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東京

キーラムインテリアの活用事例

エントランスウォール

用　途：エントランスウォール

設　計：ビルディングランドスケープ

施　工：デジタルアート

材　料：ＬＶＬ（キーラムインテリア）
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東京

キーラムインテリアを用いた内装の事例

渋谷キャスト　オフィスエントランス

所在地：東京都渋谷区

用　途：事務所、共同住宅、店舗、集会場

設　計：日本設計・大成建設一級建築事務所共同企業体

施　工：大成・東急建設共同企業体

材　料：スギ LVL（キーラムインテリア）

撮影：小林・川澄研二写真事務所

撮影：小林・川澄研二写真事務所
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東京

キーラムインテリアを用いた内装・家具の事例

みやむら動物病院

所在地：東京都江戸川区

用　途：動物病院

設　計：ATELIER	OPA（意匠）ビルディングランドスケープ（意匠）

　　　　桜設計集団（構造）

施　工：（株）大和工務店

材　料：カラマツ LVL（キーラムインテリア）、製材　他

受　賞：ウッドデザイン賞 2015　建築・空間分野｜病院・福祉施設

　　　　入賞（2015 年）　　　　

　　　　日本木材青壮年団体連合会　第 19 回木材活用コンクール

　　　　優秀賞（林野庁長官賞）（2016 年）
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キーラムインテリアを用いた内装の事例

松原の家

所在地：東京都

用　途：住宅

設　計：アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

材　料：ＬＶＬ（キーラムインテリア）

東京
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東京

キーラムインテリアを用いた内装の事例

さとう歯科

所在地：東京都

用　途：病院

設　計：アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

材　料：ＬＶＬ（キーラムインテリア）
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埼玉県産材 LVL を用いた木造校舎

埼玉農業大学校新校舎

所在地：埼玉県熊谷市

用　途：学校

設　計：三四五建築研究所

施　工：古郡建設㈱、㈱時田工務店、㈱中里建設

　　　　㈱島村工業、守屋八潮建設㈱

材　料：埼玉県産スギ LVL（キーラムインテリア）

埼玉
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神奈川

キーラムインテリアを用いた内装の事例

店舗内装

所在地：神奈川県横浜市

用　途：店舗

設　計：アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

材　料：ＬＶＬ（キーラムインテリア）
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キーラムインテリアを用いた内装の事例

神奈川大学　横浜キャンパス 29 号館

所在地：神奈川県横浜市

用　途：大学

設　計：（有）鈴木アトリエ（意匠・統括）

　　　　（株）坂田涼太郎構造設計事務所（構造）

施　工：岡山建設（株）

材　料：カラマツ LVL（キーラムインテリア）

受　賞：ウッドデザイン賞 2015　建築・空間分野｜学校

　　　　入賞（2015 年）

神奈川
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キーラムインテリアを用いた内装・家具の事例

ALAMODE

北海道

所在地：北海道帯広市

用　途：美容室	

設　計：ヒココニシアーキテクチュア（株）

材　料：LVL（キーラムインテリア）
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キーラムインテリア、キーラムインテリア不燃シートを用いた内装の事例

釜石市民ホール	TETTO

所在地：岩手県釜石市

用　途：市民ホール

設　計：㈲ aat+ ヨコミゾマコト建築設計事務所

施　工：戸田建設・山崎建設　特定共同企業体

材　料：キーラムインテリア（スギ）

　　　　キーラムインテリア不燃シート

岩手
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宮城

宮城県産材 LVL を用いた内装の事例

ＪＲ仙台駅

所在地：宮城県仙台市

用　途：駅舎

設　計：JR 東日本建築設計事務所

材　料：LVL（キーラムインテリア FR）
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秋田県産材 LVL を内装に用いた待合ラウンジ

ＪＲ秋田駅待合ラウンジ	他

秋田

所在地：秋田県秋田市

用　途：待合ラウンジ	

設　計：JR 東日本建築設計事務所

デザイン監修：小杉栄次郎

施　工：第一建設工業株式会社

材　料：LVL（キーラムインテリア FR）、他

15



キーラムインテリアを内装・家具に用いた日本酒バー

あきた文化産業施設「松下」

秋田

所在地：秋田県秋田市

用　途：日本酒バー	

設　計：小杉栄次郎+高橋リエ子建築設計事務所

施　工：奥羽住宅産業株式会社

材　料：LVL（キーラムインテリア）、他
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福島

LVL を内装材として用いた音楽ホール

ポラリス保健看護学院メグレズホール

所在地：福島県郡山市

用　途：音楽ホール

設　計：（株）日建設計

施　工：鹿島建設（株）

材　料：ＬＶＬ
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キーラムインテリアを用いた内装の事例

静岡大学	農学総合棟

静岡

所在地：静岡県静岡市

用　途：大学

設　計：ビルディングランドスケープ

施　工：平井工業（株）

材　料：カラマツ LVL（キーラムインテリア）
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静岡県産材 LVL を内装材として用いたレストラン

はとばキッチン

所在地：静岡県静岡市清水区　エスパルスドリームプラザ内

用　途：レストラン

設　計：山代悟+ビルディングランドスケープ（意匠設計）

　　　　山代悟+ビルディングランドスケープ

　　　　+荒井建築計画事務所（実施設計）

施　工：鈴与建設（株）

原木提供：エスエルワールド（株）

材　料：ＬＶＬ（静岡県産ヒノキ）　

受　賞：ふじのくに木使い建築施設　優良賞（2016 年）

静岡
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キーラムインテリアを用いた内装の事例

武庫川女子大学　文学 2号館

兵庫

所在地：兵庫県西宮市

用　途：大学

設　計：（株）竹中工務店

施　工：（株）竹中工務店

材　料：RC造、LVL（耐震補強材料、キーラムインテリア）

受　賞：第 13 回エコプロダクツ大賞

　　　　国土交通大臣賞（2016 年）
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キーラムインテリアを用いた内装の事例

下関ゴルフ倶楽部　クラブハウス

山口

所在地：山口県下関市

用　途：クラブハウス

設　計：清水建設（株）

施　工：清水建設（株）

材　料：LVL（キーラムインテリア、キーラムインテリア FR）

提供 : 清水建設株式会社

提供 : 清水建設株式会社

提供 : 清水建設株式会社
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キーラムインテリアを用いた内装の事例

熊本保健科学大学　アリーナ

所在地：熊本県熊本市

用　途：アリーナ

設　計：（株）久米設計

施　工：戸田建設（株）

材　料：キーラムインテリア（スギ）

熊本
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