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2022/5/31 

報道関係各位 

株式会社三菱地所設計 

三菱地所設計「社内賞 2021」受賞作品決定！ 

 

株式会社三菱地所設計（所在地：東京都千代田区、代表取締役社⾧：林 総一郎）は、「社内

賞2021」の受賞作品を決定しました。同賞は、企画力・デザイン力・技術力のより一層の向

上・共有と、当社ブランドの構築に寄与することを目的として、優れた作品や技術を表彰する

制度です。2001年の会社設立から今年で21回目を迎えました。審査にあたっては社内審査員に

加え、外部審査員として㈱シーラカンスアンドアソシエイツ パートナー・法政大学教授 赤松 

佳珠子氏と工学院大学教授 野部 達夫氏を迎え、作品賞6件（うち最優秀作品賞１件、優秀作品

賞１件、作品賞３件、特別賞１件）、環境・技術賞２件、業績賞６件を選定しました。  

また、当社のコーポレートブランドスローガンである「＋EMOTION心を動かし、未来をつく

る。」にちなんだ「＋EMOTION賞」には２件を選定しました。  

新型コロナウイルス感染拡大を受け、今年も受賞者、関係者が参加する表彰式の開催は控え、

本日、社内会議室にて社⾧より受賞チームに賞状の授与を行いましたのでお知らせします。 

 

【三菱地所設計「社内賞 2021」選考結果】 

受賞名 物件・プロジェクト名 

最優秀作品賞 TOKYO TORCH 常盤橋タワー 

優秀作品賞 フクダ電子株式会社本郷事業所 

作品賞 アントグループ本社 

作品賞 三菱ＵＦＪ銀行 名古屋ビル 

作品賞 ホテルオークラ京都 岡崎別邸 

特別賞 鹿児島中央タワー 

環境・技術賞 大賞 ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園 

環境・技術賞 MELRemo-IPS の開発 

業績賞 北海道新聞創成東地区プロジェクトのプロポーザル 

業績賞 町田駅前土地開発に関する業務委託 

業績賞 近鉄不動産 四日市スターアイランド跡地計画プロポーザル 

業績賞 バイトダンス成都プロジェクト 

業績賞 既存ビルにおける ZEB 化検討手法について 
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業績賞 杭州雲谷学校（ 建築 / インテリア / ランドスケープ ） 

＋EMOTION 賞 三菱地所設計 設立 20 周年記念特別企画 ＋ミライプロジェクト 

＋EMOTION 賞 A Series of Tackles for Sustainability + Resilience 

 

【各賞の主旨】  

作品賞：各職能技術の協働の成果という観点から、その企画力、創造力、デザイン力、

構造設計、設備設計、積算、工事監理など各職能技術およびランドスケープや

環境共生などによる社会への貢献度などが総合的に高く評価された、優れた作

品。（特に優れたものを「最優秀作品賞」、優れたものを「優秀作品賞」とす

る。審査会が特に必要と認めた場合、個別のテーマが特に優れたものに「特別

賞」を授与することもある）  

環境・技術賞：環境と技術について以下２つの視点で高く評価されたもの。広く地球環境への

寄与に積極的に取り組んだ建築・設備、またはそれらの融合によるものや、ラ

ンドスケープなど。保存技術やリニューアル技術、そのほか社内で発表された

技術書、当社主体の発想により取りまとめたエンジニアリングに係る要素技術

やシステム、論文など。 

業績賞：コンペ･プロポーザルで特定された作品のほか、コンサル業務としての成果や

業務改善に寄与した技術のうち優れた業績。  

＋EMOTION 賞：当社のブランド価値である「総合設計力」「都市への洞察力」「本質と品質の

追求」に加え、新しい価値を生み出す取り組みが特に顕著であったもの。 
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■最優秀作品賞 

TOKYO TORCH 常盤橋タワー 

 

計画地は、東京駅前の「TOKYO TORCH」街区。下水ポンプ場と変電所を維持・更新しながら、

2 棟の超高層タワー、広場、地下歩行者空間等を整備し、新たな交流拠点、都市観光拠点に相応

しい街づくりを進めている。常盤橋タワーは、本街区で最初に竣工（2021 年 6 月）を迎えた建物

であり、高品質な執務空間や防災・環境性能を確保し、多様な働き方やイノベーションをサポー

トする空間とサービスが充実した次世代の複合型業務拠点となることが意図された。 

高速道路や地下鉄、変電所等の地下の複雑な与条件の中で、構造をオーバーハングさせることに

より、高いレンタビリティのフロアを実現するなど、与条件をプラスに展開する総合的なまとめ

上げ方に関心が集まった。また、各方位で大きく印象を変える高層部の形状、豊かな低層部の周

辺環境を望む、大きな庇による風景のつくられ方が評価のポイントとなった。 

  

所 在 地： 東京都千代田区 

用    途： 事務所、飲食店舗、物販店舗、駐車場 

階    数： 地上40階、地下5階、屋上3階 

延床面積： 146,082.93 ㎡ 

構    造： 地上 鉄骨造一部柱CFT造、地下 鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄筋コンクリート造 
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■優秀作品賞 

フクダ電子株式会社本郷事業所 

 

東京都文京区本郷の住宅地に位置するフクダ電子株式会社本郷事業所の現位置での建て替え。

外装の庇付き L 型 PC 版による、陰影を用いたボリュームの分節や、低い軒下空間・緑・格子

塀により構成された住宅レベルのスケール感を持たせたアプローチなど、住宅地の環境・スケ

ールに合わせたデザイン・空間構成としている。また、天井放射空調と床滲み出し空調の採用

や吹き抜けを介しての自然換気、ワーカーの積極的な利用を促す階段の計画など、社員の健康

にも配慮した建築となっている。 

一見、シンプルで控えめな外観であるが、周辺住宅地に馴染ませるため、ボリュームの分節化に

よるスケールダウン、素材の選択などディテールまで追求された、造り込まれた良質な建築であ

ることが評価された。 

 

所 在 地： 東京都文京区 

用   途： 事務所 

階    数： 地上8階、地下1階、屋上塔屋1階 

延床面積： 13,451.56 ㎡ 

構    造： 鉄骨造、地下 鉄骨鉄筋コンクリート造 
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■作品賞

アントグループ本社

中国有数の金融関連会社で、世界最大のオンライン決済サービスを展開するアント・グループ
の本社整備計画である。当社は国際コンペを経て選定された。
プロジェクトが立地する杭州は、『上有天堂、下有蘇杭 (空には天国、地には蘇州と杭州あ

り）』と称される風光明媚な都市で、古くから中国江南文化の中心として栄えてきた。自然を

愛でる杭州の文化的コンテクストと周囲の豊かな環境を生かし、自然と建築、建物内部と外

部、執務室と交流空間が融合したキャンパス型オフィスを実現した。 

超高層ビルではない大規模プロジェクトへのアプローチとして、建築とランドスケープを一体

的に田園風景の中にうまく配置した点が評価された。 

所 在 地： 中国浙江省杭州市 

用  途： オフィス 

延床面積： 301,167 ㎡ 

階 数： 地上10階、地下3階 

構 造： 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造 
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■作品賞 

三菱ＵＦＪ銀行 名古屋ビル 

 

中部エリアにおける三菱ＵＦＪ銀行の拠点ビルの建て替え計画。銀行窓口機能を 2 階に配置

し、1 階には、にぎわいや情報発信を生み出す貨幣・浮世絵ミュージアムや店舗を配置し、街

とつながる開かれた建築を目指した。建物の中央部には 2 層吹き抜けのリフレッシュスペース

と、これに一体化するコミュニケーションステップ（内部階段）を設け、ワーカー同士の交流

や発見、つながりを誘発する計画とした。 

審査では、ディテールの細部にいたるまでのつくり込み等に対し、三菱地所設計が得意とする銀

行建築の集大成的な作品であると評価された。 

 

所 在 地： 愛知県名古屋市 

用    途： 事務所、銀行、物販店舗、飲食店舗、展示場、駐車場 

階    数： 地上10階、地下2階、屋上2階 

延床面積： 48,671.36 ㎡ 

構    造： 鉄骨造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 
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■作品賞 

ホテルオークラ京都 岡崎別邸 

 

真宗大谷派岡崎別院に隣接するホテルの計画。背景に見える東山の自然と、社寺が集積する通

りに調和した「ゆらぐ」二次外装、「もうひとつの参道」のようなアプローチ、別院庭園を広

げるようにデザインした日本庭園を望むロビー・レストランなど、この場所ならではのゲスト

の体験創出を目指した。内装設計者、次世代の伝統工芸作家との協業により、建築～ランドス

ケープ～インテリア～工芸を通して、京都の境内地におけるホテルのあり方を提案している。 

隣地寺院との関係性に十分な配慮を持たせ、建築と一体的にデザインされている庭園の扱いなど

に対し、今年度、ホテルの応募が複数あった中で、最も高い作品性を有するものと評価された。 

 

所 在 地： 京都府京都市 

用    途： ホテル 

階    数： 地上４階、地下１階、屋上１階 

延床面積： 5,494.22 ㎡ 

構    造： 鉄筋コンクリート造 
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■特別賞 

鹿児島中央タワー 

 

鹿児島の陸の玄関口である JR 鹿児島中央駅前に位置する中央町 19・20 番街区の再開発事業。

駅周辺の活性化と都市機能の更新につながるプロジェクトである。既存商店街とつながる新し

い商業施設、500 人収容のホール、タワーマンションからなる複合施設とペデストリアンデッ

キの計画により、商業機能の集積および都心居住の推進、魅力ある駅前空間の形成、快適な回

遊動線の整備を行った。 

この再開発事業は、鹿児島中央駅前の一連の開発の集大成として、コンパクトシティの実現とい

う観点からも評価された。プロポーザルにより選定されたプロジェクトであり、当地に設置され

た拠点（三菱地所設計 鹿児島事務所）を軸として、求められたコスト上の制約、スケジュール、

関係各所との調整など再開発事業ならではの課題への対応がうかがえる作品となっている。 

 

所 在 地： 鹿児島県鹿児島市 

用    途： 商業施設（飲食、物販、サービス）、集会場（ホール）、共同住宅、駐車場 

階    数： 地上24階、地下1階、屋上1階 

延床面積： 47,735.52 ㎡ 

構    造： 低層階 鉄骨造、高層階 鉄筋コンクリート造 
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■環境・技術賞 大賞 

ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園 

 

『北海道を体感する』をコンセプトに、建物からホテル運営まで、北海道産の建材や食材など

の活用にこだわった「究極の地産地消」を目指す国内初の高層ハイブリッド木造ホテル。建物

は地下 1 階から地上 8 階までが鉄筋コンクリート造（8 階床の一部に CLT を採用）、9 階か

ら塔屋階の上部 4 層を純木造（床：CLT，壁：高耐力壁／拡張型 SSW14 工法）とした立面ハ

イブリット構造となっている。建物全体として 1,200 ㎥超の木材を使用し、その 8 割以上に北

海道産材が使用された。 

環境・技術賞での受賞となったが、デザインや空間的観点から作品賞としても評価を得た。木を

育て、伐採し、大断面部から小径部までを無駄なく使い切り、最後は燃やすところまでの一連の

ストーリーを、地場でつくり上げる嚆矢となるプロジェクトであるとの講評を得た。 

 

所 在 地： 北海道札幌市 

用   途： ホテル、飲食店舗 

階    数： 地上11階、地下1階、屋上1階 

延床面積： 6,157.06 ㎡ 

構    造： 鉄筋コンクリート造 一部床 CLT 造、木造 
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■環境・技術賞 

MELRemo-IPS の開発 

 

「好きな環境を自分の作業に合わせて選ぶ」ABW (Activity-Based Working）によるオフィスが

広がりを見せているが、他方、誰がどこで作業しているかを把握することが難しいという課題

がある。MELRemo-IPSは、ABWオフィスにおける本課題を解決するものとして、ビル用マル

チ空調機を利用し、人位置・環境を表示する空調利用位置検知システム。BLE（Bluetoothを用

いた通信システム）を用いてノートPCなどの位置を検知し、共有する。場所の共有と同時に温

度表示や空調操作を可能とし、快適な空間を選ぶことをサポートする。 

これまでにありそうでなかった技術を、既存のセンサーをうまく使いつつ安価に実現することが

できる。新しい社会課題を技術によって解決する、当社らしい取り組みであり対外的にもアピー

ルしたい分野であると評価された。 

 

MELRemo-IPS PC 版 表示画面イメージ 本システムは三菱電機㈱との共同実証 発売時期未定 
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■＋EMOTION 賞 

三菱地所設計 設立 20 周年記念特別企画 ＋ミライプロジェクト 
 

将来、「まち」「建築」に携わりたいと考える全国の学生に向けた「学生応援イベント」。 

一般に［全国区での作品提出→審査→発表］からなる学生アイデアコンペだが、本企画では全

国を 6 地域に分け、まず一次審査としてエリア別審査を実施、各地域の最優秀者を選出。「全

国縦断ツアー」で各地域の最優秀者らの交流を計画していたが、新型コロナ禍により中止とな

ったため、クリティークをオンライン化して審査員との講評会・講義を開催した。その後、最

優秀者らは約ひと月半をかけて作品をブラッシュアップ。11 月 3 日（文化の日）の「ファイ

ナルプレゼン」（当社本店にて開催）に作品を持ち寄り、改めて発表と審査を実施。全国最優

秀賞等を選出した。日本中の仲間と競い合いつつ交流を深める、他に類を見ないイベントとな

った。 
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■＋EMOTION 賞 

A Series of Tackles for Sustainability + Resilience 

 

三菱地所設計は、在シンガポールの子会社としてMitsubishi Jisho Design Asia Pte. Ltd.（以下

MJDA）を擁する。同社を拠点に東南アジアで業務を展開していく上で、最も重要なことのひと

つが「多様性への適応力」である。多様なバックグラウンドを持った人びとと、多様な国・地

域性・法規に基づいた条件の中、多様なニーズに合わせた業務遂行が求められる。時には依頼

内容が明確に定まっておらず、与件の分析を必要とする依頼を受けることもある。 

こうした価値観の中で培った知識・経験を全社的に維持・発展させるべく、今回、MJDAがコア

となり、情報共有に資するさまざまなツールが整備された。それらによって、三菱地所設計が

世界へのコミュニケーションチャンネルを拡げ、顧客の期待を超えた提案を可能にすることへ

の一助になることが期待される。 

 
以上 




