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10周年記念誌によせて

北海道インテリアプランナー協会
会 長

中井

伸二

北海道インテリアプランナー協会
が設立されて、今年で丸10年にな
ります。10年と言えば長く感じら
れますが、私には案外短い年月で
した。
色々な事や様々な意見を、見たり
聞いたりしました。時には喜び、
時には落胆もしました。小さな集
まりで限界もありました。でも会
員、賛助会員の皆さんのご協力と
大いなるボランティア精神がなけ
れば、とっくに会は無くなってい
たと思います。現会長として感謝
致します。本当にありがとうござ
いました。
今後は新執行部に、設立当時の目
標でもある「人間のためのインテ
リア」をもう一度思い起こして頂
き、前向きで新たな活動を期待致
します。
10周年おめでとうございます。

代議員

杉山

宗英

設立10周年を心からお祝い申し上
げます。

株式会社北海道日建設計
取締役社長

吉 田

宏

IP誕生に遅れをとらぬように準備
をすすめ、全国に先駆けて逸早く
HIP協会を立ち上げたインテリア
界の先達に改めて敬意を表します。
全国の単位会誕生をうながすモデ
ルの役割を果し、機関誌を発行し、
受験講習会を通じて合格率全国一
の実績を挙げるなど、会員の皆さ
ん の 行 動 力 に は 目 を 見 張 り ま す。
熟年組もカケダシも男も女も仲良く、
懸命なHIP協会員の伝統を誇りに思っ
ています。
これからもよろしくお付き合い下
さい。

事務局長

山田

新二

10周年と聞き、早かった様な、長
かった様な不思議な感覚がします
が、平成３年の８月に、建築技術
教育普及センターの会議室での、
プランナー協会設立の会議に出席
を山本信先生に要請され、気軽に
出席すると、その場で会長に決定
と、何の心積もりも無かったため、
反論の機会も無く、会長を受けて
しまい、９月の旗揚げ、平成４年
４月の第１回の総会へと、全国初
のプランナー協会発足に向けた、
会員の皆さんの熱気と共に、駆け
足で進めていた感じがします。そ
の後の活動、北海道IP協会の方の
情熱が、各地域協会のモデルとな
り、平成10年の全国組織、日本イ
ンテリアプランナー協会協議会、
設立の基点となりました。日本IP
協会協議会の会員も2000余名を擁
し、平成13年には、国際展示会と
セミナーの「IPEC21」を成功させ、
活動基盤の安定に寄与し、対外的
なIPの認知にも大きな役割を果た
しました。景気状況も有り全国で
会員の減少を招いていますが、IP
の業務は、益々広がり、大きな役
割を持つと考えますし、同様に協
会の果たす役割も、大きいと考え
ています。
10周年を、新たな起点としての協
会活動を期待いたします。

協会設立から10年を経過しました。
北海道に続いて関西が立ち上がる
と、その波は全国に及んで、1998
年にインテリアプランナー協会協
議会の形で集大成しました。
黎明期から今日までたゆまず努力
してきた会員の力を思うと、記念
誌発行は感慨もひとしおのものが
あります。
ご指導下さった建築技術教育普及
センター、インテリア学会他の皆
様にお礼申し上げます。
関係の方々の−層のご発展を祈念
します。

沿

革
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1991年 6月
(平成3年)
8月
9月

通年
1992年 1月
(平成4年)
4月

協会設立準備会起動

1月
6月

協会設立発起人会開催
北海道インテリアプランナー協会設立
会長：杉山宗英
総務，交流，事業，情報の各委員会を設置
見学会「ラマダルネサンスホテル」他2回

12月

第1回総会と記念事業
清家清氏による記念講演
インテリア展

5月

支部組織発足（函館･旭川･帯広･釧路･北見）

6月

協会シンボルマーク決まる

通年

見学会「北ホテル」他3回

人間の五感と空間

9月
10月

4月

天皇・皇后
初の中国訪問

普及センター「IP賞'92」入賞作品展
以後隔年開催
インテリア展「光と色」開催

住宅金融公庫と意見交換会

通年

見学会「サッポロファクトリー」他4回

5月

Ｊリーグ開幕

6月

皇太子成婚

7月

北海道南西沖地震

9月

関西空港開業

北海道建築指導センター講座に講師派遣
IP制度活性化研究会に参加

10月

IP情報交換会に参加

通年

見学会「ホテルモントレ」他4回

1995年
(平成7年)
3月

スペースシャトルに
毛利飛行士搭乗

IP受験者講習会（製図）以後毎年1月実施

10月

1994年
1月
(平成6年)
3月

ソ連邦崩壊

広報誌「IPニュース1号」を発行

4月

1993年 1月
(平成5年)
3月

社会一般
湾岸戦争勃発
雲仙普賢岳噴火

インテリアプランニング北海道'94を開催

10月

大江健三郎氏
ノーベル賞受賞

1月

阪神淡路大震災

3月

地下鉄サリン事件

7月

製造物責任法施行

11月

IPニュース10号を発行

12月

IP協会全国運総会に出席
各地に協会設立、連絡会と呼称を改めた

通年

見学会「札幌芸術の森アートホール」他5回

1996年 5月
(平成8年)
通年

インテリアプランニング北海道'96を開催

7月
8月

グッドリビングショーに
IP協会PRパネルを出展
「IP試験問題徹底研究」編纂に加わる

10月

12月

ペルー日本大使館をゲ
リラが占拠

2月

クローン羊誕生

4月

消費税5％となる

7月

香港を中国に返還

2月

長野オリンピック開催

4月

明石海峡大橋開通

7月

和歌山カレ一事件

8月

国旗国家法成立

9月

東海村で臨界事故

3月

有珠山噴火

9月

高橋尚子シドニーオリ
ンピックで金メダル

12月

米大統領にブッシユ氏
当選

見学会「札幌コンサートホール」他1回

1998年
(平成10年)
5月

2002サッカーW杯日韓
共催決定

見学会「インターナショナルスクール」他4回

1997年
(平成9年)
4月

5月

会長に中井伸二氏就任
日本インテリアプランナー協会協議会設立
当協会も加入（略称JIPA）
JIPA設立記念大会（東京）

11月

会員名簿を隔年発行とする

通年

見学会「CONDE

1999年 1月
（平成11年）
7月
9月
11月
2000年 2月
(平成12年)
7月
11月

2001年 3月
(平成13年)
6月

HOUSE」他2回

IPニュース15号」を発行
東京IP協会と交流会「小樽マイカル」
北海道経済部
「デザイン交流サロン座談会」に出席
JIPA京都大会
「ユニバーサルデザイン」セミナー
北海道建築指導センター講座に講師派遣
JIPA名古屋大会

インテリアタイムス紙座談会「IPEC21」
IPニュース20号発行

11月

IPEC21（健康な環境へ）開催・当協会が出展

通年

見学会「札幌ドーム」他1回

6月

札幌ドームオープン

9月

米同時テロ発生

11月

イチロー米野球でMVP

写真で見る10 年間

93 ＩＰ講習会

94 講師派遣

95 プランニング北海道 94

98 ＪＩＰＡ設立大会

95.6.17 木田金治郎見学会

97 グッドリビングショー

99.5.29 総会 中井会長

99 東京ＩＰ協会小樽

99.7.10 東京ＩＰ協会と交流小樽にて

00 ユニバーサルデザインセミナー

00.1.16 ＩＰ受験講習会設計製図

00.1.22 新年会普及センターと北海道経済部からご出席

00.4.15 ボウリング会

00.7.28 北海道建築指導センター住宅講座講師

00.8.29 ゴルフコンペ北広島プリンスゴルフコース

01.3.27 ホテルモントレエーデルホフ札幌見学会

01 ＩＰＥＣ座談会

01 ＩＰＥＣ展

会員紹介

アカサカ

赤坂

好きな物………更科そば
嫌いな物………ネギ、玉ネギ

ミチヤ

充哉

90‑22842
赤坂建設㈱代表取締役
〒088‑3147 川上郡標茶町磯分内
T01548‑6‑2109 F01548‑6‑2100
〒088‑3147 川上郡標茶町磯分内
T01548‑6‑2901 1建施、2建、BIS、積算士、
気密測定士、増改築相談員、他
(しべちゃ会、士会) O型、〔負けない〕

好きな言葉……心身一如

アズマ

東

ミチコ

美智子

90‑20134
トステム㈱北海道統轄支店
〒006‑0832 手稲区曙2条4丁目1‑70
T682‑1011 F682‑1140
〒062‑0934 豊平区平岸4条3丁目4‑7
T･F833‑4145 2建
A型､登山､スキー､英会話､茶道､ 万物静観
Em‑azulin@gw4.gateway.ne.jp

建築ウォッチング

A邸茶室

セカンドハウス･プレゼンテーション

日常の仕事
インテリアプランニング
住宅リフォーム
オーダーキッチン
店舗 & 診療所 etc
休日の仕事
愛猫の訓練
(come on happy!!)

インテリア産業協会主催

石﨑 多鶴子
90‑24202
オフィスリブロック
〒062‑0003
豊平区美園 3 条 7 丁目2‑8‑306
T817‑5470 F817‑5085
〒005‑2519
T572‑2519 F572‑2529
1建 IC KS カラーコーディネーター(A型)
招き猫グッズ収集→招福･厄除･家内安全祈願
Eriblock@af.wakwak.com

住まいのインテリアコーディネーションコンテスト2001入賞

ウチダ

内田

栖RE･DESIGN

今夜、家でごはんにしない？

ノブユキ

信幸

89‑23395
㈱伊藤組建築士事務所
〒056‑0003 静内郡静内町旭町1丁目2‑1
T01464‑2‑2760 F01464‑2‑3343
〒056‑0016 静内郡静内町本町2丁目4‑16
T･F01464‑2‑3436
A型［建築がナイので､今年は〇〇もヤル(爆)］
Enyanco@cocoa.ocn.ne.jp

1階‑居間にて

【nyancoの棲む家】
屋根裏
デジ亀にペットの座を奪われ
た「銀塩亀」が生息している。

2階‑寝室と言うよりnyanko
(私)は食事、風呂以外殆ど
ココに棲む。
ADSL‑LANになって隣のPC
に妻が来る機会が多くなった。

2000年作 設計､施工､居住とも(笑)
特に屋根裏床は､工事終了後100％自作
1階床下基礎部分‑道具置き場から
奥にヒーター､空気採入口と各配管が見える。
日用雑貨や猫缶のストックヤード､使わない毛布
類ペットゲージ､脚立類もこの空間に。

ウチムラ

内村
THE WINDSOR HOTER TOYA 奮戦記

ヨシノリ

喜憲

95‑10148
㈱東急百貨店 札幌店 商事部
〒060‑8619 中央区北4条西2丁目
T212‑2246 F212‑2261
Esap109sl@seagreen.ocn.ne.jp
〒003‑0021 白石区栄通2丁目3‑1‑402
T855‑7078
1建施 O型〔Never too old to learn〕
Euchi‑524@topaz.ocn.ne.jp

2001年10月に乗込んで作業事務所を構えての、
６ヶ月の結晶。
記念誌上一番ホットな作品を紹介します。
自分のデザインではありませんがオランダ・フ
ランス・シンガポールのデザイナーのパースと只
１回のディスカッション記録を頼りに形にして行
く、大変精神的に疲れ、己の英語能力に落胆させ
られた日々でした。
その各施設の中のオランダ人のホフマン氏デザインのメインバー「ポロバー」を紹介します。

オオムラ

大村
THE WINDSOR HOTER TOYA 奮戦記

トシカツ

敏勝

ホームデザイン企画 代表
〒006‑0851 札幌市手稲区星置1条8丁目6‑20
T011‑684‑7575 F011‑684‑3908
〒006‑0851 札幌市手稲区星置1条8丁目6‑20
T011‑684‑3873 F011‑684‑3908
RD（増改築相談員）
LC（照明コンサルタント）
EA（エクステリアアドバイザー）
A型 スキー ヨット 笑い

此の度、東急百貨店の内村さんとご一緒にウイ
ンザーホテル改築工事をさせて頂けることに成り
ました。私に取りまして国際的デザイナーの方々
と仕事をさせて頂くのは、初めての事で、内村さ
んにご指導を頂きながら何とか完成させる事が出
来ました。本当にすべてが、勉強に成りました。
私も其の中の一つを紹介させて頂きます。
日本から8000キロ離れたフランス間とのやり取りでしたが、デザイナーのイメージ以上の出来と喜んで頂い
た、ミッシェルブラスのショップをご紹介します。（ちなみに和紙の光壁が、浮いているイメージ）

ウラヤ

浦谷ひろ子
90‑23274
インテリア設計室 URAYA
〒004‑0879 清田区平岡9条3丁目14‑26
T882‑6293 F882‑5528
IC、MRM、照明コンサルタント、
B型〔成せば成る〕
Euraya@v006.vaio.ne.jp

北米スタイルのインテリア空間に設計変更したマンション

オオワキ

大脇

カツシ

克志

㈱インパクト
〒003‑0003 札幌市白石区東札幌3条1丁目
2番1号1004
T815‑8050 F815‑8575
Ekatsushi@h3.dion.ne.jp

・行きたい場所:ミコノス島､草津温泉
・好きな場所:サウナ､空港
・実は信じているもの:UFO
・好きな食べ物:日本酒にあうもの､カツ丼､焼プリン
・好きな飲み物:飲むヨーグルト､生ビールの1杯目､運転中に飲む缶コーヒー
・ちょっとうれしいとき:コンビニのトイレに誰も入っていなかったとき
・わからないもの:女心(メスごころ)→ペットの犬が妙に愛想のよいときと､妙に冷たいときがある
・長続きしなかったこと:スポーツクラブ､ギター､ペン字
・好きな言葉:晴れた日が良い天気だとは限らない
・苦手な場所:親しくない人の結婚式､歯医者の待合室
・違いがよくわからないもの:ワイン
・つくづく運動不足を感じるとき:階段を3階以上あがると呼吸が乱れる
・こわい場所:建築中の住宅のまだ床をはっていない2階､バイキング(なぜか意地になってしまう)
・最近気になること:白髪が増えてきた

オガサワラ

トシハル

小笠原 利治
89‑23120
有限会社 オズ 取締役社長
〒063‑0831 西区発寒11条3丁目5‑18
T667‑6672 F667‑6811
〒063‑0032 西区西野2条3丁目1‑10‑104
T663‑4060
A型、〔音楽鑑賞(JAZZ)〕
Eozdesign@cocoa.ocn.ne.jp
インテリア･建築デザイン事務所
ホテル・商業施設 企画設計
住宅リフォームデザイン

定山渓 ぬくもりの宿 ふる川

オクヤマ

奥山
01.4.10 済州島(CHEJU‑DO)に旅行した時、
新しく出来たと言うので泊まってみたホテル。
新婚さんと若い女性が多かった。ちなみに、

コウイチ

耕一

90‑20901
奥山建築設計事務所 所長
〒049‑5721 虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町78
T0142‑75‑2747 F0142‑75‑3644
〒049‑5721 虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町78
T0142‑75‑2747 F0142‑75‑3644
1建、1建施
(士会、事務所協会)
A型 〔読書〕

私は残念ながら男二人で泊まった！
玄関前のスナップ

気持ちはいつまでも若くありたい！
新しい物に触れて吸収し、意欲をもっ
て立ち向かって行きたい。
建物は一度出来上がると、その時点で
過去の物へと移ろって行く。
その中で、自分自身の考えが未完成の
完成ととらえ、常に新たなる挑戦を目
指して行きたい。

部屋から庭園のスナップ

インテリアセンター札幌ショップ

札幌ショップでは家具の生産地として名高い
旭川市に本社・工場をおき、国内外のデザイナー
の作品を質の良い木材を使用し、美しい家具に
作り上げてお客様に提供しています。
当ショップではオリジナル家具を間近で見て
頂ける他、独自で輸入してきたラグや照明・小
物も販売しております。また、常時専門スタッ
フがお部屋に合わせたカーテンやオーダー家具
のインテリアプランのご相談も承っております
ので、お気軽にお立ち寄り下さい。
N

創
創成
成川

テレビ塔

松村ビル●

枝一方通行

●中央バス
石狩街道止

北１条通

■オーダーメイド家具

TEL011‑231‑4445 FAX011‑210‑1208
営業時間 AM10:00〜PM6:00
定 休 日 水曜日

施S

■カーテン･ラグ･照明

南１条通

旨大通

■インテリア小物

インテリアセンター
札幌ショップ

■トータルプランニング

http://www.interiorcenter.co.jp
E‑mail:ic＿sapporo@condehouse.co.jp

一方通行止

地下鉄
バスセンター前駅

枝石狩街道

●丸井今井

大 通 り

札幌市中央区南1条東3丁目9‑1

S

●北電
大通施

至円山

■オリジナル家具

旭川本社・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

オーデリック株式会社

すべては、ユーザーファーストの発想から始まります。
私たちの光に対する感覚は、長い歴史の中で自然光によって培われてきたものといってよいでしょう。
夜明けからしだいに色を変え、差し込む朝の光。日中にふり注ぐコントラストの強い日光。夕暮れから
漆黒の闇にいたるくつろぎの光。また、月光の凛とした光や暖かな暖炉の薪の置き火。そこには、私た
ちの気持ちを心地よく変容させる、さまざまな特色を持った光があります。
しかし、住まいの中に目を転じた時、自然光の持つようなバリエーションを私たちは手にしているでし
ょうか。気に入った風景画を部屋に飾るように、
「あかり」の自由な選択が出来ているでしょうか。
優れた光への感性を持つお客様のために、自社による生産体制を持つオーデリックだからできること。
それは、お客様のセンスや要望を第一義に、自由にお選びいただける豊富な商品群を提供することで、
インテリア空間づくりをトータルにサポートすることにあります。

半世紀以上前に建築された住宅を改装しま
したが調べてみると著名な建築家Ｔ氏の作品
でした。私の師事した建築家Ｉ先生のお仲間
で、北海道の建築界草創期の方であり、私も
幾度かお会いした事が有ります。
調査をして、なるべく残せる部分は残そう
と思いオーナーの了解を得ました。
しかし、建物の用途は南フランスをイメージ

オ

ダ

小田

ヒロユキ

博之

88‑23610
小田博之建築事務所
〒003‑0828 白石区菊水元町8条3丁目3‑6
T874‑3080 F874‑3015
〒003‑0828 白石区菊水元町8条3丁目3‑6
T874‑3080 1建 1建施
O型 〔びじねす・らーめん探訪〕

したレストランであり、如何に現状と調和さ
せるかに腐心しました。外装は主に修復とカ
ラコン、内部は用途上ある程度の空間が必要
な為大幅に改修しました。
全体として外観の雰囲気と内装は調和出来た
と思います。
１階は客席の他にオープンキッチン・バー
コーナー、女性トイレには椅子とドレッサー
を設けました。２階には、吹き抜けに接して
客席と特別室を配してあります。
お隣の教会と数10Ｍ先の教会のウェディン
グ後のパーティーに使う事が主な目的でした
が、教会と共に、人気のある店として週末は
パーティーの予約で埋まっている様です。
都合の良い時一度足を運んでみては如何で
すか、ワインセラーからお好みのワインを運
んでくれる事でしょう。そして素敵な料理も。

札幌市中央区南1条西28丁目

オノ

小 野

レスチラン アン･セリジェ

サトル

悟

90‑20919
㈱インテリアセンター札幌支店
常務取締役支店長
〒060‑0051 中央区南1条東3丁目9‑1
T231‑4445 F210‑1208
〒006‑0041 手稲区金山1条3丁目7‑6
T681‑7525 2建施
B型〔ゴルフ、心も身体も健康第一〕

この霊堂は元会員 湯上剛志 さんの作品です

究極の住まいを追求しています
社会に出てもう少しで半世紀になろうと
しています。今まではひと様のインテリア
ばかりを手がけてきましたが、そろそろ自分の
永遠の住まいを

あと30年くらいかけて完成

したいと思っています。左の写真もそのうちの
一つかなと考えています。
完成するまで皆さんにはお世話になりますので
宜しくお願い致します。
御戒壇と納骨棚

何よりも健康第一

カトウ

加藤

マサアキ

正昭

89‑22242
㈱加藤家具店 社長
〒080‑0010 帯広市大通南8丁目10
T0155‑27‑1111 F0155‑27‑1010
〒080‑0809 帯広市東9条南8丁目1番地13
T0155‑22‑8345 F0155‑22‑8346
IC､IP､
ストアープランナー
2級建築施工管理技士
B型、〔馬術、スキー〕

当社納入実例 ①②ナラ材無垢一枚もの（1000×3000×100）
③ナラ材集成（900×1800×50）

カドサワ

廉沢

エイジ

映治

88‑21745
菱中建設㈱ 営業部部長
〒060‑0005 中央区北5条西6丁目1‑23
第2道通ビル8F
T222‑2171 F222‑4114
EE‑kadosawa@hishinaka.co.jp
〒005‑0831 南区中の沢2丁目4‑31
T･F571‑8643
1建 A型、〔ゴルフ〕
Ee‑kado@msgbigiobe.ne.jp

カミヤマ

上山

私の好きな巨匠の言葉
ル・コルビュジェ……プロテスタントもカトリッ
クもないよ。神はひとつだ。
(ロンシャン設計の時)
宮脇

檀………………主婦はバカですから。

カツミ

勝巳

90‑26946
上山建設㈲ 代表取締役
〒070‑8001 旭川市神楽1条10丁目3‑13
T0166‑61‑3252 F0166‑61‑3889
2建、IC(旭川ICクラブ)
B型 〔音楽、得意冷然失意泰然〕
Eced73040@hkg.odn.ne.jp

●私の作品「現代数寄屋」

ルイスカーン…………Believe in one thing
strongly one time
村野

藤吾……………絶えずSomething new
これをやらないと……理屈
だけ言ったってダメですよ。

堀口

捨己……………キザな人間でなければデザ
インはできませんね。
(究極の茶室研究のさなか)

マルセイユブロイヤー夫人……モダンであると言う
(コニーブロイヤー)
ことは、 謙虚で、控えめで
しかも上品であることです。

北島邸(1997 旭川建築士賞)

カワムラ

リエコ

河村 利枝子
89‑24043
㈱アトリエケイ一級建築士事務所
専務取締役
〒063‑0825 西区発寒5条3丁目12‑13
T663‑9565 F662‑9587
〒063‑0825 西区発寒5条3丁目12‑13
T663‑9583 1建(士会、事務所協会)
O型 〔ゴルフ･つねに感動!〕
Eatelier@coral.ocn.ne.jp

RO‑LO

LA GRACE

キクチ

菊地

トシアキ

利昭

90‑13713
北ガス建設㈱ 不動産部建築グループ 次長
〒003‑0028 白石区平和通15丁目南1‑8
T864‑6528 F864‑6513
Ekikuchi‑to@kgknet.com
〒006‑0852 手稲区星置2条1丁目9‑5
T･F684‑5902 2建、2建施、増改築相談員
(ジェルコ)A型、〔旅行〕
Ecbz14260@pop21.odn.ne.jp

が

ろ

我路という地名を知っている人は少ないと思う。
そこはある日突然人が消え去った街、旧炭鉱町の繁華街であった。
ゴーストタウン化した街は、かつての国鉄駅の廃墟や華やかだった頃の飲食街が廃屋と
なって達なっている。
それは人の営みが残像として伝わってくる空間であり、まるで映画のロケ地の様な、幼
い頃の懐かしい臭いがする不思議な処である。

キタガワ

北川

アイコ

愛子

88‑22538
㈱北川 専務取締役
〒065‑0020 東区北20条東16丁目5番29号
T783‑0181 F782‑8076
〒065‑0022 東区北22条東5丁目3番5号
T･F751‑8112
2建施 A型、〔ゴルフ、スキー、謡〕
Ekitagawa@topaz.ocn.ne.jp

そよ風にカーテンが揺れる︒

お気に入りのイスに座って︑

ティータイム︒

豊かな時を過ごす空間を

提案します︒

ササキ

ヨシノリ

佐々木 義則

想うままに
ねんど遊びが好きだった頃、この頃から自分
の性格は変わっていない気がする。変わった
ことといえば体が大きくなったことと多少の
知識が増えたことだろうか。

〒062‑0003 札幌市豊平区美園3条8丁目
3‑8･2‑202
A型､アウトドア・ダンス
URL:http://www.aurora.dti.ne.jp/ yoyo73/
Eyoyo73@aurora.dti.ne.jp

いや、子供の頃キライだったブラックコーヒー
やウニが今では美味しいのだから趣味は変化
している。
これからも趣味は変わっていくのだろうか？
明るい未来を信じてこの先
自由に想うままに生きていきたい。
春のゲレンデ

好きなことはたくさん
快適なインテリアのレストランでの食事や屋外でのバー
ベキュー等アウトドアでの遊び。春スキーは、なんと
も爽快な気分になります。これは北海道で暮せた喜び
を感じる瞬間。冬は寒い！なんといっても顔が寒いし
ゲレンデが混んでるからね−春のゲレンデを独占する
のは快感ですよ。ダンスは季節に関係無く楽しめます。
ねんど遊び時代からはじめていたらよかったんだが残
念ながらはじめたのが遅過ぎ。これからもレッスンを続
作業風景

けていきたいものです。

工作が好き

優しい灯りが好き

サトウ

佐藤

シン

伸

89‑24009
北海道東リ株式会社 取締役営業部長
〒060‑0062 中央区南2条西10丁目
T214‑8320 F221‑3527
Es.satoh@h‑toli.co.jp
〒064‑0913 中央区南13条西1丁目
バストラルハイム中島公園904号
T315‑3157
AB型 〔ゴルフ〕
Es.satoh@basil.ocn.ne.jp

私の信条

お客様第一

お客様に満足して頂くことの大切さは、今に始まったこと
ではなく昔から商売の基本として言われていることです。「消
費者主導」「お客様第一」などの言葉は、何れも顧客満足の
追求を表現した言葉といえます。「顧客満足」は全てがお客
様とその期待から始まるという考え方のもとに、お客様に満
足して頂く為に、何をどのように提供していくのかを考え、
それを達成する為の仕組みを作りあげる活動によってもたら
されるものでなければなりません。
「物」の普及率が低く、新しいお客様を次々に獲得できた
時代はともかく、お客様に継続し、お付き合いをして頂けな
ければ真の安定は図れません。その時のキーになるのが顧客
満足度を如何に高めていくかが最も重要なポイントであると
思います。

サトウ

佐藤

タカシ

孝

88‑22012
積水ハウス㈱札幌支店 本店課長
〒060‑0001 中央区北1条西3丁目3 三和ビル
T222‑1001 F222‑0872
ETAKASHI+@jp‑d.ne.jp
〒065‑0013 東区北13条東7丁目2‑1306
T･F753‑0336
2建、MRM(日本リハビリテーション工学協会)
B型、〔山空にして花自ら紅なり〕
E2000ts@pop21.odn.ne.jp
それ︑人間の浮生なる相を︑
つらつら観ずるに︑おほよそ
はかなきものは︑この世の始
中終︑まぼろしのごとくなる
一期なり︒されば︑いまだ万
歳の人身をうけたりといふ事
をきかず︑一生すぎやすし︒
いまにいたりてたれか百年の
形体をたもつべきや︒我やさ
き︑けふともしらずあすとも
しらず︒おくれさきだつ人は︑
もとのしづくすえの露よりも
しげしといへり︒されば朝に
は紅顔ありて︑夕には白骨と
なれる身なり︒
すでに無常の風きたりぬれば︑
すなはちふたつのまなこたち
まちとぢ︑ひとつのいきなが
くたへぬれば︑紅顔むなしく
変じて︑桃李のよそほひをう
しなひぬるときは︑

高齢者・身体障害者配慮住宅モデルルーム

サトウ

佐藤

トシアキ

利明

88‑23917
㈱大丸装工
〒060‑0005 中央区北5条西1丁目1‑1
T231‑2801 F231‑6640
Et‑sato@daimarusoko.co.jp
〒001‑0923 北区新川3条12丁目9‑11
T･F761‑8842
(日本商環境設計家協会)
O型〔大河のごとく〕
Etoshi310@topaz.ocn.ne.jp

今、関わっている仕事
2003年春オープン

札幌駅南口開発

サトウ

トミコ

佐藤 登美子

癒しの空間・・追求中
将来の夢・・・滝めぐりの旅

社団法人北海道信用金庫協会 総務課長
〒060‑0005 中央区北5条西5丁目2番5
信用中央金庫ビル4F
T221‑3273 F221‑2414
〒065‑0013 東区北13条東7丁目2‑1306
T･F753‑0336 (HICU)
A型 〔ドライブ、旅行など〕
E2000ts@pop21.odn.ne.jp

サトミ

里見

ヨシエ

好枝

89‑23575
NOVASTELLA㈲代表
〒060‑0042 札幌市中央区大通西5丁目
昭和ビル3F
T232‑7458 F232‑8882
〒004‑0031 厚別区上野幌1条1丁目11‑13
T894‑2211 F894‑2220
IC(COMNE)
A型 〔批判的意見をきくこと〕
Eslim538z@mb.snowman.ne.jp

N O V A

S T E L

L A

空気をキレイにするカーテン
ＶＯＣ分解

抗菌

消臭

お問い合わせは…
株式会社

川 島 織 物 販 売

札幌市中央区大通東２丁目３番地
松村ビル２号館３Ｆ

ヴィータカーテンで 安心・快適生活！

ＴＥＬ：０１１−２６１−２１３１

サ ノ

「愛」 愛のお手伝いチャペルデザイン

佐野

タカミツ

高光

88‑24141
㈲佐野商空間デザイン設計 代表取締役
〒004‑0041
厚別区大谷地東4丁目1‑25‑1003
T･F896‑3318
〒004‑0041
厚別区大谷地東4丁目1‑25‑1003
T･F896‑3318
(商業施設者協会)
A型 〔釣り、ゴルフ、旅〕

「時代対応」
のローコスト･ハイセン
HIPA10周年に当社もやっと
ホームページが立ち上がりました。
http://www.taisei.knc.ne.jpに
お立ち寄り下さい。
もっと、もっと、豊な インテリア･コミュニケーション。
NEW
トップページ

おすすめ

キャラクター

豆知識

会社概要

お問合せ

リンク

（文字が重なって表示された場合は、文字サイズを中以下に設定して下さい）

シキブ

式部

ヨシカズ

佳和

90‑20978
株式会社大成商事 代表取締役
〒099‑0878 北見市東相内町16
T0157‑36‑5621 F0157‑36‑5117
http://www.taisei.knc.ne.jp
Etaisei‑is@taisei.knc.ne.jp
〒090‑0036 北見市幸町1丁目4‑20
T･F0157‑23‑2760
2建、IC(建築士会北見支部) B型
Eshiki@okhotsk.or.jp

メール

ページの
トップへ

シマ

これが近代中国建築の７不思議？
広西チワン族自治区北海(ベイハイ)市
(北海市建設委員会にて)

島

ユキオ

幸夫

90‑21673
㈱アド建築工房 代表取締役
〒064‑0952 中央区宮の森2条15丁目1‑2
T642‑8880 F641‑4704
〒064‑0952 中央区宮の森2条15丁目1‑2
T644‑3322
1建、1建施 (士会)
A型 〔一寸の光陰軽んず可らず〕

１．土地の購入＝50年間の賃貸契約？
国有地につき固定資産税なし
２．街の中心部の巾50mの直線道路？
緊急時の軍事用滑走路
３．10階以上の大型ビルに地下室？
核戦争時の避難シェルター
４．地下掘削は巨大な穴？も人海戦術
有り余る労働者の均等雇用
５．工事現場は「24時間」眠らない
２交替制で日本の工期の1/2
６．生コン車なしのコンクリート打設
地上30階、回転式バケット
７．倒れなければ天空までも建築可能
容積率内で高さ制限なし

事務所を移転するため整理していたら、
30年程前学生時代に描いた水彩画が出て来ました。

シミズ

清水

ヨシヒロ

良洋

88‑23459
清水デザイン事務所 代表
〒004‑0072 厚別区厚別北2条4丁目1‑4‑503
T･F894‑6830
〒004‑0072 厚別区厚別北2条4丁目1‑4‑503
T･F894‑6830
O型 〔旅行、｢何事にも誠実に｣〕
Esimizu.dg@h3.dion.ne.jp

ベルサイユ近郊住宅室内画

ライト、落水荘室内画

10年前、まだ

スギヤマ

ムネヒデ

杉山

宗英

少しは、若かっ
た頃

10年前の仕事
ルスツタワー

2000年から、デザインと大学教育の2足のわらじの生活となりま
して、改めて「教える事は勉強」との意を感じます。授業資料と早起
きに苦労しています。01年に組合もスタートし、時間のやりくりに
四苦八苦して、迷惑をかけています。
■スギヤマ・デザインルーム 代表
■北海道浅井学園大学 生涯学習システム学部 芸術メディア科 教授
■札幌デザイン事業共同組合 副理事長

かなり年を感じる、最近の私。
これでも一番良い映りを選んだ
編
変わってないんじゃない!!○
仕事は、昨年末に石狩に婦人科
産婦人科医院、エナレディース
クリニックがオープンしました

スズキ

鈴木

ヒロユキ

裕之

財団法人建築技術教育普及センター
北海道支部 事務局長
〒060‑0004 札幌市中央区北4条西5丁目
三井生命札幌協同ビル
T011‑221‑3150 F011‑221‑4136

『飛鳥』
への想い

北海道インテリアプランナー協会創立10周年おめでとうござい
ます。当センターに勤務して、貴協会の総会や新年会にお招きを
受け、多くの会員の皆様とお知り合いになることができて、大変
嬉しく思っております。この度記念誌への原稿依頼を受け…思案
の末、かねがね抱いている私のささやかな夢について、書いてみ
ることにしました。
・・・・
それは、『飛鳥で世界一周のクルーズ』の旅に出かけたいと思っ
ていること。日本には、飛鳥ほか五隻が外航クルーズ客船として
就航しています。クルーズ人口は、日本８万人、イギリス・ドイ
ツ40万人、アメリカ500万人といわれ、海外旅行が盛んな割には、
まだ一般化していません。ジェット機が１時間で行く距離を船は
１日かかって行くそれが船旅で、空の青さ海の青さそして星空を
静かに眺めながら、スエズ運河とパナマ運河を通過し、太平洋と
大西洋を横断する航海の旅立ちに、想いを馳せています。

タカクラ

高倉

古き良き時代と遊ぶ

ツヨシ

毅

88‑22813
イトキン コントラクト㈱ 営業開発部長
〒060‑0010 中央区北10条西15丁目1‑4
T622‑2411･F622‑2433
〒062‑0052 札幌市豊平区月寒東2条18丁目
8‑11
T850‑4660･F850‑4660
B型 〔古美術〕
Ehakuseki@rr.iij4u.or.jp

いつのまにか生活の中に古い
ものが集まってきた。
明治大正期のデザインには、
平成の我々がすっかり忘れて
しまったすばらしい意匠と色彩
と素材があるように思う。
現代のインテリアに先人の
室礼感性を応用してみること
も楽しいものである。

タケイ

竹井
……張碓…

シュンスケ

俊介

89‑22889
一級建築士事務所

㈲竹井俊介建築計画室
〒062‑0032 豊平区西岡2条5丁目7‑7
T855‑3259 F855‑3259
〒062‑0032 豊平区西岡2条5丁目7‑7
T533‑0404 F551‑2459
1建(建築学会) O型

FIRST WORK 一点美術館

SINCE 2001.07

タサカ

田阪

ハルオ

春夫

90‑20593
有限会社 古径コスモ
〒078‑8273 旭川市工業団地2条1丁目2番6号
T0166‑36‑2723 F0166‑36‑3326
〒078‑8344 旭川市東光4条3丁目4番8号
T･F0166‑33‑5573
B型 〔釣り、登山〕

〔 自 分 の 気 休 め 〕
同じ物は存在しない…人は得てして同じ物を求め、同じ物を造ろうと努力するが…。
自然界で形の似たような物は沢山あるが「まったく同じ物は２つと存在せず｣･｢今と言う
時間｣も２度とは存在しない。
問題解決………………仕事に追われ忙しい日々、なんで俺だけ毎日問題だらけでこうも忙しいのだろうと思うこ
とがあるが…。
「問題はその人にふさわしく、解決出来る問題だけが生る｡」
自然の雄大さ…………仕事を離れ山に登ると自分が小さく思える、雄大な自然はすべてを飲み込み「人も又自然
の一部」

タジマ

田嶋
すべては 新しい物語 のために

ヒデト

英人

88‑21210
㈱田嶋英人設計事務所 代表取締役
〒041‑0813 函館市亀田本町3‑24
T0138‑45‑0558 F0138‑45‑2573
〒041‑0813 函館市亀田本町3‑2
T0138‑45‑0568
1建、IC,積算資格者
(日本建築家協会、日本建築学会、士会)
A型 〔知恩報恩〕
Etajima@seagreen.ocn.ne.jp
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美専センターホール案内
●インテリアデザイン
●インテリアコーディネーション
●建築デザイン
●建築CADデザイン
●クラフトデザイン
●フラワーデザイン
●グラフィックデザイン
●マスコミ編集デザイン
●写真芸術
●イラストレーション
●コンピュータグラフィックス
●アニメ・ゲームクリエーター
URL

http://www.bisen‑g.ac.jp

文化・体育等いろいろな形で活用できる多目的施設「美専センターホール」は、鉄
筋コンクリート地上3階、地下1階の規模でホワイトとグリーンの洒落た外壁と、
塔屋の bisenの文字は遠くからでも目を引きます。
また、隣接して「屋外グランド」が完成しました。色々なスポーツに利用できます。

●お問い合わせ先

（学）美 専 学 園入学センター
フリーダイヤル

E‑mail

0120‑5888‑96

center@bisen‑g.ac.jp

物心ついた時から、バイクやクルマが好
きでした。
サーキットを、走るのは私の活力剤です
全開で走ると元気になれるんです。この
写真のシーンは、三栄書房が出版してい
るカー雑誌｢option｣主催のチューナーズ
バトルin十勝での走行シーンです。
ちなみに、会員の新田信昭さんとは学生
時代の友人で彼もバイクが、すきでした。

タチバナ

立花

ヨシハル

善春

90‑21385
㈱立花 代表取締役
〒086‑0205 野付郡別海町別海常盤町155
T01537‑5‑2432 F01537‑5‑2364
〒086‑0205 野付郡別海町別海常盤町144
T01537‑5‑0362 F01537‑5‑2364
2建施、3級家具インテリア販売士
O型 〔モータースポーツ〕

●住んでいる所／別海町(道東)酪農地帯で、牛がゴロゴロしていてまるでチーズのパッケージのような景色の所。
●家族／妻:恵知子(44)・長男:洋平(22)・次男:秀人(18)●愛読誌／工作社の｢室内｣昭和36年No.1からのバックナンバー全巻あります

タニウチ

谷内 むつみ
98‑00176
〒063‑0864 西区八軒4条東1丁目2‑30‑105
T643‑4010 F641‑8889
2建･IC O型 〔自然・動物好きなのんき者〕
Ewanko623@d7.dion.ne.jp

ツカモト

ユミコ

塚本 由美子
㈲グラフィックアソシエーションスカイ
〒060‑0061 中央区南2条西1丁目
T261‑3100 F261‑3129
〒063‑0062 西区西町南3丁目3‑5‑108
T669‑2810 IC､SICC､照明コンサルタント
O型 〔骨董雑貨収集〕

常田 政広

90‑23238
武田建設工業株式会社 専務取締役
〒067‑0002 江別市緑町西1丁目114番地
T382‑2022 F385‑1777
〒067‑0033 江別市対雁131番地の19
T･F384‑4778 1建施
O型〔カメラ、海釣り、山登り〕
ENanatuboshi@proof.ocn.ne.jp

第1回 江別市都市景観賞受賞
第８回

江別市都市景観賞受賞
（札幌学院大学前バス停）
信頼と誠実を信念として地域社会に貢献する

武田建設工業株式会社
特定建築業(土木・建築業)
一 級 建 築 士 事 務 所
宅 地 建 物 取 引 業
〒067‑0002 江別市緑町西1丁目114番地
PHONE(011)382‑2022 FAX(011)385‑1777
営業種目

TAKEDA CONSTRUCTION INDUSTRY

世継

ツノタ

例年より超スピードでサクラ前線が駆け上がって
きた。大型連休の行楽は、安・近・短が主流だとか、
私は読書をしようと以前より買い置いたエッセイ集
を読んでいた。
『家』という題目があったので住宅の事でも書いて
あるのかと読みすすめると、江戸時代からの家系図
による話であった。幕藩体制が出来てから新撰組が
跋扈する維新まで２百数拾年間、武士のいえの禄高
はあまり変わっていないとのこと（物価の変動もあ
まりなかったと云う事か）現代の我々には考えられ
ない事で、つい先年まで右肩上がりの給与をもらっ
て収入は年々増加するのが当然と考えていた。暮ら
しぶりが楽になり子供の教育もなんとか人様並に、
その後は大部分借金であろうが住宅新築にとりかかる。
○○景気（何度か名を変えて）オイルショックもあっ
てなんとなく中産階級の仲間に入ったような気分になっ
ていたものである。その挙句バブルがはじけ少々世
の中おかしくなって来た、それでも数年前まではリ
ストラ旋風もなく銀行金利も今から思えば高かった。
建築業界にいる私共も、それなりに仕事をさせて
もらい完成時の喜びを感じたものです。
『景気は底を
ついた』
『トンネルの先に明かりが見える』などと云
われ久しいが一向に良くなる気配は無い。政権担当
の要職にある人が国民の苦しみを返り見ることも無

角田

コウゾウ

浩造

89‑23779
㈲サンメイクインテリア 代表取締役
〒080‑0017 帯広市西7条南28丁目3
T0155‑48‑5526 F0155‑48‑4083
〒080‑0017 帯広市西7条南28丁目3
T0155‑48‑4089 F0155‑48‑4083
IC(北海道インテリア事業協同組合)
AB型 〔クロスカントリースキー〕

く女性スキャンダルにまみれるわ、当初元気の良かっ
たライオン首相も今は反体制勢力に押し切られたのか、
はたまた保身に走ったのか猫になってしまった。
途中で後継ぎが居なくなると、他家から養子を迎
えて家柄が絶えるのを防ぐ、後継ぎのいない当主は
隠居も出来ず、死ねば未亡人は食に困る、お家断絶
だからである。それで養子のやりとりが頻繁に行わ
れ跡を継ぐことが当然だったようで、武士の『家』
とは就職と収入を保証していたもので『家』とは権
利単位だと云っています。
今、先細っている零細企業に後を継ぐ息子または
若手社員が来てくれるかどうか、いなければお家断
絶である。読書をしいてその中に没頭することなく
字面をなぞっていても我社の将来が気にかかる。嫌
な昨今ではある

北海道の実家に戻って、20年余
りが経ち、我が家も水廻りのリ
フォームをすることにしました。
ショールームをみて回ったり、
カタログを集めたり、ああでも
ないこうでもないと、久しぶり
に妻と楽しい時を過ごしました。
20年もすると雑多な物があふれ
ていますので、先ずは収納。壁
全体を食品庫と食器棚に、流し
裏の腰壁をグラス類の棚にした
ことで、食器棚２本と吊戸棚(全
長5.4Ｍ)が消えました。
工事は約１ヶ月半、この間ホコ
リにまみれた生活を強いられた
経験を基に、リフォーム工事の
マニュアルも作ってみました。
CS(顧客満足)といえば、リフォー
ムはその家の奥さんの影響力が
大きく、我が家も全面的におっ
しゃるとおりに事を進めました。
おかげで、大変満足な様子、こ
れで一生文句を言われることは
なさそうです。

テラオカ

寺岡

ヨシト

義人

90‑22578
寺岡工務店㈱取締役社長
〒074‑0005 深川市5条11番9号
T0164‑22‑1231 F0164‑23‑2372
〒074‑0005 深川市5条11番9号
T0164‑22‑5821 1建、1建施
(都市計画学会、建築士会) O型
Eteraoka@eolas‑net.or.jp

ドイ

土井 れいこ
88‑23829
㈲共和室内設計
〒063‑0866 西区八軒6条東3丁目6‑1
T700‑3218 F728‑3577
〒063‑0866 西区八軒6条東3丁目6‑1
T756‑1043
A型 〔札響とコンサドーレ〕
Ekyowa@sight.ne.jp

施工図を作成する前の打ち合わせ用に書いたパースです 納まりなどの確認に使います！

トコロ

所

先人の良き技術に学ぼう

サダヨシ

貞芳

89‑20350
所ホーム有限会社 代表取締役
〒080‑0812 帯広市東12条南6丁目1番地6
T0155‑24‑2426 F0155‑22‑8255
〒080‑0812 帯広市東12条南6丁目1番地6
T0155‑23‑7503
2建施、商業施設士、増改築相談員(日本商業
施設士会、十勝IP協会)
B型 〔花木樹、音楽、自然〕

十勝のツーバイフォー
普及率全国No1
私は、昭和47年より十勝
において、最初にツーバイ
フォー工法の普及を行って
来ました。以来、30年が経
ち、その普及率は、全国一
の40％以上にまで成長し、
十勝の地に、北米育ちの工
法が着実に根付きました。

トミイ

富居

ヒロジ

博二

90‑24316
㈱富居建築設計 代表取締役
〒078‑8242 旭川市豊岡6条5丁目10‑2
T0166‑34‑2424 F0166‑34‑4443
〒078‑8365 旭川市東光25条6丁目1番16号
T0166‑33‑3331
建築主事、1建、宅建(事務所協会、士会、設
計士会、同友会)
O型 〔車、模型〕
Etomii@sage.ocn.ne.jp

おらが

ウータン

旭川動物園オランウータン舎設計
遊びに来てね

だ

ナカイ

中井

シンジ

伸二

88‑20409
株式会社ナックデザイン 代表取締役
〒060‑0062 中央区南2条西19丁目291‑67
サードアベニューレジデンス801
T･F631‑8173
〒060‑0062 中央区南2条西19丁目291‑64‑702
T･F631‑5458
1建、IC、MRM (日本建築家協会)
O型 〔正直で合理的な建築を〕

1
2

NAK DESIGN CO.,LTD.

3 4
3

1.VN円山702内装
2.VN円山表参道1101内装
3.円山裏参道の家
4.プラムコート

弘 信 建 設 の 仕 事︒

ナ ゴ ヤ

シ ズ コ

名古屋 志津子
90‑25829
弘信建設㈱
〒061‑3212 石狩市花川北2条6丁目25番地
T0133‑75‑8311 F0133‑75‑8312
〒061‑3212 石狩市花川北2条6丁目25番地
T0133‑74‑0605 2建、2製技
A型 〔ゴルフ〕
Eko.shin@muse.con.ne.jp

豊平硝子ショールーム

ニッタ

新田

ノブアキ

信昭

89‑20081
㈱ブルック 代表取締役
〒062‑0933 豊平区平岸3条2丁目3‑6
T841‑4422 F841‑9695
〒062‑0933 豊平区平岸3条2丁目3‑6
T824‑2309
1建〔士会〕O型〔渓流釣り(フライ)〕
Ebrook@sky‑plala.or.jp

House 1999

House 2000

Shop 2001

Medical 2002

House 2002

野村光雄
株式会社デザインミック 代表取締役
〒065‑0027 東区北27条東21丁目3‑17
T785‑0519 F785‑0619
〒065‑0028 東区北28条東21丁目5‑1
T･F782‑2970 IC(北海道IC協会)
AB型 （マックが一番！）

mick@silver.plala.or.jp
URL http://www6.plala.or.jp/design‑mick/

ハスヌマ

蓮沼

コウイチ

幸一

丸友サービス㈱
〒060‑0062 中央区南2条西2丁目7
T222‑2154 F251‑4769
〒006‑0814 手稲区前田4条4丁目1‑17
T･F694‑3480
2建､BIS､福祉住環境コーディネーター2級
O型
Ehas@marutomo‑home.co.jp

〒 ﾜｵﾜ‑ﾜﾜｴﾇ 札幌市中央区南ﾀ条東ﾝ丁目1‑1
TEL(ﾜﾇﾇ)ﾌﾜﾖ− ﾜﾇﾌｱ

FAX(ﾜﾇﾇ)ﾌﾜﾖ− ﾇﾇｱﾇ

−デザインはまさに造形言語の世界−
言葉は「色」になり「形」になり、
「空間」を創りあげ、そこに住み手の
命が吹き込まれる。
創る喜びを実感出来た時、又更に
可能性に挑戦する意欲が湧いてくる。

ハタケヤマ

畠山 めぐみ
1992年8月設立
店頭、住宅設計デザイン
内装工事
インテリア販売
「ファーム大塚」

㈲モズ･インテリアデザイン
札幌市中央区北3条西25丁目
2‑11ドムス325
Ｔ622‑4631
Ｆ622‑4632

農場レストラン

有機栽培の食材を使った
自然食品のレストラン

ヒラヤマ

平山

はだかんぼ保育園
・設計､デザイン

発寒の共同住宅
・設計､デザイン

ヒロヨシ

博義

90‑11545
㈱空間計画 代表取締役
〒062‑0034 豊平区西岡4条6丁目9‑1
第6カンダビル2F
T854‑7723･F854‑7726
㈲美空間 統括
〒062‑0034 豊平区西岡4条6丁目9‑1
第6カンダビル2F
T854‑7723･F854‑7726

1978〜84年
ヤマギワ㈱LDヤマギワ研究所にて
照明デザイナーとして在籍
1984年
建築、店舗デザイン設計事務所
㈱空間計画設立
2001年
トータルディスプレイデザインオフィス
㈲美空間設立

新千歳空港ターミナルビル付属棟
・オブジェデザイン
・照明計画 及 照明デザイン

館「異人館」・設計､デザイン

西野緑道傍の家
・設計 デザイン

西岡の家
・設計､デザイン
札幌パークホテル宴会場
・照明計画 及 照明デザイン

フクシマ

福島

マサヒロ

正紘

89‑21339
㈱福島工務店 代表取締役
〒047‑0017 小樽市若松1丁目7番18号
T0134‑23‑3542･F0134‑33‑2442
Efukushima‑km@par.odn.ne.jp
http://www.fukushima‑km.co.jp
〒047‑0017 小樽市若松1丁目7番18号
T0134‑33‑6679
1建、1建施、(士会、建築士事務所協会)
B型
〔ボートフィッシング〕

小樽市緑･F邸

ホンマ

本間

アケミ

明美

90‑26532
アトリエ ノーム
〒062‑0632 豊平区平岸2条10丁目2‑20‑506
T･F814‑4162
2建、IC(北海道IC協会)
KS カラーコーディネーター
B型 〔つらい事は続かない､いつも(^o^)〕
Eakmhh@to.email.ne.jp

真下 優子
M.I.D
札幌市中央区北2条西9丁目
ウォールアネックス602
ＴＥＬ (261) 3455
ＦＡＸ (261) 3730

マツナガ

松永

ヒデヒロ

穎弘

89‑21400
株式会社弘工房 代表取締役
〒003‑0804 白石区菊水4条2丁目1‑8
第73松井ビル2F
T816‑5450 F816‑5452
〒064‑0952 中央区宮の森2条4丁目2‑16‑404
T644‑1741 1建、積算士
A型 〔音楽、スポーツ〕

洞爺山水ホテル 露天風呂

ムラタ

村田

ミツヨシ

光吉

〒003‑0004 札幌市白石区東札幌4条4丁目
2‑19‑304

After

2F平面図

Before
■札幌市東区 Y邸
親世帯と同居の為の2階増築
主な工事内容
●一部2階を総2階建てに
●増築に伴う既存部分の全面改装
●1階洗面､浴室の改修
●外装材の全面貼替
●カースペースの融雪工事

紹介します

ムラナカ

ナオコ

村中 菜穂子

私の

97‑00027
㈲西岡建設 取締役
〒069‑1513 夕張郡栗山町朝日3丁目103‑33
T01237‑2‑4823 F01237‑2‑4810
〒069‑1512 夕張郡栗山町松風4丁目52
T01237‑2‑2498 2建、2建施、2建経理
(栗山建築士会) A型 〔夜中のドライブ〕
En3688@rose.ocn.ne.jp

モリ

森
北海道に移ってから早くも１年が過ぎ、自然環境の
良さに唯々感動しています。
関西では あま と呼ばれる街で生まれ育ち、小・
中・高は朝から晩まで水泳のトレーニングに励んでい
ました。
「持続は力なり」のおかげか、高校生のときにインター
ハイにも出場することができました。大学進学時には
いくつかのお誘いがあったのですが、幼い頃から建物
や町並みを描くことが好きだったこともあり、建築の
道を歩み始めました。
学生時代は、大阪大学で博士課程修了まで９年間お
世話になり、恩師・舟橋國男教授のご指導のもと、幸
いにも学位をいただくことができました。修士課程在
籍時には、ランドスケープデザイナー･Iris Miller氏
と出会い、海外での計画・設計という貴重な経験を積
むことができました。現在は、北海道大学にて環境行
動論の見地から建築・都市空間のデザイン手法につい
て研究を行っています。
今後は、本業の合間を縫いながらですが、徐々に北
海道でも設計活動に取り組みたいと思っています。ま
た、大学教員という立場を生かし、実務家と学生との
接点を築くことができるようなインテリアプランナー
界への貢献ができればと考えています。

好きなもの…………木の香り
嫌いなもの…………よっぱらい・タバコの煙・マナーの悪い人
大嫌いな言葉………うそ
好きか嫌いか判らないもの…自分
以外と得意なもの…特に無い
挫折したこと………これから味わう
死ぬまでにもう一度食べたいもの…無い(大工とカラスの口に､あますもの無し)
好きな女優…………特にいない
好きなタレント……北島三郎
猫のきらいな所……手入れのわるい猫､のら猫
好きな場所…………海でも山でも良い
行ってみたい所……カナダ
好きな映画…………洋画､スリル､アクション
好きな歌手…………北島三郎
好きなフレーズ……おごるるなかれ夜半に嵐しの吹かぬものかとは
大好きな食べ物……特に無い

スグル

傑

北海道大学大学院工学研究科・工学部都市環
境工学専攻
〒060‑8628 札幌市北区北13条西8丁目
T706‑5334 F706‑7895㈹ F706‑5334

Tsugiya Project

モリシタ

森下

タケヒロ

武弘

89‑20658
株式会社森栄建設 代表取締役
〒074‑0001 深川市1条24番28号
T0164‑22‑6772 F0164‑22‑1896
〒074‑0002 深川市2条24番25号
T･F0164‑22‑8449
2建 (FPグループ)
A型 〔必要とされる技術者〕

体験住宅を建てました
オール電化住宅 IHヒータ
電気温水器
蓄熱暖房器(床下設置)
冬季室内湿度30％位まで乾く
自然換気
夏季１階ではクーラーの必要のない生活が
できます
土間床
冬季コンクリートに熱を蓄えオーバーヒー
トを無くしました
夏季外気をコンクリートで冷やして涼しく
過ごしてます
無落雪屋根とする 積雪1.5mで建具及び壁
宅地の都合で
には異常無し
落雪距離と落雪処理
勾配屋根
地下水 利用の融雪槽を設け全て処理、計
画どうりでした
耐久性を30年、手をかけないで、住みたい
と思いこんな、仕上げにしました
屋 根
ガルバリュウム鋼鈑
外 壁
アイジー、本セラ
水廻り
ウイルスボ、配管
基 礎
基礎断熱
隙間面積、0.5mm
健康に住むために、内装仕上げは羽目板とエコタイル 吸音
板、などを多く使いました

人と環境にやさしい
快適で美しいインテリア
トミタはオリジナル壁紙をはじめ
世界の壁紙、ファプリツク
インテリアアイテムをお届けしております。
洗練されたデザインと高品質と共に
人の健康と環境を考慮した
製品開発を続け
快適な生活環境の
創造をめざします。

http://www.tominet.co.jp

P HOT O: アートウオー ル こ う ぞ

東 京 都 中 央 区 京橋２−３−16 TEL.03‑3273‑7551
札幌市中央区北1条西20丁目2‑16サントピア表参道2F
TEL.011‑631‑8201

ドイツで生まれたＮｏ.1ブランド、ミーレ
北海道地区総代理店

ニッポー･コーポレーション株式会社

札幌市東区北37条東18丁目1‑30 tel 011‑785‑4611

http://h‑nippo.co.jp

モリタ

守田

カズヒラ

和平

90‑23250
㈱モリタ 代表取締役
〒070‑0938 旭川市春光町2区8条148
T0166‑51‑2323･F0166‑53‑1819
〒070‑0938 旭川市春光町2区8条147
T0166‑53‑2419 F0166‑53‑3006
1建、1建施、
2土施、(旭川建築協会、士会)
O型 〔囲碁、一点素心〕
Emorita@smile.ocn.ne.jp

ヤマキ

どの椅子もデザインがとってもきれいです。
ディファーナは現在廃盤になってしまいました。
とっても残念です。

BOWチェアー

山木 さとみ
㈱カンディハウス札幌
〒064‑0946 中央区双子山4丁目1‑10
T511‑0303 F511‑0505
〒064‑0821 中央区北1条西26丁目4‑25
T･F631‑7033 IC､KS､照明コンサルタント
(北海道IC協会)
B型 〔上手になりませんゴルフ〕

デファーナLアームチェアー

フローレンスLアームチェアー

ヤマザキ

ミヤコ

山崎 都子
今年度より仲間入りさせていただくことにな
りました。どうぞ宜しくお願いします。
自己紹介の意味も込めて、最近出逢ったモノ
たちを紹介したいと思います。

ＴＢＳで放映中の世界遺産の総集編ＤＶ
Ｄ。初めてインターネットショッピング
で購入しました。
死ぬまでに１つでも多くの世界遺産を見
るのが夢なので、ここも行きたい、あそ
こも行きたいと夢を更に膨らませていま
す。

株式会社 生活工房
〒064‑0820 中央区大通西23丁目2‑12
WEST23BLD.3F
T614‑0126 F613‑1625
〒063‑0038 西区西野8条6丁目10‑6
T662‑4282
O型 〔旅行〕〔常に楽しむ〕

ワールドカップイヤーでもあるので(？)読ん

３月にOPEN

でみました。

し た と い う、

あれだけの実力を持ちながらも｢サッカーは

東京デザィ

人生の一部。それしか知らない人間になりた
くない｣と言いありとあらゆるものに挑戦す
る姿勢は、世界は違っても通ずるものがある
と思います。
つくづく
視野をもっ
ともっと
広げたい〜、
と感じます。

ナーズレス
トランの「C‑
UBE ZEN」。
新しモノ好
きなので早
速行きました。
２名〜の個
室もあって、禅というコンセプトにもマッチして
いました。
「ちゃんと」も進出してきたし、札幌も少しずつ
変わってきているので、私たち世代が頑張らないと、
と思って勉強、勉強の日々です。
プランナー協会で催される見学会も楽しみにして
います。
沢山の人たちに出逢って、知らない世界をいっ
ぱい知りたいです。

ヤマシタ

山下

カズヨシ

和良

シンコール株式会社北海道本社
〒060‑0051
中央区南1条東6丁目1‑1
T209‑0123 F209‑1131

祖父の形見分け
昔々､私の伯母が
嫁入りの挨拶に本家にやって来ました。
菊水にあった手作り掘っ建て小屋の急な階段を登ると
およそ居間とは呼べない居間に
祖父母が正座で待っていました。
｢まあ、そのイスにどうぞ｡｣
木工職人だった祖父手作りの黒電話台が
これです。

第３回全国還暦野球大会
岩手県北上市 01年9月

ヤマダ

山田

シンジ

新二

90‑23910
〒005‑0013 南区真駒内緑町1丁目2‑3‑508
T･F582‑6724 IC
B型 〔野球、スキー、自然大好き〕

この頃、気になることば
｢感動を与えたい｣……与えるなどとは、おこがましい
｢アーティスト｣………演歌歌手までがアーティスト？
｢コンサート｣…………意味は確かに演奏会だけれど…

自分が住むマンションの大規模修繕工事
2001年夏〜秋

ヤマモト

山本

タダシ

正

90‑23581
丸正 山本建設㈱
〒061‑3214 石狩市花川北4条4丁目23番地
T0133‑74‑4592 F0133‑74‑6359
O型 スキー

ヨシノ

吉野

タカオ

孝雄

株式会社 北海道日建設計
〒060‑0031 中央区北1条東2丁目
札幌泉第一ビル
T241‑9537 F261‑7673
Eyoshinot‑hns@nikken.co.jp
〒064‑0808 中央区南8条西14丁目1‑27‑104
T･F520‑2566
1建 (士会、学会)
A型 〔モーツアルトを聴く〕
Eat‑n43@d2.dion.ne.jp

自宅

ヨシモト

吉本

セイジ

政治

90‑16373
吉本建設工業株式会社 専務取締役
〒070‑0027 旭川市東7条10丁目2‑31
T0166‑24‑5553 F0166‑24‑1500
〒078‑8319 旭川市神楽岡9条3丁目4‑5
T･F0166‑65‑4400 1建施、MRM
(士会、建築協会)
AB型 〔カメラ、カラオケ〕

ヤマモト

山本

マコト

信

88‑20193
北海道インテリア研究所 所長
〒001‑0034 北区北34条西3丁目1‑1
T758‑0222 F727‑0611
Eh.i.i@mm.neweb.ne.jp
1建･インテリア学会･インテリア産業協会
北海道自然保護協会･英国王立園芸協会

解体資材・ツーバイ端材の高度利用
緑と白のパーゴラ・垣根に日傘をつけ
カーポートもルーバーで明るい生活空間
北海道インテリア研究所と落合雅朗の協力

ユキタ

雪田

ススム

進

90‑23649
北新建築設計事務所 所長
〒040‑0046 函館市谷地頭町27‑2
T･F0138‑23‑6890
〒040‑0046 函館市谷地頭町27‑2
T･F0138‑23‑6890
1建、積算士(士会)
A型 〔初心忘れるべからず〕

■大本山 成田山新勝寺 函館別院「函館寺」本堂･客殿･庫裡 新築工事

2000年簾舞

ヨシモト

マチコ

吉本 眞知子
90‑28103
空間計画Y.IMAGINE 代表
〒062‑0042 豊平区福住2条5丁目7‑1
T855‑5499 F855‑0433
〒062‑0042 豊平区福住2条5丁目7‑1
T･F855‑0433
2建、商業施設士、IC、HCD、札幌ICC
A型 〔目前心後〕
Eimagine@phoenix‑c.or.jp

豊平区A調剤薬局

ヨネサカ

米坂 フミ子
88‑23986
米坂建設㈱ 専務取締役
〒001‑0924 北区新川4条1丁目3‑1
T758‑4717 F707‑2336
〒001‑0924 北区新川4条1丁目3‑1
T757‑1778
2建施、2土木施 (ICA)
O型 〔ゴルフ、いつも前向き明るく笑顔で〕
Ehttp://www.yonesaka.com

良質の素材、オーダーメードによる独自のデザイン
バリエルホームは、こだわりのライフスタイルと家づくりの技術がひとつになった
オリジナリティーあふれる住まいを提案しています。

ワカタケ

ユキコ

若竹由樹子
㈱北川
〒065‑0020 東区北20条東16丁目5‑29
T783‑0181 F782‑8076
〒002‑8022 北区篠路2条2丁目2‑4
T771‑9123
資格 IC CC 福祉住環境コーディネーター
Eywyw@mb.infosnow.ne.jp

ワル
カ
ガ
｣
し
ら
ル､｢暮
ワ
カ
デ
｣
ー
｢カラ
『ケイコとマナブ』おけいこセミナー｣より
｢
その他のセミナーテーマ
・色でわかる自分学
・色が伝えるメッセージ
・カラーと体のメカニズム
・あなたを変えるインテリアセラピー
・暮らしアップインテリア講座 etc.

ワタナベ

渡辺

ハルミ

治美

89‑239380
㈱竹中工務店 北海道支店 設計部
〒060‑0042 中央区大通西4丁目1道銀ビル
T222‑7593 F232‑8712
〒001‑0902 北区新琴似2条2丁目8‑7
T･F762‑4431
1建 A型 〔ワクワク感を求めて!〕
Ewatt@hi‑ho.ne.jp

その色が会社のイメージになります!

Y064‑0811
TEL(011) 札幌市中央区南11
条
551‑0150
FAX(011) 西17丁目1‑2
563‑0073
pkida@se
ag

reen.ocn.n

e.jp

（財）建築技術教育普及センター
● 事業の内容
当財団は、建築設計・エ事管理業務に関する試験等の実施、設計・工事管理業務に係わる技術者の啓発
及び資質の向上並びにこれに係わる調査研究を行うことを目的に、以下の事業を実施しています。
1.建築士試験等の実施
・ 一級建築士試験の実施
・ 二級建築士試験の実施及び木造建築士試験の実施
・ 建築設備士試験及び建築設備士更新講習の実施
・ インテリアプランナーの試験及び更新講習並びに登録事務の実施
2.建築技術の啓発普及の推進及び建築技術者教育に関する調査研究
・ APECエンジニア・プロジェクトの審査及び登録事務の実施
・ 建築士指定講習に係わる講習の実施、テキストの編集及び監修
・ 建築技術者の業務の改善、合理化に関する調査研究
● 組 織
本
部
〒104‑0031 東京都中央区京橋2‑14‑1
兼松ビルデング
TEL 03‑5524‑3105
支
部
北 海 道 〒060‑0004 札幌市中央区北4西5‑1
三井生命札幌共同ビル TEL 011‑221‑3150
東
北 〒980‑0824 仙台市青葉区支倉町2‑48
宮城県建設産業会館
TEL 022‑223‑3245
関
東 〒104‑0031 東京都中央区京橋2‑14‑1
兼松ビルデング
TEL 03‑5524‑2176
東海北陸 〒460‑0008 名古屋市中区栄4‑3‑26
昭和ビル
TEL 052‑261‑6816
近
畿 〒540‑0011 大阪市中央区農人橋2‑1‑10 大阪建設会館
TEL 06‑6942‑2214
中国四国 〒730‑0051 広島市中区大手町2‑11‑15 新大手町ビル
TEL 082‑245‑8055
九
州 〒812‑0013 福岡市博多区博多駅東2‑9‑1 東福第２ビル
TEL 092‑471‑6310

会員名簿
(アサオカ カズヨ)

(オオハシ リョウヘイ)

(カワムラ チヨミ)

(サイジョウ モトヒロ)

浅岡 和代

大橋 良平(89‑21068)

川村千代美(90‑24215)

西城 元広(89‑21942)

㈱山八 浅岡家具店
〒044‑0051 虻田郡倶知安町北1条西3丁目
11番地
T･F0136‑22‑1038
〒044‑0051 虻田郡倶知安町北1条西3丁目
10番地
T0136‑23‑2813
O型

Ｕ建築事務所 所長
〒041‑0851 函館市本通1丁目46‑1
T･F0138‑55‑2246
〒041‑0851 函館市本通1丁目46‑1
T･F0138‑55‑2246
1建施、
B型〔犬と散歩〕

アークシステム㈱ 代表取締役
〒006‑0025 手稲区手稲本町5条2丁目12‑1
T･F681‑2428
〒006‑0025 手稲区手稲本町5条2丁目12‑1
T･F681‑2428
O型

㈱西城工業 代表取締役
〒062‑0043 豊平区福住3条5丁目4‑11
T836‑5600 F836‑8888
〒068‑0852 岩見沢市大和2条3丁目41
T･F0126‑22‑7300
2級施工管、増改築指導員、MRM(士会、
日本増改築協議会、岩見沢建設協会)
B型〔釣り、ゴルフ、旅行〕
Ekksaijyo@rose.ocn.ne.jp

(アラキ ユウジ)

(オクムラ ノリトシ)

(カワムラ ヒロイチ)

(サイトウ セイジ)

荒木 勇治

奥村 憲敏(89‑22091)

川村 博一(88‑21237)

齋藤 征二(88‑22777)

北ガス建設㈱ 営業グループ 主任
〒003‑0028 白石区平和通15丁目南1‑8
T864‑6528 F864‑6513
〒063‑0834 西区発寒14条5丁目1
T662‑8990
1建、宅建、IC、KS
AB型
Ea‑lucky@f3.dion.ne.jp

㈱和光設計監理事務所
〒063‑0861 西区8軒1条東1丁目5番13‑306
T613‑9870 F613‑9871
〒004‑0041 厚別区大谷地東3丁目4番1‑804
T･F891‑9630
1建、建築積算資格者(日本積算協会)
B型〔日々、是 改善〕

川村建設㈱ 代表取締役
〒090‑0822 北見市北央町110番地23
T0157‑24‑6321 F0157‑24‑6320
〒090‑0822 北見市北央町110番地147
T0157‑23‑8591
1建施、2建、2土施(北見建築士会)
A型〔ゴルフ、読書〕
Eh‑kawa@ce110.ocn.ne.jp

アズ建築設計事務所
〒002‑8028 北区篠路8条7丁目4‑20‑803
T773‑3080 F773‑3079
〒002‑8074 北区あいの里4条3丁目6‑3
T778‑7398
1建、積算士
O型〔スキューバダイビング〕
Eaz‑arc@nifty.com

(イシダ オサム)

(オダ トシアキ)

(キシモト タカオ)

(サガ セイジ)

小田 敏晃(89‑21391)

岸本 隆雄(90‑22650)

佐賀 清治(89‑24969)

株式会社 ノア建築設計事務所 代表取締役
〒001‑0021 北区北21条西4丁目2‑20
T716‑2967 F716‑1354
〒001‑0021 北区北21条西4丁目2‑20
T716‑4092
1建(士会、メーソンリー建築協会、
バリア
フリーデザイン協議会) B型〔音楽、
人間
性･文化性･社会性に基づく建築の創造〕
Enoa@basil.ocn.ne.jp

㈲オダシステム設計事務所 代表取締役
〒003‑0832 白石区北郷2条11丁目8‑14
T875‑7117 F875‑3139
〒003‑0832 白石区北郷2条11丁目8‑36
T871‑7862 F875‑0104
1建、1建施(士会、事務所協会)
O型〔ゴルフ、陶芸〕

㈱大丸装工 札幌駅南口プロジェクト
〒060‑0005 中央区北5条西1丁目1
T210‑5032
〒041‑1104 亀田郡七飯町上藤城314‑3
T0138‑64‑7905

有限会社 サガ設計事務所 代表取締役
〒004‑0053 厚別区厚別中央3条5丁目
T892‑7687 F892‑6532
〒004‑0053 厚別区厚別中央3条5丁目
T892‑7687
2建、積算士(北海道建築士会)
A型〔旅行、パソコン〕
Esagasekkei@ma.neweb.ne.jp

(イシダ トシオ)

(カトウ サトル)

(キタカミ コウイチ)

(サカグチ カズミ)

石田 敏雄(89‑23088)

加藤 覚(89‑24686)

北上 光一(90‑25559)

坂口 一美(89‑23018)

㈱雄設計 代表取締役
〒085‑0004 釧路市新富町6‑20
T0154‑39‑0525 F0154‑24‑8213
〒085‑0058 釧路市愛国東2丁目16‑12
T0154‑36‑5742
1建(士建)

㈱創明建築設計事務所 代表取締役専務
〒079‑8411 旭川市永山1条19丁目2‑10
サンライズコスモ1階
T0166‑47‑7600 F0166‑47‑6577
〒070‑8015 旭川市神居5条16丁目1‑2
T0166‑62‑3216
1建、建築積算資格者
B型

㈲北上建築設計事務所 代表取締役
〒071‑8137 旭川市末広7条3丁目2‑11
エスディビル1‑A
T0166‑51‑4317 F0166‑51‑3013
〒070‑0940 旭川市春光町2区10条203‑1
T0166‑54‑2873
1建(士会、事務所協会)
O型〔ゴルフ〕

前田建設工業㈱ 北海道支店
〒064‑8552 中央区南11条西11丁目2‑1
T551‑1808 F552‑5767
〒004‑0831 清田区真栄1条1丁目12‑21
T882‑4718
1建、1建施、建築積算士
AB型
Esakaguchi.k@jcity.maeda.co.jp

(オイカワ ヒロカズ)

(カトウ ツグヒロ)

(キノシタ タカシ)

(サコン タツオ)

及川 浩和

加藤 次大(90‑24554)

木下 隆司(90‑21478)

佐近 建男(88‑22483)

東成建設工業㈱ 取締役 札幌支店長
〒003‑0822 白石区菊水元町2条2丁目1‑5
T875‑5121 F875‑5104
1建

㈲インテリア北空間 代表取締役
〒061‑1145 北広島市泉町3丁目8‑5
T･F372‑1134
〒061‑1145 北広島市泉町3丁目8‑5
T･F372‑1134
2建施(サッポロクラブ)
O型〔海釣り〕

株式会社アーバン･デザイン 代表取締役所長
〒065‑0027 東区北27条東21丁目3‑17
Ｍビル2F
T785‑0280 Ｆ785‑0281
〒002‑8028 北区篠路8条2丁目7‑20
T771‑8643
1建(士会) A型
Eurb@yellow.plala.or.jp

㈲サコンデザイン事務室 代表取締役
〒041‑0851 函館市本通3丁目13‑4
T0138‑31‑5100 F0138‑31‑5538
〒041‑0841 函館市日吉町1丁目8‑10
T0138‑51‑7680
2建、2施監(事務所協会、中小企業家同友
会、函館デザイン協議会)
A型〔ゴルフ、水泳〕
Esakon@d4.dion.ne.jp

(オイワケ タカノリ)

(カノマタ マサトシ)

(クマザキ オサム)

(サトウ カツユキ)

追分 孝則(89‑23644)

鹿股 正敏

熊崎 修(90‑26214)

佐藤 克之(88‑21366)

有限会社 マルフジ建設
〒088‑0624 釧路郡釧路町新開2丁目35‑1
T0154‑36‑0620 F0154‑38‑3687
〒088‑0623 釧路郡釧路町光和5‑3
T0154‑36‑6380
2建(士会)

㈱カンディハウス札幌 営業課長
〒064‑0946 中央区双子山4丁目1‑10
T511‑0303 F511‑0505
〒004‑0052 厚別区厚別中央1条7丁目
1‑80‑512
T892‑1643
IC(北海道コーディネーター協会)

㈱五健ハウス 代表取締役
〒088‑0606 釧路郡釧路町中央4丁目30‑5
T0154‑40‑4774 F0154‑40‑4778
〒085‑0814 釧路市緑ヶ岡2丁目11‑13
T0154‑42‑3713
2建、IC
A型

北海道浅井学園大学 人間福祉学部教授
〒069‑8511 江別市文京台23番地
T･F387‑3664
Esato@asaigakuen.ac.jp

(オオクボ ヨシユキ)

(カワギシ アツコ)

(コジマ ヒロシ)

(シバタ ナオキ)

大久保吉之

川岸 敦子

小島 弘嗣(90‑25820)

柴田 直樹(90‑20116)

㈱三建設計事務所 設計課長
〒071‑8135 旭川市末広5条3丁目三建ビル
T0166‑52‑5253 F0166‑52‑5241
〒078‑8261 旭川市東旭川南1条5丁目3‑8
T0166‑36‑5545
1建

㈲プラン 代表インテリアコーディネーター
〒060‑0042 中央区大通西15丁目
パークアベニュー3F
T622‑1616 F622‑1618
〒063‑0054 西区宮の沢4条3丁目14‑5
T･F663‑8802
A型〔いつもゆったりと〕

旭川市建築部 住宅課 建築主事
〒070‑0036 旭川市6条通10丁目 第3庁舎
T0166‑25‑5361 F0166‑24‑7009
〒078‑8357 旭川市東光17条4丁目1‑17
T･F0166‑34‑5261
1建(士会)
〔ハトを200羽飼育して、ハトレース〕

㈲アティア 代表取締役
〒090‑0015 北見市公園町139‑21
T･F0157‑23‑8761
〒090‑0015 北見市公園町139‑21
T･F0157‑23‑8761
1建、1建施、宅建、1土施(士会)
AB型
Enaoki.shibata@nifty.ne.jp

石田

修

※御芳名・住所等記載事項に誤りがございましたらお詫び申し上げます｡尚お手数ですが事務局までお知らせ下さい。

(シマグチ ヨシコ)

(タナカ ケイコ)

(ヒラノ ヒロアキ)

(ミツイ ヨシエ)

島口 芳子(89‑24620)

田中 恵子

平野 廣秋(88‑23794)

三井 芳江(90‑22176)

〒003‑0026 白石区本通4丁目南5‑14
T864‑1838
2建

㈲タナカリフォームプランニング
〒047‑0013 小樽市奥沢3‑12‑4
T0134‑23‑3331 F0134‑32‑5849
〒047‑0013 小樽市奥沢3‑12‑4
T0134‑23‑3331 F0134‑32‑5849
増改築指導員(増改築産業協議会)
A型〔ゴルフ･カメラ、完全燃焼〕

㈲廣工務店 代表取締役
〒041‑0811 函館市富岡町2丁目62‑20
T0138‑43‑5324 F0138‑40‑7011
〒041‑0811 函館市富岡町2丁目62‑20
T0138‑43‑5324
2建(士会)

北欧建設株式会社
〒064‑0824 中央区北4条西20丁目2‑1
T614‑1266 F614‑1271
〒003‑0002 白石区東札幌2条2丁目1‑20
T821‑7388
建設業経理事務士2級
B型〔ゴルフ〕

(スガ タミコ)

(チサト マサフミ)

(フジタニ ヨウコ)

(ミヤザキ ヒサオ)

菅

千里 政文

藤谷 洋子

宮崎 久雄(90‑22535)

㈱菅設計企画 取締役
〒052‑0022 伊達市梅本町30‑29
T0142‑23‑5681 F0142‑23‑3448
〒052‑0022 伊達市梅本町30‑29
T0142‑23‑5151 F0142‑23‑3448
(ICA)
A型〔男は度胸、女は愛嬌〕
Earc.suga@basil.ocn.ne.jp

北海道浅井学園大学 助教授
〒069‑8511 江別市文京台23番地
T386‑8011 F387‑1542
chisat@asaigakuen.ac.jp
〒069‑0854 江別市大麻中町26‑18
大麻コーポ905号
T387‑0826
1建 A型
Echisat@i.bekkoame.ne.jp

有限会社 マルフジ建設
〒088‑0624 釧路郡釧路町新開2丁目35‑1
T0154‑36‑0620 F0154‑38‑3687
〒084‑0407 釧路市鳥取北4丁目14‑16
T0154‑51‑5580
A型

株式会社 ミヤコ 代表取締役
〒070‑0028 旭川市東8条1丁目5番3号
T0166‑25‑6888 F0166‑25‑6898
〒071‑8132 旭川市末広2条5丁目2番24号
T0166‑53‑9373
1建、1建施(士会、旭川建築協会)
B型〔神興をあげる会 粋旭 〕

(スガイ チハル)

(ナカノ ヨウイチロウ)

(マガラ ミチコ)

(ミヤシタ シンイチ)

菅井 千春(88‑24209)

中野陽一郎

真柄 道子

宮下 伸一(91‑10092)

㈲住宅工房たかはし 取締役部長
〒062‑0052 豊平区月寒東2条11丁目6‑6
T858‑5301 F858‑5302
〒005‑0022 南区真駒内柏丘6丁目4‑5‑402
T583‑1785
1建、IC、宅建
B型〔山登り〕

ライフ･ホームメンテナンス㈱
〒063‑0051 西区宮の沢1条5丁目1‑48
T663‑6658 F663‑6657
〒006‑0014 手稲区富岡4条2丁目5番6号
T･F682‑2055
1建、1建施、宅建
O型〔スキー〕

㈱クワザワ
〒003‑0012
T861‑0502
〒069‑0852
T386‑1023
2建

株式会社 創建社 設計部長(計画担当)
〒060‑0061 中央区南1条西10丁目
T271‑2271 F271‑2275
〒069‑0845 江別市大麻205番地の39
T･F386‑4286
1建(日本建築学会)
A型〔アウトドア、ドライブ〕
Esekkei@so‑kensya.co.jp

(スガワラ ユキオ)

(ネモト タツオ)

(マツオカ ヒロシ)

(ヤマカワ ミチヨ)

菅原 幸雄(88‑24227)

根本 龍男(89‑21175)

松岡 浩司

山川美千代

菅原建築デザイン事務所 所長
〒001‑0029 北区北29条西4丁目
ファミール札幌138
T･F736‑4136
〒002‑8007 北区太平7条7丁目8‑19
T･F771‑5678
2建(日本商環境設計家協会)

㈱丸豊伊藤建業 購買部部長
〒066‑0081 千歳市清流4丁目6‑7
T0123‑23‑2277 F0123‑27‑3770
〒066‑0065 千歳市春日町5丁目4‑3
T0123‑24‑5363
2建、積算士
O型〔Hard ＆ Heart〕

㈲アブカワ建築工房
〒065‑0022 東区北22条東2丁目1‑20‑203
T753‑8864 F753‑8964
〒061‑3204 石狩市花川南4条3丁目97‑1
T0133‑73‑7017

㈱リビングワーク
〒004‑0022 厚別区厚別南6丁目2‑10
T892‑1125 F892‑9539
〒004‑0021 厚別区青葉町9丁目14‑23
T･F892‑8236
2建、IC、KS(ICセンター、ジェルコ)
B型〔旅行〕

(スケミツ ヒロコ)

(ハセガワ ワタル)

(マツダ ヒデアキ)

(ヨコハマ ススム)

助光 博子(90‑26572)

長谷川 渉(90‑18823)

松田 秀章(98‑00030)

㈱長谷川建築設計事務所 代表取締役
〒085‑0041 釧路市春日町3‑6 丸平ビル
T0154‑23‑4611 F0154‑25‑5255
〒085‑0042 釧路市若草町13‑15
T0154‑23‑4606
1建(士会)

五洋建設㈱ 建築部門建築本部 建築部長代理
〒112‑8576 東京都文京区後楽2‑2‑8
T03‑3817‑7677 F03‑3818‑7610
Ehideaki.matuda@wail.penta‑ocean.co.jp
〒004‑0863 清田区北野3条5丁目12‑22
T･F889‑2755
1建、1建施、IC、積算士、宅建(東京IP
協会、北海道IC協会)
B型〔広く浅く、時々深く〕
Ewhite@mta.biglobe.ne.jp

横浜

㈱すけみつ
〒003‑0806
T812‑0778
〒003‑0806
T812‑0778
2建、2建施
A型

(セキグチ ミノル)

(ハヤカワ ヨシユキ)

(マツヅカ セイコ)

(ヨシダ ヒロシ)

関口

早川 義行(90‑25711)

松塚 清子(89‑23019)

吉田

㈱サッポロハウス恵庭支店 支店長
〒061‑1448 恵庭市相生町161‑14
T0123‑33‑0051 F0123‑33‑0094
〒061‑1412 恵庭市白樺町2丁目〜5
T･F0123‑34‑0874
AB型〔ガーデニング〕

㈱早川工務店 代表取締役
〒003‑0805 白石区菊水5条2丁目4‑18
T811‑1241 F822‑0794
〒064‑0952 中央区宮の森2条12丁目5‑22
T･F613‑1086
1建、1建施
A型

㈲松塚家具店
〒044‑0004 虻田郡倶知安町北4条東1丁目
T0136‑22‑0337 F0136‑22‑6121
〒044‑0003 虻田郡倶知安町北3条東1丁目
T0136‑22‑2243
増改築指導員(ICA)
A型〔今日できることは今日に〕
Ematsu41@fancy.ocn.ne.jp

(タカハシ マサカズ)

(ハヤシ イサオ)

(ミウラ アキラ)

高橋 正和(88‑21728)

林

シモクニ技術㈱ 技術部補償課 補償係長
〒080‑0302 河東郡音更町木野西通12丁目
T0155‑31‑1747 F0155‑31‑2823
〒080‑0316 河東郡音更町緑陽台北区18‑11
T･F0155‑31‑6006
1建、BIS(十勝インテリアプランナー協会)
AB型〔フィッシング、旅行、情熱〕

北海道森林管理局函館分局 経理室 営繕
専門官
〒042‑8550 函館市駒場町4番9号
T0138‑51‑8115 F0138‑51‑8908
〒042‑0954 函館市上野町37番9号
T0138‑57‑4182
2建、2建施(士会、学会)
B型〔現場から教わり学ぶ〕

民子(89‑21404)

取締役
白石区菊水6条4丁目2番20号
F815‑0575
白石区菊水6条4丁目2番20号
F812‑0575

稔(90‑10727)

功(88‑23640)

三浦

チーフコーディネーター
白石区中央2条7丁目1‑36
F865‑4331
江別市大麻東町6‑18

奨

㈲トワホーム 代表取締役
〒064‑0952 宮の沢2条11丁目6‑33
T633‑2526 F633‑2527
〒063‑0037 西区西野7条10丁目6‑25
T664‑0146
2建
B型〔スポーツ全般〕

宏

(88‑24851)
㈱北海道日建設計 取締役社長
〒060‑0031 中央区北1条東2丁目5‑2
札幌泉第一ビル5階
T241‑9537 F261‑7673
〒062‑0008 豊平区美園8条8丁目5‑4
T･F831‑5969
1建、
(士会、
学会、JIA、デザイン協議会)
B型〔写真、ヴァイオリン〕
Eyosidahi@nikken.co.jp

啓

(88‑20587)
㈲三浦建築設計事務所 代表
〒085‑0033 釧路市若松町13‑2
T0154‑24‑5825 F0154‑24‑5822
〒085‑0033 釧路市若松町13‑2
T0154‑24‑5825
1建、IC(事務所協会)
B型〔ホテルジャンキー〕
Earch‑am@d3.dion.ne.jp

※御芳名・住所等記載事項に誤りがございましたらお詫び申し上げます｡尚お手数ですが事務局までお知らせ下さい。

賛助会員名簿

㈲アシストワークス

株式会社天童木工札幌営業所

パッキンとLVLを使用した乾式壁下地のI･P工法乾式遮音二重床ベストフロア
〒062‑0934 札幌市豊平区平岸4条4丁目7‑3
T011‑817‑5501 F011‑817‑5502
担当者 代表者 吉村 雅泰(マサヤス)

人へのやさしさを、デザインします｡木へのこだわりを、カタチにします｡
〒060‑0061 札幌市中央区南1条西1丁目1番地札幌東ビル
T011‑222‑2323 F011‑251‑1475
担当者 渡辺 隆義
Et‑sapporo@tend‑mokko.co.jp
http://www.tendo‑mokko.co.jp

株式会社INAX札幌支社

トーソー株式会社札幌支店

内外装･床タイル･アーストン･(石材)･住宅設備器･給油器
(ユメックス)
〒060‑0062 札幌市中央区南2条西2丁目18‑1住友生命札幌南2条ビル
T011‑271‑1701 F011‑271‑1722
担当者 長江 真人

カーテンレール･ブラインド･ロールスクリーン･
プリーツスクリーン･ローマンシェード
〒003‑0012 札幌市白石区中央2条3丁目3‑10
T011‑841‑3731 F011‑841‑9926
担当者 斉藤 和広

株式会社キムラ

MOLZA株式会社札幌営業所

卸売業
〒060‑8576 札幌市東区北6条東2丁目3‑1
T011‑742‑5864 F011‑711‑0234
担当者 竹林 清 特販課長
Ekimu1616@voicenet.co.jp
http://www.voicenet.co.jp/kimura/

和紙スクリーン(プリーツ･ロール)ローマンシェード･フラワーラッ
ピング･和紙照明･機能紙
〒060‑0062 札幌市中央区南2条西9丁目サンケン札幌ビル
T011‑222‑8118 F011‑222‑8131
担当者 小林 一俊
http://www.molza.co.jp
Emolza20@hotmail.com

クリナップ株式会社札幌支店

株式会社ヨコタ札幌営業所

総合住宅設備機器の製造販売
〒003‑0023 札幌市白石区南郷11丁目北1‑30
T011‑864‑8007 F011‑864‑7727
担当者 山本 宏行

ダイオキシン対策として発売致しましたエコロジー商品･ユリディス･
フリーク
〒004‑0053 札幌市厚別区厚別中央3条1‑2‑15
T011‑892‑6111 F011‑892‑6687
担当者 渡辺 稔
Esapporo@yokota.ygp.co.jp

株式会社ダイヤ書房

株式会社エービーシー商会札幌営業所

書籍･雑誌･文具･CD･中古ゴルフクラブ買取り販売･ゲーム販売
レンタルビデオ、レンタルCD
〒065‑0025 札幌市東区北25条東8丁目
T011‑712‑2191 F011‑752‑1184
担当者 後藤 則夫 En‑goto@daiyashobou.com

内外装建築仕上材

大光電機株式会社札幌支店

ヤマギワ株式会社札幌店

照明器具製造販売･照明計画･演出･企画･提案
〒064‑0804 札幌市中央区南4条西13‑2‑2
T011‑561‑8067 F011‑551‑9707
担当者 吉光 信栄
http://www.lighting‑daiko.co.jp
Enobue‑yoshimitsu@lighting‑daiko.co.jp

小売・卸業（照明・家電・インテリア品・舞台照明）

〒060‑0002 札幌市中央区北2条西4丁目北海道ビル6F
T011‑231‑7904 F011‑271‑5840
担当者 槌本 裕行

〒060‑0001 札幌市中央区北1条西2丁目9札幌オークビル
T011‑221‑1321 F011‑261‑6557
担当者 高野 英久 h‑takano@yamagiwa.co.jp

※御芳名・住所等記載事項に誤りがございましたらお詫び申し上げます｡尚お手数ですが事務局までお知らせ下さい。

編集後記
○編集委員会結成から10ヶ月間で記念誌の発刊が出来上がったのは委
員皆様の行動力と熱意によるたまものと思います。この記念誌が会
員間のコミュニケーションに御活用して頂くことを期待します。大
変ご苦労様でした。(佐野 高光)
○第10回総会で決まった作品集！形は色々と変化しましたがやっとで
きました。みんなでワキアイアイとがんばったので(帰りの飲み会？)
良い作品になったと思います。(土井 れい子)
○本当はひとり残らず参加していただくとよかったのですが…20周年
記念誌のときはぜひ！(里見 好枝)
○製作スタッフでありながら、長期出張に出てしまい、何もお手伝い
出来なかった事大変申し訳なく、又残念に思います。(内村 喜憲)
○原稿募集の電話しつこくしてごめんなさい。１人でも多くの方に参
加していただきたくて……(北川 愛子)
○H T P A の新しいネットワークが生まれ、また進化した思いです。
(小笠原 利治)
○会員皆様のインテリアへの想いと情熱、そしてH IP A の重要さを感
じました。次の20周年に向け新たな気持でがんばりたいと思います。
最後に記念誌を完成させて下さった賛助会員であられる黄田印刷様
へ感謝を申し上げます……(渡辺 治美)
○笑いあり、涙あり(笑いすぎ？)の楽しい雰囲気の中でスタッフ一同
頑張りました。心に残る記念誌であります様に。(畠山 めぐみ)
○感動あり、大笑いあり、ニヤリ笑いあり、どちらかと言うとフレン
ドリーな仕上がりになりました。(山下 和良)
○長かったような、短かったような不思議な10ヶ月。不思議なスタッ
フ。それにしても桜、早かったですね。(塚本 由美子)
○中学の卒業文集編集委員のときのようなときめきと楽しさで制作で
きた。私の目論見のように〝おかしな作品〟も沢山出て来たので嬉
しい。(佐藤 孝)
○打合せの日が何故か金曜日が多かった。集り方も多かった。無事完
成して良かった。(佐藤 利明)
○10周年記念誌が出来上がりです。皆さんと話し合いを重ねながらと
ても楽しい充実した日々を過ごさせていただきました。
(浦谷 ひろこ)
○委員のみなさんの熱意と根気に敬服!!(山田

新二)

○記念誌づくりの場所を提供していただきイス達に囲まれながらアイ
デアをふくらませてくれたインテリアセンターさんに感謝申し上げ
ます(編)

スケッチ：わたなべはるみ
遠い昔すごしたかやぶき屋根から今のすまいを
いろどーるテーブル、ソファ、照明を表現……。

発行日
発行者

2002年5月
北海道インテリアプランナー協会
〒064‑0810 札幌市中央区南10条西8丁目1‑6‑201
T (011)521‑7035 F A X (011)511‑1927
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㈲黄田印刷
〒064−0811 札幌市中央区南11条西17丁目1−2
T (011)551−0150 F A X (011)563−0073
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