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第 1 回（平成 19 年度）大阪サステナブル建築賞
優秀賞 ▪浪商学園熊取キャンパスA号館　OUHS中央棟

　所在地：泉南郡熊取町朝代台
　建築主：学校法人浪商学園
　設計者：株式会社日建設計
▪ロイヤルパークス桃坂
　所在地：大阪市天王寺区筆ヶ崎町
　建築主：大和ハウス工業株式会社
　設計者：大和ハウス工業株式会社集合住宅一級建築士事務所

特別賞 ▪日本通運株式会社大阪西支店　北港ロジスティクスセンター
　所在地： 大阪市西淀川区中島
　建築主：日本通運株式会社
　設計者：日通不動産株式会社一級建築士事務所

第 2 回（平成 20 年度）大阪サステナブル建築賞
大阪府知事賞 ▪豊中市千里文化センター

　所在地：豊中市新千里東町
　建築主：千里新都市開発株式会社
　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所

優秀賞 ▪いであ株式会社大阪支社
　所在地：大阪市住之江区南港北
　建築主：いであ株式会社
　設計者：KAJIMA　DESIGN
▪金蘭会高等学校・中学校
　所在地：大阪市北区大淀南
　建築主：学校法人金蘭会学園
　設計者：株式会社安井建築設計事務所
▪リバーガーデンシティ　さくらの丘
　所在地：大阪市此花区島屋
　建築主：リバー産業株式会社
　設計者：昭和設計・山田建築構造事務所設計共同体

特別賞 ▪関西大学　第1学舎1号館
　所在地：吹田市千里山東
　建築主：学校法人関西大学
　設計者：株式会社創美設計
▪コニカミノルタ　大阪狭山新棟
　所在地：大阪狭山市今熊
　建築主：コニカミノルタホールディングス株式会社
　設計者：戸田建設株式会社大阪支店一級建築士事務所
▪産経新聞印刷美原センター
　所在地：堺市美原区木材通
　建築主：株式会社産業経済新聞社
　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
▪四條畷荘
　所在地：四條畷市北出町
　建築主：社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
　設計者：株式会社設計事務所ゲンプラン
▪リバーガーデン森の城
　所在地：大阪市城東区東中浜
　建築主：リバー産業株式会社
　設計者：株式会社都市建一級建築士事務所

第 3 回（平成 21 年度）大阪サステナブル建築賞
大阪府知事賞 ▪中之島ダイビル 

　所在地：大阪市北区中之島
　建築主：ダイビル株式会社
　設計者：株式会社日建設計
▪ろうきん肥後橋ビル 
　所在地：大阪市西区江戸堀
　建築主：近畿労働金庫
　設計者：株式会社日建設計

優秀賞 ▪ジオ千里桃山台
　所在地：豊中市新千里南町
　建築主：阪急不動産株式会社
　設計者：株式会社奥村組西日本支社一級建築士事務所
▪株式会社住友倉庫大阪支店　南港東営業所
　所在地：大阪市住之江区南港東
　建築主：株式会社住友倉庫
　設計者：KAJIMA　DESIGN

特別賞 ▪大阪電気通信大学寝屋川学舎エデュケーションセンター 
　所在地：寝屋川市初町
　建築主：学校法人大阪電気通信大学
　設計者：株式会社大林組本店一級建築士事務所
▪大阪薬科大学　D棟
　所在地：高槻市奈佐原
　建築主：学校法人大阪薬科大学
　設計者：株式会社日建設計
▪京セラミタ株式会社　R&Dセンター
　所在地：大阪市中央区玉造
　建築主：京セラミタ株式会社
　設計者：株式会社三信建築設計事務所
▪グランドメゾン四條畷ゲートハウス
　所在地：四條畷市大字中野
　建築主：積水ハウス株式会社大阪マンション事業部

　設計者：株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジニアリン
グ事業部

▪新大阪ブリックビル
　所在地：大阪市淀川区宮原
　建築主：株式会社EMシステムズ
　設計者：株式会社日建設計
▪南港アーバンビル
　所在地：大阪市住之江区南港北
　建築主：株式会社関西アーバン銀行
　設計者：KAJIMA　DESIGN
▪御堂筋野村ビル
　所在地：大阪市中央区平野町
　建築主：合同会社御堂筋みらいデベロップメントメント
　設計者：野村不動産一級建築士事務所

第 4 回（平成 22 年度）大阪サステナブル建築賞
大阪府知事賞 ▪グリーンフロント堺

　所在地：堺市堺区匠町
　建築主：シャープ株式会社、株式会社関電エネルギーソリュー

ション、栗田工業株式会社、株式会社堺ガスセン
ター、シャープディスプレイプロダクト株式会社、株
式会社神鋼環境ソリューション、大陽日酸株式会社関
西支社、大日本印刷株式会社、凸版印刷株式会社エレ
クトロニクス事業本部、日本通運株式会社大阪支店

　設計者：清水建設株式会社一級建築士事務所、清水建設株式会
社関西事業本部一級建築士事務所、株式会社大林組大
阪本店一級建築士事務所、鹿島建設株式会社一級建築
士事務所、五洋建設株式会社本社一級建築士事務所、
日通不動産株式会社一級建築士事務所

優秀賞 ▪関西大学高槻ミューズキャンパス
　所在地：高槻市白梅町
　建築主：学校法人関西大学
　設計者：株式会社創美設計、株式会社竹中工務店大阪一級建築

士事務所
▪パナソニック株式会社エナジー社　住之江工場1棟
　所在地：大阪市住之江区平林北
　建築主：パナソニック株式会社エナジー社
　設計者：株式会社双星設計
▪マストタワー安堂寺
　所在地：大阪市中央区安堂寺町
　建築主：積和不動産関西株式会社
　設計者：積水ハウス株式会社大阪特建支店

特別賞 ▪グランドメゾン西九条BIO
　所在地：大阪市此花区西九条
　建築主：積水ハウス株式会社大阪マンション事業部、株式会社

長谷工コーポレーション
　設計者：株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジニアリン

グ事業部
▪ザ･千里タワー
　所在地：豊中市新千里東町
　建築主：住友商事株式会社、阪急不動産株式会社、オリックス

不動産株式会社
　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
▪土佐堀ダイビル
　所在地：大阪市西区土佐堀
　建築主：ダイビル株式会社
　設計者：株式会社日建設計
▪リバーガーデンシティ　アリス
　所在地：大阪市此花区島屋
　建築主：リバー産業株式会社
　設計者：昭和設計・山田建築構造事務所設計共同体

奨励賞 ▪エコール・いずみ東館
　所在地：和泉市いぶき野
　建築主：株式会社関西都市居住サービス
　設計者：株式会社東畑建築事務所、戸田建設株式会社大阪支店

一級建築士事務所
▪武田薬品研修所
　所在地：吹田市山田南
　建築主：武田薬品工業株式会社
　設計者：株式会社東畑建築事務所
▪学校法人 常磐会学園  常磐会短期大学新1号館
　所在地：大阪市平野区平野南
　建築主：学校法人常磐会学園
　設計者：株式会社寺岡建築設計事務所
▪肥後橋MIDビル
　所在地：大阪市西区江戸堀
　建築主：MID都市開発株式会社
　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
▪BELISTA喜連瓜破
　所在地：大阪市平野区瓜破西
　建築主：三菱地所レジデンス株式会社
　設計者：株式会社東急設計コンサルタント大阪支店
▪マルイト難波ビル
　所在地：大阪市浪速区湊町
　建築主：株式会社丸糸商店
　設計者：KAJIMA　DESIGN
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第 5 回（平成 23 年度）大阪サステナブル建築賞
大阪府知事賞 ▪本町ガーデンシティ

　所在地：大阪市中央区本町
　建築主：積水ハウス株式会社
　設計者：日建設計・大成建設共同設計

優秀賞 ▪NTT新高津ビル
　所在地：大阪市中央区瓦屋町
　建築主：西日本電信電話株式会社
　設計者：株式会社NTTファシリティーズ
▪オリックス本町ビル
　所在地：大阪市西区西本町
　建築主：合同会社西本町デベロップメント
　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
▪パークシティ南千里丘
　所在地：摂津市南千里丘
　建築主：三井不動産レジデンシャル株式会社
　設計者：株式会社熊谷組関西一級建築士事務所

特別賞 ▪あべのキューズタウン
　所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋
　建築主：東急不動産株式会社
　設計者：安井建築設計事務所・東急設計コンサルタント共同企

業体
▪医療法人篤友会　坂本病院
　所在地：豊中市豊南町東
　建築主：医療法人篤友会
　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
▪吹田市立子育て青少年拠点　夢つながり未来館
　所在地：吹田市山田西
　建築主：吹田市
　設計者：株式会社東畑建築事務所
▪摂津市立コミュニティプラザ・摂津市立保健センター
　所在地：摂津市南千里丘
　建築主：株式会社ジェイ・エス・ビー
　設計者：株式会社都市建一級建築士事務所

奨励賞 ▪学校法人大阪初芝学園　北野田キャンパス
　所在地：堺市東区西野
　建築主：学校法人大阪初芝学園
　設計者：株式会社安井建築設計事務所
▪ザ・香里園タワー　かほりまちテラス
　所在地：寝屋川市香里本通町
　建築主：香里園駅東地区市街地再開発組合
　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
▪ジオ彩都　いぶきの森
　所在地：箕面市彩都粟生南
　建築主：阪急不動産株式会社
　設計者：株式会社安井建築設計事務所

第 6 回（平成 24 年度）大阪サステナブル建築賞
大阪府知事賞 ▪エクセディ新本館ビル

　所在地：寝屋川市木田元宮
　建築主：株式会社エクセディ
　設計者：株式会社東畑建築事務所

優秀賞 ▪エルグレース彩都箕面
　所在地：箕面市彩都粟生南
　建築主：関電不動産株式会社
　設計者：株式会社大林組大阪本店一級建築士事務所
▪塩野義製薬医薬研究センターSPRC4
　所在地：豊中市二葉町
　建築主：塩野義製薬株式会社
　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所

特別賞 ▪堺市立健康福祉プラザ
　所在地：堺市堺区旭ヶ丘中町
　建築主：堺市
　設計者：株式会社梓設計大阪支社、株式会社髙橋建築設計事務

所設計共同体
▪デサント大阪オフィス
　所在地：大阪市天王寺区堂ヶ芝
　建築主：株式会社デサント
　設計者：KAJIMA：DESIGN

奨励賞 ▪門真市立門真はすはな中学校
　所在地：門真市中町
　建築主：門真市、門真市立中学校PFI事業株式会社
　設計者：株式会社浦辺設計
▪京都銀行茨木ビル
　所在地：茨木市西駅前町
　建築主：株式会社京都銀行、京友商事株式会社
　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所

第 7 回（平成 25 年度）大阪サステナブル建築賞
大阪府知事賞 ▪関西電力株式会社北摂営業所

　所在地：豊中市浜
　建築主：関西電力株式会社
　設計者：株式会社ニュージェック

優秀賞 ▪大正製薬関西支店
　所在地：豊中市新千里西町

　建築主：大正製薬株式会社
　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所
▪東大谷高等学校泉ヶ丘校舎
　所在地：堺市南区三原台
　建築主：学校法人大谷学園
　設計者：株式会社竹中工務店大阪一級建築士事務所

特別賞 ▪イオン貝塚店
　所在地：貝塚市地蔵堂
　建築主：イオンリテール株式会社
　設計者：鹿島建設株式会社一級建築士事務所
▪三菱倉庫株式会社 茨木3号配送センター
　所在地：茨木市藤の里
　建築主：三菱倉庫株式会社
　設計者：鹿島建設株式会社関西支店一級建築士事務所

第 8 回（平成 26 年度）大阪サステナブル建築賞
大阪府知事賞 ▪上村工業株式会社 新中央研究所

　所在地：枚方市出口
　建築主：上村工業株式会社
　設計者：株式会社東畑建築事務所

優秀賞 ▪河内長野ガス本社・防災支援施設
　所在地：河内長野市昭栄町
　建築主：河内長野ガス株式会社
　設計者：関西ビジネスインフォメーション株式会社KBI計画・

設計事務所、清水建設株式会社関西事業本部一級建築
士事務所

▪ハウス食品グループ大阪本社
　所在地：東大阪市御厨栄町
　建築主：ハウス食品グループ本社株式会社
　設計者：KAJIMA　DESIGN

特別賞 ▪北大阪トラックターミナル　2号棟
　所在地：茨木市宮島
　建築主：泉北高速鉄道株式会社
　設計者：株式会社フジタ大阪支店一級建築士事務所
▪パークナード江坂垂水町
　所在地：吹田市垂水町
　建築主：パナホーム株式会社 都市開発支社
　設計者：株式会社タクトプラン建築事務所大阪

※平成 25 年度から大阪市内の建築物は対象外となっています。
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第 1 回　CASBEE 大阪 OF THE YEAR　2006
▪ダイヤモンドシティ・リーファ
　所在地：鶴見区鶴見 4 丁目
　建築主：株式会社ダイヤモンドシティ・三菱 UFJ 信託銀行株式会社
　設計者：清水建設株式会社
▪大阪弁護士会館
　所在地：北区西天満 1 丁目
　建築主：大阪弁護士会
　設計者：株式会社日建設計

第 2 回　CASBEE 大阪 OF THE YEAR　2007
▪プール学院中学校・高等学校
　所在地：生野区勝山北 1 丁目
　建築主：学校法人プール学院
　設計者：株式会社竹中工務店
▪梅新第一生命ビルディング
　所在地：北区曽根崎 2 丁目
　建築主：第一生命保険相互会社
　設計者：株式会社竹中工務店

第 3 回　CASBEE 大阪 OF THE YEAR　2008
▪ブリーゼタワー
　所在地：北区梅田 2 丁目
　建築主：株式会社サンケイビル・株式会社島津商会
　設計者：株式会社三菱地所設計
▪ろうきん肥後橋ビル
　所在地：西区江戸堀 1 丁目
　建築主：近畿労働金庫
　設計者：株式会社日建設計

第 4 回　CASBEE 大阪 OF THE YEAR　2009
▪中之島ダイビル
　所在地：北区中之島 3 丁目
　建築主：ダイビル株式会社
　設計者：株式会社日建設計
▪マストタワー安堂寺
　所在地：中央区安堂寺町 2 丁目
　建築主：積和不動産関西株式会社
　設計者：積水ハウス株式会社

第 5 回　CASBEE 大阪 OF THE YEAR　2010
▪大阪富国生命ビル
　所在地：北区小松原町
　建築主：富国生命保険相互会社
　設計者：清水建設株式会社
▪パナソニック株式会社エナジー社住之江工場 1 棟
　所在地：住之江区平林北 1 丁目
　建築主：パナソニック株式会社エナジー社
　設計者：株式会社双星設計

第 6 回　CASBEE 大阪 OF THE YEAR　2011
▪オリックス本町ビル
　所在地：西区西本町 1 丁目
　建築主：合同会社西本町デベロップメント
　設計者：株式会社竹中工務店
▪本町南ガーデンシティ
　所在地：中央区北久宝寺町 3 丁目
　建築主：積水ハウス株式会社
　設計者：株式会社日建設計

第 7 回　CASBEE 大阪 OF THE YEAR　2012
最優秀賞・事務所部門賞 ▪デサント大阪オフィス

　所在地：天王寺区堂ヶ芝 1 丁目
　建築主：株式会社デサント
　設計者：KAJIMA　DESIGN

住宅部門賞 ▪あべの nini
　所在地：阿倍野区阿倍野筋 1 丁目
　建築主：COLORS・奥村組特定建築者共同企業体
　設計者：株式会社アール・アイ・エー
▪ブランズ桜ノ宮
　所在地：都島区中野町 5 丁目
　建築主：東急不動産株式会社
　設計者：株式会社東急設計コンサルタント

商業施設その他部門賞 ▪大阪経済大学　新事務・研究棟
　所在地：東淀川区大隅 2 丁目
　建築主：学校法人大阪経済大学
　設計者：大成建設株式会社一級建築士事務所

第 8 回　CASBEE 大阪 OF THE YEAR　2013
最優秀賞・事務所部門賞 ▪ダイビル本館、中之島四季の丘

　所在地：北区中之島 3 丁目

　建築主：ダイビル株式会社、関電不動産株式会社
　設計者：株式会社日建設計

住宅部門賞 ▪アーバンエース五条公園パル
　所在地：天王寺区烏ヶ辻 2 丁目
　建築主：NTT 都市開発株式会社
　設計者：NTT 都市開発株式会社、株式会社 NTT ファ

シリティーズ
商業施設その他部門賞 ▪グランフロント大阪

　所在地：北区大深町地内
　建築主：NTT 都市開発株式会社、株式会社大林組、

オリックス不動産株式会社、関電不動産株式
会社、新日鉄興和不動産株式会社、積水ハウ
ス株式会社、株式会社竹中工務店、東京建物
株式会社、日本土地建物株式会社、阪急電鉄
株式会社、三井住友信託銀行株式会社、三菱
地所株式会社

　設計者：日建設計＋三菱地所設計＋ NTT ファシリティ
　　　　　ーズ、大林組、竹中工務店
▪イオンモール大阪ドームシティ
　所在地：西区千代崎 3 丁目
　建築主：イオンリテール株式会社
　設計者：株式会社大林組
▪新　大阪暁明館病院
　所在地：此花区西九条 5 丁目
　建築主：社会福祉法人大阪暁明館
　設計者：株式会社フジタ

第 9 回　CASBEE 大阪 OF THE YEAR　2014
最優秀賞・事務所部門賞 ▪ NTT 西日本研修センタ本館（PRISM）

　所在地：都島区東野田町 4 丁目
　建築主：西日本電信電話株式会社
　設計者：株式会社 NTT ファシリティーズ

住宅部門賞 ▪プラウド南田辺
　所在地：東住吉区南田辺 1 丁目
　建築主：野村不動産株式会社
　設計者：清水建設株式会社

商業施設その他部門賞 ▪あべのハルカス
　所在地：阿倍野区阿倍野筋 1 丁目
　建築主：近畿日本鉄道株式会社
　設計者：株式会社竹中工務店

平成 27 年度おおさか環境にやさしい建築賞
大阪府知事賞 ▪ベルランド総合病院

　所在地：大阪府堺市中区東山
　建築主：社会医療法人　生長会
　設計者：清水建設株式会社関西支店一級建築士事務所

大阪市長賞 ▪ YANMAR FLYING-Y BUILDING
　所在地：大阪市北区茶屋町
　建築主：セイレイ興産株式会社
　設計者：株式会社日建設計

住宅部門賞 ▪大阪ひびきの街　ザ・サンクタスタワー
　所在地：大阪市西区新町 1 丁目
　建築主： オリックス不動産株式会社、株式会社大京、

京阪電鉄不動産株式会社、大和ハウス工業株
式会社、大阪ガス都市開発株式会社

　設計者：株式会社大林組大阪本店一級建築士事務所
事務所部門賞 ▪さかい利晶の杜

　所在地：大阪府堺市堺区宿院町西 2 丁
　建築主：堺市
　設計者：東畑・ダイシン設計共同体
▪新ダイビル
　所在地：大阪市北区堂島浜 1 丁目
　建築主：ダイビル株式会社
　設計者：株式会社日建設計
▪日本生命保険相互会社　東館
　所在地：大阪市中央区今橋 3 丁目
　建築主：日本生命保険相互会社
　設計者：株式会社日建設計

商業施設その他部門賞 ▪ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所関西センター 
C-6 棟

　所在地：大阪府池田市緑丘 1 丁目
　建築主：国立研究開発法人　産業技術総合研究所
　設計者：株式会社安井建築設計事務所
▪ hu+gMUSEUM（ハグミュージアム）
　所在地：大阪市西区千代崎 3 丁目
　建築主： 大阪ガス株式会社、大阪ガス都市開発株式会

社、株式会社オージースポーツ
　設計者：株式会社安井建築設計事務所
▪三井不動産ロジスティクスパーク堺（MFLP 堺）
　所在地：大阪府堺市堺区築港八幡町
　建築主：三井不動産株式会社（堺築港八幡特定目的会社）
　設計者： 新日鉄住金エンジニアリング株式会社　西日

本支社一級建築士事務所
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