
経  歴 

鶴田 伸介  / 一級建築士事務所 熊工房 代表 

生年月日       １９６７年 ９月２０日生 

出 身 地         愛知県 岡崎市 

住  所          〒153-0041  東京都目黒区駒場 1-27-10    

TEL.FAX        T：03-3469-6773 F：03-6326-1104   

HP             https://www.kumakoubou.com 

E-mail             tsuruta@kumakoubou.com 

最終学歴        多摩美術大学美術学部建築学科卒業  

教   職    日本大学理工学部海洋建築工学科 非常勤講師          （ 2008.4〜） 

資      格     一級建築士（登録番号 第 374955 号）    二級建築士（登録番号 第 71494 号） 

登    録      一級建築士事務所 東京都知事登録第 62780 号  

会員登録       社団法人 日本建築家協会 正会員（JIA）会員番号 1201603 

略       歴        

勤  務  先        株式会社  石井和紘建築研究所                                                     （1992.6～1996.8） 

参加作品         北九州国際村交流センター 

                      小坂町立十和小中学校 

                      国立市立郷土資料館 

                      宮城県立サン･ファン・バウティスタ号博物館 

担当作品       清和村立清和物産館 

                    世界都市博覧会 青海３地区会場計画「一万人の茶室」 

                    世界都市博覧会 東京ガスパビリオン                                                    （コンペ 1 席）  

                    世界都市博覧会 アートシティー 

                    ひだ古川コンサートホール基本計画                                                      （コンペ 1 席） 

                    相田みつお美術館基本計画     

                    鈴木別邸 

 

勤 務 先         株式会社  計画・環境建築                                                        （1996～1997） 

担当作品       奥津温泉“花美人の里”プロジェクト                                                     （1999.6 竣工） 

 

勤 務 先         株式会社  藤井伸一設計事務所                                                          （1997～1999） 

担当作品       生田鈴木邸  

                     五反田鈴木邸  

                    森谷邸  

                    京浜伏見稲荷神社参集殿内装工事 

 



熊 工 房                                                                (1996 設立～) 

熊零号    奥津温泉“花美人の里”プロジェクト                          (1999. 6 竣工) 

熊壱号     町田Ｔ邸新築工事                           (2000. 3 竣工) 

熊弐号     南伊豆Ｋ邸新築工事                           (2000. 4 竣工) 

熊参号    高島平Ｈ・Ｓ邸新築工事                               (2000. 6 竣工) 

熊四号    若林Ｏ邸新築工事                           (2001. 1 竣工) 

熊伍号    富田ＳＴＵＤＩＯ計画                          (実施設計案) 

熊六号    熊工房改修工事                                   (2001. 3 竣工) 

熊七号    Ｔ・Ｈ邸新築工事                                   (2002. 1 竣工) 

熊八号    菱田屋(飲食店舗併設)新築工事                             (2002. 9 竣工) 

熊九号    駒場Ａ邸新築工事                                   (2002.10 竣工) 

熊拾号    Meguro Drive-in(ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ)改修工事                           (2002. 3 竣工) 

熊拾壱号   陽雅舎改修工事                                     (2002. 3 竣工) 

熊拾弐号    A-FLAT 共同住宅新築工事                                (2002.10 竣工) 

熊拾参号   石黒歯科医院併設住宅新築工事                              (2002.12 竣工) 

熊拾四号   桜ヶ丘Ｓ邸新築工事                                   (2003. 7 竣工) 

熊拾伍号   江ノ島Ｋ邸新築工事                                   (2003.12 竣工) 

熊拾六号  高津Ｈ邸新築工事                                    (2004. 5 竣工) 

熊拾七号  名古屋Ｉ邸改修工事                           (2003. 9 竣工) 

熊拾八号  KAMISHIMA CHINAMI AOYAMA SHOP                      (2004. 1 竣工) 

熊拾九号  SENSOUNICO andand 恵比寿三越店                         (2004. 3 竣工) 

熊弐拾号  原村 I 邸新築工事                            (2004.計画案) 

熊弐拾壱号 町田Ｎ邸新築工事                            (2004.12 竣工)   

熊弐拾弐号 浜田山Ｋ邸新築工事                           (2004.12 竣工) 

熊弐拾参号 国立Ｏ邸新築工事                             (2004. 9 竣工) 

熊弐拾四号 深沢Ｉ邸新築工事                             (2005. 1 竣工) 

熊弐拾伍号 Lilith Japan AOYAMA SHOP                        (2005. 4 竣工) 

熊弐拾六号 Taguchi STUDIO 改修工事                    (2005. 5 竣工) 

熊弐拾七号 安藤・大井邸改築工事                          (2006. 4 竣工) 

熊弐拾八号 岡崎Ｕ邸新築工事                            (2007. 8 竣工) 

熊弐拾九号 福島Ｓ邸新築工事                            (2008.10 竣工) 

熊参拾号  川口Ｗ邸新築工事                            (2009. 3 竣工) 

熊参拾壱号 だるまスタジオ改修工事                       (2006. 7 竣工) 

熊参拾弐号 西原Ｏ邸新築工事                            (2008.12 竣工) 

熊参拾参号  KAMISHIMA CHINAMI 新宿髙島屋 IN SHOP                       (2008. 1 竣工) 

熊参拾四号  KAMISHIMA CHINAMI YELLOW PARCO IN SHOP                     (2008. 9 竣工) 

熊参拾伍号 岡崎Ｓ邸新築工事                                     (2008.10 竣工) 

熊参拾六号  K 邸音響改修工事                              (2009. 1 竣工) 



熊参拾七号 西宮Ｍ邸新築工事                       (2009. 6 竣工) 

熊参拾八号  tiny dinosaur 新宿髙島屋 IN SHOP                     (2009. 9 竣工) 

熊参拾九号  SEN 表参道ヒルズ IN SHOP                             (2009. 9 竣工) 

熊四拾号   CACE#1(CACOI)店舗改修工事                   (2009. 7 竣工) 

熊四拾壱号 LAMAI 店舗改修工事                                     (2009. 8 竣工) 

熊四拾弐号 岡崎Ｍ邸新築工事                               (2010. 6 竣工) 

熊四拾参号 用賀Ｍ邸新築工事                           (2010. 9 竣工) 

熊四拾四号 小淵沢Ｙ別邸新築工事                         (2010.12 竣工) 

熊四拾伍号 神楽坂Ｕ邸改修工事                          (2010. 4 竣工) 

熊四拾六号 東海 HIT 新社屋新築工事                           (2010.11 竣工) 

熊四拾七号 茅ヶ崎 S邸新築工事                             (2011. 2 竣工) 

熊四拾八号  鎌倉 S 邸「KAMAKURA SHIRINE」新築工事               (2011. 7 竣工)   

熊四拾九号 秋山Ｔ邸新築工事「和のガレージ」                    (2011.12 竣工)  

熊伍拾号  上町Ｅ邸新築工事                              (2012. 3 竣工)  

熊伍拾壱号 鹿児島Ｗ邸新築工事                         (2012. 3 竣工) 

熊伍拾弐号 Blue Note Tokyo MR 改修工事                       (2012. 9 竣工) 

熊伍拾参号 Blue Note Japan 新事務所改修工事 1                 (2012.12 竣工) 

熊伍拾四号 STREAMS JAPAN PRESSROOM 改修工事               (2013. 2 竣工) 

熊伍拾伍号 コロラド駒場店改修工事                     (2013. 2 竣工) 

熊伍拾六号 Blue Note produce cafe104.5 音響工事                  (2013. 4 竣工) 

熊伍拾七号 Blue Note Tokyo 厨房改修工事                      (2013. 6 竣工) 

熊伍拾八号 B.bee inc.事務所改修工事                        (2013. 6 竣工) 

熊伍拾九号 堀之内 S邸改修工事                        (2013. 9 竣工) 

熊六拾号   Blue Note Tokyo B1 Lounge“Backyard” 音響工事         (2013.11 竣工)    

熊六拾壱号 小金井 A邸新築工事                            (2014. 3 竣工) 

熊六拾弐号 Blue Note “Brooklyn Parlor Sapporo” 音響工事          (2014. 8 竣工)              

熊六拾参号  Blue Note “BLUE BOOKS cafe JIYUGAOKA” 音響工事         (2014. 1 竣工)   

熊六拾四号 Blue Note Japan 新事務所改修工事 2                  (2014.11 竣工) 

熊六拾伍号 B.bee inc.青山事務所改修工事                 （2015. 3竣工） 

熊六拾六号 聖蹟Ｋ邸「KATAOKA GALAXY」新築工事              （2015. 3竣工） 

熊六拾七号 駒場Ｍ邸「KOMABA HOLY MOUNTAIN」新築工事           （2015.11竣工） 

熊六拾八号 駒場 A 邸 TV ボード & bookshelf               （2015. 5 竣工） 

熊六拾九号 中台 T 邸新築工事                          （2015.12 竣工） 

熊七拾号  掛川Ｍ邸新築工事                      （2016. 2 竣工） 

熊七拾壱号 Smart News Turing bookshelf                 （2015. 7 竣工） 

熊七拾弐号 駒場 S・U邸新築工事                       （2017. 3 竣工）    

熊七拾参号 杉並 N 邸改修工事                      （2016. 3 竣工） 

熊七拾四号 馬込ガレージハウス「Stabile」新築工事            （2017.10 竣工） 



熊七拾伍号 北上野 HOTEL WAKU WAKU 改修工事                   （2017.12 竣工） 

熊七拾六号 豊中Y邸ホームシアター・サウンドスケープ工事         （2018. 3竣工） 

熊七拾七号  狛江 S 邸新築工事                               （2018. 3 竣工） 

熊七拾八号 大泉学園 K 邸新築工事                              （2019. 3 竣工） 

熊七拾九号 福岡笹丘 Y 邸ホームシアター新築工事                      （2018. 7 竣工）    

熊八拾号  HACCI JAPAN,LCC 本社水廻改修工事                       （2018. 8 竣工） 

熊八拾壱号 十和田 LOKO.SIKI プロジェクト新築工事             （2020. 4 竣工） 

熊八拾弐号 HACCI’s Lab プロジェクト新築工事                  （2021. 計画案） 

熊八拾参号 聖蹟Ｙ邸「風の丘の家」                      （2020. 3 竣工）   

熊八拾四号  高島平Ｈ邸「アウトドアリビング」                        （2020. 9 竣工） 

熊八拾伍号  吉祥寺 H 邸「音楽とラナイのあるリビング」             (2020. 1 竣工)        

熊八拾六号  吉祥寺 T 邸「光庭のある家」                    (2021. 4 竣工)   

熊八拾七号 鵠沼 S 邸新築工事                         (2021. 8 竣工） 

熊八拾八号 HACCI JAPAN,LCC 2F NEW Office 改修工事             (2021. 1 竣工） 

熊八拾九号 HACCI’s Lab ミツバチの楽園 PJ                     (2021.12 竣工） 

熊九拾号  岡崎 S アトリエ新築工事                          (2022. 3 予定） 

熊九拾壱号 世田谷 O邸新築工事                              (2023. 計画案） 

熊九拾弐号 前橋 I 邸新築工事                                 (2025. 計画案） 

熊九拾参号 岡崎 N 邸新築工事                        (2023. 3 予定）       

熊九拾四号 所沢 Forest Nest 新築工事                   (2023. 4 予定） 

熊九拾伍号 駒場髙橋店舗＆Tokyo Pasta Work’s 新築工事            (2024. 3 予定） 

熊九拾六号 福岡 I 邸新築工事                                 (2024. 1 予定） 

熊九拾七号 三鷹 H 邸 新築工事                       (2024. 3 予定）           

熊九拾八号 川⻄ DH プロジェクト棟新築工事                 (2024. 3 予定）       

熊九拾九号 Tokinosu Forest Nest 新築工事                          (2024. 6 予定） 

   

 

参加プロジェクト 

奥津温泉“花美人の里”プロジェクト                                （1999.6 竣工） 

熊本・宇土市 複合モール開発プロジェクト                         (2006.5～ ) 

銀座・京橋・日本橋/中央通照明デザイン国際競技  出品               (2006.8～11 ) 

Prospere オフィッス リノベーション                    (2006.10) 

中国・煙台市菜山区 迎春大街中段再開発プロジェクトコンペ 1 席         (2007.4～7 ) 

Tiny dinosaur オフィッス リノベーション                 (2009.11) 

東京国際空港新貴賓室新築工事                                     (2017.10～2019 ) 

 

 

 



受 賞 歴        

熊零号 奥津温泉“花美人の里”プロジェクト 

AMERICAN WOOD DESIGN AWARDS 2000 （2000） 

CITATION Award(入賞)   APA(ｴﾝｼﾞﾆｱ-ﾄﾞ･ｳｯﾄﾞ協会)協会賞  SPC (ｻｻﾞﾝﾊﾟｲﾝ協会)協会賞 

 

  



熊参拾号 川口Ｗ邸 奏々舟:「音楽ホールのある家」 

東京ガス主催 住まいの環境デザインアワード 2010 奨励賞 

東京建築士事務所協会主催東京建築賞 2011 戸建住宅部門優秀賞 

川口市都市計画課建築コンペ「才職建美」入選巻頭選抜 

 

 



熊六拾六号 聖蹟Ｋ邸「KATAOKA GALAXY」新築工事  

JAPAN WOOD DESIGN AWARDS 2020   

 

  

 



掲 載 誌 

新建築       1999. 9 月号     奥津温泉”花美人の里“ 

建築技術      1999. 9 月号     奥津温泉”花美人の里“ 

New HOUSE      2001. 5 月号     熊壱号   町田Ｔ邸 

新建築住宅特集   2002. 8 月号     熊七号   Ｔ・Ｈ邸 

New HOUSE      2002.10 月号     熊七号   Ｔ・Ｈ邸 

CONFORT       2003. 1 月号     熊七号   Ｔ・Ｈ邸 

New HOUSE      2003. 5 月号     熊九号   駒場Ａ邸 

モダンリビング   2004. 2 月号     熊壱拾四号 桜ヶ丘Ｓ邸 

CONFORT       2004. 4 月号     熊壱拾八号 KAMISHIMA CHINAMI AOYAMA SHOP  

流行通信      2004. 4 月号     熊壱拾八号 KAMISHIMA CHINAMI AOYAMA SHOP 

装苑        2004. 4 月号     熊壱拾八号 KAMISHIMA CHINAMI AOYAMA SHOP 

New HOUSE           2005. 2 月号     熊拾六号  高津Ｈ邸 

Journal du Textile  2005.9.26 発行     熊弐拾伍号 Lilith Japan AOYAMA SHOP 

季刊ホームシアター  2006. SPRING33     熊弐拾四号 深沢Ｉ邸 

ニューハウス・ムック 2006.7 月号 No114 熊弐拾四号 深沢Ｉ邸 

成美堂出版      2007.11 月号     熊九号   駒場Ａ邸 

住まいの設計    2009. 8 月号     熊弐拾四号 深沢Ｉ邸                   

Pen         2010. 4/1 号      熊参拾号川口Ｗ邸｢音楽ホールのある家｣ 

Car Sensor EDGE     2012.9            熊四拾九号秋山Ｔ邸「和のガレージ」                    

Pen+         2013.7           熊参拾号川口Ｗ邸｢音楽ホールのある家｣ 

商店建築 12     2014.Vol.59 No.12   Blue Note Tokyo Bar BACKYARD 

HiVi                2015.6            熊六拾六号聖蹟 K 邸「KATAOKA GALAXY」 

商標登録証         2015.6.12         音楽建築 Sound Architecture (登録第 5770251 号) 

才 職 建 美     2016.4       熊 参 拾 号 川 口 Ｗ 邸 ｢ 音 楽 ホ ー ル の あ る 家 ｣ 

Car Sensor EDGE 2017.7      熊 六 拾 六 号 聖 蹟 K 邸 「 KATAOKA GALAXY 」 

Car Sensor  EDGE    2018.4             熊七拾四号西馬込ガレージハウス「Stabile」 

時ノ寿の森クラブ  2019        熊六拾六号 K 邸、熊七拾号 S 邸、熊七拾七号 M 邸 

日刊建設工業新聞   2021.1.22        熊六拾六号聖蹟 K 邸「KATAOKA GALAXY」 

 

テレビ放送      2006.3 月放送  ＴＶ東京系列「住まいの極意」 深沢Ｉ邸  

  

 

 

 


