
2009

フェニックスＫⅡ　(神戸市垂水区)2008

兵庫県営 神戸高丸住宅 第２期　(神戸市垂水区)

明石市営 鷹匠町住宅　(明石市)

2012 エル・セレーノ武庫之荘　(尼崎市)

2007

姫路市営 白浜南住宅　(姫路市)2006

兵庫県営 南多聞台第６住宅　(神戸市垂水区)2005　

兵庫県営 明石守池住宅 第２期　(明石市)2004

長田大谷町ワンルームマンション　(神戸市長田区)2003

兵庫県営 神戸高丸住宅　(神戸市垂水区)

神戸市営 中山手14号棟　(神戸市中央区)

富久寿ビル　(神戸市長田区)2002

兵庫県営 氷上石生住宅　(丹波市)2001

姫路市営 天神住宅　(姫路市)

芦屋市営 清水町住宅　(芦屋市)2000

加古川市営 土山団地 建替　(加古川市)1999

西宮市営 津田町住宅　(西宮市)

神戸市営 キャナルタウン南住宅　(神戸市兵庫区)

サンみやび　(神戸市兵庫区)

http://www.kuroda-sekkei.jp/list07/955/
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伊丹市営 新田中野住宅 建替第２期　(伊丹市)1998

兵庫県営 明石東二見住宅　(明石市)

マンション正和　(神戸市兵庫区)

神戸市営 大田東住宅　(神戸市須磨区)

神戸市営 大道第３住宅　(神戸市長田区)

摩耶コート壱番館　(神戸市灘区)

ダイヤステージ芦屋　(芦屋市)

兵庫県営 宝塚切畑住宅　(宝塚市)

芦屋市営 大東町西住宅 ２号棟　(芦屋市)1997

神戸市営 真陽第２住宅　(神戸市長田区)

芦屋市営 大東町西住宅　(芦屋市)

兵庫県営 伊丹西桑津住宅　(伊丹市)

アメニテイコート西明石　(明石市)

神戸市営 下山手住宅３号棟　(神戸市中央区)1996

神戸市営 新生田川住宅13号棟　(神戸市中央区)

兵庫県営 宝塚安倉南住宅　(宝塚市)

神戸市営 新生田川住宅12号棟　(神戸市中央区)

神戸市営 番町住宅33号棟　(神戸市長田区)

ハイツモントレ出来島　(大阪市西淀川区)

兵庫県営 明石大久保住宅　(明石市)1995

伊丹市営 荒牧御影団地　(伊丹市)

神戸市営 入江住宅第２期　(神戸市兵庫区)

神戸市営 庄山住宅　(神戸市長田区)



神戸市営 魚崎南第３住宅 ２号棟　(神戸市東灘区)1994

水木六甲シルクハイツⅢ　(神戸市灘区)

神戸市営 菅原住宅　(神戸市長田区)

明石市営 東二見駅の北住宅　(明石市)

西宮市営 樋ノ口２丁目団地　(西宮市)

神戸市営 真陽住宅　(神戸市長田区)1993

西宮市営 大社町Ｂ団地　(西宮市)

神戸市営 番町住宅32号棟　(神戸市長田区)

神戸市営 狩口第２団地　(神戸市垂水区)1992

神戸市営 魚崎南第３住宅１号棟　(神戸市東灘区)

ラ・フレール西神寮　(神戸市西区)

エクセルシティ西神中央　(神戸市西区)

姫路市営 余部住宅　(姫路市)1991

ウエルライフ王居殿　(神戸市垂水区)

神戸市営 御影石住宅　(神戸市東灘区)

グレーシー須磨弐番館　(神戸市須磨区)

リモージュ岡本　(神戸市東灘区)1990

クレスト岡本　(神戸市東灘区)

御影山手住宅 ２号棟　(神戸市東灘区)

御影山手住宅　(神戸市東灘区)

姫路市営 岩端住宅　(姫路市)



ロイヤルメゾン岡本 ３号棟　(神戸市東灘区)1989

コモディタ芦屋　(芦屋市)

神戸市営 松原住宅 ２号棟　(神戸市兵庫区)

ラ・ファミーユ住吉　(神戸市東灘区)

メゾン西宮北口　(西宮市)

ラメール灘　(神戸市灘区)

神戸市営 横尾住宅　(神戸市須磨区)

神戸市営 下沢住宅　(神戸市兵庫区)

ヒルズ熊内　(神戸市中央区)1988

メビウスビル　(神戸市東灘区)

コスモ王子公園　(神戸市中央区)

プライム東御影　(神戸市東灘区)

パールハウス芦屋　(神戸市東灘区)

デコール岡本２番館　(神戸市東灘区)

メゾンセイミ　(西宮市)

ラメール新神戸　(神戸市中央区)

杉山マンション　(尼崎市)

手良向第１マンション　(神戸市中央区)

大町マンション　(神戸市垂水区)1987

メゾンプルミエール　(明石市)

ハイツモントレ中山手　(神戸市中央区)

神戸市営 狩口第１団地　(神戸市垂水区)

ハイツモントレ芦屋　(芦屋市)

水木北野シルクハイツⅡ　(神戸市中央区)1986

ハイツコーヨー　(神戸市北区)



神戸親和女子大学 学生寮　(神戸市北区)1985

神戸市営 西落合住宅　(神戸市須磨区)

神戸市営 王居殿第１住宅　(神戸市垂水区)

岡本ガーデンハイツ　(神戸市東灘区)

神戸市営 北青木第３住宅　(神戸市東灘区)1984

レディス須磨　(神戸市須磨区)

播州信用金庫 兵庫寮　(神戸市兵庫区)

マーキス・リー　(神戸市中央区)

神戸市営 東柳原住宅　(神戸市兵庫区)

神戸市営 歌敷山住宅　(神戸市垂水区)1983

神戸市住宅供給公社 横尾第５団地　(神戸市須磨区)

サンシャイン魚崎　(神戸市東灘区)1982

神戸市営 樫原住宅　(神戸市須磨区)

神戸市住宅供給公社　落合第１団地　(神戸市須磨区)

神戸市営 東垂水住宅　(神戸市垂水区)

神戸市住宅供給公社　名谷第27団地　(神戸市須磨区)

神戸市営 荒田住宅　(神戸市兵庫区)

兵庫県営 玉津居住団地　(神戸市西区)

神戸市住宅供給公社　横尾第４団地　(神戸市須磨区)

西宮市営 樋ノ口１丁目団地　(西宮市)1981

神戸市住宅供給公社 名谷第26団地　(神戸市垂水区)

神戸市住宅供給公社 名谷第25団地　(神戸市垂水区)

兵庫県住宅供給公社 鳩里団地　(加古川市)



水木北野シルクハイツⅡ　(神戸市中央区)1980

神戸市住宅供給公社 横尾第３団地　(神戸市須磨区)

神戸市営 唐櫃第２住宅　(神戸市北区)

六甲タウンハウス　(神戸市灘区)1979

神戸市住宅供給公社 横尾第２団地　(神戸市須磨区)

神戸市住宅供給公社 横尾第１団地　(神戸市須磨区)

兵庫県営 西宮巽団地　(西宮市)

神戸市営 須磨大池西住宅　(神戸市須磨区)1978

神戸市住宅供給公社 名谷第13団地　(神戸市須磨区)

神戸市住宅供給公社 名谷第14団地　(神戸市須磨区)

兵庫県東二見教職員住宅　(明石市)

神戸市住宅供給公社 中高層住宅ＰＣ構造標準設計

ももの木三宮ビル　(神戸市中央区)

神戸市営 魚崎西住宅　(神戸市東灘区)1977

兵庫県住宅供給公社 京口団地　(姫路市)

神戸市営 求女住宅　(神戸市東灘区)

神戸市住宅供給公社 名谷第８団地　(神戸市須磨区)

神戸市営 深江南第２住宅　(神戸市東灘区)

神戸市営 王塚団地10号棟　(神戸市西区)

武庫川田園コーポ　(尼崎市)

東和マンション　(神戸市中央区)1976

兵庫県住宅供給公社 住吉台社宅　(神戸市東灘区)1975



伊丹市都市整備公社 池尻団地　(伊丹市)1974

パレス御影　(神戸市東灘区)

神戸市営 王塚団地１号棟　(神戸市西区)

神戸市営 御崎東住宅　(神戸市兵庫区)

神戸市営 二宮住宅２号棟　(神戸市中央区)1973

ダイヤモンドコーポ　(神戸市中央区)

東洋ハイツ　(神戸市中央区)1972

神戸市住宅供給公社 渦ケ森第２団地　(神戸市東灘区)

神戸市営 重池住宅　(神戸市長田区)

シャンボール・ＬＥＥ　(神戸市中央区)1971

神戸市住宅供給公社 渦ケ森第１団地　(神戸市東灘区)

伊丹市 職員独身寮　(伊丹市)

神戸文化短期大学 学生寮　(明石市)

熊内マンション　(神戸市中央区)1970

神戸市住宅供給公社 鶴甲団地　(神戸市灘区)1969

神戸市営 東山住宅　(神戸市兵庫区)

三好化成工業(株) 社宅　(愛知県西加茂郡三好町)1968

1967

1966

寿精版印刷(株) 独身寮　(大阪市天王寺区)1965



福永邸　(芦屋市)2002

大西邸　(神戸市垂水区)

嶋田邸　(西脇市)2000

上野邸　(神戸市兵庫区)1996

林　邸　(神戸市中央区)

澤本邸　(明石市)1993

鄭　邸　(神戸市中央区)1992

沖　邸　(三木市)

奥野邸　(神戸市灘区)1989

長谷川邸　(神戸市中央区)

菅原邸　(神戸市西区)1988

諸富邸　(西宮市)1987

黄　邸　(神戸市中央区)1986

佐野邸　(神戸市中央区)

奥濱邸　(神戸市東灘区)

尾川邸　(神戸市北区)

中西邸　(神戸市中央区)1983

吉田邸　(芦屋市)

伊佐邸　(神戸市垂水区)1982

森下邸　(神戸市東灘区)

鳴美邸　(小野市)1981

松本邸　(神戸市垂水区)1980

福富邸　(神戸市中央区)

任　邸　(神戸市中央区)1979

臼井邸　(芦屋市)1977

鵜山邸　(神戸市東灘区)

青地邸　(滋賀県草津市)

北浪邸　(神戸市須磨区)

武部邸　(神戸市須磨区)1976

鳴美邸　(小野市)1975

長沢邸　(神戸市須磨区)1974

李　邸　(神戸市中央区)

竹本邸　(芦屋市)

来馬邸　(神戸市垂水区)1973

高木邸　(神戸市中央区)

鈴木邸　(西宮市)

畝　邸　(神戸市東灘区)

岡川邸　(神戸市北区)1972

川飛邸　(神戸市中央区)

鳴美邸　(東京都足立区)1971

舟本邸　(神戸市灘区)1970

宇賀邸　(東大阪市)

鳥居邸　(神戸市灘区)1969

青木邸　(神戸市灘区)

鷲谷邸　(大阪市天王寺区)1968

元田邸　(神戸市垂水区)1965

松村邸　(西宮市)




