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■未来をのぞく住宅展 参加建築家
小町 幸生

※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。

小町 佳吾

［東京］

1976年 東京都生まれ
2001年 早稲田大学専門学校卒業
2008年 有限会社小町建築設計
事務所入社

小澤 数晃

矢野 雅稔

［東京］

1968年 福井県生まれ
1992年 横浜国立大学工学部
建設学科建築学卒業
2000年 FAR EAST共同主宰
2008年 株式会社として法人化

［東京］

1967年 愛知県生まれ
1994年 横浜国立大学大学院
修士課程修了
2004年 FAR EAST共同主宰
2008年 株式会社として法人化

未来をのぞく住宅展とは？

イベント会場の様子

（土）

黒川 浩之

［千葉］

［東京］

1962年 千葉県生まれ
1986年 日本大学生産工学部建築
工学科卒業
2004年 デ・ステイル建築研究所
設立
2008年 株式会社として法人化

1968年 東京都生まれ
1994年 横浜国立大学大学院修士
課程修了
1997年 FAR EAST共同主宰
2008年 株式会社として法人化

池田 雪絵

大野 俊治

江ヶ崎 雅代 ［茨城］

［東京］

［東京］

1978年 東京都生まれ
2004年 早稲田大学大学院修士
課程修了
2008年 池田雪絵建築設計事務所
一級建築士事務所入所
2017年 池田雪絵大野俊治
一級建築士事務所に改称

1981年 兵庫県生まれ
2004年 京都府立大学人間環境
学部環境デザイン学科生活
デザイン専攻卒業
2011年 e do design一級建築士
事務所設立

おかげさまで、
「未来をのぞく住宅展」
・
「建築家展」
は、
全国で開催5,000回を突破し、64万人を超えるお客様に来場いただきました。

参加建築家との無料相談会開催

特別
企画

日ごろお悩みの建築に関する諸問題や疑問点について、
多くの難題を解決してきた建築家が、実例をもとにお答えします。

※写真は別会場です
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小島 広行

［東京］

1957年 愛知県生まれ
1984年 明治大学工学研究科建築
学専攻博士課程前期修了
1993年 株式会社ギルド・デザイン
一級建築士事務所
共同設立

1973年 宮城県生まれ
2001年 東京大学大学院修士課程
修了
2006年 池田雪絵建築設計事務所
一級建築士事務所設立
2017年 池田雪絵大野俊治
一級建築士事務所に改称

︽ご相談例︾

建築家の事例をパネル、模型、
映像などでご覧いただけます。
また、
キッズコーナーも
ご用意していますので、
小さなお子様と一緒に
お越しの方も、安心して
ゆっくりご覧いただけます。

建築家セミナー開催

磯村 一司

［東京］

1945年 東京都生まれ
1969年 日本大学理工学部
建築学科卒業
1978年 有限会社小町建築設計
事務所設立

現在検討中のプラン診断

建築家による

セカンドオピニオン

◎ 劇的大リフォーム ◎ 建築家が考える医院併用住宅・動物病院
◎ それぞれの世帯の悩み解消！二世帯住宅
◎ 土地購入直前の不安解消相談 ◎ 狭小敷地・変形敷地で家を建てたい
◎ ガレージハウスetc．
〜趣味を楽しむすまい〜
◎ 限りある予算で建築家とすまいづくりを楽しむ方法 …など

現在お考え中のプランを
お持ちいただければ、建築家が
プロの目線でアドバイスします。

※建設会社決定済の方はご遠慮ください。

〈各回40分程度／定員8組様〉 ※予約可

13:30〜 講師：黒川浩之

「ハウスメーカーと建築家の違い」〜建築家をもっと身近に〜
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（日）

建築家とハウスメーカーですまいづくりは何が違うのでしょうか。
コストや建築家の役割、発想と着眼点について実例を元にお話しします。

15:00〜 講師：磯村一司

13:30〜 講師：池田雪絵・大野俊治

「リフォームか新築か」〜どちらがいいの? 〜

『リフォームすべきか新築か』
で悩む方が多いようです。費用の違いや使い勝手、
耐久性、法規制の面から、数多くの実績を持つ建築家が事例を元にお答えします。

15:00〜 講師：小町佳吾

「終のすみか」〜50代、60代からの家づくり〜

子どもの独立による家族構成の変化、老朽化を見越した建替やリフォームの需要が
高まる50〜60歳代。老後を見据えたすまいづくりのヒントを事例を元にお話しします。

「今もとめられる和を取り入れた家づくり」〜素材・風・光〜
先人達の知恵を拝借し、
どこか懐かしく落ち着きのある空間を、
現代的な日本の風景にあわせてつくったすまいの事例をご紹介します。

建築家との家づくりにチャレンジしてみませんか。
アーキテクツ・スタジオ・ジャパンは、建築家の専門店です。
ASJアカデミー会員募集中
夢 の 家 づ く り の は じ ま り 。ま ず は 、会 員 に な ろ う 。
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。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。

ASJアカデミー会員のメリット
建築家からのプラン提案
ASJ情報誌のお届け

ASJ Architecture Line-ups
建築家との自由度の高い家づくり
ASJからはじまる、
次世代クリニック
集客につながる店舗プランニング

安定的に収益を生み出す経営を実現

マ ンション・収益物件

全国をカバーする別荘建築

店 舗・商業施設

セ カンドハウス・別荘

シニアライフを応援する安全快適な家

高 齢者向け住宅

人と環境と家計にやさしい快適エコ住宅

エ コロジー

お問い合わせ・資料請求は

水戸スタジオ
［株式会社葵建設工業］
〒310-0063 水戸市五軒町2-2-7 アオイコート７F
tel. 029-225-8100 fax. 029-225-1148
営業時間／9：00〜18：00 日曜・祝日定休

※現在、全国57,000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。

http://www.asj-net.com/

新
万
代
橋

MITO STUDIO

土地からお探しのお客様への充実したサービス

ASJアカデミーご入会の方にプレゼント！

増 改築・リノベーション

医 療施設

会員様専用サイトの利用

「A-Collection」
「
、A-Style Monthly｣をセットで
当日、
ご入会いただいた皆さまにプレゼントいたします。

匠の技でライフスタイルの進化

戸 建新築住宅

各種セミナー・見学会への参加

様々なご計画のご要望にお応えしています。

水戸スタジオ
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0120-97-3159

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 ［コード番号：6085 東証マザーズ］

ASJ 水戸

