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事務所所在地

〒 103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目 8 番 15 号

tel.

：03-3662-4188

fax.

：03-3664-8072

大日精化工業別館ビル 6 階

e-mail ：info@colorplanning.net
URL

業務内容

：https://www.colorplanning.net

環境色彩調査・提案
景観条例色彩基準策定
地域・建築・施設等の色彩基準・基本色彩計画策定
環境色彩設計［建築内外装トータルプランニング］
プロダクトの色彩設計
コーポレイトカラーの標準化
色彩関連出版・編集

経歴

他

当 初、色 彩 啓 蒙 活 動 を 主 目 的 に任 意 団 体 カ ラ ープ ラン ニ ング セ ン ター として 出 発
（S.43.12.16 −1968）、月刊『色彩情報』刊行、色彩セミナー、色彩調査発表と共に、
【環境
色彩】を提言、日本ではじめて環境色彩調査の方法を公表し、以後具体的に環境色彩調査・
提案、環境色彩設計、プロダクトの色彩設計、色彩関連の出版編集等、色彩にかかわる創
造分野で活動を続ける。
景観形成、都市環境整備プロジェクトなど官公庁、地方自治体関連の業務が多くなり、契
約主体として株式会社カラープランニングセンターを設立（H.6.3.24 −1994）、日本固有
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の風土に基づく快適な環境づくりに
【環境色彩】の立場から参画している。
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設立

平成 6 年（1994）3 月 24 日
昭和 43 年（1968）12 月 16 日任意団体として創業

資本金

1,000 万円

取引銀行

みずほ銀行

横山町支店

口座名義：（株）カラープランニングセンター

所属団体

日本色彩学会・日本デザイン学会・都市環境デザイン会議

2019.04

代表取締役： 田邉 学 （たなべ まなぶ）

1968 年（昭和 43 年）3 月 21 日 東京都出身
武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒
武蔵野美術大学講師、
（財）全国建設研修センター講師
日本色彩学会会員、都市環境デザイン会議会員

1 級カラーコーディネーター（環境色彩）、屋外広告士
景観審議会委員

─世田谷区、鎌倉市、逗子市、松戸市、佐倉市、
袖ヶ浦市、新座市、三郷市、結城市、板倉町、
志摩市

景観審議会専門部会員

─富山県、杉並区、千代田区、武蔵野市

景観審査委員・景観評価員

─千葉県、逗子市、浦安市、越谷市

都市計画審議会委員

─狛江市、国立市
（まちづくり審議会）

景観・まちづくりアドバイザー ─千代田区、世田谷区、板橋区、八王子市、
相模原市、小田原市、鎌倉市、藤沢市、
大和市、箱根町、松戸市、袖ヶ浦市、流山市、
戸田市、八潮市、三郷市、越谷市、結城市、
高崎市など
著作：

顧問：

［景観まちづくり最前線］
（学芸出版社 2007 年・共著）ほか

吉田 愼悟 （よしだ しんご）

1949 年（昭和 24 年）7 月 5 日 神奈川県出身
武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒
武蔵野美術大学教授
日本色彩学会会員、公共の色彩を考える会委員、都市環境デザイン会議委員
富山県景観アドバイザー、小田原市都市計画審査会委員、ほか

スタッフ：

園 さゆり （その さゆり） チーフプランナー

1 級カラーコーディネーター（環境色彩）、首都大学東京講師、
川崎市景観審議会委員、杉並区景観審議委員、志木市景観審議会委員
港区景観アドバイザー

池田 麻美 （いけだ あさみ）

1 級カラーコーディネーター（環境色彩）
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代表者及びスタッフ
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Survey of Environmental Colors and Proposal of Color Guidelines

■環境色彩調査と色彩基準策定
Survey of Environmental Colors and Proposal of Color Guidelines

主な仕事
1971（S.46）−
1973（S.48）−
1974（S.49）−
1978（S.53）−
1979（S.54）−
1981（S.56）−
1983（S.58）−
1984（S.59）−
1985（S.60）−
1986（S.61）−

1987（S.62）−

1988（S.63）−

1989（H.1）−

1990（H.2）−

1991（H.3）−
1992（H.4）−

1993（H.5）−
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1994（H.6）−
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1995（H.7）−

1996（H.8）−

1997（H.9）−

・［東京の色彩］調査
・沖縄環境色彩調査
・ヨーロッパ環境色彩調査
・鹿児島・鴨池海浜ニュータウン色彩基準策定（鹿児島県）
・原町田市街地再開発地域色彩基準策定
・神戸市北野地区洋館色彩調査
・広島大学新キャンパス色彩基準策定
・川崎駅前再開発地区色彩基準策定
・台湾・墾丁風景特定区観光開発計画色彩調査
・川崎市新百合丘駅南口地区色彩基準策定
・筑波研究学園都市中心地区色彩調査
・取手駅西口再開発地区色彩基準策定
・兵庫県大規模建築物色彩指導基準策定（兵庫県）
・姫路市大手前通り都市景観形成地区調査（兵庫県）
・兵庫県篠山町河原町都市景観形成地区指定調査（兵庫県）
・兵庫県出石町旧市街都市景観形成地区指定調査（兵庫県）
・兵庫県社町都市景観形成地区指定調査（兵庫県）
・藤沢市片瀬鵠沼海岸地区色彩調査（藤沢市）
・藤沢市江の島地区色彩基準策定（藤沢市）
・名古屋競馬場環境美化色彩調査
・兵庫県竜野市都市景観形成地区指定調査（兵庫県）
・東京都著名橋整備基本計画色彩調査
・立川基地跡地再開発計画色彩基準策定
・岡山県屋外広告物色彩規制基準策定（岡山県）
・藤沢市全域建築物色彩調査（藤沢市）
・兵庫県川西能勢口駅前都市景観形成地区指定調査（兵庫県）
・日立市駅前地区色彩基準策定
・INAX 工場環境デザインマニュアル作成
・夕張市環境色彩計画策定
・鎌倉にふさわしいまち並みのあり方色彩調査
・山梨県屋外広告物色彩規制基準策定（山梨県）
・兵庫県洲本サントピア・マリーナ景観形成地区調査（兵庫県）
・目黒区民センター周辺地区色彩基準策定
・湘南なぎさデザイン検討調査色彩基準策定
・兵庫県城崎湯島温泉街地区景観形成地区指定調査（兵庫県）
・兵庫県御津町室津地区景観形成地区指定調査（兵庫県）
・弘前市景観形成地区色彩調査
・汐留地区土地利用計画色彩調査
・宮城県広告条例のための色彩調査・提案
・土地区画整理事業における快適な色彩景観に関する調査
・北九州市工場・港湾施設基本色彩計画
・兵庫県高砂・堀川周辺地区都市景観形成地区指定調査（兵庫県）
・千葉駅東口駅前広場設計色彩指針策定調査
・横須賀開国橋周辺修景環境色彩調査
・川崎製鉄西工場環境色彩基準マニュアル作成
・富士市工場地色彩計画調査委託（富士市）
・汐留地区環境色彩計画
・都市空間における色彩検討委員会ワーキング
・兵庫県和田山町竹田地区景観形成地区指定調査（兵庫県）
・多摩センター地区景観形成に関する調査
・北九州魅力ある港づくりにおける色彩計画策定
・川崎市臨海部工場港湾施設等色彩基準策定調査（川崎市）
・富士市工場地等色彩計画調査委託（富士市）
・藤沢市南口ファミリー通り周辺地区色彩計画
・千葉ニュータウン 23 街区Ａブロック色彩計画
・川崎市臨海部工場港湾施設等色彩基準策定調査その 2（川崎市）
・かずさアカデミアパーク建築物色彩基準策定
・兵庫県生野町口銀谷地区都市景観形成地区指定調査（兵庫県）
・香椎パークポート建築物外装色彩基準策定
・さいたま新都心官庁施設街区における色彩誘導計画検討業務 1（関東地建）
・兵庫県大屋町筏・藏垣・大杉地区景観形成地区指定調査（兵庫県）
・さいたま新都心官庁施設街区における色彩誘導計画検討業務 2（関東地建）
・富士宮市景観基準策定調査
・洲鼻通り環境色彩調査業務委託（藤沢市）
・熊本県色彩景観ガイドライン策定業務委託（熊本県）

2000（H.12）−

2001（H.13）−
2002（H.14）−

2003（H.15）−

2004（H.16）−
2005（H.17）−

2006（H.18）−

2007（H.19）−

2008（H.20）−
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1999（H.11）−

・郵便局舎カラーデザイン検討・旭川東郵便局色彩設計委託
・浜松市鍛冶町通り南地区都市デザイン指導業務
・芝三丁目東地区再開発事業・色彩デザインガイドライン策定
・工場外装色彩設計・色彩マニュアル作成委託
・ミサワホーム環境色彩調査委託
・景観形成地域指定調査業務委託（水俣・芦北海岸地域）
・景観形成計画業務委託（野田市全域）
・いすゞ自動車川崎工場色彩基準作成
・景観形成地区（山崎町山崎地区）指定調査業務委託（兵庫県）
・上越市環境色彩調査
・大宮市宮原地区ガイドライン作成業務
・南本牧ふ頭等に係るみなと色彩計画策定業務委託（横浜市）
・岩槻市都市景観形成調査に関する色彩検討
・まちの色彩景観ガイドライン基礎調査委託（相模原市）
・平成 12 年度茅ヶ崎市色彩ガイド調査業務委託
・関門色彩調査（北九州市・下関市）
・上越市景観施設関連調査
・相模原市まちの色彩景観ガイドライン策定業務委託
・鎌倉芸術館周辺景観形成地区指定基礎調査委託
・上越市公共公益施設色彩改善計画作製調査業務
・文京区色彩ガイドラインの作成及び実態調査
・関門景観地区指定調査
・中国盤錦市環境景観色彩計画技術指導
・響灘カラーデザインモデルプラン作成業務委託
・戸田市都市景観形成色彩調査業務
・戸田市景観色彩ガイドライン策定業務
・柏市都市景観形成色彩調査業務
・柏市景観色彩ガイドライン策定業務
・富山県景観色彩調査
・ふるさと［奈良］地域の色づくりガイドライン調査業務
・美しい景観を活かした地域活性化に関する基礎調査
・ふるさと奈良地域の色づくりガイドライン調査業務
・藤沢市色彩ガイドライン策定調査業務
・ふるさと奈良地域の色づくりガイドライン調査業務
・小田原市環境色彩ガイドマニュアル策定調査業務
・色彩をいかした景観・まちづくりセミナー企画運営
・尾道市景観計画色彩基準策定基礎調査業務
・逗子市景観計画色彩基準策定基礎調査業務
・久我山の景観を思い描く会運営委託
・景観づくり調査研究業務委託（奈良県）
・台東区平成 17 年度景観ふれあいまつり運営業務
・富山市建築物・屋外広告物の色彩等に関する調査業務委託
・武藏野操車場跡地における景観計画・色彩設計 ( 新三郷駅周辺地区 )
・景観地区指定に向けた検討業務（若宮大路周辺地区）
・鎌倉市北鎌倉駅周辺地区環境色彩調査
・横浜市みなとみらい 21 中央地区環境色彩基準策定調査
・小田原市国道一号景観形成重点地区環境色彩基準策定調査
・平城遷都 1300 年祭会場色彩基本計画（奈良県）
・静岡市景観計画環境色彩基準策定調査
・熱海市景観計画環境色彩基準策定調査
・東京都色彩ガイドライン策定調査
・倉敷市屋外広告物及び色彩景観調査業務
・大和市景観計画色彩基準策定業務
・［大分市色彩ガイドライン］策定業務委託
・景観色彩計画の企画立案に関する調査研究業務 1（中部地方都市美協議会）
・平成 19 年度屋外広告物実態調査及び規制県等調査業務（熱海市）
・足立区景観計画等策定業務委託
・静岡市景観計画策定（その 2）調査業務委託
・熱海市道路舗装の色彩検討調査
・松阪市景観計画色彩基準策定業務委託
・景観色彩計画の企画立案に関する調査研究業務 2（中部地方都市美協議会）
・相模原市都市景観形成基本計画等策定調査委託
・相模原市都市デザイン整備計画策定調査委託
・杉並区景観計画の色彩基準策定及び色彩調査等委託
・奈良県景観計画・色彩基準策定業務委託
・浦安市景観計画における色彩基準の検討
・戸田市景観計画色彩基準策定調査業務
・町田市景観色彩調査業務委託
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1998（H.10）−
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Survey of Environmental Colors and Proposal of Color Guidelines

2009（H.21）−

2010（H.22）−

2011（H.23）−

2012（H.24）−

2013（H.25）−

2014（H.26）－

2015（H.27）－
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2016（H.28）－
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2017（H.29）－

・新座市景観計画色彩基準策定調査
・町田市景観色彩ガイドライン策定調査
・松戸市景観計画策定業務委託
・平成 21 年度「小田原市色彩景観のてびき」作製業務委託
・高架橋路線配色・同解説に関する資料作成（その 2）
・青梅市景観色彩ガイドラインの作成及び実態調査業務
・品川区景観計画色彩基準策定調査
・高崎市景観色彩色彩ガイドライン策定調査業務委託
・高崎市屋外広告物調査業務
・練馬区景観計画および景観条例策定基礎調査業務委託
・桑名市景観計画推進事業業務
・八王子市景観計画策定等調査検討業務
・松戸市景観計画策定業務委託
・景観計画策定に係る建築物等の色彩調査その他業務
・身延山内景観整備県等業務委託
・殿町 3 丁目地区色彩デザインガイドライン策定業務委託
・高崎市屋外広告物ガイドライン作成委託
・練馬区景観計画及び練馬区景観条例策定業務
・津市景観計画色彩基準策定調査
・板橋区色彩ガイドライン策定調査委託
・千代田区景観まちづくり計画色彩・屋外広告物景観形成基準策定調査
・松戸市景観色彩現況調査業務委託
・（仮称）練馬区景観計画策定等業務委託
・大牟田市景観計画策定に係る色彩調査業務委託
・中間市景観計画策定に係る色彩調査業務委託
・板橋区公共施設整備景観ガイドライン策定等調査委託
・平成 24 年度調布市景観計画色彩調査業務委託
・松戸市景観色彩現況調査業務委託
・志摩市景観計画色彩基準等策定業務
・中国福州市景観色彩基準策定業務
・春日部市粕壁宿重点地区指定調査
・タワー型立体駐車場の記号等表示及び中高層ビルの壁面サインに係る調査検討業務
（広島市）
・広島市景観計画策定支援業務
・黒石市景観計画策定業務
・品川区武蔵小山駅周辺地区・景観計画策定のための色彩調査
・斎宮跡再生整備計画色彩調査
・三浦市景観計画策定色彩現況調査
・佐倉市景観計画策定色彩現況調査
・長野駅東口バス待機場整備工事 舗装材輝度比計測業務
・佐倉市景観計画策定業務委託
・しあわせ野東地区地区計画等見直し検討支援業務（町田市）
・広島市景観色彩ガイドライン作成支援業務
・玉川上水・放射 5 号線周辺地区屋外広告物の色彩使用状況調査等委託（杉並区）
・北九州市学術・研究都市地区建築物等現況調査業務委託
・板橋区屋外広告物景観ガイドライン策定業務委託
・建築物の色彩に関する調査委託（東京都都市整備局）
・佐倉市景観計画策定業務委託その 3
・屋外広告物改正許可基準等解説資料作成支援業務（広島市）
・学校施設の標準色彩デザイン作成業務委託（川崎市教育委員会）
・登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区個性ある街づくり推進業務委託（川崎市）
・北九州市小倉北区京町・浅野地区色彩調査業務委託
・玉川上水 ･ 放射 5 号線周辺地区屋外広告物のルール等検討業務委託（杉並区）
・港区屋外広告物景観形成ガイドライン検討支援業務委託
・台東区屋外広告物実態調査等業務委託
・陸前高田市まちづくり・みせづくりワークショップ運営支援等業務
・風景づくりのガイドライン（屋外広告物編）作成支援業務（世田谷区）
・公共事業における景観配慮の促進業務委託（その 2）
（千葉県）
・景観色彩手引き（仮称）原稿作成委託（東京都）
・平成 28 年度小田原市色彩景観の手引き等印刷
・港区屋外広告物景観形成ガイドライン策定支援業務委託
・町田市景観計画に基づく町田市屋外広告物ガイドライン策定支援業務委託
・松戸駅周辺地区サイン景観形成業務委託（松戸市）
・板橋宿不動通り地区景観まちづくり推進調査等委託（板橋区）
・外環道東名ジャンクション（仮称）換気塔色彩コンクール公募事業・運営業務委託（世田谷区）
・世田谷区風景づくりのガイドライン（屋外広告物編）作成支援業務
・陸前高田市景観計画策定支援業務

1969（S.44）−
1973（S.48）−
1974（S.49）−
1975（S.50）−
1977（S.52）−

・大日精化工業・工場カラー煙突着彩設計
・沖縄国際海洋博会場基本色彩計画
・沖縄・琉球リースビル外装色彩設計
・東急ドエル我孫子ビレジ外装色彩設計
・町田市立原・鶴間・木曽小学校内外装色彩設計（町田市）
・町田市忠生・上山田センター内外装色彩設計（町田市）
・津田沼新京成ビル外装色彩設計
・埼玉県草加高校クラブハウス内外装色彩設計
・町田市鶴川老人福祉センター内外装色彩設計（町田市）
・町田市立金井・高ヶ坂・南第二小学校内外装色彩設計（町田市）
・秩父桜木保育園内外装色彩設計
・志木市民会館内装色彩設計
・大地沢青少年センターヒュッテ内外装色彩設計（町田市）
・育心会病院教育棟内外装色彩設計
・埼玉県立草加南高校生徒ホール内外装色彩設計
・東松山中央公民館内外装色彩設計
・川越養護学校育心寮内装色彩設計
・町田市公民館内外装色彩設計（町田市）
・町田市立山崎・成瀬台中学校内外装色彩設計（町田市）
・町田市立成瀬台小学校内外装色彩設計（町田市）
・大日精化工業サロン内装色彩設計
・東急リゾートタウン浜名湖外装色彩設計
・東急アルス田園調布内装色彩設計
・町田市立山崎・南つくし野小学校内外装色彩設計（町田市）
・町田市立大蔵・小山田・成瀬南小学校内外装色彩設計（町田市）
・東急ドエル川越ビレジ内外装色彩設計
・京急釜利谷地区モデル街区外装色彩設計
・東急ドエル桶川ビレジ外装色彩設計
・療育園通勤寮内外装色彩設計
・東浦和みどり保育園内装色彩設計
・埼玉県立与野高校クラブハウス内装色彩設計
・東急ドエル・アルス府中内外装色彩設計
・東急ドエル・アルス上野毛内外装色彩設計
・横浜郵便集中局内装・機械化設備色彩設計（郵政省）
・町田リサイクル文化センター内外装色彩設計（町田市）
・町田市立南成瀬・木曽中学校内外装色彩設計（町田市）
・藤沢東急プラザ外装色彩設計
・藤沢東急プラザ・パーキングビル内装色彩設計
・香港・日本人学校内外装色彩設計
・町田市小川つくし野センター内外装色彩設計（町田市）
・町田市木曽山崎・堺センター内外装色彩設計（町田市）
・たまプラーザ東急ショッピングセンター外構色彩設計
・東急ドエル宮崎台テラス外装色彩設計
・東急ドエルつきみ野アネックス外装色彩設計
・埼玉県立東大宮高校クラブハウス内外装色彩設計
・町田ターミナルプラザ外装色彩設計（町田市）
・東急ドエル新検見川ビレジ外装色彩設計
・ゼネラル石油サービスステーション外装色彩設計
・すえひろ新百合丘店外装色彩設計
・東急ドエル鎌倉ビレジ外装色彩設計
・東急ビレジ・アルス上用賀内外装色彩設計
・浅野町工業団地外部環境色彩設計
・名古屋郵便集中局内装・機械化設備色彩設計（郵政省）
・南多摩斎場火葬棟外装塗替色彩設計
・東急ドエル希望ヶ丘ビレジ内外装色彩設計
・東急ドエル・アルス石川台内外装色彩設計

1978（S.53）−

1979（S.54）−

1980（S.55）−

1981（S.56）−

1982（S.57）−

1983（S.58）−

Planning and Design of Environmental Colors

Planning and Design of Environmental Colors

・倉敷市景観計画改定業務委託
・鷺沼駅周辺地区まちづくり推進業務
・平成 30 年度まちなか再生支援事業業務（小田原市）
・千代田区景観事前協議周知パンフレット企画作成業務
・景観色彩セミナー & ワークショップ
・高尾山参道周辺地区屋外広告物地域ルール策定支援業務委託（八王子市）
・千代田区屋外広告物実態調査等業務
・景観啓発講演会及び屋外広告物研究会支援業務委託（武蔵野市）
・平成 30 年度案内サイン適正配置等検討業務（小田原市）
・平成 30 年度板橋宿不動通り地区景観まちづくり推進調査等委託（板橋区）
・換気塔色彩デザイン着彩提案書作成及び記念誌刊行業務委託（世田谷区）

Color Planning Center Inc. Corporate Profile [1968-2018]

■環境色彩設計［建築内外装］

2018（H.30）－

7

Planning and Design of Environmental Colors

1984（S.59）−

1985（S.60）−

1986（S.61）−

1987（S.62）−

Color Planning Center Inc. Corporate Profile [1968-2018]

1988（S.63）−

8

1989（H.1）−

・川崎・マイコンシティ外部環境色彩設計
・多摩ニュータウン 4 住区外装色彩設計
・東急ドエル・アルス深沢内外装色彩設計
・鶴巻ガーデンシティひかりの街外装色彩設計
・大日精化工業蓼科森林荘内外装色彩設計
・マツダ海外ディーラー店舗内装色彩設計
・東電・電柱公共広告デザイン色彩システム策定
・東急不動産中高層住宅外装色彩標準化
・取手駅西口再開発色彩計画
・千葉都市モノレール 17 駅舎外装色彩設計
・札幌スウェーデンヒルズサイン色彩設計
・筑波科学博星丸ランド色彩計画
・仙台キリンスポーツクラブ内外装色彩設計
・キリンビール取手工場内外装色彩設計
・札幌中央郵便局内装・機械化設備色彩設計
・兵庫県御津町文化センター外装色彩設計
・聖蹟桜ヶ丘周辺開発計画色彩計画
・千葉都市モノレール 16 駅舎内装色彩設計
・キリンビール京都工場見学者通路内装色彩設計
・INAX 尾道工場内外装色彩設計
・大日精化工業京都営業所内外装色彩設計
・京急ショッピングプラザ能見台外装色彩設計
・マイコンシティ上物建設マスタープラン色彩計画
・大地沢青少年センターキャビン改装色彩設計（町田市）
・東急ドエル・アルス上野毛内外装色彩設計
・大日精化工業東海技術棟内外装色彩設計
・京急ニュータウン三浦海岸第 1 〜 4 次外装色彩設計
・東急ドエル多摩川ビレジ内外装色彩設計
・ヂーゼル機器工場内装・機械設備色彩設計
・芝二丁目ビル外装色彩設計
・東急桜丘町ビル外装色彩設計
・九州電力松浦発電所外装色彩設計
・宮前平ショッピングパーク外装改装色彩設計
・日立市けやき通り歩道色彩設計
・津田沼 12 ビル外装改装色彩設計
・貞静学園保育専門学校内外装色彩設計
・種子島宇宙センター吉信射点建造物内外装色彩設計
・京急ニュータウン三浦海岸 5 〜 8 次外装色彩設計
・京急杜の街金沢能見台第 1 〜 3 次外装色彩設計
・水谷ペイント自動倉庫外装色彩設計
・住友不動産小机マンション外装色彩設計
・電源開発松浦火力発電所外装色彩設計
・アップジョン筑波総合研究所内装色彩設計
・大川端リバーシティ 21 外装色彩設計
・京急幼稚園内外装色彩設計
・日本医大付属第二病院内装・改装（部分）色彩設計
・藤和不動産希望ヶ丘建売住宅外装色彩設計
・種子島宇宙センター吉信射点発射管制棟外装色彩設計
・キリンシーグラム御殿場工場見学者通路内装色彩設計
・相模原うるおいあるみちづくり色彩設計
・多摩ニュータウン 8-2-3 住区外装色彩設計
・種子島吉信射点整備組立棟内外装色彩設計
・種子島吉信射点射座点検棟・移動発射台内外装色彩設計
・ゼネラル石油ＳＳリニューアル外装色彩設計
・国道 134 号東浜歩道色彩設計
・亜細亜大学キャンパス外装色彩設計
・京急杜の街金沢能見台第 4 次外装色彩設計
・INAX 上野タイル工場新棟外装色彩設計
・日産自動車販売店内外装色彩計画
・京急ニュータウン三浦海岸第 9 〜 10 次外装色彩設計
・蒲田東急プラザ改修外装色彩設計
・青葉台 21 構想外装色彩計画
・K-11 ビル外装色彩設計
・マツダショップ内外装基本色彩設計
・小松川グリーンタウン外装色彩設計
・天城リゾートヴィラ外装色彩設計
・新東京郵便局・東京小包郵便局内装・機械化設備色彩設計
・京急ニュータウン三浦海岸第 11 〜 12 次外装色彩設計

1991（H.3）−

1992（H.4）−

1993（H.5）−

1994（H.6）−

1995（H.7）−

Planning and Design of Environmental Colors
Color Planning Center Inc. Corporate Profile [1968-2018]

1990（H.2）−

・京急杜の街金沢能見台第 5 次外装色彩設計
・市ヶ尾駅前バスターミナル色彩設計
・東急ストア東扇島物流センター低温棟内装色彩設計
・東急ハーヴェストクラブ天城外装色彩設計
・西宮名塩ニュータウン外観色彩基本計画
・羽田空港ターミナル地域景観計画色彩基本計画
・宮崎空港ターミナルビル内外装色彩設計
・二俣川駅北口共同ビル外装色彩設計
・江戸川区スポーツセンター外装塗替色彩設計
・蓼科リゾートヴィラ外装色彩設計
・安部学院高校新棟内外装色彩設計
・ICI ジャパンテクニカルセンター新棟内外装色彩設計
・東京駅南口通路壁面デザイン
・京急杜の街金沢能見台第 6 〜 9 次外装色彩設計
・京急ニュータウン三浦海岸第 13 〜 16 次外装色彩設計
・厚木森の里第 5 期分譲住宅外装色彩設計
・ライフ東京総合センター外装色彩設計
・メゾン・ゴールド外装色彩設計
・川崎製鉄ステンレス冷延工場内装設備色彩設計
・横浜市立大学医学部付属病院内装色彩設計
・ラ・ビスタ宝塚外装色彩設計
・成田空港管制塔外装色彩設計
・イトーヨーカドー SP カラーシステム設計
・栄研化学新研究所内外装色彩設計
・メイワパックス新兵庫工場内外装色彩設計
・岐阜県団地リフレッシュ計画外装色彩設計
・JR 東日本船橋行田寮外装色彩設計
・京急ニュータウン三浦海岸第 17 次〜 18 次外装色彩設計
・羽田国際空港整備地区色彩計画
・新宿御苑西口門周辺色彩計画
・大阪 OAP 外装外構基本色彩計画
・川崎製鉄千葉製鉄所西工場内外装色彩設計
・亀戸・大島・小松川地区基本色彩計画
・セントラル警備保障研修センター内外装色彩設計
・羽田国際空港ターミナル地区立体駐車場内外装色彩設計
・羽田国際空港カーゴ地区新貨物ターミナル内外装色彩設計
・神戸園田競馬場環境整備色彩計画
・ももちセンター地区色彩計画
・京急ニュータウン三浦海岸第 19 次〜 21 次外装色彩設計
・京富岡光彩の丘第 1 次外装色彩設計
・大阪通常・大阪小包郵便局内装・機械化設備色彩設計（郵政省）
・秋田ポートタワー外装色彩設計
・よこすか海辺ニュータウン色彩計画
・芦屋浜高層住宅団地改装外装色彩計画
・広島基町地下アクセス道路色彩設計
・横須賀市役所前公園色彩設計
・久里浜プロムナード色彩設計
・京急ニュータウン三浦海岸第 22 次〜 24 次外装色彩設計
・京急富岡光彩の丘第 2 次〜 4 次外装色彩設計
・大坂台公園歩道橋色彩設計
・境川護岸修景色彩設計
・江戸川区スポーツランド改装外装色彩設計
・臨海副都心道路景観色彩設計
・湘南大橋塗替色彩設計
・新東京国際空港第 4 貨物ビル外装色彩設計
・三菱石油 SS のニューカラリング計画コンペ提案
・東急不動産美しが丘西第 3 次〜 6 次外装色彩設計
・東急不動産松風台住宅第 3 次〜第 7 次外装色彩設計
・昭和四日市石油（株）RESIC 計器室外装色彩設計
・平作川夫婦橋実施色彩設計
・東京電力駿富線 No.16 鉄塔色彩設計
・アーベインルネス別府外装色彩設計
・あわしま堂事務棟・工場棟外装色彩設計
・東急不動産富士塚地区外装色彩設計
・羽田空港沖合展開第 3 期（東側地区）色彩ガイドライン策定
・アーベインルネス大里西外装色彩設計
・相模大堰色彩計画
・水門、樋門・樋管の色彩モデルタイプ作成
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1996（H.8）−

1997（H.9）−

1998（H.10）−

1999（H.11）−

2000（H.12）−

Color Planning Center Inc. Corporate Profile [1968-2018]

2001（H.13）−
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2002（H.14）−

2003（H.15）−

2004（H.16）−

・神奈川県・村道土山高畑線橋梁（人道橋）色彩設計
・北九州市・港湾施設色彩実施設計
・東急不動産戸建住宅壁面吹付材の色彩標準化
・東急不動産富士塚地区第 9 次外装色彩設計
・東急不動産松風台第 8 次外装色彩設計
・東急不動産美しが丘西第 7 次〜 9 次外装色彩設計
・東急不動産桂台 54 街区外装色彩設計
・東急不動産あすみが丘 130･131･132 街区外装色彩設計
・東急不動産大場 31 街区外装色彩設計基本計画
・水谷ペイント埼玉工場内外装色彩設計
・昭和電工・川崎工場外装色彩基本計画
・東急不動産美しが丘西第 12 次〜 16 次外装色彩設計
・東京電力東扇島火力発電所外装色彩計画
・南芦屋浜団地外装色彩設計
・川崎港海底トンネル擁壁塗装カラーデザイン委託
・東逗子開発計画実施設計色彩計画
・JR 横須賀駅周辺地区（公社街区）基本設計色彩計画
・江戸川区スポーツセンター塗替え色彩設計
・ガーデンハウス鹿の子台第 5 建物外装色彩計画
・西神田二丁目複合施設外観色彩設計
・原町田再開発計画カラースキム作成委託
・昭和電工・川崎工場外装色彩設計
・味の素川崎工場外装色彩基本計画策定
・中国海口市世紀大橋修景設計業務
・横須賀駅周辺地区住棟色彩計画及び施設棟基本設計
・釧路東急イン改装工事外装色彩設計
・港北 NT 北駅前ビル外装色彩設計委託
・川崎市平成 10 年度臨海部色彩デザイン作製委託
・味の素川崎工場施設類外装色彩設計作成委託
・千葉ニュータウン A ブロック色彩設計
・港北ニュータウン 2-6-C ブロック色彩計画検討
・昭和電工大分工場外装色彩設計・色彩マニュアル作成委託
・松江東急イン改装工事外装色彩設計
・いすゞ自動車川崎工場色彩設計
・六甲道駅南地区第二種市街地再開発事業外装色彩計画
・門司文化センター外壁改修工事色彩設計
・横須賀駅周辺地区外装色彩計画
・六甲道駅南第 3 地区桜口 5 第 21 区外装色彩設計
・港北 NT2-6-C BL 第 5 住宅建築工事 7A・B 棟色彩計画
・（仮称）土支田・五十嵐武マンション新築工事色彩設計
・（仮称）竹内マンション新築工事色彩設計
・味の素ほんだし工場外装色彩設計委託
・仙台南郵便局山田鈎取庁舎（仮称）新築工事色彩設計
・金武発電所見学路色彩計画助言業務
・（仮称）矢作マンション新築工事色彩設計
・（仮称）東池袋マンション新築工事外装色検討コンサルタント業務
・水戸駅南口周辺地区景観設計協力業務
・（仮称）吉野裕久マンション新築工事色彩設計
・北九州高速道路料金所色彩計画作成委託
・荒川沖駅西口第 1-A 地区市街地再開発環境計画業務
・（仮称）六甲道駅南第 2 地区第 1 工区再開発ビル
・八街市クリーンセンター色彩計画
・水戸駅南口周辺地区景観設計協力業務
・川崎市平成 13 年度色彩デザイン作製委託
・葛西処理場煙突デザイン色彩設計助言業務
・イルヴィアーレ石神井公園 A-5 外装色彩設計
・イルヴィアーレ成増 D 棟外装色彩設計
・つくばエクスプレスサインデザイン計画
・岩槻市川通公園野球場色彩基本計画
・荒川沖駅西口第 1-A 市街地再開発に伴う色彩設計
・（仮称）六甲道駅南第 4 地区再開発ビル外観色彩調整
・ウェルブ六甲道 4 番街（4 街区）再開発ビル外装色彩設計
・川通公園色彩監理業務委託
・貞静学園新校舎計画色彩設計アドバイザー
・新青森県総合運動公園環境色彩計画調査
・川崎市平成 15 年度色彩デザイン作製委託
・荒川沖駅西口第 1-A 地区市街地再開発事業内装色彩監修
・大和ハウス・ロイヤルパークス荻窪外装色彩設計業務

2007（H.19）−

2008（H.20）−

2009（H.21）−

2010（H.22）−
2011（H.23）−

2012（H.24）−

2013（H.25）−

2014（H.26）−
2015（H.27）−
2016（H.28）−
2017（H.29）−
2018（H.30）−

Planning and Design of Environmental Colors

2006（H.18）−
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2005（H.17）−

・川崎市平成 16 年度色彩デザイン作製委託
・首都高速大宮線見沼田圃高架部色彩計画業務
・ソフトタウン根岸壱番館外装改修色彩デザイン
・昭和大学藤が丘病院核医学検査室内装色彩設計
・藤田ビル外装改修色彩設計
・東向島 5 丁目マンション新築工事外装色彩設計
・勝山公園計画実施設計景観色彩アドバイザー業務
・大和ハウス・ロイヤルパークス南千住 192 外装色彩設計業務
・ケーズデンキ堺本店外装色彩設計業務
・川崎市平成 17 年度色彩デザイン作製委託
・川崎市平成 18 年度色彩デザイン作製委託
・ケーズデンキ店舗外装標準化色彩計画
・東京港臨海大橋色彩計画
・大和ハウス・ロイヤルパークス西新井外装色彩設計業務
・川崎市平成 19 年度色彩デザイン作製委託
・赤塚新町 3 丁目プロジェクト新築工事外装色色彩計画
・鶴舞団地第一期先工区建物基本設計
・首都高速道路の路線指定色に関する検討
・川崎市平成 20 年度色彩デザイン作製委託
・大和ハウス・ロイヤルパークス武蔵小杉外装色彩設計業務
・利根コカコーラボトリング宇都宮工場塗り替え色彩設計
・南河原架道橋改修工事色彩計画
・首都高速道路大橋地区防音ハウス景観検討（その 1・その 2）
・ケーズデンキ外装色彩デザインマニュアル改訂
・川崎市平成 21 年度色彩デザイン作製委託
・川崎市平成 22 年度色彩デザイン作製委託
・小田急本厚木ミロード環境提案
・首都高速道路における色彩検討資料作成
・ゆいま〜る中沢新築工事外装色彩設計
・川崎市平成 23 年度色彩デザイン作製委託
・九州大日精化工業株式会社熊本事業所新建屋・正門色彩設計
・首都高速道路における色彩検討資料作成 その 2
・川崎市平成 24 年度色彩デザイン作製委託
・超都市部のモデルセンターデザイン監修（ヤクルト本社）
・川崎市平成 25 年度色彩デザイン作製委託
・四日市市新総合ごみ処理施設外装色彩計画
・平成 25 年度南武線アクセス向上等整備事業に伴う駅舎及び
自由通路外装デザイン作成委託業務
・大日精化工業株式会社本社別館及び稲村ビルサイン設計・施工等業務
・四日市市新総合ごみ処理施設外装色彩計画
・川崎市平成 26 年度色彩デザイン作製委託
・四日市市新総合ごみ処理施設建設工事内外装カラーリング確認業務
・川崎市平成 27 年度色彩デザイン作製委託
・四日市市新総合ごみ処理施設建設工事内外装カラーリング確認及び竣工図作成
・川崎市平成 28 年度色彩デザイン作製委託
・川崎市平成 29 年度色彩デザイン作成委託
・京都府内アスファルトプラント外装色彩計画
・川崎市平成 30 年度色彩デザイン作製委託
・キートス山名外観色彩計画
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Color Design of Products

■プロダクトの色彩設計

1972（S.47）−

Color Design of Products

1974（S.49）−
1975（S.50）−
1980（S.55）−
1981（S.56）−
1987（S.62）−
1994（H.6）−
1996（H.8）−

Standardization of Corporate Colors

1997（H.9）−
1998（H.10）−
2000（H.12）−
2006（H.18）−
2007（H.19）−
2013（H.25）−

■コーポレイトカラーの標準化
Standardization of Corporate Colors

1972（S.47）−
1973（S.48）−
1979（S.54）−
1982（S.57）−
1984（S.59）−
1986（S.61）−

Color Planning Center Inc. Corporate Profile [1968-2018]

1989（S.64）−
1991（H.3）−
1999（H.11）−
2007（H.19）−

12

・ピクニカルネ 自転車の色彩設計（ブリヂストンサイクル工業）
・西武リビングカラースキム リビング用品の色彩設計（西武百貨店）
・陸上自衛隊音楽隊演奏服（陸上自衛隊）
・ナショナルパネ メラミン化粧板の色彩設計（松下電工）
・ピクニカミモレ 自転車の色彩設計（ブリヂストンサイクル工業）
・西友リビングカラーシステム リビング・インテリア用品の色彩設計（〜 '82）
（西友）
・ボレロ 自転車の色彩設計（ブリヂストンサイクル工業）
・自動車内装用レザー カーインテリアの色彩設計（〜 '93）
（ヤマト化学工業）
・クボタコロニアル 屋根材の色彩設計（クボタ鉄工）
・イトーヨーカドー POP カラー設計
・クボタニューコロニアル 屋根材の色彩設計（クボタ）
・水谷ペイント 屋根用塗料の標準色設計
・クボタ 屋根材の色彩設計
・オレンジウッド 人工木材の標準色設計 ( 積水樹脂 )
・クボタ屋根材新製品企画業務委託
・カラモニー・カラーシステム設計企画
・屋根材新色色彩設計（クボタ松下電工外装株式会社）
・新形状屋根材カラー計画（クボタ松下電工外装株式会社）
・カラーベスト色彩計画（ケイミュー株式会社）

・サンスター
・東洋工業（マツダ）
・松屋
・オートラマ
・ブリヂストン
・キリンビール
・象印
・東レ
・リコー
・川崎製鉄
・マツダ・アンフィニ
・新 CI 表示法のための色彩分析
・都営地下鉄グリーン色の検討

1969（S.44）−
1970（S.45）−
1971（S.46）−
1972（S.47）−
1979（S.54）−
1982（S.57）−
1984（S.59）−
1986（S.61）−
1988（S.63）−
1989（H.1）−
1993（H.5）−
1994（H.6）−
1996（H.8）−
1998（H.10）−
2002（H.14）−

2003（H.15）−

2004（H.16）−
2005（H.17）−
2006（H.18）−

2007（H.19）−

2008（H.20）−

2009（H.21）−

2010（H.22）−

2011（H.23）−
2012（H.24）−
2013（H.25）−
2014（H.26）−

2015（H.27）−

・月刊［色彩情報］刊行（〜 '78）
・アートカレンダー（'69 〜 大日精化工業）企画制作
・［変わる色の見え］刊行
・スライド集［東京の色彩］刊行
・［モナリザ百微笑］
（中村誠 + 福田繁雄）展企画 パリ国立装飾美術館
・スライド集［色彩大系］
（美術出版社）編集
・［中国色名総覧］刊行
・［光源の演色性検査カード］制作発売
・［環境色彩デザイン］
（美術出版社）編集
・［色の手帖］
（小学館）制作協力
・［国際版色の手帖］
（小学館）制作協力
・［DCA デザイナーズカラーアトラス］
（小学館）制作協力
・［保存環境モニタリング用指数判定基準色票］制作（東京国立文化財研究所）
・［都市における快適な色彩景観の形成］
（（財）都市づくりパブリックデザインセンター）編集
・［富士市の工場地色彩ガイドライン］編集（富士市）
・［臨海部色彩ガイドライン］編集（川崎市建築局）
・［くまもとカラーガイド 色彩景観ガイドライン］
（熊本県土木部・くまもと緑の財団）
・［上越市環境色彩ガイドライン］
（上越市）
・［まちの色彩景観ガイドライン］
（相模原市）
・［文京区色彩ガイドライン］
（文京区）
・［上越市環境色彩ガイドライン］
（上越市）
・［富山県景観づくり色彩ガイドライン］
（富山県土木部都市計画課）
・［概要版富山県景観づくり色彩ガイドライン］
（富山県土木部都市計画課）
・［表色系 = カラーシステム］
・［上越市環境色彩ガイドライン（再版）］
（上越市）
・［まちの色彩ガイドライン ( 再版 )］
（相模原市）
・［小田原市色彩景観のてびき］
（小田原市）
・［藤沢市色彩景観ガイドライン］
（藤沢市）
・［東京都景観色彩ガイドライン］
（東京都）
・［東京都水辺の景観色彩ガイドライン］
（東京都）
・［臨海部色彩ガイドライン（再版）］
（川崎市）
・［小田原市屋外広告物条例の色彩基準］
（小田原市）
・［ケーズデンキ店舗外装色彩設計マニュアル 塗装色見本帳］
（ギガスケーズデンキ株式会社）
・［景観計画色彩基準パブリックコメント資料］
（静岡市）
・［静岡市環境色彩ガイドライン］
（静岡市）
・［国道 1 号本町・南町地区景観形成重点区域の色彩基準］
（小田原市）
・［高崎市景観色彩ガイドライン（暫定版）］
（高崎市）
・［高崎市屋外広告物色彩ガイドライン（暫定版）］
（高崎市）
・［首都高速道路の色・高架橋路線配色の概要］
（首都高速道路株式会社）
・［城下町おだわらの屋外広告物］
（小田原市）
・［杉並区景観色彩ガイドライン（案）］
（杉並区）
・［奈良県景観色彩ガイドライン］
（奈良県）
・［小田原市色彩景観のてびき・改訂版］
（小田原市）
・［町田市景観色彩ガイドライン］
（町田市）
・［青梅市景観形成ガイドライン─色彩編］
（青梅市）
・［杉並区景観色彩ガイドライン］
（杉並区）
・［新座市景観色彩ガイドライン］
（新座市）
・［ケーズデンキ店舗外装色彩設計マニュアル・改訂版］
（ケーズホールディングス株式会社）
・［高崎市景観色彩ガイドライン］
（高崎市）
・［松戸市景観形成ガイドライン─色彩編］
（松戸市）
・［松戸市景観形成ガイドライン─建造物編］
（松戸市）
・［高崎市屋外広告物条例の手引き（景観×広告ガイドライン）］
（高崎市）
・「板橋区景観色彩ガイドライン」
（板橋区）
・「色彩から考える練馬の景観」
（練馬区）
・［小田原市色彩景観のてびき・改訂版］
（小田原市）
・［青梅市景観形成ガイドライン─色彩編・増刷］
（青梅市）
・首都高速道路高架橋路線配色設計要領増刷
・「高崎市景観色彩ガイドライン」増刷（高崎市）
・「大日精化アートカレンダーシリーズ
2015―サム・フランシス〈空の詩／躍動する色彩〉」
（大日精化工業株式会社）
・「板橋区屋外広告物景観ガイドライン」
（板橋区）
・「板橋区景観色彩ガイドライン・追補編」
（板橋区）
・「屋外広告物新基準の解説」
（広島市）
・「広島市の屋外広告物制度」
（広島市）
・「広島市景観まちづくりハンドブック」
（広島市）

Publication of Color Studies

Publication of Color Studies

Color Planning Center Inc. Corporate Profile [1968-2018]

■色彩関連出版・編集
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2015（H.27）−

2016（H.28）−

2017（H.29）−

Product and Service

2018（H.30）−

■取扱商品・サービス

・「風景づくりの手引きー色彩編ー・改訂版」
（世田谷区）
・「上越市環境色彩ガイドライン」印刷（上越市）
・「小田原市色彩景観のてびき」印刷（小田原市）
・「大日精化アートカレンダーシリーズ
2016―ヴァレリオ・アダミ〈線と面と色彩と〉」
（大日精化工業株式会社）
・「公共事業における景観色彩計画ヒント集」
（千葉県）
・「東京都景観色彩ガイドライン」増補編集（東京都）
・「小田原市色彩景観のてびき」印刷（小田原市）
・「大日精化アートカレンダーシリーズ
2017―ジャン・ミシェル・フォロン〈色彩の惑星〉」
（大日精化工業株式会社）
・「港区屋外広告物景観形成ガイドライン」
（港区）
・「町田市屋外広告物ガイドライン（景観編）」
（町田市）
・「松戸市旧松戸宿・坂川地区「風景サイン」デザインガイドライン」
（松戸市）
・「松戸駅周辺地区「風景サイン」づくりの推進に向けて」
（松戸市）
・「小田原市色彩景観のてびき」等印刷（小田原市）
・「大日精化アートカレンダーシリーズ
2018―コルネイユ〈色彩、生きる喜び〉」
（大日精化工業株式会社）
・「景観法に基づく届出等手続きについて」
（千代田区）
・「大日精化アートカレンダーシリーズ
2019―ジャック・ヴィヨン〈黄金分割ー色彩の結晶〉
」
（大日精化工業株式会社）

・光源の演色性検査カード（D65：一般用、D50：印刷用）の販売

Product and Service

・分光光度計による色彩管理計測システムの販売・マンセル値測定サービス
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・輝度比測定サービス
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・色彩景観セミナー＆ワークショップ

・風景に優しい YR シートの企画・販売

Prize

2002（H.14）−
2005（H.17）−
2008（H.20）−

2012（H.23）−
2015（H.27）−
2016（H.28）−
2017（H.29）−

・シュトゥットガルト国際カラーデザイン賞二等賞（郵政省横浜郵便集中局）
・第 1 回 公共の色彩 10 選 - 公共の色彩賞（鹿児島市鴨池ニュータウン）
・第 8 回 公共の色彩 10 選 - 公共の色彩賞（美瑛町本通り中町地区）
・第 11 回 公共の色彩 10 選 - 公共の色彩賞（港北ニュータウン仲町台駅周辺）
・第 2 回 グッドペインティングカラー優秀賞（川崎市旧臨港処理センター）
・第 3 回 グッドペインティングカラー優秀賞（南芦屋浜災害復興公営住宅）
・第 15 回 公共の色彩 10 選 - 公共の色彩賞（南芦屋浜災害復興公営住宅）
・銀座に架かる橋カラーデザインコンテスト審査員特別賞
・美しい屋根景観コンテストアイデア部門銅賞
・第 8 回 グッドペインティングカラー特別賞（新日本石油化学川崎事業所 万年塀）
・都市計画学会計画設計賞（神戸市六甲道駅南地区震災復興第二種市街地再開発事業）
・都市計画学会関西支部・関西まちづくり賞
（神戸市六甲道駅南地区震災復興第二種市街地再開発事業）
・第 15 回 グッドペインティングカラー最優秀賞（東京ゲートブリッジ）
・第 67 回 全国カレンダー展第 1 部門銀賞
（大日精化アートカレンダー 2016―ヴァレリオ・アダミ〈線と面と色彩と〉）
・第 68 回 全国カレンダー展第 1 部門銀賞
（大日精化アートカレンダー 2017―ジャン・ミシェル・フォロン〈色彩の惑星〉）
・第 69 回 全国カレンダー展第 1 部門銀賞
（大日精化アートカレンダー 2018―コルネイユ〈色彩、生きる喜び〉）

Prize

1983（S.58）−
1986（S.61）−
1993（H.5）−
1996（H.8）−
1999（H.11）−
2000（H.12）−
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