
 

音響コンサルティング等実績書(１) 
 

ホール名称（所在地） 諸   元 実施内容 (設計事務所) 

ブラームスホール 
 （滋賀県栗東町） 
  改修工事 

竣工  昭和６２年１２月 
室容積:   393m3・客席数: 100席 
用途  音楽専用 

音響コンサルティング 
内装工事 
（ゲンデザインプロ） 

エアロホール 
 （静岡県浜松市） 
  建築工事 

竣工  昭和６２年１２月 
室容積: 1,490m3・客席数: 100席 
用途   多目的ホール 

音響コンサルティング 
（安井設計事務所） 

あいのまちはうす 
 （京都市） 
  改修工事 

竣工  平成 １年 ３月 
室容積:   187m3・客席数:  70席 
用途  音楽専用 

音響コンサルティング 
内装工事 
（ゲンデザインプロ） 

スペースセキネ 
 （千葉市） 
  改修工事 

竣工  平成 ２年 ９月 
室容積:   164m3・客席数:  64席 
用途  音楽専用 

音響コンサルティング 
内装工事 
（ゲンデザインプロ） 

スターシャワーの森音楽堂 
 （兵庫県佐用町） 
  建築工事 

竣工  平成 ３年１０月 
室容積: 2,060m3・客席数: 156席 
用途  音楽専用 

音響コンサルティング 
（魚崎設計事務所） 

浜名湖競艇場サンホール 
 （静岡県新居町） 
  建築工事 

竣工  平成 ４年 ３月 
室容積: 7,350m3・客席数: 660席 
用途  多目的ホール 

音響コンサルティング 
音響設備工事 
（鎌田設計事務所） 

浜名湖国際頭脳センター 
 交流センターホール 
 （静岡県浜松市) 
  建築工事 

竣工  平成 ４年 ３月 
室容積: 2,900m3・客席数: 500席 
用途   多目的ホール 

音響コンサルティング 
音響設備工事 
（石本建築事務所） 

毎日・江崎ビルホール 
 （静岡県静岡市） 
  建築工事 

竣工  平成 ４年１０月 
室容積:   497m3・客席数: 156席 
用途  音楽専用 

音響コンサルティング 
（安藤建設） 

浜松市立高校講堂 
 （静岡県浜松市） 
  建築工事 

竣工  平成 ５年 ２月 
室容積:10,500m3・客席数:1128席 
用途  多目的（講堂、体育館） 

音響コンサルティング 
（日本設計） 

アミューズ豊田 
 ゆやホール、アリーナ 
 （静岡県豊田町） 
  建築工事 

竣工  平成 ６年 ３月 
ゆやホール 
室容積: 3,580m3・客席数:326席 
アリーナ 
室容積:21,900m3・客席数:774席 
用途  多目的ホール 

音響コンサルティング 
音響設備工事 
（石本建築事務所） 

乗松巌記念館 ホール 
 （愛媛県松山市） 
  建築工事 

竣工  平成 ６年 ３月 
室容積:   650m3・客席数: 100席 
用途  音楽専用 

音響コンサルティング 
音響設備工事 
（清水建設） 

アレン短期大学 学生会館 
 （岩手県久慈市） 
  建築工事 

竣工  平成 ６年 ３月 
室容積: 2,340m3・客席数: 220席 
用途  多目的 

音響コンサルティング 
（長内建築事務所） 

浜松女子高校 講堂 
 （静岡県浜松市） 
  建築工事 

竣工  平成 ６年 ３月 
室容積: 6,640m3・客席数: 800席 
用途  体育館、講堂 

音響コンサルティング 
（ニキ計画工房） 

五泉市図書館多目的ホール 
 （新潟県五泉市） 
  建築工事 

竣工  平成 ７年 ３月 
室容積: 1,193m3・客席数: 220席 
用途  多目的 

音響コンサルティング 
（太陽・鈴木設計） 

森町文化会館 
 大ホール、小ホール 
 リハーサル室 
 （静岡県森町） 
  建築工事 

竣工  平成 ６年１２月 
大ホール 
室容積: 6,960m3・客席数: 800席 
小ホール 
室容積:   757m3・客席数: 250席 
用途  多目的 

音響コンサルティング 
音響設備工事 
（日建設計） 

ＴＯＭＯＮＯホール 

 （東京都新宿区） 

  建築工事 

竣工  平成 ６年１２月 

室容積:   470m3・客席数: 110席 

用途  音楽専用 

音響コンサルティング 

音響設備工事 

(星島建築設計事務所) 

高松第一高校 

 音楽科棟ホール 

 （香川県高松市） 

  建築工事 

竣工  平成 ８年 ９月 

室容積: 1,708m3・客席数: 144席 

用途  音楽専用 

音響コンサルティング 

（富岡建築研究所） 



 

音響コンサルティング等実績書(２) 
 

ホール名称（所在地） 諸   元 実施内容 (設計事務所) 

ウィルあいち 
 ウィルホール、大会議室、 
 リハーサル室、 
 音楽スタジオ 
 （愛知県名古屋市） 
  建築工事 

竣工  平成 ８年 ３月 
ウィルホール 
室容積: 6,050m3・客席数: 800席 
大会議室 
室容積: 2,020m3・客席数: 252席 
用途  多目的 

音響コンサルティング 
（日建設計） 

静岡県マルチメディア情報センタ
ー 
 ハイビジョンシアター 
 サウンド室 
 （静岡県浜松市） 
  改修工事 

竣工  平成 ７年 ３月 
ハイビジョンシアター 
室容積: 1,280m3・客席数: 150席 
 

音響コンサルティング 
防音内装工事 
音響設備工事 
（石本建築事務所） 

アクトシティ 
 大･中･小会議室 
 イベントホール 
 （静岡県浜松市） 
  建築工事 

竣工  平成 ６年 ９月 
大会議室 
室容積: 2,879m3・客席数: 448席 
中会議室 
室容積: 1,645m3・客席数: 560席 
イベントホール 
室容積:39,283m3・客席数:5300席 
用途  多目的 

音響設備工事 
（日本設計） 

水窪町文化会館 
 ホール 
 ＡＶ視聴覚室 
 （静岡県水窪町） 
  建築工事 

竣工  平成 ８年３月 
大ホール 
室容積: 3,989m3・客席数: 380席 
用途  多目的 
ＡＶ視聴覚室 
室容積:  936m3・客席数: 100席 
用途  視聴覚 

音響設備工事 
(寿設計研究室) 

行橋勤労者福祉センター 
 多目的ホール、音楽室、他 
 （福岡県行橋市） 
  建築工事 

竣工  平成 ８年１１月 
多目的ホール 
室容積: 1,477m3・客席数: 200席 
用途  多目的 

音響設備工事 
(熊平建築設計事務所) 

韮山時代劇場 
 大ホール、映像ホール、 
 リハーサル室 
 （静岡県韮山町） 
  建築工事 

竣工  平成 ９年 ２月 
大ホール 
室容積 9,470m3:客席数: 600席 
用途  多目的 

音響コンサルティング 
（象設計集団） 

粕川村文化センター 
 ホール 
 （群馬県粕川村） 
  建築工事 

竣工  平成１０年 ５月 
ホール 
室容積: 3,931m3・客席数: 358席 

音響設備工事 
(高橋建築設計事務所) 

大東町文化会館 
 大ホール、小ホール、 
 （静岡県大東町） 
  建築工事 

竣工  平成１０年 ７月 
大ホール 
室容積 8,150m3:客席数: 652席 
用途  多目的 
小ホール 
室容積 1,434m3:客席数: 200席 
用途  多目的 

音響設備工事 
(山下設計) 

もくせい会館 
富士ホール 
 （静岡県静岡市） 
  改修工事 

竣工  平成１０年１１月 
富士ホール 
室容積 1,562m3:客席数: 200席 
用途  多目的 

音響設備工事 
(総合設備設計事務所 
 Souken) 

東栄町Ｂ＆Ｇ海洋センター 
体育館 
（愛知県東栄町） 
  音響障害改善工事 

竣工  平成１１年 ３月 
体育館 
室容積 6,375m3  床面積 1,200㎡ 
用途  体育館 

建築・電気音響設計 
音響設備工事、内装工事 
（カワイ音響システム） 

舞阪庁舎 
議場システム、全員協議会システム 
委員会室 
（静岡県舞阪町） 
  建築工事 

竣工  平成１１年 ３月 
議場 
室容積 1,224m3:客席数:  71席 
用途  議会 

音響設備工事 
(アール・アイ・エー) 



 

音響コンサルティング等実績書(３) 
 

ホール名称（所在地） 諸   元 実施内容 (設計事務所) 

香春町町民センター 
ホール、コンベンション室 
リハーサル室 
（福岡県香春町） 

竣工    平成 １３年  ８月 
ホール  
客席数：364席 
  用途  ：多目的 
 

音響コンサルティング 
音響設備工事 
（熊平設計事務所） 

島田市立第二中学校 
体育館 
（静岡県島田市） 

竣工  平成１３年 ８月 
体育館 
室容積11,680m3  床面積 1,200㎡ 
用途  体育館  

音響コンサルティング 
内装工事 
（スギ建築事務所） 

ハーモニーフジタ 
ホール、スタジオ 
（愛媛県松山市） 

竣工  平成 １４年 ３月 
客席数：120席 
用途    音楽ホール 
 

音響コンサルティング 
防音内装工事 
音響設備工事 
（ゲンデザインプロ） 

砂川四郎記念ホール 
福祉ホーム「ひびあらた」 
（京都府京都市） 

竣工  平成 １４年 ３月 
客席数：100席 
用途  多目的 

音響コンサルティング 
音響設備工事 
（大晋設計） 

湯尾ふれあい会館 
（福井県今庄町） 

竣工  平成 １４年１２月 
室容積 1,216m3  床面積 200㎡ 
用途  多目的 

音響コンサルティング 
音響内装工事 
（相生設計事務所） 

小浜水産高校 
体育館 
（福井県小浜市） 

竣工  平成１４年１２月 
体育館 
室容積6,230m3   床面積  792㎡ 
用途  体育館  

音響コンサルティング 
内装工事 
（神門建築設計事務所） 

豊岡村民体育館 
体育館 
（静岡県豊岡村） 

竣工  平成１５年 ２月 
体育館 
室容積21,946m3  床面積 1,764㎡ 
用途  体育館  

建築・電気音響設計 
内装工事、音響設備工事 
（カワイ音響システム） 

西市民プラザ 
ホール、スタジオ 
（京都府舞鶴市） 

竣工  平成１５年 ３月 
室容積295m3  床面積 123㎡ 
用途  練習録音スタジオ  

音響コンサルティング 
防音内装工事 
（京都イングス） 

川根町総合体育館 
体育館 
（静岡県川根町） 

竣工  平成１６年 ２月 
体育館 
室容積10,854m3  床面積 1,080㎡ 
用途  体育館  

音響コンサルティング 
内装工事 
（㈱スギ建築事務所） 

近畿管区警察学校体育館 
体育館 
（大阪府堺市） 

竣工  平成１６年 ３月 
体育館 
室容積12,970m3  床面積 1,036㎡ 
用途  体育館  

音響コンサルティング 
内装工事 
（㈱安井建設設計事務所） 

ひびきの館 
ホール 
（滋賀県甲賀郡甲賀町） 

竣工  平成１６年 ７月 
室容積 373m3    床面積  124㎡ 
用途  多目的ホール  

音響コンサルティング 
内装工事 
（㈱カワイ音響システム） 

サンフラワーショッピングセンター 
ホール 
（兵庫県三田市） 

竣工  平成１６年 ７月 
室容積 102m3    床面積   38㎡ 
用途  音楽スタジオ  

音響コンサルティング 
内装工事 
（㈱カワイ音響システム） 

東京音楽大学 
B棟スタジオ B100 
（東京都豊島区） 

竣工  平成１６年 ９月 
室容積 1,715m3    床面積 335㎡ 
用途  練習室  

音響コンサルティング 
 
（田中建築設計事務所） 

東京音楽大学 
B棟スタジオ B500 
（東京都豊島区） 

竣工  平成１６年 ９月 
室容積 1,027m3    床面積 334㎡ 
用途  大教室  

音響コンサルティング 
 
（田中建築設計事務所） 

島田市立第一中学校 
体育館 
（静岡県島田市） 

竣工  平成１７年 ３月 
室容積10,758m3  床面積 1,004㎡ 
用途  体育館  

音響コンサルティング 
内装工事 
（笠井建築設計事務所） 

与一伝承館 
多目的ホール 
（栃木県大田原市） 
 

竣工  平成１８年 ６月 
室容積1,686m3  床面積 277㎡ 
客席数：183席 
用途  多目的ホール  

音響コンサルティング 
内装工事 
（くるま建築事務所） 

静岡市蒲原市民センター 
多目的ホール 
（静岡県静岡市） 

竣工    平成２２年  ３月 
室容積 2,180m3  床面積 413㎡ 
客席数：400席 
用途  多目的ホール 
 

 
音響コンサルティング 
（田中忠雄建築設計事務所） 


