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Tel/024・5 35・1166 Fax /024・5 35・5139
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私たちはこれまでお客様に信頼される建築士事務所を
目指して歩んでまいりました。
会社設立から30年が過ぎ、創業者が築き上げた「依頼者
が求めているもの＋αの仕事をする」の設計思想は世代を
超えた現在でもゆるぎないものとなっています。
未曾有の被害をもたらした東日本大震災や原発事故を
経験した福島の建築士事務所として、より地域に必要とさ
れる創造企業となるために、これまで以上に「心がかよう
本物の建築」を目指します。
私たちは建築の力を信じ、ひとりでも多くの人が笑顔に
なり、街が元気になるお手伝いをしたいのです。
「建築の力で心の花を咲かせたい」
これがボーダレス総合計画事務所のメッセージです。

代表取締役社長

企業理念

鈴 木 勇 人

目指すは心がかよう本物の建築

建築で心の花を咲かせたい

一、建築を通して人や街を元気にします。
一、建築を通して依頼者に夢や感動を提供します。
一、建築を通して後世に誇れる技術や環境を創造します。

飯坂温泉「旧堀切邸」
日本建築士会連合会賞「優秀賞」

日本建築士事務所協会連合会建築賞
「奨励賞」
福島県建築文化賞「特別部門賞」

その期待に応えるために複雑なプロジェクトにも対応できる最高のクリ
エイティブネットワークを構築して成功へ導きます。
安全安心を第一に考えながら地域風土や環境にも配慮した提案と対話を
重ね、
設計プロセスを共有することにより、
人が笑顔でつながる仕組みづく
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依頼者は数多くある建築士事務所の中で私たちに夢の実現を託します。
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豊かな建築文化の振興への寄与
貴重な文化遺産を後世に遺すことは建築家の大きな使命です。
私たちはこれまで、飯坂温泉のシンボル「鯖湖湯」の再現設計をはじめ「旧
堀切邸」の再生や旧板倉藩ゆかりの「板倉神社」の再建など、歴史的建築物
の本質的な価値を大切にしながら、保存・再生・活用に取り組んできまし
た。これからも木造建築の特徴や可能性を追求し、建築技術の継承と人材
育成につとめ、豊かな建築文化の振興に寄与します。

福島片岡鶴太郎美術庭園「松鶴苑」

飯坂温泉「鯖湖湯」

福島県建築文化賞

福島県建築文化賞「特別部門賞」
ＲＡＣコンテスト95 Ｒ部門入賞

特別部門賞

ゆるぎない信頼と実績
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α+の確かな顧客満足度

設
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業務内容

最先端の提案力
3D映像により完成イメージを確実にご提案
「完成したらイメージが違った。図面の説明では
イメージができない。」とのご意見が多くありま

所属団体

す。私たちは最先端3Ｄ-CADの導入により設計段
階から完成イメージを共有し合い、確実に依頼者
の求める建築をデザインします。

業務提携先

株式会社ボーダレス総合計画事務所のあゆみ
株式会社ボーダレス総合計画事務所
〒960-8204 福島県福島市岡部字高畑１番地
TEL024-535-1166 FAX024-535-5139
E-mail info-s@borderless-a.jp
URL https://www.borderless-a.jp
鈴木 勇人（すずき はやと）
一級建築士 第275283号
福島県建築士事務所協会 理事
（一社）福島県建築士事務所協会県北支部 副支部長
（公社）福島県建築士会福島支部 理事
福島県建築設計協同組合 理事
福島県立福島東高等学校 同窓会副会長
（株）AC福島ユナイテッド 代表取締役

昭和56年3月
1.都市計画に関するコンサルタント業務
2.建築物の調査、企画、設計、工事監理に関する業務
3.歴史的建築物の再生、利活用、維持管理に関する業務
4.インテリア計画、ランドスケープ計画に関する業務
5.建築材料、室内装飾品、家具照明器具、建具の企画及び販売業務
6.建築物を所有する個人、企業の維持管理に関する顧問・監修業務
7.スポーツ施設の整備計画及び運営に関するコンサルタント業務
8.総合広告業に関する業務
9.前各号に付帯する一切の業務
（公社）日本建築家協会
（公社）福島県建築士会
（一社）福島県建築士事務所協会
福島県建築設計協同組合
福島市消防設備士協会
福島県中小企業家同友会
福島商工会議所
福島法人会
株式会社ボーダレスデザインズ

BorderLess
Designs

弊社は業務の多角化に伴い2019年4月1日より
株式会社ボーダレスデザインズと業務提携

四季の里屋根付き運動広場完成イメージCG

昭和56年
昭和63年
平成16年
平成26年
令和元年

鈴木建築設計事務所設立（代表者 故・鈴木昌夫）
法人化（有）鈴木設計に改称
鈴木勇人代表取締役就任 現在に至る
福島商工会議所企業顕彰 社会貢献部門「金賞」
株式会社ボーダレス総合計画事務所に改称

主な受賞歴
2019年
2018年
2016年
2016年
2014年
2013年

2012年

2006年
2006年
1995年

西町の家
第24回ふくしま住宅建築賞 特別賞（福島県建築士会）
宮畑遺跡史跡公園 体験学習施設（じょいもん）
第34回福島県建築文化賞 準賞（福島県） 設計ＪＶ
喜多方市 地域・家庭医療センター「ほっと☆きらり」
第32回福島県建築文化賞 特別部門賞（福島県）
飯坂温泉「なかむら旅館」
第32回福島県建築文化賞 復興賞（福島県）
旧堀切邸
第30回福島県建築文化賞 特別部門賞（福島県）
有限会社鈴木設計
平成25年度優良企業表彰制度社会貢献部門「金賞」
（福島商工会議所）
旧堀切邸
日本建築士会連合会賞「優秀賞」
日事連
（日本建築士事務所協会連合会）
建築賞
「奨励賞」
日本建築家協会優秀建築選100選
福島片岡鶴太郎美術庭園「松鶴苑」
第25回福島県建築文化賞 特別部門賞（福島県）
みずほの家
第16回ふくしま住宅コンクール 奨励賞
（福島県建築士会）
飯坂温泉「鯖湖湯」再現設計
第14回福島県建築文化賞 特別部門賞（福島県）
RACコンテスト 95入賞（東北地方建設局）

主な設計競技実績
2017年 伊達小学校・改築基本計画業務委託
簡易プロポーザル 最優秀 設計ＪＶ
（伊達市・福島県建築設計協同組合）
2011年 飯坂消防署移転新築工事基本設計
設計者選定プロポーザル 最優秀
（福島市）
2010年 飯舘村立草野小学校大規模改修
設計競技 最優秀
（飯舘村教育委員会）
2010年 喜多方市地域・家庭医療センター整備事業
公募型簡易プロポーザル 最優秀
（喜多方市）
2009年 保原駅コミュニティセンター改修工事設計業務委託
エスキス競技 最優秀
（伊達市）
2009年 西郷第一中学校屋内運動場改築実施設計業務委託
設計競技 最優秀 設計ＪＶ
（西郷村教育委員会・福島県建築設計協同組合）
2006年 飯坂地区都市再生整備事業既存建造物活用事業
「旧堀切邸」
設計業者選定プロポーザル 最優秀
（福島市）
2005年 宮畑遺跡環境整備事業
設計者選定プロポーザル 最優秀
（福島市） 設計ＪＶ

