WORKS
OF
Hiroshi
Asakawa

浅 川 洋
主な作 品

(株)ユーロデザイン
施設
鎌倉芸術館(神奈川県)
相模原市立博物館
久米設計 新社屋
秋田県立図書館
東山魁夷美術館

三重県総合文化センター(三重県)
立山カルデラ砂防博物館
豊田市立博物館
竹中工務店 技術研究所
東京文化財研究所
武蔵野市立図書館
恵比寿ガーデンプレイス

学校
島根看護短期大学

長野大学

病院
高岡済生会病院

福井県済生会病院

金沢済生会保育園

ホテル
鎌倉プリンスホテル(メインロビー・レストラン・客室)
センチュリーハイアット(メインロビー)
センチュリーサザンタワー(メインロビー・イタリアンレストラン・カフェラウンジ)
天王洲アイル
浦安ブライトンホテル
(株)商建設計
飲食施設
銀河離宮(盛岡 大通り) 焼肉店 いわちくキッチン(盛岡 フェザン) 精肉・デリ
Hodo「ホド」(盛岡 菜園) 創作和食店
プラン ソレイユ(盛岡 菜園)フレンチ
bay「ベイ」 バー
ボスコR「ボスコ アール」 カフェレストラン
Hot JAJA「ホット じゃじゃ」(盛岡 駅前) じゃじゃ麺店
ヴァンダンジュ(盛岡 神明町) ワインバー
Note「のて」(紫波 矢巾) 創作料理店
アンブラッセ(盛岡 大通り) ニュークラブ
スペーシー(盛岡 大通り) ニュークラブ
ビッグエコー佐沼店（宮城 佐沼）カラオケ
LOBINS☆STAR「ロビンズスター」
（青森 八戸）カジュアルダイニング
La Pietra「ラ・ピエトラ」
（釜石ベイシティホテル内）ダイニングレストラン
CLUB CREDO「クラブ クレド」(盛岡 大通)ニュークラブ
鮨 SHUKO「周光」
（青森 八戸）鮨店
Kailua Kitchen「カイルアキッチン」
（盛岡 内丸）ハワイアンダイニング
恩返し居酒屋 南部の子だぬき（盛岡 大通）居酒屋
CLUB AQUA「クラブアクア」
（盛岡 中央通）ニュークラブ
美容・メディカル施設
ゴッサムヘアー ヒラトヤ(盛岡 フェザン)ヘアサロン
プランタン リュクス ヒラトヤ(盛岡 映画館通り) ヘアサロン
ミッショナリー クール(盛岡 上田) エステ
ボーズ(北上市) ヘアサロン
コバヤシデンタルクリニック手術室（盛岡 中央通）歯科
chere Ami「シェール アミ」
（宮城 気仙沼)ヘアサロン
物販店
ボルゴ(盛岡 南イオン) ブティック
スピーガ(盛岡 開運橋通り) ブティック
トゥモローランド(盛岡 開運橋通り) ブティック
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プランタン ヒラトヤ(盛岡 大通り) ヘアサロン
デフィ 開運橋(盛岡 開運橋通り) ヘアサロン
成田歯科(花巻市) 歯科医院
dejave「デジャヴ」
（盛岡 館向町）ヘアサロン

ボルゴ ヴィー(北上市) ブティック
エリオポール(盛岡 開運橋通り) ブティック
私の部屋(花巻市) 雑貨店

Other
ホテルロイヤル盛岡(盛岡 映画館通り) ホテル
ときわ座ビル(宮古市) 複合施設
I邸(盛岡 上堂) 個人邸
S邸(紫波) 個人邸
F邸(花巻市) 個人邸
BIANCO CARS「ビアンコ カーズ」
（盛岡 津志田）カーディーラー
株式会社 番匠 新社屋（盛岡 南大通）
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萬 世 堂

浅 川 洋 プロフィール
1970年

岩手県盛岡市生まれ

1992年

ＩＣＳカレッジ オブ アーツ インテリアアーキテクチュア＆デザイン科
（株）方園館

坂本 和正氏の元

沖縄 首里城リニューアル計画に携わる

（株）一色建築設計事務所 納賀氏の元
1992年

株式会社ユーロデザイン

卒業

集合住宅等に携わる

入社

ヨーロッパ・北欧の家具、インテリアデザインを中心に国内主力建築家と共に活動
2001年

帰郷し、株式会社 商建設計

入社

商業施設を中心に、建築・インテリアデザイン・コンサルティング業務
2003年

株式会社 商建設計

取締役常務

就任

2008年

有限会社 萬世堂

代表取締役

就任

2014年

JCD(社)日本商環境デザイン協会

岩手地区 委員・地区長

萬 世 堂
主な作 品

飲食施設
炉端（盛岡 大通）居酒屋
西苑飯店 ｗｉｔｈ クレヨン（盛岡 大通）カラオケ・中華
バーガーショップ「あいあい」
（盛岡 アネックスカワトク）ファーストフード
ｆｕｌａｌａｆｕ「フララフ」
（盛岡 鉈屋町）コーヒー豆販売
ジョバンニ ホテルメトロポリタンニューウイング(盛岡 駅前) レストランバー
JUEN「じゅえん」 ホテルメトロポリタン(盛岡 駅前) 中華レストラン
hʻde b「アッシュドベー」(盛岡 菜園) ワインバー
火星(盛岡 大通り) バー
王様の部屋(盛岡 大通り) ニュークラブ
ブルージュ プリュス津志田(盛岡 津志田) ベーカリー・スイーツ
ブルージュ プリュス上の橋(盛岡 上の橋) ベーカリー・スイーツ
ブルージュ バームクーヘン工房（花巻 星ヶ丘）ベーカリー・スイーツ
南部家 田々「でんでん」
（盛岡 フェザン B1） 和食店
ブルージュ プリュス カワトク店（盛岡） スイーツ
たんたん みなのば店（千葉 木更津）牛たん焼肉
離宮 VIP ROOM（盛岡 大通）ニュークラブ
ビッグエコー塩釜店（宮城 塩釜）カラオケ
倶楽部クレヨン（盛岡 大通）ゴルフダーツバー
ビッグエコー八戸店（青森 八戸）カラオケ
小鉄（盛岡 菜園）焼肉居酒屋
三千里 大通店（盛岡 大通）焼肉
海猫バー（盛岡 中央通）おさかなバ
CLUB MELLOW「クラブ メロウ」
（盛岡 中央通）
とくたや（紫波 矢巾町）おとうふ食堂
美容・メディカル施設
Ｏｎｅ Ｗｅｅｋ「ワンウィーク」
（紫波 ロッキー内）ヘアサロン
Ｓｅｅｍｓ「シームス」リニューアル（奥州市 水沢）ヘアサロン
不動大橋歯科クリニック（花巻 不動町）歯科
LUANA「ルアナ」(盛岡 菜園) ヘアサロン
みきデンタルクリニック（盛岡 中央通） 歯科
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Seems「シームス」
（奥州 水沢） ヘアサロン
たかまつ はり灸整骨院 くじら館（盛岡 上田）整骨院
P-up ピーアップ（盛岡 上田）加圧トレーニングリハビリ
Aube オーブ（盛岡 上田）エステ
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Other
Ｍʼｓ ＳＰＥＥＤ「エムズスピード」
（盛岡 津志田）カーディーラー
Ｎʼｓ ＳＴＡＧＥ「エヌズステージ」
（盛岡 三本柳）カーディーラー
カワムラスタジオ新社屋（盛岡 本宮）
ECOMO盛岡駅前北通店

モバイルショップ

純情市場 さっこら（盛岡） 産直
デトロア(盛岡 開運橋通り) ブティック
盛岡博報堂(盛岡 映画館通り) 広告代理店
GMシボレー盛岡(盛岡 三本柳) カーディーラー
カワムラスタジオ(盛岡 中央通り) フォトスタジオ
ホテルmikado「ミカド」(北上) ブティックホテル
いわちくアネックス カワトク店（盛岡 緑ヶ丘）精肉惣菜
復興食堂 ドームハウス（上閉伊郡 大槌町）コミュニティーホール
北日本地産（盛岡 大通)本社屋
ギャラリーペガサス（青森 八戸）フォトギャラリー
佐藤興産トレーラーハウス

移動事務所

ジムニーワールド（宮城 名取）カーショップ
マンスリーインやまだ（下閉伊郡 山田町）ホテル
addict アディクト（盛岡 大沢川原）ブティック
住宅
二世帯 木格子のある家
眺望の家

Ｎ邸（盛岡 津志田）

Ｙ邸（盛岡 本宮）

黒い箱の家

Ｙ邸（盛岡 清水町）

二世帯 加賀野の家
中堤の白い家

Ｋ邸（盛岡 加賀野）

Ａ邸（盛岡 中堤）

多層階 ジャグジーのある家
四角形の家
津志田の平屋
南仙北
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Ｙ邸（盛岡 三本柳）

I邸（盛岡 南仙北）
A邸（盛岡 津志田）

K邸（盛岡 南仙北）

石鳥谷

F邸（花巻 石鳥谷）

多賀城

T邸（宮城 多賀城）

三ッ割

I邸（盛岡 三ッ割）

ペットと暮らす家

Y邸（滝沢市）

二世帯の黒い家（花巻市）
浅岸 ガレージの家（盛岡 浅岸）

WORKS
OF
MANSEIDO

萬 世 堂
主な作 品

住宅
大槌

K邸 １（上閉伊郡 大槌町）

大槌

T邸（上閉伊郡 大槌町）

大槌

K邸 ２（上閉伊郡 大槌町）

宮古

S邸（宮古市）

屋上庭園のある家（岩手郡 雫石町）
参道に建つ家（盛岡 八幡町）
北上

M邸（北上市）

大槌

N邸（上閉伊郡 大槌町）

K邸（盛岡 飯岡）
リフォーム
Ｋ邸（盛岡 北天昌寺）
ライオンズマンション 山王第２（秋田）
ライオンズマンション 盛岡内丸
ライオンズマンション ステーショプラザ盛岡
ライオンズマンション 紺屋町（盛岡）
S邸（花巻）
A邸（盛岡 肴町）
Y邸（盛岡 川目）
N邸（青森 八戸）
その他住宅関連
はこぶねの家

（株）大伸工業モデルハウス（盛岡 津志田）

格子が美しい家steel & wood
白木が美しい白い家

北斗建設（株）モデルハウス（盛岡 緑ヶ丘）

北斗建設（株）モデルハウス（盛岡 緑ヶ丘）

次世代型リアルハウジング

北斗建設（株）モデルハウス（盛岡 本宮）

たかまつT様 集合住宅４棟（盛岡 高松）
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