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おわびと訂正

本l"ct.昭和50.年3月号において以下町鋲りがありました。編集部内ミスにより、企業各社、会J1読者ーならびに関係各位に大変ご

迷惑をおかけいたしましたことを深〈お詫び'1'し上げますととらに、 J且しんで次のように訂正いたします。

・作品作風欄61頁下段掲載の「京都中央信用金庫本庖 営業室J の光天井として側ABC商会のアルミ照明ルーパーを紹介し

ましたが、同商32は営業室以外に使用されており、営業室においては奥村重兵衛鮒の日進式装飾天井 クロッパーが使用さ れ

てお Oます.

・64頁上段掲載の主Il物名称見出し. (宮~ ) 大阪府市合同庁合市議会議場

・65頁下段他載の 「協栄サウナJ の1tL話得号. (鋲) 0.6-371-3821(何
(.iE) 池田府市合同庁舎市説会験場

(正) 0.6-372-3821附
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