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株式会社 三木アトリエ

東京都港区芝浦４丁目21番１号

東京都港区芝5丁目25番7号 5286芝ビル 5階
TEL
FAX  03-5232-6605
URL   http://www.mikiatelier.com/

平成16年3月25日付　有限会社 三木アトリエ設立
平成22年6月30日付　株式会社 三木アトリエに組織変更

10,000,000円

代表取締役 三木 史
取締役 三木 裕明

三井住友信託銀行　芝営業部
三井住友銀行　三田通支店

建築、インテリア等の企画、デザイン、設計、施工、監理
家具、照明、オブジェ、美術品などの企画、デザイン、設計
家具、照明、オブジェ、美術品などの輸入、販売
建築、インテリアに関する撮影、グラフィックデザイン
建築、インテリアに関する出版物の編集、および出版業、広告制作
建築、インテリアに関する講演会、展覧会の開催
飲食店の企画、運営
映像、音響及びコンピュータ通信システムに関するシステム設計、施工、企画、運営、販売

映画の製作、製作請負
映画の企画、制作、制作請負
映画の売買、賃貸借
テレビ等の動画媒体において放送または配信される番組の企画、制作、制作請負、販売、賃貸借
ラジオ等の音声媒体において放送または配信される番組の企画、制作、制作請負、販売、賃貸借
インターネットを通じて配信、提供される映像、画像、音声、サイトの製作、企画、制作、制作請負
販売、賃貸借
ビデオソフト、オーディオソフトの企画、制作、制作請負、販売、賃貸借
出版の企画、制作、制作請負
コンピューターソフト、ビデオゲームの製作、企画、制作、制作請負、販売、賃貸借
玩具の企画、制作、制作委託、販売、賃貸借
映画監督、脚本家、演劇作家、演劇演出家、ゲームクリエイター、作家のマネジメント、エージェント
映画、演劇、テレビ番組、ラジオ番組、ビデオソフト、オーディオソフト、出版物、コンピューターソフト、
ビデオゲーム、玩具の輸出入
演劇の企画、制作、制作請負、制作委託
映画、演劇の興行、興行請負
著作権の管理
音楽出版
前各号の業務についての宣伝、宣伝請負、講演、教育研修、コンサルティングに関する業務

二級建築士事務所　東京都知事登録 第14736号
一般建築業許可　東京都知事許可（般-21）第132285号

03-5232-6600



平成26年

3月 サムスン日本研究所第二ビル　改修工事（施工）

4月 アミューズミュージアム　特別展＜奇跡のテキスタイルアート展～女性たちの知恵と直感～＞

展示ディスプレイ＆グラフィックデザイン（デザイン・ディスプレイ・施工）

T邸　外壁塗装工事（施工）2月

2月 グランイーグル西糀谷　インテリア物品販売（販売会~納品サポート）

1月 アクトピア北赤羽参番館　ユニットリノベーション（施工）

1月 茶の友　内装工事（設計・施工）

北国物産　ショップサイン（コーディネート）1月

1月 グランイーグル大森Ⅲほか　インテリア物品販売（販売会~納品サポート）

10月 アミューズミュージアム　特別展＜布の絵画BORO～美しいぼろ布展～＞

展示ディスプレイ＆グラフィックデザイン（デザイン・ディスプレイ・施工）

サムスン日本研究所本社　会議室改修工事（施工）8月

7月 トゥールブランシュ麻布　ユニットリノベーション（施工）

6月 サムスン日本研究所大阪研究所　ロビー改修工事（設計・施工）

8月 サムスン日本研究所大阪研究所　研究室改修工事（施工）

6月 グランイーグル久が原　インテリア物品販売（販売会~納品サポート）

サムスン日本研究所大阪研究所　研究室改修工事（施工）5月

1月 O・Sビル　全館改修工事（設計・施工）

アミューズミュージアム　特別展＜布のやさしさ・和の伝統文化・さしこ着物展～布を愛した人たちの知恵と美と

デザイン～＞展示ディスプレイ＆グラフィックデザイン（デザイン・ディスプレイ・施工）

3月

平成25年 12月 サムスン日本研究所大阪研究所　講堂新装工事（設計・施工）

目黒パークハイツ　ユニットリノベーション（施工）12月

10月 サムスン日本研究所　倉庫改修工事（施工）

9月 アミューズミュージアム　特別展＜ワークウェアを超えたアート展～布への思いが美を作りだす～＞

展示ディスプレイ＆グラフィックデザイン（デザイン・ディスプレイ・施工）

サムスン日本研究所本社　新研究室改修工事（施工）9月

隅田公園リバーサイドカフェ　基本設計デザイン（設計・デザイン）8月

グランイーグル大森南Ⅵ　インテリア物品販売（販売会~納品サポート）8月

O邸　外壁塗装工事（施工）8月

ゆうらいふ横浜　館内デザイン相談（コーディネート）7月

サムスン横浜研究所　新実験室改修工事（施工）6月

6月 サムスン横浜研究所大阪研究所　4階研究室改修工事（施工）

5月 アミューズミュージアム　屋上看板工事（施工）

5月 サムスン大阪研究所　2階研究室改修工事（施工）

4月 サムスン横浜研究所　講堂改修工事（施工）

サムスン横浜研究所　某研究室改修工事（施工）4月

スーモカウンター高崎店　新装工事（内装・電気設備・サイン施工）3月

スーモカウンター市川妙典店　新装工事（内装・サイン施工）3月

グランイーグル南六郷Ⅲ　インテリア物品販売（販売会~納品サポート）3月

2月 北国物産浅草店　新装工事（什器・サイン施工）

2月 スーモカウンター品川店　新装工事（サイン施工）

2月 スーモカウンター東雲店　新装工事（内装・サイン施工）

1月 スーモカウンター所沢店　新装工事（内装・サイン施工）

事業実績



仮称）津田沼　モデルルームコーディネート（インテリアコーディネート）2月

アミューズミュージアム　屋上看板補修工事（施工）3月

グランイーグルリバーサイド大森　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）3月

平成24年 11月 サムスン横浜研究所大阪研究所　社員食堂新設工事（設計・施工）

10月 サムスン横浜研究所第2ビル　移転工事（施工）

10月 グランイーグル多摩川スカイヴュー　インテリア物品販売（販売会~納品サポート）

おおくま会計/ワンストップビジネスセンター蔵前　オフィス新装工事（内装デザイン・施工）8月

8月 Deportere Club　新設工事（施工）

6月 サムスン電子ジャパン本社17F　展示台設営工事（施工）

5月 グランイーグル千歳船橋　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）

トッパン・コスモショールーム　建具デザイン（デザイン）5月

日本サムスン本社20F　リニューアル工事（施工）5月

サムスン横浜研究所1F旧クリーンルーム　改修工事（施工）5月

ペットサロンkukuru　新装工事（施工）4月

日本家居体験館　上海AJT建材ショールーム新装工事（設計・デザイン）4月

アミューズミュージアム　特別展＜BORO 美しいぼろ布展～日本人は何を失い、何を守ってきたのか？～＞

展示ディスプレイ＆グラフィックデザイン（デザイン・ディスプレイ・施工）

4月

ベルフラワー鹿浜　リフォーム内装工事（内装デザイン・施工）3月

グランイーグル多摩川Ⅵ　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）3月

美容室kuraimu　新装工事（施工）2月

サムスン横浜研究所　SLED室内装工事（施工）1月

事業実績

平成23年 グランイーグル川崎Ⅶ　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）11月

代官山コーポラス　ユニットリノベーション工事（企画設計・CGパース）10月

アミューズミュージアム　特別展＜LOVE!Handmade～手しごと刺繍展～＞展示ディスプレイ＆グラフィックデザイン

（デザイン・ディスプレイ・施工）

10月

グランイーグル蒲田ネオハート　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）9月

C*LAB PROJECT by Le Champ De Pierres　ケーキファクトリー＆ラボ店舗新装工事（施工）8月

日本タービンテクノロジー成田本社　リニューアル工事（企画設計・デザイン）7月

アミューズミュージアム　東日本大震災後の建物調査及び補修（調査報告・施工）6月

昭和歌謡コシダカシアター　シアターレストラン改修工事（内装デザイン・建築設計・舞台設備設計・施工）6月

グランイーグルシーサイド大森　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）6月

アミューズミュージアム　特別展＜Japanese Beauty「もっとかわいく!女らしく」展＞

展示ディスプレイ＆グラフィックデザイン（デザイン・ディスプレイ・施工）

4月

三十坪の秘密基地　ギャラリー新装工事（内装デザイン・設計・施工）4月

グランイーグル新蒲田Ⅱ　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）3月

谷中国際交流村　ショールーム店舗新装工事（施工）1月



2月 クレセント上野毛　ユニットリノベーション工事（内装デザイン・設計）

12月 日本タービンテクノロジー　オフィス活性化グラフィックデザイン（グラフィックデザイン）

12月 東芝エルイーソリューション　商談ルーム新装工事（内装デザイン・設計・施工）

12月 クレヴィア相模大野　モデルルームコーディネート＆標準仕様コーディネート

（内装デザイン・インテリアコーディネート・施工）

11月 アミューズミュージアム　特別展＜LOVE!Handmade～針と糸が織りなす世界～＞展示ディスプレイ＆グラフィックデザイン

（デザイン・ディスプレイ・施工）

9月 グランイーグル西糀谷Ⅲ　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）

9月 グランイーグル御幸公園　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）

9月 某都市銀行　建物調査（プロジェクトマネジメント）

8月 アミューズミュージアム　ショップ及びギャラリー内装工事（設計・施工）

7月 セグラス六区ビル　ダンススタジオ・オフィス及び会議室新装工事（内装デザイン・設計・施工）

7月 浅草まねきねこ館　特設ステージ用演出装置・電気設備工事（施工）

7月 アミューズミュージアム　特別展＜藍きもの～美しいはたらき着～展＞展示ディスプレイ＆グラフィックデザイン

（デザイン・ディスプレイ・施工）

6月 グランイーグル多摩川リバーサイド　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）

5月 アミューズミュージアム　屋上ビアガーデン設営工事（内装デザイン・設計・施工）

5月 Maho’s Table（料理教室＆お菓子工房）新装工事（内装デザイン・設計・施工）

4月 アミューズミュージアム　レッスンルーム及び会議室設営工事（内装デザイン・設計・施工）

3月 グランイーグル川崎Ⅵ　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）

3月 グランイーグル矢口Ⅱ　インテリア物品販売（販売会～納品サポート）

3月 アミューズミュージアム　特別展＜麻と毛糸のハイファッション・美しい手仕事展＞

展示ディスプレイ＆グラフィックデザイン（デザイン・ディスプレイ・施工）

平成22年

事業実績

平成21年 12月 秀和等々力レジデンス　ユニットリノベーション工事（内装デザイン・設計）

10月 アミューズミュージアム　新装工事（飲食＆物販＆展示施設＆共同住宅内装デザイン・設計・施工）

9月 アミューズミュージアム　グラフィックデザイン＆展示ディスプレイ（デザイン・ディスプレイ・施工）

6月 大熊朋子税理士事務所　新装工事（内装デザイン・設計・施工）

6月 シャルマン築地明石町　ユニットリノベーション工事（内装デザイン・設計・施工）

6月 ヴィナシス金町　エントランス＆ヴューラウンジ＆ゲストルーム＆ヒーリングコーナー＆キッズコーナー＆集会室＆テラス

（内装デザイン・インテリアコーディネート）

5月 仮称）三社会館　告知広告アート＆ウインドウディスプレイ（デザイン・ディスプレイ・施工）

2月 イニシア千住曙町　ゲストルーム＆カフェ＆ラウンジ＆キッズコーナー＆フィットネスルーム

（内装デザイン・インテリアコーディネート）

2月 欧風料理　のがも乃家　元八王子店　新築工事（内装デザイン・設計）

1月 独立行政法人　情報通信研究機構　プレゼンテーションツール製作（CGグラフィックデザイン）



12月 ガレリアグランデ　ユニットリノベーション工事(インテリアコーディネート）平成20年

9月 東京工業品取引所　トレーディングルーム　改修工事（内装デザイン・設計・映像コンテンツ製作）

4月 葉山K邸　リノベーション工事（内装デザイン・設計・インテリアコーディネート） 

3月 六本木ハイツ　ユニットリノベーション工事（内装デザイン・設計）

事業実績

現在に至る

8月 京王プラザホテル　コンコードボールルーム　改修工事（映像+音響演出システム企画提案）

4月 浅草今半　建替工事（CGグラフィックデザイン）

2月 SNOOPY TOWN　ららポート横浜　新装工事（内装+グラフィックデザイン）

平成19年

12月 SNOOPY TOWN mini 豊洲（グラフィックデザイン）

10月 グランイーグル　マンションインテリア企画設計（インテリアセミナー企画・開催）

平成18年

12月 高村医院レントゲン室　改修工事（設計・施工）

11月 グランイーグル　マンションインテリア企画設計（インテリアセミナー企画・開催）

5月 愛住ハイツ　外装リニューアル工事（設計・施工）

平成17年

12月 東京コカ・コーラボトリング　エアポートダイナー　新装工事（企画・内装設計・グラフィックデザイン）

11月 東京コカ・コーラボトリング　NOGIZAKA　IN　新装工事（企画・建築設計・内装デザイン）

6月 スズキ自販神奈川本社ショールーム　リニューアル工事（内装デザイン）

5月 グランイーグル　マンションインテリア企画設計（インテリアセミナー企画・開催）

5月 スズキアリーナみどり店　新築工事（内装デザイン）

4月 六本木 BAR TOOLS　新装工事（内装デザイン・設計・インテリアコーディネート）

平成16年



主な取引先
日本サムスン株式会社
サムスン電子ジャパン株式会社
株式会社サムスン日本研究所
株式会社東京工業品取引所
東芝エルイーソリューション株式会社
独立行政法人 情報通信研究機構
株式会社アミューズ
株式会社アミューズエデュテインメント
株式会社BIG UP
株式会社コシダカ

伊藤忠都市開発株式会社
株式会社リビタ
株式会社グランイーグル
株式会社日本土地建物
株式会社コスモスイニシア
株式会社コスモスモア
株式会社NATULUCK
明豊ファシリティワークス株式会社
有川工業株式会社

株式会社日本設計
鹿島建設株式会社
日本建設株式会社
株式会社ピーエス三菱
S・アーバンプラニング一級建築士事務所
高島屋スペースクリエイツ株式会社
中村展設株式会社
株式会社リリカラ
株式会社トッパン・コスモ

株式会社アドバンス・テクノロジー・サービス
ブルージェイエンタテインメント株式会社
株式会社ドリームファクトリーワールドワイド
セグラスエレメント株式会社
株式会社松竹サービスネットワーク
株式会社タカデン
株式会社ビデオプロモーション

株式会社滝新
メイコー株式会社
有限会社工房舎
株式会社ルーツ
ユーイーエスエンジニアリング株式会社
株式会社ミヤハン

株式会社アルフレックス ジャパン
AD CORE DEVISE INC.
株式会社インターオフィス
株式会社カッシーナ・イクスシー
株式会社アイデック
株式会社アクタス
株式会社アダル
株式会社ワイス・ワイス
株式会社プレステージ・ジャパン
株式会社藤栄
株式会社アンカー工芸

株式会社イトーキ
株式会社岡村製作所
コクヨオフィスシステム株式会社
トヨセット株式会社

コイズミ照明株式会社
遠藤照明株式会社
ヤマギワ株式会社
パナソニック電工株式会社
スワロフスキー・ジャパン株式会社
株式会社ミューズ・ディー
株式会社共立
エース照明株式会社

株式会社フジマック
マルゼン株式会社

スガツネ工業株式会社
株式会社ベスト
株式会社ユニオン
河淳株式会社
美和ロック株式会社

株式会社レゾナンス
ナショナル物産株式会社
株式会社ニート
有限会社リギア
株式会社ヤマプラス千葉

（順不同）

株式会社翔洋
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