
令和２年度特定建築物定期調査報告実務講習会（令和３年２月開催）　受講者名簿 令和３年３月３１日現在

一級
建築士

二級
建築士

特定建築
物調査員

防火設備
検査員

千代田区 飯酒盃　茂幸 ㈱ｼﾞｪｲ・ｲｰ・ｻﾎﾟｰﾄ 101-0043 東京都千代田区神田富山町22ｵﾌｨｽ22ﾋﾞﾙ 03-3254-7788 ●

石井　信一 ㈲ユニット 102-0084 東京都千代田区二番町1-2番町ﾊｲﾑ620号 03-32620989 ● ●

内田　勝美 (株)東和総合サービス 100-0014 東京都千代田区永田町2-14-13東急不動産赤坂ﾋﾞﾙ10階 03-3508-0852 ●

織戸　敏行 三和ﾚｼﾞﾝ工業株式会社 101-0042 東京都千代田区神田東松下町37加瀬ﾋﾞﾙ130 03-3256-3828 ● ●

関野　暁子 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南2-3-37あや九段ﾋﾞﾙ 03-3263-9959 ●

瀧本　享弘 共同ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南2-3-27あや九段ﾋﾞﾙ 03-3263-9959 ●

土屋　正幸 ﾀﾞｲｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 102-0084 東京都千代田区二番町12-2地学会館4階 03-3239-1331 ● ●

埜口　武志 株式会社 毎日ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 100-0003 東京都千代田区一ﾂ橋1丁目1番1号ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 03-3213-5032 ●

福井　秀行 株式会社 YBS 102-0082 東京都千代田区一番町16番1号共同ﾋﾞﾙ一番町5F 03-6371-1324 ●

中央区 池田　昌兒 株式会社東峰 103-0004 東京都中央区東日本橋2-13-5松丸ﾋﾞﾙ3階 03-6675-0594 ●

宇田　典弘 日本設備サービス株式会社 104-0061 東京都中央区銀座2-11-19国光ﾋﾞﾙ3F 03-6226-5111 ●

内山　秀二 日本設備ｻｰﾋﾞｽ株式会社 104-0061 東京都中央区銀座2-11-19国光ﾋﾞﾙ3F 03-6226-5111 ● ●

内山　武夫 日本設備ｻｰﾋﾞｽ株式会社 104-0061 東京都中央区銀座2-11-19国光ﾋﾞﾙ3F 03-6226-5111 ●

大石　富士子 三機ﾃｸﾉｻﾎﾟｰﾄ株式会社 104-6591 東京都中央区明石町8-1聖路加ﾀﾜｰ 03-6367-7642 ●

大津　隆弘 日本ﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ株式会社 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町13番7号日本橋大富ﾋﾞﾙ4階 080-7858-0532 ●

小田　喜久雄 日本設備ｻｰﾋﾞｽ株式会社 104-0061 東京都中央区銀座2-11-19国光ﾋﾞﾙ3F 03-6226-5111 ● ●

小山　朗 塚本商事機械株式会社 104-0061 東京都中央区銀座4-2-15塚本素山ﾋﾞﾙ 03-5524-6903 ●

古橋　千代子 株式会社 東峰 103-0004 東京都中央区東日本橋2-13-5 松丸ﾋﾞﾙ3階 03-6675-0594 ● ● ●

港区 國井　俊市 株式会社信陽 106-0044 東京都港区東麻布2-26-2 03-3505-2408 ●

後藤　英夫 株式会社 田中建築事務所 108-0074 東京都港区高輪2-16-45 03-5420-2431 ●

主　な　資　格

氏　名 勤務先名称 郵便番号 連絡先電話番号勤務先所在地・住所
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港区 龍　茂久 ｺｸﾄﾞﾋﾞﾙｴｰｽ株式会社 107-0052 東京都港区赤坂4-9-9 03-5410-5866 ●

千葉　秀明 一般社団法人日本ﾏﾝｼｮﾝ協会 105-0004 東京都港区新橋2-11-8国土施設ﾋﾞﾙ5階 03-6206-6731 ●

藤井　和年 株式会社関電工　東京営業本部　東京支店 108-0023 東京都港区芝浦4-8-33 03-6372-8411 ●

新宿区 岡　幹 住友不動産建物サービス(株) 160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-12 03-3363-3453 ●

片山　光浩 関東建築防災株式会社 169-0075 東京都新宿区高田馬場4-13-11松島第一ﾋﾞﾙ5階 03-3360-8341 ● ●

亀井　敏郎 亀井事務所 162-0814 東京都新宿区新小川町6-36-1402 03-3269-5970 ●

川村　剛 日本ｺﾐｭﾆﾃｨｰ株式会社 160-0022 東京都新宿区新宿1丁目36番12号ｻﾝｶﾃﾘｰﾅ5階 03-5379-8414 ● ●

君塚　映博 東京ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1新宿ｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰﾋﾞﾙ 03-3344-6865 ●

白石　健次 株式会社 漆企画設計 160-0011 東京都新宿区若葉1-6-1 03-6866-5547 ●

巣山　政紀 株式会社豊田住宅一級建築士事務所 160-0007 東京都新宿区荒木町19番地 03-3357-9731 ●

長島　京次 東京ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1新宿ｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰﾋﾞﾙ 03-3344-6865 ●

渡辺　邦明 東京ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1新橋ｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰﾋﾞﾙ9階 03-3344-6865 ●

文京区 飯田　智浩 株式会社ｳｴｽｺ 113-0034 東京都文京区湯島3-4-6ﾊｲ･ｼﾃｨ湯島2階 03-3832-0425 ●

池田　泰一郎 株式会社 ｻﾝｷ設備研究所 112-0002 東京都文京区小石川1-4-12-904 03-3815-6106 ●

台東区 江幡　裕樹 有限会社江幡建設工業所 111-0056 東京都台東区小島2-17-12 03-3863-4055 ●

鳥山　暁子 一級建築士事務所あとりえ 111-0031 東京都台東区千束2-4-2加藤ﾋﾞﾙ2F 03-6802-3227 ●

松下　充男 ㈲松下建築設計事務所 111-0032 東京都台東区浅草5-2-12 03-3873-3857 ●

墨田区 金子　幸司 株式会社三岳企画設計 130-0014 東京都墨田区亀沢2-15-6NCﾋﾞﾙ2F 03-6658-8977 ●

江東区 池本　昌己 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社 135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52豊洲ｷｬﾅﾙﾌﾛﾝﾄ 03-3534-3281 ●

泉川　新 有限会社ﾁｪﾘｰﾊｰﾄ 135-0016 東京都江東区東陽5丁目9-8ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ21 1階 03-3615-4515 ● ●

伊藤　俊介 大東防災工業株式会社 135-0041 東京都江東区冬木4-13山貞ﾋﾞﾙ2階 090-6933-1152 ● ●

2



令和２年度特定建築物定期調査報告実務講習会（令和３年２月開催）　受講者名簿 令和３年３月３１日現在

一級
建築士

二級
建築士

特定建築
物調査員

防火設備
検査員

主　な　資　格

氏　名 勤務先名称 郵便番号 連絡先電話番号勤務先所在地・住所

江東区 今関　弘幸 株式会社ｱﾙﾃﾐｽ 136-0071 東京都江東区亀戸3-61-13-402 070-6400-4255 ●

岩崎　孝一 (株)吾妻設計 136-0071 東京都江東区亀戸1-11-4上東ﾋﾞﾙ403(旧日興ﾋﾞﾙ) 03-3684-0352 ● ●

倉田　正雄 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社 135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52NBF豊洲ｷｬﾅﾙﾌﾛﾝﾄ 03-3534-3281 ●

小林　忠夫 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社 135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52NBFｷｬﾅﾙﾌﾛﾝﾄ 03-3534-3281 ●

佃　彰六 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社 135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲ｷｬﾅﾙﾌﾛﾝﾄ 03-3534-3281 ●

虎　秀明 有限会社ｱｰﾊﾞﾝ計画 135-0047 東京都江東区富岡2丁目4-5田辺ﾛｰﾔﾙｺｰﾎﾟ1F 03-6240-3735 ●

平岡　太一 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社 135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52NBF豊洲ｷｬﾅﾙﾌﾛﾝﾄ 03-3534-3281 ●

藤本　恒雄 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社 135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52NBF豊洲ｷｬﾅﾙﾌﾛﾝﾄ 03-3534-3281 ●

品川区 井上　寛 (株)マイスターエンジニアリング 141-0031 東京都品川区西五反田1-13-7 03-6324-1932 ● ●

大内　一昇 ㈲大内建築設計事務所 141-0032 東京都品川区大崎2-7-8 03-3493-0986 ● ● ●

久保　博史 朝日管理株式会社 141-0021 東京都品川区上大崎3-5-8 090-7706-4215 ●

櫻井　房次 株式会社友伸管財 141-0033 東京都品川区西品川3-19-6ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾗｲﾌ大崎ﾋﾞﾙ7階 03-5759-8751 ●

杉本　紀彦 株式会社ﾆﾁﾎﾞｳ 141-0022 東京都品川区東五反田1-9-5 03-3444-6292 ●

高橋　幸男 (株)トラス設備検査事務所 141-0033 東京都品川区西品川1-22-7 03-57595259 ● ●

目黒区 白井　康雄 株式会社三京建設一級建築士事務所 152-0031 東京都目黒区中根2丁目3-15 03-3723-5845 ●

大田区 白鳥　健吾 株式会社たてもの健康診断 146-0084 東京都大田区南久が原1-25-19 090-5315-4157 ●

髙栖　昌昭 ｻﾝﾕｰ建設株式会社 145-0066 東京都大田区南雪谷2-17-8 03-3729-5200 ●

世田谷区 飯島　秀俊 有限会社 丸喜飯島組 158-0096 東京都世田谷区玉川台2ｰ9ｰ6 03-3709-3369 ● ●

黒瀬　直樹 株式会社ﾀﾂｷ 154-0012 東京都世田谷区駒沢2-15-7 B1F 03-5486-5840 ●

阪田　裕次 株式会社ﾃｸﾉｴｺ 158-0086 東京都世田谷区尾山台1-17-16森野ﾋﾞﾙ 03-3705-6160 ●

棚網　勝義 ﾌﾞﾚｽﾄ株式会社 156-0055 東京都世田谷区船橋1-38-29 03-3484-2451 ● ●
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渋谷区 遠藤　重昭 ㈱ハリーズ 150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-20ｸﾞﾚｰｽ広尾3階 03-5468-6200 ● ●

河村　豊 株式会社ｱｼｽﾄｻｰﾋﾞｽ 151-0073 東京都渋谷区笹塚二丁目7番12-1203号 03-6276-8285 ● ●

佐々木　隆浩 ㈱ハリーズ 150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-20 ｸﾞﾚｰｽ広尾3階 03-5468-6200 ●

庄司　安廣 株式会社協和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 151-0073 東京都渋谷区笹塚1丁目62番11号KECﾋﾞﾙ 03-3376-3170 ●

鈴木　颯 ㈱ハリーズ 150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-20 ｸﾞﾚｰｽ広尾3階 03-5468-6200 ●

高久　裕次 ㈱ハリーズ 150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-20 ｸﾞﾚｰｽ広尾3階 03-5468-6200 ●

高橋　許 ㈱ハリーズ 150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-20 ｸﾞﾚｰｽ広尾3階 03-5468-6200 ●

平井　正由 ㈱ハリーズ 150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-20 ｸﾞﾚｰｽ広尾3階 03-5468-6200 ●

向田　良文 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｯｸ株式会社 150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-10-7-4F 03-5422-6719 ● ● ●

杉並区 佐藤　政行 大一建設株式会社 167-0023 東京都杉並区上井草1-5-7 03-5382-5382 ●

豊島区 小菅　俊太郎 小菅建築研究所 171-0021 東京都豊島区西池袋4-15-1西池袋ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 303 080-5014-4195 ●

津幡　泰弘 ﾅｶﾉｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 171-0042 東京都豊島区高松2-10-16 03-5966-4163 ● ●

前川　一宏 株式会社ﾋｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 170-0003 東京都豊島区駒込1丁目27番8号ﾒｲｱｲﾋﾞﾙ3階301号室 03-6304-1126 ● ●

水野　一哉 株式会社ﾋｶﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 170-0003 東京都豊島区駒込1-27-8ﾒｲｱｲﾋﾞﾙ3階301 03-6304-1126 ●

荒川区 熊谷　広基 ㈲熊谷一級建築士事務所 116-0002 東京都荒川区荒川1-10-8 03-3802-2040 ●

板橋区 青木　治敏 (有)ｸﾞﾛｰﾋﾞﾙ企画 174-0043 東京都板橋区坂下二丁目22-16ｵｰﾍﾞﾙ蓮根601号 03-6454-5794 ●

北川　太一 北川特殊建築物調査事務所 173-0033 東京都板橋区大山西町56-7-2F 03-3958-7797 ● ●

木下　一 木下建築調査事務所 175-0092 東京都板橋区赤塚2-22-6 03-3938-8870 ●

常田　要 ㈲三基建物調査事務所 173-0004 東京都板橋区板橋1-31-11-101 03-35797301 ● ●

平町　中 173-0004 東京都板橋区板橋3-61-1 03-6789-0414 ●

百瀬　武浩 173-0031 東京都板橋区大谷口北町76-1 03-3956-1481 ●
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練馬区 富田　家彰 有限会社Tommy's Works 176-0001 東京都練馬区練馬4-15-23ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾊｲﾂ205 03-6764-1000 ●

奈木　政幸 有限会社 ｼﾞｵ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ 179-0072 東京都練馬区光が丘3-8-12-901 03-5968-4010 ●

西　孝彦 有限会社 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾙ  西一級建築士設計事務所 176-0022 東京都練馬区向山4-19-23 090-6314-1017 ●

箭内　優美 株式会社出水企画 176-0012 東京都練馬区豊玉北5-4-7 03-3557-7798 ●

足立区 末信　文行 株式会社 大塚建築設備 121-0823 東京都足立区伊興5-5-29 03-3897-5531 ● ●

仁科　豊 株式会社 ｴﾇﾃｯｸ 120-0043 東京都足立区千住宮元町31-21 03-5244-6841 ●

野口　真史 株式会社野口建築設備事務所 121-0815 東京都足立区島根3-7-23 03-5242-6588 ● ● ● ●

橋本　賢二 株式会社ﾌｫｽﾀｰ 123-0864 東京都足立区鹿浜2-33-26 03-6753-1835 ● ●

沙魚川　則夫 株式会社ｴﾇﾃｯｸ 120-0043 東京都足立区千住宮元町31-21ｴﾇﾃｯｸﾋﾞﾙ 03-5244-6841 ●

葛飾区 太田　弘一郎 ㈲オーケイホームズ 124-0014 東京都葛飾区東四つ木4-34-24 03-3697-2714 ●

田口　　和一 有限会社田口建築設計事務所 125-0061 東京都葛飾区亀有3-8-2 ﾗｼｰﾇ青野ﾋﾞﾙ2F 03-3601-8788 ● ●

江戸川区 井上　孝治 株式会社 ﾌﾟﾗｽﾌﾟﾛｴﾝｼﾞ 132-0015 東京都江戸川区西瑞江3-27-9 080-2383-5491 ●

大江　資通 一級建築士事務所 建人 建築事務所 132-0031 東京都江戸川区松島348-7若松ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ403号 03-6807-1049 ● ●

小川　健二 (株)亜細亜総合防災 134-0013 東京都江戸川区江戸川3-41 03-3679-6611 ●

加藤　俊信 株式会社 ﾌﾟﾗｽﾌﾟﾛｴﾝｼﾞ 132-0015 東京都江戸川区西瑞江3-27-9 03-6638-3320 ● ●

田口　吉則 株式会社ﾁｰﾑ建築設計 132-0024 東京都江戸川区一之江6-13-20 03-6677-3003 ●

八王子市 石原　　莞爾 ウリュウ企画建築事務所　一級建築士 193-0832 東京都八王子市散田町2-12-9 042-664-0630 ●

海藤　幸一 一級建築士事務所　海藤建築設計事務所 192-0046 東京都八王子市明神町26-1ﾌｧﾐｰﾙ八王子401 042-644-1560 ●

立川市 網野　　茂浩 株式会社コニカ 190-0003 東京都立川市栄町6-11-11 042-535-6182 ● ●

武蔵野市 木股　常精 Kimata Planning Office 180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-15-23吉祥寺ﾃﾗｽEAST 050-1410-2675 ●

三鷹市 鵜野　廣実 ㈲日の丸防災 181-0014 東京都三鷹市野崎2-4-12 0422-31-2781 ● ●
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青梅市 中里　弘 八洲環境保全㈲ 198-0023 東京都青梅市今井1-122 0428-31-4191 ●

府中市 矢島　一彦 ㈲一 183-0022 東京都府中市宮西町5-7-3 042-367-3139 ● ●

調布市 泉谷　俊雄 182-0025 東京都調布市多摩川5-4-1京王多摩川ｺｰﾎﾟﾗｽ117 0424-99-3383 ●

笹川　悦朗 株式会社 貴 建築工房 182-0023 東京都調布市染地1-31-47 042-440-0680 ●

重田　愼一 一級建築士事務所 風土設計室 182-2002 東京都調布市布田4-9-1ﾒﾙｼｰﾊｲﾂ102 042-488-1275 ●

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

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

山口　謙 有限会社山口設計事務所 194-0012 東京都町田市金森2-3-3SKﾋﾞﾙ4F 042-729-1621 ● ●

東村山市 佐籐　幸男 公益財団法人結核予防会新山手病院 189-0021 東京都東村山市諏訪町3-6-1 042-391-1425 ●

田口　正幸 株式会社千代田防災 189-0026 東京都東村山市多摩湖町1-24-1 042-394-7846 ●

国分寺市 北田　英和 株式会社北田設計事務所 185-0013 東京都国分寺市西恋ヶ窪2-15-23 042-323-2303 ●

西東京市 大作　健 伏見管理サービス(株) 202-0015 東京都西東京市保谷町2-1-4 042-450-5651 ● ●

狛江市 大鳥　峰生 ㈱イエックス東京事務所 201-0002 東京都狛江市東野川3-21-15 03-62776301 ● ●

東大和市 大久保　精則 株式会社大久保建築事務所 207-0013 東京都東大和市向原3-816-74 042-562-1507 ● ●

東久留米市 櫻木　洋一郎 ｱｰｷﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵﾌﾟﾗｽ一級建築士事務所 203-0034 東京都東久留米市弥生1-7-6-A301 090-3964-8461 ●

あきる野市 沖倉　利久 沖倉一級建築士事務所 190-0144 東京都あきる野市山田648 042-595-1322 ● ●

八丈町 沖山　史郎 沖山史郎建築設計事務所 100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷334-1 04996-2-2495 ●

その他 飯塚　　エイジン 有限会社エイジン　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 ● ●

今淵　崇 関東ﾎｰﾁｷ株式会社 371-0804 群馬県前橋市六供町794-1 027-221-7788 ● ●

山岸　純子 ｹｲ･ｱﾘﾝﾄﾝ 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-184-1ﾗﾐｰﾕ大宮ﾊｲﾗｲｽﾞ2-313 048-654-0298 ● ● ●

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

中田　義孝 341-0043 埼玉県三郷市栄3-209-2 090-5437-2059 ●

徳久　英男 株式会社関東ﾌﾟﾚｽﾄ 344-0016 埼玉県春日部市本田町2-33-1 048-872-6312 ● ●

戸塚　忠幸 株式会社戸塚建築ｱﾄﾘｴ 359-1122 埼玉県所沢市寿町23-2ｸﾞﾚｰｼｱﾀﾜｰｽﾞ所沢T-702 04-2922-9784 ●

山本　貴史 建築防災ｻｰﾋﾞｽ 333-0821 埼玉県川口市東内野605-15 048-234-1015 ● ●

五十嵐　文彦 ﾌﾟﾗｽﾌﾟﾛｴﾝｼﾞ 351-0031 埼玉県朝霞市宮戸3丁目9-5 090-1450-7395 ●

中村　貞治 建物インスペクター 259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原1-14-18岩崎ﾋﾞﾙ501 0463-94-4699 ● ●

北山　収之 有限会社ｱｰﾄﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 235-0015 神奈川県横浜市磯子区久木町3-49 045-353-5454 ●

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

須田　孝 株式会社丸紘 213-0014 神奈川県川崎市高津区新作6-2-61 044-863-2167 ●

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

山口　晶史 株式会社 吉田設計 299-4616 千葉県いすみ市岬町長者436 0470-87-5321 ● ●

武山　祐介 株式会社 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201 047-720-0252 ● ●

吉田　繁 株式会社ﾘｯｸ 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘6-60-16 080-7355-0521 ● ● ●

島　松男 株式会社ｴｽﾋﾞｼﾈｯﾄﾜｰｸ 277-0033 千葉県柏市増尾7-15-16-101 04-7199-8611 ●

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 ●

中嶋　繁 日興美装工業株式会社 001-0019 北海道札幌市北区北19条西4丁目1番21号日興美装ﾋﾞﾙ 011-726-8161 ●
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