
平成29年1月20日現在

連絡主管者氏名

〒 住所 全構造 木造 氏名

会津建設㈱設計事務所 960-8073 福島市南中央３丁目２ 024-535-4440 024-535-5955 info@aizukensetu.co.jp 平野 博之 一級建築士 〇 平野博之

会津建設㈱設計事務所 960-8073 福島市南中央３丁目２ 024-535-4440 024-535-5955 info@aizukensetu.co.jp 熊倉 剛 一級建築士 〇 平野博之

会津建設㈱設計事務所 960-8073 福島市南中央３丁目２ 024-535-4440 024-535-5955 info@aizukensetu.co.jp 佐藤 将康 一級建築士 〇 平野博之

会津土建(株) 965-0873 会津若松市追手町５－３６ 0242-26-4500 0242-28-6262 m-kazutaka@adoken.co.jp 目黒 洋真 一級建築士 〇 三星和敬

会津土建(株) 965-0873 会津若松市追手町５－３６ 0242-26-4500 0242-28-6262 m-kazutaka@adoken.co.jp 三星 和敬 一級建築士 〇 三星和敬

アコルド設計事務所 963-0201 郡山市大槻町字二本木１３－１ 024-961-4702 024-961-4703 akordo@ams.odn.ne.jp 柏原 広継 一級建築士 〇 柏原広継

㈲アルファ建築設計 965-0804 会津若松市花春町７－６７ 0242-26-5225 0242-26-5295 alpha.arai@nifty.com 新井 広大 二級建築士 〇 新井正人

㈲アルファ建築設計 965-0804 会津若松市花春町７－６７ 0242-26-5225 0242-26-5295 alpha.arai@nifty.com 新井 正人 一級建築士 〇 新井正人

㈱安藤組建築設計事務所 960-8107 福島市浜田町３－２８ 024-534-2325 024-533-8303 andogumi@trust.ocn.ne.jp 鴨田 忠 一級建築士 〇 鴨田　忠

㈱安藤組建築設計事務所 960-8107 福島市浜田町３－２８ 024-534-2325 024-533-8303 andogumi@trust.ocn.ne.jp 齋藤 哲也 一級建築士 〇 鴨田　忠

㈲イガラシ建築設計室 960-8141 福島市渡利字小久保４６ 024-524-1064 024-524-1084 a-iga@gaea.ocn.ne.jp 高野 弘吉 一級建築士 〇 高野弘吉

一級建築士事務所ドムデザイン 975-0039 南相馬市原町区青葉町１－１ 0244-22-1111 0244-23-4391 なし 菅野 量一 一級建築士 〇 菅野量一

一級建築士事務所ドムデザイン 975-0039 南相馬市原町区青葉町１－１ 0244-22-1111 0244-23-4391 なし 江上 康孝 一級建築士 〇 菅野量一

㈱内田建築設計事務所 960-8043 福島市中町９－２２ 024-521-0365 024-524-2264 archi-uchida@coral.plala.or.jp 佐藤 孝夫 一級建築士 〇 佐藤孝夫

海野建築設計事務所 970-8036 いわき市平谷川瀬字泉町７０－１　永山スペースＩ301 0246-25-2330 0246-38-6750 unno-h@agate.plala.or.jp 海野 英行 一級建築士 〇 海野英行

エーユーエム構造設計㈱ 963-8013 郡山市神明町１７－２３ 024-939-2796 024-939-8759 hamao@aum.ne.jp 濱尾 博文 一級建築士 〇 濱尾博文

エーユーエム構造設計㈱ 963-8013 郡山市神明町１７－２３ 024-939-2796 024-939-8759 hamao@aum.ne.jp 橋本 長子 二級建築士 〇 濱尾博文

エーユーエム構造設計㈱ 963-8013 郡山市神明町１７－２３ 024-939-2796 024-939-8759 hamao@aum.ne.jp 秋山 暁子 一級建築士 〇 濱尾博文

エーユーエム構造設計㈱ 963-8013 郡山市神明町１７－２３ 024-939-2796 024-939-8759 hamao@aum.ne.jp 桑名 崇裕 一級建築士 〇 濱尾博文

エーユーエム構造設計㈱ 963-8013 郡山市神明町１７－２３ 024-939-2796 024-939-8759 hamao@aum.ne.jp 阿部 智史 二級建築士 〇 濱尾博文

㈱エスデー設計研究所 963-8875 郡山市池ノ台１５－１５ 024-938-2314 024-938-2398 info@sd-labo.co.jp 伊東 和則 一級建築士 〇 伊東和則

㈱エスデー設計研究所 963-8875 郡山市池ノ台１５－１５ 024-938-2314 024-938-2398 info@sd-labo.co.jp 石井 宏治 二級建築士 〇 伊東和則

㈱エスデー設計研究所 963-8875 郡山市池ノ台１５－１５ 024-938-2314 024-938-2398 info@sd-labo.co.jp 松山 泰弘 二級建築士 〇 伊東和則

㈱遠藤義男建築設計事務所 963-8023 郡山市緑町２９－７ 024-923-4666 024-923-4668 橋本 専一 一級建築士 〇 橋本専一

王子建設㈱ 963-8026 郡山市並木５－５－３８ 024-933-4153 024-938-9853 大原 勝行 一級建築士 〇 大原勝行

王子建設㈱ 963-8026 郡山市並木５－５－３８ 024-933-4153 024-938-9853 村中 智博 一級建築士 〇 大原勝行

㈲大野建築設計事務所 960-0112 福島市南矢野目字鼓原１５－２ 024-554-1108 024-554-1158 adoffice.ohno@nifty.ne.jp 河野 忠 二級建築士 〇 河野　忠

㈲大野建築設計事務所 960-0112 福島市南矢野目字鼓原１５－２ 024-554-1108 024-554-1158 adoffice.ohno@nifty.ne.jp 斎藤 良治 二級建築士 〇 河野　忠

㈱オオバ工務店一級建築士事務所 963-804１ 郡山市富田町字権現林３－４ 024-961-6500 024-961-6501 oba@oba21.com 大場 俊之 一級建築士 〇 松本雅敏

㈱オオバ工務店一級建築士事務所 963-804１ 郡山市富田町字権現林３－４ 024-961-6500 024-961-6501 oba@oba21.com 酒井 直樹 一級建築士 〇 松本雅敏

㈱オオバ工務店一級建築士事務所 963-804１ 郡山市富田町字権現林３－４ 024-961-6500 024-961-6501 oba@oba21.com 松本 雅敏 一級建築士 〇 松本雅敏

㈱オオバ工務店一級建築士事務所 963-804１ 郡山市富田町字権現林３－４ 024-961-6500 024-961-6501 oba@oba21.com 渡辺 光司 一級建築士 〇 松本雅敏

㈱尾崎構造設計事務所 963-0111 郡山市安積町荒井字北大部５－２　スカイコート４０６ 024-953-7343 024-953-7344 ozaki-kozo@mbe.nifty.com 尾﨑 真哉 一級建築士 〇 尾﨑真哉

㈱小島建築設計事務所 960-8251 福島市北沢又字稲荷中川原１ 024-558-3322 024-557-4091 o183@mtc.biglobe.ne.jp 小嶋 裕一 一級建築士 〇 小嶋裕一

㈱小島建築設計事務所 960-8251 福島市北沢又字稲荷中川原１ 024-558-3322 024-557-4091 o183@mtc.biglobe.ne.jp 内山 勇二 一級建築士 〇 小嶋裕一

㈱小島建築設計事務所 960-8251 福島市北沢又字稲荷中川原１ 024-558-3322 024-557-4091 o183@mtc.biglobe.ne.jp 小嶋 裕茂 二級建築士 〇 小嶋裕一

㈱小島建築設計事務所 960-8251 福島市北沢又字稲荷中川原１ 024-558-3322 024-557-4091 o183@mtc.biglobe.ne.jp 高橋 隆 二級建築士 〇 小嶋裕一

震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定・復旧技術建築士事務所名簿（会員）

建築士事務所協会名：一般社団法人福島県建築士事務所協会

建築士事務所名
所在地

電話番号 ＦＡＸ e-Mail 判定・復旧技術者氏名 建築士資格
講習修了構造（該当○印）
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㈱小島建築設計事務所 960-8251 福島市北沢又字稲荷中川原１ 024-558-3322 024-557-4091 o183@mtc.biglobe.ne.jp 渡邉 恵美子 二級建築士 〇 小嶋裕一

㈱小島建築設計事務所 960-8251 福島市北沢又字稲荷中川原１ 024-558-3322 024-557-4091 o183@mtc.biglobe.ne.jp 齋藤 友佑 二級建築士 〇 小嶋裕一

㈱小島建築設計事務所 960-8251 福島市北沢又字稲荷中川原１ 024-558-3322 024-557-4091 o183@mtc.biglobe.ne.jp 小嶋 聡 二級建築士 〇 小嶋裕一

蔭山建築設計事務所 963-0725 郡山市田村町金屋字上川原２８６－１２ 024-944-3622 024-942-0088 inform@kageyama-koumuten.com 蔭山 寿一 一級建築士 〇 蔭山寿一

蔭山建築設計事務所 963-0725 郡山市田村町金屋字上川原２８６－１２ 024-944-3622 024-942-0088 inform@kageyama-koumuten.com 石澤 剛 一級建築士 〇 蔭山寿一

㈲和構造設計事務所 965-0011 会津若松市鶴賀町２－１０ 0242-32-3939 0242-22-3585 kazukozo@ht-net21.ne.jp 菊地 和彦 一級建築士 〇 菊地和彦

㈲桂建築設計事務所 960-8228 福島市松山町１３６ 024-533-6228 024-533-6230 katura-ksj@m8.dion.ne.jp 髙橋 孝雄 二級建築士 〇 髙橋孝雄

㈲加藤建築設計事務所 965-0818 会津若松市東千石２－４－１７ 0242-26-8751 0242-29-2616 ekt@s-katoh.co.jp 加藤 榮一 一級建築士 〇 加藤榮一

亀谷建設㈱ 960-8055 福島市野田町５－８－５８ 024-535-3241 024-535-3653 soumu@kameken.net 舩山 龍一 一級建築士 〇 舩山龍一

亀谷建設㈱ 960-8055 福島市野田町５－８－５８ 024-535-3241 024-535-3653 soumu@kameken.net 渡邉 一弥 二級建築士 〇 舩山龍一

㈱共立建築設計事務所 963-8813 郡山市芳賀二丁目１９－１４ 024-944-2278 024-944-0310 info@kyouritu-inc.jp 幕田 勇 一級建築士 〇 幕田宙晃

㈱共立建築設計事務所 963-8813 郡山市芳賀二丁目１９－１４ 024-944-2278 024-944-0310 info@kyouritu-inc.jp 幕田 宙晃 一級建築士 〇 幕田宙晃

㈱共立建築設計事務所 963-8813 郡山市芳賀二丁目１９－１４ 024-944-2278 024-944-0310 info@kyouritu-inc.jp 大竹 幹夫 二級建築士 〇 幕田宙晃

㈱黒澤工務店一級建築設計事務所 960-8164 福島市八木田字中島１５２－４ 024-545-3356 024-545-3357 n.kurosawa@laru.net 黒澤 信之 一級建築士 〇 黒澤信之

㈲建築設計アトリエ・力 963-8031 郡山市上亀田２３－１９ 024-961-2377 024-961-0924 info@atelier-chikara.com 渡辺 力 一級建築士 〇 渡辺　力

㈲小坂建築設計工房 960-8116 福島市春日町１１－３６ 024-535-3865 024-535-3883 kosaka_arch@mve.biglobe.ne.jp 小坂 和也 一級建築士 〇 小坂和也

㈲寿設計 970-8045 いわき市郷ヶ丘１丁目３３－３ 0246-29-2355 0246-29-2356 ktbk@basil.ocn.ne.jp 飯塚 静栄 一級建築士 〇 飯塚静栄

㈲寿設計 970-8045 いわき市郷ヶ丘１丁目３３－３ 0246-29-2355 0246-29-2356 ktbk@basil.ocn.ne.jp 吉田 泉 一級建築士 〇 飯塚静栄

佐久間秀一級建築士事務所 960-2154 福島市佐倉下字笠ノ内北７－１６ 024-539-7133 024-539-5687 syuu@sea.plala.or.jp 佐久間 秀 一級建築士 〇 佐久間秀

㈲佐藤憲司建築設計事務所 960-8141 福島市渡利字番匠町１１４ 024-523-5003 024-522-0851 なし 佐藤 憲司 一級建築士 〇 佐藤憲司

佐藤構造設計事務所 962-0034 須賀川市一里坦１６－１ 0248-75-0892 0248-75-0991 sato-sin@ht-net21.ne.jp 佐藤 信一 一級建築士 〇 佐藤信一

㈱佐藤信博建築設計事務所 960-8153 福島市黒岩字関根２４－１ 024-545-5455 024-545-5453 satonobu@galaxy.ocn.ne.jp 佐藤 玲子 一級建築士 〇 佐藤玲子

㈲サンミックス・システム堀井勝典研究所 963-8052 郡山市八山田７－４２ 024-939-6020 024-939-6021 sun.mix@titan.ocn.ne.jp 星 芳道 一級建築士 〇 星　芳道

㈲サンミックス・システム堀井勝典研究所 963-8052 郡山市八山田７－４２ 024-939-6020 024-939-6021 sun.mix@titan.ocn.ne.jp 松谷 忠 二級建築士 〇 星　芳道

㈲シー・エヌ・シー 970-8044 いわき市中央台飯野４－２－４ 0246-46-0357 0246-46-0358 yomogita@emobile.ne.jp 大平 明良 一級建築士 〇 大平明良

㈱清水公夫研究所 963-8862 郡山市菜根３丁目１２－８ 024-922-9334 024-922-9822 info@shimizu-archi.com 久保田 哲誠 一級建築士 〇 久保田哲誠

㈱清水公夫研究所 963-8862 郡山市菜根３丁目１２－８ 024-922-9334 024-922-9822 info@shimizu-archi.com 青栁 浩司 二級建築士 〇 久保田哲誠

㈱JUST　DO　IT 960-8054 福島市三河北町２－８　CoCoMezon1B 024-563-1607 024-563-1608 justdoit@email.plala.or.jp 菅野 真 一級建築士 〇 菅野真

㈲秀和建築設計事務所 963-0111 郡山市安積町荒井字下北井前１－５ 024-946-3505 024-945-8510 syuwa@eagle.ocn.ne.jp 桑名 和雄 一級建築士 〇 桑名和雄

㈲SUE設計 961-0857 白河市南堀切２４７－２ 0248-24-6988 0248-24-6990 sue@office.nifty.jp 諏江 俊一 一級建築士 〇 諏江俊一

㈱鈴木建築設計事務所 961-0947 白河市一番町２７－１ 0248-23-3261 0248-23-3293 main@suzuki-sekkei.co.jp 鈴木 茂久 一級建築士 〇 鈴木茂久

宣建築設計事務所 970-8031 いわき市平中山字柳町３２－１ 0246-21-1200 0246-21-1295 senarchi@lime.ocn.ne.jp 鈴木 清宣 一級建築士 〇 鈴木清宣

㈲造建築事務所 960-1101 福島市大森字竹ノ内前１１－１４ 024-546-1341 024-546-0145 zou3@gol.com 石添 万寿雄 一級建築士 〇 石添万寿雄

㈲造建築事務所 960-1101 福島市大森字竹ノ内前１１－１４ 024-546-1341 024-546-0145 zou3@gol.com 菅原 高志 一級建築士 〇 石添万寿雄

高野構造設計室 963-8875 郡山市池ノ台２０－２３ 　金田ビル2階東 024-953-7831 024-953-7835 takano@coda.ocn.ne.jp 髙野 正 一級建築士 〇 髙野　正

㈲タック構造設計 969-0222 西白河郡矢吹町八幡町５８８－１ 0248-44-3546 0248-44-4804 tac-kozo@h9.dion.ne.jp 髙桑 正晴 一級建築士 〇 髙桑正晴

㈲タック構造設計 969-0222 西白河郡矢吹町八幡町５８８－１ 0248-44-3546 0248-44-4804 tac-kozo@h9.dion.ne.jp 小峰 和幸 一級建築士 〇 髙桑正晴
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平成29年1月20日現在

連絡主管者氏名

〒 住所 全構造 木造 氏名

震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定・復旧技術建築士事務所名簿（会員）

建築士事務所協会名：一般社団法人福島県建築士事務所協会

建築士事務所名
所在地

電話番号 ＦＡＸ e-Mail 判定・復旧技術者氏名 建築士資格
講習修了構造（該当○印）

㈲タック構造設計 969-0222 西白河郡矢吹町八幡町５８８－１ 0248-44-3546 0248-44-4804 tac-kozo@h9.dion.ne.jp 鈴木 ゆみ 二級建築士 〇 髙桑正晴

㈱田中建築設計事務所 960-1108 福島市成川字成田口１６－９ 024-545-1965 024-545-1971 tanaka-sekkei@marble.ocn.ne.jp 田中 幸吉 一級建築士 〇 田中幸吉

㈱田中建築設計事務所 960-1108 福島市成川字成田口１６－９ 024-545-1965 024-545-1971 tanaka-sekkei@marble.ocn.ne.jp 田中 宏幸 一級建築士 〇 田中幸吉

㈱ティ・アール建築アトリエ 963-8835 郡山市小原田３丁目５－９ 024-943-1365 024-944-2850 五十嵐 有美子 一級建築士 〇 五十嵐有美子

㈱ティ・アール建築アトリエ 963-8835 郡山市小原田３丁目５－９ 024-943-1365 024-944-2850 鈴木 幹英 一級建築士 〇 五十嵐有美子

㈲テクノス一級建築士事務所 963-0207 郡山市鳴神２丁目１０９－２ 024-983-9955 024-983-9966 toiawase@tcns.co.jp 田母神 一吉 一級建築士 〇 田母神一吉

（株）中里工務店一級建築士事務所 979-2103 南相馬市小高区大井字深町４８ 0244-26-3127 0244-26-3112 tachibana@nakazatok.jp 橘 正之 一級建築士 〇 橘　正之

ハイエスト設計 976-0037 相馬市中野字寺前４４０－１ 0244-36-7131 0244-36-6996 m-sugawara@nakamura-highest.co.jp 菅原 政明 一級建築士 〇 菅原政明

㈲ノア・アーキテクツ 971-8144 いわき市鹿島町久保字馬場１６－９ 0246-58-8201 0246-58-8204 noa@olive.ocn.ne.jp 福富 大祐 一級建築士 〇 福富大祐

八光建設㈱ 963-8026 郡山市並木１－１－１１ 024-922-8553 024-939-1280 sawazaki@hk-const.co.jp 澤﨑 幸史 一級建築士 〇 澤﨑幸史

八光建設㈱ 963-8026 郡山市並木１－１－１１ 024-922-8553 024-939-1052 sawazaki@hk-const.co.jp 柳沼 幸代 二級建築士 〇 澤﨑幸史

八光建設㈱ 963-8026 郡山市並木１－１－１１ 024-922-8553 024-939-1052 sawazaki@hk-const.co.jp 宗像 智加枝 一級建築士 〇 澤﨑幸史

八光建設㈱ 963-8026 郡山市並木１－１－１１ 024-922-8553 024-939-1052 sawazaki@hk-const.co.jp 平澤 忠雄 一級建築士 〇 澤﨑幸史

八光建設㈱ 963-8026 郡山市並木１－１－１１ 024-922-8553 024-939-1052 sawazaki@hk-const.co.jp 溝畑 康治 一級建築士 〇 澤﨑幸史

㈱晃建設一級建築設計事務所 960-8135 福島市腰浜町３１－１６ 024-535-3125 024-535-3127 kanri@fk-hikari.jp 田島 孝志 一級建築士 〇 奥山俊久

㈱晃建設一級建築設計事務所 960-8135 福島市腰浜町３１－１６ 024-535-3125 024-535-3127 kanri@fk-hikari.jp 奥山 俊久 一級建築士 〇 奥山俊久

㈱晃建設一級建築設計事務所 960-8135 福島市腰浜町３１－１６ 024-535-3125 024-535-3127 kanri@fk-hikari.jp 佐藤 寿雄 二級建築士 〇 奥山俊久

㈲光設計工房 960-1102 福島市永井川字光白９－７ 024-539-8411 024-539-8416 koh_aa@kdt.biglobe.ne.jp 渡邉 敏光 一級建築士 〇 渡邉敏光

引地建築設計事務所 960-0669 伊達市保原町字赤橋６－１ 024-575-0234 024-575-0234 hado-0234@khaki.plala.or.jp 引地 勝則 一級建築士 〇 引地勝則

㈱平木建築設計事務所 960-8066 福島市矢剣町８－２４ 024-534-7467 024-531-3353 numabe-m@hiraki-ae.jp 沼邉 衛 一級建築士 〇 沼邉　衛

平田建築設計事務所 970-8024 いわき市平北白土字鍛冶渕４３ 0246-22-1069 0246-22-1039 hirataken-5611@sand.ocn.ne.jp 平田 茂 一級建築士 〇 平田　茂

平田建築設計事務所 970-8024 いわき市平北白土字鍛冶渕４３ 0246-22-1069 0246-22-1039 hirataken-5611@sand.ocn.ne.jp 平田 稔 一級建築士 〇 平田　茂

広沢建築設計事務所 960-8157 福島市蓬莱町２－３－２４ 024-548-0609 024-548-0609 tytk4h@h3.dion.ne.jp 廣澤 俊樹 一級建築士 〇 廣澤俊樹

㈲フォルム建築計画 960-8036 福島市新町２－１１　クラフトビル２０１ 024-529-5407 024-529-5408 k-ito@form-p.com 伊東 一夫 一級建築士 〇 伊東一夫

藤田建設工業㈱一級建築士事務所 963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町２０ 0247-33-2281 0247-33-6942 k.takahashi@fujitakk.net 高橋 幸吉 一級建築士 〇 高橋幸吉

㈱水上設計 963-0101 郡山市安積町日出山４－１０６ 024-943-2290 024-943-7230 mizukamisekkei@mbj.nifty.com 水上 朗 一級建築士 〇 水上　朗

㈲宗像建工匠 963-8013 郡山市神明町１０－１１ 024-922-1278 024-922-6119 munazo@topaz.ocn.ne.jp 宗像 正浩 一級建築士 〇 宗像正浩

㈱杜設計 960-8071 福島市東中央２丁目３－８ 024-535-3361 024-535-3363 fukushima@mori-sekkei.com 鈴木 宏幸 一級建築士 〇 鈴木宏幸

㈱杜設計 960-8071 福島市東中央２丁目３－８ 024-535-3361 024-535-3363 fukushima@mori-sekkei.com 安西 正直 一級建築士 〇 鈴木宏幸

㈲山内建築設計工房 960-8252 福島市御山字上谷地３８－６ 024-536-4950 024-526-3662 yamashin@opal.plala.or.jp 山内 新一郎 一級建築士 〇 山内新一郎

㈱山口設計 969-3121 耶麻郡猪苗代町字津金沢５４ 0242-62-4310 0242-62-4381 archi@yamaguchi.email.ne.jp 山口 剛 二級建築士 〇 山口　剛

㈱山口設計 969-3121 耶麻郡猪苗代町字津金沢５４ 0242-62-4310 0242-62-4381 archi@yamaguchi.email.ne.jp 髙橋 寛幸 二級建築士 〇 山口　剛

優構造設計㈱ 963-8017 郡山市長者三丁目４－１　武田ビル２０５ 024-953-8312 024-953-8313 yu-kozo@marble.ocn.ne.jp 千葉 直 一級建築士 〇 千葉　直

㈲吉田建築計画事務所 965-0012 会津若松市居合町１１－５０ 0242-25-2190 0242-25-2109 yoshidakeikaku@ybb.ne.jp 吉田 誠一 一級建築士 〇 吉田誠一

渡部設計事務所 969-2752 耶麻郡猪苗代町蚕養字北谷地向甲１７５７－２ 0242-85-7168 0242-85-7169 wado@ia2.itkeeper.ne.jp 渡部 有司 二級建築士 〇 渡部有司
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