書籍イメージ
作品写真
東

説明図
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建築学生のための

北
を
支

東北を支える

え

建設関連企業図鑑

る

2016

建
設

" #$

関

!

!

会社理念

!!

連

卒業生から在校生へ

企

良い建築作品をつくるために

業
図

は、様々な分野の方々との協
働が必要です。そのためには
日ごろから多くのひとや技術

鑑

と“付き合う”ことが大切です。
東北工業大学には情熱豊かな

２
０
１
６

会社概要／作品紹介

一人の役職員です。そのため

えています。

・人間力と仕事力

家族、地域社会から信頼され

地域の資産、更には地域づく

る事務所を目指しています。

24

通し番号

017
019

作品名

作品写真

頁番号
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○○の家

□□□□な空間設計

東北工業大学八木山キャンパス１号館

企業理念／会社概要

」をはじめ、
ＱＯＬ（クオリティ・

会社概要／作品紹介

私たち人間が本来的に備えて

オブ・ライフ）の向上という施設

いる自然治癒力や回復力に着

のコンセプトを力強くサポー

目、これを最大限に引き出す

トするアイデアを随所に取り

ことによって健康の維持増進

入れ、患者さんや入居者の

をサポートする…という明確

方々がより快適に過ごせる環

な目的のもとに設立された施

境を提供しています。

設です。館内には地下の帯水

作品紹介

層を利用することで地中の熱
を効率的に採熱する「ラジア

会社ロゴ

25

（A4 サイズ）
通し番号
$ ࣮࣌ࢪ⏝
a：見開き利用の場合

作品写真

020

通し番号

マインド・人

間力の向上を求め続け顧客、

私たちの仕事は建築を通して

□□□□な空間設計

究

特に「人間力」が大切だと考

きました。

説明図
会社ロゴ

工大卒業生代表：佐藤

には「人間力」と「仕事力」、

多くの価値を地域に提供して

会社ロゴ

い。

す。これを実現するのは一人

えますが、『 Spirit Of Place 』
・

○○の家

した学生生活を送ってくださ

徴ある事務所」を追い求めま

独立して間もなく 20 年を迎

会社ロゴ

大” で将来のためになる充実

対して高い価値を提供する特

『継承と創造』を社是として

014

代表する私立建築学科の “工

対して高い価値を提供する特

1996 年に㈱岡設計から分社・

○○の家

間力” だと思います。東北を

は「顧客、社員、地域社会に

活動です。関・空間設計は、

012
013

がら、社会貢献するのが “人

と考えています。そのために

継承し新しい価値を創出する”

通し番号
通し番号

活かして自分の夢を実現しな

り、人づくりに繋がる活動だ

私たちの仕事は建築の設計と

作品名
表紙イメージ

業してからもその土壌が十分
に整っています。その土壌を

・継承と創造

監理を通して “地域の価値を

□□□□な空間設計

先生方が多く、在学中も、卒

“ 継承 と 創造・人間力 と 仕事力 ”

番号

写真

※A5 版左開き

通し番号

ルウェル型地中熱交換ヒート
ポンプ冷暖房システム」が導

( 医 ) 福島厚生会 複合施設
ホリスティカかまた

長町支社

用途：老人介護保健施設・クリニック・

021

メディカルフィットネス・通所リハビ

命を延ばすための新しい複合施設

雨水を貯留して利用できるよ

のなかで計画された。完成後

リ施設
特徴：福島市郊外に位置する、健康寿

に旧 1 号館の機能を移転し解

東北工大建設

八木山支社

うに工夫するなど、自然エネ

入されており、また熱源水も

館を機能させながら建設する
という、タイトなプログラム
025

株式会社

竣工年：2007 年 6 月

発注者：学校法人 東北工業大学
設計監理・基本設計・実施設計：
佐藤総合計画 東北事務所
施工：
戸田・阿部和特定建設工事共同企業体
構造：Ｓ造 一部ＲＣ造
階数：地下１階、地上４階、棟屋１階
規模：
最高高さ
19.300ｍ
最高軒高
16.350ｍ
敷地面積
47.692.94 ㎡
建築面積
1,898.22 ㎡
延床面積
5,233.85 ㎡
設計期間：2004年10月〜2005年５月
（本体）
2005年10月〜2006年４月
（外構）
工事期間 :2005年６月〜2006年11月
（本体）
2006 年６月〜 2007 年３月（外構）
主な外部仕上 :
屋根
アスファルト防水
外壁
ＥＣＰｔ60＋２−ＵＥ
アルミカーテンウォール

の間の狭隘なエリアに旧１号

テキストのみ掲載例

所在地：福島県福島市

建築概要

東北工業大学八木山キャンパス１号館

新１号館は旧１号館と４号館

体、その跡地を整備するとい

〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町 35-1
Tel：022-305-3311
〒982-8588 仙台市太白区二ツ沢 6 番
Tel：022-304-5501

う順序で建設が進められた。
新１号館の計画により、東西
に分断されていたキャンパス

三建設備工業株式会社
代表取締役社長 松井 栄一
東北支店執行役員支店長 佐藤 朋巳
本社：東京都中央区新川一丁目 17 番 21 号
TEL 03-6280-2561
東北支店：宮城県仙台市青葉区本町一丁目 3
番 22 号
TEL 022-221-33311

内の既存の校舎及び外部空間

を繋ぎ合せ、周辺環境と連な
026
りを持たせた開かれたャンパ
スとしての再生を目指した。

会社ロゴ

卒業生から在校生へ
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あああああああああああああ

018

ロゴ

企業理念／会社概要

設立

を考慮した設計･監理を行う

宮城県建築士事務所協会

私達は、人・環境のつながり
ことを目指します。
快適で、生活を楽しむことの
できる空間を創造し、コスト
と品質管理の下で、建主様と
共に夢を実現するサポートを
致します。

・定期報告（特殊建築物等）

1983 年（昭和 58 年）5 月

・改修・リノベーション設計

管理建築士 佐藤孝志
構成

代表者

会員（副会長）

スタッフ 6 名

一級建築士

・大規模修繕計画・長期修繕計画作成
・耐震診断・耐震改修計画

佐藤孝志

等

3名

企業理念／会社概要

ステムを構築しています。そ

私たち人間が本来的に備えて

の他、より身体に優しい室内

いる自然治癒力や回復力に着

空調設備「床放射冷暖房シス

目、これを最大限に引き出す

テム」をはじめ、ＱＯＬ（クオリ

ことによって健康の維持増進

ティ・オブ・ライフ）の向上とい

をサポートする…という明確

う施設のコンセプトを力強く

な目的のもとに設立された施

サポートするアイデアを随所

設です。館内には地下の帯水

に取り入れ、患者さんや入居

層を利用することで地中の熱

者の方々がより快適に過ごせ

を効率的に採熱する「ラジア

る環境を提供しています。

入されており、また熱源水も
雨水を貯留して利用できるよ

業務内容
・建築設計･工事監理

うに工夫するなど、自然エネ

・建築コンサルタント

リ施設
特徴：福島市郊外に位置する、健康寿
命を延ばすための新しい複合施設

会社ロゴ
通し番号
栄一

三建設備工業株式会社
代表取締役社長 松井
東北支店執行役員支店長 佐藤 朋巳
本社：東京都中央区新川一丁目 17 番 21 号
TEL 03-6280-2561
東北支店：宮城県仙台市青葉区本町一丁目 3
番 22 号
TEL 022-221-33311

会社ロゴ

ルギーを積極的に活用するシ

□□□□な空間設計

022

防災の飛島

6. 土壌浄化、河川・湖沼の底質浄化、

テキストのみ掲載例
建ててから始ま
湖水・海水の水質浄化等の

三建設備工業株式会社
代表取締役社長 松井 栄一
東北支店執行役員支店長 佐藤 朋巳
本社：東京都中央区新川一丁目 17 番 21 号
TEL 03-6280-2561
東北支店：宮城県仙台市青葉区本町一丁目 3
番 22 号
TEL 022-221-33311

工大建築研究所（株）
環境汚染の修復に関する事業ならびに
る真のお付き合い施工品質は

もとより、ご提供するサービ
会社ロゴ

八木山支社

長町支社
スをはじめとしてあらゆる企

業活動において高レベルの
『Ｑｕａｌｉｔｙ』を追求し
ます。

023

一般廃棄物および産業廃棄物の
〒982-8577
仙台市太白区八木山香澄町 35-1
Tel：
022-305-3311
収集、運搬、処理および再生利用
〒982-8588 仙台市太白区二ツ沢 6 番
7. 電気および熱等のエネルギーの供給
Tel：
022-304-5501
8. 建設機械装置、建設用仮設機材およ
び土木建築関連資材の製作、調達、販売
および賃貸
9. 建物および建物に附帯する設備の保

3. 地域開発、都市開発、海洋開発、環
境整備等の調査、測量、企画、

ホリスティカかまた

立案、設計、監理、運営

竣工年：2007 年 6 月

4. 住宅事業および不動産取引業ならび

所在地：福島県福島市

に不動産賃貸業

用途：老人介護保健施設・クリニック・

5. 道路、港湾、上下水道、庁舎、教育

取得、実施許諾および販売
11. コンピュータを利用した情報処理な
らびにハード・ソフトウェアの開発
12. 損害保険代理業および自動車損害賠
償保障法に基づく保険代理業
および生命保険募集業
13. 前各号に関するコンサルティング業

29

会社ロゴ

028
017

守管理の受託ならびに保安警備の受託
2. 前号に関する調査、測量、企画、立案、 10. 工業所有権、著作権、ノウハウ等の

( 医 ) 福島厚生会 複合施設

会社ロゴ

027
017

運営および経営

会社概要／作品紹介

設計、管理

作品紹介

28

○○の家

1. 土木、建築工事および請負業

ルウェル型地中熱交換ヒート
ポンプ冷暖房システム」が導

（設備設計一級建築士 1 名）

メディカルフィットネス・通所リハビ

飛島建設株式会社東北支店
〜建ててから始まる 真のお付き合い〜
建築営業部
主任
高橋 良太
Tel：022-275-9954
Fax：022-274-5374
mail：ryouta̲takahashi@tobishima.co.jp
飛島建設株式会社東北支店
〜建ててから始まる 真のお付き合い〜
建築営業部
主任
高橋 良太
Tel：022-275-9954
Fax：022-274-5374
mail：ryouta̲takahashi@tobishima.co.jp

飛島建設株式会社東北支店
〜建ててから始まる 真のお付き合い〜
建築営業部
主任
高橋 良太
Tel：022-275-9954
Fax：022-274-5374
mail：ryouta̲takahashi@tobishima.co.jp
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b：片面利用の場合（A5 サイズ）

33

d：ロゴのみ掲載の場合

c：片面半分利用の場合（A6 サイズ）
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通し番号

作品写真
作品名

説明図

017
会社ロゴ

019

○○の家

□□□□な空間設計

東北工業大学八木山キャンパス１号館

企業理念／会社概要

」をはじめ、
ＱＯＬ（クオリティ・

私たち人間が本来的に備えて

オブ・ライフ）の向上という施設

会社概要／作品紹介

いる自然治癒力や回復力に着

のコンセプトを力強くサポー

目、これを最大限に引き出す

トするアイデアを随所に取り

ことによって健康の維持増進

入れ、患者さんや入居者の

をサポートする…という明確

方々がより快適に過ごせる環

な目的のもとに設立された施

境を提供しています。

設です。館内には地下の帯水

作品紹介

層を利用することで地中の熱
を効率的に採熱する「ラジア
ルウェル型地中熱交換ヒート
ポンプ冷暖房システム」が導
入されており、また熱源水も
雨水を貯留して利用できるよ
うに工夫するなど、自然エネ

新１号館は旧１号館と４号館
の間の狭隘なエリアに旧１号
館を機能させながら建設する
という、タイトなプログラム
のなかで計画された。完成後
に旧 1 号館の機能を移転し解
体、その跡地を整備するとい
う順序で建設が進められた。

( 医 ) 福島厚生会 複合施設
ホリスティカかまた

新１号館の計画により、東西

竣工年：2007 年 6 月
所在地：福島県福島市
用途：老人介護保健施設・クリニック・
メディカルフィットネス・通所リハビ
リ施設
特徴：福島市郊外に位置する、健康寿
命を延ばすための新しい複合施設

三建設備工業株式会社
代表取締役社長 松井 栄一
東北支店執行役員支店長 佐藤 朋巳
本社：東京都中央区新川一丁目 17 番 21 号
TEL 03-6280-2561
東北支店：宮城県仙台市青葉区本町一丁目 3
番 22 号
TEL 022-221-33311

018

内の既存の校舎及び外部空間
を繋ぎ合せ、周辺環境と連な
りを持たせた開かれたャンパ
スとしての再生を目指した。

発注者：学校法人 東北工業大学
設計監理・基本設計・実施設計：
佐藤総合計画 東北事務所
施工：
戸田・阿部和特定建設工事共同企業体
構造：Ｓ造 一部ＲＣ造
階数：地下１階、地上４階、棟屋１階
規模：
最高高さ
19.300ｍ
最高軒高
16.350ｍ
敷地面積
47.692.94 ㎡
建築面積
1,898.22 ㎡
延床面積
5,233.85 ㎡
設計期間：2004年10月〜2005年５月
（本体）
2005年10月〜2006年４月
（外構）
工事期間 :2005年６月〜2006年11月
（本体）
2006 年６月〜 2007 年３月（外構）
主な外部仕上 :
屋根
アスファルト防水
外壁
ＥＣＰｔ60＋２−ＵＥ
アルミカーテンウォール

卒業生から在校生へ

ああああああああああああ

あああああああああああああ
あああああああああああああ
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○○の家
会社概要／作品紹介
防災の飛島

に分断されていたキャンパス

建築概要

東北工業大学八木山キャンパス１号館

建ててから始ま

る真のお付き合い施工品質は
もとより、ご提供するサービ
スをはじめとしてあらゆる企
業活動において高レベルの
『Ｑｕａｌｉｔｙ』を追求し
ます。
1. 土木、建築工事および請負業

□□□□な空間設計

2004 Establishment

作品イメージ

運営および経営
6. 土壌浄化、河川・湖沼の底質浄化、
湖水・海水の水質浄化等の
環境汚染の修復に関する事業ならびに

築の自在性と可能性＼
＼建築の自在性と可能性＼
＼建築の自在性と可能性＼
＼建築の自在性と
建築の自在性と可能性
建築の自在性と可能性
建築の自在性と可能性

一般廃棄物および産業廃棄物の

2009

境整備等の調査、測量、企画、
立案、設計、監理、運営
4. 住宅事業および不動産取引業ならび
に不動産賃貸業
5. 道路、港湾、上下水道、庁舎、教育

2013

収集、運搬、処理および再生利用
7. 電気および熱等のエネルギーの供給
8. 建設機械装置、建設用仮設機材およ
び土木建築関連資材の製作、調達、販売
および賃貸

会社ロゴ

9. 建物および建物に附帯する設備の保

守管理の受託ならびに保安警備の受託
2. 前号に関する調査、測量、企画、立案、 10. 工業所有権、著作権、ノウハウ等の
設計、管理
取得、実施許諾および販売
3. 地域開発、都市開発、海洋開発、環

2008

可能性＼

＼建築の自在性と可能性＼
＼建築の自在性と可能性＼
＼建築の自在性と可能性＼
建築の自在性と可能性
建築の自在性と可能性
建築の自在性と可能性
建築

2014

11. コンピュータを利用した情報処理な

2016

12. 損害保険代理業および自動車損害賠
償保障法に基づく保険代理業
および生命保険募集業
13. 前各号に関するコンサルティング業

32

新澤 悦夫 ( 第 11 回生 )
熊谷
星

らびにハード・ソフトウェアの開発

望 ( 第 38 回生 )
有未 ( 第 39 回生 )

山田 咲穂 ( 第 45 回生 )

飛島建設株式会社東北支店
〜建ててから始まる 真のお付き合い〜
建築営業部
主任
高橋 良太
Tel：022-275-9954
Fax：022-274-5374
mail：ryouta̲takahashi@tobishima.co.jp
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頁番号

