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第9回

多賀城市文化センター

日 10：30 18：00

入場無料

多賀城市文化センター 展示室
多賀城市中央2丁目27-1

キッズコーナー有り

無料駐車場完備

0120-14-3158

イベントに関するお問い合わせは、
仙台南スタジオ

市立図書館
●

● 東北学院
大工学部

●
多賀城小学校
多賀城市役所
●
co-op
●

線

石

仙

JR
城
多賀

45

143

■参加建築家〈建築家との無料相談会同時開催〉※建築家との無料相談をご希望の方は、事前に予約も承ります。
安達 揚一

鎌田 雅宏

［宮城］

1958年 宮城県生まれ
1991年 株式会社ＳＰＡＺ
Ｉ
Ｏ建築
デザイン事務所設立
1994年 株式会社ＳＰＡＺ
Ｉ
Ｏ建築
設計事務所に改称

［宮城］

1958年 宮城県生まれ
1998年 有限会社鎌田建築設計
事務所代表就任

佐藤 忠幸

1958年 宮城県生まれ
1986年 一級建築士事務所建
築工房ＤＡＤＡ設立
1989年 株式会社建築工房
ＤＡＤＡとして法人化

［宮城］

鈴木 大助

［宮城］

1956年 宮城県生まれ
1983年 ササキ設計室設立
1990年 有限会社ササキ設計
として法人化

鈴木 弘二

［宮城］

佐々木 文彦

［宮城］

1968年 宮城県生まれ
1991年 株式会社鈴木弘人設計
事務所入社
2005年 同社取締役副所長就任

1961年 宮城県生まれ
1986年 株式会社鈴木弘人設計
事務所入社
2005年 同社代表取締役就任
写真：横山博志

増子 順一

吉田 裕一

［福島］

［宮城］

ASJアカデミーご入会の方にプレゼント！

1972年 福島県生まれ
2004年 有限会社デザインプラス
一級建築士事務所設立

1956年 宮城県生まれ
1985年 一級建築士事務所吉田
設計室設立
1988年 有限会社吉田建築研
究所として法人化

ASJ建築家ネットワークの特徴
01 日本最大級の建築家ネットワーク
日本全国129のスタジオで980名を超える登録建
築家が活躍しています。
※スタジオ数と登録建築家の人数は2008年2月現在のものです

02

ASJの完成保証制度

03

日本全国交通費不要

ASJ本部では
「工事完成」
を保証しています。お客様
は安心して建築家との家づくりを進めていただけます。

建築家の活動範囲は、
これまでアトリエ周辺に限ら
れてきましたが、ASJ建築家ネットワークでは建築家の移動費を
個別の物件ではなくASJ全体の活動費で吸収することにより、今
まで制限されていた活動範囲を一気に全国区に解放しました。

2008年度

ASJアカデミー会員募集中
＜お申込金3万円 年会費無料＞
ASJでは建築家との理想のすまいづくりをサポートする会員制システム、
「 ASJアカデ
ミー」をご用意しています。ASJアカデミーでは、建築家との家づくりをシミュレーション
体験できるプランニングコースをはじめ、安心して家づくりをするために必要な知識と経験
を提供しています。家づくりに関心をお持ちの方はどなたでもご入会できます。入会ご希望
の方はスタジオまでお問い合わせください。

会場

ASJの発刊する月刊誌
「A-Style Monthly｣を
当日、
ご入会いただいた皆さまに
プレゼントいたします。

当日イベント会場にてASJアカデミーにお申込いただくと、

Campaign お申込金、通常

3 万円のところを1万円にて承ります。

ASJアカデミー会員のメリット
◆安心して利用できるプランニングコース
プランニングコースとは、設計契約を締結する前に、
プランニングなど、実施設計を開始す
るまでの初期業務を納得するまで行うことにより、
「建築家との家づくり」
を進めていく上で
のメリットやリスクをお客様の視点でご確認いただけるシステムです。具体的には、お好み
の建築家からプランの提案を期間・回数の制限なく受けることができ、
あわせて施工を担当
するスタジオからコストも提示されます。
また、追加の費用なく建築家を変更いただくこと
も可能です。※プランニングコースに関しては、
当日会場にて詳しくご案内します。

◆ASJ情報誌のお届け
◆各種セミナー・スクールへの参加
◆会員様専用サイトの利用
※現在、全国7,800組以上のASJアカデミー会員様にご利用いただいています。

［パリ支局］
［ミラノ支局］
アーキテクツ・スタジオ・ジャパンは日本の枠を超えて、海外で
活躍中の建築家、
デザイナー、
アーティストにも、そのネットワ
ークを広げています。すでにパリとミラノに支局を開設し、
EUを中心に建築の他、
様々な情報収集の拠点としています。

※ASJアカデミーについての詳細は左下をご覧下さい。

INTRODUCTION OF STUDIO MENU
アーキテクツ・スタジオ・ジャパンの各スタジオでは様々なご要望にお応えしています。

House

戸建新築住宅
リフォーム
Medical

医院建設
ケアハウス
Prime

マンション
収益物件
都市計画

建築家との自由度の高い家づくり
ASJは、建築家とともに良質な社会ストックの構築を目指しています。戦後
60年を経て、住宅の考え方はようやく規格大量生産型から個のライフスタ
イルを見つめることが出来るようになりました。
さまざまなご要望を満たし
た家づくりを実現しています。

21世紀型の医療施設・医院建設を提案
今、病院の経営スタイルは大きく変革しています。少子化の波は経営に、
より効果的な戦略性を要求しています。一方で医院は街並みの主要な顔と
しての役割があります。
こうした環境下での医院建設の現状を考え、様々な
視点から研究・提案しています。
ケアハウス・老健・介護施設など各分野に精
通した建築家をご紹介いたします。

未来の
「まちづくり」
を実現
ASJでは
【PRIME CONCEPT】など、
より魅力的なまちづくりをテーマに
都市計画、集合住宅、収益マンションを総合的に建築家と提案しています。

■ ASJ 仙台南スタジオ 4 月のセミナー

「このセミナーから始まる安心、安全な家づくり」
日
場
講

時：4月6日（日）13：30〜15：30
所：ASJ 仙台南スタジオ
師：建築家 増子順一｢ ㈲デザインプラス一級建築士事務所」

参加費無料・完全予約制

ご予約・お問い合せは下記仙台南スタジオまでお気軽にどうぞ。

お問い合わせ・資料請求は

SENDAI-MINAMI STUDIO

仙台南スタジオ
［若生工業株式会社］
〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1
斎喜センタービル503号室
TEL.022-288-0020 FAX.022-288-8321
ARCHITECTS STUDIO JAPAN 営業時間／10：00〜19：00 水曜定休

0120-14-3158

●ASJスタジオネッ
トワーク 札幌南 札幌北 旭川 岩見沢 室蘭・苫小牧 とかち帯広 青森 みちのく 仙台南 あぶくま 仙台青葉 石巻 いわき 郡山 福島 会津 秋田 山形 新潟第一 新潟第二 西東京 湘南 荻窪 カワサキ 京浜川崎 戸塚 さいたま 浦和 横浜 水戸 小山 宇都宮 前橋 甲府
松本 長野 南信 軽井沢 能登 金沢 富山 高岡･砺波 四日市 松阪 名張桔梗ケ丘 名古屋ＡＰ 名古屋中央第一 岐阜 岐大 尾張一宮 飛騨高山 浜松 静岡 沼津 あべの 岸和田 京阪守口 堺 大阪狭山 御堂筋 東大阪 びわこ 大津 京都 京都セントラル 京都南 舞鶴 神戸 尼崎 芦屋西宮
姫路 明石 和歌山 奈良 奈良第２ 岡山 福山 尾三 広島 広島中央 広島西 岩国 周南 山口 下関 鳥取 米子 出雲國 高松 高知 徳島 宇多津 徳島南 徳島北 松山中央 愛媛東 福岡 福岡西 センコー 筑紫 小倉 八幡 久留米 佐賀西 佐世保 熊本 大分 宮崎 鹿児島 霧島 風の森 沖縄
裏面使用写真：ASJ登録建築家作品／設計：久成文人
［エン アーキテクチャー+デザイン］ 芦澤竜一
［芦澤竜一建築設計事務所］ 吉田研介
［株式会社吉田設計室］ 岡村浩之
［岡村浩之建築事務所］ 小島広行
［デ・ステイル建築研究所］ 写真：上田宏

