山田憲明

Yamada Noriaki

山田憲明構造設計事務所 主宰

昭和電工（大分県立）武道スポーツセンター（設計：石本建築事務所）

1973年東京都生まれ／1997年京都大学工学部
建築学科卒業後、増田建築構造事務所入社／20
12年山田憲明構造設計事務所設立／2013年～
早稲田大学大学院非常勤講師／2020年～日本構
造家倶楽部理事／2011年国際教養大学図書館棟
で第22回JSCA賞作品賞受賞／2012年「東北大
学大学院環境科学研究科エコラボ」で第7回日本
構造デザイン賞／2016年「構造ディテール図集」
オーム社／2017年「ヤマダの木構造」エクスナ
レッジ／2013年竹林寺納骨堂（堀部安嗣建築設
計事務所）／2015年ベラビスタスパ&マリーナ
尾道エレテギア（中村拓志／NAP建築設計事務
所）／2019年大分県立武道スポーツセンター
（石本建築事務所）／2019年住友林業筑波研究
所新研究棟（ le style h ／ Atelier Asami
Kazuhiro、住友林業木化推進部）／2020年
上勝町ゼロ・ウェイストセンター

国際教養大学中嶋記念図書館（設計：仙田満＋環境デザイン研究所、撮影：藤塚光政）

建 築文化 講演 会
演題

「木構造デザインの追求」

2020.12.12 (土) 14:00〜16:00
Zoomオンライン・ミーティング

(定員100名)

※詳細・お申込は JIA北陸支部HPから
https://jia-hokuriku.org/event/4171/
主催／公益社団法人 日本建築家協会(JIA)北陸支部 福井地域会

料

参加無

共催／公益社団法人 日本建築家協会(JIA)北陸支部

特 別 協 賛 企 業
㈱アラカワ通商

福井市和田中1-506

㈱タッセイ

福井市河増町30-20

㈱伊藤電機

福井市順化2-2-1

㈱塚田商事

福井市大宮6-15-24

井上商事㈱

福井市日之出2-1-6

東工株式会社

あわら市古屋石塚22-111-1

上野電機㈱

福井市乾徳3-9-1

㈱内藤石材

福井市下馬3-901

ウッドリンク㈱ 福井店

福井市和田東2-1812

南陽吉久㈱ 福井店

福井市大土呂町1-13-1

㈱ウッドワン

福井市四ツ井 1-17-30

日海不二サッシ㈱ 福井営業所 福井市高木中央1-2402

H．Sキッチン

福井市飯塚町9-115

福井三菱電機機器販売㈱

福井市問屋町4-1205

㈱エム・ティー産業

坂井市丸岡町磯部新保9-1-25

フジクリーン福井㈱

福井市花堂東1-17-8

カネタ㈱

福井市問屋町2-15

ホクコンマテリアル㈱

福井市今市町66-20-2

㈱北川

福井市問屋町2-65

㈱北陸アロー機器

福井市宝永2-2-26

北川瀝青工業㈱ 福井支店

福井市高木町51

北陸電力㈱ 福井支店

福井市日之出1-4-1

㈱きたむら

敦賀市櫛林17-1-31

北陸東工シャッター㈱

福井市四ツ井1-14-5

㈱キッチンプラント

福井市高木中央2-3405-5

北陸非破壊検査㈱

福井市定正町610-2

クニ興業㈱

福井市文京5-32-29

マルキ建材㈱

福井市南居町81-1-10

クリナップ㈱ 福井営業所

福井市下馬3-1605

㈱マルキファニチャー

福井市花堂南2-7-10

合同設備工業㈱

福井市高木1-607

㈱マルキヤ宣広社

福井市御幸4-15-1

㈱ゴール富山支店

富山市東老田355-6

三谷エンジニアリング㈱

福井市中央3-1-5

小松ウォール福井販売㈱

福井市大宮1-11-20

三谷セキサン㈱

福井市豊島1-3-1

コマニー㈱

福井市和田2-2015

三谷設備㈱

福井市豊島1-3-1

サーマエンジニアリング㈱

名古屋市中区丸の内3-2-29

山岸硝子㈱

福井市学園2-6-8

㈱サカイエステック

福井市成和2-1009-2

㈱YAMAGIWA 中部支店

名古屋市中村区名駅4-23-9

酒井電機㈱

福井市順化2-1-2

山金工業㈱

福井市左内町4-15

㈲サッシサービス工業

小浜市宮の前1-15

山崎金属㈱

福井市宝永2-11-3

三協立山㈱ 北陸支店

福井市城東４丁目２９−８

㈱LIXIL 中部支社 北陸支店 福井営業所

三優社工業㈱

福井市豊岡1-10-26

福井市大和田2丁目505

三和シャッター工業㈱ 福井統括営業所
福井市 成和2-707
柴田商事㈱

福井市二の宮4-17-15

㈱ショーセイ

坂井市春江町江留上錦20

シンコール㈱

金沢市直江町イ12

㈲スマイルサッシ

福井市城東4-22-8

大光電機㈱ 北陸営業所

金沢市駅西本町1-12-43

協

力

菱機工業㈱ 福井支店

福井市開発４丁目１１９

ＹＫＫ ＡＰ㈱ 福井支店

福井市高柳２丁目1106

会

員

㈱エム・ティー産業

坂井市丸岡町磯部新保9-1-25

ホクコンマテリアル㈱

福井市今市町66-20-2

カネタ㈱

福井市問屋町2丁目15

北陸電力㈱ 福井支店

福井市日之出1-4-1

㈱国代耐火工業所 大阪支店

大阪府大阪市中央区平野町4-6-16

三谷セキサン㈱

福井市豊島1-3-1

コマニー㈱ 福井営業所

福井市和田2－2015

山金工業㈱

福井市左内町4-15

酒井電機㈱

福井県福井市順化2-1-2

山崎金属㈱

福井市宝永2-11-3

総合資格学院 福井校

福井市手寄1-4-1

YKK AP㈱ 福井支店

福井市高柳２丁目1106

ニチハ㈱ 金沢営業所

金沢市鞍月1丁目65番地フォレスト26

福井三菱電機機器販売㈱

福井市問屋町4-1205

AOSSA 2F

JIA 福 井 地 域 会

正 会 員
猛

赤土 善蔵

㈲赤土善蔵アトリエ

高嶋

五十嵐清人

㈱五十嵐建築設計事務所

常廣 正和

常廣建築設計

五十嵐 啓

福井工業大学建築土木工学科

友田 博道

友田建築設計事務所

西川 大介

㈲西川建築設計事務所

出田 吏市

出田建築事務所

西川 国夫

㈲西川建築設計事務所

西本 雅人

福井大学建築都市環境工学科

伊藤 瑞貴

伊藤瑞貴建築設計事務所

羽場 千尋

㈲アーキズム建築設計事務所

橋詰 善宏

㈲赤土善蔵アトリエ

大澤 宏輝

㈱大澤設計事務所

原田

haws建築設計事務所

廣瀬 廣嗣

㈱東畑建築設計事務所

小笠原 弘

小笠原弘建築計画

東畑 愼治

㈱東畑建築設計事務所

山田 寛

一級建築士事務所LoHA

木藤 良男

㈱キトー建築事務所

前田 裕之

前田建築事務所

清水 隆之

清水隆之建築設計事務所

山内 正樹

㈲山内建築事務所

瀬戸川信之

㈲アーキズム建築設計事務所

山田健太郎

一級建築士事務所山田屋

仙坊 幸治

㈱センボー建築事務所

吉田修二郎

吉田設計

学

高嶋建築研究所

準 会 員
佐々木 彌右ヱ門
一間舎(あとりえいっけんや)

JIAは、公益社団法人 日本建築家協会(The Japan Institute of Architects)の略称です。
建築の設計監理を専門とする建築家個人を会員とする団体です。

（あいうえお順）

