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グループ相談会／個別相談会 15:30～17:30 各部門にて実施 申し込み詳細はマイページにてご案内します

会社紹介 会社概要紹介＜各日同じ内容です＞

部門説明会　第1回 各部門にて実施
次ページ以降をご確認ください
申し込み詳細はマイページにてご案内します

部門説明会　第2回 各部門にて実施
次ページ以降をご確認ください
申し込み詳細はマイページにてご案内します



＜建築設計＞ 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

第3建築設計群 上席主管 2001年

第2建築設計群 主管 2009年

第1建築設計群 主任技師 2016年

国際プロジェクト群 上席主管 2000年

第2建築設計群 主管 2010年

第2建築設計群 主任技師 2017年

グループ相談会
※入退室自由（要予約）

部屋

国際プロジェクト群 上席主管 2000年

第2建築設計群 主管 2010年

第2建築設計群 主任技師 2017年

第3建築設計群 上席主管 2001年

第2建築設計群 主管 2009年

第1建築設計群 主任技師 2016年

グループ相談会
※入退室自由（要予約）

部屋

10/16（土）

13：00～14：00

やってきたこと／やっていること／やりたいこと

プレゼンター
　石川　周一
　畑江　未央
　廣田　竜介

調整中
15：30～

①

②

調整中

14：15～15：15

やってきたこと／やっていること／やりたいこと

プレゼンター

プログラム

10/9（土）

13：00～14：00

やってきたこと／やっていること／やりたいこと

プレゼンター
　奥村　彰浩　　　　　
　日塔　友理子　　　　　
　関根　梨沙子

14：15～15：15

やってきたこと／やっていること／やりたいこと

プレゼンター
　石川　周一
　畑江　未央
　廣田　竜介

15：30～

当日のプレゼンテーションによる

当日のプレゼンテーションによる

当日のプレゼンテーションによる

当日のプレゼンテーションによる

①

②

調整中

調整中

　奥村　彰浩　　　　　
　日塔　友理子　　　　　
　関根　梨沙子

AKIHIRO OKUMURA

YURIKO NITTO

RYOSUKE HIROTA

MIO HATAE

SHUICHI ISHIKAWA

RISAKO SEKINE



＜都市計画・環境ｱｾｽﾒﾝﾄ＞ 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 プログラム 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

都市計画群の業務

プレゼンター

　藤井　昭光 都市計画群 グループ長 2009年 仙台中央一丁目第二地区

都市計画群の業務

プレゼンター

　越川　裕康 都市計画群 副群長 2001年 虎ノ門ヒルズ

グループ相談会
※入退室自由（要予約）

都市計画群の業務

プレゼンター

　田中　健介 都市計画群 副群長 2001年 横浜駅西口駅前地区都市計画

都市計画群の業務

プレゼンター

　松本　光史 都市計画群 群長 1996年 日本橋髙島屋S.C.本館

グループ相談会
※入退室自由（要予約）

調整中

調整中

10/9（土）

13：00～14：00

14：15～15：15

15：30～

10/16（土）

13：00～14：00

14：15～15：15

15：30～

HIROYASU KOSHIKAWA

MITSUJI MATSUMOTO

KENSUKE TANAKA

AKIMITSU FUJII

https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/1193/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/10004/
https://www.nihonsekkei.co.jp/ideas/member/4319/


＜構造設計＞ 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 プログラム 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

 中尾　彰宏 構造設計群 グループ長 1994年 渋谷区役所

 遠藤　和明 構造設計群 上席主管 1999年 北里研究所／北里大学プラチナタワー

 塩見　庸 構造設計群 主任技師 2012年 上越市立水族博物館

 武居　秀樹 構造設計群 主管 2012年 パーク24グループ本社ビル

 中尾　彰宏 構造設計群 グループ長 1994年 渋谷区役所

 遠藤　和明 構造設計群 上席主管 1999年 北里研究所／北里大学プラチナタワー

 塩見　庸 構造設計群 主任技師 2012年 上越市立水族博物館

 武居　秀樹 構造設計群 主管 2012年 パーク24グループ本社ビル

グループ相談会
※入退室自由（要予約）

 大沢　和雅 構造設計群 グループ長 1996年 JPタワー名古屋

 中村　伸 構造設計群 シニアマネージャー 1999年 NIPPO本社ビル

 武居　秀樹 構造設計群 主管 2012年 パーク24グループ本社ビル

 山本　竹哉 構造設計群 主任技師 2009年 大手町プレイス

 大沢　和雅 構造設計群 グループ長 1996年 JPタワー名古屋

 中村　伸 構造設計群 シニアマネージャー 1999年 NIPPO本社ビル

 武居　秀樹 構造設計群 主管 2012年 パーク24グループ本社ビル

 山本　竹哉 構造設計群 主任技師 2009年 大手町プレイス

グループ相談会
※入退室自由（要予約）

10/9（土）

13：00～14：00

構造設計群の紹介
構造設計・デザインの事例紹介
プレゼンター

14：15～15：15

構造設計群の紹介
構造設計・デザインの事例紹介
プレゼンター

15：30～ 調整中

10/16（土）

13：00～14：00

構造設計群の紹介
構造設計・デザインの事例紹介
プレゼンター

14：15～15：15

構造設計群の紹介
構造設計・デザインの事例紹介
プレゼンター

調整中15：30～

AKIHIRO NAKAO

NOBURU NAKAMURA

KAZUAKI ENDO

ISAO SHIOMI

TAKEYA YAMAMOTO

KAZUMASA OSAWA

HIDEKI TAKEI

https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/9704/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/14323/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/8338/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/10712/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/9704/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/14323/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/8338/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/10712/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/1215/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/9024/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/10712/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/9057/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/1215/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/9024/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/10712/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/9057/


＜環境・設備設計＞ 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 プログラム 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

 井田　寛 第1環境・設備設計群 群長 1989年 岡谷市民病院

 福井　遼 第1環境・設備設計群 主任技師 2018年 品川駅西口地区京急街区再開発建物

 丸山　由香 第2環境・設備設計群 主任技師 2018年 GDP計画

 小野塚　能文 第1環境・設備設計群 副群長 1989年 新国立競技場（旧案）

 福井　遼 第1環境・設備設計群 主任技師 2018年 品川駅西口地区京急街区再開発建物

 丸山　由香 第2環境・設備設計群 主任技師 2018年 GDP計画

グループ相談会
※入退室自由（要予約）

部屋

 稗田　雄大 第2環境・設備設計群 群長 1991年 虎ノ門ヒルズ

 秋山　雄一 第2環境・設備設計群 主任技師 2018年 春日ビル建替計画

 都倉　悠亮 第1環境・設備設計群 主任技師 2018年 流山市新設中学校

 竹部　友久 第2環境・設備設計群 副群長 1989年 雲南市役所新庁舎

 秋山　雄一 第2環境・設備設計群 主任技師 2018年 春日ビル建替計画

 都倉　悠亮 第1環境・設備設計群 主任技師 2018年 流山市新設中学校

グループ相談会
※入退室自由（要予約）

部屋

10/16（土）

13：00～14：00

第1・2環境･設備設計群の紹介
若手の働き方の紹介（機械設備設計）
若手の働き方の紹介（電気設備設計）

プレゼンター

14：15～15：15

第1・2環境･設備設計群の紹介
若手の働き方の紹介（機械設備設計）
若手の働き方の紹介（電気設備設計）

プレゼンター

15：30～
機械

電気

調整中

調整中

10/9（土）

13：00～14：00

第1・2環境･設備設計群の紹介
若手の働き方の紹介（機械設備設計）
若手の働き方の紹介（電気設備設計）

プレゼンター

14：15～15：15

第1・2環境･設備設計群の紹介
若手の働き方の紹介（機械設備設計）
若手の働き方の紹介（電気設備設計）

プレゼンター

15：30～
機械

電気

調整中

調整中

YUICHI AKIYAMA

TOMOHISA TAKEBE

YUSUKE TOKURA

TAKEHIRO HIEDA

YUKA MARUYAMA

HIROSHI IDA

RYO FUKUI

YOSHINORI ONOZUKA

https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/4253/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/1193/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/3479/
https://www.nihonsekkei.co.jp/ideas/member/15870/
https://www.nihonsekkei.co.jp/ideas/member/2043/


＜インテリア設計＞ 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 プログラム 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

インテリア設計部 部長 1991年 大手町タワー

インテリア設計部 副部長 1988年 虎ノ門ヒルズ

インテリア設計部 主任技師 2015年

インテリア設計部 ― 2017年

インテリア設計部 部長 1991年 大手町タワー

インテリア設計部 副部長 1988年 虎ノ門ヒルズ

インテリア設計部 主任技師 2015年

インテリア設計部 ― 2017年

個別相談会 部屋

インテリア設計部 部長 1991年 大手町タワー

インテリア設計部 グループ長 1992年 武田グローバル本社

インテリア設計部 主任技師 2018年

インテリア設計部 ― 2019年

インテリア設計部 部長 1991年 大手町タワー

インテリア設計部 グループ長 1992年 武田グローバル本社

インテリア設計部 主任技師 2018年

インテリア設計部 ― 2019年

個別相談会 部屋

調整中

② 調整中

プレゼンター
　田淵　滋
　佐野　成一
　坂東　菜月
　紫安　みずき

① 調整中

② 調整中

10/16（土）

13：00～14：00

『組織設計事務所のインテリア』
空間設計から家具まで。
ホテルやオフィス設計での楽しみ。

プレゼンター
　田淵　滋
　佐野　成一
　坂東　菜月
　紫安　みずき

14：15～15：15

『組織設計事務所のインテリア』
空間設計から家具まで。
ホテルやオフィス設計での楽しみ。

15：30～
①

10/9（土）

13：00～14：00

『組織設計事務所のインテリア』
空間設計から家具まで。
ホテルやオフィス設計での楽しみ。

プレゼンター
　田淵　滋

14：15～15：15

『組織設計事務所のインテリア』
空間設計から家具まで。
ホテルやオフィス設計での楽しみ。

プレゼンター

　金崎　由女

　佐藤　正利
　杉野　菜緒
　金崎　由女

　田淵　滋
　佐藤　正利
　杉野　菜緒

15：30～

SHIGERU TABUCHI

MIZUKI MURAYASU

YUME KANESAKI

SEIICHI SANO

NATSUKI BANDO

NAO SUGINO

MASATOSHI SATO

https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/1193/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/1193/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/8431/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/8431/
https://www.nihonsekkei.co.jp/ideas/member/2029/


＜ランドスケープ設計＞　 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

　齋藤　求 ランドスケープ・都市基盤設計部 シニアマネージャー 1994年 大手町プレイス

　鈴木　佳怜 ランドスケープ・都市基盤設計部 主任技師 2018年 都心駅前某ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

　齋藤　求 ランドスケープ・都市基盤設計部 シニアマネージャー 1994年 大手町プレイス

　鈴木　佳怜 ランドスケープ・都市基盤設計部 主任技師 2018年 都心駅前某ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

個別相談会 部屋

　山崎　暢久 ランドスケープ・都市基盤設計部 グループ長 1991年 赤坂ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR

　新川　求美 ランドスケープ・都市基盤設計部 主管 2014年 SHIBUYA CAST

　山崎　暢久 ランドスケープ・都市基盤設計部 グループ長 1991年 赤坂ｲﾝﾀｰｼﾃｨAIR

　新川　求美 ランドスケープ・都市基盤設計部 主管 2014年 SHIBUYA CAST

個別相談会 部屋

調整中

調整中

NSランドスケープのこれまでとこれから
4年目社員の仕事紹介

プレゼンター

14：15～15：15

NSランドスケープのこれまでとこれから
4年目社員の仕事紹介

プレゼンター

①

②

プログラム

10/9（土）

13：00～14：00

①

②

10/16（土）

13：00～14：00

NSランドスケープのこれまでとこれから
8年目社員の仕事紹介

プレゼンター

14：15～15：15

NSランドスケープのこれまでとこれから
8年目社員の仕事紹介

プレゼンター

15：30～
調整中

調整中

15：30～
KAREN SUZUKI

 

MOTOMU SAITO

NOBUHISA YAMAZAKI

MOTOMI SHINKAWA

https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/9057/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/9057/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/7614/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/6510/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/7614/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/6510/


＜都市基盤設計＞　 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

プレゼンター
　太田　厚 ランドスケープ・都市基盤設計部 主管 2014年 武蔵野の森総合スポーツプラザ

　安藤　理紗 ランドスケープ・都市基盤設計部 ー 2020年 M地区再開発

プレゼンター
　太田　厚 ランドスケープ・都市基盤設計部 主管 2014年 武蔵野の森総合スポーツプラザ

　安藤　理紗 ランドスケープ・都市基盤設計部 ー 2020年 M地区再開発

個別相談会

プレゼンター
　前田　智 ランドスケープ・都市基盤設計部 主管 2014年 みなとアクルス開発

　三輪　潤平 ランドスケープ・都市基盤設計部 ー 2019年 F駅前地区再整備

プレゼンター
　前田　智 ランドスケープ・都市基盤設計部 主管 2014年 みなとアクルス開発

　三輪　潤平 ランドスケープ・都市基盤設計部 ー 2019年 F駅前地区再整備

個別相談会

都市基盤グループの目指す方向性
中堅、若手社員の仕事紹介

調整中

プログラム

都市基盤グループの目指す方向性
中堅、若手社員の仕事紹介

都市基盤グループの目指す方向性
中堅、若手社員の仕事紹介

調整中

都市基盤グループの目指す方向性
中堅、若手社員の仕事紹介

10/9（土）

13：00～14：00

14：15～15：15

15：30～

10/16（土）

13：00～14：00

14：15～15：15

15：30～

JUNPEI MIWA

SATOSHI MAEDA

ATSUSHI OTA

RISA ANDO

https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/7608/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/7608/


＜リノベーション設計＞　 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

リノベーション設計部 部長 2009年 群馬県立歴史博物館（改修）

リノベーション設計部 シニアマネージャー 1995年 札幌市資料館リニューアル

リノベーション設計部 上席主管 2012年 東京都庁設備改修

リノベーション設計部 部長 2009年 群馬県立歴史博物館（改修）

リノベーション設計部 シニアマネージャー 1995年 札幌市資料館リニューアル

リノベーション設計部 上席主管 2012年 東京都庁設備改修

個別相談 部屋

リノベーション設計部 執行役員フェロー 1988年 東京都庁設備改修

リノベーション設計部 上席主管 2009年 新砂ビルリニューアル

リノベーション設計部 主管 2017年 京都文化庁移転

リノベーション設計部 主管 2016年 日本橋髙島屋設備改修

リノベーション設計部 執行役員フェロー 1988年 東京都庁設備改修

リノベーション設計部 上席主管 2009年 新砂ビルリニューアル

リノベーション設計部 主管 2017年 京都文化庁移転

リノベーション設計部 主管 2016年 日本橋髙島屋設備改修

個別相談 部屋

プログラム

10/9（土）

日本設計におけるリノベーション業務と部の紹介
／作品の紹介

プレゼンター

　坂田　充弘

10/16（土）

日本設計におけるリノベーション業務と部の紹介
／作品の紹介

プレゼンター

　河井　信之

　猪野　明洋
　岡村　智

14：15～15：15

日本設計におけるリノベーション業務と部の紹介
／作品の紹介

プレゼンター

調整中

　石井　周吾
　伊代田　拓身
　鈴木　寛世

　石井　周吾

　河井　信之

機械・
電気

13：00～14：00

　坂田　充弘
　猪野　明洋
　岡村　智

調整中

15：30～

建築・
構造

13：00～14：00

14：15～15：15

　伊代田　拓身
　鈴木　寛世

日本設計におけるリノベーション業務と部の紹介
／作品の紹介

プレゼンター

15：30～

建築・
構造 調整中

機械・
電気 調整中

NOBUYUKI KAWAI

MITSUHIRO SAKATA

HIROYO SUZUKI

AKIHIRO INO

TAKUMI IYODA

SATOSHI OKAMURA

SHUGO ISHII

https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/5357/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/3207/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/5357/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/3207/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/3207/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/9924/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/3207/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/9924/


＜監理業務＞ 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 プログラム 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

監理業務とは

プレゼンター

 雨宮　功 監理群 上席主管 1991年

 中村　宗寛 監理群 主管 2017年

 篠原 廉 第3建築設計群 ― 2020年

個別相談会 担当者 所属部署 役職 入社年度 経歴（代表作等）

 雨宮　功 監理群 上席主管 1991年

 中村　宗寛 監理群 主管 2017年

 篠原　廉 第3建築設計群 ― 2020年

監理業務とは

プレゼンター

 雨宮　功 監理群 グループ長 1991年

 篠原　廉 第3建築設計群 ― 2020年

個別相談会 担当者 所属部署 役職 入社年度 経歴（代表作等）

 雨宮　功 監理群 上席主管 1991年

 篠原　廉 第3建築設計群 ― 2020年

10/9（土）

13：00～14：00

10/16（土）

13：00～14：00

当社作品全般

当社作品全般

当社作品全般

当社作品全般

14：15～15：55

14：15～15：55

 

MUNEHIRO NAKAMURA

TSUTOMU AMEMIYA

REN SHINOHARA



＜コスト設計＞ 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 プログラム 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

建築プロジェクトにおけるコストマネジメント

プレゼンター

　鈴木　由香 コスト設計部 部長 1988年 当社作品全般

個別相談 担当者 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

13：30～ 　鈴木　由香 コスト設計部 部長 1988年 当社作品全般

建築プロジェクトにおけるコストマネジメント

プレゼンター

　鈴木　由香 コスト設計部 部長 1988年 当社作品全般

個別相談 担当者 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

13：30～ 　鈴木　由香 コスト設計部 部長 1988年 当社作品全般

10/9（土）

13：00～13：30

10/16（土）

13：00～13：30 YUKA SUZUKI

https://www.nihonsekkei.co.jp/ideas/member/5001/


＜BIM＞ 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 プログラム 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

 吉原　和正 BIM室 室長 1998年 日本橋髙島屋改修

 近藤　美登里 BIM室 シニアマネージャー 1996年 共立日本橋ビル

グループ相談会
※入退室自由（要予約）

 吉原　和正 BIM室 室長 1998年 日本橋髙島屋改修

 近藤　美登里 BIM室 シニアマネージャー 1996年 共立日本橋ビル

グループ相談会
※入退室自由（要予約）

15：30～ 調整中

15：30～ 調整中

10/16（土）

14：15～15：15

BIM室の役割について
日本設計でのBIM室の役割と、BIM活用方針、 活用事例につ
いて紹介します

プレゼンター

10/9（土）

14：15～15：15

BIM室の役割について
日本設計でのBIM室の役割と、BIM活用方針、 活用事例につ
いて紹介します

プレゼンター

KAZUMASA YOSHIHARA

MIDORI KONDO

https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/10004/
https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/10004/


＜設計技術＞　 手のマークが出る写真はクリックしてください

開催日 部門別説明時間 プログラム 所属部署 役職 入社年 経歴（代表作等）

設計技術部について

プレゼンター

　赤瀬川　仁 設計技術部 部長 1991年

　絹巻　俊史 設計技術部 シニアマネージャー 2017年

　小林　康彦 設計技術部 主管 2017年

　末宗　孝男 設計技術部 上席主管 2017年

個別相談会

設計技術部について

プレゼンター

　赤瀬川　仁 設計技術部 部長 1991年

　絹巻　俊史 設計技術部 シニアマネージャー 2017年

　小林　康彦 設計技術部 主管 2017年

　末宗　孝男 設計技術部 上席主管 2017年

個別相談会

10/16（土）

14：15～15：15

当社作品全般

15：30～ 調整中

10/9（土）

14：15～15：15

当社作品全般

15：30～ 調整中

HITOSHI AKASEGAWA

TOSHIFUMI KINUMAKI

YASUHIKO KOBAYASHI

TAKAO SUEMUNE
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