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千代田区 阿部　洋二 (株)ASKﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 101-0031 千代田区東神田1-14-11 ﾔﾏﾀﾞﾋﾞﾙ4F 03-5829-6155 ●

飯酒盃　茂幸 (株)ｼﾞｪｲ･ｲｰ･ｻﾎﾟｰﾄ 101-0043 千代田区神田富山町22  ｵﾌｨｽ22ﾋﾞﾙ7F 03-3254-7788 ●

石井　信一 (有)ﾕﾆｯﾄ 102-0084 千代田区二番町1-2  番町ﾊｲﾑ620 03-3262-0989 ● ●

梅谷　誉紀人 (株)共同建築設備検査事務所 101-0061 千代田区神田三崎町2-18-6  村上ﾋﾞﾙ2F 03-5213-4340 ● ●

奥田　真司 西華産業(株) 100-0005 千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ3F 03-5221-7109 ●

織戸　敏行 三和ﾚｼﾞﾝ工業(株) 101-0042 千代田区神田東松下町37 03-3256-3828 ●

亀井　敏郎 (株)共同建築設備検査事務所 101-0061 千代田区神田三崎町2-18-6  村上ﾋﾞﾙ2F 03-5213-4340 ● ●

木村　佐近 (株) 安井建築設計事務所 102-0093 千代田区平河町1-3-14 070-1587-9745 ● ●

京正　等 住商建物(株) 101-0054 千代田区神田錦町3-26   一ﾂ橋SIﾋﾞﾙ6F 03-5217-1027 ●

熊谷　栄一 (株)ASKﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 101-0031 千代田区東神田1-14-11  ﾔﾏﾀﾞﾋﾞﾙ4F 03-5829-6155 ● ●

土屋　正幸 ﾀﾞｲｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 102-0084 千代田区二番町12-2  地学会館ﾋﾞﾙ4F 03-3239-1331 ● ●

二瓶　誠 能美防災(株) 102-8277 千代田区九段南4-7-3 03-3265-0326 ●

埜口　武志 (株) 毎日ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 100-0003 千代田区一ﾂ橋1-1-1  ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ5F 03-3213-4321 ●

中央区 宇田　典弘 日本設備ｻｰﾋﾞｽ(株) 104-0061 中央区銀座2-11-19 03-6226-5111 ●

内山　秀二 日本設備ｻｰﾋﾞｽ(株) 104-0061 中央区銀座2-11-19 03-6226-5111 ● ●

内山　武夫 日本設備ｻｰﾋﾞｽ(株) 104-0061 中央区銀座2-11-19 03-6226-5111 ●

大石　富士子 三機ﾃｸﾉｻﾎﾟｰﾄ(株) 104-6591 中央区明石町8-1 03-6367-7642 ●

大森　彰 銀座貿易(株) 104-0061 中央区銀座2-7-18  銀座貿易ﾋﾞﾙ8F 03-3564-1641 ● ●

小田　喜久雄 日本設備ｻｰﾋﾞｽ(株) 104-0061 中央区銀座2-11-19 03-6226-5111 ● ●

小森　日出彦 矢島建設(株) 104-0061 中央区銀座7-11-3 03-3572-1436 ● ●

鈴木　敏彦 (株) ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ 104-0031 中央区京橋2-10-2   ぬ利彦ﾋﾞﾙ南館5F 03-6228-7839 ● ● ●

田中　徳彦 田中徳彦ｱﾝﾄﾞｱﾙﾃｨﾌﾚｲｸﾞ設計工房(株) 103-0001 中央区日本橋小伝馬町4-3   ﾌｼﾞｽﾀｰﾋﾞﾙ9F 03-3663-0039 ●

細見　和明 大光ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株) 104-0061 中央区銀座2ｰ11-2   銀座大作ﾋﾞﾙ 03-3541-3821 ●

吉田　繁 (株)ｼﾐｽﾞ･ﾋﾞﾙﾗｲﾌｹｱ 104-0031 中央区京橋2-10-2   ぬ利彦ﾋﾞﾙ南館 03-6228-7839 ● ● ●

港区 川上　百樹 (株)ｴﾇｲｰｵｰ空間計画研究室 105-0001 港区虎ﾉ門1-8-5  平吉ﾋﾞﾙ3F 03-6550-8820 ●

川島　大介 K's DESIGN FACTORY 一級建築士事務所 106-0044 港区東麻布2-31-2-101 03-3583-1445 ● ●

國井　俊市 (株)信陽 106-0044 港区東麻布2-26-2 03-3505-2408 ●

後藤　英夫 (株)田中建築事務所 108-0074 港区高輪2-16-45 03-5420-2431 ●

近藤　恵美 笠井設計(株) 105-0013 港区浜松町2-6-5  浜松町ｴｸｾﾚﾝﾄﾋﾞﾙ 03-3436-5748 ● ●

主　な　資　格

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定建築物定期調査報告実務講習会　受講者名簿　（令和２年度版）                                           　  令和２年３月１３日現在
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新宿区 安藤　正樹 東京ｶﾞｽﾌｧｼﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ(株) 163-1090 新宿区西新宿3-7-1   新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ内B2F 03-5322-6612 ●

伊藤　孝平 (株) 王子ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 161-0033 新宿区下落合2-1-13 03-5988-0507 ●

岡　幹 住友不動産建物ｻｰﾋﾞｽ(株) 160-0023 新宿区西新宿7-22-12  泉ﾎｼｲﾁﾋﾞﾙ 03-3363-3453 ●

押尾　勝 東通工業(株) 160-0023 新宿区西新宿7-15-4 03-3365-2161 ● ●

小野　良光 東京ｶﾞｽﾌｧｼﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ(株) 163-1090 新宿区西新宿3-7-1新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰB2F 03-5322-6612 ● ●

片山　光浩 関東建築防災(株) 169-0075 新宿区高田馬場4-13-11   松島第一ﾋﾞﾙ5F 03-3360-8341 ●

群部　康二郎 (株)ﾆｯｸﾃｸﾉ 162-0841 新宿区払方町27 03-3269-2893 ●

小谷野　博勝 日本ﾊｳｽﾞｲﾝｸﾞ(株) 160-8410 新宿区新宿1-31-12 03-3341-0181 ● ● ●

渋谷　精一 (有)ｱｻｶ設計事務所 160-0022 新宿区新宿5-12-6   野崎ﾋﾞﾙ 03-3356-1635 ●

白石　健次 (株) 漆企画設計 160-0011 新宿区若葉1-6-1 03-6866-5547 ●

瀬古　輝雄 日本建材工事(株) 160-0022 新宿区新宿5-18-12   八重洲ﾋﾞﾙ2F 03-3208-9261 ●

田村　賢敬 (株)ｵｰ･ｴﾇ･ｵｰ大野設計 160-0008 新宿区四谷三栄町6-17 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ四谷401 03-3351-6060 ●

栃本　民夫 栃本建築設計  一級建築士事務所 161-0031 新宿区西落合2-23-8 03-3951-3831 ●

長島　京次 東京ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ(株) 160-0023 新宿区西新宿6-14-1   新宿ｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰﾋﾞﾙ9F 03-3344-6865 ●

半澤　佑子 太平ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株) 東京支店 169-0074 新宿区北新宿2-21-1   新宿ﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ19F 03-5386-2513 ●

堀口　華恵 中里一級建築士事務所 169-0073 新宿区百人町1-18-8   大久保ｶﾄﾞﾋﾞﾙ301 03-3366-2171 ●

松井　久 東京ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ株) 160-0023 新宿区西新宿6-14-1 03-3344-6865 ●

村田　昭久 ｹｰｱﾝﾄﾞｲｰ(株) 162-8557 新宿区津久戸町2-1 03-3266-0573 ●

文京区 池田　泰一郎 (株) ｻﾝｷ設備研究所 112-0002 文京区小石川1ｰ4ｰ12-904 03-3815-6106 ●

櫻井　良樹 藤田観光(株) ﾎﾃﾙ椿山荘東京 112-8680 文京区関口2-10-8 03-3943-7759 ● ●

長塚　清 東京防災工業(株) 112-0011 文京区千石4-32-8 03-5395-1191 ● ●

台東区 江蔵　康子 (株)ﾘﾝﾃｸﾞﾗ 110-0005 台東区上野6-1-11   平岡ﾋﾞﾙ4F 03-5826-4007 ●

江幡　裕樹 (有) 江幡建設工業所 111-0056 台東区小島2-17-12 03-3863-4055 ●

金子　幸司 (株)三岳企画設計 111-0055 台東区三筋2-7-10   協立ﾋﾞﾙ3F 03-5825-0321 ●

髙畠　嘉文 (有) ﾃｨｰ･ｴｽ設計 110-0016 台東区台東2-21-14   光ﾋﾞﾙ2階 03-3831-0013 ●

高久　新一 (株)高賀 111-0031 台東区千束4-42-4   高賀ﾋﾞﾙ1F 090-7633-8590 ●

藤田　奈緒美 東建工業(株) 110-0005 台東区上野5-25-15   石黒ﾋﾞﾙ3F 03-5817-4976 ●

松下　充男 (有)松下建築設計事務所 111-0032 台東区浅草5-2-12 03-3873-3857 ●

墨田区 奈須　和彦 (株)ﾄｰﾀﾙ･ﾗｲﾌ･ｸﾘｴｲﾄ 130-0025 墨田区千歳1-6-1   田中ﾋﾞﾙ3F 03-6284-0536 ●
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墨田区 宗像　信司 一級建築士事務所  宗像建築設計事務所 131-0032 墨田区東向島1-23-11 03-3612-8015 ●

江東区 板谷　壽夫 135-0061 江東区豊洲4-9-13-913 03-3531-2783 ●

岩﨑　孝一 (株) 吾妻設計 136-0071 江東区亀戸1-11-4-403   日興ﾋﾞﾙ 03-3684-0352 ● ●

虎　秀明 (有)ｱｰﾊﾞﾝ計画 135-0047 江東区富岡2-4-5   田辺ﾛｰﾔﾙｺｰﾎﾟ1F 03-6240-3735 ●

姫松　親一郎 (株)姫松建築設計事務所 135-0015 江東区千石3-1-24    ｼﾞｰｽｸｴｱ332 03-6386-9591 ●

品川区 井上　　寛 (株)ﾏｲｽﾀｰ60 141-0031 品川区西五反田1-13-7   ﾏﾙｷﾋﾞﾙ2F 03-6324-1932 ● ●

大内　一昇 (有)大内建築設計事務所 141-0032 品川区大崎2-7-8 03-3493-0986 ● ● ●

蠏江　譲二 大成ﾕｰﾚｯｸ(株) 141-0031 品川区西五反田7-23-1    第3TOCﾋﾞﾙ 03-3493-4985 ●

佐藤　政夫 (株)ｴﾑｴｽ建築設計事務所 140-0011 品川区東大井3-11-18 03-3766-6101 ●

森　康 森技術士事務所 140-0002 品川区東品川3-14-5    東品川ﾊﾟｰｸﾊｲﾂ801 03-3474-4727 ●

山中　浩一 140-0011 品川区東大井3-22-3-417 080-5033-5908 ●

目黒区 山田　和也 Conscious Capital Management(株) 153-0042 目黒区青葉台1-6-59 03-6712-6210 ●

大田区 秋山　勝幸 (株)Aｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 144-0052 大田区蒲田5-49-3-406 03-3731-8911 ●

白鳥　健吾 (株)たてもの健康診断 146-0084 大田区南久が原1-25-19 03-5843-9561 ●

髙栖　昌昭 ｻﾝﾕｰ建設(株) 145-0066 大田区南雪谷2-17-8 03-3729-5200 ●

平田　八郎 (有)平田建築事務所 146-0082 大田区池上5-22-14 03-3751-2261 ● ● ●

世田谷区 飯島　秀俊 (有)丸喜飯島組 158-0096 世田谷区玉川台2-9-6 03-3709-3369 ● ●

井口　修子 (株)丸山工務店 154-0015 世田谷区桜新町2-14-12 03-3420-0277 ●

川又　進 (株)緒方建築事務所 158-0097 世田谷区用賀4-10-1  世田谷ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｴｱﾀﾜｰ23F 03-5491-5506 ● ●

黒瀬　直樹 (株)ﾀﾂｷ 154-0012 世田谷区駒沢2-15-7-B1 03-5486-5840 ●

阪田　裕次 (株)ﾃｸﾉｴｺ 158-0086 世田谷区尾山台1-17-16   森野ﾋﾞﾙ 03-3705-6160 ●

棚網　勝義 ﾌﾞﾚｽﾄ(株) 156-0055 世田谷区船橋1-38-29 03-3484-2451 ● ●

中村　敦 (株)中秀工業 154-0001 世田谷区池尻3-28-9 03-3412-3259 ● ● ●

端　眞一 (株)東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ 158-8509 世田谷区用賀4-10-1  世田谷ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｴｱﾀﾜｰ5F 03-5717-1565 ● ●

侭田　玄 (株)儘田組 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-28-12 03-3422-9261 ●

渋谷区 河村　豊 (株)ｱｼｽﾄｻｰﾋﾞｽ 151-0073 渋谷区笹塚2-7-12-1203 03-6276-8285 ● ●

庄司　安廣 (株)協和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 151-0073 渋谷区笹塚1-62-11   KECﾋﾞﾙ 03-3376-3229 ●

向田　良文 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｯｸ(株) 150-0013 渋谷区恵比寿2-10-7-4F 03-5422-6719 ● ● ●

中野区 岡本　和彦 (株)大日建設 165-0027 中野区野方4-44-10 03-3388-6101 ●
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杉並区 小川　伸二 (株) ｵﾘｴﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 168-0074 杉並区上高井戸3-6-9 03-3306-1638 ● ●

小野　博文 (有)ﾋﾛ空間企画 168-0062 杉並区方南2-12-18   多田ﾋﾞﾙ4F 03-3318-1073 ●

楢崎　ハルノリ (株)ﾃﾞｨｰｴﾙ･ｽﾀｲﾙ 166-0001 杉並区阿佐谷北3-4-3 03-5373-2968 ●

豊島区 小島　敏 ﾋﾟ-ｱｲ(株) 170-0002 豊島区巣鴨4-9-15 03-5907-5621 ● ●

佐藤　智重 TOMO建築設計 171-0014 豊島区池袋3-20-9  ﾒｿﾞﾝﾔﾊﾞﾀ101 03-3985-1568 ● ●

鈴木　美佐紀 ﾅｶﾉｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 171-0042 豊島区高松2-10-16 03-5966-4163 ●

津幡　泰弘 ﾅｶﾉｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 171-0042 豊島区高松2-10-16 03-5966-4163 ●

北区 大隅　裕一朗 (有)東京建物検査事務所 114-0032 北区中十条1-13-5 03-3907-3251 ● ●

尾﨑　紀一 (有)東京建物検査事務所 114-0032 北区中十条1-13-5 03-3907-3251 ●

荒川区 小林　茂 (株)小林丈四郎工務店 116-0011 荒川区西尾久8-29-6 03-3919-2522 ●

田邉　光雄 ﾀﾅﾍﾞ一級建築士事務所 116-0002 荒川区荒川 1-59-10 03-5615-2955 ●

板橋区 青木　治 (有) ｸﾞﾛｰﾋﾞﾙ企画 174-0043 板橋区坂下2-22-16   ｵｰﾍﾞﾙ蓮根601 03-6454-5794 ●

上田　明 (株) 上田建築設計室 174-0045 板橋区西台1-49-18 03-6903-6479 ●

小幡　朗広 ﾔﾏｷﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株) 173-0035 板橋区大谷口1-7-1 090-7231-6780 ● ●

練馬区 西　孝彦 (有)ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾙ  西建築設計事務所 176-0022 練馬区向山4-19-23 03-3825-8802 ●

箭内　優美 (株)出水企画 176-0012 練馬区豊玉北5-4-7   ｼﾞｭﾋﾟﾀｰﾋﾞﾙ201 03-3557-7798 ●

足立区 小林　岩雄 Como設計工房 121-0831 足立区舎人3-4-9 03-3855-3175 ●

野口　真史 (株)野口建築設備事務所 121-0815 足立区島根3-7-23 03-5242-6588 ● ● ● ●

葛飾区 阿部　善兵衛 (株)ﾖｼﾀﾞ防災設備 124-0014 葛飾区東四つ木4-9-9 03-3697-1692 ●

太田　弘一郎 (有) ｵｰｹｲﾎｰﾑｽﾞ 124-0014 葛飾区東四ﾂ木4-34-24 03-3697-2714 ●

倉持　健夫 (株) 倉持設計工房 125-0052 葛飾区柴又 3-3-8 03-5876-1023 ●

鈴木　雅行 (株)ﾖｼﾀﾞ防災設備 124-0014 葛飾区東四つ木4-9-9 03-3697-1692 ●

田口　和一 (有)田口建築設計事務所 125-0061 葛飾区亀有3-8-2   ﾗｼｰﾇ青野ﾋﾞﾙ2F 03-3601-8788 ● ●

森川　元樹 一級建築士事務所 (有) 森川設計 125-0051 葛飾区新宿2-29-3 050-5806-8367 ●

江戸川区 芦田　正次 芦田建築ｼｽﾃﾑ(株) 133-0063 江戸川区東篠崎1-3-23 03-3678-1797 ●

加藤　俊信 (株)ﾌﾟﾗｽﾌﾟﾛｴﾝｼﾞ 132-0015 江戸川区西瑞江3-27-9 03-6638-3320 ● ●

加藤　博 加藤建築設計事務所 134-0088 江戸川区西葛西7-24-9 03-3688-3862 ●

國分　守 江戸川建築設計協同組合 133-0056 江戸川区南小岩8-19-3 03-5612-0584 ●

小嶌　哲 小嶌建築設計事務所 134-0084 江戸川区東葛西5-25-10-101 03-5878-1696 ● ●
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江戸川区 荘司　洋一郎 荘司建築設計事務所 132-0035 江戸川区平井2-16-9   ﾄｰｱ平井ﾏﾝｼｮﾝ402 03-3637-7316 ●

髙橋　昌伸 (有)石井建築設計事務所 133-0073 江戸川区鹿骨6-4-17 03-3679-5567 ●

高橋　輝行 ｱﾄﾘｴﾃｨ-ﾗﾝﾄﾞ建築設計事務所 133-0061 江戸川区篠崎町2-17-13   篠崎ｺﾛﾆｱﾙﾊｳｽE 03-3670-4721 ● ●

田口　吉則 (株)ﾁｰﾑ建築設計 134-0083 江戸川区中葛西5-36-9 03-5674-7521 ●

武内　敏幸 (株)中野文一設計事務所 134-0084 江戸川区東葛西5-12-1   第一頼長ﾋﾞﾙ205 03-3878-0880 ●

南雲　勝浩 南雲勝浩建築設計事務所 132-0011 江戸川区瑞江2-34-23 03-5636-1412 ●

布田　健一 中野建築設計事務所 134-0013 江戸川区江戸川6-45-11 03-5856-8620 ●

八王子市 石原　莞爾 ｳﾘｭｳ企画建築事務所  一級建築士事務所 193-0832 八王子市散田町2-12-9 042-664-0630 ●

伊藤　繁 伊藤建築事務所 192-0373 八王子市上柚木1660 042-676-8011 ● ●

海藤　幸一 一級建築士事務所  海藤建築設計事務所 192-0046 八王子市明神町1-26-1-401 042-644-1560 ●

町田市 遠藤　仙四郎 (株)中央都市開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 194-0021 町田市中町3-24-8 042-732-2321 ●

樋口　誠一 樋口設計事務所 194-0204 町田市小山田桜台2-11-35-106 042-798-7105 ●

山口　謙 (有)山口設計事務所 194-0012 町田市金森2-3-3 SKﾋﾞﾙ4F 042-729-1621 ● ●

府中市 及川　邦昭 一級建築士事務所  及川邦昭設計工房 183-0012 府中市押立町1-24-1-2-1-925 042-367-1951 ●

佐伯　昭夫 (株)佐伯建築設計事務所 183-0033 府中市分梅町2-28-1   佐伯ﾋﾞﾙ 042-360-6330 ● ●

矢島　一彦 183-0022 府中市宮西町5-7-2 042-361-2672 ●

調布市 泉谷　俊雄 182-0025 調布市多摩川5-4-1  京王多摩川ｺｰﾎﾟﾗｽ117 042-499-3383 ●

重田　愼一 一級建築士事務所  風土設計室 182-0024 調布市布田4-9-1  ﾒﾙｼｰﾊｲﾂ102 042-488-1275 ●

三鷹市 鵜野　廣実 (有)日の丸防災 181-0014 三鷹市野崎2-4-12 0422-31-2781 ● ●

武蔵野市 河太　伸一郎 180-0013 武蔵野市西久保2-28-6-304 0422-36-0541 ● ●

木股　常精 Kimata Planning Office 180-0002 武蔵野市吉祥寺東町1-15-23  吉祥寺ﾃﾗｽEAST 080-3350-0127 ●

村越　政治 (株)群設計事務所 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町3-17-17   鐘洋館2階 0422-72-3601 ●

日野市 田村　裕子 (株)ｽﾀｯﾄﾞ 191-0061 日野市大坂上1-32-5 042-586-9833 ●

立川市 網野　茂浩 (株)ｺﾆｶﾙ 190-0003 立川市栄町6-11-11 042-535-6182 ●

松本　博利 (有)ｱｰｸ･ﾌﾟﾗﾝ･ｼｽﾃﾑ 190-0012 立川市曙町2-10-10  緑川ﾋﾞﾙ3階 042-529-3302 ●

国分寺市 北田　英和 (株) 北田設計事務所 185-0013 国分寺市西恋ヶ窪2-15-23 042-323-2303 ● ●

西東京市 林　暢之 大谷建興(株) 202-0023 西東京市新町1-3-5 0422-54-8161 ●

八丈町 沖山　史郎 沖山史郎建築設計事務所 100-1401 八丈島八丈町大賀郷334-1 04996-2-2495 ●

狛江市 大鳥　峰生 (株)ｲｴｯｸｽ東京事務所 201-0002 狛江市東野川3-21-15 03-6277-6301 ● ●
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狛江市 細貝　実 一級建築士事務所 (株)I･E･A 201-0014 狛江市東和泉3-11-14   米屋ﾋﾞﾙ内 03-3480-4321 ● ●

小平市 須賀　功雄 (株)成和設計 187-0035 小平市小川西町3-27-1   SAﾋﾞﾙ2F 042-313-8253 ●

横尾　正芳 一級建築士事務所  横尾建築設計事務所 187-0032 小平市小川町1-1081 042-342-0233 ●

東村山市 田口　正幸 (株)千代田防災 189-0026 東村山市多摩湖町1-24-1(千代田防災内) 042-394-7846 ●

清瀬市 小島　喜良 (株)小島建築設計事務所 204-0002 清瀬市旭が丘2-10-1 042-492-3527 ●

国立市 柳澤　安徳 (株)柳澤商事  一級建築士事務所 186-0003 国立市富士見台3-23-18 042-575-1467 ●

東大和市 大久保　精則 (株)大久保建築事務所 207-0013 東大和市向原3-816-74 042-562-1507 ● ●

佐藤　幸男 207-0022 東大和市桜が丘2-224-1  ｺｽﾓ･ｻﾞ･ﾊﾟｰｸｽ玉川上水804 042-564-9117 ●

青梅市 中里　弘 八洲環境保全(有) 198-0023 青梅市今井1-122 0428-31-4191 ●

羽村市 島田　正悟 (株)島田組 205-0023 羽村市神明台2-4-39 042-578-2111 ●

その他 武田　幹男 991-0042 山形県寒河江市高屋字北江77 023-6251-7288 ●

岡田　勇一 ｵｵﾗ美装(株) 370-0616 群馬県邑楽郡邑楽町光善寺45-17 0276-88-0226 ●

池田　愼 340-0217 埼玉県久喜市鷲宮167-6 0480-59-2606 ● ●

大久保　政次 (株)ﾄｰﾖｰ 358-0013 埼玉県入間市上藤沢530-2 04-2966-1111 ●

嘉久和　喜嘉 (株)ｿﾙﾄﾝ 335-0021 埼玉県戸田市新曽994-2 048-447-7939 ● ●

島　松男 (株)ｴｽﾋﾞｼﾞﾈｯﾄﾜｰｸ 344-0033 埼玉県春日部市備後西3-12-36 048-737-3551 ●

長谷川　実 (有)ﾐﾜ技研 335-0022 埼玉県戸田市上戸田3-21-7   ﾌｫｰﾗﾑﾀｶﾊｼ101 048-287-9687 ● ●

目黒　袈裟夫 K&M (ｹｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｴﾑ) 332-0011 埼玉県川口市元郷2-15-1-4507 048-228-4000 ●

阿部　三千雄 285-0817 千葉県佐倉市大崎台5-1-2 090-6565-6884 ● ●

飯塚　栄 (有) ｴｲｼﾞﾝ建築設備研究所 274-0804 千葉県船橋市みやぎ台 4-9-8 047-447-1117 ● ●

倉田　恭守 二幸産業(株) 274-0064 千葉県船橋市松ヶ丘1-23-7 090-9385-1392 ● ●

武山　祐介 (株)ｹｰﾜｲﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 279-0022 千葉県浦安市今川1-1-38   ｳｲﾝｽﾞ今川201 03-6457-0483 ● ●

原　忠雄 277-0827 千葉県柏市松葉町4-1-17-503 04-7133-6312 ●

山口　晶史 (株) 吉田設計 299-4616 千葉県いすみ市岬町長者436 0470-87-5321 ● ●

石川　達 (有) 北山建築設計事務所 252-0216 神奈川県相模原市中央区清新6-16ｰ21  富志正第五ﾋﾞﾙ201 042-779-7691 ●

千野　朋彦 SAT建築設備事務所 252-0143 神奈川県相模原市北区橋本2-17-3  ｺﾓﾗｰﾄﾞ橋本Ⅱ 102 042-703-1480 ● ● ●

露木　汎明 露木電気ﾋﾞﾙ管理  2級建築士事務所 242-0022 神奈川県大和市柳橋3-11-21 046-269-5558 ●

留田　智成 国土管理(株) 243-0427 神奈川県海老名市杉久保南1-3-1   ｽｶｲﾊｲﾂ905 080-5819-9892 ●

中田　俊一郎 日産ﾈｯﾄﾜｰｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 220-8686 神奈川県横浜市西区高島1-1-1 045-523-5414 ●
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その他 橋本　春一 (株)ｼﾝﾜ検査 224-0025 神奈川県横浜市都筑区早渕1-22-15 045-590-0780 ●

堀田　泰生 ｻﾝﾕｰｼｽﾃﾑ(株) 216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬3-9-12 044-852-9322 ●

山本　昇生 京友(株) 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町107-7 045-662-7400 ●

村田　正美 終活工房ｲﾀﾁの手 村田事務所 392-0024 長野県諏訪市小和田7-3 090-9967-3975 ●

須田　孝 (株)丸紘 414-0017 静岡県伊東市幸町2-2 0557-37-2073 ●

7


