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ＢＩＭ

協力事務所 各メーカー

サッシ
エレベーター
床・照明 等

ネットワーク（テレワーク）
          にて共同:同時作業

NETWORK

 BIMシステムによるネットワークづくり BIMシステムによるネットワークづくり

 コラボレーション

CONCEPT
コンセプト／目標

１Ｄ 点と線
２Ｄ 平面
３Ｄ 立体
４Ｄ 立体+時間    
５Ｄ 立体+時間＋   

株式会社Ａｒｃｈ５ は BIM（Building Information Modeling）により
５つの " dimension（次元）" を表現します。

・・・様々な専門家がＢＩＭネットワークを利用した設計

・・・デザインをクライアントと同時に共有，理解

・・・クライアント、設計者等、それぞれの立場で見る設計図

・・・

・・・多様な実績、最新のシステムで設計

味覚  聴覚
  視覚  
触覚  嗅覚

in島根県 in上海

感性

五感をFULL活用
 

株式会社Arch5を起点に多様な専門家集団とBIMネットワークを形成します
そして各種専門家同士がひとつの提案をリアルタイムで同時並行して作り上げます

COLLABORATION
BIMネットワークによる連携

目で見て分かる建物の弱点と補強
       維持管理の為のBIMデータ化

デザインと合理性

分かりやすい建築設計

BIMデータによる建物の⾧寿命化

品質と信頼

コラボレーション

ArchiBIM DesignIMU 建築設計事務所



株式会社Ａｒｃｈ５のBIMによる建築設計スタイル

BIM BENEFITS
BIMへの取り組み

コンピューター上に作成した３Ｄの建物モデルに、属性、コスト、情報等（バックデータ）を
併せ持つ建築情報モデル（BIMモデル）を構築することです。
BIMモデルは、これまでのCGパース等を作成する際に作られた３Ｄモデルとは異なります。

◇ 建築図面を見慣れないクライアントも、３Ｄモデル（ＶＲ）で図面を理解しやすい。
◇ 企画～設計～監理～生産・施工～維持管理まで一つのデータで管理可能。
◇ チームワーク体制で大型物件への対応も可能。
  （パートナーシップによる専門設計とのコラボレーション）
◇ 設計途中で３Ｄにて確認可能な為、作業効率の向上と設計・施工ミスの軽減する。
◇ 修復・改修履歴を何年先までも、データ管理しやすい。
◇ 資産管理も可能。

   『BIM』 Building Information Model とは

株式会社Ａｒｃｈ５のBIMによる建築設計スタイル
◆ 企画～基本設計～実施設計まで、一貫してＢＩＭ設計
◆ 設計図から、パース・動画を社内で作成
◆ 経験を重ねたＢＩＭ設計から作成した、
          図面を書く際のテンプレートの提供
◆ 建築資材特注品・什器備品を独自にオブジェクト製作
◆ 積算・資産管理を目的とした、図面作成のルールブック

AETA町田
東京都町田市（2019年）
敷地面積 799.91 ㎡

イースタン青山ビル
東京都港区（2016年）
敷地面積 513.19 ㎡

 デザインと合理性



 分かりやすい建築設計

BIM ARCHITECTURAL DESIGN
BIMによる建築設計

   企画～基本設計

デベロッパーに
 分かりやすい

クライアントが
 分かりやすい

基本設計から実施設計図面
の作成のための
オリジナルテンプレートを
利用した効率的設計作業

ゾーンツールを利用した
理解しやすい設計図にて
作業スタート

   実施設計

構造と設備図面まで
BIMデータとして作成



設計の可視化

作業の効率化

   各図面の連動

   木造準耐火構造／在来木造組3階建て集合住宅30戸

   杭打ち現場データとBIMデータを合成確認

専門知識が無くても
建築や設備構造を
知ることができる

ミスや不適合を
見抜くことができる

テンプレート作成
図面シートへの
エクスポート

■材料数量と工事費の確認

BIMデータから
建築数量を積算し
予算を明確にする

入力したBIMモデルは数量表と連動している為、
常にどのような材料がどの程度の数量使われて
いるかを確認することができます。
また、資産管理にも使用することが出来ます。



 ＢＩＭデータによる建物の⾧寿命化

SEISMIC RETROFITTING
耐震改修・リニューアル計画事例

   テナントビルＳ 耐震診断・耐震補強設計・耐震改修 一貫してBIMでデータ管理
■BIMを利用することで、耐震改修工事を理解しやすくスムーズに進めます。
今回の計画では東京都及び区と相談しながら耐震診断を進めていきました。
東京都の平成23年4月1日施行「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」により
行政の助成制度を利用し耐震診断後、耐震補強設計・耐震改修を実施致しました。

3D・BIMモデルによる道路閉塞の確認
これにより「東京における緊急輸送道路
沿道建築物の耐震化を推進する条例」の
対象建物であることがわかります

3D・BIMモデルにより補強すべき構造部材と
既存建物の収まり確認が可能です

構造フレーム図

   ショッピングモール NITTOH  MALL（ニットーモール）
店舗改装に伴う、店舗レイアウトアドバイス（法的検証を含む）建築コンサルティング業務を行いました。その中
でも、中央出入口付近であるフードコートにおいては、全体を見渡せる様な配置に計画致しました。

計画時イメージ
計画後

改修後の低中層部と上層部のファサード

    岡山駅前 ビックカメラ・ロイネットホテル

 QRコードを読み取って、実際の雰囲気をご覧ください



 品質と信頼

   用途別

PROJECTS
プロジェクト事例

商業施設

ニットーモール
埼玉県熊谷市
リニューアル計画

光が丘IMA
東京都練馬区

HKD商業施設計画

AETA町田

商業施設

岡山駅前ビックカメラ・ロイネットホテル
岡山県岡山市 
基本設計・実施設計
（大規模リニューアル・耐震補強改修工事

イオンモールつがる柏
（WADONA柏:イオンモール第一号店）

天神 VIORO

青森県つがる市
基本設計・実施設計
（大規模リニューアル・耐震補強改修工事）

ニットーモール
埼玉県熊谷市
リニューアル計画

川口ハイウェイオアシス計画

福岡県福岡市
SRC-8/3 延11,126㎡

グンゼ・タウンセンターつかしん
兵庫県尼崎市

光が丘IMA
東京都練馬区

マイマイビル
福岡県福岡市

天神岩田屋
福岡県福岡市
天神岩田屋
福岡県福岡市

マイマイビル
福岡県福岡市

川口ハイウェイオアシス計画

岡山駅前ビックカメラ・ロイネットホテル
岡山県岡山市 
基本設計・実施設計
（大規模リニューアル・耐震補強改修工事

天神 VIORO
福岡県福岡市
SRC-8/3 延11,126㎡

天神 VIORO
福岡県福岡市
SRC-8/3 延11,126㎡

天神 VIORO
福岡県福岡市
SRC-8/3 延11,126㎡

イオンモールつがる柏
（WADONA柏:イオンモール第一号店）
青森県つがる市
基本設計・実施設計
（大規模リニューアル・耐震補強改修工事）

グンゼ・タウンセンターつかしん
兵庫県尼崎市

HKD商業施設計画

東京都町田市東京都町田市
  

AETA町田



住居

オフィス

まちづくり
再開発

住居

オフィス

まちづくり
再開発

ＹＩＲＥＪＵ（イレージュ）
山梨県都留市
基本設計・実施設計
（木造３階建）

国分寺MFR グランドメゾンアノー
山梨県都留市
基本設計・実施設計
（木造３階建）

博多駅前ビジネスセンタービル
福岡県福岡市
企画・基本設計・実施設計
JR九州本社内装デザイン実施設計

岡山県岡山市
成通岡山ビル（内装）

イニシア塚口
兵庫県尼崎市
基本設計・実施設計

西新テングッドシティ
福岡県福岡市

ＹＩＲＥＪＵ（イレージュ）
山梨県都留市
基本設計・実施設計
（木造３階建）

東京都港区
基本設計・実施設計・監理

赤坂８丁目FTビル
東京都千代田区
エントランスリニューアル計画

勝永六番町ビル

イニシア塚口
兵庫県尼崎市
基本設計・実施設計

東京都港区
基本設計・実施設計・監理

赤坂８丁目FTビル
東京都千代田区
エントランスリニューアル計画

勝永六番町ビル

西新テングッドシティ
福岡県福岡市

博多駅前ビジネスセンタービル
福岡県福岡市
企画・基本設計・実施設計
JR九州本社内装デザイン実施設計

岡山県岡山市
成通岡山ビル（内装）オリコ博多駅前南ビル

福岡県福岡市
呉服町ビジネスセンタービル
福岡県福岡市

千葉県松戸市
実施設計
 

北小金井駅南口地区再開発事業
大阪府大阪市淀川区
複合施設設計計画
基本計画

神崎川駅前地区再開発事業北小金井駅南口地区再開発事業
千葉県松戸市
実施設計
 

神崎川駅前地区再開発事業
大阪府大阪市淀川区
複合施設設計計画
基本計画

オリコ博多駅前南ビル
福岡県福岡市

呉服町ビジネスセンタービル
福岡県福岡市

西新テングッドシティ
福岡県福岡市
西新テングッドシティ
福岡県福岡市

石神井公園ピアレス・ザ・タワー
東京都練馬区
基本設計・実施設計
(超高層・制震構造）

石神井公園ピアレス・ザ・タワー
東京都練馬区
基本設計・実施設計
(超高層・制震構造）

仙台市宮城野区計画
宮城県仙台市
基本設計

仙台市宮城野区計画
宮城県仙台市
基本設計

国分寺MFR グランドメゾンアノー
山梨県都留市
基本設計・実施設計
（木造３階建）



その他施設その他施設

和光市中央公民館
埼玉県和光市

中国商業施設計画

甲斐東部座材プレカット・製材工場
山梨県大月市
企画・基本設計・実施設計（大規模木造建築物）

Ｍ商業施設計画

四谷消防署・消防博物館
東京都新宿区
基本設計・実施設計

K商業施設計画

大月市総合福祉センター
山梨県大月市
企画・基本・実施設計

つかしんスーパー銭湯
兵庫県尼崎市

韮崎市温泉利用施設
   「ゆーぷるにらさき」
道の駅「にらさき」
山梨県韮崎市
基本・実施設計

東京都立南多摩専門学校
東京都多摩市

Ｓビル耐震改修

つかしんスーパー銭湯
兵庫県尼崎市

韮崎市温泉利用施設
   「ゆーぷるにらさき」
道の駅「にらさき」
山梨県韮崎市
基本・実施設計

和光市中央公民館
埼玉県和光市

東京都立南多摩専門学校
東京都多摩市

大月市総合福祉センター
山梨県大月市
企画・基本・実施設計

Ｓビル耐震改修 K商業施設計画 四谷消防署・消防博物館
東京都新宿区
基本設計・実施設計

Ｍ商業施設計画

中国商業施設計画

甲斐東部座材プレカット・製材工場
山梨県大月市
企画・基本設計・実施設計（大規模木造建築物）



   作品実績

・北仙台駅前地区計画
・天神２丁目ＮＨＫ跡地周辺地区計画
・淀川区神崎川駅前地区計画

・北小金井駅南地区再開発事業:実施設計
・大泉学園駅前地区市街地再開発事業:基本設計
・石神井公園駅北口地区市街地再開発事業:基本設計、実施設計
・福岡新都心開発:岩田屋新館:基本設計
              （実施設計、設計監理 監修）
・ＵＲ民賃事業福岡西新テングッドシティー:基本、実施設計
・ＵＲ民賃事業白木原駅前、岩崎ビル:基本、実施設計
・岡山駅前地区再開発事業基本計画
・神崎川駅前地区:複合施設計画、基本設計
・ひろしま西風新都開発デザインコード制作
・大月市まちづくりマスタープラン制作
・内閣府
・福岡市

・仙台柏木土地利用計画:総合設計 基本、実施設計
・シーハイム金沢:一団地認定、基本、実施設計
・イニシア塚口:基本、実施設計（４棟・500戸）
・ロイヤルパークス湊町（大規模賃貸）:基本、実施設計
・ローレルスクエアー豊中、青木:基本、実施設計
・石神井公園駅北口再開発事業:基本設計（800戸、地区計画）
・A邸リニューアル（集合住宅）:リニューアル計画、実施設計
・仙台市宮城野区集合住宅:基本設計
・都留市 ＹＩＲＥＪＵ〈イレージュ〉木造３階建集合住宅:
 基本設計、実施設計
・パークホームズ国分寺
・グランドメゾンアノー:山梨県都留市

・宮城テレビ放送本社:スタジオ棟実施設計
・四谷消防署、消防博物館:基本設計、実施設計
・ＩＭＡ映画館:実施設計
・韮崎市温浴施設ユープル韮崎:基本、実施設計
・グンゼつかしん温浴施設、湯の華廊:企画、基本、実施設計
・特別養護老人ホーム上安慈光会:ＰＦＩ事業提案、基本、実施設計
・大月市総合福祉センター:企画、基本、実施設計
・甲斐東部材プレカット、製材工場:企画、基本、実施設計
                 （大規模木造建築物）
・博多駅前センタービル:企画、基本、実施設計
              ＪＲ九州本社内装デザイン実施設計
・大博通り、呉服町ビジネスセンター:基本設計
・オリコ博多駅前南ビル、オリコ博多祇園ビル
・ジェイコム関西、南大阪局、堺局:企画、基本、実施設計
・岡山成通ビル:企画、基本、実施設計
                        （大規模リニューアル、耐震補強改修設計）
・勝永六番町ビルエントランス改修工事（事務所）:設計デザイン
・イースタン青山ビル（事務所）:基本設計、実施設計、監理
・イオン関東RDCセンター:実施設計
・イオンモール盛岡店:基本設計
・イオン仙台幸町店:基本設計
・イオン横浜新吉田店:基本設計
・スーパービバホーム三郷店:実施設計
・MOVIX三郷・ゲームパニック三郷:実施設計
・プレミスト五橋:実施設計・監理
・グローリオタワー多賀城駅前:実施設計・監理
・横手駅前再開発 集合住宅棟:実施設計・監理
・アルシア溝の口:実施設計
・白幡仲町計画（集合住宅）:実施設計
・府中天神町計画（集合住宅）:基本設計
・代官山BLESS鉢山:実施設計・監理
・東京芸術大学芸心寮:PFI提案・実施設計
・プラウドシティ阿佐ヶ谷:実施設計
・堺筋本町タワー:実施設計
・武蔵小杉計画（集合住宅）:基本計画
・プラウド新潟川端町:実施設計・監理
・金沢計画（集合住宅）:実施設計

・イトーヨーカドー ヨークサンエー石巻ビル
・ヨークベニマル 南陽店、塩釜店
・光が丘パークタウン中心施設
          :ＩＭＡ基本設計、西武百貨店部分実施設計
・いせや伊勢崎本店:実施設計
・せんげん台パークタウン:商業施設実施設計
・ビバホーム足利店
・イオンモール柏:ＷＡＤＯＮＡ柏（青森県）
        『イオンモール第一号店』
・イオンモール下田
・イオンモール御所野
・マイマイビル:ダイエー笹丘店
・マイカル北小金井:ピコティー
・香椎浜ショッピングセンター:イオン香椎浜
・岩田屋新館:内装実施設計
・サニー白木原店、呉服町店
・大和ハウス牧方高野道ショッピングセンター実施設計 
・グンゼタウンセンターつかしん:基本設計（実施設計設計監理）
                監修:改修部分を含む
・岡山駅前、ビックカメラ、ロイネットホテル:実施設計
・川口市ハイウェイオアシス計画:基本設計
・熊谷市ニットーモール（商業施設）:リニューアル計画
・HKD商業施設計画
・AETA町田

・郡山カルチャーパーク総合体育館:基本、実施設計
・エグザス 北小金井
・スポーツクラブ ルネサンス 小倉店、泉中央店、緑井店
                 千里中央店、西新店
               石神井公園店
・セントラルスポーツ 平野店
・（仮称）NUSプロジェクト新築工事:川崎市

地域計画

まちづくり・再開発

住居

その他施設

商業施設

スポーツ施設

 ※ 当パンフレット中プロジェクト・作品実績は、前職在籍中物件も含む。



COMPANY  PROFILE
会社概要

   会社概要
名 称 株式会社Ａｒｃｈ５（アーキファイブ）

設 立 ２０１０年９月８日

登 録 一級建築士事務所 東京都知事登録 第56660号

役 員 代表取締役 小 俣 光 一 （ 建築家・一級建築士 ）

      取締役 井 熊 正   （ 建築積算士 ）

      取締役 近 澤 可 大 （ 一級建築士 ）
資本金 5,000,000円

所在地 〒１０１-００２１

    東京都千代田区外神田二丁目４番１号

    ビルディング ササゲ Ｗｅｓｔ ６階

  TEL

  FAX

  URL  

   PROFILE

Koichi Omata

小俣 光一
Tadashi Ikuma

井熊 正
代表取締役
建築家
一級建築士
工学院大学建築学部
非常勤講師
NPO法人TOMネット
      専務理事

取締役
建築積算士

Yuki Ito

伊藤 祐輝
BIMマネージャー
プランナー

Tenshu Boku

卜 天舟
BIMテクニカルスタッフ

業 務 開発企画（総合、複合開発）
    建築企画（コンセプト～商業・住宅商品企画）
    建築設計及びデザイン・工事費積算
    リノベーション・コンバーチブル設計
    耐震診断・耐震改修設計
    各種建築コンサルティング
    まちづくり
    ＰＭ・ＣＭ
    BIM ネットワーク構築指導
    BIM 修繕・メンテナンス計画
    BIM 実践セミナー

株式会社Arch5の専門家コンサルティングによる協力体制
●電気・空調衛生機械設備設計
●機械警備・監視設備
●構造設計・耐震診断
●建築意匠設計パートナー
●商業デザイン
●照明デザイン
●ランドスケープデザイン
●商業コンサルティング

●BIM
●都市計画･まちづくり

取引銀行 三菱ＵＦＪ銀行 神田駅前支店
     三菱ＵＦＪ信託銀行 本店
     朝日信用金庫 湯島支店
     山梨中央銀行 東京支店

０３－６２０６－０６１５

０３－６２０６－０６２５

 http://www.arch5.jp

:有限会社島津設計
:株式会社カンサイ
:株式会社福井建築設計事務所株式会社  ・  有限会社構造設計舎 一條典
:有限会社ＩＭＵ建築設計事務所
:ノンスケール株式会社
:有限会社ライトデザイン
:株式会社D+M
:株式会社ダイナミックマーケティング・パートナーズ
 JLLモールマネジメント株式会社
:グラフィソフトジャパン株式会社  ・  生活産業研究所株式会社
:株式会社フレームワークス

Kadai Kinsawa

近澤 可大
取締役
建築家
一級建築士

Kiyoshi Murayama

村山 清
チーフプランナー



      〒１０１-００２１
      東京都千代田区外神田二丁目４番１号
      ビルディング ササゲ Ｗｅｓｔ ６階
TEL      ０３－６２０６－０６１５
FAX      ０３－６２０６－０６２５
URL    http://www.arch5.jp

建築コンサルティング

一級建築士事務所  東京都知事登録 第 5660 号
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