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家元は2019年6月5日、おかげさまで創業10周年を迎えることができました。これもひとえにお客さま、協力業者さまとのご縁の
賜物と心より感謝申し上げます。大きな節目となったこの1年は、さまざまな変化や挑戦がありました。富山事務所の移転に、
社長の海外武者修行。ライフスタイルショップ「W T W（ダブルティー）」とコラボレーションしたデザイン住宅「W T W 

House」の新規展開。また、日本を代表する建築家・隈研吾氏設計による「茶屋 見城亭」のリノベーション事業にも関わるな
ど、新たなステージに向け歩を進めた年となりました。2020年もメンバー20名が一丸となり、家づくりに取り組んでまいりま
す。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
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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

美しい人になる　家元の家



観光ボランティアガイド「まいどさん」の案内で金沢城を
見学。「石垣の博物館」とも称される多種多様な石垣
や、釘を一切使用しない木造軸組工法など、職人の卓
越した技と知恵に目を見張りました。

T OPIC S   
日ごろご協力いただいているみなさまへの感謝の気持ちを込め、10周年記念祝賀会をANAクラウンプラザホテル金沢で開催しました。これまでの軌跡を
紹介するオープニングムービーで幕開け後は、ひがし茶屋街の芸妓さんが伝統芸能・金沢素囃子を披露。格調高く優美な演奏が会場を魅了しました。
また、挨拶で社長は「家元パワーアップ宣言」を発表し、今後のさらなる成長を誓いました。記念写真のみなさまの笑顔から、家元は本当にたくさんの
方々に支えられてきたのだと実感しました。より高みへ、そしてより強い企業となるために。みなさまのサポートを糧に、家元は突き進んでいきます！
なお、祝賀会の開催にあたり、多大なご支援ならびに協賛、ご来場をいただきました。みなさまに心より感謝申し上げます。
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家元10年のあゆみ

富山営業所・新オフィス完成

富山営業所が4月、富山市
二口町に移転しました。ドア
を開けると、家元のロゴを
配したグリーンパネルがお
出迎え。広々としたウッ
ディーな空間には、お子さん
と一緒に来た時も安心の
「キッズスペース」や「打ち合わ
せスペース」も備えています。

来店くださった方の評判も
上々な新オフィス。きれい
で広々としており、これから
スタッフがたくさん入っても
大丈夫！ただいまスタッフ、
特に設計スタッフを絶賛
募集中です！！みなさんも、
お近くにお越しの際はぜひ
お立ち寄りください。お待ち
しております♪

これまでもさまざまなセミナーを開催してきた
家元ですが、2019年は楽しさに加え、「学び」
を深める講座も多数実施しました。お店やさん
ごっこを通じて子どもたちにお金の大切さ
を伝えるキッズマネーセミナーや、ファイナン
シャルプランナーが講師となり家計の見直し
方を伝授するライフプラン勉強会。「これから
の人生でどのようなお金が必要かを知ること
ができた」などの感想も頂戴しました。

スタッフも勉強に励んでおり、6月には持続
可能な開発目標「SDGs」をより理解するため
のセミナーを協力業者さんと受講しました。
協力業者さんに加わっていただくことで、自分
たちだけでは気付けない発見があり、環境
問題の解決など、これから目指すべき目標を
共有することができました。

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。この

想いからスタートした家元の社会活動

が「金澤文化部」「富山文化部」です。

文化部
金澤・富山

IEMOTO loves KANAZAWA&TOYAMA

Apr

金沢城/金澤文化部

アート・デザインと日本建築・庭園という、趣が異なる美
術館を一日で回りました。もちろん作品鑑賞も楽しみま
したが、ついつい建物そのものに目が行ってしまう家元
スタッフ一行でした。

Jun

富山県美術館・樂翠亭美術館/富山文化部

「座禅は文化でも観光でもなく、もっと根本にあるもの」
という住職の言葉をかみしめながら、いざ座禅。体は動
かなくても頭では考えごとをしてしまい、座禅の難しさを
改めて実感しました。

Sep

大乗寺/金澤文化部
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創立10周年！記念祝賀会
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セミナーも進化しています！3
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株式会社家元、
金沢市松村町にて創業/
石川業者会「家道継承之会」発足

2009

本社事務所、
金沢市東山に移転

2011

富山事務所開設/
建築設計事務所意匠庵、
金沢市黒田に開設

2013

富山業者会
「家元会」発足

2014

新ブランドコンセプト
「Be beauty.」展開スタート

2015

本社・意匠庵、
金沢市大河端町に
移転統合

2016

一級建築士
事務所登録

2017

働き方改革
チャレンジ宣言認定企業/
SDGs推進企業

2018

 家元 創立10周年！
富山営業所、

富山市二口町に移転

2019

新入社員挨拶。ドキドキでした！握りたてのお寿司、おいしかったです！

会場全体が聞き入った金沢素囃子 家元パワーアップ宣言！

豪華景品も飛び出した抽選会談笑する社長。感慨もひとしお



「Find.r」がリニューアル 石川県初登場！WTW HOUSEスタート

4月にディレクター伊藤・
エンジニア町端の2名が入社。
緊張でお昼のお弁当が喉を
通らず松永に食べてもらった
2人でしたが、レクリエーション
の段ボール工作で打ち解けた
様子。懇親会恒例の「親御
さんからの手紙」タイムでは、
新人よりも周りのスタッフが
感極まって涙することに…。
企画した田屋・竹内の2年目
コンビもお疲れさまでした！

入社式＆懇親会

お世話になっている皆さまへの
感謝の気持ちを込め、8月に開いた
夏祭り。焼きそばやかき氷など
の出店やゲームコーナーを楽し
んでいただき、大工さんと手作り
した木工作キットは力作ぞろい
でした！

夏祭り

リレーマラソンには社長、伊藤、竹内、
田屋、廣瀬、松平、松永の7人が参戦。
タイムは控えめでしたが、無事に走り
抜くことができて何より。金沢マラソ
ンには松平が参加。社長から「4時間
30分を切ればホノルルマラソン in 

Hawaiiをプレゼント」と言われて奮起
しましたが、惜しくもタイムは4時間
32分10秒。来年はリベンジを！

金沢城リレーマラソン、金沢マラソン

2019年の主なイベントをご紹介4
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これまで別々に展開していた不動産事業
「Find.r（ファインドアール）」とリノベー
ション事業「RE住むリノベーション」が
ひとつに。物件探しからリノベーション
までをワンストップで行えるようになり、
お客さまによりスムーズなご提案ができる
ようになりました。

F i n d . rのリニューアルと同時に、「W T W  

HOUSE（ダブルティーハウス）」を販売開始！
W T W  H O U S Eは、“U R B A N ”  “S U R F ”  
“NATURAL”をコンセプトとし、都会と自然の
両極を楽しむ人々に向けたライフスタイル
shop『WTW（ダブルティー）』と、家をもっと
カジュアルに楽しむために生まれた新メディア
『Dolive（ドライブ）』がコラボレーションした
住宅です。ご相談会も随時実施しておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

事業拡大とグローバル展開を目指し、
4月から社長は海外で学びの旅を続け
ています。秋には欧州最大級の文化
施設フンボルトフォーラム（ドイツ・
ベルリン）に設置する茶室の施工
管理も行いました。パワーアップする
家元にご期待ください！

社長、海外武者修行へ

いらっしゃ
い！

ONE TEA
M

Fresh

Find.r

WTW HOUSE

Dolive

住まいる工芸

金沢の工芸と住宅建設企業を結ぶ金沢青年会議所の事業
「住まいる工芸」に参加し、職人さんと工芸作家のコラボを
企画。両者の持ち味を生かした素晴らしい作品が完成しま
した。
参加いただいた皆さま（敬称略）：笠松加葉（加賀象嵌）×
山崎睦典（株式会社山崎）、木戸優紀子（九谷絵付）×高森保樹
（delta）、酒尾孝基（陶芸）×芦原悠介（株式会社みずほ室内
工業）、高田光彦（加賀蒔絵）×大島護（有限会社大島石材）、
吉岡正義（陶芸）×山岸賢二（左官工房やまぎし）

BBQ

Berlin

11月にゴルフコンペを片山津ゴルフ
倶楽部、富山ゴルフ大会を富山カン
トリークラブでそれぞれ開催。金沢
のゴルフコンペには80名近くの方に
参加いただきました。

家元ゴルフコンペ・富山ゴルフ大会

Good Shot! 

in TOYAMA

7、8月に行った協力業者さんとの
BBQ。今年も盛り上がりました！現場
とは違ったオフの姿も新鮮に映りま
した。本当に家元は、たくさんの方に
支えられていると感じます。いつも
ありがとうございます!!!

家元会BBQ・家道継承之会BBQ Smile

RunRunRunRunRunRun

Good job!

2 0 15年にスタートした木育事業
「Kizuki」が7月、ついに開催10回を
迎えました！毎回、子供たちの創造力に
驚き、笑顔に癒されています。これか
らも遊びを通じて木の良さを伝えて
いきます。開催場所も随時募集していま
すので、お気軽にお声がけくださいね。

Kizuki、7月で開催
10th Anniversary

10回！

Ito
Machibana



Case1　金沢のまちなみを守り続ける匠集団　

これからの取り組み-カンガルー出勤・事務所グリーン化・女性職人の採用・家元の森計画・工事現場のIT化

金沢市指定保存建造物・懐華樓修繕工事
工芸建築展事 例

住宅建設業界に長くおりましたが、これ
から強固な体制を築こうとする会社の
一員となって盛り立てたいという思いで
入社しました。明るい環境に、先を見越
した営業手法。協力業者さんとの信頼
関係もできていると感じます。住宅
業界の営業は厳しいものですが、
しっかりとした戦略を立て、お客さまに
選ばれる会社にしていきたい。趣味
は自動車レース鑑賞。なぜ勝てて、
なぜ負けたのか、戦略と展開を考える
のが楽しくて。営業の仕事に通じる
ものがあるんです。

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！

WORKS

RENOVATION

IEMOTO MEMBER

RECRUIT

代表取締役
会社名
事業内容

Find.r 　Dolive media partner　TASCALL

〒920-0213　 石川県金沢市大河端町東55番3
TEL : 076-255-1201　FAX : 076-255-1202

〒939-8211　富山県富山市二口町1丁目10-3
TEL : 076-421-1203　FAX : 076-421-1204
E-mail : info@kanazawaiemoto.jp

関連企業

本社

富山営業所

32畳の大空間LDKの家 田園風景と異素材を組み合わせた家 大人になってもかわいさを忘れない家 遊び心あふれるアウトドアな家 こだわりのキッチンカウンターのある家

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

2019年11月までに完成した施工事例の一部をご紹介します。

建物に新たな価値を生み出します。

2019年に入社したNEW FACEをご紹介します。

お客さまの夢を叶える仕事です。

施工事例

スタッフ

リノベーション

SDGs 家元はSDGs推進企業です。
持続可能な未来に向けてさまざまな取り組みを行っています。

お問い合わせは
家元本社076-255-1201まで

ディレクター
大阪府大阪市出身

塚根 清二
Seiji Tsukane

就活時に営業職の楽しさだけでは
なく、大変さも率直に話してくれる姿
勢や、フレックス勤務といった先進性に
ひかれて志望しました。仕事では、何が
正解なのか分からず辛いことも。でも、
お客さまのためにどんな家にするか、
どうしたら喜んでいただけるかを考える
のは楽しいです。少しずつ経験を積み、
成長して自信を持てるようになりたい！
会社では先輩からいじられまくっていま
すが、相談に乗ってくれ、励ましてくれる
頼もしい存在。社員の仲の良さは、
家元の自慢のひとつです。

ディレクター
石川県金沢市出身　金沢星稜大学卒

伊藤 和美
Kazumi Ito

学生の頃から建設中の建物の構造、
特に木の骨組みの状態を見るのが好
きで、設計職よりは現場監督に就き
たいと思っていました。4月から現場に
出ていますが、知識が全然足りず、勉強
の日々。「同じことは聞かないように」
と言い聞かせ、先を読んで材料を手配
するなど成長した自分を想像して
頑張っています。細やかな気づきを大切
にしながら、自信を持ってハキハキと
何でも言えるようなかっこいい女性に
なりたいです。来年は後輩が入るので、
負けていられないです！

エンジニア
石川県金沢市出身　金沢工業大学卒

町端 由奈
Yuna Machibana

同校は、ブライダルプランナーやヘアメイクアーティストを育成する専門学校。校舎内にある披露宴会場と
チャペルをリノベーションしました。「ビルの中を感じさせない雰囲気づくり」のリクエストに応じるべく、披
露宴会場は壁面をドレープカーテンで覆って雰囲気を演出。チャペルはアーチの裏側に照明を設け、温
かみのある空間を心がけました。

金沢ウエディング・ビューティー専門学校
兼六園・桂坂口そばに立つ見城亭を、隈研吾建築都市設計事務所設計のもと、弊社の施工管理で
リノベーション。隈研吾さんといえば、日本を代表する建築家。耐震補強に小松マテーレ株式会社の
新素材「カボコーマ」を使用するなど、テクノロジーと匠の技の融合や、和紙や照明器具をオリジナル
で作るという細部への徹底したこだわりがありました。

茶屋 見城亭

FTERAEFORE B

Case2　自由な働き方　
フレックス勤務制度導入（2018年～）
金沢文化部、富山文化部事 例

Case3　子どもたちの感性を育む

Kizuki事 例


