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アメリカ回帰の流れふたたび、
アメリカのダイナミックなデザイン住宅の秘訣を学ぶ
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成ヶ澤 伸幸氏について

と大きく変わろうとしつつも多くの課題に直面

成ヶ澤伸幸氏は、NOBU ARCHI DESIGN株式会社の代表取締役を務めてい

している中、今再び改めてアメリカから学べる

ます。同社は、欧米スタイルの住宅、病院等の商業施設のデザインを手掛ける

ことがあります。

建築デザイン事務所です。同氏は、米国法人アメリカジョージア州アトランタの
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米の街並みやインテリアなど、まるで音楽を奏

Kunimoto氏と共同で 2000年に設立し、
2009年まで日本法人の代表を務め

でるかのように、美しいデザインが流れる様子

ました。2009年NOBU ARCHI DESIGN株式会社を設立。現在は、沖縄や神

が映し出されているのをよく見かけます。アメ

奈川のリゾートホテルプロジェクトにデザイナーとして参加しております。2017

リカの家はただ大きいわけではなく、上質な

年同氏が発起人となり、日本でアメリカ建材を取り扱っている企業とグループ

魅力のあるデザインを備えています。それらが

A.L.L（American Luxury Living）を立ち上げ、アメリカ建材を使用した住宅

美しい都市景観を形成し、クラシック音楽のよ

や商業施設のデザインの素晴らしさを広く伝える啓蒙活動をしています。

うに世代を超えて資産価値を保つことにつな
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がると私たちは考えています。米国のそれぞれ
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の建築資材によって様々なデザインや組み合わせが実現できるため、もしそ
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れらが日本の家屋にうまく組み込まれれば、既存の日本のデザインコンセプト
に変革を起こし、新たな市場を開拓することも可能でしょう。あるいは伝統的

代表的なプロジェクトとして、グアムホテルオークラの改装（米国グアム島）、江

な建築手法に用いることもできます。デザインと心地よさの資産価値を創出

の島アイランドスパ（神奈川県藤沢市）、結城病院（茨城県結城市）、その他多

する建築資材なのです。

数の住宅、商業施設を成ヶ澤氏が代表を務める事務所が手がけました。結城病
院は、米国ノースカロライナのビルトモアエステートをモデルに造られた、テレ
ビドラマや映画でも多く撮影に使われているため、映像業界では有名なシャ
トースタイル の 病 院 で す 。同 氏 は 、米 国 ニューヨー クに 本 部がありま す
International Federation of Interior Architects/Designersの加盟団
体、公益社団法人日本インテリアデザイナー協会 (JID)会員、及び日本ライティ
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株式会社カントリーベース（Decorative Concrete Japan）
http://www.country-base.com

http://www.ep.org

輸入建材の販売をメインとし、米国より塗り壁材・デ
ザインコンクリートの販売・施工、日本の工務店様・職
人さんに向けた技術研修を行っています。ボランタ
リーチェーン「Mamanの家」本部です。

米国で唯一の全住宅建築資材貿易振興会。
会員は製
造業から流通、
輸出サービスなどで、
日本のプロフェッ
ショナル向けワンストップチャンネルとして、住宅建
築に必要な全ての材料・サービス情報を提供します。

連絡先
石川県金沢市
TEL：076-232-7710
担当：樋口 智也
Email：higuchi@country-base.com

吉川ランバー有限会社

連絡先
Camas, Washington
TEL： (米国)+1-360-513-8873
担当：吉川 功一
Email：yoshi@yoshikawalumber.com

オールド・ウッド・フローリングLLC

米国産針葉樹製品と木材製品の輸出普及促進を業
務とし、日本のお客様へ製品情報・供給元情報など
を提供します。

連絡先
〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-12
アイオス虎ノ門 9階
TEL：03-3501-2131
Email：4info@americansoftwoods.jp

一般社団法人 輸入住宅産業協会

http://www.ihio.or.jp
連絡先
Las Vegas, New Mexico
TEL：
（米国）+1-505-983-5454
担当：David Old
Email：david@oldwood.us

マーヴィン・ウインドーズ・アンド・ドアーズ

輸入住宅メーカーや建材販売業者を中心とする会
員構成で、輸入住宅を取り巻く様々な課 題を克服
し、業界全体の発展を目指します。

連絡先
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3
ワールドインポートマート
TEL：03-3980-7311
Email：mail@ihio.or.jp

一般社団法人ＪＢＮ・全国工務店協会

http://www.marvinjapan.co.jp

世界最大級の窓とドアのメーカーで、世界各国で高い
人気を誇ります。スタンダードで110,00種以上をご
用意。組合せを変えることでデザインの可能性は無
限に広がります。

Box #246, 1327 SE Tacoma Street
Portland, Oregon 97202 USA
TEL：503-481-58621(米国)
Email：rbraden@u.washington.edu

http://www.americansoftwoods.jp

http://www.oldwood.us

エンドグレインとブロックフローリングの分野では世
界トップクラスの製造メーカー。エンドグレインでは
まな板のみならず壁やテーブルなどの様々なパネル
製品を、高い審美性を求める顧客に提供しています。

連絡先

アメリカ針葉樹協議会

http://www.yoshikawalumber.com
北米木材市場にて20年以上の経験を持ち、主に米
松、米栂、SPF、ポンデローサパイン、サザンパイン等
の製材品輸出を日本を含むアジア諸国とヨーロッパ
に出荷しています。

エバグリーン建築資材貿易振興会(EBPA)

www.jbn-support.jp
連絡先
神奈川県横浜市
TEL：045-476-2055
担当：森脇 博之
Email：H.Moriwaki@marvin.com

市 場 環 境の 変化や 後 継 者 問 題 、法 律の 改 正など
個々の工務店で対応困難な課題に組織として対応
し、JBN会員・
「地 域の工務店」の全業務を支援し
ます。

連絡先
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-4-10
京橋北見ビル東館 6階
TEL：03-5540-6678

ングコーディネート協会 (JLCA)の会員です。
ブライトウッド・コーポレーション

http://www.brightwood.com

ミルワーク（建築装飾部材）専門メーカー。ドア・窓
枠、格子、モールディング等の用途別に市場のあらゆ
る樹種を調達、製造、発送しています。グリーン・認証
木材取扱い。

セミナー参加企業

http://www.canfor.jp
連絡先
Portland, Oregon
TEL： (米国)+1-503-512-6780
担当：William Beleck（日本語可）
Email：beleck@nichibeiglobal.com

キャンフォーは、持続可能な木材、パルプ、紙の世界
最大の生 産者の1つであり、北米のグリーンエネル
ギーのリーダーです。

連絡先
東京都港区
TEL：03-3593-1205
担当：Jason Nomura
Email：cjc@canfor.com

MMPA

ナータッグ・ビルディングサプライ株式会社

http://www.wmmpa.com

http://www.nahtag.co.jp

住宅建材全般の日本への輸出を業務とし、日本へは
自社 混 載便を毎 週出 荷していますのでドア一本と
いった単位でも直接ディストリビューター価格で輸入
することができます。

Madras, Oregon
TEL：(米国)+1-541-475-2234
担当：Lonnie Ramey
Email：LonnieR@brightwood.com

キャンフォージャパン

ニチベイグローバルLLC

http:// www.nichibeiglobal.com
建材を中心とした物資の国際貿易サポートを提供していま
す。
輸入・輸出の流通コンサルティングやメーカーの海外販
売代理店、
トレーダーなど様々なサービスを通じて海外市
場での機会を開拓し、
優れたメーカーさんを応援します。

連絡先

連絡先
神奈川県横浜市
TEL：045-475-0711
担当：小金沢 敏明
Email：tony@nahtag.co.jp

Moulding＆Millwork Producers Association（MMPA）
は、モールディング、ドア・ジャムとフレーム、窓のコンポーネ
ント、コラム、外部と内部のアプリケーションなど - 幅広い木
工製品を製造する企業で構成された世界的な業界団体です。

連絡先
Woodland, CA
TEL：(米国)+1-530-661-9591
担当：Kellie A. Schroeder
Email：kelli@wmmpa.com

主催： エバグリーン建築資材貿易振興会（EBPA）
（一社)輸入住宅産業協会(IHIO)
共催： アメリカ針葉樹輸出協会（SEC）、
（一社)ＪＢＮ・全国工務店協会（予定）
後援： 在大阪・神戸アメリカ総領事館 商務部、経済産業省、東京商工会議所、
（予定）静岡商工会議所、京都商工会議所、福岡商工会議所、
（一社）日本建材・住宅設備産業協会、
（ 一社）日本建築士事務所協会連合会、
（公社）日本建築士会連合会、
（ 公社）日本建築家協会、
（ 一社）日本建築材料協会、
（一社）日本 木造住宅産業協会、
（ 一社）日本建築学会、
（順不同・敬称略）
（一社）日本住宅リフォーム産業協会
＊この招待状は上記共催・後援団体の協力により送付されています。

