
平成29年1月20日現在

連絡主管者

〒 住所 全構造 木造 氏名

石井設計室 963-6314 石川郡玉川村蒜生字恵平１ 0248-94-5031 haru45@s2.dion.ne.jp 石井 春男 一級建築士 〇 石井春男

遠藤知世吉建築設計工房 960-8003 福島市森合字西養山１５－１ 024-536-4464 024-536-4468 eca21@ht-net21.ne.jp 遠藤 悦子 二級建築士 〇 遠藤悦子

大竹建築設計室 969-0248 西白河郡矢吹町東郷３２０－１６ 0248-44-2137 0248-44-2137 mko175cm@venus.sannet.ne.jp 大竹 幹男 二級建築士 〇 大竹幹男

㈱大橋工務店 設計部 967-0006 南会津郡南会津町永田字西俣１１０ 0241-62-1000 0241-62-3872 info@ohashi-k.net 大橋 仁 二級建築士 〇 大橋　仁

尾形建築設計事務所 960-1107 福島市上鳥渡字山ノ下２２－１ 024-593-1911 024-593-4776 なし 尾形 浩美 一級建築士 〇 尾形浩美

菅野建設工業㈱一級建築士事務所 969-1206 本宮市長屋字征矢田６ 0243-44-4242 0243-44-4241 tmtm@kanken-cm.co.jp 三浦 照男 一級建築士 〇 三浦照男

菅野建設工業㈱一級建築士事務所 969-1206 本宮市長屋字征矢田６ 0243-44-4242 0243-44-4241 tmtm@kanken-cm.co.jp 三浦 勝弘 二級建築士 〇 三浦照男

KUSHIDA一級建築士事務所 979-0154 いわき市沼部町鹿野４３ 0246-65-2311 0246-65-2313 takenori.k@kushida-web.com 櫛田 武伯 一級建築士 〇 櫛田武伯

国枝建築設備設計事務所 975-0011 南相馬市原町区小川町１２０ 0244-22-4210 0244-22-4210 kunisei@beach.ocn.ne.jp 国枝 重男 二級建築士 〇 国枝重男

K.P.C一級建築士事務所 963-0547 郡山市喜久田町卸３丁目３８－１ 024-963-1450 024-963-1451 satoh@k-toso.com 望月 幸代 一級建築士 〇 望月幸代

㈱建設相互測地社 963-8026 郡山市並木四丁目１２－１８ 024-923-5777 024-939-5266 info@kensetsusogo.co.jp 大塚 明 二級建築士 〇 大塚　明

小林建業　二級建築設計事務所 979-2444 南相馬市鹿島区岡和田字窪畑５５ 0244-46-3171 0244-46-3962 koba33@bb.soma.or.jp 小林 唯彦 二級建築士 〇 小林唯彦

小林設計事務所 962-0401 須賀川市向陽町２９７ 0248-72-0571 0248-72-0578 kobakei@world.ocn.ne.jp 小林 啓治 一級建築士 〇 小林啓治

㈲サイトウホーム設計事務所 969-1741 伊達郡国見町大字徳江字小林１４－１ 024-585-2139 024-585-5289 saitouhome@extra.ocn.ne.jp 斎藤 規矩雄 二級建築士 〇 斎藤規矩雄

㈲サイトウホーム設計事務所 969-1741 伊達郡国見町大字徳江字小林１４－１ 024-585-2139 024-585-5289 saitouhome@extra.ocn.ne.jp 斎藤 聖子 二級建築士 〇 斎藤規矩雄

佐藤建築設計事務所 963-8026 郡山市並木４－７－８ 024-931-4408 024-931-4408 tu-sato@d2.dion.ne.jp 佐藤 次男 一級建築士 〇 佐藤次男

佐藤辰夫建築設計事務所 963-0541 郡山市喜久田町掘之内字松山池東２４ 024-959-3002 024-959-4014 satougiken@abeam.ocn.ne.jp 佐藤 辰夫 一級建築士 〇 佐藤辰夫

白岩建築設計室 979-0143 いわき市勿来町白米酒井原４０－８ 0246-65-3634 0246-65-3634 siraiwa@alpha.ocn.ne.jp 白岩 信行 一級建築士 〇 白岩信行

鈴木綜合建設㈱ 965-0839 会津若松市東年貢二丁目８－１ 0242-27-1444 0242-28-6947 info@suzuki-sogo.co.jp 菅家 一宏 一級建築士 〇 菅家一宏

須藤アーキデザイン㈱ 970-8036 いわき市平谷川瀬字仲山町６０－３ 0246-35-3220 0246-35-3222 なし 須藤 隆夫 一級建築士 〇 須藤隆夫

宗建築設計室 976-0042 相馬市中村字泉町１６－１０　ほうれん荘Ａ 0244-36-7160 0244-26-9799 au7b8s@bma.biglobe.ne.jp 齊藤 宗治 一級建築士 〇 齊藤宗治

髙木建築士事務所 971-8138 いわき市若葉台二丁目２２－６ 0246-28-2406 0246-28-2406 fwnk8253@mb.infoweb.ne.jp 髙木 照夫 一級建築士 〇 髙木照夫

デザインハウス（株）一級建築士事務所 965-0804 会津若松市花春町７－６７ 0242-93-8760 0242-93-8761 design-h@soliel.ocn.ne.jp 吉川 昌昭 一級建築士 〇 吉川昌昭

東北建設㈱一級建築士事務所 975-0002 南相馬市原町区東町３丁目４１ 0244-24-2111 0244-24-4890 info@touhoku-k.jp 水谷 政義 一級建築士 〇 水谷政義

東北建設㈱一級建築士事務所 975-0002 南相馬市原町区東町３丁目４１ 0244-24-2111 0244-24-4890 info@touhoku-k.jp 鈴木 裕一 二級建築士 〇 水谷政義

成田木材建築設計事務所 965-0857 会津若松市柳原町３丁目１－１ 0242-27-5221 0242-26-3198 narimoku@theia.ocn.ne.jp 成田 幸男 一級建築士 〇 成田幸男

㈱日誠cfc東北営業所一級建築士事務所 960-8032 福島市陣場町６－１４－４０１ 024-529-6890 024-529-6897 なし 後藤 善次 一級建築士 〇 後藤善次

信建築事務所 960-0112 福島市南矢野目字鵯目５１－９ 024-558-7866 024-558-7902 nobu_art@mte.biglobe.ne.jp 井上 信一 二級建築士 〇 井上信一

NOB設計工房 960-8204 福島市岡部字高畑１６－２ 024-536-1140 024-536-1158 nobnob@sweet.ocn.ne.jp 菅野 昌信 一級建築士 〇 菅野昌信

NOB設計工房 960-8204 福島市岡部字高畑１６－２ 024-536-1140 024-536-1158 nobnob@sweet.ocn.ne.jp 菅野 真由美 一級建築士 〇 菅野昌信

㈲ハウス工房 975-0032 南相馬市原町区桜井町１－２６３ 0244-25-4171 0244-25-4172 house-k@navy.plala.or.jp 片平 智教 二級建築士 〇 片平智教

樋口建築設計事務所 960-8252 福島市御山字稲荷田３１－１０ 024-533-3292 024-533-3319 cig59590@ams.odn.ne.jp 樋口 吉照 一級建築士 〇 樋口吉照

帆刈建築設計事務所 963-0201 郡山市大槻町字上中谷地３１－４ 024-954-5054 024-954-5059 hogari.arc@aroma.ocn.ne.jp 帆刈 大輔 一級建築士 〇 帆刈大輔

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）

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（会員外）

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
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MAT一級建築設計 965-0830 会津若松市西年貢２丁目４－１６ 0242-27-8226 0242-28-2102 mat-home@wine.ocn.ne.jp 目黒 啓之 一級建築士 〇 目黒啓之

㈲溝井宇一建築事務所 963-0107 郡山市安積二丁目６９ 024-946-3575 024-946-6956 ad-mizoi@gaea.ocn.ne.jp 溝井 宇一 一級建築士 〇 溝井宇一

㈱南東北クボタ 963-0531 郡山市日和田町高倉字杉下１６－１ 024-968-1030 024-958-2881 kensetsu@mt.gr.kubota.co.jp 相良 善市 一級建築士 〇 相良善市

未来設計 970-0222 いわき市平沼ノ内字浜街182-31 0246-39-2741 0246-39-2741 mri14arc@taupe.plala.or.jp 園部 好兼 一級建築士 〇 園部好兼

陸奥テックコンサルタント㈱ 963-8011 郡山市若葉町１７－１８ 024-922-2229 024-933-4138 なし 伊藤 登志夫 二級建築士 〇 伊藤登志夫

㈱やまき工務店建築設計事務所 960-0704 伊達市梁川町舟生字沢向１２－１ 024-577-1756 024-577-3178 yamaki-knote1@gol.com 八巻 健一 二級建築士 〇 八巻健一

山崎設計事務所 969-1205 本宮市和田字戌茂内７７ 0243-24-1023 0234-44-4244 なし 山崎 里支 一級建築士 〇 山崎里支

㈲吉川工務所　設計部 966-0404 耶麻郡北塩原村大字北山字新井舘3847 0241-22-3855 0241-22-3862 yoshikwa@plum.plala.or.jp 吉川 琢磨 二級建築士 〇 吉川琢磨

吉田二級建築設計事務所 962-0001 須賀川市森宿字辰根沢１４７ 0248-75-2575 0248-73-2884 yy-2002@abeam.ocn.ne.jp 大野 秀美 一級建築士 〇 大野秀美

㈲渡辺工務店　渡辺建築研究室 963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字町裏３５－６ 0247-33-3020 0247-57-5075 ynfdc614@ybb.ne.jp 渡辺 守 一級建築士 〇 渡邊守

㈱渡部工務所 969-5311 南会津郡下郷町大字豊成字林中６１１２ 0241-67-2346 0241-67-2335 なし 佐藤 ゆき 二級建築士 〇 佐藤ゆき

㈱渡部工務所 969-5311 南会津郡下郷町大字豊成字林中６１１２ 0241-67-2346 0241-67-2335 なし 星 友博 二級建築士 〇 佐藤ゆき

㈱渡部工務所 969-5311 南会津郡下郷町大字豊成字林中６１１２ 0241-67-2346 0241-67-2335 なし 柏木 圭樹 二級建築士 〇 佐藤ゆき
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