
 野口真里・作品略歴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.1
1962 年 　横浜生まれ

1985 年 　東京造形大学デザイン科卒業　

1988 年 　青山ベルコモンズ作品展「熱くて冷たい 13 日間－グラスアート marino」

1989 年 　横浜・磯子の印刷企画会社内に、グラスアート marino を設立

               大阪　クラブマリノ　「marino のための大テーブル」

               新宿ギャラリー玄海作品展「ガラスと鏡の国のアリス」

               青山ベルコモンズ作品発表展示会

               銀座メルサ・ウィンドウ パフォーマンス「ガラスと鏡による四季の姿（夢見る秋の）」

               大崎　エレクトロニクスメーカーショールーム　立体オブジェ「誕生」

1990 年 　銀座４丁目　バーAbime　インテリアテーブルオブジェ「せせらぎ」

               渋谷　クレストクラブ　テーブルオブジェ「水の化石」

               京都祇園　クラブ春秋　インテリアパーティションオブジェ「かぐやひめ・ＷＡＶＥ」

                  ◎立体オブジェ「湖水の城」を東京ガラスアート展に出品・入選

1991 年 　羽田空港　ＪＡＳ受付カウンター　スクリーンオブジェ「心は風のように雲のように」

               渋谷　証券会社　テーブルオブジェ「蓮ＲＥＮ － ひらくことの勇気」

               銀座５丁目　スエヒロ　レストランスクリーンオブジェ「蘇えるバラ」　

               幕張　スエヒロ  ライティングオブジェ「虹色の筋斗雲」　　　

               銀座４丁目　宝石店ショウウィンドゥウィンドゥディスプレー　

               六本木　瀬里奈　ガラススクリーン

               恵比寿 ( 中目黒 )　Ｑ.Ｅ.Ｄクラブ ガラススクリーン 

                  ◎「かぐやひめ－WAVE」「せせらぎ」「水の化石」３点同時に、

                      第 12 回 NSGショップ＆インテリアデザインコンテスト最優秀デザイン賞受賞

1992 年 　下北沢　レストラン ミズ・クラウディア　パーティションオブジェ「ｍｅｌｏｎ ｍｏｏn」

               銀座松屋作品展「水色の花器」

               青山ベルコモンズ作品展「マリノ ガラスの杜」

                  ◎「蘇えるバラ」により、

                     第 13 回 NSG ショップ＆インテリアデザインコンテスト奨励賞受賞

1993 年 　日本橋三越作品展「花達の季節に～風と水辺のモチーフ～」

               渋谷　自動車関連メーカー本社ビルエントランス　ガラスオブジェ「風を受けて」ＥＶホール　ガラスウォール

               千葉　そごう　柿安　ガラススクリーン「流れの中に」     

               茨城　新大宮　クラブハウスエントランスウォールミラー「歓迎のアラベスク」

               六本木　ホテルアイビス　カフェレストラン　テーブルオブジェ「イリスの泉」　　　                               　　

1994 年 　成城大学　研究棟大ホール　エントランス  ウォールグラスオブジェ「時の波紋」

                                                      ラウンジ　ウォールグラスオブジェ「残照」「風の市」「昧爽」

                                                      ラウンジ　ウォールグラスオブジェ「鏡色にさすらい」    　　　　　　　

                                                      ホール通路　ウォールグラスオブジェ「心の海」

               青森県近代文学館　資料展示室　シンボルオブジェ「いで、天空へ」

               大阪織物商健康保険組合『大織健保会館』　エントランスホールウォールオブジェ「たおやかにウェーヴ」

               叙々苑『游玄亭』　十数店にガラスパーテーション

1995 年 　恵比寿ガーデンプレイス『麦酒記念館ギャラリー』作品展「アスラン銀色の眼差し－魂のレゾナンスを索めて」

               恵比寿ガーデンプレイス『麦酒記念館』　ウォールオブジェ「創造のフェニックス」

               幕張　パティオス五番街　シンボルオブジェ「わが心の王－アスラン」「月光 ( つきかげ ) のアルテイシア」

                 ◎「創造のフェニックス」により、

                    社団法人日本ディスプレイデザイン協会ディスプレイデザイン優秀賞受賞



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.2
1996 年　成城大学　体連クラブハウス　グラスモニュメント「私は、ここに」

              東京・多摩　京王プラザホテルエントランスロビー　ウォールグラススクリーン「黎明の歌」

              足利赤十字病院　病棟ラウンジ　グラスパーテーション

              国分寺　本町・南町地域センター　ラウンジ　ウォールグラススクリーン「万葉の詩」

1997 年　中野サンプラザ　チャペル３部作「時の積層」「水晶と緑の祝いの門」「想いの泉」

              横浜　特別養護老人施設『よつば苑』１F エントランスホール　グラスブロック「私は世界」

              お台場　東京都水道局『水の科学館』　ウォールグラスオブジェ「水の詩」

              大阪　帝国ホテル『嘉門』　シンボルグラスオブジェ「四季折々」「下天の月」

              大阪　新阪急ホテル　ＥＶホール　グラスウォール「暮れなずむ風景」

              西明石ステーションプラザ　ウォールグラスオブジェ＆モニュメント

              関西空港　ＪＡＳレインボーラウンジ　ウォールグラスオブジェ

              岡山市地域センター　ウォールオブジェ

              千葉　市川市総合医療センター　ＥＶホール　グラスオブジェ

                 ◎「私は世界」により、第４回 NEC 空間デザインコンペティション佳作

                 ◎「水の詩」により、第１３回 SDA 賞入選

1998 年　神戸　新長田ジョイプラザ　震災復興記念モニュメント「輝ける華」

              横浜駅西口地下街『ザ・ダイヤモンド』ウォールグラスオブジェ６連作「窓辺の夢語り」　

                                                                    照明オブジェ「ダイヤモンドプリンセス」

              福岡　西部ガスミュージアム　ガス灯グラスモニュメント「炎の胎動」

1999 年　新宿　NTT－AT ショールーム　光壁「知の海」

              静岡　ホテルアソシア　チャペルクリスタルグラスウォール「Brilliant Tree－水晶の夢」

2000 年　新宿　京王プラザホテル　チャペルグラスシェル「風祭り」

              銀座　ミキモト　ガラス積層オブジェ「春の予感」

2001 年　奈良　やまと郡山城ホール グラスオブジェ「千年のアリア－大和路を通り抜ける風の歌声」

              水戸　NTT エレクトロニクス研究所　オブジェ「協奏の座－CONCERTO」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              水戸　ホテルレイクビュー　ウォールグラスオブジェ「水の夢－蒼き熱狂」

              広島　国立呉病院　ウォールグラススクリーン「花仕掛けの回廊」

              福島　郡山市ふれあい科学館　シンボルオブジェ「プライマル」

              オークラ千葉ホテル　チャペルティボリ　ステンドグラス「ブルーリボン」

              千葉　江戸川学園　コミュニティーホール正面　ステンドグラス「フェニックス」

              白金　北里大学薬学部　生命科学研究所ホール　モニュメント「水いろのいのちの焔」

2002 年　横浜・港南区　桜道にマリエンバード工房　創設

              赤坂　ホギメデカル　本社ビル　グラスオブジェ

              深川　ウェルタワー深川　グラスモニュメント「水の刻」「水の碑」「水の肖像」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              天王洲　第一ホテル東京シーフォート　ウォールオブジェ

              汐留　カレッタ汐留電通タワー　ガラスによる「定礎銘版」

                                                           役員室　ガラスアートワーク

              六本木　泉ガーデン新住友会館　役員室　ガラスアートワーク

              白金　北里大学薬学部　ゲート　ガラススクリーン

2003 年　目白　椿山荘　チャペルヴァン・ベール「翠の寿ぎ歌」

              横浜　ロイヤルパークホテル『シリウス』　ガラスオブジェ

              丸の内　( 一社 ) 日本工業館倶楽部　照明オブジェ



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.2
1996 年　成城大学　体連クラブハウス　グラスモニュメント「私は、ここに」
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              横浜　特別養護老人施設『よつば苑』１F エントランスホール　グラスブロック「私は世界」

              お台場　東京都水道局『水の科学館』　ウォールグラスオブジェ「水の詩」

              大阪　帝国ホテル『嘉門』　シンボルグラスオブジェ「四季折々」「下天の月」

              大阪　新阪急ホテル　ＥＶホール　グラスウォール「暮れなずむ風景」

              西明石ステーションプラザ　ウォールグラスオブジェ＆モニュメント

              関西空港　ＪＡＳレインボーラウンジ　ウォールグラスオブジェ

              岡山市地域センター　ウォールオブジェ

              千葉　市川市総合医療センター　ＥＶホール　グラスオブジェ

                 ◎「私は世界」により、第４回 NEC 空間デザインコンペティション佳作

                 ◎「水の詩」により、第１３回 SDA 賞入選
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1999 年　新宿　NTT－AT ショールーム　光壁「知の海」

              静岡　ホテルアソシア　チャペルクリスタルグラスウォール「Brilliant Tree－水晶の夢」

2000 年　新宿　京王プラザホテル　チャペルグラスシェル「風祭り」

              銀座　ミキモト　ガラス積層オブジェ「春の予感」

2001 年　奈良　やまと郡山城ホール グラスオブジェ「千年のアリア－大和路を通り抜ける風の歌声」
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              横浜　ロイヤルパークホテル『シリウス』　ガラスオブジェ

              丸の内　( 一社 ) 日本工業館倶楽部　照明オブジェ

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.3
2004 年　名古屋　東急ホテル　エントランス　グラスアート

              千葉・野田　宗教施設　光壁「風の記譜」

              神奈川　藤沢市医師会館　ホールスクリーン　ウォールグラスアート

2005 年　日本橋　日本銀行役員エントランス　ウォールオブジェ　竹仕立てグラススクリーン「竹林幻想」

2006 年   大阪・難波　ＴＯＨＯシネマズなんば　ホワイエ掘込天井に環状スクリーンオブジェ「時色レゾナンス」

                                                                    シネマズゲートにグラススクリーン　

                                                                    プレミアラウンジにグラスモニュメント

              大阪・梅田　ヒルトンイースト『大阪聘珍樓』　グラス柱廊「風のガレリア」　

                                                                               竹仕立てグラススクリーン「碧き豪奢」

              紀尾井町　ホテルニューオータニ東京　謁見室　竹仕立てグラススクリーン

2007 年　 赤坂　ザ・リッツ・カールトン東京　メインロビー　グラスタワー「Photon cascade」

                                                                  チャペル　グラスアート「Photon Feast」

              奈良・五條　斎場『ハートピアさくら』　グラスアート 3 連作　オブジェ、水盤、積層ガラス柱

              千葉　日本生命千葉富士見ビル　エントランス　ウォールグラスアート「il vento libero」

              大阪・天王寺　大和ハウス『ロイヤルパークス桃坂』　エントランス　ウォールグラスアート「エンドレス」

2008 年   東京・中野　東京警察病院　ロビーフロア階段柱部　グラスアート「a flow of joy」

              横浜　みなとみらい 『ブリリアショートショートシアター』　ウォールグラスアート「フラッシュレール」

              横浜  みなとみらい　大和ハウス『パシフィックロイヤルコートみなとみらい』

                                           エントランス  ウォールグラスアート「夢に帆」

                                           グラス階段  「風濤梯～風と波のかけ橋～」

              渋谷　野村不動産『プラウド神山町』　エントランス　花器グラスアート

              中目黒　MANAS 東京ショールームにて企画展「野口真里展」

              外苑前　織絵 25 周年企画展 Part-5「建築と光のグラスアート」

              青山　町田ひろ子アカデミー にて IICU 主催「野口真里グラスアート作品展＆実演セミナー」講演

              東京・足立　大和ハウス『ロイヤルパークス西新井』　エントランス　ウォールオブジェ「バロン」

              銀座　ZACC『EiGHT MiLLiON』GINZAGATE 店　インテリアグラスアート

2009 年   目黒　ヤマハ目黒センター　エントランスロビー　グラススクリーン「時の音アドレセンス」

              横浜・戸塚　藤和不動産『BELISTA タワー東戸塚』エントランス　スクリーングラスアート

              名古屋・千種　三菱地所『パークハウス高見ザ・レジデンス』　エントランス　ウォールグラスアート

2009 年　 飯田橋プラーノ　ガレリアグラスアート「風の展翅（てんし）」

　　　　　　　　               オフィスエントランスグラスアート　スクリーン「風のロンド」

　　　　　　　　               オフィスエントランスグラスアート　ウォールオブジェ「風の琥珀」

              沖縄協同病院　エントランス　スクリーングラスアート「玻璃の吹き寄せ」　

              新浦安　虎の門クリニック　エントランス　ウォールグラスアート「昧爽の風」

              大阪・心斎橋　ルミエパリ大阪心斎橋店　水盤オブジェ 2 作　扉グラスアート

2010 年   東京　芝公園フロントタワー　オフィスエントランス　ウォールグラスアート「木洩れ陽」

              東京・初台　三井不動産レジデンシャル『パークリュクス初台』エントランススクリーングラスアート「夢の図法」

              東京・高井戸　野村不動産『プラウド杉並高井戸』　エントランス　グラスアート三連作

              羽田空港　ANA SUITE LOUNGE　カウンター　花器オブジェ



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.2
1996 年　成城大学　体連クラブハウス　グラスモニュメント「私は、ここに」

              東京・多摩　京王プラザホテルエントランスロビー　ウォールグラススクリーン「黎明の歌」

              足利赤十字病院　病棟ラウンジ　グラスパーテーション

              国分寺　本町・南町地域センター　ラウンジ　ウォールグラススクリーン「万葉の詩」

1997 年　中野サンプラザ　チャペル３部作「時の積層」「水晶と緑の祝いの門」「想いの泉」

              横浜　特別養護老人施設『よつば苑』１F エントランスホール　グラスブロック「私は世界」

              お台場　東京都水道局『水の科学館』　ウォールグラスオブジェ「水の詩」

              大阪　帝国ホテル『嘉門』　シンボルグラスオブジェ「四季折々」「下天の月」

              大阪　新阪急ホテル　ＥＶホール　グラスウォール「暮れなずむ風景」

              西明石ステーションプラザ　ウォールグラスオブジェ＆モニュメント

              関西空港　ＪＡＳレインボーラウンジ　ウォールグラスオブジェ

              岡山市地域センター　ウォールオブジェ

              千葉　市川市総合医療センター　ＥＶホール　グラスオブジェ

                 ◎「私は世界」により、第４回 NEC 空間デザインコンペティション佳作

                 ◎「水の詩」により、第１３回 SDA 賞入選

1998 年　神戸　新長田ジョイプラザ　震災復興記念モニュメント「輝ける華」

              横浜駅西口地下街『ザ・ダイヤモンド』ウォールグラスオブジェ６連作「窓辺の夢語り」　

                                                                    照明オブジェ「ダイヤモンドプリンセス」

              福岡　西部ガスミュージアム　ガス灯グラスモニュメント「炎の胎動」

1999 年　新宿　NTT－AT ショールーム　光壁「知の海」

              静岡　ホテルアソシア　チャペルクリスタルグラスウォール「Brilliant Tree－水晶の夢」

2000 年　新宿　京王プラザホテル　チャペルグラスシェル「風祭り」

              銀座　ミキモト　ガラス積層オブジェ「春の予感」

2001 年　奈良　やまと郡山城ホール グラスオブジェ「千年のアリア－大和路を通り抜ける風の歌声」

              水戸　NTT エレクトロニクス研究所　オブジェ「協奏の座－CONCERTO」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              水戸　ホテルレイクビュー　ウォールグラスオブジェ「水の夢－蒼き熱狂」

              広島　国立呉病院　ウォールグラススクリーン「花仕掛けの回廊」

              福島　郡山市ふれあい科学館　シンボルオブジェ「プライマル」

              オークラ千葉ホテル　チャペルティボリ　ステンドグラス「ブルーリボン」

              千葉　江戸川学園　コミュニティーホール正面　ステンドグラス「フェニックス」

              白金　北里大学薬学部　生命科学研究所ホール　モニュメント「水いろのいのちの焔」

2002 年　横浜・港南区　桜道にマリエンバード工房　創設

              赤坂　ホギメデカル　本社ビル　グラスオブジェ

              深川　ウェルタワー深川　グラスモニュメント「水の刻」「水の碑」「水の肖像」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              天王洲　第一ホテル東京シーフォート　ウォールオブジェ

              汐留　カレッタ汐留電通タワー　ガラスによる「定礎銘版」

                                                           役員室　ガラスアートワーク

              六本木　泉ガーデン新住友会館　役員室　ガラスアートワーク

              白金　北里大学薬学部　ゲート　ガラススクリーン

2003 年　目白　椿山荘　チャペルヴァン・ベール「翠の寿ぎ歌」

              横浜　ロイヤルパークホテル『シリウス』　ガラスオブジェ

              丸の内　( 一社 ) 日本工業館倶楽部　照明オブジェ
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2011 年　香港　ザ・リッツ・カールトン香港　メインダイニング “Tosca”　

                                                                 滝グラスアート　

                                                                 水盤オブジェ「華綴じの水景－flower-drop water-garden」

                                                                 VIP ルーム　ウォールグラスアート　水盤オブジェ

              横浜　駅東口地下街ポルタ　大階段エントランス　ウェルカムゲート “PORTA 横濱三塔物語”

                                                                                   グラスモニュメント３作「JACK 時のコラージュ」

                                                                                                                      「QUEEN 夢の往還」

                                                                                                                      「KING 明けの砦」

                                                    大階段上部　ステンドグラス& スクリーングラスアート

2012 年   海洋調査船舶　深海底鉱物資源探査専用船『第２白嶺丸』　応接室ウォールグラスアート

              新宿　三井不動産レジデンシャル『パークリュクス西新宿』　エントランス　スクリーングラスアート

              恵比寿　野村不動産『プラウド恵比寿』　エントランス　スクリーングラスアート

              東京・大森　大京『ライオンズ大森西グランフォート』　エントランスホール　ウォールグラスアート

              京都　ホテル日航プリンセス京都　チャペル　ステンドグラス　扉グラスアート

              東京・中野　東京ブライダル専門学校　チャペル　ステンドグラス「青い蝶－Metamorphose」

              神戸　三菱地所レジデンス『ザ・パークハウス神戸トアロード』　水盤オブジェ 4 連作「春 夏 秋 冬」

              上海　フォーシーズンズホテル上海浦東　“Camelia” 　楕円花器「Jasmine」

              横浜　駅東口地下街ポルタ　中央通路出口両側　ウォールグラスアート２連作

                                                                                「燦き（きらめき）を抱いて海」

                                                                                「赫き（かがやき）へ翔けて空」

                                                     中央通路柱　　　　横浜発祥デザインの柱プレート 26 連作

2013 年   和歌山・紀の川　名手病院　ウォールグラスアート「翠瀬・KINOKAWA」

              東京・武蔵野　大京『ライオンズ武蔵境マスターズゲート』　オブジェ　　　

              名古屋　愛知医科大学病院　エントランスホール　ウォールグラスアート「生命（いのち）の飛翔」

              京都　ザ・リッツ・カールトン京都　“La Locanda” 　水盤オブジェ「彩綴り」

2014 年   東京・品川　農林中央金庫品川研修センター　EV ホール　ニッチウォールグラスアート

              仙台　長町病院　ウォールグラスアート

              浅草　タマホーム『グレンドール浅草』　エントランス　スクリーングラスアート「煌めきの雫」

              大阪　アムスニューオータニクリニック　スクリーングラスアート

              岩手　大船渡温泉ホテルロビー　ウォールオブジェ「海よ、わたしは」( 移設　「知の海」改題 )　

                                                           テーブルオブジェ「イリスの泉」( 移設 )

              埼玉・吉川　丸和運輸機関　応接室　スクリーングラスアート

              埼玉・大宮　ダイワハウス賃貸住宅『桜木町Ｄ-room A』　ステンドグラス

              池袋　ホテルメトロポリタン　ガーデンチャペル　ウォールグラスアート

              埼玉・比企郡鳩山町　NPO法人スノードロップ『女性たちの共同墓なでしこ』モニュメント

              東京・芝浦　愛育病院　ウォールグラスアート

              銀座　マリアージュキラリトギンザ店　エントランスファサード　スクリーン「玻璃の翼」

              赤坂　ザ・リッツ・カールトン東京　“ひのきざか” 　積層オブジェ「幻視の中のクロニクル」

2015 年   千葉・印西　大和地所レジデンス『ヴェレーナシティ千葉ニュータウン中央』ウォールグラスアート　　　　　

              千葉・野田　宗教施設　祭壇 & 滝グラスアート

              赤坂　ザ・リッツ・カールトン東京　チャペル（改装）　ステンドグラス
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2016 年   横浜　レストラン星のなる木（日本料理）　

                                          エントランス スクリーングラスアート「風花の誘い」

                                          ウォールグラスアート「金波琳波に桜舞う」

                                          回廊アート 4 部作「季のひかり」

                                          ～春の章・水もよう　夏の章・風薫る　秋の章・襲ね色　冬の章・寒の咲～

              紀尾井町　ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町（東京ガーデンテラス紀尾井町３０Ｆ－３６Ｆ）

                 ３６階スカイギャラリーラウンジ『レヴィータ』

                       全壁ウォールグラスアート「滝色 Levitation」

                       バーカウンターグラス水盤「黎明の泉」

                 ホテル内３０階エレベーターホール　グラスオブジェ「ボイエンス＜buoyance　series＞」

                                                                                           buoyance 遊 ( ボイエンスゆう )

                                                                                           buoyance 舞 ( ボイエンスまい )

                                                                                           buoyance 踊 ( ボイエンスさそい )

　　　　                 ３４階エレベーターホール　グラスオブジェ「ジャイロイド＜gyroid　series＞」

                                                                                           gyroid 翔 ( ジャイロイドしょう )

                                                                                           gyroid 燦 ( ジャイロイドきらめき )

                                                                                           gyroid 囁 ( ジャイロイドささやき )

              シンガポール ザ・リッツ・カールトン ミレニア シンガポール スパ

                                                                                           空間アートデザイン「Minimal cosmos」

                                                                                           積層ガラス壁「揺動－galaxy filaments」

                                                                                           泡構造アート「原場－protovoids」

              横浜・桜木町　マリアージュコレットマーレ店　エントランスファサード　スクリーン「玻璃の翼」

              岩手・大船渡　さいとう製菓新工場　「窓辺の夢語り」を横浜から移設

              東京・墨田区八広　大和ハウス『八広レジデンス』　ファサードグラスアート

              東京・二子玉川　タマホーム『グレンドール二子玉川』　エントランスグラスオブジェ「風に零れる」

                 ◎「金波琳波に桜舞う」により、

                    第５０回 SDA 日本サインデザイン賞受賞

                    DSA 日本空間デザイン賞 2016 受賞

2017 年   名古屋駅　ＪＲゲートタワー モニュメント時計「オリフィスの祈り」

              横浜 港南区新総合庁舎 １階ロビー 時計オブジェ「港南の夢時計 - カドランロードスター」

              東京・三田　三井不動産レジデンシャル『パークリュクス白金高輪』エントランスロビー　ウォールグラスアート　

              横浜 神奈川学園中学校・高等学校 創立１００周年記念ホール 「旅立ち、はるか」（3連作）

                 １階エントランスホール ウォールグラスアート「さくらの花びらたち」

                 ２階ロビー ウォールグラスアート「空へ駆ける」「海を渉って」

              横浜・港南区上永谷　医療法人社団仁明会『秋山脳神経外科病院』 ２階受付フロア ウォールグラスアート「風さやか」

              ジャカルタ アヤナ・ミッドプラザ・ジャカルタメインロビー 水盤オブジェ「ジャスミン繚乱」

　　　　  横浜・関内　横浜信用金庫本店１Ｆロビーにおいて、「野口真里グラスアート展」

              品川プリンスホテル Dining＆Bar TABLE 9 TOKYO ( テーブルナイントーキョー )

                            レストラン受付 ガラスカウンター「雲居の座」

                            (Awa Lounge カウンター腰板ガラスデザイン

                            Cocktail Bar カウンター腰板ガラスデザイン バーバックガラスデザイン

                            Chef’ s Table、Private Dining ガラスデザイン照明 )
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2018 年   東京・築地　トヨタホーム『アネシア築地ステーションレジデンス』　ウォールスクリーンオブジェ「光芯」　

              兵庫・宝塚　三菱地所レジデンス『ザ・パークハウス宝塚』 ウェルカムガーデンオブジェ「風が行き交う思い橋」

              名古屋・港区築盛　ネッツトヨタ名古屋　港・名四店　階段室アートスクリーン三連作「みず色のいのちのかたち」

              横浜・二俣川　相鉄不動産『グレーシアタワー二俣川』ラウンジ　ウォールスクリーングラスアート「瀬をはやみ」

              東京・神田　スターツコーポレーション『アルファグランデ千桜タワー』　

                                                                          スクリーングラスオブジェ「風様のパッサカリア」

                                                                                                                「水紋のシャコンヌ」

                                                                          カウンター埋め込みグラスアート「さくらの賦」

              横浜　『パークコート山下公園』エントランスホールウォールグラスアート「海淵からの風の重層-光り射す方へ」

2019 年   東京・三鷹　三菱地所レジデンス『ザ・パークハウス 三鷹レジデンス』 マンションギャラリー　ウォールグラスアート

              東京・高井戸　プラウド杉並高井戸サウス　エントランスホール　オブジェ

              仙台　三菱地所レジデンス『ザ・パークハウス仙台錦町』エントランスホール　ウォールグラスアート

              東京　八王子　大善寺　富士見台霊園　未来墓モニュメント

              東京・銀座　『B1F 和匠 銀明翠 GINZA』　ウォールグラスアート「翠淵行」

              北海道・千歳　新千歳空港　新千歳空港国際線旅客ターミナルビル新ホテル内　グラスアート「雪の凛章」

              神奈川・藤沢　日本エスコン『グラン　レ・ジェイド湘南江ノ島R134』ラウンジパーティション

              埼玉・浦和　住友商事『クラッシィハウス浦和上木崎』エントランスホールグラスアート「風紋のロンド」

              東京・恵比寿　タカラレーベン『ネベル恵比寿』エントランスホールグラスアート

              東京・大手町　企業本社ビル　プレミアムダイニング　四季グラスアートパーティション

              神奈川・大和市　『プラウド中央林間』エントランスホール　オブジェ

2020 年   名古屋・錦　『プラウドタワー名古屋丸の内』エントランスホールグラスアート

              鎌倉　『ザ・パークハウス　オイコス鎌倉大船』サブエントランス　アート「流れの賦」

              東京・八王子　大善寺　富士見台霊園　未来墓モニュメント

              名古屋・本山　『アネシア本山』グランドエントランスホール　ウォールアート

              沖縄　沖縄リハビリテーションセンター病院　総合ラウンジ　サインアート

              東京・大手町　『フォーシーズンズホテル東京大手町』　ダイニング

  　　　BAR　VIRTU／ヴェルテュ　ステンドグラス「メトレオポートホール」Metreo porthole

  　　　フレンチレストラン　EST／エスト　「ルサルカ遍在」Rusalkd

              横浜・みなとみらい　ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜　SPAトリートメントサロン

  　　　スクリーン『波影』

  　　　ウォール『波景』

 東京・築地　『フレンシア築地』　エントランス壁面アート「purify」

 東京・高輪　『シェラトン都ホテル東京』　B１F レストランエリア　オブジェ「樹影抜けて風紋」 

2021 年 京都・五条　『フォション京都』　エントランスホール　大階段天井ステンドグラスアート「いっしんに桜」

 仙台・二日町　野村不動産『プラウドタワー仙台晩翠通サウス』　エントランスホールグラスアート「心月行」

 仙台・本町　野村不動産『プラウド本町ディアージュ』　エントランスホールグラスアート「ますみの風鏡」 

 東京・中野　東京避雷針工業　サインアート

 東京・大手町　『大手センタービル』受付カウンターグラスアート

 東京・築地　旭化成不動産レジデンス『アトラス築地』　エントランス壁面アート「深淵のドリュアス」

 東京・横浜　野村不動産『プラウド横浜反町公園』　エレベータホールアート

 千葉・鴨川　三井不動産レジデンシャル『パークウェルステイト鴨川』１F ラウンジアートワーク「彩の風層」

 東京・元代々木　野村不動産『プラウド元代々木町』　中庭　積層オブジェ「水の肖像」

 埼玉・川越　日本エスコン『レ・ジェイド　タイムズコア川越』　エントランスホールグラスアート「懐風」

 東京・虎ノ門　三井不動産レジデンシャル『パークコート虎ノ門』

 横浜・みなとみらい　『みなとみらいメディカルスクエア改修』エントランスホールパーティション「風の蒼さが」

 横浜・港北区　東京日商エステム　『ヨコハマ　シンミライ　プロジェクト』エントランスホール壁面アート

 東京・渋谷　旭化成不動産レジデンス『アトラスギャラリー渋谷』　PREMIUMホワイエ「風の雫」
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2022 年 軽井沢　フージャースコーポレーション『デュオヒルズグラン旧軽井沢』　エントランスホール壁面オブジェ「蒼の影滝」 

 仙台・二日町　野村不動産『プラウドタワー仙台晩翠通セントラル』　パブリックアート「風の微分」

 埼玉・北浦和　野村不動産『プラウド北浦和』　ラウンジアート

 京都・北山　阪急阪神不動産　『ジオ京都北山』　エントランスホール壁面オブジェ

 横須賀 佐島シーサイドハウス　インテリアオブジェ

受注製作インテリア作品群

立体オブジェ「楼蘭の壁」「湖水の城」

テーブル「深淵 ( みぶち ) のさやぎ」「ＫＯＫＵＵ － 虚空」「ひとりぼっちのセピア」

硝子屏風「透りぬけた空間」「ぎんせんの夢」「あこがれ色の雲層」

グラスボールオブジェ「月の砂漠のおくりもの」「うたかた」

グラスクリスマスツリー

フラワーベース

    「翠色の紋」「おつうの幻想」「ときめいて」「ＢＯＲＮ　ＴＯ　ＷＩＮ」「はごろも」

    「アルストロメリアのために」「花手毬」「小さな星から」

    テーブルトップ「水鏡」「混沌Ｋｏｎｇ－Ｔｏｎｇ」

    ミラーボード＋ミラーキュービック「鏡の国のアリスシリーズ」

その他、ニッチインテリア各種

            ミラーレリーフ、スタンドミラー、ディナープレート、キャンドルスタンド、時計、グラス、オーナメント、ペーパーウェイトなど 


