
建築を設計するにあたって社会学的背景を読み解きながら、

また与えられた土地の風土や地歴なども理解した上で

思考していく事が大切と考えています。

建築設計第三部
網干和
PROFILE

1983
日本大学大学院博士前期課程修了
1985
大成建設　入社
現在 設計本部建築設計第三部長
一級建築士、管理建築士、
APECアーキテクト、日本建築学会会員
1988
米国研修（米国SOM社）
1993
元経済通産省AOTS講師（現HIDA海外
人材育成協会　フィリピン マニラ市）

1990
●クアラルンプールSOGO
2010
●COCOEあまがさき緑遊新都心
  （現 あまがさきキューズモール）
  ［受賞］2011年度 尼崎都市景観賞
  ［掲載］近代建築2010年3月号
2011
●テラスモール湘南
  ［受賞］2012年度 藤沢市都市景観賞
  ［受賞］2012年度 JCDデザイン
　 アワードBEST100
  ［受賞］2013年度 日本建築学会
　 神奈川支部賞
  ［受賞］2013年度 神奈川県建築
　 コンクール優秀賞
  ［掲載］近代建築2012年1月号
  ［掲載］日経アーキテクチュア
　 2012年1月号
  ［掲載］湘南スタイル2012年2月号
●西武鉄道所沢駅
  ［受賞］2013年度 鉄道施設建築技術賞
　 最優秀賞
  ［掲載］近代建築 2013年8月号

  ［執筆］産業タイムズ社 「商業施設新聞」
2010年1月
グリーン店舗最前線第5章

  ［執筆］産業タイムズ社
2012年3月13日号
災害に強い店づくり

商業施設

Hitoshi Aboshi

テラスモール湘南 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

駅前と一体となった新しい賑わい空間

段丘状のテラス空間を中心としたハイブリット型SC
日本独自のライフスタイルセンター型SC
外部環境空間の充実
近年の社会学的な変化の特徴は、高齢化と団塊世代の企業退職等のリタイヤによって地域コ
ミュニティの重要度が増してきたという事です。これまでコミュニティの中核であった公的なス
ペースに代わり、一日過ごしながら、人との関わりに注目した商業スタイルが近年求められてい
ます。米国西海岸で普及しているこの「ライフスタイルセンター」型ＳＣを湘南の風土に適合すべ
くこの土地ならではのＳＣスタイルを提案しました。

発注者：特定目的会社 湘南辻堂インベストメント
延床面積：164,175.79㎡　
規模：地上6階　
構造種別：S造



「駅が広場になる。まちになる。」をコンセプトとし、駅ナカのあり方を追求
単なる交通施設としての位置付けではなく、まちの中
心としての「コミュニティ」を駅ナカに求めた空間構成
としました。

西武鉄道 所沢駅 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

Projects

発注者：西武鉄道株式会社
延床面積：4,155.40㎡
規模：地上2階
構造種別：S造

発注者：株式会社イトーヨーカ堂
延床面積：144,106.82㎡
規模：地上4階
構造種別：RC造、Ｓ造

発注者：株式会社西友
延床面積：15,664.36㎡
規模：地上1階
構造種別：S造

外部環境にオブジェ的なファニチャーを配し、回遊空
間としての魅力づくりを目指しました。
また、地域内の小学生を中心とし陶芸家を交えたタイ
ルアートによるシンボリックな外部階段の演出を行い
ました。

「アートのまち橋本」としての地域コミュニティとアートの融合を目指す

アリオ橋本 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

日本初進出時の外資家具店の日本仕様の検討と確立

ＩＫＥＡ港北・神戸・大阪鶴浜 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

西友守谷店 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

あまがさきキューズモール（旧 COCOEあまがさき緑遊新都心） （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

オープンメタルグリッドやFayWallを日本の法規に適合す
べき仕様に確立させました。また、日本の風土にあった仕
様や熱環境の提案を行い、日本進出の基礎を作り上げ
ました。

ALCや鋼板主体だった商業環境にテント材を多用する
ことにより、新たな空間づくりを提案しました。

新規素材を活かし、外部環境を活性化

消防性能評定（加圧防排煙システム）及び、ルートC
（全館避難安全検証）により、合理的な商空間を実現
させました。

最先端防災技術提案による合性を追求した都心型大型SC

お問い合わせ先 営業推進本部 企画推進部 プロモーション室  TEL：03-5381-5127（ダイヤルイン）

発注者：キリンホールディングス株式会社 
（現 東急不動産所有）

延床面積：158,257.50㎡
規模：地上10階/地下1階
構造種別：S造 一部 RC造

延床面積：95,540.34㎡
規模：地上5階　構造：S造

【鶴浜】

延床面積：106,163.76㎡
規模：地上5階　構造：S造

【神戸】

延床面積：106,163.76㎡
規模：地上4階　構造：S造

【港北】
発注者：IKEA Property.S.L 日本支社
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