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副支部長/渉外/本部広報委員 理事/会計/研修担当

会社名

担当者

〒

住所1

住所2

TEL

FAX

有限会社アーキテクチャー・ラボ

髙安重一

111-0034 台東区雷門2-13-3

一級建築士事務所アーキテクチャー・ラボ石川昂建築設計事務所

石川昂

一級建築士事務所アーキテクチャー・ラボＫＯＮオフィス

今知亮

株式会社アークス 一級建築士事務所

清寿ビル２Ｆ

03-3845-7320

03-3845-7352 takayasu@architecture-lab.com

111-0034 台東区雷門2-13-3-2F

03-3845-7320

03-3845-7352 ishikawa@architecture-lab.com

120-0036 足立区千住仲町15-6-1001

03-3870-5574

03-3870-5574 kon@architecture-lab.com

阿部昌吾

111-0036 台東区松が谷1-12-11-303

03-5246-4747

03-5246-4748 abe@arcs-corp.jp

株式会社アース建築デザイン一級建築士事務所

飛田康宏

110-0015 台東区東上野1-13-15

株式会社アーバン企画室

田中直樹

110-0016 台東区台東3-40-3-203

有限会社アール・エス設計一級建築士事務所

飯塚泰助

111-0036 台東区松が谷2-27-2

株式会社アール・エフ・エー一級建築士事務所

万徳友里香

110-0002 台東区上野桜木1-7-5-103

03-5832-9760

03-5832-9761 design@ryujifujimura.jp

株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング

植松工

110-0014 台東区北上野2-8-7

03-5246-4160

03-5246-4194 uematsu-k@atk-eng.jp

一級建築士事務所あとりえ

鳥山暁子

111-0031 台東区千束2-4-2

加藤ビル２階

03-6802-3227

03-6802-3226 info@atolie.com

アーバントップビル3階

小杉ビル

2階

e-mail

03-6659-7322

03-6659-7323 y-tobita@earth-arch.co.jp

03-3832-8950

03-3832-8960 urban@salsa.ocn.ne.jp

03-5830-7138

03-5830-7139 shinsei@rs-sekkei.co.jp

幹事

有限会社EOS plus 二級建築士事務所

遠藤和広

110-0015 台東区東上野3-2-6

石田ビル4F

03-3839-4511

03-3839-4512 e-eos@agate.dti.ne.jp

幹事

株式会社伊藤建築設計工房

伊藤政則

111-0053 台東区浅草橋3-20-15

浅草橋ミハマビル5F

03-3866-0045

03-3865-4570 m-ito@ito-arch.co.jp

株式会社上杉建築事務所

髙橋利明

110-0016 台東区台東4-27-5

秀和御徒町ビル7F

03-5807-2135

03-5807-2136 takahashi@uao.co.jp

株式会社Scube一級建築士事務所

星野明広

111-0036 台東区松が谷1-9-10

第2マテックスビル9F

03-6426-2988

03-6426-2989 hoshino@s-3.jp

秋葉原新高第一生命ビル4階

副支部長/副研修/耐震関係委
員長/ゴルフ委員長/研修旅行 理事/副会計
委員長
幹事
副支部長/副書記/無料建築相
談室・空き家総合相談担当/本
理事/副総務
部受動喫煙防止対策支援業務
台東代表
幹事
監事/台災ネット担当/台東区
理事/研修
景観アドバイザー

副支部長/副会計/ふれあい
フェア対応委員長/本部日事連 理事/副総務
会誌編集専門委員
幹事
相談役/本部常任理事/会誌・
HP専門副委員長/会員増強
理事/書記
WG委員/地位向上検討WG副
主査/台東区景観審議会委員
会計/区有施設法令点検担当

相談役

理事/渉外

株式会社エナ・デザインコンサルタント

増子和治

110-0005 台東区上野3-1-2

03-5819-1511

03-5819-1512 K.ishikawa@ena-dc.jp

有限会社江幡建設工業所一級建築士事務所

江幡裕樹

111-0056 台東区小島2-17-12

03-3863-4055

03-3863-4056 h_ebata@jcom.home.ne.jp

株式会社エフ・デザイン

松久保秀昭

111-0042 台東区寿4-7-11

03-5828-1591

03-5828-1592 matsukubo@fdesign.co.jp

大島健二

111-0053 台東区浅草橋5-19-7

03-3864-1580

03-3864-1580 oshima@ocm2000.com

大原建築設計事務所

大原正昭

101-0031 千代田区東神田1-11-9

03-3861-9168

03-5825-4939 ohara.arch@ray.ocn.ne.jp

有限会社岡本１級設計

岡本充永

111-0031 台東区千束2-9-2

03-3874-0793

03-3874-3097 mt-oka2651@orion.ocn.ne.jp

有限会社加藤工務店１級建築士事務所

加藤和良

110-0016 台東区台東3-22-9

03-3832-5750

03-3835-8635 k.kazuyoshi@jcom.home.ne.jp

川島鈴鹿建築計画

一級建築士事務所

鈴鹿美穂

111-0056 台東区小島2-3-1

03-3851-3385

03-3851-3386 ksas@kawashimasuzuka.com

國吉設計事務所

國吉正和

111-0031 台東区千束2-14-4

03-3875-2500

03-3875-2501 j-kunisan@jcom.home.ne.jp

有限会社熊谷工務店一級建築士事務所

熊谷泰幸

110-0016 台東区台東4-14-4

03-3832-1854

03-3832-1853 kumagai.construction@gmail.com

株式会社栗田建築事務所

栗田幸一

111-0042 台東区寿4-16-9-601

チュリス田原町601

03-5828-8831

03-3843-8552 ar9.9rita@gmail.com

KS建築士事務所一級建築士事務所

真田勝博

111-0024 台東区今戸24-7

KSビル

03-3874-1470

03-3874-1470 k.sanada@tokyo.email.ne.jp

一級建築士事務所株式会社高賀

高久新一

111-0031 台東区千束4-42-4

高賀ビル1F

03-5849-4996

03-5849-4997 couga@couga.co.jp

有限会社河野有悟建築計画室

河野有悟

110-0015 台東区東上野6-1-3

東京松屋UNITY 1101

03-5948-7320

03-5948-7321 hugo@hugo-arc.com

郡山久輝

110-0003 台東区根岸2-7-11

03-3872-2342

03-3872-2771 hisateru1003@jcom.home.ne.jp

OCM

一級建築士事務所

一級建築士事務所

監事/区有施設法令点
郡山１級建築士事務所
検担当
有限会社コモド設備計画

相談役/本部参与/役員候補者
選出管理委員/台東区都市計画 理事/総務
審議会委員
幹事/本部業務副委員長

副支部長/研修委員長/本部指
理事/研修
導委員/建築相談室委員

大原第１ビル

山下直久

110-0016 台東区台東2-3-9

KHビル7F

03-5829-8408

03-5829-8409 yamashita@comodo-plan.com

一級建築士事務所佐久間達也空間計画所

佐久間達也

113-0022 文京区千駄木4-2-22

奈良コーポ301

03-5809-0855

03-5809-0855 t-sak@pop01.odn.ne.jp

さくら構造株式会社東京事務所一級建築士事務所

木下光司

110-0015 台東区東上野2-3-7

山本ビル2F

03-5875-1616

03-6803-0510 kinoshita@sakura-kozo.jp

有限会社サンフォルム設計事務所

隂山日出也

110-0014 台東区北上野1-11-9-402

03-3842-7451

03-3842-7481 sunform-k@nifty.com

一級建築士事務所 株式会社三洋工業所

田村透

121-0812 足立区西保木間1-9-11

03-5831-5997

03-5831-5998 info@e-sanyo.co.jp

株式会社JFE設計

島田政之

111-0051 台東区蔵前2-17-4

03-5835-3237

03-5835-3271 m-shimada@jfe-sekkei.co.jp

株式会社秀建築研究事務所

冬木美津雄

110-0015 台東区東上野2-1-1

03-3843-4721

03-3843-4723 m.fuyuki@shu-kenchiku.co.jp

新三平建設株式会社一級建築士事務所

川嵜啓司

111-0041 台東区元浅草1-6-13

03-3847-3304

03-3847-2890 kawasaki@shinsampei.com

株式会社杉本由美子建築設計事務所

杉本由美子

110-0011 台東区三ノ輪1-26-12

03-5808-4733

03-5808-4734 sugimoto@sugi-arch.co.jp

株式会社鈴広工務店一級建築士事務所

廣瀬新次

111-0024 台東区今戸2-30-3

03-6802-0881

03-6802-0883 hirose-suzuhiro@s9.dion.ne.jp

セック株式会社一級建築士事務所

杉山嘉一朗

104-0032 中央区八丁堀4-6-1

03-3553-7035

03-3553-7036 Kaichirou_Sugiyama@sec-i.co.jp

株式会社千斗

吉田斉史

110-0001 台東区谷中3-17-10

03-3824-4509

03-3828-2420 pure@sento-sky.co.jp

株式会社創建東京支店一級建築士事務所

島田麗子

110-0005 台東区上野5-15-14

御徒町CYビル4階

03-5812-5555

03-5812-5557 shimada-r@kk-soken.co.jp

第一建設工業株式会社 東京支店一級建築士事務所

岡部武志

110-0015 台東区東上野1-7-15

ヒューリック東上野一丁目ビル4階 03-3833-7895

03-3834-6027 t.okabe@daiichi-kensetsu.co.jp

株式会社大建情報システム

酒井七生

111-0041 台東区元浅草2-6-6

東京日産台東ビル4階

03-3847-1234

03-3847-1166 sakai@daiken-system.co.jp

だいやす建設株式会社 一級建築士事務所

佐藤学

110-0002 台東区上野桜木1-5-15

03-3827-6247

03-3827-6240 gaku@daiyasu-k.co.jp
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副支部長/書記/台災ネット対
応委員長/メール連絡長/グル 理事/副書記
スケ長/本部会誌・HP専門委
副支部長/広報/区要綱による
理事/広報
耐震診断委員長

会社名

担当者

〒

大平孝至

110-0005 台東区上野7-8-14

有限会社ティー・エス設計 一級建築士事務所

高畠嘉文

110-0016 台東区台東2-21-14

有限会社寺田建築設計事務所

寺田利夫

111-0025 台東区東浅草1-12-3

株式会社東京ステーション・サービス一級建築士事務所

小川和則

110-0015 台東区東上野3-21-9

株式会社都市環境設計事務所

小椋雅英

株式会社ダイリン

一級建築士事務所

住所1

住所2

TEL

FAX

03-3841-4956

03-3847-9678 oohira_takashi@dairin.me

03-3831-0013

03-3831-0013 tsplan@future.ocn.ne.jp

03-3871-8653

03-3871-8657 terada3871@mx2.alpha-web.ne.jp

グリーンガーデン上野

03-5816-0313

03-5816-0325 k-ogawa2@t-station-s.co.jp

111-0041 台東区元浅草3-6-1

石澤ビル5階

03-5246-6701

03-5246-6703 m_ogura@tk-sekkei.com

ピノチオビル５Ｆ

光ビル２階

e-mail

株式会社冨井建築設計研究所

小松幸雄

111-0053 台東区浅草橋3-19-4

03-3862-4688

03-3865-1830 y-komatsu@tomii-kenchiku.co.jp

株式会社中村設計

中村和夫

111-0034 台東区雷門2-13-5

03-3843-2551

03-3843-2556 info@nakamura-sekkei.co.jp

中柳建設株式会社一級建築士事務所

中野晴義

110-0015 台東区東上野2-19-12

03-3833-0876

03-3831-8047 haruyoshi_nakano@nakayanagi.co.jp

一級建築士事務所有限会社名取建築設計事務所

名取努

110-0016 台東区台東2-26-3

近藤ビル３階

03-3833-2555

03-3833-2556 natorisekkei@silk.plala.or.jp

有限会社ニュークリアーエンジニアリング一級建築士事務所

佐藤博昭

110-0015 台東区東上野2-2-3

ビルボ東上野ビル301

03-3842-8838

03-3842-8848 sato@nedsin.com

株式会社パッソン一級建築士事務所

木村修

110-0013 台東区入谷2-27-1

03-3876-6081

03-3876-6082 kimura@passon.co.jp

株式会社ピーエーシー一級建築士事務所

武井一義

111-0053 台東区浅草橋4-2-2

03-5809-2630

03-5823-0950 takei@pac-tech.co.jp

株式会社藤田建装１級建築士事務所

新垣良男

111-0035 台東区西浅草1-7-4

03-3841-6986

03-3844-0018 aragaki@fujitakenso.co.jp

有限会社松下建築設計事務所

松下充男

111-0032 台東区浅草5-2-12

03-3873-3857

03-3873-3676 arch-matsushita@mx1.alpha-web.ne.jp

株式会社三岳企画設計一級建築士事務所

金子幸司

111-0055 台東区三筋2-7-10

03-5825-0321

03-5825-0322 kk@mitsutakekikaku.com

株式会社メトロプロパティーズ一級建築士事務所

利川明史

110-0015 台東区東上野6-9-3

03-5827-5836

03-5827-5831 a.toshikawa.g7x@metro-pro.jp

八千代エンジニヤリング株式会社一級建築士事務所

蓮見律子

111-8648 台東区浅草橋5-20-8

03-5822-2885

03-5822-2792 rt-hasumi@yachiyo-eng.co.jp

株式会社ユニバーサル設計事務所

髙平季佳

110-0003 台東区根岸2-7-12

03-6337-8916

03-6338-0588 universal@ff.em-net.ne.jp

夢工房一級建築士事務所

權成大

181-0003 三鷹市北野4-14-31

0422-48-1666

0422-48-1666 sss-kwon@jcom.zaq.ne.jp

株式会社リンテグラ一級建築士事務所

竹内明

110-0005 台東区上野6-1-11

03-5826-4007

03-5826-4008 info@rentegura.com

株式会社中村設計

中村栄太郎

111-0034 台東区雷門2-13-5

03-3843-2551

03-3843-2556 info@nakamura-sekkei.co.jp

協力会員-1

株式会社アースリレーションズ

本橋和彦

111-0042 台東区寿3-15-15

水新ビル5F

03-5826-5560

03-5826-5564 kmotohashi@earthrelations.co.jp

協力会員-2

株式会社エレベーター・デポ東京

辻龍志

101-0031 千代田区東神田2-8-7

共信ビル3F

03-3865-4800

03-5820-5891 tuji@shinto-elv.com

協力会員-3

株式会社大平産業

大平剛

103-0024 中央区日本橋小舟町6-3

SKTビル

03-5649-3181

03-5641-1020 t-ohhira@sk-taihei.co.jp

協力会員-4

株式会社オムテック

斎藤慶克

171-0021 豊島区西池袋5-26-19

陸王西池袋ビル

03-3974-6431

03-5917-9511 saito@omtecinc.co.jp

協力会員-5

クマリフト株式会社東京支店

中田晃平

110-0015 台東区東上野3-35-9

本池田ビル

03-3839-1500

03-3839-1611 tky-sales@kumalift.co.jp

協力会員-6

株式会社K-corporation

渡邉健一朗

136-0071 江東区亀戸3-61-8

川銀ビル202号

03-5858-9573

03-5858-9574 k-corporation@gaihekishindan.co.jp

協力会員-7

株式会社サンマックス

山崎翔

107-0051 港区元赤坂1-7-18

ニッセイ元赤坂ビル7F

協力会員-8

三立工機株式会社

宮崎哲郎

111-0056 台東区小島1-6-4

協力会員-9

ジャパンパイル株式会社

北條貴嗣

103-0007 中央区浜町2-1-1

協力会員-10

常磐共同火力株式会社

小泉俊彰

協力会員-11

大建工業株式会社

今井信之

協力会員-12

株式会社ナカムラ・コーポレーション

協力会員-13
友の会-1

幹事

幹事
副支部長/副広報/HP委員長/
緊急輸送道路沿道耐震委員長/
構造アドバイザー委員長/本部 理事/副広報
木造耐震専門委員/日事連構造
委員/青年部会幹事
支部長/総括/本部構造技術専
理事/総括
門委員/地位向上検討WG委員

副支部長/総務/区有施設法令
監事
点検委員長
監事/ゴルフ・研修担当

副支部長/副渉外/無料建築相
理事/副渉外
談室・空き家総合相談委員長

特別会員（本部名誉会員）

代表理事

浅草橋西口ビル

協立ビル3F

根岸フラットA2

03-5775-1135

03-5775-1138 yamasaki@sunmax.co.jp

03-3851-7151

03-3866-0248 miyazaki.t@sanritukouki.co.jp

田辺浜町ビル

03-5843-4169

03-5651-0191 takatsugu_hojo@japanpile.co.jp

101-0041 千代田区神田須田町1-1

神田須田町スクエアビル

03-3256-5411

03-3256-5420 toshiaki-koizumi@joban.powar.co.jp

101-8950 千代田区外神田3-12-8

住友不動産秋葉原ビル

03-6271-7873

03-5296-4057 imai-nobuyuki@daiken.co.jp

廣田高芳

120-0034 足立区千住1-4-1

東京芸術センタービル1804

03-6806-2484

03-6806-2485 hirota@nedsin.com

日本建物評価機構株式会社

安西正善

103-0027 中央区日本橋3-8-16

ぶよおビル6F

03-5542-1720

03-5542-1721 yasu2816@jbao.co.jp

高本司

高本司

290-0006 千葉県市原市若宮4-11-4

090-8706-3479 -

t-t2234889@kmf.biglobe.ne.jp

友の会-2

高橋恒雄

高橋恒雄

105-0014 港区芝大門2-7-13

070-5076-7323

t_t60@icloud.com

友の会-3

株式会社市川

市川雅紀

231-0053 横浜市中区初音町2-30-1

090-6538-4919 -

ichikawaoffice@ichikawaoffice.com

ヴェルデカーサ横浜1001

