
大橋大橋大橋大橋大橋大橋大橋

牛越橋牛越橋牛越橋牛越橋牛越橋牛越橋牛越橋

至　青森至　青森至　青森至　青森至　青森至　青森至　青森澱橋澱橋澱橋澱橋澱橋澱橋澱橋
宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁

（４号線）（４号線）（４号線）（４号線）（４号線）（４号線）（４号線）

北仙台駅北仙台駅北仙台駅北仙台駅北仙台駅北仙台駅北仙台駅

至　仙台駅至　仙台駅至　仙台駅至　仙台駅至　仙台駅至　仙台駅至　仙台駅

至　山形至　山形至　山形至　山形至　山形至　山形至　山形

仙山線仙山線仙山線仙山線仙山線仙山線仙山線

広瀬川広瀬川広瀬川広瀬川広瀬川広瀬川広瀬川

青葉城跡青葉城跡青葉城跡青葉城跡青葉城跡青葉城跡青葉城跡

（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通） 東北新幹線東北新幹線東北新幹線東北新幹線東北新幹線東北新幹線東北新幹線

（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）

東北本線東北本線東北本線東北本線東北本線東北本線東北本線

仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅

五橋駅五橋駅五橋駅五橋駅五橋駅五橋駅五橋駅

（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）

星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地

青葉山１団地青葉山１団地青葉山１団地青葉山１団地青葉山１団地青葉山１団地青葉山１団地

青葉山３団地青葉山３団地青葉山３団地青葉山３団地青葉山３団地青葉山３団地青葉山３団地

川内１団地川内１団地川内１団地川内１団地川内１団地川内１団地川内１団地

ＮＮＮＮＮＮＮ

北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅

片平団地片平団地片平団地片平団地片平団地片平団地片平団地
至　東京至　東京至　東京至　東京至　東京至　東京至　東京

（南町通）（南町通）（南町通）（南町通）（南町通）（南町通）（南町通）

案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）

冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向

ＮＮＮＮＮＮＮ

夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向

配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）

1966．R2．722㎡1966．R2．722㎡1966．R2．722㎡1966．R2．722㎡1966．R2．722㎡1966．R2．722㎡1966．R2．722㎡

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系

2000．Ｓ２．３４０㎡2000．Ｓ２．３４０㎡2000．Ｓ２．３４０㎡2000．Ｓ２．３４０㎡2000．Ｓ２．３４０㎡2000．Ｓ２．３４０㎡2000．Ｓ２．３４０㎡

2003.S2.306㎡2003.S2.306㎡2003.S2.306㎡2003.S2.306㎡2003.S2.306㎡2003.S2.306㎡2003.S2.306㎡

2001.Ｓ１.６２㎡2001.Ｓ１.６２㎡2001.Ｓ１.６２㎡2001.Ｓ１.６２㎡2001.Ｓ１.６２㎡2001.Ｓ１.６２㎡2001.Ｓ１.６２㎡

2004.S1.619㎡2004.S1.619㎡2004.S1.619㎡2004.S1.619㎡2004.S1.619㎡2004.S1.619㎡2004.S1.619㎡

2008.R3.1,319㎡2008.R3.1,319㎡2008.R3.1,319㎡2008.R3.1,319㎡2008.R3.1,319㎡2008.R3.1,319㎡2008.R3.1,319㎡

2008.S1.88㎡2008.S1.88㎡2008.S1.88㎡2008.S1.88㎡2008.S1.88㎡2008.S1.88㎡2008.S1.88㎡

2008.S2.311㎡2008.S2.311㎡2008.S2.311㎡2008.S2.311㎡2008.S2.311㎡2008.S2.311㎡2008.S2.311㎡

1970.R4.1,017㎡1970.R4.1,017㎡1970.R4.1,017㎡1970.R4.1,017㎡1970.R4.1,017㎡1970.R4.1,017㎡1970.R4.1,017㎡

1967.R1.528㎡1967.R1.528㎡1967.R1.528㎡1967.R1.528㎡1967.R1.528㎡1967.R1.528㎡1967.R1.528㎡

1996.R3.1,999㎡1996.R3.1,999㎡1996.R3.1,999㎡1996.R3.1,999㎡1996.R3.1,999㎡1996.R3.1,999㎡1996.R3.1,999㎡

1964.R1.330㎡1964.R1.330㎡1964.R1.330㎡1964.R1.330㎡1964.R1.330㎡1964.R1.330㎡1964.R1.330㎡

2014.S1.285㎡2014.S1.285㎡2014.S1.285㎡2014.S1.285㎡2014.S1.285㎡2014.S1.285㎡2014.S1.285㎡

2013.R1.414㎡2013.R1.414㎡2013.R1.414㎡2013.R1.414㎡2013.R1.414㎡2013.R1.414㎡2013.R1.414㎡

1973.R1.561㎡1973.R1.561㎡1973.R1.561㎡1973.R1.561㎡1973.R1.561㎡1973.R1.561㎡1973.R1.561㎡

1965.R2.566㎡1965.R2.566㎡1965.R2.566㎡1965.R2.566㎡1965.R2.566㎡1965.R2.566㎡1965.R2.566㎡

1965.Ｈ８．Ｒ４．３，２１６㎡1965.Ｈ８．Ｒ４．３，２１６㎡1965.Ｈ８．Ｒ４．３，２１６㎡1965.Ｈ８．Ｒ４．３，２１６㎡1965.Ｈ８．Ｒ４．３，２１６㎡1965.Ｈ８．Ｒ４．３，２１６㎡1965.Ｈ８．Ｒ４．３，２１６㎡

1974.R1.964㎡1974.R1.964㎡1974.R1.964㎡1974.R1.964㎡1974.R1.964㎡1974.R1.964㎡1974.R1.964㎡

1964.R1.700㎡1964.R1.700㎡1964.R1.700㎡1964.R1.700㎡1964.R1.700㎡1964.R1.700㎡1964.R1.700㎡

1966.R3-1.598㎡1966.R3-1.598㎡1966.R3-1.598㎡1966.R3-1.598㎡1966.R3-1.598㎡1966.R3-1.598㎡1966.R3-1.598㎡

1973.R1.91㎡1973.R1.91㎡1973.R1.91㎡1973.R1.91㎡1973.R1.91㎡1973.R1.91㎡1973.R1.91㎡

1966.R1-1.213㎡1966.R1-1.213㎡1966.R1-1.213㎡1966.R1-1.213㎡1966.R1-1.213㎡1966.R1-1.213㎡1966.R1-1.213㎡

1976.R3.517㎡1976.R3.517㎡1976.R3.517㎡1976.R3.517㎡1976.R3.517㎡1976.R3.517㎡1976.R3.517㎡

1980.B1.35㎡1980.B1.35㎡1980.B1.35㎡1980.B1.35㎡1980.B1.35㎡1980.B1.35㎡1980.B1.35㎡

2002.S1.128㎡2002.S1.128㎡2002.S1.128㎡2002.S1.128㎡2002.S1.128㎡2002.S1.128㎡2002.S1.128㎡

1975.S1.41㎡1975.S1.41㎡1975.S1.41㎡1975.S1.41㎡1975.S1.41㎡1975.S1.41㎡1975.S1.41㎡

1990.S1.122㎡1990.S1.122㎡1990.S1.122㎡1990.S1.122㎡1990.S1.122㎡1990.S1.122㎡1990.S1.122㎡

1978.R2.337㎡1978.R2.337㎡1978.R2.337㎡1978.R2.337㎡1978.R2.337㎡1978.R2.337㎡1978.R2.337㎡

2013.R1.248㎡2013.R1.248㎡2013.R1.248㎡2013.R1.248㎡2013.R1.248㎡2013.R1.248㎡2013.R1.248㎡

1974.B1.47㎡1974.B1.47㎡1974.B1.47㎡1974.B1.47㎡1974.B1.47㎡1974.B1.47㎡1974.B1.47㎡

２００６　Ｓ２　２５５㎡２００６　Ｓ２　２５５㎡２００６　Ｓ２　２５５㎡２００６　Ｓ２　２５５㎡２００６　Ｓ２　２５５㎡２００６　Ｓ２　２５５㎡２００６　Ｓ２　２５５㎡

100㎡100㎡100㎡100㎡100㎡100㎡100㎡2011.S5．1,204㎡2011.S5．1,204㎡2011.S5．1,204㎡2011.S5．1,204㎡2011.S5．1,204㎡2011.S5．1,204㎡2011.S5．1,204㎡

2008.S1.56㎡2008.S1.56㎡2008.S1.56㎡2008.S1.56㎡2008.S1.56㎡2008.S1.56㎡2008.S1.56㎡

2006200620062006200620062006
S1S1S1S1S1S1S1
517㎡517㎡517㎡517㎡517㎡517㎡517㎡

1964.R21964.R21964.R21964.R21964.R21964.R21964.R2

2013.R1.220㎡2013.R1.220㎡2013.R1.220㎡2013.R1.220㎡2013.R1.220㎡2013.R1.220㎡2013.R1.220㎡

1,646㎡1,646㎡1,646㎡1,646㎡1,646㎡1,646㎡1,646㎡

1964.Ｒ１.５４㎡1964.Ｒ１.５４㎡1964.Ｒ１.５４㎡1964.Ｒ１.５４㎡1964.Ｒ１.５４㎡1964.Ｒ１.５４㎡1964.Ｒ１.５４㎡

2003.S2.269㎡2003.S2.269㎡2003.S2.269㎡2003.S2.269㎡2003.S2.269㎡2003.S2.269㎡2003.S2.269㎡

835㎡835㎡835㎡835㎡835㎡835㎡835㎡

2010.W2.998㎡2010.W2.998㎡2010.W2.998㎡2010.W2.998㎡2010.W2.998㎡2010.W2.998㎡2010.W2.998㎡

1966.R1.23㎡1966.R1.23㎡1966.R1.23㎡1966.R1.23㎡1966.R1.23㎡1966.R1.23㎡1966.R1.23㎡

524㎡524㎡524㎡524㎡524㎡524㎡524㎡
1966.R21966.R21966.R21966.R21966.R21966.R21966.R2

2000.S2.202㎡2000.S2.202㎡2000.S2.202㎡2000.S2.202㎡2000.S2.202㎡2000.S2.202㎡2000.S2.202㎡

1966.R1.39㎡1966.R1.39㎡1966.R1.39㎡1966.R1.39㎡1966.R1.39㎡1966.R1.39㎡1966.R1.39㎡

3,056㎡3,056㎡3,056㎡3,056㎡3,056㎡3,056㎡3,056㎡
1984.R1.128㎡1984.R1.128㎡1984.R1.128㎡1984.R1.128㎡1984.R1.128㎡1984.R1.128㎡1984.R1.128㎡

2,712㎡2,712㎡2,712㎡2,712㎡2,712㎡2,712㎡2,712㎡

２，６５３㎡２，６５３㎡２，６５３㎡２，６５３㎡２，６５３㎡２，６５３㎡２，６５３㎡

1980．R21980．R21980．R21980．R21980．R21980．R21980．R2

1996.R1.130㎡1996.R1.130㎡1996.R1.130㎡1996.R1.130㎡1996.R1.130㎡1996.R1.130㎡1996.R1.130㎡

1966.R5.1966.R5.1966.R5.1966.R5.1966.R5.1966.R5.1966.R5.
4,911㎡4,911㎡4,911㎡4,911㎡4,911㎡4,911㎡4,911㎡

2010.R1．938㎡2010.R1．938㎡2010.R1．938㎡2010.R1．938㎡2010.R1．938㎡2010.R1．938㎡2010.R1．938㎡

2001．Ｒ２2001．Ｒ２2001．Ｒ２2001．Ｒ２2001．Ｒ２2001．Ｒ２2001．Ｒ２
１，０００㎡１，０００㎡１，０００㎡１，０００㎡１，０００㎡１，０００㎡１，０００㎡

1981．R1．152㎡1981．R1．152㎡1981．R1．152㎡1981．R1．152㎡1981．R1．152㎡1981．R1．152㎡1981．R1．152㎡

1966．Ｒ６．５，７３４㎡1966．Ｒ６．５，７３４㎡1966．Ｒ６．５，７３４㎡1966．Ｒ６．５，７３４㎡1966．Ｒ６．５，７３４㎡1966．Ｒ６．５，７３４㎡1966．Ｒ６．５，７３４㎡ 1,050㎡1,050㎡1,050㎡1,050㎡1,050㎡1,050㎡1,050㎡
1984．R31984．R31984．R31984．R31984．R31984．R31984．R3

56㎡56㎡56㎡56㎡56㎡56㎡56㎡
1966．R11966．R11966．R11966．R11966．R11966．R11966．R1

1992．1992．1992．1992．1992．1992．1992．
S1．71㎡S1．71㎡S1．71㎡S1．71㎡S1．71㎡S1．71㎡S1．71㎡890㎡890㎡890㎡890㎡890㎡890㎡890㎡

2009．R2．714㎡2009．R2．714㎡2009．R2．714㎡2009．R2．714㎡2009．R2．714㎡2009．R2．714㎡2009．R2．714㎡

1966．R21966．R21966．R21966．R21966．R21966．R21966．R2

2014．R6．10,293㎡2014．R6．10,293㎡2014．R6．10,293㎡2014．R6．10,293㎡2014．R6．10,293㎡2014．R6．10,293㎡2014．R6．10,293㎡

1987．R4．1,403㎡1987．R4．1,403㎡1987．R4．1,403㎡1987．R4．1,403㎡1987．R4．1,403㎡1987．R4．1,403㎡1987．R4．1,403㎡

1977.R51977.R51977.R51977.R51977.R51977.R51977.R5

1996．Ｒ３．２，５０５㎡1996．Ｒ３．２，５０５㎡1996．Ｒ３．２，５０５㎡1996．Ｒ３．２，５０５㎡1996．Ｒ３．２，５０５㎡1996．Ｒ３．２，５０５㎡1996．Ｒ３．２，５０５㎡

1971．Ｗ１1971．Ｗ１1971．Ｗ１1971．Ｗ１1971．Ｗ１1971．Ｗ１1971．Ｗ１
３１４㎡３１４㎡３１４㎡３１４㎡３１４㎡３１４㎡３１４㎡

１，８３８㎡１，８３８㎡１，８３８㎡１，８３８㎡１，８３８㎡１，８３８㎡１，８３８㎡

2001200120012001200120012001
Ｓ１．８６１㎡Ｓ１．８６１㎡Ｓ１．８６１㎡Ｓ１．８６１㎡Ｓ１．８６１㎡Ｓ１．８６１㎡Ｓ１．８６１㎡

3,437㎡3,437㎡3,437㎡3,437㎡3,437㎡3,437㎡3,437㎡

1970.2005．R1.S1．465㎡1970.2005．R1.S1．465㎡1970.2005．R1.S1．465㎡1970.2005．R1.S1．465㎡1970.2005．R1.S1．465㎡1970.2005．R1.S1．465㎡1970.2005．R1.S1．465㎡

1983.R1.11㎡1983.R1.11㎡1983.R1.11㎡1983.R1.11㎡1983.R1.11㎡1983.R1.11㎡1983.R1.11㎡

2014.Ｒ５.７，９６６㎡2014.Ｒ５.７，９６６㎡2014.Ｒ５.７，９６６㎡2014.Ｒ５.７，９６６㎡2014.Ｒ５.７，９６６㎡2014.Ｒ５.７，９６６㎡2014.Ｒ５.７，９６６㎡

1966.R61966.R61966.R61966.R61966.R61966.R61966.R6

　　　７，６９０㎡　　　７，６９０㎡　　　７，６９０㎡　　　７，６９０㎡　　　７，６９０㎡　　　７，６９０㎡　　　７，６９０㎡

1964.R4.3,218㎡1964.R4.3,218㎡1964.R4.3,218㎡1964.R4.3,218㎡1964.R4.3,218㎡1964.R4.3,218㎡1964.R4.3,218㎡

1971.S2.1,396㎡1971.S2.1,396㎡1971.S2.1,396㎡1971.S2.1,396㎡1971.S2.1,396㎡1971.S2.1,396㎡1971.S2.1,396㎡

2015.S1.167㎡2015.S1.167㎡2015.S1.167㎡2015.S1.167㎡2015.S1.167㎡2015.S1.167㎡2015.S1.167㎡

６８３㎡６８３㎡６８３㎡６８３㎡６８３㎡６８３㎡６８３㎡

1970，19771970，19771970，19771970，19771970，19771970，19771970，1977
Ｒ２．３９９㎡Ｒ２．３９９㎡Ｒ２．３９９㎡Ｒ２．３９９㎡Ｒ２．３９９㎡Ｒ２．３９９㎡Ｒ２．３９９㎡

2014 S12014 S12014 S12014 S12014 S12014 S12014 S1
72㎡72㎡72㎡72㎡72㎡72㎡72㎡

2014 S12014 S12014 S12014 S12014 S12014 S12014 S1
37㎡37㎡37㎡37㎡37㎡37㎡37㎡ 2014 S12014 S12014 S12014 S12014 S12014 S12014 S1

20㎡20㎡20㎡20㎡20㎡20㎡20㎡

2002　Ｓ３2002　Ｓ３2002　Ｓ３2002　Ｓ３2002　Ｓ３2002　Ｓ３2002　Ｓ３
１，０１９㎡１，０１９㎡１，０１９㎡１，０１９㎡１，０１９㎡１，０１９㎡１，０１９㎡

2014.S1.60㎡2014.S1.60㎡2014.S1.60㎡2014.S1.60㎡2014.S1.60㎡2014.S1.60㎡2014.S1.60㎡

2014.S2.159㎡2014.S2.159㎡2014.S2.159㎡2014.S2.159㎡2014.S2.159㎡2014.S2.159㎡2014.S2.159㎡

1999.R1.18㎡1999.R1.18㎡1999.R1.18㎡1999.R1.18㎡1999.R1.18㎡1999.R1.18㎡1999.R1.18㎡

１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡

1966．R2．676㎡1966．R2．676㎡1966．R2．676㎡1966．R2．676㎡1966．R2．676㎡1966．R2．676㎡1966．R2．676㎡

１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡１９６６　Ｒ１　２７㎡

1992.S1.154㎡1992.S1.154㎡1992.S1.154㎡1992.S1.154㎡1992.S1.154㎡1992.S1.154㎡1992.S1.154㎡

2003．Ｒ３．３，２２７㎡2003．Ｒ３．３，２２７㎡2003．Ｒ３．３，２２７㎡2003．Ｒ３．３，２２７㎡2003．Ｒ３．３，２２７㎡2003．Ｒ３．３，２２７㎡2003．Ｒ３．３，２２７㎡

1989．ＳＲ７．３，０６８㎡1989．ＳＲ７．３，０６８㎡1989．ＳＲ７．３，０６８㎡1989．ＳＲ７．３，０６８㎡1989．ＳＲ７．３，０６８㎡1989．ＳＲ７．３，０６８㎡1989．ＳＲ７．３，０６８㎡

1998．ＳＲ６．６，８７２㎡1998．ＳＲ６．６，８７２㎡1998．ＳＲ６．６，８７２㎡1998．ＳＲ６．６，８７２㎡1998．ＳＲ６．６，８７２㎡1998．ＳＲ６．６，８７２㎡1998．ＳＲ６．６，８７２㎡

2000．ＳＲ６．４，６８９㎡2000．ＳＲ６．４，６８９㎡2000．ＳＲ６．４，６８９㎡2000．ＳＲ６．４，６８９㎡2000．ＳＲ６．４，６８９㎡2000．ＳＲ６．４，６８９㎡2000．ＳＲ６．４，６８９㎡

2000．ＳＲ８．８，１３３㎡2000．ＳＲ８．８，１３３㎡2000．ＳＲ８．８，１３３㎡2000．ＳＲ８．８，１３３㎡2000．ＳＲ８．８，１３３㎡2000．ＳＲ８．８，１３３㎡2000．ＳＲ８．８，１３３㎡

2011.　SR4.　5,424 ㎡2011.　SR4.　5,424 ㎡2011.　SR4.　5,424 ㎡2011.　SR4.　5,424 ㎡2011.　SR4.　5,424 ㎡2011.　SR4.　5,424 ㎡2011.　SR4.　5,424 ㎡

1980.R3.726㎡1980.R3.726㎡1980.R3.726㎡1980.R3.726㎡1980.R3.726㎡1980.R3.726㎡1980.R3.726㎡

2011.S2.998㎡2011.S2.998㎡2011.S2.998㎡2011.S2.998㎡2011.S2.998㎡2011.S2.998㎡2011.S2.998㎡

2011.S2.1,395㎡2011.S2.1,395㎡2011.S2.1,395㎡2011.S2.1,395㎡2011.S2.1,395㎡2011.S2.1,395㎡2011.S2.1,395㎡

2011.S2.705㎡2011.S2.705㎡2011.S2.705㎡2011.S2.705㎡2011.S2.705㎡2011.S2.705㎡2011.S2.705㎡

2011．S2．292㎡2011．S2．292㎡2011．S2．292㎡2011．S2．292㎡2011．S2．292㎡2011．S2．292㎡2011．S2．292㎡

2011．S2．1,166㎡2011．S2．1,166㎡2011．S2．1,166㎡2011．S2．1,166㎡2011．S2．1,166㎡2011．S2．1,166㎡2011．S2．1,166㎡

2011．S2．794㎡2011．S2．794㎡2011．S2．794㎡2011．S2．794㎡2011．S2．794㎡2011．S2．794㎡2011．S2．794㎡

2011.S2.972㎡2011.S2.972㎡2011.S2.972㎡2011.S2.972㎡2011.S2.972㎡2011.S2.972㎡2011.S2.972㎡

2017.R2.4,007㎡2017.R2.4,007㎡2017.R2.4,007㎡2017.R2.4,007㎡2017.R2.4,007㎡2017.R2.4,007㎡2017.R2.4,007㎡
2014．SＲ５．2014．SＲ５．2014．SＲ５．2014．SＲ５．2014．SＲ５．2014．SＲ５．2014．SＲ５．
７，４４５㎡７，４４５㎡７，４４５㎡７，４４５㎡７，４４５㎡７，４４５㎡７，４４５㎡

2018．Ｗ１．90㎡2018．Ｗ１．90㎡2018．Ｗ１．90㎡2018．Ｗ１．90㎡2018．Ｗ１．90㎡2018．Ｗ１．90㎡2018．Ｗ１．90㎡

1968.R1.318㎡1968.R1.318㎡1968.R1.318㎡1968.R1.318㎡1968.R1.318㎡1968.R1.318㎡1968.R1.318㎡

２００５　ＲＳ１３－１２００５　ＲＳ１３－１２００５　ＲＳ１３－１２００５　ＲＳ１３－１２００５　ＲＳ１３－１２００５　ＲＳ１３－１２００５　ＲＳ１３－１
２０，７８２㎡２０，７８２㎡２０，７８２㎡２０，７８２㎡２０，７８２㎡２０，７８２㎡２０，７８２㎡

テテテテテテテ スススススススニニニニニニニ

コートコートコートコートコートコートコート

（１５８）（１５８）（１５８）（１５８）（１５８）（１５８）（１５８）

（００６）（００６）（００６）（００６）（００６）（００６）（００６）

（００２）（００２）（００２）（００２）（００２）（００２）（００２）

（１８０）（１８０）（１８０）（１８０）（１８０）（１８０）（１８０）

1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡

ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系
創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟

（１８３）（１８３）（１８３）（１８３）（１８３）（１８３）（１８３）

庭庭庭庭庭庭庭（１７７）（１７７）（１７７）（１７７）（１７７）（１７７）（１７７）

（１９０）（１９０）（１９０）（１９０）（１９０）（１９０）（１９０）

1966.R11966.R11966.R11966.R11966.R11966.R11966.R1

（００３）（００３）（００３）（００３）（００３）（００３）（００３）

（００５）（００５）（００５）（００５）（００５）（００５）（００５）

（０７６）（０７６）（０７６）（０７６）（０７６）（０７６）（０７６）

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室
（１１２）（１１２）（１１２）（１１２）（１１２）（１１２）（１１２）

ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室

（０２９）（０２９）（０２９）（０２９）（０２９）（０２９）（０２９）

（１５６）（１５６）（１５６）（１５６）（１５６）（１５６）（１５６）

附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館

（１３１）（１３１）（１３１）（１３１）（１３１）（１３１）（１３１）

工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター

工学系工学系工学系工学系工学系工学系工学系
総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟

（００４）（００４）（００４）（００４）（００４）（００４）（００４）

地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部
強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室

（１４３）（１４３）（１４３）（１４３）（１４３）（１４３）（１４３）

（００１）（００１）（００１）（００１）（００１）（００１）（００１）

（１３６）（１３６）（１３６）（１３６）（１３６）（１３６）（１３６）

（０４９）（０４９）（０４９）（０４９）（０４９）（０４９）（０４９）

ボンベ置場ボンベ置場ボンベ置場ボンベ置場ボンベ置場ボンベ置場ボンベ置場

（１４４）（１４４）（１４４）（１４４）（１４４）（１４４）（１４４）

化学工学科化学工学科化学工学科化学工学科化学工学科化学工学科化学工学科
研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟

（１５２）（１５２）（１５２）（１５２）（１５２）（１５２）（１５２）（０４６）（０４６）（０４６）（０４６）（０４６）（０４６）（０４６）

（１８１）（１８１）（１８１）（１８１）（１８１）（１８１）（１８１）

（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）

（１７１）（１７１）（１７１）（１７１）（１７１）（１７１）（１７１）

（１９３）（１９３）（１９３）（１９３）（１９３）（１９３）（１９３）

（０８３）（０８３）（０８３）（０８３）（０８３）（０８３）（０８３）

多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール

自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館

（１４８）（１４８）（１４８）（１４８）（１４８）（１４８）（１４８）

（００９）（００９）（００９）（００９）（００９）（００９）（００９）

（２０６）（２０６）（２０６）（２０６）（２０６）（２０６）（２０６）

（００７）（００７）（００７）（００７）（００７）（００７）（００７）

（１４１）（１４１）（１４１）（１４１）（１４１）（１４１）（１４１）

中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室

（１７０）（１７０）（１７０）（１７０）（１７０）（１７０）（１７０）

（０６６）（０６６）（０６６）（０６６）（０６６）（０６６）（０６６）

（１８６）（１８６）（１８６）（１８６）（１８６）（１８６）（１８６）

パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟

（０１０）（０１０）（０１０）（０１０）（０１０）（０１０）（０１０）

建築実験所建築実験所建築実験所建築実験所建築実験所建築実験所建築実験所

ハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエア

（208）（208）（208）（208）（208）（208）（208）

（209）（209）（209）（209）（209）（209）（209）
（210）（210）（210）（210）（210）（210）（210）

厩舎厩舎厩舎厩舎厩舎厩舎厩舎

屋内練習場屋内練習場屋内練習場屋内練習場屋内練習場屋内練習場屋内練習場

馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫（２０４）（２０４）（２０４）（２０４）（２０４）（２０４）（２０４）

（２０５）（２０５）（２０５）（２０５）（２０５）（２０５）（２０５）馬場管理棟馬場管理棟馬場管理棟馬場管理棟馬場管理棟馬場管理棟馬場管理棟

馬場倉庫馬場倉庫馬場倉庫馬場倉庫馬場倉庫馬場倉庫馬場倉庫
（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）

化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟

（０４８）（０４８）（０４８）（０４８）（０４８）（０４８）（０４８）

（０５０）（０５０）（０５０）（０５０）（０５０）（０５０）（０５０）

化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系
渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１

化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系
渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１

（０５１）（０５１）（０５１）（０５１）（０５１）（０５１）（０５１）
化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟

工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館

建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験
施設用テント施設用テント施設用テント施設用テント施設用テント施設用テント施設用テント

Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携
ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ 

未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊

未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊
未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊

未完未完未完未完未完未完未完

（２１８）（２１８）（２１８）（２１８）（２１８）（２１８）（２１８）
教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤

支援棟１３支援棟１３支援棟１３支援棟１３支援棟１３支援棟１３支援棟１３

（２１９）（２１９）（２１９）（２１９）（２１９）（２１９）（２１９）
教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４

（２１５）（２１５）（２１５）（２１５）（２１５）（２１５）（２１５）

人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟

教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９

教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤
支援棟１７支援棟１７支援棟１７支援棟１７支援棟１７支援棟１７支援棟１７

（２２０）（２２０）（２２０）（２２０）（２２０）（２２０）（２２０）

建築ＣＬＴモデル実証棟建築ＣＬＴモデル実証棟建築ＣＬＴモデル実証棟建築ＣＬＴモデル実証棟建築ＣＬＴモデル実証棟建築ＣＬＴモデル実証棟建築ＣＬＴモデル実証棟

（222）（222）（222）（222）（222）（222）（222）

松松松松松松松 林林林林林林林

マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系
大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟

工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟

マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系
実験工場棟実験工場棟実験工場棟実験工場棟実験工場棟実験工場棟実験工場棟

テニスコートテニスコートテニスコートテニスコートテニスコートテニスコートテニスコート

2014.S1.1,199㎡2014.S1.1,199㎡2014.S1.1,199㎡2014.S1.1,199㎡2014.S1.1,199㎡2014.S1.1,199㎡2014.S1.1,199㎡

2000．Ｒ５－１．７，１５５㎡2000．Ｒ５－１．７，１５５㎡2000．Ｒ５－１．７，１５５㎡2000．Ｒ５－１．７，１５５㎡2000．Ｒ５－１．７，１５５㎡2000．Ｒ５－１．７，１５５㎡2000．Ｒ５－１．７，１５５㎡

2000.Ｓ２.１，１５７㎡2000.Ｓ２.１，１５７㎡2000.Ｓ２.１，１５７㎡2000.Ｓ２.１，１５７㎡2000.Ｓ２.１，１５７㎡2000.Ｓ２.１，１５７㎡2000.Ｓ２.１，１５７㎡

1998.Ｓ１.１４４㎡1998.Ｓ１.１４４㎡1998.Ｓ１.１４４㎡1998.Ｓ１.１４４㎡1998.Ｓ１.１４４㎡1998.Ｓ１.１４４㎡1998.Ｓ１.１４４㎡

1965.R11965.R11965.R11965.R11965.R11965.R11965.R1

1995．Ｒ３－１1995．Ｒ３－１1995．Ｒ３－１1995．Ｒ３－１1995．Ｒ３－１1995．Ｒ３－１1995．Ｒ３－１

1969．R2．1205㎡1969．R2．1205㎡1969．R2．1205㎡1969．R2．1205㎡1969．R2．1205㎡1969．R2．1205㎡1969．R2．1205㎡

1966．R1．212㎡1966．R1．212㎡1966．R1．212㎡1966．R1．212㎡1966．R1．212㎡1966．R1．212㎡1966．R1．212㎡

1996.Ｒ１.１０２㎡1996.Ｒ１.１０２㎡1996.Ｒ１.１０２㎡1996.Ｒ１.１０２㎡1996.Ｒ１.１０２㎡1996.Ｒ１.１０２㎡1996.Ｒ１.１０２㎡

1983．R1．9㎡1983．R1．9㎡1983．R1．9㎡1983．R1．9㎡1983．R1．9㎡1983．R1．9㎡1983．R1．9㎡

1972．B1．63㎡1972．B1．63㎡1972．B1．63㎡1972．B1．63㎡1972．B1．63㎡1972．B1．63㎡1972．B1．63㎡

2000．Ｓ６－１2000．Ｓ６－１2000．Ｓ６－１2000．Ｓ６－１2000．Ｓ６－１2000．Ｓ６－１2000．Ｓ６－１

1994.ＳＲ５.４，８７３㎡1994.ＳＲ５.４，８７３㎡1994.ＳＲ５.４，８７３㎡1994.ＳＲ５.４，８７３㎡1994.ＳＲ５.４，８７３㎡1994.ＳＲ５.４，８７３㎡1994.ＳＲ５.４，８７３㎡

1994．Ｒ４．８６４㎡1994．Ｒ４．８６４㎡1994．Ｒ４．８６４㎡1994．Ｒ４．８６４㎡1994．Ｒ４．８６４㎡1994．Ｒ４．８６４㎡1994．Ｒ４．８６４㎡

2,068㎡2,068㎡2,068㎡2,068㎡2,068㎡2,068㎡2,068㎡

972㎡972㎡972㎡972㎡972㎡972㎡972㎡

2014.S２ １，４９３㎡2014.S２ １，４９３㎡2014.S２ １，４９３㎡2014.S２ １，４９３㎡2014.S２ １，４９３㎡2014.S２ １，４９３㎡2014.S２ １，４９３㎡

（０７９）（０７９）（０７９）（０７９）（０７９）（０７９）（０７９）

（１１５）（１１５）（１１５）（１１５）（１１５）（１１５）（１１５）

（１２５）（１２５）（１２５）（１２５）（１２５）（１２５）（１２５）

（１３２）（１３２）（１３２）（１３２）（１３２）（１３２）（１３２）

（０９６）（０９６）（０９６）（０９６）（０９６）（０９６）（０９６）

（０８０）（０８０）（０８０）（０８０）（０８０）（０８０）（０８０）

（０２７）（０２７）（０２７）（０２７）（０２７）（０２７）（０２７）

（１０５）（１０５）（１０５）（１０５）（１０５）（１０５）（１０５）

（１６７）（１６７）（１６７）（１６７）（１６７）（１６７）（１６７）

（１７２）（１７２）（１７２）（１７２）（１７２）（１７２）（１７２）

（１１３）（１１３）（１１３）（１１３）（１１３）（１１３）（１１３）

（０８７）（０８７）（０８７）（０８７）（０８７）（０８７）（０８７）

（０２５）（０２５）（０２５）（０２５）（０２５）（０２５）（０２５）

（１４５）（１４５）（１４５）（１４５）（１４５）（１４５）（１４５）（０８４）（０８４）（０８４）（０８４）（０８４）（０８４）（０８４）

（１９１）（１９１）（１９１）（１９１）（１９１）（１９１）（１９１）（１７５）（１７５）（１７５）（１７５）（１７５）（１７５）（１７５）

（１８８）（１８８）（１８８）（１８８）（１８８）（１８８）（１８８）

（１６９）（１６９）（１６９）（１６９）（１６９）（１６９）（１６９）

（１６５）（１６５）（１６５）（１６５）（１６５）（１６５）（１６５）

（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）

（０８２）（０８２）（０８２）（０８２）（０８２）（０８２）（０８２）

（０５４）（０５４）（０５４）（０５４）（０５４）（０５４）（０５４）

（０５２）（０５２）（０５２）（０５２）（０５２）（０５２）（０５２）

（１１６）（１１６）（１１６）（１１６）（１１６）（１１６）（１１６）

（１４２）（１４２）（１４２）（１４２）（１４２）（１４２）（１４２）

東北大学連携型東北大学連携型東北大学連携型東北大学連携型東北大学連携型東北大学連携型東北大学連携型

起業家育成施設起業家育成施設起業家育成施設起業家育成施設起業家育成施設起業家育成施設起業家育成施設

（０２６）（０２６）（０２６）（０２６）（０２６）（０２６）（０２６）

（２００）（２００）（２００）（２００）（２００）（２００）（２００）

（１９６）（１９６）（１９６）（１９６）（１９６）（１９６）（１９６）
（００８）（００８）（００８）（００８）（００８）（００８）（００８）

（１６６）（１６６）（１６６）（１６６）（１６６）（１６６）（１６６）

（１９８）（１９８）（１９８）（１９８）（１９８）（１９８）（１９８）

（１６０）（１６０）（１６０）（１６０）（１６０）（１６０）（１６０）

（１７４）（１７４）（１７４）（１７４）（１７４）（１７４）（１７４）

（１４０）（１４０）（１４０）（１４０）（１４０）（１４０）（１４０）

（１９２）（１９２）（１９２）（１９２）（１９２）（１９２）（１９２）
（２０３）（２０３）（２０３）（２０３）（２０３）（２０３）（２０３）

（１９９）（１９９）（１９９）（１９９）（１９９）（１９９）（１９９）

（０９２）（０９２）（０９２）（０９２）（０９２）（０９２）（０９２）

（２０２）（２０２）（２０２）（２０２）（２０２）（２０２）（２０２）

（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）

（０６３）（０６３）（０６３）（０６３）（０６３）（０６３）（０６３）

（１５９）（１５９）（１５９）（１５９）（１５９）（１５９）（１５９）

（１７６）（１７６）（１７６）（１７６）（１７６）（１７６）（１７６）

（１７９）（１７９）（１７９）（１７９）（１７９）（１７９）（１７９）

（１７８）（１７８）（１７８）（１７８）（１７８）（１７８）（１７８）

（１８５）（１８５）（１８５）（１８５）（１８５）（１８５）（１８５）

（１６８）（１６８）（１６８）（１６８）（１６８）（１６８）（１６８）

（１８９）（１８９）（１８９）（１８９）（１８９）（１８９）（１８９）

（１６２）（１６２）（１６２）（１６２）（１６２）（１６２）（１６２）

（０１９）（０１９）（０１９）（０１９）（０１９）（０１９）（０１９）

（１５４）（１５４）（１５４）（１５４）（１５４）（１５４）（１５４）

（０８８）（０８８）（０８８）（０８８）（０８８）（０８８）（０８８）

（０２４）（０２４）（０２４）（０２４）（０２４）（０２４）（０２４）

（１４９）（１４９）（１４９）（１４９）（１４９）（１４９）（１４９）

（１８７）（１８７）（１８７）（１８７）（１８７）（１８７）（１８７）

（１６１）（１６１）（１６１）（１６１）（１６１）（１６１）（１６１）

（１６４）（１６４）（１６４）（１６４）（１６４）（１６４）（１６４）
（１６３）（１６３）（１６３）（１６３）（１６３）（１６３）（１６３）

（１８４）（１８４）（１８４）（１８４）（１８４）（１８４）（１８４）

（０８６）（０８６）（０８６）（０８６）（０８６）（０８６）（０８６）

（０６１）（０６１）（０６１）（０６１）（０６１）（０６１）（０６１）

（０６２）（０６２）（０６２）（０６２）（０６２）（０６２）（０６２）

（１７３）（１７３）（１７３）（１７３）（１７３）（１７３）（１７３）

（１３０）（１３０）（１３０）（１３０）（１３０）（１３０）（１３０）

（１５７）（１５７）（１５７）（１５７）（１５７）（１５７）（１５７）

（２１２）（２１２）（２１２）（２１２）（２１２）（２１２）（２１２）

（１４６）（１４６）（１４６）（１４６）（１４６）（１４６）（１４６）

（２１７）（２１７）（２１７）（２１７）（２１７）（２１７）（２１７）

（２１６）（２１６）（２１６）（２１６）（２１６）（２１６）（２１６）

（１９４）（１９４）（１９４）（１９４）（１９４）（１９４）（１９４）

（２２１）（２２１）（２２１）（２２１）（２２１）（２２１）（２２１）

（１５５）（１５５）（１５５）（１５５）（１５５）（１５５）（１５５）

（２１３）（２１３）（２１３）（２１３）（２１３）（２１３）（２１３）

（１５１）（１５１）（１５１）（１５１）（１５１）（１５１）（１５１）

（２１４）（２１４）（２１４）（２１４）（２１４）（２１４）（２１４）

（１９５）（１９５）（１９５）（１９５）（１９５）（１９５）（１９５）

人間・環境系人間・環境系人間・環境系人間・環境系人間・環境系人間・環境系人間・環境系

教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟
（１９７）（１９７）（１９７）（１９７）（１９７）（１９７）（１９７）

（２０７）（２０７）（２０７）（２０７）（２０７）（２０７）（２０７）
マ テ リ ア ルマ テ リ ア ルマ テ リ ア ルマ テ リ ア ルマ テ リ ア ルマ テ リ ア ルマ テ リ ア ル

（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）

1965．R1．158㎡1965．R1．158㎡1965．R1．158㎡1965．R1．158㎡1965．R1．158㎡1965．R1．158㎡1965．R1．158㎡

1970.R2.2,494㎡1970.R2.2,494㎡1970.R2.2,494㎡1970.R2.2,494㎡1970.R2.2,494㎡1970.R2.2,494㎡1970.R2.2,494㎡

1964.R5.5,761㎡1964.R5.5,761㎡1964.R5.5,761㎡1964.R5.5,761㎡1964.R5.5,761㎡1964.R5.5,761㎡1964.R5.5,761㎡

1969．R1．828㎡1969．R1．828㎡1969．R1．828㎡1969．R1．828㎡1969．R1．828㎡1969．R1．828㎡1969．R1．828㎡

2007．S5．407㎡2007．S5．407㎡2007．S5．407㎡2007．S5．407㎡2007．S5．407㎡2007．S5．407㎡2007．S5．407㎡

1983.Ｓ１1983.Ｓ１1983.Ｓ１1983.Ｓ１1983.Ｓ１1983.Ｓ１1983.Ｓ１

1966 Ｒ１1966 Ｒ１1966 Ｒ１1966 Ｒ１1966 Ｒ１1966 Ｒ１1966 Ｒ１

2018．Ｒ3．1，368㎡2018．Ｒ3．1，368㎡2018．Ｒ3．1，368㎡2018．Ｒ3．1，368㎡2018．Ｒ3．1，368㎡2018．Ｒ3．1，368㎡2018．Ｒ3．1，368㎡

1986.S1.182㎡1986.S1.182㎡1986.S1.182㎡1986.S1.182㎡1986.S1.182㎡1986.S1.182㎡1986.S1.182㎡

2011.R22011.R22011.R22011.R22011.R22011.R22011.R2

1992．R4．1,087㎡1992．R4．1,087㎡1992．R4．1,087㎡1992．R4．1,087㎡1992．R4．1,087㎡1992．R4．1,087㎡1992．R4．1,087㎡

2011．S2．1,186㎡2011．S2．1,186㎡2011．S2．1,186㎡2011．S2．1,186㎡2011．S2．1,186㎡2011．S2．1,186㎡2011．S2．1,186㎡

2011.S22011.S22011.S22011.S22011.S22011.S22011.S2

量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟

臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室

地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟

地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館

地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館

地震予知センター本館地震予知センター本館地震予知センター本館地震予知センター本館地震予知センター本館地震予知センター本館地震予知センター本館

環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟

高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟

環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟

量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟

精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟

青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館

化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系
実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟

総合実験研究棟総合実験研究棟総合実験研究棟総合実験研究棟総合実験研究棟総合実験研究棟総合実験研究棟

電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟

電子・応物系校舎電子・応物系校舎電子・応物系校舎電子・応物系校舎電子・応物系校舎電子・応物系校舎電子・応物系校舎

体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館

薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫

免震構造試験体免震構造試験体免震構造試験体免震構造試験体免震構造試験体免震構造試験体免震構造試験体

建築実験棟建築実験棟建築実験棟建築実験棟建築実験棟建築実験棟建築実験棟

化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系

大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟

西食堂西食堂西食堂西食堂西食堂西食堂西食堂

情報科学研究科情報科学研究科情報科学研究科情報科学研究科情報科学研究科情報科学研究科情報科学研究科

研究実験棟研究実験棟研究実験棟研究実験棟研究実験棟研究実験棟研究実験棟

応用物理実験棟応用物理実験棟応用物理実験棟応用物理実験棟応用物理実験棟応用物理実験棟応用物理実験棟

西食堂排水処理室西食堂排水処理室西食堂排水処理室西食堂排水処理室西食堂排水処理室西食堂排水処理室西食堂排水処理室

環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟

環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟

サイバーサイバーサイバーサイバーサイバーサイバーサイバー
サイエンスセンターサイエンスセンターサイエンスセンターサイエンスセンターサイエンスセンターサイエンスセンターサイエンスセンター

総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟

（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）

生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧

技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター

量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟

カスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システム

実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟

ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟

馬場馬場馬場馬場馬場馬場馬場

工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟

中央棟中央棟中央棟中央棟中央棟中央棟中央棟

機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟

熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟

教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟

ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟

エネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センター

機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎

ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟

マイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニング

研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟

グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟

機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

東食堂東食堂東食堂東食堂東食堂東食堂東食堂

未来情報未来情報未来情報未来情報未来情報未来情報未来情報

産業研究館産業研究館産業研究館産業研究館産業研究館産業研究館産業研究館

受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽

青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館

（211）（211）（211）（211）（211）（211）（211）

南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟

機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟

学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学

フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟

学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学

フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟

未来科学技術未来科学技術未来科学技術未来科学技術未来科学技術未来科学技術未来科学技術

共同研究センター棟共同研究センター棟共同研究センター棟共同研究センター棟共同研究センター棟共同研究センター棟共同研究センター棟

地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟

環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫
地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟

地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター

車庫車庫車庫車庫車庫車庫車庫

教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２

教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１
化学第２新棟化学第２新棟化学第２新棟化学第２新棟化学第２新棟化学第２新棟化学第２新棟

教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７

情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟

開発系開発系開発系開発系開発系開発系開発系

教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟

機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟

電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所

コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室

環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟

環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟

環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科
研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟

環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟

機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟

特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所

環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科
講義棟講義棟講義棟講義棟講義棟講義棟講義棟

プ
ー
ル

プ
ー
ル

プ
ー
ル

プ
ー
ル

プ
ー
ル

プ
ー
ル

プ
ー
ル

環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟

エコラボエコラボエコラボエコラボエコラボエコラボエコラボ

機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟

機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟

フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下

マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系
材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟

精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟

ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室

コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室
ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室

東屋東屋東屋東屋東屋東屋東屋
ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０

教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟

（１０１）（１０１）（１０１）（１０１）（１０１）（１０１）（１０１）
実験研究棟(電子・応物系)実験研究棟(電子・応物系)実験研究棟(電子・応物系)実験研究棟(電子・応物系)実験研究棟(電子・応物系)実験研究棟(電子・応物系)実験研究棟(電子・応物系)

【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】

：本工事範囲（建物）：本工事範囲（建物）：本工事範囲（建物）：本工事範囲（建物）：本工事範囲（建物）：本工事範囲（建物）：本工事範囲（建物）

：本工事範囲（外部）：本工事範囲（外部）：本工事範囲（外部）：本工事範囲（外部）：本工事範囲（外部）：本工事範囲（外部）：本工事範囲（外部）

建物名称 ： 附属図書館工学分館建物名称 ： 附属図書館工学分館建物名称 ： 附属図書館工学分館建物名称 ： 附属図書館工学分館建物名称 ： 附属図書館工学分館建物名称 ： 附属図書館工学分館建物名称 ： 附属図書館工学分館

建 設 年 ： １９８０年建 設 年 ： １９８０年建 設 年 ： １９８０年建 設 年 ： １９８０年建 設 年 ： １９８０年建 設 年 ： １９８０年建 設 年 ： １９８０年

構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造

階　　数 ： 地上２階階　　数 ： 地上２階階　　数 ： 地上２階階　　数 ： 地上２階階　　数 ： 地上２階階　　数 ： 地上２階階　　数 ： 地上２階

建物名称 ： 工学分館建物名称 ： 工学分館建物名称 ： 工学分館建物名称 ： 工学分館建物名称 ： 工学分館建物名称 ： 工学分館建物名称 ： 工学分館

建 設 年 ： １９９５年建 設 年 ： １９９５年建 設 年 ： １９９５年建 設 年 ： １９９５年建 設 年 ： １９９５年建 設 年 ： １９９５年建 設 年 ： １９９５年

構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造構　　造 ： 鉄筋コンクリート造

階　　数 ： 地下１階　地上３階階　　数 ： 地下１階　地上３階階　　数 ： 地下１階　地上３階階　　数 ： 地下１階　地上３階階　　数 ： 地下１階　地上３階階　　数 ： 地下１階　地上３階階　　数 ： 地下１階　地上３階

延べ面積 ： ２，６５３㎡延べ面積 ： ２，６５３㎡延べ面積 ： ２，６５３㎡延べ面積 ： ２，６５３㎡延べ面積 ： ２，６５３㎡延べ面積 ： ２，６５３㎡延べ面積 ： ２，６５３㎡

建築面積 ： １，７０５㎡建築面積 ： １，７０５㎡建築面積 ： １，７０５㎡建築面積 ： １，７０５㎡建築面積 ： １，７０５㎡建築面積 ： １，７０５㎡建築面積 ： １，７０５㎡

延べ面積 ： ２，７１２㎡延べ面積 ： ２，７１２㎡延べ面積 ： ２，７１２㎡延べ面積 ： ２，７１２㎡延べ面積 ： ２，７１２㎡延べ面積 ： ２，７１２㎡延べ面積 ： ２，７１２㎡

建築面積 ：  　 ９４２㎡建築面積 ：  　 ９４２㎡建築面積 ：  　 ９４２㎡建築面積 ：  　 ９４２㎡建築面積 ：  　 ９４２㎡建築面積 ：  　 ９４２㎡建築面積 ：  　 ９４２㎡

【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】

　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）

工事内容工事内容工事内容工事内容工事内容工事内容工事内容

工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号

　　　　　　　　建物内の照明器具をLEDへ更新、及び青葉山１団地　建物内の照明器具をLEDへ更新、及び青葉山１団地　建物内の照明器具をLEDへ更新、及び青葉山１団地　建物内の照明器具をLEDへ更新、及び青葉山１団地　建物内の照明器具をLEDへ更新、及び青葉山１団地　建物内の照明器具をLEDへ更新、及び青葉山１団地　建物内の照明器具をLEDへ更新、及び青葉山１団地

照明器具更新数量照明器具更新数量照明器具更新数量照明器具更新数量照明器具更新数量照明器具更新数量照明器具更新数量

　工学研究科構内の外灯設備のＬＥＤ器具への更新を行う。　工学研究科構内の外灯設備のＬＥＤ器具への更新を行う。　工学研究科構内の外灯設備のＬＥＤ器具への更新を行う。　工学研究科構内の外灯設備のＬＥＤ器具への更新を行う。　工学研究科構内の外灯設備のＬＥＤ器具への更新を行う。　工学研究科構内の外灯設備のＬＥＤ器具への更新を行う。　工学研究科構内の外灯設備のＬＥＤ器具への更新を行う。

本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内

附属図書館工学分館　４６８台附属図書館工学分館　４６８台附属図書館工学分館　４６８台附属図書館工学分館　４６８台附属図書館工学分館　４６８台附属図書館工学分館　４６８台附属図書館工学分館　４６８台

　東北大学（青葉山１）附属図書館工学分館他ＬＥＤ更新工事　東北大学（青葉山１）附属図書館工学分館他ＬＥＤ更新工事　東北大学（青葉山１）附属図書館工学分館他ＬＥＤ更新工事　東北大学（青葉山１）附属図書館工学分館他ＬＥＤ更新工事　東北大学（青葉山１）附属図書館工学分館他ＬＥＤ更新工事　東北大学（青葉山１）附属図書館工学分館他ＬＥＤ更新工事　東北大学（青葉山１）附属図書館工学分館他ＬＥＤ更新工事

工　　期 ： 令和　３年　１０月～令和　４年　２月工　　期 ： 令和　３年　１０月～令和　４年　２月工　　期 ： 令和　３年　１０月～令和　４年　２月工　　期 ： 令和　３年　１０月～令和　４年　２月工　　期 ： 令和　３年　１０月～令和　４年　２月工　　期 ： 令和　３年　１０月～令和　４年　２月工　　期 ： 令和　３年　１０月～令和　４年　２月

（内　蛍光灯照明器具４０７台，ダウンライト５８台，投光器３台）（内　蛍光灯照明器具４０７台，ダウンライト５８台，投光器３台）（内　蛍光灯照明器具４０７台，ダウンライト５８台，投光器３台）（内　蛍光灯照明器具４０７台，ダウンライト５８台，投光器３台）（内　蛍光灯照明器具４０７台，ダウンライト５８台，投光器３台）（内　蛍光灯照明器具４０７台，ダウンライト５８台，投光器３台）（内　蛍光灯照明器具４０７台，ダウンライト５８台，投光器３台）

工学分館　　　　　　４３１台工学分館　　　　　　４３１台工学分館　　　　　　４３１台工学分館　　　　　　４３１台工学分館　　　　　　４３１台工学分館　　　　　　４３１台工学分館　　　　　　４３１台
（内　蛍光灯照明器具２４１台，ダウンライト１６７台，投光器２３台）（内　蛍光灯照明器具２４１台，ダウンライト１６７台，投光器２３台）（内　蛍光灯照明器具２４１台，ダウンライト１６７台，投光器２３台）（内　蛍光灯照明器具２４１台，ダウンライト１６７台，投光器２３台）（内　蛍光灯照明器具２４１台，ダウンライト１６７台，投光器２３台）（内　蛍光灯照明器具２４１台，ダウンライト１６７台，投光器２３台）（内　蛍光灯照明器具２４１台，ダウンライト１６７台，投光器２３台）

外灯設備　　　　　　　２１台外灯設備　　　　　　　２１台外灯設備　　　　　　　２１台外灯設備　　　　　　　２１台外灯設備　　　　　　　２１台外灯設備　　　　　　　２１台外灯設備　　　　　　　２１台

　詳細は添付図による　詳細は添付図による　詳細は添付図による　詳細は添付図による　詳細は添付図による　詳細は添付図による　詳細は添付図による
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系オイバ・学化 電子・応物系

人間・環境系 マテリアル・開発系

凡例

既設LED外灯

外灯器具更新　支柱は既設のまま



附属図書館工学分館１階平面図

凡例

既設LED照明器具

蛍光灯照明器具　更新

ダウンライト　更新

投光器　更新

N

実習室１

↓可動間仕切り

↓
可

動
間

仕
切

り

玄関・ホール

上部吹抜

倉庫２
ＥＶ

調整室

暗室

廊下

倉庫

複写室

UP

ファンホ゛ックス

前室

電気室

下部
消防用水槽

消火栓ホ゜ンフ゜室

テラスＣ

テラスＢ

風除室

テラスＡ

植栽

植栽

植栽

UP

機械室

目録コーナー

製本作業室

風除室

ホール

倉庫

U
P

事務室

事務室

男子ＷＣ

玄関ポーチ

スロープ①

実習室２

資料室

共同溝

多目的ＷＣ職員ＷＣ

男子ＷＣ

女子ＷＣ

女子ＷＣＷＣ前室

階段室

湯沸室

ロビー

ラウンジ

バルコニー

ロッカーコーナー

英語学習室



附属図書館工学分館２階平面図

凡例

蛍光灯照明器具　更新

ダウンライト　更新

既設LED照明器具

新館

N

UP

DN

DN

倉庫２

ＤＳ

通路

バルコニーＥ バルコニーＦ

バルコニーＧ バルコニーＨ
第２閲覧室 第１閲覧室

グループ

閲覧室１

グループ

閲覧室２

グループ

閲覧室３

グループ

閲覧室４

バルコニーＤ

ラウンジ１ラウンジ２

バルコニーＣ

渡り廊下

吹抜
渡り廊下 渡り廊下

EXP.J EXP.J

ＥＶ

男子ＷＣ
女子ＷＣ

階段室

バルコニー

情報管理センター

閲覧Ｆ 閲覧Ｃ

閲覧Ｅ 閲覧Ｂ

閲覧Ａ閲覧Ｄ



ダウンライト　更新

蛍光灯照明器具　更新

凡例

附属図書館工学分館屋上階平面図

N

ＥＶ

スロープ②

渡り廊下

UP

空調機械室

DN



凡例

既設LED照明器具

蛍光灯照明器具　更新

ダウンライト　更新

投光器　更新

ＤＷ

DN

積層書架

積層書架

吹抜

DN

(既設)

LD3m

(既設)

LD3m

(既設)

LD

(既設)

LD

N

工学分館地下１階平面図

工学分館１階平面図

工学分館中２階平面図

閲覧コーナー

閲覧コーナー

廊下

男子ＷＣ

女子ＷＣ

上部吹抜

UP

UPUP

DN

ロビー

会議室

積層書架

上部吹抜

上部吹抜

廊下２

DN

廊下

休憩室

シャワーユニット

シャワーユニット

ＰＳ

機械室

重要図書室

ＤＷ

ホール

倉庫２

倉庫１機械室

廊下

倉庫１

UP

DN

ＤＷ

積層書架



凡例

既設LED照明器具

蛍光灯照明器具　更新

ダウンライト　更新

投光器　更新

ＤＷ

DN

UP

機械室

女子

便所

男子

便所

喫煙コーナー

廊下

開架書架

第４閲覧室

開架書架

ビデオブース

ラウンジ

渡り廊下

スロープ②

工学分館３階平面図

N

工学分館２階平面図

渡り廊下

吹抜

ＤＷ

渡り廊下 渡り廊下

ＰＳ

機械室

UPDN

EXP.J EXP.J

開架書架


