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1991
東京都立大学大学院修士課程修了
大成建設　入社
現在 設計本部建築設計第六部 設計室長
一級建築士、APECアーキテクト

2005
●AMB尼崎
  ディストリビューションセンター
2007
●AMB尼崎
  ディストリビューションセンターⅡ
  ［受賞］2007年度 照明学会特別賞
2008
●トラスコ中山プラネット東海
  ［受賞］2008年度 日経ニューオフィス賞 
　 中部奨励賞
2010
●大黒町物流センター
●医学書院草加流通センター
●新木場物流センター
2011
●横浜町田ICロジスティクスセンター
  ［受賞］第16回グッド・ペインティング・ 
　 カラー優秀賞
2012
●安田倉庫加須第二営業所
2013
●プロロジスパーク神戸
2014
●Dプロジェクト横浜大黒
  ［掲載］近代建築2014年1月号
●プロロジスパーク北本
●Dプロジェクト福岡糟屋

クライアントの要求事項、求める機能に対して、多様な考え方を提示し、

やり取りするプロセスをとおして最適解を見いだすこと、

その中に機能美と付加価値のある建築空間を提案するよう心がけています。

メガクロス構法

外周及び防火区画壁位置に耐震壁（本件では
座屈拘束型アンボンドブレース）をバランスよく
配置し、耐力と剛性を確保しながら経済的な設
計としています。

横浜湾岸エリアでは最大規模のマルチテナント型物流センターです。1フロアの面積は約
19,000㎡、全館で約300台のトラックバースを備えています。東西面に事務所として利用可能
なエリアを設け、倉庫とともに複数テナントの使用や将来のテナントの変更に分割対応が可能
なフレキシビリティをもった計画になっています。
1階床をGLより3.7ｍ上げ高床式の地上型免震構造を採用しています。この高床式は高潮浸水
等の水害対策を考慮したもので、同時に排出土や山留工事を低減させることによりコストを抑
えることにも寄与しています。

Dプロジェクト横浜大黒 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

柱RC造・梁S造にメガクロス構法を併せ
高床式の地上型免震を採用した
大型マルチテナント型物流施設

平面 断面



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）

上3層がマルチテナント型、
下2層が特定テナント型のハイブリッド構成
1～2階はBTS（特定テナント）型で入居予定テナントの
ニーズに合わせた設計・仕様とし、3～5階はMLT（マルチ
テナント）型で幅広いテナントに対応できる汎用性に優れ
た施設構成になっています。スロープで直接乗入れできる
トラックバースを3階にも設け、1階のクロスドック式トラッ
クバースへのアクセスを各々独立させ区分しています。

発注者：AMB尼崎特定目的会社
トラックバース：1階：93台・3階：53台、テナント区画：7区画
延床面積：94,226.80㎡
規模：地上6階、塔屋1階
構造種別：1～3階：柱SRC造・梁S造、4～6階：S造

発注者：トラスコ中山株式会社
新技術：事務所床全面吹出空調・自然換気システム
延床面積：14,783.25㎡
規模：地上5階
構造種別：RC造、一部S造

支店機能を持たせた地域の核となる自社物流センター、
施設自体が企業の広告塔になっている
倉庫棟は保管庫内部に効率よく光が差し込むように縦ス
リット窓を設け、ボリュームの異なる事務所棟と倉庫棟を同
じ表現でつなぎました。一般的に煩雑な印象となる倉庫内
部は、荷役設備・防火区画・棚などにコーポレートカラーを
使用し、建築主のブランドイメージを内外ともにアピール。
ブランドに対する愛着・誇りを持てるように計画しました。

AMB尼崎ディストリビューションセンター （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

トラスコ中山プラネット東海 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

発注者：オリックス不動産株式会社
トラックバース：各階：27台、テナント区画：8区画
延床面積：77,890.42㎡
規模：地上4階
構造種別：柱SRC造・梁S造、

ランプウェイ部分：S造

不整形かつ高低差の大きい敷地形状の中で、
土地のもつポテンシャルを最大限に生かした物流施設
物流拠点としては最適な立地ではあるものの、不整形かつ高低差の大きい敷地形状に加え隣地斜線、道路斜
線、高度地区高さ制限、日影規制のなかで、床面積の消化、車両動線計画において試行錯誤を繰り返し、土地
のポテンシャルを最大限生かしつつ、利便性・汎用性の高い設計になっています。

横浜町田ICロジスティクスセンター （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）
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