
お客さまとのコミュニケーションを大切にし、ニーズを受け止め　

新しい未来の時代や社会に応えるビジョンと価値を提案します。

「環境と安心」を実現するだけでなく、多様な都市生活のシーンや

ワークスタイルを描く建築をつくっていきたい。

建築設計第一部
井深誠
PROFILE

1990
早稲田大学大学院建設工学専攻修了
大成建設　入社
現在 設計本部建築設計第一部長
一級建築士

2000
●大東京火災自動車研修所
  ［掲載］建築学会作品選集2002
  ［受賞］第28回 東京建築賞                       
2005
●あいおい損保御堂筋ビル
  ［掲載］新建築2007年3月号別冊 
2009
●ヒューリック八王子ビル
2010
●日本橋馬喰町有楽ビル
●広島ビジネスタワー
  ［入選］第7回 ひろしま建築文化賞
●みなとみらいセンタービル
  ［受賞］2011年度 グッドデザイン賞
  ［掲載］近代建築7月号
  ［掲載］日経アーキテクチュア6月号
2011
●ヒューリック銀座数寄屋橋ビル
●ガーデンシティ品川御殿山
  ［掲載］近代建築12月号
  ［受賞］第32回緑の都市賞
  ［受賞］第11回環境設備デザイン賞
●あいおいニッセイ同和損保
 東京カスタマーセンタービル
2013
●東京スクエアガーデン
  ［掲載］新建築5月号
  ［掲載］近代建築8月号
2014
●メルクロスビル
●エビススバルビル
2015
●品川シーズンテラス
●京橋MIDビル
●東京建物日本橋ビル

事務所・大型複合ビル

Makoto Ibuka

高い安全性・環境性能を備えた
スクエアオフィス

みなとみらいセンタービル
（設計・監理：大成建設株式会社一級建築士事務所）

事務所の内部空間に全く柱型の出ないスクエアオフィ
スで究極のフレキシビリティを追求しました。壁柱によ
る構造システムを制震構造（TASMO-HD）とし、免震
構造と合わせた最高クラスの安全性を実現しました。
CASBEE横浜Sランク認定取得。エコボイドには太陽
光追尾型採光システム（T-Soleil）を採用し、エントラ
ンスホール、オフィス共用部への採光だけでなく自然
を感じるオフィスとしました。

所在地：横浜市西区みなとみらい
竣工年月：2010年5月
延床面積：95,220.30㎡
規模：地下2階、地上21階、塔屋1階
構造：RC造、S造、SRC造（免震＋制震 TASMO-HD）
建築主：オーディーケー特定目的会社
事業主：オリックス不動産株式会社、大和ハウス工業株式会社、
 株式会社ケン・コーポレーション



Projects

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）

アルミキャストスキン
LED照明

使用技術

水と柳を表象したアルミキャストスキンを纏うファサード

所在地：東京都中央区
竣工年月：2011年2月
延床面積：11,569.86㎡
規模：地下4階、地上11階、PH2階
構造：地上 鉄骨造(柱CFT造)、

地下 鉄筋コンクリート造（制震構造）
発注者：ヒューリック

銀座、晴海通りと並木通りの交差点に建つ商業・銀行・オフィスの複合テナントビルです。銀座の高度
利用地区、地区計画制度を活用して容積と建物高さを最大限確保しました。ファサードは銀座の原
風景である水と柳を表象したアルミダイキャストをカーテンウォールの外側に纏うことで、用途構成に
より雑多になりがちなテナントビルのファサードに統一感をもたせています。

ヒューリック銀座数寄屋橋ビル

太陽光追尾型採光システム
クールロード・ウォール/外気冷房
T－Zone Saver/LED照明 他

使用技術

持続可能なまちづくりを実現する環境共生プロジェクト

所在地：東京都港区
竣工年月：2015年2月
延床面積：206,025.07㎡
規模：地上32階、地下1階
構造：地上 鉄骨造（柱CFT造）

地下 鉄筋コンクリート造（免震構造）
発注者：NTT都市開発、大成建設、
 ヒューリック、東京都市開発、

東京都下水道局

環境配慮型のオフィスビルと広大な緑地が生み出す、新しい環境共生プロジェクトです。光・風・水・
緑、人の営み、周辺地域の生態系とリンクし持続可能なまちづくりを実現しました。地下には下水道
施設、地上部にはオフィス・商業施設が計画された大規模複合ビル、最高水準の環境性能を備え、免
震構造等による万全のBCP対策を施しました。

品川シーズンテラス

（設計・監理：久米・大成設計共同企業体）

（設計：NTTファシリティーズ、大成建設、NTT都市開発、日本水工設計)

（設計・監理：大成建設株式会社一級建築士事務所）

環境配慮ファサード
＋石張りフィン
自然換気

使用技術

御堂筋の格を継承し未来へとつなげる次世代オフィス

所在地：大阪府大阪市中央区
竣工年月：2005年3月
延床面積：18,979.79㎡
規模：地下2階、地上11階、PH1階
構造：鉄骨造(柱CFT造)
発注者：あいおい損害保険

歴史ある御堂筋が持つ格を継承することをテーマとしました。外観は堀の深い縦連窓とし、低層部分
の石フィンは、御堂筋に新しい石のイメージを与え、日射遮蔽ルーバーとしても機能します。オープンス
ペースは、コーナーピロティと共にのびやかな歩行者空間を創出しています。オフィスの天井高さは3ｍ、
多様なニーズに対応でき、長寿命化を図りました。中間期の自然換気等の建築的な省エネルギー
手法と共に、高効率空調システムなどの設備技術を採用し、地球環境に配慮しました。

あいおい損保御堂筋ビル

縦庇型PCa柱
（Ｔ-Shade Column）
自然換気

使用技術

環境装置としての構造体によるスクエアオフィス

所在地：東京都板橋区
竣工年月：2011年7月
延床面積：8,246.00㎡
規模：地上10階、PH1階
構造：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
 （免震構造）
発注者：あいおいニッセイ同和損害保険

高いフレキシビリティと優れた環境性能を有する自社オフィスです。建物の外周に「縦庇」形状の柱を配置するこ
とで室内に柱型の現れないスクエアオフィスを実現するとともに、柱自身が日射熱を遮蔽する機能を果たします。
免震、72時間分の非常発電機、無停電設備等高度なＢＣＰ対策をとっていることに加え、全館自然換気、屋上緑
化、太陽光発電等、様 な々環境技術が適用され、CASBEE2010年度版Ｓランク認証を取得しています。

（設計・監理：大成建設株式会社一級建築士事務所）

（設計・監理：大成建設株式会社一級建築士事務所）
あいおいニッセイ同和損保東京カスタマーセンタービル

都市環境に配慮したスクエアオフィス

広島ビジネスタワー

所在地：広島県広島市中区
竣工年月：2009年11月
延床面積：28,422.92㎡
規模：地上21階、PH1階
構造：鉄筋コンクリート造、一部 鉄骨造（制震構造 TASMO）
発注者：大成建設

制震構造（TASMO）
壁面緑化

使用技術

（基本設計・監修：日建設計・日本設計共同企業体
 実施設計・監理：清水建設・大成建設共同企業体）

都市環境に多面的に応える
都市再生プロジェクト

東京スクエアガーデン

所在地：東京都中央区
竣工年月：2013年3月
延床面積：117,460.96㎡
規模：地下4階、地上24階、PH2階
構造：地上 鉄骨造（制震構造）、地下 鉄筋コンクリート造
発注者：京橋開発特定目的会社、第一生命保険、

片倉工業、清水地所、京橋三丁目特定目的会社、
 ジェイアンドエス保険サービス、
 プロジェクトマネジメント業務受託会社、東京建物

水平庇による環境ファサード／自然換気
地中熱利用／大規模屋上緑化／太陽光発電
高効率熱源システム／LED照明

使用技術
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