
第２号様式(第2条関係）

令和5年5月23日更新

事務所電話番号

事務所FAX番号 診断設計 工事監理

2018 492 2025.9.30
長坂　健太郎
（一級建築士）

162-0843 新宿区市谷田町2-20司ビル2階
株式会社　長坂設計工舎
一級建築士事務所

03-5206-2401
03-5206-2407

○ ○ 構造設計事務所 ken@nagasaka.com

2022 522 2025.9.30
元松　直治
（二級建築士）

162-0845
新宿区市谷本村町2-33
ART ICHIGAYA#01

モトマツアトリエ
090-1204-5083
03-6265-3835

〇 建築設計
office@motomatsu-
atelier.com

H20 1 2025.9.30
小松　清路
（一級建築士）

169-0072 新宿区大久保2-1-3-1201 株式会社ASKA建築研究所
03-3209-3127
03-3209-3126

○ ○ サービス業　建築設計監理 aska@aska-komatsu.jp

H29 448 2023.9.30
長谷川　瑛子
（二級建築士）

169-0072 新宿区大久保2-3-6-502 株式会社田中雅美建築設計事務所
03-3204-7811
03-3204-7812

○ ○ 建築設計・監理・調査 hasegawa_e@mta-a.com

H20 4 2023.9.30
澤田　政廣
（二級建築士）

161-0034 新宿区上落合2-25-1 ㈲沢田建設
03-3364-3581
03-3364-6519

○ ○ 一般建築業

H20 5 2025.9.30
小島　健志
（一級建築士）

161-0034 新宿区上落合3-16-2
一級建築士事務所
株式会社小島工務店

03-3367-8231
03-3367-8233

○ ○ 建築設計事務所・建築工事業 kojima@koumuten.co.jp

2020 510 2023.9.30
安國　映子
（一級建築士）

169-0074 新宿区北新宿１－１２－１４－４０４
株式会社菊池‐安國
建築設計事務所

03-5348-5594
03-5348-5594

○ 建築設計事務所
kikuchi@kikuchi-
yasukuni.co.jp

H20 6 2023.9.30
河井　修
（一級建築士）

169-0074
新宿区北新宿4-8-2
VIP北新宿103

河井修建築工房
03-5330-9865
03-5330-9865

○ ○ 建築設計事務所
studio_kawai@kde.biglobe.ne.
jp

H29 454 2023.9.30
菅家　太
（一級建築士）

161-0033 新宿区下落合3-6-29-104
一級建築士事務所
菅家太建築設計事務所

080-6545-9357
FAXなし

○ ○ 建築設計事務所 kanke@zephyr.dti.ne.jp

2018 485 2024.9.30
髙橋　義一
（一級建築士）

161-0033 新宿区下落合4-21-16 タカハシ建設株式会社
03-6908-1912
03-6908-1913

○ 設計事務所 takahashi@taka-ken.net

H20 107 2025.9.30
島尾　香栄
（一級建築士）

162-0822 新宿区下宮比町2-18-504 有限会社高橋建築工房
03-5261-8944
03-5261-9168

○ ○ 企画・設計・監理・調査 VYB12252@nifty.ne.jp

H20 108 2025.9.30
高橋　政則
（一級建築士）

162-0822 新宿区下宮比町2-18-504 有限会社高橋建築工房
03-5261-8944
03-5261-9168

○ ○ 企画・設計・監理・調査 VYB12252@nifty.ne.jp

H24 319 2023.9.30
山田　大樹
（二級建築士）

160-0022
新宿区新宿1-24-7
ルネ御苑プラザ413

株式会社本多建築設計事務所
03-3359-5612
03-3359-6740

○ ○ 設計・監理、建物調査診断他 K2plan@tokyo.email.ne.jp

H26 373 2025.9.30
鴻巣　俊
（一級建築士）

160-0022
新宿区新宿1-34-12
新宿石井ビル706

鴻巣建築事務所
一級建築士事務所

03-3226-9357
03-3226-8316

○ ○ 建築設計・監理 wt_kounosu@nifty.com

2021 510 2025.9.30
野澤　充夫
（二級建築士）

160-0022
新宿区新宿5-12-15
KATOビル4F

有限会社グン企画設計一級建
築士事務所

03-3341-5231
03-3341-5232

〇 〇 建築設計監理 gunn-kikaku@nifty.com

2018 490 2025.9.30
廣田　勝典
（一級建築士）

160-0022 新宿区新宿5-12-15　KATOビル4F
有限会社グン企画設計一級建
築士事務所

03-3341-5231
03-3341-5232

○ ○ 建築設計監理 gunn-kikaku@nifty.com

2022 537 2025.9.30
大竹　時正
（一級建築士）

160-0022
新宿区新宿5-12-15
KATOビル4F

有限会社グン企画設計一級建
築士事務所

03-3341-5231
03-3341-5232

〇 〇 建築設計監理 gunn-kikaku@nifty.com

H28 413 2025.9.30
倉本　洋実
（一級建築士）

160-0022
新宿区新宿5-17-17
渡菱ビル2階

殖産住宅株式会社本社一級
建築士事務所

03-3200-0511
03-3200-0517

○ ○ 建設業 kuramoto@shokusan-j.co.jp

H28 425 2025.9.30
永井　孝和
（二級建築士）

160-0022
新宿区新宿5-17-17
渡菱ビル2階

殖産住宅株式会社一級建築
士事務所

03-3200-0511
03-3200-0517

○ ○ 建設業
takakazu02-
nagai042@shokusan-j.co.jp

H29 463 2025.9.30
伊藤　賢司
（一級建築士）

160-0022 新宿区新宿7-12-8
有限会社伊藤工務店
一級建築士事務所

070-5571-1177
03-3203-1177

○ ○ 建築設計・監理及び施工 1100ken@gmail.com

H21 139 2023.9.30
長沼　幸充
（一級建築士）

162-0065 新宿区住吉町2-18-505 長沼アーキテクツ株式会社
03-3359-2955
03-6661-3120

○ ○ 建築設計 info@hnaa.jp

H29 460 2023.9.30
木原　秀人
（二級建築士）

162-0065 新宿区住吉町11-20 大栄工業株式会社
03-3359-0391
03-3353-5917

○ 建設業 info@daiei-con.jp

2020 506 2023.9.30
小笠原　勉
（二級建築士）

162-0065 新宿区住吉町11-20 大栄工業株式会社
03-3359-0391
03-3353-5917

○ 〇 建設業 info@daiei-con.jp

2022 532 2025.9.30
松野　浩
（一級建築士）

169-0075
新宿区高田馬場1-28-7
ヒルサイドパレス1006

株式会社　モロ建築設計事務
所

03-3208-5730
03-3204-7417

〇 〇
専門・技術サービス業
建築設計業

XLW04541@nifty.com

H22 216 2025.9.30
小西　里司
（一級建築士）

160-0075
新宿区高田馬場1-31-8
ダイカンプラザ911

一級建築士事務所
有限会社小西建築事務所

090-2629-1985
03-3205-2873

○ ○ 建築設計監理業 kao-sho@vesta.ocn.ne.jp

H26 396 2023.9.30
吉森　正明
（一級建築士）

169-0075 新宿区高田馬場2-10-8 ワイ・リペア株式会社
03-3209-0331
03-3209-0392

○ ○ 建設業 yoshimori@ymcon.com

2022 529 2025.9.30
上田　功
（一級建築士）

169-0075
新宿区高田馬場2-14-9
明芳ビル601

一級建築士事務所
株式会社二葉補償リサーチ

03-3205-1775
03-3205-1731

〇
公共事業にかかる補償コンサルタント業
務、建築の設計及び監理並びに建設工
事費等の積算業務

eigyo@futaba-cr.co.jp

2018 477 2025.9.30
佐久間　槇夫
（一級建築士）

169-0075 新宿区高田馬場4-29-6 ＭＡＫＩ設計室
03-3368-0815
03-3368-2845

○ ○ 建築設計事務所 makiarch@jcom.zaq.ne.jp

2022 527 2025.9.30
山内　泰明
（一級建築士）

169-0075
新宿区高田馬場4-34-14
CASA-KS　2F

株式会社山内設計
03-5389-7321
03-6279-2361

〇 〇 建築設計
y.yamauchi@yamauchi-
aa.co.jp

H28 423 2025.9.30
髙田　康臣
（一級建築士）

169-0075
新宿区高田馬場4-34-14
CASAKS406号

ジョージナカネデザインオフィス
一級建築士事務所

03-5937-5103
03-5937-5104

○ ○ 建築設計 takada@gnyt.jp

2022 541 2025.9.30
財部　裕
（一級建築士）

162-0833
新宿区箪笥町13　グローバル新神楽
坂8階

株式会社　エーラ一級建築士
事務所

03-6265-0366
03-6265-0373

〇 〇 設計事務所 takarabe@ara-inc.info

H28 437 2023.9.30
三栖　邦博
（一級建築士）

161-0035 新宿区中井2-19-16-101
三栖邦博・環境デザイン研究室
一級建築士事務所

03-3952-0958
03-3952-0958

○ ○ 設計監理・自営 kmisuymisu@yahoo.co.jp

H29 450 2023.9.30
河内　成司
（一級建築士）

161-0032 新宿区中落合2-11-4 株式会社ウルテック
03-4335-7555
03-4335-7557

○ ○
不動産売買・賃貸・管理
建築・土木・内装工事の設計施工管理 kawachi@urtec.co.jp

H29 451 2023.9.30
吉川　修三
（二級建築士）

161-0032 新宿区中落合2-11-4 株式会社ウルテック
03-4335-7555
03-4335-7557

○ ○
不動産売買・賃貸・管理
建築・土木・内装工事の設計施工管理 kikkawa@urtec.co.jp

H20 34 2023.9.30
秋田　勝也
（一級建築士）

161-0031 新宿区西落合3-24-13 ㈱秋田設計
03-3950-2471
03-3950-2476

○ ○ 建築設計 s.akt@spn6.speednet.ne.jp

H20 35 2023.9.30
若松　永
（一級建築士）

161-0031 新宿区西落合3-24-13 ㈱秋田設計
03-3950-2471
03-3950-2476

○ ○ 建築設計 s.akt@spn6.speednet.ne.jp

2022 542 2025.9.30
水上　亮
（一級建築士）

160-0023 新宿区西新宿1-8-3
株式会社小田急エージェン
シー　一級建築士事務所

03-3346-0108
03-3346-5955

〇 〇 広告業
takashi.mizukami@odakyu-
ag.co.jp

H21 136 2023.9.30
益田　あけみ
（一級建築士）

160-0023 新宿区西新宿3-7-21-705 RA一級建築士事務所
03-3345-5446
03-5322-1820

○ ○ 個人設計事務所 desk@kemi.jp

2017 447 2025.9.30
市毛　茂
（一級建築士）

160-0023 新宿区西新宿5-8-5-402 株式会社グローウィル
03-6276-6412
03-6276-6413

○ ○ 建築設計・施工 ichige@grow-will.co.jp

H24 289 2023.9.30
島田　清貴
（一級建築士）

160-0023 新宿区西新宿5-19-7 有限会社島田工務店
03-3372-5807
03-3372-5813

○ ○ 建設業 shimada@iaa.itkeeper.ne.jp

2022 526 2025.9.30
仲森　眞由美
（一級建築士）

160-0023
新宿区西新宿8-4-12
石沢ビル3F

株式会社アスリード
03-6908-6995
03-6908-6996

〇 〇
一級建築士事務所・建設業・宅
地建物取引業

mail2021@asread.jp

H23 261 2023.9.30
楢舘　司
（一級建築士）

160-0023
新宿区西新宿8-15-1
西新宿八丁目ビル11F

住友不動産株式会社
住宅再生一級建築士事務所

03-3346-7803
03-3346-7335

○ 設計
naradate.tsukasa@sumitomo
-rd.co.jp

対応補助金業務
業種・業態 メールアドレス

新宿区木造住宅等耐震診断登録員台帳

　この耐震診断登録員台帳（名簿）は、事務所所在地の、町名ごとの五十音順となっています。（新宿区内業者は名簿の前半に載っています。区外業者は名簿の後半に載っています。）
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2012 302 2024.9.30
増田　朱里
(二級建築士）

160-0023
新宿区西新宿8-15-1西新宿八丁
目ビル11Ｆ

住友不動産株式会社
03-3346-7803
03-3346-7335

○ ○ 建設業
masuda.juri@sumitomo-
rd.co.jp

H29 462 2023.9.30
名倉　敬
（一級建築士）

160-0023 新宿区西新宿8-15-1
住友不動産株式会社
住宅再生一級建築士事務所

03-3346-7803
03-3346-7335

○ 〇 建設業
nagura.takashi@j.sumitomo-
rd.co.jp

H26 382 2025.9.30
祢冝　洋平
（一級建築士）

160-0023 新宿区西新宿8-15-1
住友不動産株式会社
住宅再生一級建築士事務所

03-3346-7803
03-3346-7335

○ 建設業
negi.youhei@j.sumitomo-
rd.co.jp

H26 386 2023.9.30
三科　有司
（一級建築士）

160-0023 新宿区西新宿8-15-1
住友不動産株式会社
住宅再生一級建築士事務所

03-3346-7803
03-3346-7335

○ 建設業
mishina.yuuji@j.sumitomo-
rd.co.jp

H28 419 2025.9.30
内村　重成
（一級建築士）

160-0023 新宿区西新宿8-15-1
住友不動産株式会社
住宅再生一級建築士事務所

03-3346-7803
03-3346-7335

○ ○ 建設業
uchimura.shigenari@j.sumito
mo-rd.co.jp

H28 420 2025.9.30
大場　直子
（二級建築士）

160-0023
新宿区西新宿8-15-1
西新宿8丁目ビル11階

住友不動産株式会社
住宅再生一級建築士事務所

03-3346-7803
03-3346-7335

○ ○ 建築設計・施工
oba.naoko@sumitomo-
rd.co.jp

2020 509 2025.9.30
上野　容子
（一級建築士）

160-0023
新宿区西新宿8-15-1
西新宿8丁目ビル11階

住友不動産株式会社
03-3346-1084
03-3346-7335

○ 〇 建設業
ueno.youko@j.sumitomo-
rd.co.jp

2022 523 2025.9.30
古屋　裕二
（二級建築士）

160-0023 新宿区西新宿8-15-1 11階
住友不動産株式会社
新築そっくりさん事業本部

03-3346-7803
03-3346-7335

〇 〇 建設業・建物リフォーム業
furuya.yuuji@j.sumitomo-
rd.co.jp

2022 524 2025.9.30
泉川　修
（二級建築士）

160-0023
新宿区西新宿8-15-1
西新宿八丁目ビル 11階

住友不動産株式会社
03-3346-7803
03-3346-7335

〇 〇 建設業・リフォーム
izumikawa.osamu@sumitomo
-rd.co.jp

2022 525 2025.9.30
豊田　博志
（二級建築士）

160-0023 新宿区西新宿8-15-1 11階 住友不動産株式会社
03-3346-7803
03-3346-7335

〇 〇 建設業・リフォーム
toyoda.hiroshi@sumitomo-
rd.co.jp

2022 535 2025.9.30
米持　政人
（一級建築士）

160-0023 新宿区西新宿8-15-1
住友不動産株式会社
住宅再生一級建築士事務所

03-3346-7803
03-3346-7335

〇 〇 建設業
yonemochi.masato@sumitom
o-rd.co.jp

2022 538 2025.9.30
山﨑　善伸
（二級建築士）

160-0023 新宿区西新宿8-15-1 住友不動産株式会社
03-3346-7803
03-3346-7335

〇 〇 リフォーム業
yamazaki.yoshinobu@sumito
mo-rd.co.jp

2022 540 2025.9.30
村田　美恵
（一級建築士）

160-0023 新宿区西新宿8-15-1 住友不動産株式会社
03-3346-7803
03-3346-7335

〇 〇 リフォーム業
fujisawa.yoshie@sumitomo-
rd.co.jp

H22 240 2025.9.30
加藤　弘
（一級建築士）

160-0023
新宿区西新宿8-15-15
キャトルセゾン302

加藤建築設計室
一級建築士事務所

03-3227-1577
03-6807-7153

○ ○ 建築設計・監理業務 info@kato-arch.com

2021 518 2024.9.30
野田　道隆
（一級建築士）

160-0023
新宿区西新宿8-16-2
新宿グランドウィング2F

株式会社ウェルファー　一級建
築士事務所

03-5989-1191
03-5989-1192

〇 〇 住宅リフォーム設計・施工 info@wellfar.co.jp

2021 519 2024.9.30
山下　明彦
（二級建築士）

160-0023
新宿区西新宿8-16-2
新宿グランドウィング2F

株式会社ウェルファー　一級建
築士事務所

03-5989-1191
03-5989-1192

〇 〇 リフォーム業・設計施工 a-yamashita@wellfar.co.jp

H22 197 2025.9.30
中里　信文
(一級建築士）

169-0073
新宿区百人町1-18-8
大久保カドビル301

中里一級建築士事務所
03-3366-2171
03-3366-4761

○ ○ 建築設計 nobufumi@ab.auone-net.jp

H28 436 2024.9.30
中里　昭
(一級建築士）

169-0073 新宿区百人町1-18-8 中里一級建築士事務所
03-3366-2171
03-3366-4761

○ ○ 建築設計 akiran@d2.dion.ne.jp

2022 528 2025.9.30
杉山　里奈
（一級建築士）

162-0805 新宿区矢来町145番地 有限会社鶉建築事務所
03-3269-5681
03-３268-2425

〇 設計

H29 459 2023.9.30
仁平　保
（一級建築士）

160-0008
新宿区四谷三栄町23-1　ライラック
三栄3F

株式会社日東設計事務所
03-3359-2061
03-3359-2275

○ ○ 建築設計・監理 nihei@nitto-arc.co.jp

H24 325 2025.9.30
山﨑　明
（一級建築士）

160-0011 新宿区若葉1-10　FNビル102 株式会社安田望建築設計事務所
03-3355-3071
03-3355-3072

○ ○ 建築設計事務所 yamazaki@ny-arch.net

H25 358 2025.9.30
安田　望
（一級建築士）

160-0011 新宿区若葉1-10
株式会社安田望建築設計事
務所

03-3355-3071
03-3355-3072

○ ○ 建築設計・監理 yasuda@ny-arch.net

H20 46 2025.9.30
佐藤　正條
（一級建築士）

174-0063 板橋区前野町6-24-1-305 株式会社條建築設計事務所
03-5939-8980
03-5939-8979

○ ○ 建築設計監理 jo-sekkei@arion.ocn.ne.jp

2021 515 2024.9.30
熊谷　健二
（一級建築士）

133-0051 江戸川区北小岩1-6-15-301 アルファケイ建築設計事務所
03-3672-7466
043-463-2170

〇 〇
建築設計業・住宅設計（耐震含
む）

arufak@khaki.plala.or.jp

2020 502 2023.9.30
軽石　実
（一級建築士）

143-0016 大田区大森北6-6-16 軽石実一級建築士事務所
03-5753-3541
03-5753-3542

〇 建築構造建築設計事務所 m.karuishi@kjc.biglobe.ne.jp

2022 530 2025.9.30
本橋　修
（一級建築士）

145-0062 大田区北千束2-39-3 MOT建築研究所
03-3727-4855
03-3727-4855

〇 〇 建築設計業・住宅設計（耐震含む） archmot@ybb.ne.jp

H21 141 2025.9.30
岩﨑　孝一
（一級建築士）

136-0071 江東区亀戸1-11-4-403号
株式会社吾妻設計
一級建築士事務所

03-3684-0352
03-3684-0880

○ ○ 建築設計・監理 k-iwa.azuma@nifty.com

2021 517 2025.9.30
鈴木　昭夫
（一級建築士）

150-0013 渋谷区恵比寿4-18-1-406 サンリョウ設計(有)
03-5795-1305
03-5795-1306

〇 〇 建築設計・工事監理
s_ao_suzuki@muc.biglobe.ne.j
p

2018 488 2024.9.30
堀川　雅代
（一級建築士）

150-0033 渋谷区猿楽町20-4
一級建築士事務所　tori建築
設計工房

080-3164-4688
FAXなし

○ ○ 建築設計事務所 horry0034@gmail.com

H26 374 2025.9.30
佐賀　修
（一級建築士）

150-0012 渋谷区広尾1-7-2-401 ㈱佐賀田中建築研究所
03-3407-2097
03-3400-8569

○ ○
建築構造設計・監理
耐震補強設計・監理

tanakate@sepia.ocn.ne.jp

H26 369 2025.9.30
安達　和男
（一級建築士）

151-0071 渋谷区本町2-23-15 Adachi Archi Associate
03-3377-1832
03-3377-1832

○ 建築設計コンサルタント k-adachi@ja2.so-net.ne.jp

H29 441 2025.9.30
角田　靖彦
（一級建築士）

150-0036
渋谷区南平台町2-17
日交渋谷南平台ビル

㈱東急 Re・デザイン
03-3462-6844
03-3464-0068

○ ○ 住宅メーカー・リフォーム会社
nobuhiko-kakuda@tokyu-
rd.jp

2022 533 2025.9.30
渡邊　健一
（二級建築士）

150-0036
渋谷区南平台町2-17
日交渋谷南平台ビル4F

株式会社　東急Re・デザイン
03-3496-0109
03-5457-7109

〇 〇 建設業、住宅リフォーム
kenichi-watanabe@tokyu-
rd.jp

H29 452 2025.9.30
稲垣　保
（一級建築士）

151-0053 渋谷区代々木2-23-1-452号室 株式会社高齢者住環境研究所
03-3377-6490
03-3377-6497

○ ○ 設計・施工 inagaki@kojuken.com

2018 473 2024.9.30
一瀬　敏彦
（一級建築士）

167-0032 杉並区天沼2-7-11-206
合同会社一瀬建築設計事務
所

03-5335-7058
FAXなし

○ ○ 設計事務所
ichinose@ichinosearchitects.
com

2017 467 2024.9.30
木村　修
（一級建築士）

166-0001
杉並区阿佐谷北1-3-5
キリサワビル201

株式会社木村不動産鑑定一
級建築士事務所

03-5356-9158
03-5356-9159

○ ○ 不動産鑑定、建築設計 osamu@kimurakantei.com

H21 149 2023.9.30
手嶋　勇
（一級建築士）

166-8577 杉並区阿佐谷南3-35-21
一級建築士事務所
株式会社細田工務店

03-5397-7782
03-5397-7719

○ ○ 一級建築士事務・建設業 i.tejima@hosoda.co.jp

H27 406 2023.9.30
平野　ちはる
（二級建築士）

166-8577 杉並区阿佐谷南3-35-21
一級建築士事務所
株式会社細田工務店

03-5397-7782
03-5397-7719

○ 〇 一級建築士事務所・建設業 c.hirano@hosoda.co.jp

2021 513 2025.9.30
河原　典子
（一級建築士）

166-0002 杉並区高円寺北2-1-10
Kappa研築工房
河原一級建築士事務所

090-6134-1643
03-5306-2234

〇 〇 建築設計・監理 at_kappa@yahoo.co.jp

2019 501 2025.9.30
村上　友佳子
（一級建築士）

168-0072 杉並区高井戸東2-4-5
ミサワリフォーム株式会社
一級建築士事務所

03-5344-7516
03-3331-4798

○ ○ 設計・現場監理
Yukako_Murakami@home.mis
awa.co.jp

H20 74 2025.9.30
千賀　良作
（一級建築士）

168-0081 杉並区宮前4-25-2 株式会社千賀建築設計事務所
03-5370-4651
03-5370-4652

○ ○ 建築設計・工事監理 senga_archi@tbz.t-com.ne.jp

H22 217 2023.9.30
大﨑　恵美子
（二級建築士）

130-0026 墨田区両国3-12-8-404 ラムラックス株式会社
03-6228-1761
03-6228-1760

○ ○ 建築設計 lumlax.s@gmail.com

H22 218 2023.9.30
松本　篤彦
（一級建築士）

130-0026 墨田区両国3-12-8-404 ラムラックス株式会社
03-6228-1761
03-6228-1760

○ ○ 建築設計 lumlax.matu@gmail.com

2022 521 2025.9.30
三島　直人
（一級建築士）

154-0001
世田谷区池尻2-32-11
ラ・カサ・セレナタ204

一級建築士事務所
住環境変換装置

03-3487-2871
03-3487-2871

〇 〇 設計事務所 misima@aol.com

H30 471 2023.9.30
宮下　紀子
（二級建築士）

156-0053 世田谷区桜3-25-4
株式会社 平成建設東京
一級建築士事務所

03-3426-1100
03-3426-1123

○ ○ 建築設計・監理
Noriko_miyashita@heiseikens
etu.co.jp
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事務所電話番号

事務所FAX番号 診断設計 工事監理

対応補助金業務
業種・業態 メールアドレス

登録
年度

登録員

番号
有効
期間

登録員氏名
（資格）

郵便番号 事務所所在地 事務所名

2021 516 2024.9.30
白岩　且久
（一級建築士）

154-0017 世田谷区世田谷2-27-19 株式会社白岩工務所
03-3420-2020
03-3420-2007

〇 〇 建設業 info@shiraiwa.net

2022 539 2025.9.30
増田　信彦
（一級建築士）

157-0072
世田谷区祖師谷3-16-9
成城ビレッヂ202

株式会社アトリエデック
03-6411-4330
03-6411-4340

〇 一級建築士事務所 dec4mas@gmail.com

2019 499 2025.9.30
大山　景太
（一級建築士）

156-0055
世田谷区船橋1-37-6
フェスタエディ

ミサワリフォーム株式会社
03-5450-3312
03-5450-3496

○ ○ 住宅リフォーム業
Keita_Ooyama@home.misaw
a.co.jp

2022 531 2025.9.30
中井　文英
（一級建築士）

102-8117 千代田区飯田橋2-18-3 株式会社　日建設計
03-5341-4222

FAXなし
〇 建築設計 fumie.nakai.1123@gmail.com

H29 456 2025.9.30
渡邉　俊雄
（一級建築士）

171-0014 豊島区池袋3-42-17
株式会社渡辺工業
一級建築士事務所

03-3982-8647
03-3982-8629

○ ○ 建設業 info@watanabe-kogyo.co.jp

H20 87 2023.9.30
深澤　弘一
（一級建築士）

165-0026 中野区新井4-32-4 株式会社泰成建築
03-3386-3233
03-3386-7985

○ ○
一級建築士事務所・
建設業一般建設業

taiseikenchiku@mac.com

H20 89 2025.9.30
宮岡　泉
（一級建築士）

164-0002 中野区上高田5-46-1
株式会社アライワークス
一級建築士事務所

03-3386-2708
03-3387-4765

○ ○ 建築設計・監理・施工 miyaoka@araiworks.jp

H26 368 2023.9.30
小杉　卓
（一級建築士）

164-0002 中野区上高田5-47-12
株式会社ヴァンクラフト
空間環境設計

03-5345-6233
03-5345-6244

○ ○ 建築設計監理業・専業 contact@vankraft.co.jp

H28 415 2025.9.30
若宮　篤志
（一級建築士）

165-0027 中野区野方4-19-2ｰ302
若宮建築設計室
一級建築士事務所

03-3389-5114
03-3389-5119

○ ○ 建築設計・構造 waka-a@ma.point.ne.jp

H22 230 2023.9.30
古関　浩幸
（二級建築士）

165-0033 中野区若宮1-54-5
株式会社ワークス
建築設計事務所

03-3330-3086
03-3330-6086

○ ○ 建築設計・監理・施工監理 works.koseki@gmail.com

H26 388 2024.9.30
由利　隆之
（一級建築士）

176-0013 練馬区豊玉中3-7-17-102 ㈱フォートリア設計 080-3413-2531 ○ ○ 構造設計事務所 fortria.yuri@gmail.com

H26 367 2025.9.30
末村　興三郎
（一級建築士）

178-0063
練馬区東大泉4-27-40
SFCビル301号

有限会社秀建築設計事務所
03-3925-2118
03-3925-2116

○ ○ 建築設計・監理 shyu-sekk@bloom.ocn.ne.jp

2020 507 2023.9.30
植田　光洋
（一級建築士）

112-0013
文京区音羽1－20－16
PAL音羽ビル７階

特定非営利活動法人
耐震総合安全機構

03－6912－0772
03－6912－0773

○ 耐震化支援NPO法人 jimukyoku@jaso.jp

2022 543 2025.9.30
馬場　仁美
（二級建築士）

113-0001 文京区白山1-32-6 ou2(株)アールツーホーム
03-3868-0275
03-３868-0278

〇 一般建設業・リフォーム業 h-baba@ou2.net

2022 544 2025.9.30
宮田　弥香子
（二級建築士）

113-0001 文京区白山1-32-6 ou2(株)アールツーホーム
03-3868-0275
03-３868-0278

〇 一般建設業・リフォーム業 m-miyata@ou2.net

2022 534 2025.9.30
白石　志保
（二級建築士）

107-0051
港区元赤坂1-6-2-2101
安全ビルレジデンス

株式会社グレード・ピュア
一級建築士事務所

03-3497-1103
03-3497-1105

〇 設計コンサルタント業 s.tango@gp1.co.jp

2018 480 2025.9.30
二瓶　光希
（一級建築士）

198-0043 青梅市千ヶ瀬町2-261-5-507
合同会社　二瓶光希建築研究
室

090-3528-7962
0428-27-4298

○ ○ 建築設計事務所 nihei-m5f@kde.biglobe.ne.jp

2015 400 2025.9.30
杉本　重実
（一級建築士）

196-0031 昭島市福島町1011-44 サンメイト一級建築士事務所
042-549-0861
042-549-0862

○ ○ コンサルタント専業 sun_@d2.dion.ne.jp

2020 503 2023.9.30
鈴木　馨
（一級建築士）

185-0014 国分寺市東恋ヶ窪2-31-12-103 有限会社鈴木構造設計
042-325-6820
042-325-6825

〇 〇
構造設計全般、耐震診断、
耐震補強設計、構造管理全般

s-kaoru@suzuki-kozo.jp

2020 504 2023.9.30
鈴木　翔太郎
（二級建築士）

185-0014 国分寺市東恋ヶ窪2-31-12-103 有限会社鈴木構造設計
042-325-6820
042-325-6825

〇 〇
構造設計全般、耐震診断、
耐震補強設計、構造管理全般

s-shotaro@suzuki-kozo.jp

H25 328 2023.9.30
鈴木　友和
（一級建築士）

190-0012
立川市曙町2-23-1
La鳳山ビル9階

住友林業ホームテック株式会社
多摩支店一級建築士事務所

042-548-7650
042-548-7646

○ ○ 建築士事務所・建設業
SUZUKI_tomokazu@ht.sfc.co
.jp

H30 486 2024.9.30
石田　昌敬
（二級建築士）

190-0003 立川市栄町6-1　立飛ビル3号館2階
住友不動産株式会社
一級建築士事務所

042-538-5271
042-535-0061

○ ○ 建設業
ishida.masahiro@j.sumitomo
-rd.co.jp

2021 520 2024.9.30
橋本　晋二
（一級建築士）

190-0023 立川市柴崎町5-16-31 グランデータ株式会社
042-523-7800
042-523-7811

〇 〇 一級建築士事務所 hashimoto@grandata.co.jp

2021 514 2025.9.30
金　健次
（一級建築士）

190-0022 立川市錦町1-5-23
東邦設計コンサルタント株式会
社

042-529-3063
042-529-3066

〇 〇 一級建築士事務所・構造設計 k-kim@t.email.ne.jp

H20 95 2023.9.30
横山　稔
（一級建築士）

190-0001 立川市若葉町3-74-8 有限会社　伴設計
042-537-9173
042-537-9174

○ ○ 建築設計業（建築設計・
設計監理・申請業務・
コンサルタント業務） minami34@blue.ocn.ne.jp

H22 176 2025.9.30
内山　浩一郎
（一級建築士）

207-0002 東大和市湖畔2-325-20
内山建築設計室
一級建築士事務所

042-511-3068
042-848-3125

○ ○ 設計・設計事務所 info@saisei-pro.com

2018 479 2024.9.30
中野　正英
（一級建築士）

191-0032 日野市三沢5-25-4 ㈱中野構造設計事務所
042-599-8450
042-599-8451

○ ○ 構造設計・監理、耐震診断 naka-str@jcom.zaq.ne.jp

2017 466 2024.9.30
石塚　武志
（二級建築士）

183-0021 府中市片町1-6-4　関ビル2階
株式会社なまあず本舗
二級建築士事務所

042-361-4564
042-361-6691

○ ○ 建築設計 info@namazu-honpo.com

H22 243 2025.9.30
遠藤　安雄
（一級建築士）

183-0051 府中市栄町2-15-35
遠藤建築研究所一級建築士
事務所

042-340-0788
042-340-0788

○ ○ 建築設計・監理、技術業務 Y-enndou@ann.hi-ho.ne.jp

2009 158 2024.9.30
岩崎　正
（一級建築士）

300-1631
茨城県北相馬郡利根町早尾200-
83

武相設計
0297-68-9112
0297-68-9113

○ 建築設計事務所、設計・監理 hgdkl812@yahoo.co.jp

2020 505 2023.9.30
横河　鉄彌
（一級建築士）

259-0201
神奈川県真鶴町真鶴1323-1
アスール305

横河鉄彌１級建築士事務所
090-2759-2142
03ー3443-0827

〇 〇 １級建築士事務所 yokogawa@kk.iij4u.or.jp

2019 500 2025.9.30
須田　一則
（一級建築士）

244-0805
神奈川県横浜市戸塚区川上町90-6
東戸塚ウエストビル4階

ミサワリフォーム株式会社神奈
川支社一級建築士事務所

045-820-0751
FAXなし

○ ○ 建築・増改築
Kazunori_suda@home.misaw
a.co.jp

H20 123 2025.9.30
鳥山　富幸
（一級建築士）

335-0023 埼玉県戸田市本町2-16-17
一級建築士事務所
鳥山建築設計事務所

048-433-5735
048-433-5735

○ ○
住宅の耐震診断・補強設計・
耐震改修工事監理

cfg49700@syd.odn.ne.jp

2020 508 2023.9.30
山本　浩二
（一級建築士）

330-0071
埼玉県さいたま市浦和区上木崎
6－13－1

株式会社　榊住建
048－833-3151
048－833-3152

○ 工務店 yamamoto@sakaki-j.co.jp

H20 50 2023.9.30
小島　建一
(一級建築士）

337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野625 一級建築士事務所　想設計工房
048-683-6326

FAXなし
○ ○ 建築設計・監理 kekojima@pluto.dti.ne.jp

2021 511 2025.9.30
大舘　正人
（一級建築士）

413-0005 静岡県熱海市春日町15-4
一級建築士事務所
大舘正人建築研究室

0557-82-1053
0557-82-1053

〇 〇 構造設計 odt.ih.gm@gmail.com

2021 512 2024.9.30
岡本　憲尚
（一級建築士）

411-0856 静岡県三島市広小路町7-20-202 岡本構造研究室・SAM
055-972-0454
055-972-0465

〇 構造設計・構造監理 okamoto@sam.jp

2022 536 2025.9.30
細川　洋治
（一級建築士）

270-0121
千葉県流山市西初石3-1456の1
マイキャッスル初石508号

細川建築構造研究室
04-7156-2403
04-7156-2403

〇 〇 建築・構造設計及び監理
pi160044-8251@tbz.t-
com.ne.jp
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