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西　欧 現代美術館CAPC 45

スペイン メスキータ 5 会議場「パレ・ボモン」 54

黄金の塔 6 アルデンヌ現代出版資料研究所 25

セビリア大学 6 アキテーヌ地方圏文化局 29

アンダルシア考古学研究所 6 欧州開発・建築研究所 30

ポンペウ・ファブラ大学図書館 7 ディドロ図書館 32

カイシャ・フォーラム 8 リヒテンベルク文化センター 33

貝の家 8 アンジェ美術館 36

サラマンカ大学・日西センター 9 マティス美術館 36

ラヴァピーズ・カルチャーセンター 10 近代・現代美術センター 38

アトーチャ駅 14 国立労働文書館 39

カイシャ・フォーラム・マドリッド 14 複合施設「ラ・マニュ」 41

オランダ アムステルダム・タワー 16 トゥルーズ経済学校 41

アフリカ 18 国立現代芸術センター「ル・リュ・ウニック」 43

ウェスト・ガス・ファクトリー 18 複合施設「レ・ドック」 47

ファン・ネレ工場 20 商業施設「レ・ドック・ヴォーバン」 47

シント・ヨブス 21 アレ・オ・シュークル 50

キューブハウス 22 複合施設CEPAC サイロ 51

BKシティ 22 国立現代芸術スタジオ「ル・フレノワ」 56

フランス メゾン・カレ 25 ルーベ芸術・産業博物館「ラ・ピシンヌ」 56

ニーム大学ヴォーバン・キャンパス 33 会議場「エスパス・ド・ロセアン」 56

ギャラリー「黙示録」 32 劇場「パレ・デ・フェスティヴァル」 60

ダヴィド・ダンジェ展示館 25 海洋博物館 60

Logis Barrault 27 美術館 63

musée Jean Lurçat 63 ジャン・リュルサ美術館 63

「建物等名称」をクリックorタップすると、ブラウザやアプリなどで地図が表示されます

書籍付録データ

建築転生から都市更新へ 海外諸都市における既存建築物の利活用戦略
from Architectural Conversion to Urban Regeneration

建築リスト（マップリンク付き）

このリストにございますコンバージョン事例等の、豊富な解説が掲載されている本書は、
日本建築センター 書籍販売サイト（https://www.bcj.or.jp/publication/） のほか、
一般書店、honto、アマゾンで取扱い中です。

・本建築リストでは、書籍本文中で取り上げている建築物を全て網羅していません。一部、未掲載のものがありますことをご了承ください。
・本建築リストの建築名称に一部に、書籍本文中で用いている表記と異なるものがあります。また、リンク先の地図で表記される建築名称と異なる場合があ
りますのでご注意ください。
・本建築リストは、2022年6月に作成しました。
・ご利用の端末環境や設定によって、リンク先の地図が開かない場合がございますので、その場合はご利用端末の設定等を御確認ください。

編著：角野渉、木下央、三田村哲哉、讃岐亮、小林克弘
発行：一般財団法人日本建築センター
定価：4,730円(本体4,300円+税10%)
ＩＳＢＮ：978-4-88910-187-4

電子書籍版は、楽天kobo、yondemill で取り扱い中です。
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https://www.yondemill.jp/contents/53334
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古代・現代美術館 63 レッドオクトーバー・ファクトリー 106

ヴェネチア カ・ドーロ 69 現代美術ワイナリーセンター 107

カ・ペーザロ 70 アートプレイ 107

パラッツォ・グラッシ 70 ARMA 108

プンタ・デッラ・ドガーナ 71 エルミタージュ美術館 108

ペギー・グッゲンハイム美術館 71 130地区 108

ヴェネチア・カジノ 72 スヴェトランスカヤ通り 111

T・フォンダコ・デイ・テデスキ・バイ・DFS 72 ウラジヴォストーク要塞博物館 111

ヴェネチア・ビエンナーレ・アルセナーレ会場 73 ルーマニア ルーマニア建築家協会 112

Tesa 105 73 マヌックス・イン 115

Tesa CNR ISMAR 73 織工の砦 115

ラミエリーニ１、２ 76 ポスタバル要塞 117

ハーバー・ブレイン・ビル 76 ブラショフ歴史博物館 118

カ・フォスカリ経済大学 76 サリーナ・トゥルダ 118

モリノ・スタッキー 77 イスタンブール アヤソフィア(ハギヤ・ソフィア） 79, 121

ガラスの部屋 77 トルコ・イスラム美術博物館 125

イスタンブル地下宮殿 121

東　欧　・　北　欧 ホテル「フォーシーズンズ・スルタンアフメット」 132

コペンハーゲン アドミラル・ホテル 81 イスタンブール現代美術館 135

ラウンドタワー 81 シャングリラ ボスポラス イスタンブール 136

デンマーク・ユダヤ博物館 82 国立宮廷博物館 127

磁器の庭 85 ガラタサライ大学 126

BIG本社 85 タシュキシュラ　イスタンブール工科大学建築学部校舎　 129

ジェミニレジデンス 86 ガラタ塔 129

ウェンバーグサイロ 86 乙女の塔 125

魚雷船艇庫 87 アギア・イリニ聖堂 122

砲艇庫 89 タイル博物館 124

タリン キーク・イン・デ・キョク 93 古代オリエント博物館 131

太っちょマルガレータ 93 ホテル「フォーシーズンズ ホテル イスタンブール アット ザ ボスポラス」 135

メイドゥンタワー・ミュージアム 95 ホテル「チュラーン・パレス」 127

タリン旧市庁舎 95 ペラ・ミュージアム 132

聖ニコラス教会 95 ラフミ・M・コチ博物館 125

聖母マリア大聖堂 96 サントライスタンブル 132

大ギルド会館 96 ナルマンリ・ハン 125

健康博物館 96 マルマラ大学 130

写真博物館 96 カーリエ博物館 122

ホテル「三姉妹」 96 トルコ国立ミマール・シナン美術大学文化・芸術センター 123

ホテル・テレグラフ 96 フェリエ宮　ガラタサライ大学 126

ロッターマン・オールド＆ニュー・フラワ・ストレージ 97 クラウン・プラザ・ホテル 135

ロッターマン・カーペンター・ワークショップ 97 SALT Galata 132

エナジー・ディスカバリー・センター 99 ハリチ会議場 132

シープレイン・ハーバー 99 テオドシウスの城壁 121

モスクワ 国立建築博物館 103 アカレトラー・ハウス 128

マヤコフスキー博物館 104 古代オリエント博物館 131

プーシキンの家博物館 104 エルトゥールル・テッケ・モスク 131

チェーホフの家博物館 105 ファティフ・スルタン・メフメト財団大学本部 132

ゴーリキーの家博物館 105 パークハイヤット マッカ・パレス 136

現代美術館ガレージセンター 106 バグダッド通り 137

バフメーチェフスキー・バスガレージ 106
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北　米　・　オ セ ア ニ ア ア ジ ア

ニューヨーク チェルシー・マーケット 141 上海 外灘３号 186

ヴィラード邸 141 上海外灘美術館 188

アンリ・ベンデル 142 ペイ・マンション・ホテル 189

プラダ・ニューヨーク・エピセンター 143 名軒 190

MOCA 144 客堂間 190

モーガン・ライブラリー 147 上海老站 191

シェイラ・C・ジョンソン・デザインセンター 147 1933老場坊 192

MoMA PS1 148 上海当代芸術博物館 194

ハイライン 149 船廠1862 195

ライムライト・マーケットプレイス 152 上海油罐芸術中心 196

トロント エバーグリーン・ブリック・ワークス 155 八号橋 198

ディスティラリー地区 157 上海相東仏像芸術館 199

401　リッチモンド 158 the Foundry Gallery 199

アートスケープ・ウィチウッド・バーンズ 160 田子坊 200

アビー・ロフト 162 バンコク タイ銀行ラーニングセンター 202

アート・ギャラリー・オブ・オンタリオ 163 バンコク・シティ・ライブラリー 204

ロイヤル・オンタリオ博物館 155, 163 ラッタナコーシン展示センター 204

モントリオール ゾーン・ビルディング 165 ラーチャダムヌーン現代芸術センター 204

フォンダリー・ダーリン 166 ロン1919 205

モントリオール美術館・ブルジ棟 166 アジアティーク・ザ・リバーフロント 206

エコミュゼ・デュ・フィア・モンド 167 サラ・ラッタナコーシン 206

文化の家メゾンヌーヴ 168 イェロ・ハウス 207

カゼン・ルトルノー消防署 168 ジャム・ファクトリー 207

ラ・スタシオン 169 ネバー エンディング サマー 208

オーストラリア シドニー・カスタムズ・ハウス 171 ウェアハウス 30 209

フィンガー・ワーフ 172 タイ クリエイティブ&デザイン センター 210

ザ・ミント 172 ジム トンプソンの家 211

ウェスティン・ホテル・シドニー 174 シーロム・ヴィレッジ 211

パワーハウス博物館 175 O. P. ガーデン 212

RMIT大学 176 バンランプー博物館 213

RMITストーレイ・ホール 177 台湾 華山1914文化創意産業園区 215

RMIT大学インフォメーションセンター 177 台北当代芸術館 216

RMITビルディング45 178 中山創意基地URS21 217

旧メルボルン監獄 178 松山文創園区 220

モルトハウス・シアター 179 信義公民会館 222

インターコンチネンタル・メルボルン・ザ・リアルト 181 駁二芸術特区 223

コードブラック・コーヒー 181 海洋奇珍園 224

ヴィクトリア消防博物館 182 新北市立黄金博物館 225

花蓮鉄道文化園区 226

宜蘭酒廠 227

ここに掲載している内容は、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、
情報が古くなるなどの可能性があり、必ずしも正確性を保証するものではありません。
書籍ならびに、この書籍付録データの無断複写・複製・転載は、法律で定められた場合を除き、著作権の侵害となります。
© 2022 The Building Center of Japan

https://goo.gl/maps/tGFt3vp1SBRgKc5S6
https://goo.gl/maps/ZGrjBa3rHYRgrHhw9
https://goo.gl/maps/g1Des8xNpUYNqGJM8
https://goo.gl/maps/h8deUQcsQDVGyHNM7
https://goo.gl/maps/2VTaXdHDY4wKZviC6
https://goo.gl/maps/HRX2bJB6KRjaMrt28
https://goo.gl/maps/LyJXHjeqXwK5BzS39
https://goo.gl/maps/5kkGLdb78Hc6nX827
https://g.page/mocanyc?share
https://goo.gl/maps/suu6LtoHChNqCLLf6
https://goo.gl/maps/HFVbt8XxD7W9ecoN9
https://goo.gl/maps/bJnrALgzSqU3ErZy7
https://goo.gl/maps/SqQfigE9u7UCNzVs9
https://goo.gl/maps/XUu1st1sGRyK3BcF9
https://goo.gl/maps/m1edgk48JD9WGAJj9
https://goo.gl/maps/7ViKjyvvHmpZEodV7
https://goo.gl/maps/VoPKCg4mzzuxUBEc6
https://goo.gl/maps/yTKvWnMvLDRCaiNV6
https://goo.gl/maps/oANcShVTysJYaNd97
https://goo.gl/maps/e4up5uokivsWtydR9
https://goo.gl/maps/3uMMQv5DUkxdcCWs9
https://goo.gl/maps/EkQJsUPAN8rX3oC77
https://goo.gl/maps/SEdLEGweq2AGhZ8C8
https://goo.gl/maps/nhAFzX7Eym337yLa9
https://goo.gl/maps/bEdaPpuTT86myarQ6
https://goo.gl/maps/Xv3tzouFCZXhbtdM7
https://goo.gl/maps/jLTLmZwXvC4NSVbv6
https://goo.gl/maps/HhbA4eTVcRNqFnhr7
https://goo.gl/maps/bMpnRSGR5T6u8otr6
https://goo.gl/maps/jn3mzt6ZgKC6TdVd8
https://g.page/AGOToronto?share
https://goo.gl/maps/wR1E2jJaM1dr3DgDA
https://g.page/royal-ontario-museum-toronto?share
https://goo.gl/maps/ApMLUwoksZwMvCsK7
https://goo.gl/maps/njJ27ymmEx3q1C6V9
https://goo.gl/maps/466t2MWD7gyXwBA17
https://goo.gl/maps/JK9iHQ8TSNu2gXjC8
https://goo.gl/maps/T3WogRPeCDhXmRSB8
https://goo.gl/maps/RhrDLrxAjvViADf6A
https://goo.gl/maps/YMuPA73rMNuKM64s5
https://goo.gl/maps/cPFaLtsSsaZqWyZz8
https://goo.gl/maps/JKSadzaZn8o8J7LMA
https://goo.gl/maps/AAKafygNdD8iCR7c6
https://goo.gl/maps/tQen5L8fkyw1Rvo38
https://goo.gl/maps/Dhu5TRyXhdiZyxqS6
https://goo.gl/maps/eGng97gZibLSoaUS6
https://goo.gl/maps/iNeqGS7KQmNgHZje9
https://goo.gl/maps/EHzwivUGgHZGjG4o6
https://g.page/customs-house?share
https://g.page/Warehouse30?share
https://goo.gl/maps/iynYaz9i8nFcwxhY9
https://goo.gl/maps/nSkchJmJ6UNAi2767
https://goo.gl/maps/d2CnV93eJfaCMaLV9
https://goo.gl/maps/Houyp8wiXGrvyMJBA
https://goo.gl/maps/5Cr7x2it4sbV3gR98
https://goo.gl/maps/JMdjUvcS3YjJ4QpK6
https://goo.gl/maps/W56niGuo4muJuimr8
https://goo.gl/maps/DM3QuA1NWA4sU5w5A
https://goo.gl/maps/b3nirptRV4gAHXRv7
https://goo.gl/maps/vX1ZiR2kCiY8sf6s5
https://goo.gl/maps/q7SGFTSDf6jnuNNU7
https://goo.gl/maps/4HhJnt5npYJcDg836
https://goo.gl/maps/dtyoB41Z5MtywW9i8
https://goo.gl/maps/XuTbogwGb7geJBiq5
https://goo.gl/maps/8nN2ry8Qotq5Xi2Q7
https://goo.gl/maps/qFpAumvnRo7YvniQA
https://goo.gl/maps/Djq53UausLioYKaS8
https://goo.gl/maps/T2keL5qzGe8Yeu7Q6
https://goo.gl/maps/te4orGXjoa4AJ7jq9
https://goo.gl/maps/cQUXzeYLMAgisbsR6
https://goo.gl/maps/dQb3DtCTyEQQ8D6U6
https://goo.gl/maps/C9GZQUvQVhdgQ2ni8
https://goo.gl/maps/41Ev6gYfr3d3LWAdA
https://goo.gl/maps/vkQHbxmCtmgGsY8x9
https://goo.gl/maps/mku2gDzv2CYcPB7s7
https://goo.gl/maps/tKDSkSVZs5yoHnpt7
https://goo.gl/maps/xF6L6uUu9rtsZB2c6
https://goo.gl/maps/D6n8r6o2ntbvWYoY6



