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2009年に社長の羽田が一人で立ち上げた家元。たくさんの出会いに恵まれ、現在は金沢と
富山の2拠点、計18名のスタッフを抱えるまでに成長することができました。そして2019年、
家元はついに設立10周年を迎えます。これもひとえに、家元を支えてくださったお客さまや協
力業者さまのご支援の賜物と心より感謝申し上げます。さて、2018年の家元は新ブランド
「THE CLASS」の立ち上げやKizukiのクラウドファンディングなど新たなことに挑戦した1年
でもありました。2019年も、たゆまぬ努力とチームワークで家づくりに邁進し、記念すべき1年
を彩ってまいります。今年も家元にどうぞご期待ください。
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内面の輝きが

本当に人を「美しく」する

自分を見つめ、磨く

研ぎ澄ませるほどに

広がり、深まり、高まっていく

住む人のこころが現れる「家」

家をつくることは、自分をつくること

家元はライフスタイルをつくる

あなたらしくいられるように



富山のママたちに人気のウェブサイト「ファミーユ」と協働
し、高岡モデルハウスで親子を対象としたイベントを6月か
ら8月にかけて全8回開催しました。
赤ちゃんと手話やジェスチャーを使ってコミュニケーション
を取る「ベビーサイン」や親子ピラティス、ファミリーフォトな
ど、毎回趣向を凝らした内容で、リピーターの方も多くい
らっしゃいました。参加したみなさんからは「おしゃれな場
所で写真を撮ってもらえてうれしい」「いつも次のイベントを
楽しみにしてます」といった嬉しい声もいただきました。好評
につき、今後も継続的に開催していこうと思います！

2019

職人と家をつくるからには、街の文化や
歴史を学ばなければならない。「金澤文
化部」「富山文化部」はこの想いからス
タートした家元の社会活動です。

「忍者寺」として有名な妙立寺で歴史ある建
築文化に触れました。隠し階段や賽銭箱に
見立てた落とし穴など、仕掛けを見るたび
「へぇー」「すごい」と歓声が上がりました。

恒例の座禅体験。無心になろうとしても仕
事のことを考えてしまうのは、まだまだ修行
が足りないのか、はたまた真面目だからなの
でしょうか。

「和菓子処はやし」の林さんを講師に迎え、
和菓子づくりに挑戦。完成度は人それぞれ
で、特にデザイナーとディレクターの間には
大きな差がありました。

金沢を代表する陶芸家・十一代大樋長左
衛門さんの案内で工房と美術館を見学しま
した。なんと、歌舞伎役者・市川海老蔵さん
のお母さんにも遭遇しました！
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文化部
金澤・富山

IEMOTO loves KANAZAWA&TOYAMA

工芸建築展
建築家やデザイナーらが工芸と建築の可能性を探る「工芸建築展」（10/30～
11/11、金沢21世紀美術館）に今回も協力させていただき、美術家の十一代大
樋長左衛門氏と、大樋氏のご長男で陶芸家・建築家の奈良祐希氏による「五行
茶室」を制作しました。高さや幅が異なる障子を9層に重ねて奥行きを演出した
壁に、ガラス張りの床に並べられた茶道具。4畳半の小さな茶室に光の強弱や
遠近感が混在し、時間さえも超えるような神秘的な空間が完成しました。
制作は小矢部市の建具メーカー山崎さんが担当。実質20日間程度という非常
にタイトなスケジュールの中で通常の住宅30軒分（！）の建具を仕上げていただ
きました。山崎さんのお力添えがあったからこそ完成できた、この五行茶室。まさ
に工芸と建築が融合した作品となりました。「設計図のイメージを上回る驚きが
あった。茶室という場が持つ力を感じた」と振り返る社長。来場者からも高い評
価をいただきました。山崎さんのご厚意に深く感謝申し上げます。また、ウッドリ
ンクさん、チューモクさん、双伸電気さん、室野硝子さんにもご協力いただきまし
た。ありがとうございました。

「木」で家づくりを行う家元ならではの
社会貢献活動で、子どもたちに木に親
しんでもらう木育イベント「Kizuki」。
2018年は小立野善隣館こども園（金
沢市）、総曲輪レガートスクエア（富山
市）、松南保育園・恵愛幼児教育セン
ター（白山市）の3カ所で開催しました。
兄弟で仲良くドミノ倒しに挑戦したり、
お友達と思いっきり木のプールではしゃ
いだり。どの会場も笑顔にあふれてい
て、スタッフも毎回元気をもらっていまし
た！また、遊具の修繕や買い替えを目的
にクラウドファンディングも行い、無事
に目標金額を達成。ご協力いただいた
みなさま、ありがとうございました！

親子イベント続々開催
Kizukiは、「木」で家づくりを行う家元
ならではの社会貢献活動です。子ども
たちに木に親しんでもらい、想像力や感
性を育みながら自然への関心を深めて
もらうことを目指しています。
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2月/妙立寺 6月/大乗寺 7月/能崎物産 9月/大樋美術館
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金澤文化部大河端
モデルイベント

ブログ「家元の理」
家づくりや日常の家元の様子をお届けするスタッフブログ。生活
の困りごとを解消する豆知識や家づくりの話題、女性スタッフが男
性スタッフ1人を囲んでランチを楽しむ「狼たちと子羊の会」など
多彩な情報をお届けしています。

SNS

フェイスブックやツイッター、インスタグラムも積極的に更新して
います。家元だけでなく、「RE住むスタジオn.金沢店」「Find r」
「TASCALL」、木育事業「Kizuki」の情報もSNSで発信しています。どう
ぞご覧ください!!

白山市東新町　幅4mの町家の家　1月 富山市高屋敷　平屋のように住まう家　9月 かほく市秋浜口　超特注の家　10月金沢市戸板　大屋根平入りの家　3月
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初詣/
家道継承之会
新年会

金澤文化部 マイナビ合同説明会 入社式/
懇親会
総会

金澤文化部/
家道継承之会
ボーリング大会

夏の慰労会/
いしかわ環境フェア

Kizuki vol.8/
金沢マラソン

工芸建築展 家道継承之会
忘年会/　
家元会忘年会

Kizuki vol.6,7/
社内BBQ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年の家元を月ごとにご紹介

2018年に完成した施工事例の一部をご紹介

Facebook

Instagram

業者会・社内行事
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建設現場で働く職人さんを撮影した写真を対象に行われ
たコンテスト（石川県木造住宅協会主催）で、デザイナー辻
が撮影した「不意打ち」がグランプリを獲得しました。モデ
ルは岡本クレーンの岡本孝樹さん。急にカメラを向けられ、
「おっ」と驚いた瞬間を切り取った一枚です。岡本さん、すて
きな表情ありがとうございました☆

第1回
「イケてる職人フォトコンテスト」
最優秀受賞！（3月）

2018年はデザイナー田屋、ディレ
クター竹内の2名が入社。佐伯・
辻・松永の2年目メンバーが入社
式・懇親会をプロデュースし、ソフ
トバレー大会を実施しました。社
長の回転がかったサーブ、見事な
スライディングを披露したディレ
クター多和田など白熱した試合
が繰り広げられました。

入社式＆懇親会（4月）

協力業者のみなさまにお集まり
いただき、経営指針の発表やス
タッフとの交流を行いました。今
年はマジックのショーも行われ、
たまたまマジシャンと目が合って
しまったディレクター佐伯がス
テージに登壇することに。魔法を
かけられ、見事な空中浮遊を披
露しました。種明かしになるため
詳細は書けませんが、佐伯による
と「とにかく腹筋と首筋がきつ
かったです。必死でほかは何も
覚えていません」とのことです。

総会（4月）

名門・片山津ゴルフ倶楽部で開
催し、お取引先など80名もの参
加をいただきました。当日朝まで
雨でしたが、本番は見事な青空
に。海外旅行や温泉旅行など豪
華景品もあり、大いに盛り上がり
ました。

家元ゴルフコンペ（10月）

ブログ・SNS 続々更新中！
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DANDY  VOICE!

MAGIC

RUN!!

社長とエンジニアの松永が参戦。
社長は4時間43分59秒、松永は6
時間57分34秒でゴールしまし
た。「来年もエントリーします」（社
長）、「完走というよりは、完歩&完
食でした！来年は走りたいです！」
（松永）とのこと。フルマラソンお疲
れさまでした＆来年も頑張ってく
ださい！

金沢マラソンで奮闘（10月）

BBQ
恒例の社内バーベキュー。今年
のBBQは入社式と同様に2年目
メンバーが企画し、大いに盛り上
がりました。また、本社の外壁塗
装もみんなで行いました。汗をか
いた後のビールは最高でした。

社内BBQ、
今年は外壁塗装も（7月）



ハウスクリーニング・エアコンのお手入れから
水廻り設備交換、外壁修繕まで
あらゆるメンテナンスに対応します。

マンションや一軒家などの住宅・店舗、事業用、
オフィスなどの不動産をリノベーション。
暮らしの“好き”を見つけませんか？

金沢・富山エリアで家づくりを検討されている方、
土地や分譲住宅をお探しの方へ。

ご希望に寄り添いサポートいたします。

県外での就職も視野に入れて就活をしていましたが、両親の意向もあ
り1日だけ金沢でイベントに参加しました。そこで髙島さんと運命の出
会いを果たし（笑）、その日のうちに「家元に入りたいです」とメールしま
した。ほかの企業とはどこか違う雰囲気が、感覚で生きてきた自分に
フィットしたというか。1年目から大きな責任を課せられる部分も魅力
でした。もともと建築業界を志望していなかったため、入社後は長さの
単位や専門用語など分からないことだらけ。ミーティングの内容も1割
も把握できず、必死にメモして後から全部調べていました。今は一人
で外回りや現場に出ていますが、その場で即答できないこともよくあっ
て、まだまだだなと。家元では、仕事をやらされるのではなく、自分がお
客さまのためになりたいから仕事をしている。いい意味で大学の延長
線上にあると感じます。注文住宅は要望があれば何でもできるので、
売りを打ち出しにくいもの。だからこそ、人で勝負しなければいけないと
思います。軽いフットワークと、トークから情報を引き出す技術。僕が良
くて家元に決めたと言ってもらえるようなスタイルをつくりたい。春には
新人が来ます。自分が困っていたことを率先して教え、後輩のために
も、会社のためにも円滑に仕事を進められるようにしたいです。

家元は業務拡大に伴い、スタッフを募集しております。
マイホームという大きな夢に向かって、お客さまに寄り添う家づくりはやりがいと成長を感じられる、とても素敵な仕事です。
わたしたちと一緒に、お客さまの幸せをカタチにしませんか？未経験者、女性も活躍できる職場です！

IEMOTO MEMBER

RECRUIT

代表取締役
会社名
事業内容

住宅新築　リフォーム　改装（店舗、テナント、事務所）
建設業
RE住むスタジオn.金沢店　TASCALL　Find.r
〒920-0213　金沢市大河端町東55番3
TEL : 076-255-1201　FAX : 076-255-1202
E-mail : info@kanazawaiemoto.jp
〒939-8213　富山県富山市黒瀬492番1
TEL : 076-421-1203　FAX : 076-421-1204

専門分野
職種
関連企業
本社

富山営業所

ディレクター
石川県金沢市出身　名古屋学院大学卒

竹内 拓己

デザイナー
石川県金沢市出身　金沢工業大学卒

田屋 汐莉

羽田 和政（はたかずまさ）
株式会社　家元
建築設計施工管理・空間デザイン
【新築】戸建注文住宅・木造集合住宅　店舗・オフィス
【リフォーム・リノベーション】住宅・アパート・マンション　町家・歴史的建造物
　　　　　 　　　　　　 店舗・オフィス　寺社仏閣・病院・クリニック
【不動産】売買・交換・賃貸・管理　売買・交換・賃貸の代理もしくは仲介

イベント企画・運営
【プロジェクト】L spoon.　Kizuki　金澤家屋プロジェクト
【部活動】金澤文化部　富山文化部

2018年に入社したNEW FACEを紹介します。

お客さまの夢を叶える仕事です。

スタッフ

COMMITMENT to SDGs 長期的な目標を通じ、持続可能な開発目標の達成に向け活動を推進していきます。

家元は持続可能な未来に向けて
取り組んでいます

家元のSDGs宣言

ASSOCIATED COMPANY メンテナンス・リノベ・不動産事業も行っています。関連会社

おうちのホームドクター リノベも建て替えもお任せ 土地・物件探しのお手伝い

祖父が大工さんで、小さい頃から身近なところにものづくりがあり、将
来は地元で家をつくる仕事に就きたいと思っていました。家元は自由
な雰囲気で、型にとらわれない設計をするイメージ。大学で勉強してき
たことを県内で活かせる会社を探し、家元にたどり着きました。仕事は
先輩に教わりながら取り組んでいます。松平さんは、細かい納まりや現
場のことを熟知していて、現場をあまり知らない私が質問すると、図を
描いて教えてくれる設計部の父。辻さんはシンプルにすごい人。しっか
りしてるけど、ちょっと抜けててかわいいところもあります（笑）。坂井さ
んは家族を持ちながら一級建築士の資格も持ってバリバリ働いてい
て、将来自分もああなれたらいいなと思います。坂口さんは自分の時間
を気にせず丁寧に教えてくれるお姉さんって感じです。先輩には厳しい
ことも言われますが納得できますし、「図面がきれい」「こういうところに
住みたい」とコメントをもらうと、設計に進んでよかったと実感します。
大学の研究と家づくりでは建築に対する考え方が全く違っていて、毎
日「責任」という意味を痛感しています。知識や経験を積み、プロとして
恥ずかしくないようになりたい。お客様に直接お会いして喜んでいただ
ける図面を提供できるよう、もっともっと勉強していきます。

家元の考えるサスティナビリティとは?

私たち「家元」は家づくりを通し、そこに根ざし、そこに暮らし、
そこに家族の歴史を綴る人々の幸せを何よりも最優先に考えています。
世界は国から、国は街から、街は家から成り立っています。
その「家」と、そこに暮らす人 を々幸せに「包む」。
それが私たちの命の使い方であると自負し、大きな責任と義務を果たしたいと考えています。 
「環境」を創り
「市場」を整え
「社会」に貢献し
「職場」を活かす
これら4つのカテゴリーを基盤に、使命を全うできる人材育成や社内風土の醸成、
企業としての社会的責任を社員一人ひとりが果たしてゆくと共に、
この街とお客様にとって唯一無二の企業になることを目指しています。

お問い合わせは
家元本社076-255-1201まで

TAKEUCHI TAKUMI TAYA　SHIORI

4 つの価値と17 のマテリアルな項目とSDGs

生態系
資源
温暖化防止
エネルギー

人材づくり
健康と福祉
安全衛生
快適さ

地域文化
適正利益
社会還元
持続可能な
町づくり

地域コミュニティ
人材育成
豊かさ

家元の考える
サスティナビリティ

環境

市場 社会

職場


