
～　MADE  IN  YAMANASHI  ～～　MADE  IN  YAMANASHI  ～～　MADE  IN  YAMANASHI  ～～　MADE  IN  YAMANASHI  ～～　MADE  IN  YAMANASHI  ～～　MADE  IN  YAMANASHI  ～～　MADE  IN  YAMANASHI  ～

建築科3年　 36番　 依田 彩加建築科3年　 36番　 依田 彩加建築科3年　 36番　 依田 彩加建築科3年　 36番　 依田 彩加建築科3年　 36番　 依田 彩加建築科3年　 36番　 依田 彩加建築科3年　 36番　 依田 彩加

タ ウ ン セ ン タ ータ ウ ン セ ン タ ータ ウ ン セ ン タ ータ ウ ン セ ン タ ータ ウ ン セ ン タ ータ ウ ン セ ン タ ータ ウ ン セ ン タ ー



展示コーナー展示コーナー展示コーナー展示コーナー展示コーナー展示コーナー展示コーナー

WCWCWCWCWCWCWC

憩いスペース憩いスペース憩いスペース憩いスペース憩いスペース憩いスペース憩いスペース

読書・作業スペース読書・作業スペース読書・作業スペース読書・作業スペース読書・作業スペース読書・作業スペース読書・作業スペース

インターネットブースインターネットブースインターネットブースインターネットブースインターネットブースインターネットブースインターネットブース

展示・鑑賞スペース展示・鑑賞スペース展示・鑑賞スペース展示・鑑賞スペース展示・鑑賞スペース展示・鑑賞スペース展示・鑑賞スペース

イベントスペースイベントスペースイベントスペースイベントスペースイベントスペースイベントスペースイベントスペース

スタッフルームスタッフルームスタッフルームスタッフルームスタッフルームスタッフルームスタッフルーム

睡眠ルーム睡眠ルーム睡眠ルーム睡眠ルーム睡眠ルーム睡眠ルーム睡眠ルーム

授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室

託児所託児所託児所託児所託児所託児所託児所

キッズスタジオキッズスタジオキッズスタジオキッズスタジオキッズスタジオキッズスタジオキッズスタジオ

デッキデッキデッキデッキデッキデッキデッキ

円庭円庭円庭円庭円庭円庭円庭

売り場スペース売り場スペース売り場スペース売り場スペース売り場スペース売り場スペース売り場スペース

野外売り場野外売り場野外売り場野外売り場野外売り場野外売り場野外売り場

スタッフルームスタッフルームスタッフルームスタッフルームスタッフルームスタッフルームスタッフルーム

静養室静養室静養室静養室静養室静養室静養室

ハローワークコーナーハローワークコーナーハローワークコーナーハローワークコーナーハローワークコーナーハローワークコーナーハローワークコーナー

ホワイエホワイエホワイエホワイエホワイエホワイエホワイエ

ワークショップスペースワークショップスペースワークショップスペースワークショップスペースワークショップスペースワークショップスペースワークショップスペース

WCWCWCWCWCWCWC

作業スペース作業スペース作業スペース作業スペース作業スペース作業スペース作業スペース

ワインセラーワインセラーワインセラーワインセラーワインセラーワインセラーワインセラー

試飲スペース試飲スペース試飲スペース試飲スペース試飲スペース試飲スペース試飲スペース

食事スペース食事スペース食事スペース食事スペース食事スペース食事スペース食事スペース

厨房厨房厨房厨房厨房厨房厨房

WCWCWCWCWCWCWC

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰ

机机机机机机机

便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面

ベンチベンチベンチベンチベンチベンチベンチ

机・ｲｽ・ｶｳﾝﾀｰ・本棚机・ｲｽ・ｶｳﾝﾀｰ・本棚机・ｲｽ・ｶｳﾝﾀｰ・本棚机・ｲｽ・ｶｳﾝﾀｰ・本棚机・ｲｽ・ｶｳﾝﾀｰ・本棚机・ｲｽ・ｶｳﾝﾀｰ・本棚机・ｲｽ・ｶｳﾝﾀｰ・本棚

机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス

イスイスイスイスイスイスイス

机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス

ベットベットベットベットベットベットベット

机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス

多目的スペース多目的スペース多目的スペース多目的スペース多目的スペース多目的スペース多目的スペース

部屋名部屋名部屋名部屋名部屋名部屋名部屋名 床仕上げ名床仕上げ名床仕上げ名床仕上げ名床仕上げ名床仕上げ名床仕上げ名 壁仕上げ名壁仕上げ名壁仕上げ名壁仕上げ名壁仕上げ名壁仕上げ名壁仕上げ名 天井仕上げ名天井仕上げ名天井仕上げ名天井仕上げ名天井仕上げ名天井仕上げ名天井仕上げ名 備考備考備考備考備考備考備考

⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩

⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

④④④④④④④

③③③③③③③

②②②②②②②

①①①①①①①

①①①①①①①

②②②②②②②

③③③③③③③

④④④④④④④

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧

⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨

⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩

屋根屋根屋根屋根屋根屋根屋根 外壁外壁外壁外壁外壁外壁外壁 備考備考備考備考備考備考備考植栽植栽植栽植栽植栽植栽植栽開口部開口部開口部開口部開口部開口部開口部

敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積

建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積建築面積

延べ床面積延べ床面積延べ床面積延べ床面積延べ床面積延べ床面積延べ床面積

３階床面積３階床面積３階床面積３階床面積３階床面積３階床面積３階床面積

２階床面積２階床面積２階床面積２階床面積２階床面積２階床面積２階床面積

１階床面積１階床面積１階床面積１階床面積１階床面積１階床面積１階床面積

用途地域用途地域用途地域用途地域用途地域用途地域用途地域

構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模構造規模

建築場所建築場所建築場所建築場所建築場所建築場所建築場所

建築用途建築用途建築用途建築用途建築用途建築用途建築用途

建蔽率建蔽率建蔽率建蔽率建蔽率建蔽率建蔽率

容積率容積率容積率容積率容積率容積率容積率

　私がタウンセンターを卒業設計に選んだ理由は、　私がタウンセンターを卒業設計に選んだ理由は、　私がタウンセンターを卒業設計に選んだ理由は、　私がタウンセンターを卒業設計に選んだ理由は、　私がタウンセンターを卒業設計に選んだ理由は、　私がタウンセンターを卒業設計に選んだ理由は、　私がタウンセンターを卒業設計に選んだ理由は、

したいと思い考えました。したいと思い考えました。したいと思い考えました。したいと思い考えました。したいと思い考えました。したいと思い考えました。したいと思い考えました。

－　円×１０＝ぶどう　ー－　円×１０＝ぶどう　ー－　円×１０＝ぶどう　ー－　円×１０＝ぶどう　ー－　円×１０＝ぶどう　ー－　円×１０＝ぶどう　ー－　円×１０＝ぶどう　ー

－　MADE  IN  YAMANASHI　－－　MADE  IN  YAMANASHI　－－　MADE  IN  YAMANASHI　－－　MADE  IN  YAMANASHI　－－　MADE  IN  YAMANASHI　－－　MADE  IN  YAMANASHI　－－　MADE  IN  YAMANASHI　－

ききききききき

－山梨県のこと何を知っているんだろう－－山梨県のこと何を知っているんだろう－－山梨県のこと何を知っているんだろう－－山梨県のこと何を知っているんだろう－－山梨県のこと何を知っているんだろう－－山梨県のこと何を知っているんだろう－－山梨県のこと何を知っているんだろう－

山梨県の存在を広くひろめたいと思ったからです。山梨県の存在を広くひろめたいと思ったからです。山梨県の存在を広くひろめたいと思ったからです。山梨県の存在を広くひろめたいと思ったからです。山梨県の存在を広くひろめたいと思ったからです。山梨県の存在を広くひろめたいと思ったからです。山梨県の存在を広くひろめたいと思ったからです。

首都である東京都に隣接していながらも、その首都である東京都に隣接していながらも、その首都である東京都に隣接していながらも、その首都である東京都に隣接していながらも、その首都である東京都に隣接していながらも、その首都である東京都に隣接していながらも、その首都である東京都に隣接していながらも、その

地名度は決して高いものではありません。地名度は決して高いものではありません。地名度は決して高いものではありません。地名度は決して高いものではありません。地名度は決して高いものではありません。地名度は決して高いものではありません。地名度は決して高いものではありません。

　私自身、山梨県民でありながら地元の誇れる　私自身、山梨県民でありながら地元の誇れる　私自身、山梨県民でありながら地元の誇れる　私自身、山梨県民でありながら地元の誇れる　私自身、山梨県民でありながら地元の誇れる　私自身、山梨県民でありながら地元の誇れる　私自身、山梨県民でありながら地元の誇れる

ものが何か・山梨県の自慢できるものは何なのか、ものが何か・山梨県の自慢できるものは何なのか、ものが何か・山梨県の自慢できるものは何なのか、ものが何か・山梨県の自慢できるものは何なのか、ものが何か・山梨県の自慢できるものは何なのか、ものが何か・山梨県の自慢できるものは何なのか、ものが何か・山梨県の自慢できるものは何なのか、

考えれば考える程浮かびませんでした。考えれば考える程浮かびませんでした。考えれば考える程浮かびませんでした。考えれば考える程浮かびませんでした。考えれば考える程浮かびませんでした。考えれば考える程浮かびませんでした。考えれば考える程浮かびませんでした。

　これではいけないと思い山梨県について調べて　これではいけないと思い山梨県について調べて　これではいけないと思い山梨県について調べて　これではいけないと思い山梨県について調べて　これではいけないと思い山梨県について調べて　これではいけないと思い山梨県について調べて　これではいけないと思い山梨県について調べて

みました。今まで知らなかった山梨の誇れるものみました。今まで知らなかった山梨の誇れるものみました。今まで知らなかった山梨の誇れるものみました。今まで知らなかった山梨の誇れるものみました。今まで知らなかった山梨の誇れるものみました。今まで知らなかった山梨の誇れるものみました。今まで知らなかった山梨の誇れるもの

がたくさんあり、驚きました。がたくさんあり、驚きました。がたくさんあり、驚きました。がたくさんあり、驚きました。がたくさんあり、驚きました。がたくさんあり、驚きました。がたくさんあり、驚きました。

くの人にその良さ知ってもらえるよう様々な機能くの人にその良さ知ってもらえるよう様々な機能くの人にその良さ知ってもらえるよう様々な機能くの人にその良さ知ってもらえるよう様々な機能くの人にその良さ知ってもらえるよう様々な機能くの人にその良さ知ってもらえるよう様々な機能くの人にその良さ知ってもらえるよう様々な機能

を盛り込みました。を盛り込みました。を盛り込みました。を盛り込みました。を盛り込みました。を盛り込みました。を盛り込みました。

　観光客はもちろんのこと、県民にもここを訪れ　観光客はもちろんのこと、県民にもここを訪れ　観光客はもちろんのこと、県民にもここを訪れ　観光客はもちろんのこと、県民にもここを訪れ　観光客はもちろんのこと、県民にもここを訪れ　観光客はもちろんのこと、県民にもここを訪れ　観光客はもちろんのこと、県民にもここを訪れ

利用してもらいたいです。利用してもらいたいです。利用してもらいたいです。利用してもらいたいです。利用してもらいたいです。利用してもらいたいです。利用してもらいたいです。

ことが好きになり、誇りを持つことができると思ことが好きになり、誇りを持つことができると思ことが好きになり、誇りを持つことができると思ことが好きになり、誇りを持つことができると思ことが好きになり、誇りを持つことができると思ことが好きになり、誇りを持つことができると思ことが好きになり、誇りを持つことができると思います。います。います。います。います。います。います。

思います。思います。思います。思います。思います。思います。思います。

 それにより豊かな生活の手助けになったり、県に それにより豊かな生活の手助けになったり、県に それにより豊かな生活の手助けになったり、県に それにより豊かな生活の手助けになったり、県に それにより豊かな生活の手助けになったり、県に それにより豊かな生活の手助けになったり、県に それにより豊かな生活の手助けになったり、県に

思います。思います。思います。思います。思います。思います。思います。

　山梨県でつくられているもの「工業品・工芸品　山梨県でつくられているもの「工業品・工芸品　山梨県でつくられているもの「工業品・工芸品　山梨県でつくられているもの「工業品・工芸品　山梨県でつくられているもの「工業品・工芸品　山梨県でつくられているもの「工業品・工芸品　山梨県でつくられているもの「工業品・工芸品

・特産品・・・」の実演を見たり、体験を通して・特産品・・・」の実演を見たり、体験を通して・特産品・・・」の実演を見たり、体験を通して・特産品・・・」の実演を見たり、体験を通して・特産品・・・」の実演を見たり、体験を通して・特産品・・・」の実演を見たり、体験を通して・特産品・・・」の実演を見たり、体験を通して

　ここでしか出来ない経験をして、山梨県でしか　ここでしか出来ない経験をして、山梨県でしか　ここでしか出来ない経験をして、山梨県でしか　ここでしか出来ない経験をして、山梨県でしか　ここでしか出来ない経験をして、山梨県でしか　ここでしか出来ない経験をして、山梨県でしか　ここでしか出来ない経験をして、山梨県でしか

１つ１つが違う外観で、それそれが持つ機能が異１つ１つが違う外観で、それそれが持つ機能が異１つ１つが違う外観で、それそれが持つ機能が異１つ１つが違う外観で、それそれが持つ機能が異１つ１つが違う外観で、それそれが持つ機能が異１つ１つが違う外観で、それそれが持つ機能が異１つ１つが違う外観で、それそれが持つ機能が異

なっています。なっています。なっています。なっています。なっています。なっています。なっています。

うな不思議な気分を味わえます。うな不思議な気分を味わえます。うな不思議な気分を味わえます。うな不思議な気分を味わえます。うな不思議な気分を味わえます。うな不思議な気分を味わえます。うな不思議な気分を味わえます。

　内部も外部も山梨県の特色を表しました。　内部も外部も山梨県の特色を表しました。　内部も外部も山梨県の特色を表しました。　内部も外部も山梨県の特色を表しました。　内部も外部も山梨県の特色を表しました。　内部も外部も山梨県の特色を表しました。　内部も外部も山梨県の特色を表しました。

　また、屋根伏せ図を見ると、山梨県の特産品である　また、屋根伏せ図を見ると、山梨県の特産品である　また、屋根伏せ図を見ると、山梨県の特産品である　また、屋根伏せ図を見ると、山梨県の特産品である　また、屋根伏せ図を見ると、山梨県の特産品である　また、屋根伏せ図を見ると、山梨県の特産品である　また、屋根伏せ図を見ると、山梨県の特産品である

 　っと自分と同じように山梨県に住んでいなが 　っと自分と同じように山梨県に住んでいなが 　っと自分と同じように山梨県に住んでいなが 　っと自分と同じように山梨県に住んでいなが 　っと自分と同じように山梨県に住んでいなが 　っと自分と同じように山梨県に住んでいなが 　っと自分と同じように山梨県に住んでいなが

らも、らも、らも、らも、らも、らも、らも、 良さ良さ良さ良さ良さ良さ良さ地元の地元の地元の地元の地元の地元の地元の を知らない人を知らない人を知らない人を知らない人を知らない人を知らない人を知らない人 がたくさんいるとがたくさんいるとがたくさんいるとがたくさんいるとがたくさんいるとがたくさんいるとがたくさんいると

　タウンセンターでは、山梨県の　タウンセンターでは、山梨県の　タウンセンターでは、山梨県の　タウンセンターでは、山梨県の　タウンセンターでは、山梨県の　タウンセンターでは、山梨県の　タウンセンターでは、山梨県の を多を多を多を多を多を多を多

 そして、県民がもっと山梨のことを そして、県民がもっと山梨のことを そして、県民がもっと山梨のことを そして、県民がもっと山梨のことを そして、県民がもっと山梨のことを そして、県民がもっと山梨のことを そして、県民がもっと山梨のことを

素晴らしさ素晴らしさ素晴らしさ素晴らしさ素晴らしさ素晴らしさ素晴らしさ

楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽しみみみみみみみ知り知り知り知り知り知り知り、、、、、、、

発見発見発見発見発見発見発見することができたら、今まで以上に山梨県のすることができたら、今まで以上に山梨県のすることができたら、今まで以上に山梨県のすることができたら、今まで以上に山梨県のすることができたら、今まで以上に山梨県のすることができたら、今まで以上に山梨県のすることができたら、今まで以上に山梨県の

　山梨県(　山梨県(　山梨県(　山梨県(　山梨県(　山梨県(　山梨県( )の拠点となる中央施設()の拠点となる中央施設()の拠点となる中央施設()の拠点となる中央施設()の拠点となる中央施設()の拠点となる中央施設()の拠点となる中央施設(towntowntowntowntowntowntown centercentercentercentercentercentercenter )に)に)に)に)に)に)に

を広げてもらいたいです。を広げてもらいたいです。を広げてもらいたいです。を広げてもらいたいです。を広げてもらいたいです。を広げてもらいたいです。を広げてもらいたいです。

潤い潤い潤い潤い潤い潤い潤い 活気活気活気活気活気活気活気ととととととと を与え地域活性に貢献できたらいいとを与え地域活性に貢献できたらいいとを与え地域活性に貢献できたらいいとを与え地域活性に貢献できたらいいとを与え地域活性に貢献できたらいいとを与え地域活性に貢献できたらいいとを与え地域活性に貢献できたらいいと

　多くの人々の交流の場として新しい　多くの人々の交流の場として新しい　多くの人々の交流の場として新しい　多くの人々の交流の場として新しい　多くの人々の交流の場として新しい　多くの人々の交流の場として新しい　多くの人々の交流の場として新しいネットワークネットワークネットワークネットワークネットワークネットワークネットワーク

楽しみながら若い世代に楽しみながら若い世代に楽しみながら若い世代に楽しみながら若い世代に楽しみながら若い世代に楽しみながら若い世代に楽しみながら若い世代に伝統継承伝統継承伝統継承伝統継承伝統継承伝統継承伝統継承を担います。を担います。を担います。を担います。を担います。を担います。を担います。

叶えられない叶えられない叶えられない叶えられない叶えられない叶えられない叶えられない夢を発見夢を発見夢を発見夢を発見夢を発見夢を発見夢を発見してもらいたいです。してもらいたいです。してもらいたいです。してもらいたいです。してもらいたいです。してもらいたいです。してもらいたいです。

　建物は　建物は　建物は　建物は　建物は　建物は　建物は１０個の円ブロック１０個の円ブロック１０個の円ブロック１０個の円ブロック１０個の円ブロック１０個の円ブロック１０個の円ブロックが積み重なるようにが積み重なるようにが積み重なるようにが積み重なるようにが積み重なるようにが積み重なるようにが積み重なるように

して構成されています。円（して構成されています。円（して構成されています。円（して構成されています。円（して構成されています。円（して構成されています。円（して構成されています。円（ ）ブロックは）ブロックは）ブロックは）ブロックは）ブロックは）ブロックは）ブロックは

　一歩踏み出せばまた　一歩踏み出せばまた　一歩踏み出せばまた　一歩踏み出せばまた　一歩踏み出せばまた　一歩踏み出せばまた　一歩踏み出せばまた

「「「「「「「

新たな空間新たな空間新たな空間新たな空間新たな空間新たな空間新たな空間に入り込んだよに入り込んだよに入り込んだよに入り込んだよに入り込んだよに入り込んだよに入り込んだよ

」を連想してもらえるように配置しました。」を連想してもらえるように配置しました。」を連想してもらえるように配置しました。」を連想してもらえるように配置しました。」を連想してもらえるように配置しました。」を連想してもらえるように配置しました。」を連想してもらえるように配置しました。ぶどうぶどうぶどうぶどうぶどうぶどうぶどう

circlecirclecirclecirclecirclecirclecircle

－　タウンセンター・・・？　－－　タウンセンター・・・？　－－　タウンセンター・・・？　－－　タウンセンター・・・？　－－　タウンセンター・・・？　－－　タウンセンター・・・？　－－　タウンセンター・・・？　－

②Library  Circle(ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｰｸﾙ)②Library  Circle(ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｰｸﾙ)②Library  Circle(ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｰｸﾙ)②Library  Circle(ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｰｸﾙ)②Library  Circle(ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｰｸﾙ)②Library  Circle(ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｰｸﾙ)②Library  Circle(ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｰｸﾙ)

①Information  Circle(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ ｻｰｸﾙ)①Information  Circle(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ ｻｰｸﾙ)①Information  Circle(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ ｻｰｸﾙ)①Information  Circle(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ ｻｰｸﾙ)①Information  Circle(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ ｻｰｸﾙ)①Information  Circle(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ ｻｰｸﾙ)①Information  Circle(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ ｻｰｸﾙ)

－ TEN CIRCLE  TEN WARLD  －－ TEN CIRCLE  TEN WARLD  －－ TEN CIRCLE  TEN WARLD  －－ TEN CIRCLE  TEN WARLD  －－ TEN CIRCLE  TEN WARLD  －－ TEN CIRCLE  TEN WARLD  －－ TEN CIRCLE  TEN WARLD  －
10個のブロックが持つ機能は以下の通りです。10個のブロックが持つ機能は以下の通りです。10個のブロックが持つ機能は以下の通りです。10個のブロックが持つ機能は以下の通りです。10個のブロックが持つ機能は以下の通りです。10個のブロックが持つ機能は以下の通りです。10個のブロックが持つ機能は以下の通りです。

③Gallery  Circle(ｷﾞｬﾗﾘｰｻｰｸﾙ)③Gallery  Circle(ｷﾞｬﾗﾘｰｻｰｸﾙ)③Gallery  Circle(ｷﾞｬﾗﾘｰｻｰｸﾙ)③Gallery  Circle(ｷﾞｬﾗﾘｰｻｰｸﾙ)③Gallery  Circle(ｷﾞｬﾗﾘｰｻｰｸﾙ)③Gallery  Circle(ｷﾞｬﾗﾘｰｻｰｸﾙ)③Gallery  Circle(ｷﾞｬﾗﾘｰｻｰｸﾙ)

④Kids  Circle(ｷｯｽﾞｻｰｸﾙ)④Kids  Circle(ｷｯｽﾞｻｰｸﾙ)④Kids  Circle(ｷｯｽﾞｻｰｸﾙ)④Kids  Circle(ｷｯｽﾞｻｰｸﾙ)④Kids  Circle(ｷｯｽﾞｻｰｸﾙ)④Kids  Circle(ｷｯｽﾞｻｰｸﾙ)④Kids  Circle(ｷｯｽﾞｻｰｸﾙ)

⑤Souvenir  Circle(ｽｰﾍﾞﾆｱｻｰｸﾙ)⑤Souvenir  Circle(ｽｰﾍﾞﾆｱｻｰｸﾙ)⑤Souvenir  Circle(ｽｰﾍﾞﾆｱｻｰｸﾙ)⑤Souvenir  Circle(ｽｰﾍﾞﾆｱｻｰｸﾙ)⑤Souvenir  Circle(ｽｰﾍﾞﾆｱｻｰｸﾙ)⑤Souvenir  Circle(ｽｰﾍﾞﾆｱｻｰｸﾙ)⑤Souvenir  Circle(ｽｰﾍﾞﾆｱｻｰｸﾙ)

⑥Work  Circle(ﾜｰｸｻｰｸﾙ)⑥Work  Circle(ﾜｰｸｻｰｸﾙ)⑥Work  Circle(ﾜｰｸｻｰｸﾙ)⑥Work  Circle(ﾜｰｸｻｰｸﾙ)⑥Work  Circle(ﾜｰｸｻｰｸﾙ)⑥Work  Circle(ﾜｰｸｻｰｸﾙ)⑥Work  Circle(ﾜｰｸｻｰｸﾙ)

⑦Wine  Circle(ﾜｲﾝｻｰｸﾙ)⑦Wine  Circle(ﾜｲﾝｻｰｸﾙ)⑦Wine  Circle(ﾜｲﾝｻｰｸﾙ)⑦Wine  Circle(ﾜｲﾝｻｰｸﾙ)⑦Wine  Circle(ﾜｲﾝｻｰｸﾙ)⑦Wine  Circle(ﾜｲﾝｻｰｸﾙ)⑦Wine  Circle(ﾜｲﾝｻｰｸﾙ)

⑧Tradition  Circle(ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾝｻｰｸﾙ)⑧Tradition  Circle(ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾝｻｰｸﾙ)⑧Tradition  Circle(ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾝｻｰｸﾙ)⑧Tradition  Circle(ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾝｻｰｸﾙ)⑧Tradition  Circle(ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾝｻｰｸﾙ)⑧Tradition  Circle(ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾝｻｰｸﾙ)⑧Tradition  Circle(ﾄﾗﾃﾞｨｯｼｮﾝｻｰｸﾙ)

⑨Food  Circle(ﾌｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑨Food  Circle(ﾌｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑨Food  Circle(ﾌｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑨Food  Circle(ﾌｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑨Food  Circle(ﾌｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑨Food  Circle(ﾌｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑨Food  Circle(ﾌｰﾄﾞｻｰｸﾙ)

⑩Broad  Circle(ﾌﾞﾛｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑩Broad  Circle(ﾌﾞﾛｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑩Broad  Circle(ﾌﾞﾛｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑩Broad  Circle(ﾌﾞﾛｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑩Broad  Circle(ﾌﾞﾛｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑩Broad  Circle(ﾌﾞﾛｰﾄﾞｻｰｸﾙ)⑩Broad  Circle(ﾌﾞﾛｰﾄﾞｻｰｸﾙ)

エントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホール 磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル アルミパネルアルミパネルアルミパネルアルミパネルアルミパネルアルミパネルアルミパネル

アルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシ

デッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレート

デッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレート

同上同上同上同上同上同上同上

スチールプレートスチールプレートスチールプレートスチールプレートスチールプレートスチールプレートスチールプレート

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水 高透過曲面合わせガラス高透過曲面合わせガラス高透過曲面合わせガラス高透過曲面合わせガラス高透過曲面合わせガラス高透過曲面合わせガラス高透過曲面合わせガラス

ぶどう棚ぶどう棚ぶどう棚ぶどう棚ぶどう棚ぶどう棚ぶどう棚

ポトス(壁面緑化)ポトス(壁面緑化)ポトス(壁面緑化)ポトス(壁面緑化)ポトス(壁面緑化)ポトス(壁面緑化)ポトス(壁面緑化)

アルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォール

アルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォール

格子　20×30　@100格子　20×30　@100格子　20×30　@100格子　20×30　@100格子　20×30　@100格子　20×30　@100格子　20×30　@100

木製建具木製建具木製建具木製建具木製建具木製建具木製建具合板　など合板　など合板　など合板　など合板　など合板　など合板　など

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 同上同上同上同上同上同上同上

屋上：手摺屋上：手摺屋上：手摺屋上：手摺屋上：手摺屋上：手摺屋上：手摺

不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧

同上同上同上同上同上同上同上

ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

タイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペット

大理石大理石大理石大理石大理石大理石大理石

PBPBPBPBPBPBPB

ロックウール化粧吸音板ロックウール化粧吸音板ロックウール化粧吸音板ロックウール化粧吸音板ロックウール化粧吸音板ロックウール化粧吸音板ロックウール化粧吸音板

同上同上同上同上同上同上同上

ナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボード

ナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボード

タイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペット

ナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボード

同上同上同上同上同上同上同上

デッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレート

エポキシ樹脂ペブル舗装エポキシ樹脂ペブル舗装エポキシ樹脂ペブル舗装エポキシ樹脂ペブル舗装エポキシ樹脂ペブル舗装エポキシ樹脂ペブル舗装エポキシ樹脂ペブル舗装

紙管紙管紙管紙管紙管紙管紙管塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜

木製材，砕石木製材，砕石木製材，砕石木製材，砕石木製材，砕石木製材，砕石木製材，砕石 紙管紙管紙管紙管紙管紙管紙管 塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜

アルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォール

タイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペット

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

木製材木製材木製材木製材木製材木製材木製材

ナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボードナラフローリングボード 化粧PB化粧PB化粧PB化粧PB化粧PB化粧PB化粧PB

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

木製材木製材木製材木製材木製材木製材木製材

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス

不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧アルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォール

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

デッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレート

コンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放し

アルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシ

同上同上同上同上同上同上同上

軽鉄下地の上PB軽鉄下地の上PB軽鉄下地の上PB軽鉄下地の上PB軽鉄下地の上PB軽鉄下地の上PB軽鉄下地の上PB

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

コンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放し

デッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレートデッキプレート

コンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEP

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

イス・観賞用植物イス・観賞用植物イス・観賞用植物イス・観賞用植物イス・観賞用植物イス・観賞用植物イス・観賞用植物

机・イス・棚机・イス・棚机・イス・棚机・イス・棚机・イス・棚机・イス・棚机・イス・棚

机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス

机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス

ベットベットベットベットベットベットベット

机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス机・イス

調理台調理台調理台調理台調理台調理台調理台

便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面

便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面便器・洗面

アルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォール 塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜

同上同上同上同上同上同上同上 同上同上同上同上同上同上同上

イチョウイチョウイチョウイチョウイチョウイチョウイチョウ

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上 同上同上同上同上同上同上同上

アルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォール

アルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォールアルミカーテンウォール 不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧不燃化粧

塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜塩化ビニル膜

同上同上同上同上同上同上同上

木製材木製材木製材木製材木製材木製材木製材

同上同上同上同上同上同上同上

コンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEPコンクリート露出天井　AEP

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

タイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペットタイルカーペット

磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル

磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル磁器質タイル

同上同上同上同上同上同上同上

木製材木製材木製材木製材木製材木製材木製材

コンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放しコンクリート打ち放し

同上同上同上同上同上同上同上

木製材木製材木製材木製材木製材木製材木製材

同上同上同上同上同上同上同上

外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水外断熱塩化ビニルシート防水

同上同上同上同上同上同上同上

木製建具木製建具木製建具木製建具木製建具木製建具木製建具

アルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシアルミサッシ

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

外部格子　クサマキ外部格子　クサマキ外部格子　クサマキ外部格子　クサマキ外部格子　クサマキ外部格子　クサマキ外部格子　クサマキ

合板　など合板　など合板　など合板　など合板　など合板　など合板　など

複合文化施設複合文化施設複合文化施設複合文化施設複合文化施設複合文化施設複合文化施設

山梨県甲府市丸の内一丁目山梨県甲府市丸の内一丁目山梨県甲府市丸の内一丁目山梨県甲府市丸の内一丁目山梨県甲府市丸の内一丁目山梨県甲府市丸の内一丁目山梨県甲府市丸の内一丁目

混構造　地上3階建て混構造　地上3階建て混構造　地上3階建て混構造　地上3階建て混構造　地上3階建て混構造　地上3階建て混構造　地上3階建て

商業地域　　防火地域商業地域　　防火地域商業地域　　防火地域商業地域　　防火地域商業地域　　防火地域商業地域　　防火地域商業地域　　防火地域

設計主旨設計主旨設計主旨設計主旨設計主旨設計主旨設計主旨 内部仕上表内部仕上表内部仕上表内部仕上表内部仕上表内部仕上表内部仕上表

外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表

設計概要設計概要設計概要設計概要設計概要設計概要設計概要

面積表面積表面積表面積表面積表面積表面積表案内図案内図案内図案内図案内図案内図案内図

ＮＮＮＮＮＮＮ

　施設の総合案内を担う玄関口。中央には巨大な泉を　施設の総合案内を担う玄関口。中央には巨大な泉を　施設の総合案内を担う玄関口。中央には巨大な泉を　施設の総合案内を担う玄関口。中央には巨大な泉を　施設の総合案内を担う玄関口。中央には巨大な泉を　施設の総合案内を担う玄関口。中央には巨大な泉を　施設の総合案内を担う玄関口。中央には巨大な泉を

設け、夏には足水・冬には足湯となる憩いのスペースと設け、夏には足水・冬には足湯となる憩いのスペースと設け、夏には足水・冬には足湯となる憩いのスペースと設け、夏には足水・冬には足湯となる憩いのスペースと設け、夏には足水・冬には足湯となる憩いのスペースと設け、夏には足水・冬には足湯となる憩いのスペースと設け、夏には足水・冬には足湯となる憩いのスペースと

して提供しています。　電車の本数が少ない山梨県ではして提供しています。　電車の本数が少ない山梨県ではして提供しています。　電車の本数が少ない山梨県ではして提供しています。　電車の本数が少ない山梨県ではして提供しています。　電車の本数が少ない山梨県ではして提供しています。　電車の本数が少ない山梨県ではして提供しています。　電車の本数が少ない山梨県では

待ち時間が長いのが欠点でしたが、ここに立ち寄れば待ち時間が長いのが欠点でしたが、ここに立ち寄れば待ち時間が長いのが欠点でしたが、ここに立ち寄れば待ち時間が長いのが欠点でしたが、ここに立ち寄れば待ち時間が長いのが欠点でしたが、ここに立ち寄れば待ち時間が長いのが欠点でしたが、ここに立ち寄れば待ち時間が長いのが欠点でしたが、ここに立ち寄れば

その時間さえ「あ゛っ!!」とその時間さえ「あ゛っ!!」とその時間さえ「あ゛っ!!」とその時間さえ「あ゛っ!!」とその時間さえ「あ゛っ!!」とその時間さえ「あ゛っ!!」とその時間さえ「あ゛っ!!」と

いう間に過ぎてしまいます。いう間に過ぎてしまいます。いう間に過ぎてしまいます。いう間に過ぎてしまいます。いう間に過ぎてしまいます。いう間に過ぎてしまいます。いう間に過ぎてしまいます。

スキルアップ・国際交流のお手伝いをします。スキルアップ・国際交流のお手伝いをします。スキルアップ・国際交流のお手伝いをします。スキルアップ・国際交流のお手伝いをします。スキルアップ・国際交流のお手伝いをします。スキルアップ・国際交流のお手伝いをします。スキルアップ・国際交流のお手伝いをします。

　インターネットブースではＰＣの講習会を開き　インターネットブースではＰＣの講習会を開き　インターネットブースではＰＣの講習会を開き　インターネットブースではＰＣの講習会を開き　インターネットブースではＰＣの講習会を開き　インターネットブースではＰＣの講習会を開き　インターネットブースではＰＣの講習会を開き

出会うことができます。出会うことができます。出会うことができます。出会うことができます。出会うことができます。出会うことができます。出会うことができます。

　郷土資料を数多く揃えているので貴重な著書と　郷土資料を数多く揃えているので貴重な著書と　郷土資料を数多く揃えているので貴重な著書と　郷土資料を数多く揃えているので貴重な著書と　郷土資料を数多く揃えているので貴重な著書と　郷土資料を数多く揃えているので貴重な著書と　郷土資料を数多く揃えているので貴重な著書と

　中央にイベントスペースを設け、野外ライブのできる　中央にイベントスペースを設け、野外ライブのできる　中央にイベントスペースを設け、野外ライブのできる　中央にイベントスペースを設け、野外ライブのできる　中央にイベントスペースを設け、野外ライブのできる　中央にイベントスペースを設け、野外ライブのできる　中央にイベントスペースを設け、野外ライブのできる

として公開。として公開。として公開。として公開。として公開。として公開。として公開。

ギャラリーサークルは県民の創作活動の発表や鑑賞の場ギャラリーサークルは県民の創作活動の発表や鑑賞の場ギャラリーサークルは県民の創作活動の発表や鑑賞の場ギャラリーサークルは県民の創作活動の発表や鑑賞の場ギャラリーサークルは県民の創作活動の発表や鑑賞の場ギャラリーサークルは県民の創作活動の発表や鑑賞の場ギャラリーサークルは県民の創作活動の発表や鑑賞の場

　現在は、甲府工業高校 建築科 　現在は、甲府工業高校 建築科 　現在は、甲府工業高校 建築科 　現在は、甲府工業高校 建築科 　現在は、甲府工業高校 建築科 　現在は、甲府工業高校 建築科 　現在は、甲府工業高校 建築科 

コンペ班の作品の展示を開催中コンペ班の作品の展示を開催中コンペ班の作品の展示を開催中コンペ班の作品の展示を開催中コンペ班の作品の展示を開催中コンペ班の作品の展示を開催中コンペ班の作品の展示を開催中

です!!です!!です!!です!!です!!です!!です!!

壁には大小様々な大きさの穴が壁には大小様々な大きさの穴が壁には大小様々な大きさの穴が壁には大小様々な大きさの穴が壁には大小様々な大きさの穴が壁には大小様々な大きさの穴が壁には大小様々な大きさの穴が

　壁が二重になっていて、外観の　壁が二重になっていて、外観の　壁が二重になっていて、外観の　壁が二重になっていて、外観の　壁が二重になっていて、外観の　壁が二重になっていて、外観の　壁が二重になっていて、外観の

空いています。そこから２つの壁空いています。そこから２つの壁空いています。そこから２つの壁空いています。そこから２つの壁空いています。そこから２つの壁空いています。そこから２つの壁空いています。そこから２つの壁

たちの将来の夢を見ることができます。たちの将来の夢を見ることができます。たちの将来の夢を見ることができます。たちの将来の夢を見ることができます。たちの将来の夢を見ることができます。たちの将来の夢を見ることができます。たちの将来の夢を見ることができます。

を覗き込むと、壁に書かれた子供を覗き込むと、壁に書かれた子供を覗き込むと、壁に書かれた子供を覗き込むと、壁に書かれた子供を覗き込むと、壁に書かれた子供を覗き込むと、壁に書かれた子供を覗き込むと、壁に書かれた子供

　キッズスタジオは、親子同士気軽に立ち寄って　キッズスタジオは、親子同士気軽に立ち寄って　キッズスタジオは、親子同士気軽に立ち寄って　キッズスタジオは、親子同士気軽に立ち寄って　キッズスタジオは、親子同士気軽に立ち寄って　キッズスタジオは、親子同士気軽に立ち寄って　キッズスタジオは、親子同士気軽に立ち寄って

遊べます。また、託児所も設けているので駅に買い物遊べます。また、託児所も設けているので駅に買い物遊べます。また、託児所も設けているので駅に買い物遊べます。また、託児所も設けているので駅に買い物遊べます。また、託児所も設けているので駅に買い物遊べます。また、託児所も設けているので駅に買い物遊べます。また、託児所も設けているので駅に買い物

ができます。ができます。ができます。ができます。ができます。ができます。ができます。

へ来た際に利用すれば、ゆっくりと買い物を楽しむことへ来た際に利用すれば、ゆっくりと買い物を楽しむことへ来た際に利用すれば、ゆっくりと買い物を楽しむことへ来た際に利用すれば、ゆっくりと買い物を楽しむことへ来た際に利用すれば、ゆっくりと買い物を楽しむことへ来た際に利用すれば、ゆっくりと買い物を楽しむことへ来た際に利用すれば、ゆっくりと買い物を楽しむこと

 山梨県の特産品が揃っているので、お土産が一気に 山梨県の特産品が揃っているので、お土産が一気に 山梨県の特産品が揃っているので、お土産が一気に 山梨県の特産品が揃っているので、お土産が一気に 山梨県の特産品が揃っているので、お土産が一気に 山梨県の特産品が揃っているので、お土産が一気に 山梨県の特産品が揃っているので、お土産が一気に

購入できます。晴れた日は中央でフリーマーケット購入できます。晴れた日は中央でフリーマーケット購入できます。晴れた日は中央でフリーマーケット購入できます。晴れた日は中央でフリーマーケット購入できます。晴れた日は中央でフリーマーケット購入できます。晴れた日は中央でフリーマーケット購入できます。晴れた日は中央でフリーマーケット

や朝市などを開催しています。や朝市などを開催しています。や朝市などを開催しています。や朝市などを開催しています。や朝市などを開催しています。や朝市などを開催しています。や朝市などを開催しています。

　オープンワークショップは地域の団体・個人が各種事務　オープンワークショップは地域の団体・個人が各種事務　オープンワークショップは地域の団体・個人が各種事務　オープンワークショップは地域の団体・個人が各種事務　オープンワークショップは地域の団体・個人が各種事務　オープンワークショップは地域の団体・個人が各種事務　オープンワークショップは地域の団体・個人が各種事務

や創作活動のできる無料開放スペースです。2階カフェでや創作活動のできる無料開放スペースです。2階カフェでや創作活動のできる無料開放スペースです。2階カフェでや創作活動のできる無料開放スペースです。2階カフェでや創作活動のできる無料開放スペースです。2階カフェでや創作活動のできる無料開放スペースです。2階カフェでや創作活動のできる無料開放スペースです。2階カフェで

提供する新レシピの開発や、イベントの準備など多目的提供する新レシピの開発や、イベントの準備など多目的提供する新レシピの開発や、イベントの準備など多目的提供する新レシピの開発や、イベントの準備など多目的提供する新レシピの開発や、イベントの準備など多目的提供する新レシピの開発や、イベントの準備など多目的提供する新レシピの開発や、イベントの準備など多目的

に利用してもらえます。に利用してもらえます。に利用してもらえます。に利用してもらえます。に利用してもらえます。に利用してもらえます。に利用してもらえます。

提供するハローワークコーナーや提供するハローワークコーナーや提供するハローワークコーナーや提供するハローワークコーナーや提供するハローワークコーナーや提供するハローワークコーナーや提供するハローワークコーナーや

その他、山梨県内の就職情報をその他、山梨県内の就職情報をその他、山梨県内の就職情報をその他、山梨県内の就職情報をその他、山梨県内の就職情報をその他、山梨県内の就職情報をその他、山梨県内の就職情報を

資料を揃え、就職活動を応援しま資料を揃え、就職活動を応援しま資料を揃え、就職活動を応援しま資料を揃え、就職活動を応援しま資料を揃え、就職活動を応援しま資料を揃え、就職活動を応援しま資料を揃え、就職活動を応援しま

す。す。す。す。す。す。す。

　日本一の生産を誇る山梨県のワインをぶどう棚を眺め　日本一の生産を誇る山梨県のワインをぶどう棚を眺め　日本一の生産を誇る山梨県のワインをぶどう棚を眺め　日本一の生産を誇る山梨県のワインをぶどう棚を眺め　日本一の生産を誇る山梨県のワインをぶどう棚を眺め　日本一の生産を誇る山梨県のワインをぶどう棚を眺め　日本一の生産を誇る山梨県のワインをぶどう棚を眺め

ながら味わうことができます。ながら味わうことができます。ながら味わうことができます。ながら味わうことができます。ながら味わうことができます。ながら味わうことができます。ながら味わうことができます。

　世界中から集められた貴重なワインも保存する巨大な　世界中から集められた貴重なワインも保存する巨大な　世界中から集められた貴重なワインも保存する巨大な　世界中から集められた貴重なワインも保存する巨大な　世界中から集められた貴重なワインも保存する巨大な　世界中から集められた貴重なワインも保存する巨大な　世界中から集められた貴重なワインも保存する巨大な

ワイナリーは誰でも入ることができるのでお気に入りのワイナリーは誰でも入ることができるのでお気に入りのワイナリーは誰でも入ることができるのでお気に入りのワイナリーは誰でも入ることができるのでお気に入りのワイナリーは誰でも入ることができるのでお気に入りのワイナリーは誰でも入ることができるのでお気に入りのワイナリーは誰でも入ることができるのでお気に入りの

ワインを見つけて下さい!!ワインを見つけて下さい!!ワインを見つけて下さい!!ワインを見つけて下さい!!ワインを見つけて下さい!!ワインを見つけて下さい!!ワインを見つけて下さい!!

山梨県を代表とする伝統工芸の山梨県を代表とする伝統工芸の山梨県を代表とする伝統工芸の山梨県を代表とする伝統工芸の山梨県を代表とする伝統工芸の山梨県を代表とする伝統工芸の山梨県を代表とする伝統工芸の

　甲州印伝・甲州織り・印章など、　甲州印伝・甲州織り・印章など、　甲州印伝・甲州織り・印章など、　甲州印伝・甲州織り・印章など、　甲州印伝・甲州織り・印章など、　甲州印伝・甲州織り・印章など、　甲州印伝・甲州織り・印章など、

技術を間近で見ることができるエリア。技術を間近で見ることができるエリア。技術を間近で見ることができるエリア。技術を間近で見ることができるエリア。技術を間近で見ることができるエリア。技術を間近で見ることができるエリア。技術を間近で見ることができるエリア。

　山梨県で活躍するプロフェッショナル達と会話したり、　山梨県で活躍するプロフェッショナル達と会話したり、　山梨県で活躍するプロフェッショナル達と会話したり、　山梨県で活躍するプロフェッショナル達と会話したり、　山梨県で活躍するプロフェッショナル達と会話したり、　山梨県で活躍するプロフェッショナル達と会話したり、　山梨県で活躍するプロフェッショナル達と会話したり、

工芸品の制作体験を通して地元の誇りを肌で感じることが工芸品の制作体験を通して地元の誇りを肌で感じることが工芸品の制作体験を通して地元の誇りを肌で感じることが工芸品の制作体験を通して地元の誇りを肌で感じることが工芸品の制作体験を通して地元の誇りを肌で感じることが工芸品の制作体験を通して地元の誇りを肌で感じることが工芸品の制作体験を通して地元の誇りを肌で感じることが

出来ます。出来ます。出来ます。出来ます。出来ます。出来ます。出来ます。

　最上階は大空間の多目的ホールになっています。　最上階は大空間の多目的ホールになっています。　最上階は大空間の多目的ホールになっています。　最上階は大空間の多目的ホールになっています。　最上階は大空間の多目的ホールになっています。　最上階は大空間の多目的ホールになっています。　最上階は大空間の多目的ホールになっています。

普段は展望スペースとしれ開放されているので、普段は展望スペースとしれ開放されているので、普段は展望スペースとしれ開放されているので、普段は展望スペースとしれ開放されているので、普段は展望スペースとしれ開放されているので、普段は展望スペースとしれ開放されているので、普段は展望スペースとしれ開放されているので、

景色を楽しむことができます。　 　景色を楽しむことができます。　 　景色を楽しむことができます。　 　景色を楽しむことができます。　 　景色を楽しむことができます。　 　景色を楽しむことができます。　 　景色を楽しむことができます。　 　

　300角の花形ブロックで構成せれているのが特徴的な　300角の花形ブロックで構成せれているのが特徴的な　300角の花形ブロックで構成せれているのが特徴的な　300角の花形ブロックで構成せれているのが特徴的な　300角の花形ブロックで構成せれているのが特徴的な　300角の花形ブロックで構成せれているのが特徴的な　300角の花形ブロックで構成せれているのが特徴的な

フードサークルでは、郷土料理をはじめワークショップでフードサークルでは、郷土料理をはじめワークショップでフードサークルでは、郷土料理をはじめワークショップでフードサークルでは、郷土料理をはじめワークショップでフードサークルでは、郷土料理をはじめワークショップでフードサークルでは、郷土料理をはじめワークショップでフードサークルでは、郷土料理をはじめワークショップで

開発された料理を楽しむことができます。開発された料理を楽しむことができます。開発された料理を楽しむことができます。開発された料理を楽しむことができます。開発された料理を楽しむことができます。開発された料理を楽しむことができます。開発された料理を楽しむことができます。

　オープンカフェも備えている　オープンカフェも備えている　オープンカフェも備えている　オープンカフェも備えている　オープンカフェも備えている　オープンカフェも備えている　オープンカフェも備えている

楽しめます。楽しめます。楽しめます。楽しめます。楽しめます。楽しめます。楽しめます。

ので、多くの人が同時に食事をので、多くの人が同時に食事をので、多くの人が同時に食事をので、多くの人が同時に食事をので、多くの人が同時に食事をので、多くの人が同時に食事をので、多くの人が同時に食事を

JAPANJAPANJAPANJAPANJAPANJAPANJAPAN YAMANASHIYAMANASHIYAMANASHIYAMANASHIYAMANASHIYAMANASHIYAMANASHI

32.61％　　(法規制80％)32.61％　　(法規制80％)32.61％　　(法規制80％)32.61％　　(法規制80％)32.61％　　(法規制80％)32.61％　　(法規制80％)32.61％　　(法規制80％)

43.51％　 (法規制400％)43.51％　 (法規制400％)43.51％　 (法規制400％)43.51％　 (法規制400％)43.51％　 (法規制400％)43.51％　 (法規制400％)43.51％　 (法規制400％)

1004.8㎡1004.8㎡1004.8㎡1004.8㎡1004.8㎡1004.8㎡1004.8㎡

502.4㎡502.4㎡502.4㎡502.4㎡502.4㎡502.4㎡502.4㎡

200.96㎡200.96㎡200.96㎡200.96㎡200.96㎡200.96㎡200.96㎡

1708.16㎡1708.16㎡1708.16㎡1708.16㎡1708.16㎡1708.16㎡1708.16㎡

1279.92㎡1279.92㎡1279.92㎡1279.92㎡1279.92㎡1279.92㎡1279.92㎡

3925.5㎡3925.5㎡3925.5㎡3925.5㎡3925.5㎡3925.5㎡3925.5㎡

屋上：手摺屋上：手摺屋上：手摺屋上：手摺屋上：手摺屋上：手摺屋上：手摺

土土土土土土土

芝生芝生芝生芝生芝生芝生芝生
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模 型 写 真
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配置図兼1階平面図　S＝1/100



フードサークル

厨房
調理台 調理台

食料保管庫

男子トイレ

女子トイレ

EV

ワインセラー

ワイン棚

試飲スペース

受付カウンター

ワインサークル

トラディッションサークル

印傳屋

ブース

ブース

研磨宝飾品

印章
ブース

甲州織り

ブース

水晶

ブース

和紙

ブース
甲州親子だるま

ブース

ぶどう棚

オープンカフェ

2階平面図　S＝1/100



ブロードサークル

多目的スペース

EV

3階平面図　S＝1/100
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実演・体験 実演・体験

スペース スペース

-Ａ断面図　S＝1/100Ａ

Ｂ-Ｂ断面図　S＝1/100



南

北側立面図　S＝1/100

側立面図　S＝1/100



東

西

側立面図　S＝1/100

側立面図　S＝1/100


