
3月10日 3月17日 3月24日 3月31日 4月7日 4月14日 4月21日 4月28日 5月11日 5月12日 5月13日 5月19日 5月26日 6月2日 6月9日 6月16日

東京都 阿川宮鳥 コエタロ デザインオフィス 東京都日野市神明 ◯ 042-582-8852

幸田真一 幸田真一建築設計事務所 東京都三鷹市牟礼 ◯ 0422-26-6865

東京23区 大川宗治 一級建築士事務所OM-1 東京都豊島区高田 ◯ 03-6426-2480

石井正博+近藤民子 設計事務所アーキプレイス 東京都渋谷区本町 ◯ 03-3377-9833　

磯村一司+政本邦彦 株）ギルド・デザイン一級建築士事務所 東京都渋谷区代々木 ◯ 03-3375-3745

高野洋平 高野洋平建築設計事務所 東京都渋谷区鉢山町 ◯ 03-6416-9558

小林武 KOB建築設計事務所 東京都世田谷区南烏山 ◯ 03-6273-1005

小林真人 株式会社 小林真人建築アトリエ 東京都目黒区緑が丘 ◯ 03-5701-8790

田邉恵一 株式会社田辺計画工房 東京都目黒区 鷹番 ◯ 03-5768-2878

石川利治 3*D空間創考舎一級建築士事務所 東京都港区赤坂 ◯ vol28　赤レンガ 03-5772-6522

岡部克哉 株式会社　岡部克哉建築設計事務所 東京都港区芝 ◯ 03-5419-3331

鈴木恵介 株式会社空間計画提案室 東京都港区南麻布 ◯ 03-6721-9169

清水禎士+清水梨保子 トレス建築事務所 東京都港区麻布十番 ◯ 03-5443-6140

前田敦 前田敦計画工房 東京都港区白金 ◯ 03−4500−2410

七島幸之＋佐野友美 アトリエハコ建築設計事務所 東京都江東区富岡 ◯ 03-5942-6037

南部健太郎 Ar.K一級建築士事務所 東京都品川区上大崎 ◯ 03-3443-6553

滝川淳+標由理 コネクト 一級建築士事務所 東京都中野区新井 ◯ 03-5942-7367

筒井紀博 筒井紀博空間工房 東京都杉並区久我山 ◯ 03-3247-8922

余田正徳 株式会社ＹＯＤＡアーキテクツ 東京都杉並区高井戸東 ◯ 03-5941-8587

神奈川県 有泉 絵美 株式会社空間設計パートナーズ 横浜市中区海岸通 ◯ 046-849-6153

北島俊嗣 株）北島建築設計事務所 横浜市中区太田町 ◯ 045−212−2547

河辺 近 ken-ken inc., 横浜市中区海岸通 ◯ 045-222-8303

古川達也 古川都市建築計画 横浜市中区根岸町 ◯ 045-623-8994

松永　基 エムズワークス　一級建築士事務所 横浜市中区海岸通 ◯ 045-680-5339

泉谷吉信 イッチーズ・アート・ガラージ・トータリー・ハッピー・クリエーションズ神奈川県三浦郡葉山町下山口 ◯ 046-807-1151

埼玉県 菰田真志+菰田晶 有)菰田建築設計事務所 埼玉県さいたま市見沼区南中丸 ◯ 048-683-7899

電話番号地域 氏名 事務所名 住所
日程

http://www.koetalo.com/
http://www.kodas-architects.com/
http://om-1sekkei.com/
http://archiplace.com/
http://www.guild-design.com/
https://www.yoheikohno.com/
http://www.kob.from.tv/
http://www2u.biglobe.ne.jp/~mahito/
http://www.td-atelier.co.jp/
http://www.a-ddd.com/
http://www.koo.co.jp/
http://www.kookan.jp/
http://www.tres-architects.com/
http://www.mac-atelier.com/
http://www.hako-arch.com/
http://www.ar-k.net/
http://connect-arch.net/
http://ktts.jp/
http://yoda-archi.com/
https://www.facebook.com/space.design.p
http://kitajima-architecture-design.com/
http://ken-ken-a.co.jp/
http://furukawa-arch.com/
http://www.msw-arch.com/
http://www.itchys.com/
http://www.archi-komo.co.jp/


6月23日 6月30日 7月7日 7月14日 7月21日 7月28日 8月4日 8月18日 8月25日 9月1日 9月8日 9月15日 9月22日 9月29日 10月6日 10月3日

東京都 阿川宮鳥 コエタロ デザインオフィス 東京都日野市神明 ◯ 042-582-8852

幸田真一 幸田真一建築設計事務所 東京都三鷹市牟礼 ◯ 0422-26-6865

東京23区 大川宗治 一級建築士事務所OM-1 東京都豊島区高田 ◯ 03-6426-2480

石井正博+近藤民子 設計事務所アーキプレイス 東京都渋谷区本町 ◯ 03-3377-9833　

磯村一司+政本邦彦 株）ギルド・デザイン一級建築士事務所 東京都渋谷区代々木 ◯ 03-3375-3745

高野洋平 高野洋平建築設計事務所 東京都渋谷区鉢山町 ○ 03-6416-9558

小林武 KOB建築設計事務所 東京都世田谷区南烏山 ◯ 03-6273-1005

小林真人 株式会社 小林真人建築アトリエ 東京都目黒区緑が丘 ◯ 03-5701-8790

田邉恵一 株式会社田辺計画工房 東京都目黒区 鷹番 ○ 03-5768-2878

石川利治 3*D空間創考舎一級建築士事務所 東京都港区赤坂 ◯ 03-5772-6522

岡部克哉 株式会社　岡部克哉建築設計事務所 東京都港区芝 ◯ 03-5419-3331

鈴木恵介 株式会社空間計画提案室 東京都港区南麻布 ◯ 03-6721-9169

清水禎士+清水梨保子 トレス建築事務所 東京都港区麻布十番 ◯ 03-5443-6140

前田敦 前田敦計画工房 東京都港区白金 ◯ 03−4500−2410

七島幸之＋佐野友美 アトリエハコ建築設計事務所 東京都江東区富岡 ◯ 03-5942-6037

南部健太郎 Ar.K一級建築士事務所 東京都品川区上大崎 ◯ 03-3443-6553

滝川淳+標由理 コネクト 一級建築士事務所 東京都中野区新井 ○ 03-5942-7367

筒井紀博 筒井紀博空間工房 東京都杉並区久我山 ◯ 03-3247-8922

余田正徳 株式会社ＹＯＤＡアーキテクツ 東京都杉並区高井戸東 ◯ 03-5941-8587

神奈川県 有泉 絵美 株式会社空間設計パートナーズ 横浜市中区海岸通 ◯ 045-752-5615

北島俊嗣 株）北島建築設計事務所 横浜市中区太田町 ◯ 045−212−2547

河辺 近 ken-ken inc., 横浜市中区海岸通 ◯ 045-222-8303

古川達也 古川都市建築計画 横浜市中区根岸町 ◯ 045-623-8994

松永　基 エムズワークス　一級建築士事務所 横浜市中区海岸通 ◯ 045-680-5339

泉谷吉信 イッチーズ・アート・ガラージ・トータリー・ハッピー・クリエーションズ神奈川県三浦郡葉山町下山口 ◯ 046-807-1151

埼玉県 菰田真志+菰田晶 有)菰田建築設計事務所 埼玉県さいたま市見沼区南中丸 ◯ 048-683-7899

電話番号地域 氏名 事務所名 住所
日程

http://www.koetalo.com/
http://www.kodas-architects.com/
http://om-1sekkei.com/
http://archiplace.com/
http://www.guild-design.com/
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http://www.kob.from.tv/
http://www2u.biglobe.ne.jp/~mahito/
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http://www.a-ddd.com/
http://www.koo.co.jp/
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http://www.tres-architects.com/
http://www.mac-atelier.com/
http://www.hako-arch.com/
http://www.ar-k.net/
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http://ktts.jp/
http://yoda-archi.com/
https://www.facebook.com/space.design.p
http://kitajima-architecture-design.com/
http://ken-ken-a.co.jp/
http://furukawa-arch.com/
http://www.msw-arch.com/
http://www.itchys.com/
http://www.archi-komo.co.jp/

