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金沢本社 ディレクター
石川県珠洲市出身

村元  利栄子  Rieko  Muramoto

お客さまとは一緒に家づくりをするチーム。「私がお手伝

いをすれば、幸せな家づくりができる！」という自信を

持って営業をしています。夢は家元プロデュースの家元タ

ウンをつくることです。プライべートでは小学生男子の母

親で、最近は子どもが料理を作ってくれることもあり、頼

もしいですね。

家元タウンを作りたい

富山支店 ディレクター
富山県南砺波市出身

島田  剛平  Gohei  Shimada

自分の家づくり経験を生かし、お客さまの不安や迷いに

寄り添うことがモットーです。特に資金計画は慎重に行っ

ています。こちらの思いが伝わってお客さまが心を開いて

くれた瞬間はやりがいを感じます。趣味は映画と野球鑑

賞。根っからのジャイアンツファンで、来年は東京ドーム

に行きたいです！

お客さまの不安に寄り添う

富山支店 デザイナー
富山県富山市出身

増山  亜季  Aki  Masuyama

お客さまとの会話を大事にし、ライフスタイルに合わせて

デザインやディティールの提案をしています。私の提案が

お客様の好みにピタリとはまった時はうれしいですね。目

標はプランからコーディネートまで一人でこなせるように

なることです。休日は韓流ドラマの一気見でリフレッシュ

しています。

何気ない会話がヒントに

金沢大学先端科学社会共創推進機構研究員
富山県南砺市出身

中川  宏  Hiroshi Nakagawa

金沢大学産学官共同プログラムの研究員として、「Ｄoct

Ａrt」のコンサルティングをしています。医療関連の仕事

をしてきた経験を生かして「ＤoctＡrt」を軌道に乗せ、将

来的にそのノウハウを住宅事業へもフィードバックできれ

ばと考えています。趣味はスノーボードで、インストラク

ターもできます。

「ＤoctＡrt」を軌道に乗せる

お問い合わせは
家元本社076-255-1201まで

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！

RECRUIT
お客さまの夢を叶える仕事です。

WORKS 施工事例 ／ 2020年に完成した施工事例の一部をご紹介します。

IEMOTO MEMBER スタッフ ／ 家元で働くスタッフの自己紹介。

RENOVATION リノベーション ／ 建物に新たな価値を生み出します。

会社名
事業内容

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

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

富山支店

個人宅として使われていた漁網店は築100年

以上の大型町家です。1階にAngo lo  CAFFE

（カフェ）、hibou（花屋）、or igo（イタリアン

レストラン）、2階にHOTEL101KANAZAWA

（宿泊施設）という4店舗が入居する複合商業

施設としてリノベーションしました。工期は1年半

と長めで、その間に「優良金澤町家」に認定され、

「金澤町家巡遊」の見学スポットにもなりまし

た。古い町家建築ということもあって、経年によ

り建物が傾いていたため、改修ではまず傾きを

修繕することから始めました。業種の違う4店

舗において、ご来店するお客さまは居心地がよ

く、かつスタッフは働きやすいというそれぞれ

に快適な動線を確保しました。また、内装では

テクスチャとマテリアルを重要視し、石、木材、

モルタル左官などをバランスよく取り入れるこ

とにこだわりました。規制が多い金澤町家の

改修において、すべてを新しいものに変えてし

まうのではなく、歴史に培われた古き良きもの

を残し、新旧のデザインをバランスよく融合さ

せることで存在感ある建物に仕上げました。

漁網店を改修した複合商業施設

心ときめくオリジナル窓がある家 大人インダストリアルスタイルの家壁に囲われたプライベートテラスと螺旋階段のある家昼夜で異なる顔を見せるアイランドキッチンのある家

その他の実績紹介は

W E Bにて公開中

1F Angolo CAFFÉ / hibou 2F HOTEL101KANAZAWA1F Angolo CAFFÉ / hibou

www.kanazawaiemoto.jp

2020年はいつもと違う年になりました。世界的に感染症が大流行し、家元でも働き方、お客さまとの関わり方が一変しま
した。そんな中でも立ち止まらず、新しいプロジェクトや事業に挑戦した年でもありました。専門家たちの知恵を結集
させた開業医支援事業「ＤoctＡrt」や建築家との家づくりを行う「design casa project」の開始、不動産売買物件情報
サイト「Find.r不動産」の本格始動。いずれも家元が次のステージへ向かうために必要な取り組みです。社会の状況に合
わせて変わっていくべきこともあれば、変わらないこともあります。どんな状況でも、”建築を通してライフスタイルを
提案することで、幸せをつくる”という理念からぶれることなく、これからも皆さまとともに歩んでいきます。

I E M O T O  Y E A R  I N  R E V I E W 2 0 2 0

06
2021 Jan.

oN

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

`

H1H4 2020.12.11



6to
pi

c 
no

. 2020年のイベントレポート♪
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. 「働き方」が変わる！オフィスや工場のリノベーション

T OP IC S   IEMOTO  YEAR   IN   REVIEW   2020

今、アートの力で医療を変えようという取り組みが世界

中で広まり、感度の高いドクターの間では常識になりつ

つあります。家元では4月より開業医支援事業として、

「医療に、アートを」をコンセプトとした「ＤoctＡr t」

（ドクタート）をスタート。家元がプロデューサーとなり、

医業経営コンサルタントや医療メーカー、法務、税務、

人事、マーケティング、ブランディング、そしてアートの専

門家と連携してサポートをするプロジェクトです。「Ｄoct

Ａrt」が医院のブランディングをトータルに行い、経営面

でも良きパートナーになります。

1to
pi

c 
no

. 開業医支援「ＤoctＡrt」をスタート

「家づくりをする前に、土地は決めておくべ

き？」「土地探しと家づくりを一緒の会社に

お願いしたい」。そんな声を受けて、家元で

は不動産売買情報サイト「F ind .r不動産」

（ファインドアール不動産）を本格スタート。

金沢市南エリアの不動産情報をいち早くお

届けし、新築や中古住宅のリノベーション、

一般住宅から店舗の建築までワンストップ

でご提案しています。初めて土地探しをする

方には不動産の仕組みから選び方のポイン

トまでご説明し、家元で家づくりをお考えの

お客さまはもちろん、土地探しをしてから住

宅メーカーを決めたいというお客さまにもご

利用いただいています。また、憧れの建築デ

ザイナーやクリエイター、人気ブランドとコ

ラボレーションする特別な建築プランも取り

扱っています。家づくりにまつわるあらゆる

モノとコトをご提案できる「Find.r不動産」

にご注目ください！
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. 「Find.r不動産」で土地探しまでサポート
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. 育成塾で現場を北陸で一番キレイに

建築家との家づくりをもっと身近に。そんな思いから

「design casa project」をスタートさせました。全国

で活躍する建築家が設計を担当し、家元が施工を行い

ます。家族の暮らし方がそれぞれ違うように、家も“家族

らしさ”を反映させ、もっと個性があっていいはずです。

「design casa×家元」がライフスタイルに合わせたプ

ランを提案し、デザイン、マテリアル、エクステリアにこ

だわった特別な住まいを実現します。「建築家との家づ

くりは高額では？」という不安に応え、家元のディレク

ターが資金計画や土地探しもサポートします。
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. 「design casa project」で建築家と家づくり

2021

尾山神社に毎年恒例の初詣へ。参
拝の後、笑顔で記念撮影。今年もい
いことありますように♪

初詣で心新たに

著名な建築家による建物だけあって
細部の納まりまで美しく、現場スタッフ
も、ついうっとり。

金澤文化部で
谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館へ

有志で医王山登山へ。途中、難所の
トンビ岩で苦戦する達磨を社長が
アシストする場面もありながら、登
頂に成功！頂上からのパノラマの絶
景に疲れが吹き飛びました。

医王山で登山にチャレンジ

スタッフで歓迎会と送別会を兼ねた
BBQを開催しました！

歓送迎会を兼ねてBBQ

2017年に完成し、多くの方にご来場いただいた高岡モデルは、新しいオー

ナーが決まり、クローズすることになりました。3つの四角を重ねたような

スタイリッシュな外観が特徴で、「このモデルと同じ家を建てたい」とリク

エストされたお客さまも！広い土間はバイク置き場など趣味空間として

使え、ライフステージの変化によって居室に改修することもでき、家元の

ライフスタイルに合わせた家づくりをご体感いただける自慢のモデルでし

た。高岡モデルに関わっていただいた皆さま、ありがとうございました。

ありがとう！ 思い出の高岡モデル
2021年、家元は念願だった新社屋を建築す

ることになりました！会社を設立した当初、

本社オフィスは金沢市郊外にあり、その後ひ

がし茶屋街、現在の大河端町へ移転しまし

た。創業時、社長の目標のひとつが「自社建

築の本社を持つこと」だったため、その夢が

ついに叶うことになります。家元は建築を通

して人生に関わり、人の幸せを追求し、愛さ

れる人となることで地域に必要とされる企業

として歩んできました。新社屋は地域密着型

企業としてこれまで築いてきた品格や格式、

伝統を守りつつ、進化を続ける家元の未来

を象徴する建物になります。新社屋が地域

に開かれたオープンスペースとなり、この場

所を拠点として企業と地域、企業と社会、企業

と社員、地域と芸術が交流し、新しいムーブ

メントやイノベーションが生まれる空間にな

れば楽しいですね。デザインも先進的かつ

エッジの効いた建物を計画中で、町のランド

マークになるはずです。新社屋の建築は、

地域密着型かつグローバルな総合建築会社

として、家元のステータスと品格が新しい次

元へ向かうスタート地点でもあります。完成

にご期待ください！

2021年に新社屋が完成予定

2月に、木に親しみながら豊かな感性
を育むプロジェクト「Kizuki」Vol.13

を平和子ども園で開催。木育インス
トラクターの伊藤が木の魅力につい
てトークしました。「子どもが家で遊
ぶよりいきいきしている」という保護
者の声もいただき、子どもたちもと
びっきりの笑顔に♪

「Kizuki」Vol.13を開催

4月に3名の新入社員を迎えました。
コロナ禍のため、オリエンテーショ
ンは中止し、富山支店のメンバーは
リモートからの参加でした。式はフ
レッシャーズキャンプ（新人育成）
の一環として毎年1年先輩の社員が
企画し、今年は伊藤と町端が準備を
担当。式終了後、二人ともマスク越
しに、ホッとした表情を浮かべてい
ました^^

新人が仲間入り！ 入社式

10月に親睦会のゴルフコンペを開
催。当日は秋晴れのゴルフ日和で、協
力業者さん、社長のゴルフ仲間の皆
さんなど80名にご参加いただきまし
た。伊藤と村元がチームごとに記念
撮影をして回り、皆さん素敵な笑顔＆
面白いポージングでカメラの前に。ニ
アピン賞など多数の賞をめぐり、今年
も真剣勝負が繰り広げられました。

秋晴れのゴルフコンペ

2020年は
どんな一年でした？

design casaが
スタートして
ワクワクします

金澤文化部での
自分磨きが
楽しかったなぁ

新しいスタッフが入って
パーっと雰囲気が明るく
なりましたね

イベントも充実！ 

来年はもっとスゴいとこ
行きたーい♪

「一流の工事責任者育成塾」というセミナー

を開催し、現場監督をはじめ、大工さんに

も参加してもらうことで現場環境の改善を

進めています。現場に掲げるデザインシート

には「北陸で一番きれいな現場をめざしま

す」と宣言！見学に来られたお客さまが裸足

で入れる美しい現場がスタンダードになる

ことが目標です。地域の皆さまに支持され

続ける企業であるために、家元の家づくりを

支えてくれている職人さんや協力業者の皆さ

まとこれからも思いをひとつにし、どこより

も安全で美しい建築現場をめざしています。

私たちの成長をぜひ見守ってください！

「北陸一番の美しさ」を宣言！ お掃除もすみずみまで

見えない部分の工事も美しく！ 美しい現場は仕事もスムーズ

Let’s play～♪

Excellent!!!

家元は住宅建築のイメージが強いかもしれ

ませんが、オフィスや工場のリノベーションも

行っています。今年だけでも美容系の店舗や

製造工場、カー部品の店舗などさまざまな建

物の修繕・修復に携わりました。家づくりでは

お客さまのライフスタイルをお伺いし、幸せづ

くりのお手伝いをしますが、ビジネスの建物で

も企業ビジョンや働き方をヒアリングし、それ

を実現できるようなプランをご提案しています。

「部門ごとに空間を分けるべき？」「動線は今

までどおりでいいの？」「入り口の位置は正面

がベスト？」などこれまでの当たり前を疑うと

ころから始め、最適な空間づくりをしていま

す。オフィスや製造現場、店舗が変われば、働

き方もスムーズに変わり、人生まで楽しく変

わってしまうかも！見た人に「ここで働きたい」

と思ってもらえるようなリノベーションなら、

ぜひ家元にお任せください。

Treck
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