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第２１回「環境・設備デザイン賞」への ご協賛お願い 

 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

  日頃 当協会の運営にご理解とご支援をいただきき 誠に有難う存じます。 

 第２０回の環境・設備デザイン賞が WEB 会議審査も実施し報告書のとおり成

功裡に終了しました事は皆様のご協力とご支援の賜物であり 深く感謝しておりま

す。 

さて 環境・設備とその総合的デザイン性に関する客観的評価は２０回の顕彰制

度の実績を踏まえ充分な認識が得られ 特に公開審査方式は評価を高めています。

当協会では 本年度もこの顕彰制度を実施する事とし 国際的な貢献をする準備を

進めております。この制度により「環境・設備デザイン」に対する公正・的確な

評価が更に広く社会に認知され その総合的品質の向上に寄与する事が期待されま

す。つきましては 広く関連業界のご協力により 本顕彰制度を実現するために そ

の運営の諸費用として皆様のご協賛を賜りたく存じます。 

協賛金として１口５万円 １口以上を よろしくお願い申し上げます。 

協賛金は「環境・設備デザイン賞」運営基金として適正に活用させていただき 

後日会計報告をさせていただきます。                                                                                                      

募集要項は前回とほぼ同様ですが 賞の構成 三部門については 設備工事会社メ

ーカーの方々がより応募しやすい内容としております。また 環境・ランドスケー

プ部門に公園や緑地など都市環境 地域環境の向上に面的に取り組んだものを追加

しています。 

世界的に 新型株ウイルス拡大影響にて社会情勢の厳しい折 誠に恐縮ではござ

いますが ご配慮の程 よろしくお願い申し上げます。          敬具     

 

（ 追記 ） 

ご多用中恐縮ですが 添付ご回答連絡 FAX 用紙にて 8 月下旬迄にご意向をお知らせいただ

きたく よろしくお願い申し上げます。また ご協賛いただいた企業名を当協会発行の『Ｂ

Ｅ建築設備』「応募作品報告書」に協賛者一覧リスト掲載 審査会場にて協賛者パネル展示

をいたします。 

第 20 回までの受賞作品及び第 21 回応募要項を当協会ホームページしていますのでご参照

下さい。 



（ Ｐ２／３） 

一般社団法人 建築設備綜合協会「環境・設備デザイン賞」実行委員会  

 会 社 所属部署 氏 名 

委員長 KAJIMA DESIGN 常務執行役員 建築設計本部 副本部長 田名網 雅人 

副委員長 ㈱石本建築事務所 エンジニアリング部門 環境グループ部長 関根 能文 

副委員長 ㈱日建設計 
エンジニアリング部門 設備設計グループ 

アソシエイト 
野々瀬 恵司 

委員 ㈱梓設計 機械システム部 部長 井関 幸彦 

委員 一般社団法人 建築設備綜合協会 名誉会長 石福  昭 

委員 ＭＯＥ佐藤事務所 
代表 

一般社団法人建築設備綜合協会 顧問 
佐藤 信孝 

委員 ㈱エコ・リサーチ 代表取締役社長 河野 好伸 

委員 ㈱大林組 設計本部 本部長室 部長 井原 俊一 

委員 (有)ＡＡプラニング 
取締役 

一般社団法人建築設備綜合協会 推薦会員 
青木  敏 

委員 協立エアテック㈱ 営業統括本部 開発営業部 次長 上野 孝浩 

委員 ㈱佐藤総合計画 設計本部 環境設計室 副室長 魚津 浩樹 

委員広報

主任 
新日本空調㈱ 技術本部 技師長 佐藤 秀幸 

委員運営

主任 
新菱冷熱工業㈱ 首都圏事業部 設計一部 設計二課 課長 樋口 修二 

委員 大成建設㈱ 設計本部 設備設計第三部 設計部長 渋谷 大介 

委員 大成建設㈱ 設計本部 設備設計第三部 設計室長 鈴木 真吾 

委員 (有)知久設備計画研究所 代表取締役会長 知久 昭夫 

委員 
東京ガスエンジニアリング 

ソリューションズ㈱ 
都市エネルギー営業本部 開発営業部 副課長 都原 敬史 

委員 東京電機大学 未来科学部 建築学科 准教授 西川 雅弥 

委員 東京電力エナジーパートナー㈱ 
販売本部 法人営業部 エリア開発推進部 

エリア開発営業グループ 
乙幡 祐太 

委員 東洋熱工業㈱ 東京本店 設計部 設計課長 伊藤 正志 

委員 ㈱日建設計 
新領域開拓部門 ソリューション部  

プロジェクトマネージャー 
本郷 太郎 

委員 ㈱日本設計 第１環境・設備設計群 副群長 佐々木 真人 

委員 ㈱日本設計 第２環境・設備設計群 上席主管 永田 修三 

委員 ㈱日本設計 第２環境・設備設計群 主任技師 秋山 雄一 

委員 ピーエス㈱ 代表取締役 平山 禎久 

委員 ㈱松田平田設計 総合設計室 環境設計部門 代表 塩出 和人 

委員 ㈱三菱地所設計 機械設備設計部 ユニットリーダー 中村  厚 

委員 ㈱森村設計 取締役副社長 村田 博道 

委員 ㈱森村設計 高松事務所統括 執行役員 相川 道男 



（Ｐ３／３） 

・ ・・・・・・・・・ ご 回 答 連 絡 用紙 ・・・・：・・・・・・・ 

E-MAIL：LEM04305＠nifty.ne.jp 
ＦＡＸ：０３－５４４５－４２７２ 

  

どちらかに○印をお付けいただき、空欄にご記入のうえ返信してください。 

                       ２０２２年  月  日 

 

一般社団法人 建築設備綜合協会 

環境・設備デザイン賞実行委員会 

委  員  長 田名網 雅人 様 

事務局担当(代理) 新菱冷熱工業㈱ 樋口 修二 行 

 

 

１．貴協会の第２１回環境・設備デザイン顕彰制度についての協賛に 

 

（１） ご同意いたします。 

 

（２）ご遠慮いたします。 

  

 

２．１．-（１）協賛金を        口 ご同意いたします。 

 

              ご同意いただき次第 ご連絡申し上げます。 

 

 

会社名： 

 

 

発信者：役  職／ 

    名  前／ 

 

 

連絡先：〒   ／ 

    住  所／ 

    ＴＥＬ／ 

    ＦＡＸ／ 

    Email ／ 

ご回答ありがとうございました。 


