子特殊紙㈱東海工場騒音低減のための検討 静岡県

新宿NSビル会議室遮音測定 東京都

王子パピー騒音測定 静岡県

国際文化会館遮音測定 東京都

埼玉県学校給食パン米飯協同組合遮音対策検討 埼玉県

リクルート　東京サースタワー遮音測定 東京都

神保町３丁目アネックスビル遮音測定 東京都

リクルート　G7遮音測定 東京都

王子チヨダコンテナー防府工場騒音調査測定 山口県

リクルートマネージメントソリューションズ遮音測定・検討 東京都

プリンセススクエアー遮音測定 東京都

ホテルメトロポリタン長野遮音測定 長野県

ラフォーレ那須宴会場遮音測定 栃木県

㈱トップ遮音測定および対策検討 東京都

王子特殊紙富士工場騒音調査および騒音対策 静岡県

王子チヨダコンテナー東京工場　騒音調査測定 東京都

こどもの城改修工事における界壁遮音測定 東京都

こどもの城改修工事における可動間仕切り遮音測定 東京都

王子製紙江戸川工場騒音調査測定 東京都

ブケ東海宴会場遮音測定および考察 静岡県

王子製紙富士工場 商業ビル王子パピー解体にともなう騒音調査測定 静岡県

岡村製作所可動間仕切り壁の遮音調査および考察

ホテル信濃路遮音調査測定 長野県

岡村製作所可動間仕切り壁の振動調査

㈱ＤＨＣ銀座配管防振調査測定 東京都
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