令和元年度 開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会 受講者名簿
事 務 所
電話番号
朝田 佳邦 アサダ ヨシクニ
2級 株式会社朝田木材二級建築設計事務所
6770014 兵庫県西脇市郷瀬町602-2
0795224693
有本 紀登志 アリモト キトシ
1級 有紀設計プランニングオフィス 一級建築士事務所
6794122 兵庫県たつの市龍野町日飼59-4-1
0791622048
猪﨑 隆
イザキ タカシ
1級 株式会社コムサット一級建築事務所
6640837 兵庫県伊丹市北河原3-3-3
0727850028
石垣 敏也 イシガキ トシヤ
1級 石垣建築設計事務所
6512206 兵庫県神戸市西区押部谷町和田229
0789949441
石谷 智志 イシタニ サトシ
1級 株式会社 都市・計画・設計研究所 神戸事務所
6500034 兵庫県神戸市中央区京町67番地
KANJUビル
0785999713
市来 幸一 イチキ コウイチ
1級 株式会社 市来建築設計事務所
6520898 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-14
0785750088
植田 浩之 ウエダ ヒロユキ
1級 株式会社 Ｕ空間設計
6751112 兵庫県加古郡稲美町六分一 1132-3
0794920900
上西 誠一郎 ウエニシ セイイチロウ
1級 株式会社ユニベール
6600805 兵庫県尼崎市西長洲町2-4-10
0664835537
打田 恒夫 ウチダ ツネオ
1級 打田設計企画1級建築士事務所
6693309 兵庫県丹波市柏原町柏原3372-2
0795722456
浦野 和壽 ウラノ カズトシ
1級 有限会社幸和建工一級建築士事務所
6500012 兵庫県神戸市中央区北長狭通5-4-7-504号
0783665610
榎本 浩二 エノモト コウジ
1級 有限会社 榎本設計
6510097 兵庫県神戸市中央区布引町2-1-12
コタニビル501
0782527797
大川 清
オオカワ キヨシ
2級 株式会社おおかわ
6550892 兵庫県神戸市垂水区平磯1-1-52
0787512807
大路 正利 オオジ マサトシ
1級 有限会社大路工務店一級建築士事務所
6580046 兵庫県神戸市東灘区御影本町2-12-9
0788111985
大田 昌彦 オオタ マサヒコ
2級 株式会社 大田建築建築士事務所
6696741 兵庫県美方郡新温泉町七釜523-1
0796824341
大西 要
オオニシ カナメ
1級 有限会社大西一級建築設計事務所
6750044 兵庫県加古川市西神吉町大国1-1
0794323443
大前 裕樹 オオマエ ヒロキ
1級 株式会社 一葉建築設計事務所
6692203 兵庫県丹波篠山市吹新64-2
0795901233
大山 保
オオヤマ タモツ
1級 櫻貴庵・大山住宅設計事務所
6760017 兵庫県高砂市荒井町東本町22-16
0794515119
小川 潤弥 オガワ ジュンヤ
1級 株式会社 後藤工務店
6792323 兵庫県神埼郡市川町甘地801番地
0790220086
小栗 幸男 オグリ ユキオ
1級 廣川建設株式会社 一級建築士事務所
6638113 兵庫県西宮市甲子園口1-2-11
0798662010
加藤 博子 カトウ ヒロコ
開設者 有限会社 加藤建築設計事務所
6530022 兵庫県神戸市長田区東尻池町3-4-21
0786524344
河合 俊春 カワイ トシハル
1級 株式会社グートンライフ
6660129 兵庫県川西市緑台1-3-3
0727931855
岸本 惠司 キシモト ケイジ
1級 宝南設計
6730001 兵庫県明石市明南町2-14-8
0789286196
岸本 啓
キシモト ヒラク
1級 株式会社神崎組一級建築士事務所
6700935 兵庫県姫路市北条口3-22
0792232029
北村 和康 キタムラ カズヤス
2級 株式会社ＴＢＪインテリアデザイン建築事務所
6500027 兵庫県神戸市中央区中町通4-1-15
0783827255
木下 功
キノシタ ツトム
1級 一級建築士事務所 すま建築と福祉の研究所
6540063 兵庫県神戸市須磨区月見山町1-3-11
0787310173
木村 聡一 キムラ ソウイチ
1級 株式会社 一級建築士事務所 建築工房ＳＯＬ
6751112 兵庫県加古郡稲美町六分一1178-707
0794921143
九門 宏至 クモン ヒロユキ
1級 株式会社 九門宏至建築事務所
6500034 兵庫県神戸市中央区京町79番地
日本ビルヂング1006
0783324107
小島 修一郎 コジマ シュウイチロウ
1級 建築環境工房一級建築士事務所
6793302 兵庫県朝来市生野町円山1301-26
0796793538
後藤 共啓 ゴトウ トモヒロ
1級 株式会社 後藤工務店 一級建築設計事務所
6752101 兵庫県加西市繁昌町2352
0790491484
小林 豊
コバヤシ ユタカ
1級 株式会社新名工務店
6712516 兵庫県宍粟市山崎町三津181
0790620501
小湊 伸次 コミナト シンジ
1級 株式会社アザレア建築設計工房
6511212 兵庫県神戸市北区筑紫が丘1-1-13
0789585898
坂井 孝二 サカイ コウジ
1級 株式会社 徳網建設一級建築士事務所
6680254 兵庫県豊岡市出石町中村938
0796523259
酒井 裕
サカイ ユタカ
1級 株式会社酒井工務店 酒井設計事務所
6692355 兵庫県丹波篠山市大野281
0795520710
坂野 史和 サカノ フミカズ
1級 三丹物産株式会社一級建築士事務所
6692324 兵庫県丹波篠山市東新町91
0795521131
澤 清司
サワ セイジ
1級 一級建築士事務所実験工房
6781254 兵庫県赤穂郡上郡町高山1234-34
09089817200
柴田 正規 シバタ マサキ
1級 ＲＥＯ建築計画研究所
6570027 兵庫県神戸市灘区永手町5-8-16-401
0788421810
多賀 義治 タガ ヨシハル
1級 株式会社宇田川建築設計事務所
6510087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20
ジイテックス・アセントビル7-1-3 0782419611
髙島 和人 タカシマ カズヒト
2級 株式会社髙島工務店建築設計事務所
6728044 兵庫県姫路市飾磨区下野田4-644
0792358665
高田 眞
タカタ マコト
1級 株式会社イザワデコム
6751101 兵庫県加古郡稲美町下草谷401-107
0794950007
孝橋 真治郎 タカハシ シンジロウ
2級 孝橋二級建築設計事務所
6795312 兵庫県佐用郡仁方284-1
0790840440
高村 康之 タカムラ ヤスユキ
1級 高村設計事務所
6696544 兵庫県美方郡香美香住区香住1630-4
0796363207
武田 信平 タケダ シンペイ
1級 Ａｔｅｌｉｅｒ ToyＢｏｘ
6520016 兵庫県神戸市兵庫区馬場町1-3
09071142420
田中 廣昭 タナカ ヒロアキ
2級 廣二級建築設計事務所
6731401 兵庫県加東市鴨川157
0795450061
谷畑 勝彦 タニハタ カツヒコ
2級 株式会社 猪名川水道サービス
6660233 兵庫県河辺郡猪名川町紫合字岸垣内531-1
0727663345
田端 健二 タバタ ケンジ
1級 株式会社 モスハウス田端 一級建築士事務所
6512113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬36-11-102
0789392347
長治 忍
チョウジ シノブ
1級 有限会社長治建築設計事務所
6780007 兵庫県相生市陸本町15-22
0791235018
堤 雅子
ツツミ マサコ
2級 マーガレッツハウス
6580047 兵庫県神戸市東灘区御影3-1-4
Ｍパレ御影Ｄ号室
0787777250
堂元 篤志 ドウモト アツシ
2級 堂元建築事務所
6713211 兵庫県宍粟市千種町岩野辺2451-2
0790739880
戸田 有亮 トダ ユウスケ
1級 有限会社デザインオフィスプラスワン一級建築士事務所 6500003 兵庫県神戸市中央区山本通2-3-1
日信貿易ビル2F
0782004439
中岡 英則 ナカオカ ヒデノリ
1級 中岡住建株式会社一級建築士事務所
6751111 兵庫県加古郡稲美町印南843-8
0794952103
中川 麻由美 ナカガワ マユミ
2級 株式会社スケール
6610012 兵庫県尼崎市南塚口町5-14-19
0649615600
中澤 勇
ナカザワ イサム
2級 ノルディックデザイン二級建築士事務所
6610979 兵庫県尼崎市上坂部3-16-13
0675053276
中野 幸雄 ナカノ ユキオ
1級 中野一級建築設計事務所
6780002 兵庫県相生市汐見台51-1
0791231634
中野 洋一 ナカノ ヨウイチ
1級 ナカノ カーペンター
6520896 兵庫県神戸市兵庫区須佐野通1-1-17
0786712463
中村 俊弘 ナカムラ トシヒロ
1級 株式会社大有工舎 一級建築士事務所
6696701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋155-1
0796825058
中安 利夫 ナカヤス トシオ
1級 昭和住宅株式会社一級建築士事務所
6750101 兵庫県加古川市平岡町新在家117番地
0794230050
西川 嘉彦 ニシカワ ヨシヒコ
1級 株式会社須々木工務店 一級建築士事務所
6710232 兵庫県姫路市御国野町御着1048-3
0792523701
西村 泰利 ニシムラ ヤストシ
1級 西村泰利建築設計室
6580064 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原3-28-11
0788423065
野上 伸二 ノガミ シンジ
1級 岡崎建設株式会社一級建築士事務所
6691528 兵庫県三田市駅前町19-14
0795631333
野竿 進
ノザオ ススム
1級 野竿建築設計
6680054 兵庫県豊岡市塩津町2-19
0796222670
袴田 吉彦 ハカマダ ヨシヒコ
1級 一級建築士事務所 袴田吉彦建築事務所
6590086 兵庫県芦屋市三条南町5-15
0797350080
橋本 健治 ハシモト ケンジ
1級 意匠人設計房
6580072 兵庫県神戸市東灘区岡本6-12-5
0784126132
秦 正幸
ハタ マサユキ
1級 はた一級建築士設計事務所
6712528 兵庫県宍粟市山崎町野々上589
0790620982
畑井 宏之 ハタイ ヒロユキ
2級 畑井二級建築設計事務所
6692163 兵庫県丹波篠山市今田町本荘162-1
0795972203
服部 寿明 ハットリ ヒサアキ
1級 株式会社東栄建設一級建築士事務所
6512128 兵庫県神戸市西区玉津町今津664-1
0782232538
原田 敏文 ハラダ トシフミ
1級 株式会社原田建築設計事務所
6600862 兵庫県尼崎市開明町2-11
0664130248
平田 学也 ヒラタ ミチヤ
1級 株式会社 フラッツ建築設計
6760808 兵庫県高砂市神爪1-13-13
マエダファーストビル2E
0794903336
平塚 徹
ヒラツカ トオル
2級 平塚測量設計事務所
6620067 兵庫県市西宮市深谷町3-19
0798316932
平松 克典 ヒラマツ カツノリ
2級 平松建築構造室二級建築士事務所
6691526 兵庫県三田市相生町27-11-302
0795538151
福岡 隆夫 フクオカ タカオ
1級 株式会社 福岡建築事務所
6680263 兵庫県豊岡市出石町福住405-12
0796526117
藤本 賢二 フジモト ケンジ
2級 株式会社アトリエコンストラクトＲＫＳＬ二級建築士事務所 6610023 兵庫県尼崎市大西町3-5-14
0671746453
藤本 俊英 フジモト トシヒデ
1級 藤本建築研究所
6620841 兵庫県西宮市両度町3-2-1703
09037211944
藤本 正敏 フジモト マサトシ
1級 株式会社建築設計フジモト
6710218 兵庫県姫路市飾東町庄19-7
0792531532
古江 健太郎 フルエ ケンタロウ
1級 古江建設一級建築士事務所
6700021 兵庫県姫路市山野井町125番地
0792923445
蓬莱 修司 ホウライ シュウジ
1級 ＥＨＤ 一級建築設計事務所
6728049 兵庫県姫路市佃町7
0792218575
前田 英明 マエダ ヒデアキ
2級 前田英明建築研究所
6510076 兵庫県神戸市中央区吾妻通6-2-13
ソルダビル2F
0785857243
増倉 幸三 マスクラ コウゾウ
1級 株式会社ＭＴＫ神戸支店
6510096 兵庫県神戸市中央区雲井通5-3-1
サンパル7F-C3
0782426738
松浦 稔
マツウラ ミノル
1級 松浦建築事務所
6700993 兵庫県姫路市千代田町832-10
0792935811
松田 直樹 マツダ ナオキ
1級 積水ハウス株式会社姫路支店一級建築士事務所
6700965 兵庫県姫路市東延末1-1
0792814585
宮川 尚文 ミヤガワ ナオフミ
1級 グリーンアーバン株式会社 一級建築士事務所
6610002 兵庫県尼崎市塚口町5-24-18-102
0671747161
宮澤 弘行 ミヤザワ ヒロユキ
1級 株式会社大樹 一級建築士事務所
6700944 兵庫県姫路市阿保14番地
0792665543
村上 正博 ムラカミ マサヒロ
1級 建築設計工房アーキソン
6610025 兵庫県尼崎市立花町1-19-14
0664271221
森川 和章 モリカワ カズアキ
1級 株式会社 赤松工務店一級建築士事務所
6530812 兵庫県神戸市長田区長田町7-1-21
0786912892
森本 隆
モリモト タカシ
2級 森元工務店
6795314 兵庫県佐用郡佐用町大木谷122番地1
0790840520
森元 匡裕 モリモト タダヒロ
2級 二級建築設計事務所有限会社モリモト
6760807 兵庫県高砂市米田町島316-9
0794345670
八木 信次 ヤギ シンジ
1級 株式会社 八木産業
6700054 兵庫県姫路市南今宿5-3
0792944516
山岸 捷一 ヤマギシ ショウイチ
1級 株式会社山岸建設 一級建築士事務所
6580051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-5-8
0788421822
山口 郁子 ヤマグチ イクコ
1級 秀光ビルド建築士事務所
6750025 兵庫県加古川市尾上町養田687-3
0794565353
山下 加奈美 ヤマシタ カナミ
2級 ＫＯＭＡＫＵＳＡ建築事務所
6700877 兵庫県姫路市北八代2-2-22
0792280558
山田 均
ヤマダ ヒトシ
木造 ＹＡＭＡＤＡ木造建築士事務所
6680816 兵庫県豊岡市法花寺314-1
0796221016
若林 英一 ワカバヤシ エイイチ
1級 株式会社川見建設一級建築士事務所
6680221 兵庫県豊岡市出石町町分252番地
0796523500
鷲尾 和正 ワシオ カズマサ
1級 株式会社アール都市建築研究所
6700940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町66
SHOWX浦上202
0792825679
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