令和4年度
受講番号

フリガナ

受講者氏名

K4282-01 阿野

真由美

アノ

K4281-46 安藤

利章

アンドウ

トシアキ

K4282-40 池口

善啓

イケグチ

ヨシノリ

K4283-22 池田

篤生

イケダ

K4281-16 井手

洋一

イデ

K4282-08 井戸

敏行

イド

K4281-40 伊藤

佳祏

イトウ

K4283-03 伊藤

司

イトウ

K4281-21 稲垣

敏弘

イナガキ

K4282-10 伊野

宏悠

イノ

K4281-51 茨木

保

イバラキ

K4283-56 今垣

昌男

K4283-40 岩堀

光洋

K4283-11 植山

資格

事務所名称

受講者名簿

事務所所在地

事務所所在地

ビル名等

事 務 所
電話番号
0796722456

2級 株式会社富士ハウジング神戸支店二級建築士事務所
1級 里やま工房一級建築士事務所

6680062 豊岡市佐野３１４番地２

0796266644

2級 株式会社池田工務店

6691323 三田市あかしあ台五丁目１６番地の３

ヨウイチ

1級 いで建築士事務所

トシユキ

1級 第一設計

6660261 川辺郡猪名川町松尾台２丁目１番地１１
6750061 加古川市加古川町大野宮西１１５－５

ケイスケ

2級 株式会社日本ハウスホールディングス姫路営業所

6728040 姫路市飾磨区野田町７１番地

0792231311

ツカサ

1級 伊藤司一級建築設計事務所

6511114 神戸市北区鈴蘭台西町２丁目１８－１０

0785977722

1級 株式会社ＣＲＯＵＤ
2級 アイシス建築士事務所

6600874 尼崎市西本町八丁目３７６
6700032 姫路市龍野町六丁目２０番地１

タモツ

1級 シーナ・ジャパン有限会社一級建築士事務所

6510084 神戸市中央区磯辺通３丁目２番４号

イマガキ

マサオ

2級 北神住建株式会社二級建築士事務所

6691535 三田市南が丘二丁目１番２７号

イワホリ

ミツヒロ

1級 株式会社戎工務店

6570845 神戸市灘区岩屋中町一丁目２番９号エビスビル

0788810701

祥二

ウエヤマ

ショウジ

1級 植山環境設計事務所

6550872 神戸市垂水区塩屋町５丁目７－２９

09038454781

K4282-17 内海

勉

ウツミ

ツトム

2級 松田二級建築事務所株式会社

6711152 姫路市広畑区小松町二丁目４６番地

0792371331

K4282-20 大井

直人

オオイ

ナオト

2級 久内二級建築設計事務所

6711205 姫路市勝原区大谷３８６番地４

0792730518

K4283-52 大西

崇之

オオニシ

タカユキ

1級 大西崇之建築設計事務所

6590015 芦屋市楠町１２－２０－４１５

0797382352

K4282-04 大西

良祐

オオニシ

リョウスケ

1級 ＯＨＮＩＳＨＩ一級建築士事務所

6711107 姫路市広畑区西蒲田３９６－１－２Ｆ

0792805933

K4282-48 大道

尚文

オオミチ

ナオフミ

1級 有限会社もず設計一級建築士事務所

6700063 姫路市下手野３丁目６番２２号

0792948759

K4283-07 大村

忠弘

オオムラ

タダヒロ

1級 水研工業株式会社

6638201 西宮市田代町８番５号

0798632345

K4281-02 小川

満信

オガワ

ミツノブ

1級 エスアール建築研究所

K4281-50 荻野

博之

オギノ

ヒロユキ

1級 一級建築士事務所

6620945 西宮市川東町１０－２０－５１０
6693309 丹波市柏原町柏原２３００

09088879936

K4281-10 奥田

章文

オクダ

アキフミ

1級 株式会社新井組一級建築士事務所

6628502 西宮市池田町１２番２０号

0798263111

K4282-46 小田

雅彦

オダ

1級 住空間建築設計株式会社

6700943 姫路市市之郷町三丁目１番地１３

0792840288

K4282-30 小幡

和也

オバタ

1級 ヤマト住建株式会社姫路営業所一級建築士事務所

0792872055

K4281-38 鍛治

隼人

カジ

1級 ㈱フジ建設一級建築士事務所

6700966 姫路市延末３６６番地１
6731107 三木市吉川町有安７３－３

K4282-33 樫本

修

カシモト

2級 北垣建設株式会社

6670102 養父市十二所１４７０番地の２

0796640368

K4283-49 金井

憲一

カナイ

ケンイチ

1級 金井一級建築士事務所

6730034 明石市林３丁目５－３７

K4283-47 金井

昌紀

カナイ

マサキ

1級 Ａ＆Ｕ建築企画一級建築士事務所

6638114 西宮市上甲子園１丁目７－６

K4283-39 河角

茂

カワカド

シゲル

1級 積水ハウスＧＭパートナーズ株式会社一級建築士事務所

6580032 神戸市東灘区向洋町中５丁目１３番地

0788570008

K4281-11 川崎

史

カワサキ

フミト

1級 川﨑設計一級建築士事務所

6511142 神戸市北区甲栄台４丁目１５－１１

0782234108

K4283-36 川田

敬一

カワタ

2級 カワタ工房

6650882 宝塚市山本南２丁目９-１３－４０１

0797896077

1級 岸建工一級建築士事務所

6700086 姫路市田寺一丁目１番１号

0792961911

1級 拡運建設株式会社一級建築士事務所

0796450206

正人

1級 株式会社阿野建設一級建築士事務所

事 務 所
郵便番号

6695241 朝来市和田山町土田５６２番地
6512104 神戸市西区伊川谷町長坂８４１番地の１５

K4282-47 岸

マユミ

開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会

アツオ

トシヒロ

ヒロユキ

マサヒコ
カズヤ
ハヤト
オサム

ケイイチ

キシ

マサト

二級建築士事務所

0795624696
（Ｌ－２０７）

0727667515
0794243692

0648695881
0792926003
藤和シテイホームズ三宮１２０３

0782626300
0795645652

0798260445

0794604217
0789220657

上甲子園ヒルズ401号

0798496463

K4281-06 岸野

光生

キシノ

K4282-19 岸本

憲明

キシモト

ノリアキ

1級 岸本建築設計事務所

6695379 豊岡市日高町名色１３３０番地の１
6770054 西脇市野村町１７９４番地の２３９

K4283-09 木下

清史

キノシタ

キヨシ

1級 木下建築工業株式会社

6638175 西宮市甲子園五番町８番８号

0798470301

K4283-27 櫛田

孝喜

クシダ

タカヨシ

1級 株式会社イーエスプランニング一級建築士事務所

6500023 神戸市中央区栄町通６丁目１-１９

0783622512

K4281-28 久原

七郎

クハラ

シチロウ

6510067 神戸市中央区神若通６丁目２番１５号

0782710144

K4282-24 熊渕

和幸

クマブチ

K4281-30 桒

将貴

クワ

ミツオ

荻野建築設計事務所

0789757113

カズユキ

マサキ
タカオ

開設者

久原建築総合株式会社一級建築事務所

2級 株式会社熊渕建設二級建築士事務所
開設者

株式会社アーキプラン

開設者

株式会社ダイドーコーポレーション一級建築士事務所

K4283-01 桑原

隆男

クワハラ

K4281-43 小坂

健一

コサカ

K4283-10 小林

哲也

コバヤシ

テツヤ

1級 株式会社Ｋｏｂａｙａｓｈｉ

K4281-45 小林

敏明

コバヤシ

トシアキ

K4282-18 小林

光夫

コバヤシ

ミツオ

K4283-50 酒井

宏一

サカイ

K4283-32 重田

正夫

K4282-09 清水

ケンイチ

1級 株式会社日本ハウスホールディングス姫路営業所

0795232218

6795321 佐用郡佐用町下石井２２９２番地の１
6638233 西宮市津門川町13-17-３Ｆ
6620824 西宮市門戸東町４番５３号
6728040 姫路市飾磨区野田町７１番地

0790850136
0798222595
ダイドービル3階

0798533005
0792231311
0797520521

1級 株式会社ハッピーハウス一級建築士事務所

6650841 宝塚市御殿山４丁目１８番２号
6640853 伊丹市平松四丁目１番１７号

2級 スマイルホーム

6751355 小野市新部町１５３９番地２

0794661178

コウイチ

2級 やなみ建築設計事務所

0789950168

シゲタ

マサオ

1級 株式会社重田工務店

6512227 神戸市西区桜が丘西町２丁目４番地の９
6540111 神戸市須磨区車字獅堀１０５６番地の８

正己

シミズ

マサミ

2級 清水工務店二級建築士事務所

0796522321

K4282-22 赤藤

敏幸

シャクトウ

トシユキ

1級 関西建築工房株式会社一級建築士設計事務所

6680203 豊岡市出石町袴狭１２６９－２
6700804 姫路市保城４８２番地

K4281-19 正垣

俊行

ショウガキ

トシユキ

1級 有限会社竹中設計事務所

6730023 明石市西新町３丁目７番１９号

0789408922

K4283-08 末包

伸吾

スエカネ

1級 ＩＳＭ末包伸吾建築研究室

0788578483

K4281-42 鋤田

直希

スキタ

6580032 神戸市東灘区向洋町中３－１－８－２－１１０１
6728040 姫路市飾磨区野田町７１番地

K4283-15 髙垣

紳一

タカガキ

0789266625

K4282-13 高田

眞

タカタ

1級 株式会社イザワデコム一級建築士事務所

6512257 神戸市西区平野町中津字大貝５７５番
6751101 加古郡稲美町下草谷４０１番地の１０７

シンゴ
ナオキ
シンイチ
マコト

開設者

株式会社日本ハウスホールディングス姫路営業所

1級 関建工業株式会社一級建築士事務所

0727858226

0787436440
0792884766

0792231311
0794950357

K4281-24 髙橋 功

タカハシ イサオ

1級 エコロジー環境設備株式会社１級建築士事務所

6510072 神戸市中央区脇浜町三丁目７番１４号

0783303399

K4281-08 高橋

眞治

タカハシ

シンジ

1級 有限会社高橋建築事務所

0789919990

K4281-03 竹内

三郎

タケウチ

サブロウ

1級 竹内工業株式会社一級建築士事務所

6512275 神戸市西区樫野台三丁目１９番地の５
6692341 丹波篠山市郡家８４２番地の２

K4281-48 竹内

重宏

タケウチ

シゲヒロ

2級 竹内建築二級建築士事務所

6751215 加古川市上荘町都台二丁目９－６

K4281-44 竹田

利夫

タケダ

1級 株式会社都市設計連合

K4283-02 谷水

ゆかり

タニミズ

1級 谷水加工板工業株式会社一級建築士事務所

6510092 神戸市中央区生田町一丁目４番２０号
6693631 丹波市氷上町賀茂１４５７番地の１

K4282-11 田端

一義

タバタ

カズヨシ

1級 株式会社マルテン一級建築士事務所

6680204 豊岡市出石町宮内１６８番地の１

0796525658

ヨシヒサ

1級 俵建築設計事務所

6610979 尼崎市上坂部２丁目５番４号

0664917671

2級 釣二級建築士事務所

6780244 赤穂市城西町２１番地

0791436731

2級 都出建築設計事務所

6710251 姫路市花田町上原田１４９－３

0792285556

1級 株式会社堂本一級建築士事務所

6691401 三田市小柿１３０８番地
6660017 川西市火打２丁目１６番２６号

0795691121
0785214218
0798537800

K4283-48 俵

嘉久

タワラ

K4282-14 釣

昭彦

ツリ

トシオ
ユカリ

アキヒコ

0794280485
0782628900
0795822117

K4282-51 都出

幸市朗

トイデ

K4283-23 堂本

敦

ドウモト

K4283-24 徳田

剛哲

トクダ

タケノリ

1級 徳栄建設株式会社一級建築士事務所

K4281-09 中居

五雄

ナカイ

イツオ

1級 中居建設工業株式会社

K4282-26 中尾

祐二

ナカオ

ユウジ

2級 有限会社中尾建設二級建築士事務所

6524218 神戸市兵庫区松本通７丁目１番３９号
6680052 豊岡市九日市下町１９９番地の２

K4281-37 中川

圭太

ナカガワ

2級 株式会社畦地工務店建築士事務所

6620896 西宮市上ケ原六番町２番３９号

K4283-16 永田

武

ナガタ

タケシ

2級

0798555559

K4281-31 中野

道則

ナカノ

ミチノリ

1級 株式会社アーキプラン

6638103 西宮市熊野町１の３１
6638233 西宮市津門川町13-17-３Ｆ

K4282-50 中村

早代子

ナカムラ

サヨコ

1級 株式会社ＮＯＴＥ

6692331 丹波篠山市二階町１８番地１

05068776141

K4283-46 中村

哲也

ナカムラ

テツヤ

1級 アールドヴィーヴル建築設計事務所

0787078622

K4282-34 中村

直輝

ナカムラ

ナオテル

1級 中村一級建築士事務所

6550035 神戸市垂水区五色山８丁目１－５５－１０９
6696702 美方郡新温泉町浜坂３６３－７

K4281-17 中村

弘伸

ナカムラ

ヒロノブ

1級 株式会社ＧＲＡＴＥＳ一級建築士事務所

6620084 西宮市樋之池町７番１－５０６号

0798700082

K4282-43 中山

栄一郎

ナカヤマ

エイイチロウ

1級 有限会社一級建築士事務所アトリエフォルム

0792999339

K4282-39 西山

秀人

ニシヤマ

ヒデト

2級 有限会社西山工務店二級建築士事務所

6700033 姫路市西新町１１０番地１
6794167 たつの市龍野町富永３７番地の４

K4283-33 野瀬

一𠮷

ノセ

1級 株式会社ディ・オー一級建築士事務所

6520801 神戸市兵庫区中道通3丁目３-１

0785152460

K4283-51 野村

朝雄

ノムラ

1級 応緑株式会社一級建築設計事務所

0792247501

K4282-42 橋爪

満弘

ハシヅメ

1級 橋爪建築設計事務所

6700824 姫路市京町一丁目１１番地
6752104 加西市上宮木町５０６－２５

1級 株式会社ジョインウッド一級建築士事務所

6692465 丹波篠山市栗栖野２７番地１

0795951517

1級 株式会社創夢建築設計

6731422 加東市屋度４３５番地の１

0795421747

1級 祝

6620011 西宮市甲陽園目神山町２８－１５

0798730453

1級 東田建築事務所

6500031 神戸市中央区東町１２３－１貿易ビル７０３

0783857493

K4281-15 波多野
K4282-35 服部

隆之

K4283-37 祝

吉博
聡彦

コウイチロウ

0795522277
新神戸ビルディング９階

オサム

ケイタ

カズヨシ
アサオ

ハタノ

ミツヒロ
タカユキ

ハットリ
ハフリ

ヨシヒロ
サトヒコ
ノボル

ｅｌｅｖｅｎ ｎｉｎｅ ｉｎｔｅｒｉｏｒ ｄｅｓｉｇｎ ｏｆｆｉｃｅ

聡彦建築設計

0727551231
0796203744

0798222595

0796820549

0791631265

0790492278

K4281-32 東田

昇

ヒガシダ

K4283-20 樋口

章

ヒグチ

アキラ

1級 樋口章建築アトリエ

6650802 宝塚市花屋敷荘園１-１９－３

K4283-45 福井

眞行人

フクイ

マコト

2級 ＦＪ設計事務所

6550032 神戸市垂水区星が丘三丁目５番１７号

K4282-36 福岡

美鈴

フクオカ

ミスズ

1級 一級建築士事務所村山美鈴建築設計事務所

6700936 姫路市古二階町３２番地

K4283-54 福本

省三

フクモト

ショウゾウ

1級 ザウス株式会社一級建築士事務所

6500034 神戸市中央区京町７９日本ビルヂング４F

K4282-28 藤久

茂光

フジヒサ

シゲミツ

2級 進友興産株式会社

6700043 姫路市小姓町35番地の1

K4282-07 船江

浩

フナエ

1級 住友林業ホームテック株式会社姫路支店一級建築士事務所

6700964 姫路市豊沢町１３７番地

K4283-35 本郷

正人

ホンゴウ

1級 本郷正人建築設計事務所

6511301 神戸市北区藤原台北町５丁目３－２－１１０１

0789814090

ユタカ
マサト

0727555607
0787428170
カサディフォーレ６０２号

0792408830
0785996460
0792926547

姫路センタービル４階

0792263300

K4283-38 前田 琢己

マエダ

タクミ

1級 株式会社大林組神戸支店一級建築士事務所

6500001 神戸市中央区加納町四丁目４番１７号

0783224400

K4283-05 前田

由利

マエダ

ユリ

1級 ＹＵＲＩ

6580047 神戸市東灘区御影３－８－４

0788465125

K4282-27 増田

信幸

マスダ

ノブユキ

1級 ＢＡＵ設計事務所

6751215 加古川市上荘町都台２丁目１０番地の４

0794281532

K4281-26 増田

泰昌

マスタ

ヤスヨシ

2級 株式会社マスタ建築設計室

6751104 加古郡稲美町野寺９９３番地の８

0794405783

K4282-44 松島

慶太

マツシマ

ケイタ

2級 松島建築設計事務所

6700945 姫路市北条梅原町９１番地

0792811353

K4281-52 松本

悟司

マツモト

サトシ

1級 株式会社こうべ未来都市機構

6500046 神戸市中央区港島中町６丁目９番１

0783022384

K4281-04 丸山

優治

マルヤマ

ユウジ

1級 株式会社丹生一級建築士事務所

6640028 伊丹市西野３丁目１９６番地

0727811827

K4283-43 三竿

創

ミサオ

1級 有限会社ミサオケンチクラボ

6580072 神戸市東灘区岡本一丁目１４番６－１０５号

0782006020

K4281-12 水口

勝

ミズグチ

マサル

1級 一級建築士事務所宇津原株式会社

6530012 神戸市長田区二番町3丁目2-1

0785751481

K4283-13 水嶋

耕作

ミズシマ

コウサク

1級 水嶋耕作建築事務所

6695358 豊岡市日高町広井５１０番地

0796440456

K4281-41 溝田

健生

ミゾタ

2級 株式会社日本ハウスホールディングス姫路営業所

6728040 姫路市飾磨区野田町７１番地

0792231311

K4281-27 光藤

真奈美

ミツフジ

2級 有限会社ワークス二級建築士事務所

6610971 尼崎市瓦宮一丁目８番２２号

0664702226

K4282-05 宮宅

勇二

ミヤケ

1級 株式会社宮宅建設一級建築士事務所

6750024 加古川市尾上町長田５２６番地の１８

K4282-32 森崎

芳行

モリサキ

1級 もりさき一級建築士事務所

6700009 姫路市鍵町２０マヨ姫路３０３

K4283-04 森部

定則

モリベ

1級 有限会社アルファ建築設計

6500025 神戸市中央区相生町四丁目７番１３号

K4283-30 森本

薫樹

モリモト

シゲキ

1級 株式会社リフォーム計画室

6540153 神戸市須磨区南落合１丁目２４-４

0787978750

K4283-06 森本

正一

モリモト

マサカズ

1級 株式会社田村組一級建築士事務所

6751369 小野市高田町１７５６番地

0794632332

K4281-35 八木

弘己

ヤギ

ヒロミ

1級 １級建築士事務所株式会社コージービルダー

6740094 明石市二見町西二見１８番地の６３

0789418308

K4282-23 八木

浩之

ヤギ

ヒロユキ

1級 株式会社八木工務店一級建築士事務所

6700073 姫路市御立中八丁目８番１８号

0792937624

K4281-07 矢野

恒男

ヤノ

ツネオ

1級 株式会社矢野工務設計事務所

6650034 宝塚市小林４丁目７番６９号

K4281-25 藪内

裕子

ヤブウチ

ヒロコ

1級 朝日建築事務所株式会社

6610012 尼崎市南塚口町１丁目４番１２号

K4281-49 山内

章

ヤマウチ

アキラ

1級 阪神設計株式会社

6510085 神戸市中央区八幡通１丁目１番地１９

K4283-55 山岡

俊裕

ヤマオカ

トシヒロ

1級 甲東商事株式会社一級建築士事務所

6638247 西宮市津門稲荷町３番２０号

0798388415

K4281-20 山﨑

俊滿

ヤマサキ

トシミツ

1級 アスカ建築事務所

6530803 神戸市長田区前原町１丁目１０－１

0782016354

K4283-29 山下

涼代

ヤマシタ

スズヨ

1級 山下生活設計室

6561344 洲本市五色町鳥飼浦３７３－２

0799340776

K4283-21 山邉

淳一

ヤマベ

1級 有限会社山辺建設一級建築士事務所

6600821 尼崎市梶ケ島１番１７号

0664816789

K4283-31 山村

哲男

ヤマムラ

テツオ

1級 有限会社山村建設工事一級建築設計事務所

6730046 明石市藤が丘１丁目３８番１９号

0789228829

K4282-06 山本

建志

ヤマモト

タテシ

1級 千種建設株式会社一級建築士事務所

6780232 赤穂市中広１２４５番地の７

0791433831

K4282-02 横野

由宏

ヨコノ

1級 土井建設株式会社

6760825 高砂市阿弥陀町北池２７番地１

0794468787

K4282-41 吉岡

秀幸

ヨシオカ

1級 吉岡一級建築士事務所

6696124 豊岡市気比４００６

0796282615

K4282-03 葭田

真弓

ヨシダ

1級 り・ほーむ葭田一級建築士事務所

6700853 姫路市大黒壱丁町５３番地

0792240437

ハジメ

タケキ
マナミ
ユウジ
ヨシユキ
サダノリ

ジュンイチ

ヨシヒロ
ヒデユキ
マユミ

ＤＥＳＩＧＮ

0794236646
0792261018
第2神戸サンクレバー6A

0783516094

0797716054
0649617702
イトーピア三宮アーバンステージ６０２号

0782711733

