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　今まで「男の世界」とされてきた建設現場で女性が働く
ことが特別なことではなくなってきております。
業界をとりまく深刻な人材不足を背景に設計部門だけではな
く建設現場でも女性が活躍できる環境作りが求められます。
　これからの建設業を担う「けんせつ小町」の現状を寺田
みどりさんと、青田晴 ( はれる ) さんのおふたりに新海直美
さんのコーディネートのもと、和やかにゆるくしかもマニアッ
クに語って頂きました。

寺田　高校卒業後家具店に就職、その後イタリアの家具も扱うメブラへ入り素敵な家具を置く空間を
考えたいと思うように。建築学科出身でもなく建築の経歴もないので考えてゼネコンの現場事務所で
事務アルバイトを経験。そこで建物が出来上がっていく過程を毎日見て感動を覚え、独学で二級建築
士を取得、その後ハウスメーカーのリフォーム部門で14年位働きました。ひとりで営業から設計施工ま
で担当しましたが現場監理では壁に打ち当たることもあり、その度に協力業者さんに相談しながら収め
ました。もっと現場のことを知りたいとおもい今の職場に至っております。
青田　私は寺田さんのように「とにかく建築に携わりたい」と、建築の道に入ったわけではありません。
　算数・数学が大好きだったのですが、国語や社会が苦手で理系の大学に進み、建築を学びました。
大学の勧めで大林組に入社し、設計業務を14年間担当。ゼネコンに入ったからには現場へと、2006
年からは現場で工事管理を担当しています。2012年から 2015年まで重要文化財の豊平館の耐震改修
工事の工事管理をひとりで担当。現在は手稲の病院の改修工事で生産設計を担当しています。

まずはおふたりのプロフィールから

寺田　（写真①）の集落が昨年福島県相馬市で施工した災害復興住宅で51棟あります。震災により住宅
の確保が困難な方に対して国の助成金で地方自冶体が整備する公営住宅です。この現場は、建主は相
馬市、元請は㈱セイコー建設、物林㈱は資材販売と木工事、施工管理全般のサポートに携わりました。
公共事業では主に国交省の共通標準仕様書に基づいた施工管理を管理します。
　仕様書の指示通りの施工になっているかスケールをあてて寸法を確認したり、使用する材料は規定品
質のものか表記はあるか確認します。確認した施工内容や材料は全て記録として写真撮影します。

　合板を留め付ける釘の太さやピッチも細かく指定されているなど知らなかったことが多くとても勉強
になりました。相馬市では城下町という歴史背景があり、公共建築物は和風デザインに統一されてい
ます。外観は（写真②）のように羽目板や付柱を用いた木造様式です。個人的には屋根瓦がめずらしく、
職人さんの作業を興味深く見ていました。東北の現状ですが、今は瓦礫を目にすることはありません。
しかし、多くの広大な更地や平原があり、ナビを見ると沢山の建物が更地部分に映し出されるので、
被害があった場所だとわかり、切ない気持ちになります。現場では全国各地から様々な方が集まってい
ます。色んな地方の方言が飛び交いコミュニケーションに戸惑いました。大工さんは高齢で人柄の良
い方達でしたが、施工図を渡しても見てもらえなかったり、大工さんの感性で工事が進んでしまうこと

もありました。全ての建物を 1 棟 1 棟見て回るのは歩くだけでも大変なことでした。
女性だから職人さんになめられると心配されますが、私自身はあまり意識したことが
なく、無愛想にされると「今日は機嫌が悪いのかな」くらいに流しています。上司か
らはこちらが指示をしてやって貰う立場なのだから職人さんと喧嘩するくらいじゃない
と駄目だとよく言われます。
青田　私は女の人だからと見られるのが嫌で、男の人と対等でなければと思っています。
　工事の始めの段階では職人さんと良くぶつかります。工事の仕方についてお互いの
意見を出し合うからです。でも工事が終わる頃には別れるのが名残惜しく「また一緒
に仕事がしたいね。」とお互いに強い信頼感で結ばれます。３年前に豊平館の耐震改
修工事を大林組が受注し、たまたま私が担当することになりました。明治１３年、開
拓使によって建てられた洋館です。文化財の工事は担当したことがなかったので、こ
れほど大変な工事とは思わずに現場に入ってしまいました。40ヶ月の工期です。
　（工事内容の説明）外壁の耐震補強は、柱と梁の軸組しかない壁に構造用合板を嵌
め込んで行きます。全て木材で出来ているので大きさも区々ですので、ひとつひとつ
加工して取り付けます。工事管理ではどのようなものを使ったかを記録に残していき
ます。建物自体が浮き上がらないように、床下にコンクリートの腰壁をつくって重しに
し、小屋裏までボルトを通して固定しています。床下のコンクリートを施工するとき
には狭い床下にもぐり込んでいって確認します。床の補強も壁と同じように床の梁の
間に構造用合板を嵌め込みます。
　（写真⑤）これは現場の仮囲い。中島公園の中に位置するので景観を考えて道産のと
ど松を使った塀にしました。３年経つと木の色が周囲に馴染んできます。秋には近く
にある中島中学校の生徒さんが書いた絵画が掲示されました。工事では外壁や床板を
一旦全て取り外しました。文化財の工事なので木材一枚ずつ番号をつけて取り外し、
補強工事後には同じ位置に戻すという手間のかかる作業です。（塗装工事の写真）こ
れはペンキ塗装をしているところ。下地に油を塗ってから色のついたペンキを塗りま
す。塗り上がったらピカピカになります。
　（写真⑥）屋根は最近あまり見かけない菱葺きです。お寺の屋根を葺くような職人さ
んが一枚ずつ加工して貼り付けてくれました。
　（写真⑦）これはガラスパテ、粘土みたいなもので油を入れて練って使います。70歳
の職人さんからは昔は魚の脂でやったから臭かったと。
　シャンデリアも取り外しをする前に番号を付け、補強工事が終わった後に、元通り
に組み立てます。絨毯は同じ柄を新しく織ってもらいます。柄を間違わないように、
古い絨毯の毛をバリカンで短く切って、それをもとに作ってもらいました。カーテンも
同じようにつくっています。文化財という特殊な工事なので、設計監理は文化財専門
の設計事務所が担当されています。
新海　なかなか聞けるお話ではないですし女性の監督さんがやっているとはこの機会に初
めて知りました。今度はそういう視点で親しみをもって建物を見てみたいと思います。

ではおふたりの現場でのご様子を聞かせて貰いましょう

寺田　青田さんのこういう現場、憧れますね。建物をつくる過程に携われる、人の目
に付かない骨組だとか中身がわかるのが面白いです。私は基本的に断面とか中身に興
味があります。さまざまな職種のプロに出会え建物を一緒に作り上げていくことが出
来るのは楽しいです。
青田　設計を担当していたときは図面が出来上がるまでは必死ですが、図面が出来て
工事に入るとあまり関わりがなくなってしまうため、完成した時の達成感があまりあり
ませんでした。現場では建物が出来ていくのを感じられ、出来上がったところで一緒
に居られるのが嬉しいです。

「けんせつ小町」という愛称があります。
おふたりの現場で働く面白さとは

寺田　みどり
高校卒業後家具店「メブラ」にて
家具・インテリア販売
ゼネコンの現場事務所にて事務
アルバイト
ハウスメーカーにて住宅のリ
フォーム業務。
現　在 物林株式会社にて
 現場管理業務
インテリアプランナー協会一般会員

青田　晴
大学卒業後株式会社 大林組
札幌支店 入社（設計業務）
2008年　大林組 札幌支店
 現場事務所勤務
 （工事管理業務）
2012～2015 年
 国指定重要文化財
 「豊平館」耐震改修工事
現　在 大林組札幌支店
 病院改修工事勤務

写真① 写真②

写真③ 現場での寺田さん

写真④ 現場事務所での青田さん

写真⑤

写真⑥ 屋根葺替

写真⑦

新海　直美
北海道庁勤務の後、東京にて設
計事務所勤務、Uターンし不動産
会社、リフォーム会社を経て、 
2010年4月nest設立
インテリアプランナー協会一般会員
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寺田　逆に男性の方が気を遣ってくれているような気がします。現場に高齢の方が
多いせいかもしれませんね。
青田　私は豊平館の現場ではたまたま一人で現場を管理していたので、好き勝手に

（男女のしがらみなく）過ごせました。事務所の片付けなど雑務的な作業は女性が日
常していることで、慣れているので、ひとり現場では女性の特技を生かせたかと思
います。お客様との打合せで場の雰囲気が少し和やかになるのも良いですね。
　一方で、職人さんの手配では男性より権力がないので苦労します。とにかく段取
りを早くして、工期に遅れが出ないように気を遣っています。

　昨年は、フィリップ・スタルクが内装を手掛けているデザインホテル「ママシェ
ルター」にも泊まりました。バーとレストランが併設されていて、写真⑤は朝食
時のレストランです。モノトーンを基調とし、天井にチョークでイラストが描かれ
ています。カラフルな浮き輪やキャラクターのお面などが飾られている独特な雰
囲気の内装です。スタッフのユニフォームは、ホテルのフロントでもカジュアル
なエプロン姿。スタイリッシュなスタッフがそれぞれのセンスの良さで着こなして
いて、全てが活気にあふれるホテルでした。
　最近では本来の旅の目的よりも、より良いアパルトマン探しが最優先事項になっ
ているかもしれません。

 ㈱ハリコット　代表取締役
遠藤　千歌　　http://haricot2000.com/
星のや富士、星野リゾートトマムの制服のデザインなど、布製品に
かかわるプロダクトを企画提案しています。

寺田　青田さんがやったような昔の人の手法が見ることが出来る現場。もちろん最新
の技術もまだまだ知りたいですが。
青田　同じものの繰り返しは苦手。変化のある現場が好きです。

　女性が活躍する時代は、男性女性を問わず自分らしく能力を発揮出来る時代と言え
るのではないかと思います。私たち仲間の「けんせつ小町」の活躍を応援するとともに、
私たち自身も自分の仕事で貢献し、勇気付けられたらいいなと感じました。
　第二部の交流会ではおしゃれで美味しいお食事を楽しみながら女子会ならではの華
やかなひとときを、皆さん対談の感想とご自分の建築やインテリアの仕事に対する想
いを語り合いました。その中でも吉本眞知子さんが言われた「NEO～ネオ～」という
言葉が印象的でした。東北の再生、文化財の再生、そして会場である古民家の再生、
新しい時代を築く女性達。キーワードが見事に繋がりました。

情報委員会　往田　協子

寺田　青田さんトイレはどうしていましたか。女性専用トイレ
がこれから現場で働く女の人が増えて行くには必要だと思いま
すが。いくら男性と同等に働いていてもそういう配慮は欲しい
ですね。
青田　現場のトイレはちょっと。私は近くの公衆トイレをお借
りしていました。
新海　「けんせつ小町」が働きやすい現場環境整備マニュアル
というのもあるそうですよ。これからは必要ですよね。
皆さんからの質問でこれからやりたい現場、やりたくない現
場をお聞かせください。

　生地の買い付けやヨーロッパ視察を兼ねて毎年パリを訪れています。
アート、ファッション、芸術があふれていて、そこにいる
だけで自分がすごくおしゃれになったかのような錯覚に
陥ってしまい、毎年行かずにはいられない場所の一つです。
　そして特に私がこだわっているのが、どこに宿泊するか。
観光客が押し寄せるパリには、アパルトマンといわれる家
具付きの部屋がたくさんあり、個人オーナーのセンスによっ
て違う様々なインテリアの部屋を気軽に借りられることが
できます。主に19世紀に建てられたオスマン様式と呼ば
れる石壁の建物が、今でも部屋の内装を変えながら住居
として使われています。最上階は、その昔使用人達が住ん
でいた部屋も多く、天井が低く間取りがちょっと変わって
います。そういう変わった間取りをあえて好み、今暮らし
ているフランス人の部屋には、なぜかアーティステイックなインテリアが多い気がします。ただ、エレベーターなしの７階だったりす
るので、残念ながら足腰に自信がない私は借りたことはありません。通りに面した入口の重い扉を開けると、外からは想像もつかな
いような美しく静かな中庭が広がっているラグジュアリーなアパルトマンもあります。中庭を囲んだ部屋はパリの喧噪が嘘のように静
かです。もちろん予算の関係で、中庭なし、エレベーターなし、写真を撮る気にもならないボロボロの部屋にも泊まったことはあり
ますが、パリで勉強する苦学生になったような気もして、それはそれで楽しいのです。
　今まで泊まったアパルトマンの中で、可愛いインテリアの部屋をご紹介します。パリ３区の100平米のアパルトマンで３人でシェア

しました。（写真①②）
　エントランスはパリらしく手入れの行き届いた大きな鉢
植えがあり、グレーのドアが印象的なアパルトマンでした。
床や壁は 19 世紀の古いままで、古い家具と現代アートが
センス良く飾られていました。
　リヨンの45平米のアパルトマン、エレベーターなしの５
階には、１人で泊まりました。ワンルームですが、ベッドルー
ムがガラスで仕切られているコンパクトな作りです。家具
はほとんどすべて古いもの、シャンデリアも年代物です。
アーティストであるオーナーの手作りオブジェが飾られて
いるとても可愛い部屋でした。（写真③④）

女性だからいいな、大変かな、もう少しこうだったら
いいのかなという点ではいかがでしょう

●会場はすすきの鴨々川ほとりに建つ「古民家ギャラリー鴨々堂」。
　大正末期に建てられた古民家改修した、話題のギャラリーです。

「けんせつ小町」は、建設業には女性が発揮できる仕事が数多くあること、そしてすでに多くの女性が土木・
建築・設備・機械など多様な職種で活躍していることを、広く業界内外の皆さんに知っていただきたいという
思いから選定しました。 （一般社団法人日本建設業連合会 HPより）

遠藤　千歌

写真① 写真②

写真③ 写真④

写真⑤



●お菓子の家づくりコンテスト

●JIPA全国大会 in静岡

●総会懇親会 ●パース講習会

協　会　案　内 活　動　内　容　

6 7

公益財団法人   建築技術教育普及センター
〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町 3-6　紀尾井町パークビル

http://www.jaeic.or.jp/　  TEL 03-6261-3310（代表）

スキル
インテリアプランナー
インテリア設計等について、建築士の業務と共通部分を持ちつつ、
専門的、高度な又は独自の知識・技能を有する

アソシエイト・インテリアプランナー
インテリア設計等に関する知識を有する

（インテリアプランナーになるための前段階の資格）

インテリアプランナー資格が
平成２８年度から変わります

建築士の業務範囲

合格・登録（所定の実務経験）

合格・登録（実務経験不要）合格 （学科試験免除）

（学科試験免除）

インテリアプランナー

アソシエイト・インテリアプランナー

インテリアプランナー設計製図試験

インテリアプランナー学科試験

誰でも受験可能 一級・二級・木造建築士

受験申込から合格、登録までの流れ 試　験　概　要

●受験資格
　・学科試験…どなたでも受験できます
　・設計製図…当該年の学科試験の合格者、
　　　前４年度の試験までの学科試験の合格者、
　　　アソシエイト・インテリアプランナー、
　　　建築士（一級・二級・木造建築士）

●試験の内容

●試験地
、府阪大、市屋古名、都京東、市台仙、市幌札 ・　

京都府、広島市、福岡市、沖縄県（学科試験のみ）

●受験手数料
　・学科試験…　９，０００円＋消費税
　・設計製図…１５，０００円＋消費税

受験申込書受付①
（学科から、設計製図から）

平成 28 年 3 月下旬

学科試験
平成 28 年 6 月中旬

学科試験  合格者の発表
平成 28 年 8 月下旬

アソシエイト・インテリアプランナー
（准インテリアプランナー）登録

インテリアプランナー登録

。すでのもの在現月９年72成平は内案ご本 ※
日程等多少の変更があり得ることをご了承ください。

受験申込書受付②
（学科合格者）

平成 28 年 9 月上旬

設計製図試験
平成 28 年 11 月中旬

設計製図試験  合格者の発表
平成 29 年 2 月中旬

登録要件の実務経験年数：インテリア
又は建築に関する課程（認められた課
程）の卒業者、建築士は不要、それ以
外の者は一律２年

学科
（4枝択一式）

（審査内容）
インテリア設計
等に関する基本
的かつ専門知識

（50 問：150 分）

（出題分野）
・インテリア計画
・インテリア装備
・インテリア施工
・インテリア法規
・建築一般

設計製図

（審査内容）
インテリアの設
計及び設計製図
を行う技能並び
に設計意図を的
確に表現する技
能

（1 課題：6 時間）

（要求図書）
・設計主旨
・平面図
・断面図
・展開図
・天井伏図
・透視図
・一部詳細図
・仕上表
・家具表
等のうち指定す
るもの

インテリアプランナーになるには

 

資格制度の変更の経緯・目的

 
　インテリアプランナー資格制度は、昭和62年度創設され、平成12年度までは
国土交通大臣が認定する審査・証明事業として建築技術教育普及センターが実施
してきましたが、平成13年度からは従来の制度を引き継ぎ、当センター独自の
資格制度として実施してきているものです。ストックの時代を迎え、リフォーム
・リノベーション需要も拡大してきており、インテリア設計等の重要性は今後ま
すます高まっていくものと考えられます。インテリア設計等に深く関わるインテ
リアプランナーがこのような社会的要請に応えていくためには、一定数の資格者
が社会において活躍し、その認知度を高めていくことが必要です。そのためにも
、近年の受験者数及び登録者の高齢化等による登録者数の減少傾向にある中で、
若い人達を中心にインテリアプランナー受験を目指す方々の増加を図ることが急
務であることから、平成26年度に当センターに設置するインテリアプランナー
資格制度運営委員会において検討し、その結果を踏まえて平成28年度より資格
制度の一部を変更することとしました。

　今まで建築の一部の仕事と言われてきたインテリアスペース
の設計について、近年専門職の領域として確立してきています。
又、建築計画の中でも重要な仕事と位置付けられています。イン
テリア設計等のレベルの高さが求められ始め、ストック時代と
言われている今日、専門知識・専門技術が必要とされています。
その中でインテリアプランナーとはどのような人々を言うのでし
ょうか。住宅であれ、公共建築物であれ、空間設計の分野で資格
制度に基づいて資格を取得しそれを生業としています。資格とは
公益財団法人建築技術教育普及センターが独自の資格制度とし
て実施しています。インテリアデザインの仕事に大変重要な資格
と考えております。今年度から試験の制度が変わり、誰でもが受
験できます。尚、建築士（一級・二級・木造）の資格のある方は学
科免除が有ります。記載資料のように年齢の制限が無いこの様
な資格試験はおおいに取得のチャンスととらえる事が出来ます。
前述しましたようにストック時代にリノベーション・リフォーム等
需要が多く見込まれ、安心・安全・信頼感の高い仕事が求められ
ています。インテリアプランナーはその要素が高く、仕事に大い
に役立っています。

主な変更点等
◆試験◆
①試験は学科試験及び設計製図試験により構成し、学科試験に合格した者が設計
　製図試験を受けることができます。
②受験資格の年齢制限がなくなり、誰でも受験できます。
③学科試験の合格者は登録を受けることにより新たな称号「アソシエイト・インテリアプラ
　ンナー」（通称：准インテリアプランナー、略称：ＡＩＰ）が付与されます。
④ＡＩＰ及び建築士は、学科試験が免除されます。
⑤受験手数料が引き下げられます。
〈学科試験9,000円、設計製図試験15,000円（いずれも＋消費税）〉
◆登録、更新講習・更新の登録等◆
①インテリアプランナー（ＩＰ）の登録要件の実務経験年数が「0年又は2年」に緩
　和されます。
②原則として、ＩＰは試験に合格してから5年以内に登録しなければなりませんでし
　たが、所定の講習を受けることにより遅延登録ができるようになります。
③登録期間（5年）が過ぎてＩＰ登録を取り消された場合であっても、所定の講習を
　受講することにより再登録が可能となります。
④アソシエイト・インテリアプランナー（ＡＩＰ）は、遅延登録及び再登録制度はあ
　りません。
⑤手数料が引き下げられます。〈ＩＰ新規登録10,000円、ＩＰ更新講習＋更新の登
　録20,000円、ＩＰ再登録20,000円、ＡＩＰ新規登録2,000円、ＡＩＰ更新講習＋
　更新の登録9,000円（いずれも＋消費税）〉

■インテリアプランナーの仕事

■北海道インテリアプランナー協会
　〒004-0863　
　札幌市清田区北野3条5丁目12-22
　TEL/FAX：011-882-3322
　http://www.hipa.biz/ 
　E-mail:mail@hipa.biz

■東京インテリアプランナー協会
TEL：03-3446-8860 FAX：03-3446-1417
http://www.jipat.gr.jp E-mail:office@jipat.gr.jp

■静岡県インテリアプランナー協会
TEL/FAX：054-255-8027
http://www.ipas.jp/index.html
E-mail:dzh00273@nifty.com

■中部インテリアプランナー協会
TEL/FAX：052-209-9600
http://www.chubu-ip.com
E-mail:cip@chubu-ip.com

■岩手県インテリアプランナー協会
TEL/FAX：0197-65-2544
E-mail:s-sekkei@mx5.et.tiki.ne.jp

Japan Federation of Interior Planner's Association

一般社団法人  日本インテリアプランナー協会

協会会費・会員種類
・正会員 年会費 12,000円（入会金10,000円）
・一般会員　年会費 8,000円
・法人会員　年会費 20,000円 /一口
・学生会員　年会費 5,000円
・アソシエイト会員　新設予定

HIPA Hokkaido Interior Planner's Association 2016 Review 2015年

2016年

●HIPA/北海道インテリアプランナー協会 　
　臨時理事会
●JIPA全国大会 in静岡

4月

●HIPA/北海道インテリアプランナー協会　
　臨時 理事会
●HIPA/北海道インテリアプランナー協会 
　第24回 定時総会

5月

●HIPA/北海道インテリアプランナー協会 
　第1回 理事会6月

●北広島浦邸にて BBQパーティー開催
●法人会員によるセミナー開催7月

●HIPA/北海道インテリアプランナー協会 
　第2回 理事会8月

●インテリアプランナー設計製図試験・
　直前講習会11月

●HIPA/北海道インテリアプランナー協会 
　第4回 理事会

●HIPA/北海道インテリアプランナー協会 
　第6回 理事会

12月

●HIPA 2016年度　新年会
●第１回「お菓子の家づくりコンテスト」　
　協力参加
●「けんせつ小町」対談 /情報委員会　主催

1月

●パース講習会　基礎編 /総務委員会　主催
●HIPA/北海道インテリアプランナー協会 
　第5回 理事会

2月

3月

●HIPA/北海道インテリアプランナー協会 
　第3回 理事会　
●ミニサッポロ2015参加
　「インテリアデザインの仕事」
●札幌デザインウィーク　2015　参加
　・ワークショツプ

10月

■山形インテリアプランナー協会
TEL/FAX：023-645-3533
E-mail:s-design-risuke@msj.biglobe.ne.jp

■北陸インテリアプランナー協会
TEL/FAX：076-5633-4241
E-mail:yamakoshi@kist.ac.jp

■一般社団法人 関西インテリアプランナー協会
TEL：06-6266-5735 FAX：06-6266-5745
http://www.jipa.net/kipa E-mail:kipa@jipa.net

■中国インテリアプランナー協会
TEL：082-923-2132 FAX：082-922-0018
http://cipa21.com/ E-mail:cipa@cipa21.com

■西日本インテリアプランナー協会
TEL：092-751-3303 FAX：092-751-8088
http://www.9.ocn.jp/~nipa/ E-mail:nipa@tune.ocn.ne.jp

北海道インテリアプランナー協会　
会長  佐藤　利明

2015年4月～2016年3月



■ 特          集
R E P O R T
協 会 案 内

「けんせつ小町」対談
  パリを旅して・・・ ■

■

財団法人 建築技術教育普及センター北海道支部
〒060-0042　札幌市中央区大通西5丁目11 大五ビル6階
TEL：011-221-3150

株式会社あさひ製作所
〒062-0911　札幌市豊平区旭町5丁目2-7
TEL：011-811-6028

株式会社イチムラ
〒067-0051　江別市工栄町22番地の1
TEL：011-351-3000

有限会社小笠原工芸社
〒062-0039　札幌市豊平区西岡538-26
TEL：011-582-8120

㈱川島織物セルコン　東日本・北関東営業部 札幌営業所
〒065-0008　札幌市東区北8条東10丁目1-1　㈱LIXIL北海道支社内
TEL：011-330-1777

株式会社カンディハウス札幌
〒064-0946　札幌市中央区双子山4丁目1-10
TEL：011-511-0303

株式会社キッチンハウス札幌
〒060-0031　札幌市中央区北1条東2丁目5-3
TEL：011-200-2737

及能 株式会社 (キュウノ)
〒〒062-0051　札幌市豊平区月寒東1条17丁目3-5
TEL：011-851-2299

クリナップ株式会社 北海道支店
〒003-0023　札幌市白石区南郷通11丁目北1-30
TEL：011-864-8007

小林商事株式会社 札幌開発部
〒060-0042　札幌市中央区大通西8丁目2-39  北大通ビル6階
TEL：011-215-0540

TEL：011-876-2082

札幌斉藤木材株式会社
〒003-0827　札幌市白石区菊水元町7条2丁目6-1

株式会社札幌ファニチャー
〒061-1270　北広島市大曲279-70
TEL：011-377-2177

TEL：011-832-3111

株式会社サンゲツ 札幌店
〒003-0011　札幌市白石区中央1条2丁目1-37

シンコール株式会社 北海道本社
〒060-0051　札幌市中央区南1条東6丁目1-1
TEL：011-209-0123

大光電機株式会社 札幌支店
〒064-0804　札幌市中央区南4条西13丁目2-2
TEL：011-561-8067

田島ルーフィング株式会社  札幌営業所
〒060-0042　札幌市中央区大通西6丁目2-6
TEL：011-231-8261

・ 正 会 員 　 　 　 　 ４ ０ 名
・ 一 般 会 員 　 　 　 ４ ３ 名
・ 法 人 会 員 　 　 　 ２ ９ 社

IP NEWS No.31
企画・編集／HIPA情報委員会
委 員 長　河村　利枝子
編集委員　内村　喜憲・佐々木　義則
 川岸　敦子・手塚　哲也・新海　直美
 往田　協子・大村　敏勝
印　　刷　白馬堂印刷 (株）
表  紙  画     手塚　哲也

北海道インテリアプランナー協会　法人会員
2016年 2月現在

東リ株式会社 札幌営業所
〒062-0911　札幌市豊平区旭町3丁目1-7
TEL：011-833-0040

トーソー株式会社 札幌支店
〒003-0012　札幌市白石区中央2条3丁目3-10
TEL：011-841-3731

ニッポー・コーポレーション株式会社
〒003-0023　札幌市白石区南郷通14丁目2-33
TEL：011-846-7430

株式会社Hand Made
〒004-0867　札幌市清田区北野7条4丁目11-20

TEL：011-621-1471

白馬堂印刷株式会社
〒064-0823　札幌市中央区北3条西25丁目
TEL：011-621-1471

株式会社福住
〒003-0021　札幌市白石区栄通8丁目3-13
TEL：011-887-0116

ピーエス株式会社 北海道支店
〒061-1112　北広島市共栄41-3
TEL：011-373-2221

物林株式会社 北海道支店
〒060-0003　札幌市中央区北3条西2丁目10-2

TEL：011-686-8030

株式会社プラスト
〒006-0832　札幌市手稲区曙2条4丁目2-47

ホクレンホームセンター
〒060-0905　札幌市東区北5条東7丁目
TEL：011-711-3003

TEL：

北海道芸術デザイン専門学校
〒001-0027　札幌市北区北24条西8丁目1-12
TEL：011-756-0777

〒063-0832　札幌市西区発寒12条12丁目2-20
011-666-2125

リリカラ株式会社 札幌支店

ケント・ハウス株式会社
〒060-0809　札幌市北区北9条西4丁目18番地1
TEL：011-746-5545

会   員   数

2016.vol.31

 ホワイトヴィラ741階

TEL：011-271-1188 札幌HSビル




