組織概要
名 称

株式会社黎デザイン総合計画研究所

設 立

1973.11

代表者

代表取締役 赤瀬達三

住 所

東京都千代田区麹町 3 丁目 5 番地 一ノ瀬ビル 3 階

Phone

03-3263-6151（代）

URL

http://www.rei-design.co.jp

Contact

海外：楊莉，博士（学術），アソシエートディレクター
国内：金子由紀江，シニアデザイナー
info@rei-design.co.jp

業務内容
サイン計画コンサルティング／屋内外施設計画／サインシステム計画／環境グラフィックス計
画／色彩計画／ビジュアルアイデンティティ・デザイン／グラフィック・デザイン／調査研究
主な受賞
1975

第 9 回 SDA 賞金賞：営団地下鉄有楽町線サイン計画

1983

第 17 回 SDA 賞大賞：営団地下鉄サインシステムマニュアル

1987

昭和 62 年通商産業省選定グッドデザイン商品：仙台市地下鉄サインシステム

1990

’89 デザインイヤー記念日本デザイン賞：営団地下鉄サインデザイン

1993

第 27 回 SDA 賞優秀賞：横浜市地下鉄ガラスレリーフ

1995

第 29 回 SDA 賞優秀賞：JR 東海保守用車車体カラーリング

1996

第 6 回ブルネル賞：JR 東海保守用車車体カラーリング

1996

第 30 回 SDA 賞優秀賞：営団地下鉄南北線サイン計画

1996

第 30 回 SDA 賞優秀賞：東京臨海新交通ゆりかもめトータルデザイン

2004

第 38 回 SDA 賞奨励賞：みなとみらい線サインシステム計画

2004

2004 年度グッドデザイン賞建築・環境デザイン部門：みなとみらい線

2005

第 39 回 SDA 賞大賞：福岡市地下鉄七隈線トータルデザイン

2005

第 39 回 SDA 賞奨励賞：東京ビッグサイトのサイン計画

2009

第 43 回 SDA 賞最優秀賞：横浜駅コモンサイン整備プロジェクト

2011

土木学会デザイン賞 2010 優秀賞：福岡市地下鉄七隈線トータルデザイン

主な業務経歴
交通施設
1973-03

営団地下鉄サインシステム計画
有楽町線各駅・大手町総合駅・銀座総合駅のサイン計画／その後 30 年間に順次 8 路線およそ
130 駅の各駅サインシステム実施設計／サインシステム･マニュアル作成

1981-87

仙台市地下鉄のトータルデザイン計画
シンボルマーク公募案のリデザイン／ロゴタイプデザイン／グラフィックエレメントの検討／
建築デザイン計画（協力：海谷寛，柿崎豊治）／サイン計画／商業広告計画／車両デザイン計
画／指令施設デザイン計画／券売機・精算機デザイン計画／ファニチャー計画
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1989-93

横浜市営地下鉄サインシステムの新基準策定とパブリックアート
延伸部（高架駅）のサインシステム基準／既存地下駅のサインシステム基準／あざみ野駅パブ
リックアート（協力：高部多恵子）／新横浜北駅パブリックアート（協力：趙慶姫）

1989-95

東京臨海新交通“ゆりかもめ”のトータルデザイン計画
ネーミングの検討／グラフィックエレメントの検討（協力：鈴木一誌）／インフォメーション
システム計画／建築内装デザイン計画／商業広告計画／改札機・券売機・精算機デザイン計画
／ファニチャー計画／車両デザイン計画／指令施設デザイン計画

1990-96

営団地下鉄国会議事堂前駅出入口建物デザイン

1992-93

JR 東海 保守用車の色彩計画および塗色マニュアルの作成

1993-04

みなとみらい線専門設計
デザイン委員会におけるサイン・商業広告・ファニチャー計画・改札機廻り・券売機廻りのデ
ザイン／5 駅のサインシステム実施設計／デザイン監修

1994-01

東京臨海高速鉄道“りんかい線”のサイン・商業広告・アートパネル計画：
新木場・東京テレポート間／天王洲／品川シーサイド／大井町（協力：趙慶姫）

1995-10

横浜駅コモンサイン整備プロジェクト
横浜駅ターミナル案内サイン基本計画／コモンサイン基本設計／各種案内サイン実施設計・調
整会議資料作成／施設整備の進捗に伴うグラフィック変更図作成

1996-01

福岡市営地下鉄七隈線の建築デザイン監修

2000-01

小田急線，梅ヶ丘・豪徳寺・経堂・千歳船橋・祖師ヶ谷大蔵・成城学園前 6 駅の建築デザイン
計画

2000-03

名古屋臨海高速鉄道“あおなみ線”のサインシステムマニュアルの作成

2001

タイ国バンコク地下鉄 MRTA サインシステム計画基本設計

2001-05

つくばエクスプレス・サイン計画
システム計画設計／秋葉原・つくば間 20 駅サインシステム実施設計／原稿指示図作成

2002

JR 北海道･札幌駅サインシステム改修計画

2005-10

小田急新宿エリアリニューアル計画
西口エリア一帯施設リニューアル計画／西口エリア一帯サインリニューアル計画

2006-08

東京メトロ副都心線雑司ヶ谷・明治神宮前間 6 駅のカラーコーディネーション・側壁デザイン
（協力：宮澤知子）

2006-11

相鉄線サインマニュアル作成とサイン計画
マニュアルの作成／6 駅のサイン実施設計／運賃表のデザイン

2007-08

首都高速道路の案内標識デザイン検討

2008-10

NEXCO 高速道路の案内標識デザイン検討

2009-10

小田急線サインマニュアル作成とサイン計画
マニュアルの作成／新宿駅・海老名駅の実施設計

2011

静岡鉄道新静岡駅・新静岡バスターミナルのサインリニューアル計画
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一般施設
1984-11

森ビルの地域開発サイン計画設計監理
アークヒルズ（協力：海保透）／御殿山ヒルズ（協力：木下春雪）／城山ヒルズ（協力：木下
春雪）／神谷町プロジェクト・六本木一丁目東地区／新大阪第 2 森ビル／大連森茂大厦／上海
森茂大厦／ARK エグゼクティブタワー／赤坂溜池タワー／表参道ヒルズ／上海環球中心

1990-02

湯沢町環境デザイン計画
環境色彩計画／公共サイン計画／アルプの里サイン計画／湯沢高原スキー場サイン計画

1995-04

西武百貨店のサイン計画
渋谷店／大津店／渋谷ロフト／池袋店／富山店／札幌店／船橋店／静岡店／福井店／東戸塚オ
ーロラシティ／池袋店／船橋店／高槻店

1999-10

森ビルの六本木ヒルズサイン計画プロジェクト
全街区配置計画／ゲートタワーサイン計画／総合コンサルティング業務／駐車場・事務所棟サ
イン計画／駐車場改良／歩行者系全域サイン改良／事務所棟改良／全域サイン補修／クロスポ
イント外構サイン計画

2001-04

そごう百貨店のサイン計画
横浜店／神戸店／西神店／柏店／大宮店／広島店

2003-04

東京ビッグサイト案内サイン改善に係わる設計監理

2003-06

名古屋市地下空間サイン計画
サインマニュアルデザイン案作成／名古屋駅地区／栄地区

2003-07

東京大学キャンパス案内サイン整備
工学部キャンパス案内サインシステム基本計画／武田先端知ビル入口サイン／本郷・駒場・白
金・中野・柏キャンパスマップ／本郷キャンパスサインパイロット設置

2005-06

小田急百貨店のサイン計画
町田店／藤沢店／新宿店

2005-11

小田急電鉄商業施設開発のサイン計画
成城コルティ／経堂テラスガーデン／経堂コルティ

2005-07

札幌ドーム案内サインシステム設計監修

2008-10

高松シンボルタワーのサイン改修設計監修

2009-11

青島泰山房地産開発のサインリニューアル計画
ショッピングセンター／住宅街区／オフィスビル

VI デザイン&グラフィックス
1978-91

営団地下鉄路線図「メトロネットワーク第 1 版」のデザイン

1984

森ビル地域開発・アークヒルズのロゴマークデザイン（協力：海保透）

1989

配送会社（名古屋市）のシンボルデザイン・CI 計画

1989-90

信号機器メーカー（横浜市）のシンボルデザイン・CI 計画

1991-00

営団地下鉄路線図「メトロネットワーク第 2 版」のデザイン

1991-93

建築設計事務所（東京都）のシンボルデザイン・CI 計画

2000-04

営団地下鉄路線図「メトロネットワーク第 3 版」のデザイン

2002-03

みなとみらい線シンボルマーク及びロゴタイプのデザイン

2003

みなとみらい線開業記念パンフレットの編集デザイン
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2004

東京ビッグサイト案内パンフレットの編集デザイン

2006-11

東京大学の広報印刷物のデザイン
環境報告書／ガイドマップ／知のプロムナード・ナビマップ／大学概要

2005-10

小田急沿線開発施設のロゴマークデザイン
成城コルティ（協力：小田切信二）／新宿テラスシティ（協力：小田切信二）／経堂テラスガ
ーデン（協力：瀬沼晃）／経堂コルティ（協力：小田切信二）

2007

小田急沿線開発・新宿テラスシティのシティマップデザイン

2010

青島泰山房地産開発・住宅街区マリーナテラスのロゴマークデザイン・VI 計画

調査研究
1989-91

日本鉄道技術協会「地下鉄における居住性の改善に関する研究」

1995-98

交通エコロジー・モビリティ財団「アメニティターミナルにおける旅客案内サインの研究」

2001

交通エコロジー・モビリティ財団「バリアフリー駅のモデルプラン作成」

2002

交通エコロジー・モビリティ財団「交通施設における案内整備ガイドラインの作成」

2008-09

交通エコロジー・モビリティ財団「交通拠点の誘導・案内サインの計画手法の策定」

4

