陶壁・モニュメント・エコガラスアート作品リスト
1974
1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

栃木県立第一少年自然の家（栃木）
永観堂幼稚園（京都）
小来川小・中学校併置校舎（栃木・日光）
京都ロイヤルテニスクラブハウス（京都）
水平社モニュメント（奈良）
黒磯市立日新中学校（栃木）
真岡市立真岡西小学校（栃木）
黒羽町民会館（栃木）
喫茶室「絵日記」（栃木・宇都宮）
真岡市総合体育館（栃木）
山科区立音羽小学校（京都）
「いこいの村ひろしま」保養所（広島）
サントリー梓の森プラント（栃木）
地方競馬会騎手養成所（栃木・西那須）
ベタ−ホーム協会本部ビル（東京・渋谷）
花王石鹸栃木研究所（栃木・市貝）
黒磯市立第四小学校（栃木）
真岡市立長田小学校（栃木）
芳賀郡・市看護婦学校（栃木・真岡）
益子陶芸村喫茶「絵留」（栃木）
大原間小学校（栃木・黒磯）
管家外科（栃木・宇都宮）
栃木県立自然運動公園水泳場（宇都宮）
横山陶苑（栃木・益子）
今市市立大桑小学校（栃木）
栃木県立真岡工業高校（栃木）
栃木県立足利図書館（栃木）
木村マンション（栃木・益子）
栃木県立教育会館（宇都宮）
今市市立大室小学校（栃木）
宇都宮南警察署（栃木）
烏山町立国見宿泊施設（栃木）
水上邸（千葉）
茂木保養所（栃木）
栃木県立鹿沼高校（栃木）
スタンド割烹「きくの家」（栃木・田沼）
荒井医院（栃木・宇都宮）
鬼怒川ダム統合管理事務所（栃木・宇都宮）
栃木県立職員会館（宇都宮）
上三川北小学校（栃木）
吉田邸（東京）
塩谷病院（栃木・矢板）
八間堀川排水機場（茨城・下館）
ガモウビル（栃木・宇都宮）
栃木県立足尾高校（栃木）
真岡市立山前南小学校（栃木）
南那須総合健康管理センター（栃木・烏山）
栃木県産業会館（宇都宮）
栃木県立宇都宮北高校（宇都宮）
下高根沢小学校（栃木・芳賀）
栃木県青年会館（宇都宮）
岩舟町立岩舟小学校（栃木）
川崎市労働会館（神奈川）
国立治療所（栃木・宇都宮）
山喜荘（長野・菅平）
真岡土木事務所（栃木）
与能小学校（栃木・芳賀）
矢板保険事務所（栃木）
上三川町立本郷小学校（栃木）
栃木県立博物館（宇都宮）
河内町立田原小学校（栃木）
茨城キリスト大学（茨城・日立）
本田技研栃木研究所（高根沢）
大山邸（栃木・岩瀬）
市貝町立市貝小学校（栃木）
福田寝装店（栃木・真岡）
栃木県立第三自然の家（南那須）
スナック「ひびき」（栃木・宇都宮）
栃木県安蘇庁舎（佐野）
芳賀町立水橋小学校（栃木・芳賀）
日産自動車整備専門学校（栃木・上三川）
栃木県立粟野高校（粟野）
宇都宮農業短期大学（栃木）
宇都宮市立平石小学校（栃木）
栃木県立小山地区国分寺養護学校（小山）
栃木県立今市地区養護学校（今市）
岩舟町立静和小学校（栃木）
芳賀青年の家（栃木・益子）

01
1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

上稲毛田小学校（栃木・芳賀）
宇都宮市立西公民館（栃木）
鈴木賢二記念館（栃木）
壬生町立安塚小学校（栃木）
宇都宮市立戸祭小学校（栃木）
栃木県立鹿沼東高校
栃木県立壬生高校
宇都宮市立豊郷北小学校（栃木）
氏家町立氏家中学校（栃木）
上三川町立明治小学校（栃木）
小林邸（栃木・宇都宮）
幸の湖ホテル（栃木・日光）
壬生町立藤井小学校（栃木）
壬生町立羽田小学校（栃木）
栃木県立しもつけ風土記の丘資料館（国分寺）
プリンセス三雅（茨城・水戸）
壬生町立総合会館（栃木）
高会堂六本木（東京）
日光グランドホテル（栃木・湯元）
宇都宮市立西ヶ丘小学校（栃木）
栃木県立運転免許センター（鹿沼）
足利市立第一中学校（栃木）
栃木県立第四自然の家（今市）
栃木県立自治研修所（宇都宮）
栃木県立益子養護学校
宇都宮市立コミュニティーセンター（栃木）
宇都宮競輪場宿舎（栃木）
栃木県立茂木高校
日光市立日光東中学校 レリーフ・モニュメント（栃木）
栃木県立足利西高校
栃木県立宇都宮清陵高校
KDD国際通信センター（栃木・小山）
今市市立落合東小学校（栃木）
益子町立田野小学校（栃木）
神野商事ビル（東京・五反田）
富士重工保養所「つばさ荘」（栃木・日光）
レオン自動機本社社長室（栃木・宇都宮）
渡辺邸（栃木・宇都宮）
栃木県立子供総合科学館（宇都宮）
岩舟町立小野寺南小学校 レリーフ・モニュメント（栃木）
宇都宮市立あずま保育園（栃木）
栃木県立小山西高校
今市市立大沢中学校（栃木）
西明寺公衆便所（栃木・益子）
石塚邸（栃木・宇都宮）
林邸（栃木・宇都宮）
益子郵便局庁舎 （栃木）
長堀邸（千葉・野田）
入野邸（栃木・茂木）
光徳温泉アストリアホテル（栃木・日光）
春光幼稚園（東京・世田ヶ谷）
益子町民会館（栃木）
渡辺医院（東京・中板橋）
南河内町立北小学校（栃木）
栃木県立聾学校（宇都宮）
真岡大内農業改善センター（栃木）
鷺沼マンション（神奈川・川崎）
栃木県立マロニエプラザ（宇都宮）
益子町立七井中学校（栃木）
宇都宮競馬場ファンセンター（栃木）
栃木県立塩谷庁舎（矢板）
壬生町立壬生北小学校（栃木）
瑞穂北小学校（栃木）
足利市立毛野中学校（栃木）
第一電子KK（栃木・真岡）
益子町立益子中学校（栃木）
真岡・二宮地区ゴミ処理場（栃木）
塩原町立大貫小学校（栃木）
南河内町立南河内中学校（栃木）
松吉小児科医院（東京・笹塚）
真岡市立真岡西中学校（栃木）
柳田産婦人科・小児科医院 モニュメント（栃木・真岡）
野木町立野木第2中学校（栃木）
群馬県立太田工業高校（群馬）
南大門ユニオン店（栃木・宇都宮）
南大門竹林店（栃木・宇都宮）
今市市立豊岡中学校（栃木）
ベル・ヴィラージュ船橋（東京・船橋）

Fujiwara Earthen Art Studio

陶壁・モニュメント・エコガラスアート作品リスト
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

シンボルロード・街角広場（栃木・宇都宮）
1995
金原瓦工業（栃木・田沼）
神奈川生活クラブモニュメント（神奈川）
徳願寺（千葉・行徳）
駒崎邸（埼玉・大宮）
真岡鉄道北山駅（栃木・真岡）
大阪寿司（栃木・宇都宮）
1996
真岡市民会館（栃木）
クラヤ薬局（栃木）
益子塙橋モニュメント（栃木）
足利市立第二中学校（栃木）
南大門・真岡店（栃木）
大森設計CDビル モニュメント（栃木・小山）
今市市立猪倉小学校（栃木）
サンライズヴィラ・アネックスＩ（栃木・小山）
益子町立田野中学校 （栃木）
エポック中原（神奈川・川崎）
益子温泉ホテル（栃木）
小島邸（栃木・宇都宮）
大前神社（栃木・真岡）
プリンセス三雅（茨城・水戸）
南大門・加須店（埼玉）
1997
東大井ビジネスホテル（東京）
ふれあいスポーツプラザ（群馬・太田）
サンライズヴィラ・アネックスⅡ（栃木・小山）
澁澤シティプレイス（東京・茅場町）
亀戸老人福祉センター（東京）
東京バーディクラブ（青梅）
高崎競馬場（群馬）
今市市立関谷小学校（栃木）
二宮・真岡地区環境保全センター（栃木）
ダイキョウ淵野辺マンション（神奈川）
南河内町立祇園小学校（栃木）
陶芸メッセ益子（栃木）
1998
栃木三菱ふそう自動車販売（宇都宮）
益子町民体育館（栃木）
新しもつけ荘（栃木・宇都宮）
塩原町立関谷小学校（栃木・那須）
アート・スタジオ カネコ モニュメント（栃木・益子）
ホテル東日本宇都宮（栃木）
羽田郵便局庁舎（東京）
陶芸メッセ益子 アプローチ（栃木）
自治医大周辺下水道組合事務所（栃木・小山）
尾島町役場庁舎（群馬）
1999
保谷市スポーツセンター（東京）
小山市立小山城南小学校（栃木）
真岡図書館（栃木）
芦原温泉「セントピアあわら」（福井）
真岡市立科学教育センター（栃木）
益子町ポケットパーク（栃木）
全労済東京会館（新宿）
2000
岩舟町立文化会館（栃木）
古河市中田ふれあいセンター（茨城）
北区神谷区民センター（東京）
日立警察署（茨城）
ベルヴィラージュⅡ（栃木）
宇都宮市立篠井小学校（栃木）
鴻巣いきいき活動センター（埼玉）
東京都中央卸市場葛西花き市場
銚子カントリークラブ モニュメント（千葉）
日光市所野運動公園（栃木）
南河内第２中学校 モニュメント（栃木）
割烹料理「八寸」（東京・湯島）
江東区特別養護老人ホーム（東京）
横浜GM21ビル（神奈川）
飯田邸（茨城・勝田）
多田納邸（宮城・仙台）
東京都立葛飾野高校（東京）
2001
平野歯科医院（栃木・益子）
海老名市立門沢橋図書館（神奈川）
海老名市立本郷コミュニティーセンター モニュメント （神奈川）
浜名郡湖東環境衛生施設組合斎場（静岡）
JICST4番町ビル モニュメント（東京・千代田）
千代田町立福祉センター（群馬・邑楽）
エコ・クリーン芳賀中部（栃木・益子）
栃木県立足利工業高校第2体育館（栃木）
和の代温泉（栃木・日光）
岩瀬町立総合運動公園（茨城）

02
栃木県立益子養護学校（栃木）
パークシティ白岡（埼玉）
栃木県立県南病院（田沼）
特別養護老人ホーム「きぬの里」（栃木・小山）
カツデン美里工場モニュメント（埼玉）
横須賀市立青少年の家（神奈川）
小山市立大谷南小学校（小山）
総和町立生涯学習センター（茨城）
岩槻駅モニュメント（埼玉）
海老名市立社家地区学習施設（神奈川）
栃木県立県北体育館（大田原）
益子駅ポケットパーク（栃木）
ロック建設本社ビル（愛知・名古屋）
皇都川美術館（茨城・御前山）
三和みつなみ会特別養護老人ホーム（茨城）
宇都宮市立雀宮東小学校（栃木）
パルス宿毛（高知）
大光物産（栃木・壬生）
板橋区立消防署（東京）
海老名市立下今泉地区学習施設（神奈川）
坂戸市立大家地区学習施設（埼玉）
益子町上水道タンクレリーフ（栃木）
エコクリーン芳賀粗大ゴミ処理施設 レリーフ・モニュメント（栃木・益子）
宇都宮市立雀宮小学校（栃木）
美里学園（栃木）
城内坂公衆トイレミニパーク（栃木・益子）
市貝町庁舎（栃木）
益子町立田野中学校モニュメント（栃木）
京都地下鉄二条駅コンコース
東福寺接待所（神奈川・横浜）
サンライズヴィラロイヤル（栃木・小山）
新居中学校モニュメント（静岡）
大畑邸（栃木・益子）
五反田橋モニュメント（栃木・益子）
真岡鉄道益子駅舎（栃木）
宇都宮社会保険事務所（栃木）
通産省研修センターモニュメント（東京・東村山）
黒羽町立両郷中学校（栃木）
菊池邸（栃木）
足利警察署庁舎（栃木）
あだたら浄水場（福島）
益子駅舎（栃木）
足利市立第２中学校（栃木）
日本赤十字社茨城県支部（茨城・水戸）
金沢泥亀地区老人福祉センター（神奈川・金沢）
巴川河畔モニュメント（静岡・清水）
山本建設本社ビル（栃木・宇都宮）
芳賀日赤病院（栃木・真岡）
日本生活協同組合連合会CO-OP PLAZA モニュメント（東京・渋谷）
神奈川美容外科クリニック（東京・目黒）
雄武町100周年記念モニュメント（北海道）
クリスタルクレイましこ工場ステンレスモニュメント（栃木）
こばや本店（千葉）
壬生町花の城ブロック（栃木）
JR仙台病院（宮城）
真岡鐵道七井駅舎レリーフベンチ（栃木）
宇都宮中央郵便局（栃木）
大宮地方広域組合斎場（茨城）
大塚商会（栃木・宇都宮）
上溝老人保健施設（神奈川）
皆藤病院（栃木・宇都宮）
栃木コミュニティプラザ（栃木）
観音寺（栃木・益子）
和泉市立池上小学校（大阪）
神鋼興産東京支社（東京・浜松町）
こばと幼稚園（神奈川・綾瀬）
益子駅ミレニアムモニュメント（栃木）
尾羽の里交遊館（栃木・益子）
国立看護大学体育館（東京・清瀬）
栃木県南病院（栃木）
寿司清（東京・銀座）
法人会館（栃木・宇都宮）
栃木県立栃木女子高校 100周年記念モニュメント（栃木）
介護老人保健施設「いぶき」（栃木・大平）
小泉公民館（栃木・益子）
アフロディテ2001（東京・日本橋）
宇都宮市泉ヶ丘福祉センター（栃木）
特別養護老人ホーム「シーサイド」（神奈川）
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正蓮寺（大阪）
上溝駅前壁面（神奈川）
国立病院 呉医療センター モニュメント（広島）
春光幼稚園（東京・世田谷）
陶芸メッセ益子研修館（栃木）
市貝消防分署（栃木）
フォレスト益子（栃木）
大平町健康福祉センター モニュメント（栃木）
栃木県工業技術センター（栃木）
神保邸（栃木）
陣内邸（栃木）
市貝町立小貝南小学校（栃木）
中澤社会労務士事務所（栃木）
日晃そば本店（栃木）
京成電鉄八広駅・四ツ木駅（東京）
粟野町立粟野中学校モニュメント（栃木）
芳賀消防分署（栃木）
宇都宮市教育研究所モニュメント（栃木）
益子町給食センター（栃木）
リバーリトリート雅楽倶（富山）
益子町小貝川河畔ポケットパーク（栃木）
栃木市国府公民館（栃木）
結城市民情報センター（茨城）
管野邸（栃木）
宇都宮共立診療所（栃木）
今成邸（長野・軽井沢）
わたせせいぞうの世界展（東京）
特別養護老人ホーム大室 さくら苑（栃木）
ドミール錦糸町（東京）
鈴木邸（栃木）
栃木県立野沢養護学校（栃木）
伊丹市きららホール（兵庫）
東京大学 理学系総合棟・小柴記念（東京）
祇園寺（茨城・水戸）
真岡市環境都市宣言モニュメント（栃木）
公立豊岡病院（兵庫）
老人福祉施設「丹頂」（栃木）
三田春日マンション（東京）
土屋邸（長野）
浅瀬石川アートの道 民話陶板（青森）
田中邸（栃木）
桜井邸（栃木）
I社応接室（東京 六本木）
わたせせいぞう赤煉瓦プレイスモニュメント（福岡）
矢板市立安沢小学校（栃木）
佐野有料老人ホーム「みずき」（栃木）
竹石邸（栃木）
福島区役所 ステンドグラス（大阪）
高槻市子育て支援センター ステンドグラス 他（大阪 ）
聖ヨハネ障害者地域生活支援センター（大阪）
栃木県庁益子焼陶板プロジェクト（栃木）
栃木県庁議会議事堂、アプローチ（栃木）
彩都友紘会病院（大阪）
レストランOTOWA（栃木）
益子町内町屋台パーク（栃木）
つかもと石の蔵ギャラリー（栃木 益子）
三田春日マンション（東京）
アライリステム㈱本社（小田原）
岡本邸 ステンドグラス（広島）
自治医科大学（栃木）
芳賀町立芳賀中学校（栃木）
益子町庁舎（栃木）
真岡市立久下田小学校（栃木）
松田邸（三重）
金子邸（栃木）
西条市新図書館（愛媛）
薬膳カフェ チトセファーマシー上本町店（大阪）
庭のホテル（東京 千代田）
真岡市立真岡小学校（栃木）
勧行寺本堂（横浜）
宇都宮脳脊髄センター（栃木）
錦糸町クボタクリニック（東京）
リッチモンドホテル Otowa KITCHIN（宇都宮）
神戸市立医療センター中央市民病院（兵庫）
那須平成の森 フィールドセンター（栃木）
那須平成の森 ビジターセンター（栃木）
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Fujiwara Earthen Art Studio

栃木県立宇都宮工業高校（栃木）
武田邸（茨城）
京都府立医科大学病院（京都）
東京スカイツリー栃木県アンテナショップ（東京）
中野セントラルパークイースト（東京）
小林医院（東京）
大阪弁護士会分館（大阪）
カトリック松が峰教会（宇都宮）
中川内科クリニック（栃木）
みやぎ生活協同組合モニュメント（宮城）
市立奈良病院（奈良）
自動車整備振興会教育会館（宇都宮）
新関西電力病院（大阪）
観音寺永代供養塔陶製大仏（益子）
芳賀エコステーション（真岡）
市貝町立市貝中学校（市貝）
小野里邸（宇都宮）
松井眼科医院（北海道）
セントラルシティ病院（岡山）
八木澤邸（日光）
鹿島神社（益子）
町田邸（茨城）
高根沢町立阿久津小学校（栃木）
リッツカールトン京都（京都）
市立ひらかた病院（大阪）
カワチ薬品（小山）
私塾 HSU（千葉）
伊勢谷邸浴室（東京）
城里町庁舎（茨城）
中川邸（宇都宮）
草津エルティ932（滋賀）
奥村邸（神奈川）
松吟寺鐘楼（茨城）
勧行寺永代供養廟（神奈川）
幸福の科学名古屋正心館オベリスク（愛知）
真岡消防署益子分署（栃木）
介護老人施設珠泉会アメイズ八王子（東京）
石橋総合病院 受付カウンター（下野）
真岡市運動公園クラブハウス（栃木）
和泉市立病院（大阪）
芳賀庁舎 (真岡土木事務所から陶板移設)（真岡）
真岡市総合グランドクラブハウス (真岡市清浄センター
から陶板移設)（真岡）
和久井邸蛍硝子オブジェ（益子）
鬼怒川温泉駅前広場大樹レリーフ（藤原町）
マロニエプラザ レストラン（宇都宮）
興徳寺（埼玉）
呉市営プール 時計アート（広島）
大阪高速電気軌道（株）本社社屋アート（大阪）
春日後楽園駅前地区再開発施設（東京）
カツデン島根工場モニュメント（島根）
レオン自動機本社（栃木）
平野邸（栃木）

印＝エコガラス作品
印＝陶とガラスの組合せ作品

