
（一社）東京都建築士事務所協会
特定緊急輸送道路沿道建築物　耐震化推進事業

登録事務所リスト

所在地 事務所名 担当者名 住所 電話番号

千代田 ㈱東建築設計事務所 横山　肇 飯田橋4-7-11 03-3263-6531

千代田 真柄建設㈱東京事業部一級建築士事務所 河崎　保則 東神田1-11-14　トーシン東神田ビル 03-5822-7271

千代田 検査開発㈱一級建築士事務所 松本　壽夫 神田東松下町27　神田ＭＳビル5階 03-5297-7881

千代田 ㈱ソフウェル一級建築士事務所 矢澤　繁雄 鍛冶町1-3-1 03-3251-5355

千代田 ㈱セリエ計画研究所 清水　　寛 麹町2-10-1クレアーレ麹町405 03-3288-7858

千代田 ㈱鈴木建築事務所 鈴木　秀司 岩本町1-13-5 03-5822-2201

千代田 ㈱申建築設計事務所 赤間　明 岩本町1-5-8 03-5809-1542

千代田 ＢＭＳ㈱ 片桐　顕二 神田小川町2-5-1 03-5280-7968

千代田 ㈱司構造計画 玉腰　徹 神田小川町3-1-3　オプティクスビル4F 03-5259-7960

千代田 ㈱再生計画研究所 清水　博 神田神保町1-41 03-3518-8581

千代田 ㈱リバックス建築環境計画 計良　篤美 神田神保町1-41 03-3864-6611

千代田 ㈲武田建築構造設計事務所 武田　照雄 四番町7　番町ヴィラ302 03-3265-4081

千代田 栗本建設工業㈱東京支店一級建築士事務所 島田　定夫 九段北1-12-3　井門九段北ビル5Ｆ 03-3556-1921

千代田 ㈱ナカノフドー建設東京本店設計部 横瀬　辰男 九段北4-2-28 03-3265-4162

千代田 ㈱綜企画設計 田中　邦夫 岩本町2-5-2 03-3864-8825

千代田 ㈱マルタ設計 久保田　正則 岩本町3-11-11 03-5687-0111

千代田 朝日エティック㈱一級建築士事務所 高橋　太津志 九段南4-7-13 03-3265-9181

千代田 ㈱石本建築事務所 横川　和人 九段南4-6-12 03-3221-8923

千代田 ㈱プロパティ・リスク・ソリューション 大石　兼志 一番街5番地　アトラスビル2Ｆ 03-3239-5919

千代田 一級建築士事務所 首都高速道路㈱ 石井　喜久 霞が関1-4-1　日土地ビル 03-3539-9467

千代田 ㈱錢高組一級建築士事務所 千葉　道夫 一番町31 03-3265-4611

千代田 ㈱山田守建築事務所 宮原　浩輔 岩本町3-2-1 03-5833-2335

千代田 ㈱安井建築設計事務所 森田　秀喜 平河町1-3-14 03-3261-5101

千代田 ㈱　宇田川建築設計事務所 渡辺　達也 岩本町2-1-16　森川ビル3階 03-5825-9200

千代田 飛島建設㈱本店一級建築士事務所 網谷　安信 九段北1-13-5　ヒューリック九段ビル１２Ｆ 03-3222-9002

千代田 ㈱アール免震建築企画 利根川　一 九段南4-6-9 03-3288-5568

千代田 ㈱サンケイビルテクノ一級建築士事務所 勝野　圭一 有楽町2-2-1 03-5577-3001

千代田 ㈱クオリア設計 山脇　国男 岩本町2-5-12常和神田ビル６階 03-4500-9170

千代田 ㈱中央企画設計コンサルタント 堀田　喬夫 神田須田町1-4-4　神田須田町ビル3Ｂ 03-6206-8910

千代田 東京海上日動ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱一級建築士事務所 野口　裕明 丸の内1-2-1東京海上日動ビル新館8Ｆ 03-5288-7426

千代田 ㈱エーシーエ設計 東京支社 千賀　道夫 神田鍛冶町3-3-5　神田大木ビル3階 03-5297-8177

千代田 ㈱松村組東京支店一級建築士事務所 酒井　昭文 三番町2番地KSビル9階 03-5210-6159

千代田 鉄建建設㈱一級建築士事務所 伊藤　晋広 三崎町2-5-3 03-3221-2207

千代田 福田リニューアル㈱　一級建築士事務所 榎本　哲也 九段北3-2-4 03-5212-3033

千代田 一級建築士事務所共同エンジニアリング㈱ 阿部　孝司 飯田橋2-1-4 03-3263-9961

千代田 ㈱小西設計 大東　清昭 神田鍛冶町3-3　大木ビル 03-3256-9301

千代田 大和ハウス工業㈱東京環境エネルギー事業部 清宮　誠 飯田橋3-13-1 03-5214-2051

千代田 一般社団法人　耐震・住性能設計協会 畑中　有三 飯田橋4-4-8　東京中央ビル301 03-6261-4005

千代田 日本建設㈱一級建築士事務所 時森　淳 五番町14 03-3265-3217

千代田 トヨタＴ＆Ｓ建設㈱東京支社一級建築士事務所 高瀬　一雄 九段南2-3-18　トヨタ九段ビル2階 03-3222-4554

千代田 ㈱伊藤建築設計事務所 井上　圭人 外神田3-5-12 03-5294-6211

千代田 大和ハウス工業㈱東京流通一級建築士事務所 菅原　満博 飯田橋3-13-1 03-5214-2241

千代田 ㈱Ｍａｐ 安成　純一 神田小川町3-2-2天心館ビル302号室 03-3518-9844

千代田 大原建築設計事務所 大原　正昭 東神田1-11-9 03-3861-9168

千代田 村本建設㈱東京一級建築士事務所 鴨井　祐一 二番町3-4 03-3238-2035

千代田 前田建設工業㈱一級建築士事務所 魚川　伸裕 猿楽町2-8-8 03-5217-9532

千代田 ㈱楠山設計 仮屋薗　耕一 神田小川町3-20 03-3292-3571

千代田 安田ファシリティワークス㈱　一級建築士事務所 中村　智昭 神田錦町2-9 コンフォール安田ﾋﾞﾙ6階 03-5259-0537

中央 アワーブレーン環境設計㈱ 山田　千代和 新富1-3-2 03-3297-0245

中央 ㈱ニッテイ建築設計 安川　勝 日本橋小網町18-3 03-3664-1467

中央 ㈱ジーシーエムコーポレーション 藤本　英一 日本橋小網町10-7　3階 03-5651-7155

中央 ㈱Ｔ．Ｄ．Ｓ 塩森　章雄 日本橋堀留町1-6-13　昭和ビル3F 03-5649-3666

中央 坪井工業㈱一級建築士事務所 金森　宏三 銀座2-9-17 03-3563-1782

中央 ㈱協立建築設計事務所 杉江　隆昭 銀座7-10-16 03-3572-4496

中央 王子不動産㈱一級建築士事務所 熊谷　光祐 銀座5-12-8 03-3546-6411

中央 佐藤工業㈱一級建築士事務所 伊佐　真 日本橋本町4-12-19 03-3661-7046

中央 北野建設㈱一級建築士事務所 脇田　徹也 銀座1-9-2 03-3562-2331

中央 ㈱アトリエ・K 杉浦　定雄 築地2-14-4　フェニックス東銀座第二ビル 03-3541-6336

中央 ㈱ヨシザワ建築構造設計 吉澤　昌泰 日本橋浜町2-13-6　MUTOH浜町ビル3階 03-5641-4430

中央 ㈱三興設計事務所 岩崎　耕治 日本橋小舟町6-1　早川ビル6階 03-5847-5500

中央 ㈱山下設計 石川　勇治 日本橋小網町6-1 03-3249-1555

中央 フロンティアコンストラクション＆パートナーズ㈱ 岩田　正男 八重洲2-2-1　ダイヤ八重洲口ビル8階 03-5255-6779

中央 ㈱ピーエス三菱一級建築士事務所 伊藤　英勝 晴海2-5-24　晴海センタービル3階 03-6385-8038
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中央 ㈱サンヨーホーム一級建築士事務所 川井　敏高 八重洲1-3-19　辰沼建物ビル4階 03-6225-2201

中央 ㈱ｉ２ｓ２ 江原　栄次 日本橋蛎殻町1-29-6 水天宮前東急ビル5階 03-3669-8282

中央 ㈱プロスパーデザイン 大内　知之 銀座1-6-5　銀座Ｂビル7階 03-6264-1290

中央 ㈱ケイエス設計 清水　弥一 湊3-6-9　　ライオンズマンション新富305 03-3537-0232

中央 戸田建設㈱一級建築士事務所 寺本　武史 京橋1-7-1 03-6228-8301

中央 清水建設一級建築士事務所 丑場　英温 京橋2-16-1 03-5441-1111

中央 東西建築サービス㈱東京本社一級建築士事務所 木村　喜行 日本橋馬喰町2-1-1　三井住友銀行浅草橋南ビル 03-3663-1765

中央 矢作建設工業㈱東京支店一級建築士事務所 西尾　政俊 湊2-2-5　ヤハギ湊ビル 03-3555-3655

中央 ㈱東宮建築設計事務所 小林　勝彦 東日本橋3-10-10　ヨダビル5階 03-3662-0533

中央 ㈱カトウ建築事務所 加藤　義道 日本橋本町4-7-10　鈴和ﾋビル5階 03-3510-1336

中央 一級建築士事務所㈱ＪＡ設計 川崎　郁夫 日本橋堀留町1-9-11 03-6275-1811

中央 ㈱シミズ・ビルライフケア一級建築士事務所 小口 登史樹 京橋2-10-2 ぬ利彦ビル南館5階 03-5441-8575

中央 一級建築士事務所日本データーサービス㈱東京事務所 中原　信治 日本橋大伝馬町13-7 日本橋大富ビル4Ｆ 03-5643-6870

中央 新日本管財㈱　一級建築士事務所 坪内　幹雄 日本橋室町4-3-13 03-3279-3046

中央 三井住友建設㈱一級建築士事務所 野口　恭司 佃2-1-6 03-4582-3102

中央 野村建設工業㈱一級建築士事務所 新穂　工 日本橋堀留町2-1-3 03-3249-1413

中央 ㈱匠エンジニアリング 小川　信一 日本橋馬喰町1-8-8　森忠ビル2階 03-3661-6121

中央 ㈱日本エーコン1級建築士事務所 栗田　葉月 日本橋小舟町7-13 03-3667-7335

中央 平成ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱一級建築士事務所 宮永　英彦 日本橋1-1-7 03-3271-9718

中央 松井建設㈱一級建築士事務所 河田　哲治 新川1-17-22 03-3553-1153

中央 日通不動産㈱東京支店一級建築士事務所 沖田　信博 日本橋人形町2-26-5 03-5652-6982

中央 ㈱山下テクノス 荒垣　隆康 新川1-2-12 03-5541-6211

中央 ㈱アーバン・クリエイト 木村　太 中央区日本橋茅場町1-6-16 03-5847-4440

中央 日本管財㈱　一級建築士事務所 糸山　克平 日本橋2-1-10　柳屋ビルディング 03-5299-0856

中央 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱一級建築士事務所 神保　忠夫 日本橋本町2-7-1　ＮＦＯ日本橋本町ビル 03-3662-5106

中央 ㈱インテック 井上　恵司 勝どき3-5-4 03-3532-4345

中央 ㈱宮建築設計 勝浦　徹 八丁堀2-28-10 03-6280-3305

中央 ㈱巴コーポレーション　一級建築士事務所 佐藤　浩幸 勝どき4-5-17かちどき泉ビル4階 03-3533-9611

中央 合同会社　ゆたか建築設計一級建築士事務所 向高　豊昭 八丁堀3-6-1 03-3555-7565

中央 ㈱インサイト 増崎　俊介 八重洲2-2-1　ダイヤ八重洲口ビル8F 03-3548-0083

中央 ㈱ライブ設計所 木下 定 日本橋人形町3-3-9　久米ビル2階 03-5623-9978

中央 ㈱アトリエＭ－ＳＴ 寺本　敬士 日本橋蛎殻町1-13-1北島ビル5階 03-6684-9798

中央 ㈱ケーディーアンドパートナーズ 伝田　和幸 八丁堀4-10-11　ネオ神谷ビル 03-6222-8636

中央 ㈱HDPプロジェクト 矢澤　繁雄 日本橋本石町3-3-15 03-6225-2961

港 ㈱アトリエモルフ建築設計 古川　栄一 赤坂6-19-40-204 03-3568-3330

港 菱重エステート㈱一級建築士事務所 斉籐　憲徳 芝5-34-6　新田町ビル8階 03-3451-1176

港 ㈱　飯尾建築設計事務所 飯尾　憲彌 元赤坂1-55-11　ﾐﾘｵﾝｸﾞﾗﾝﾃﾞ元赤坂ﾋﾙｽﾞ501 03-5414-7038

港 ㈱綱川建築事務所 綱川　智久 元麻布3-1-36 03-5412-2015

港 ㈱中山克己建築設計事務所 斉籐　竹美 六本木3-18-12 03-3585-5911

港 東洋構造コンサルタント㈱ 松澤　永芳 白金1-10-13 03-3447-5973

港 ㈱Ｍ．Ｃ．Ａ設計 朝倉　英之 新橋5-28-7　新橋安達ビル 03-3578-0811

港 ㈱乃村工藝社一級建築士事務所 中村　久 台場2-3-4 03-5962-1171

港 ㈱従心会倶楽部　一級建築士事務所 御厨　孝二 虎ノ門3-6-2　第2秋山ビル6F 03-6402-8138

港 ㈱リマ建築研究室一級建築士事務所 松下　哲也 南麻布1-17-2　スペースインＭＡ 03-3453-8211

港 コーナン建設㈱一級建築士事務所 島端　徹 芝公園2-10-1　住友不動産芝園ビル 03-5733-3411

港 青木あすなろ建設㈱一級建築士事務所 滝口　純一 芝4-8-2 03-5439-8516

港 ㈱セドー建築事務所 葛西　耕三 芝5-10-14 03-3451-9857

港 ㈱緒方建築事務所 津田　大二郎 新橋4-6-8 03-5491-5506

港 ㈱新井組一級建築士事務所 坂口　豊治 海岸2-2-6 03-6435-2509

港 ㈱ユニバァサル設計 益子　拡 海岸2-7-68　西本興産日の出ビル4Ｆ 03-5476-9901

港 一般社団　港区建築設計事務所協会 津田　大二郎 海岸2-7-68　西本興産日の出ビル4Ｆ 03-6435-3203

港 ㈱ＥＲＩソリューション 松井　竜太郎 赤坂8-10-24　住友不動産赤坂ビル 03-5775-2438

港 ㈱入江三宅設計事務所 松崎　玲子 六本木6-7-6　六本木アネックス 03-5786-1911

港 ㈱エンドウ・アソシエイツ 竹内　宏彰 芝1-10-13　芝日景有楽ビル8Ｆ 03-3454-3181

港 ㈱ティオーエス計画工房 高杉　政宏 浜松町1-20-5 ヴィラローザ浜松町503 03-6435-8751

港 ㈱あくと総合計画 岡部　成 西麻布3-20-13　木村ビル6Ｆ 03-3403-5610

港 ㈱かべ設計スタジオ一級建築士事務所 越阪部　三男 浜松町1-2-17 03-5405-1425

港 西松建設一級建築士事務所 川合　健康 虎ノ門1-20-10 03-3502-7625

港 ㈱東京建物リサーチ・センター 仲間　妙子 新橋4-9-1 03-3221-2401

港 ㈲野崎設計 野崎　岳夫 東麻布2-31-2-201 03-3589-3609

港 りんかい日産建設㈱ 岡富　邦広 芝2-3-8 03-5476-1720

港 ㈱安藤・間 一級建築士事務所 田島 洋明 赤坂6-1-20 03-6234-3600

港 ㈱奥村組東日本支社一級建築士事務所 平松　一夫 芝5-6-1 03-5427-2318
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（一社）東京都建築士事務所協会
特定緊急輸送道路沿道建築物　耐震化推進事業

登録事務所リスト

所在地 事務所名 担当者名 住所 電話番号

港 日本国土開発㈱　一級建築士事務所 伊藤　佳展 赤坂4-9-9 03-3403-3311

港 ㈱大林組一級建築士事務所 鈴木　重和 港南2-15-2 03-5769-1706

港 ㈱エヌイーオー空間計画研究室 川上　百樹 赤坂7-9-1　トーユー赤坂ビル別館5階 03-3585-7728

港 ㈱AO inc. 一級建築士事務所 青木　幹夫 赤坂9-1-7 03-6809-8983

港 高松建設㈱東京本店一級建築士事務所 松尾　羊三 芝4-8-2 03-3455-8134

港 ㈱トキワアーキテクトオフィス 関根　亜美 虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15Ｆ 03-3431-5103

港 建装工業㈱　一級建築士事務所 栗田　直樹 西新橋3-11-1 03-3433-0503

港 ㈱ベクトル・ジャパン 福與　径夫 新橋1-7-10　汐留スペリアビル9F 03-5537-5870

港 ㈱アルテス 荒木　玄之 赤坂6-5-30 　KIビル5階 03-5561-2222

港 鹿島建設㈱一級建築士事務所 前田　祥三 赤坂6-5-30 03-5561-2111

港 笠井設計㈱ 山田　和也 浜松町2-1-13　芝エクセレントビル8F 03-3436-5748

港 一級建築士事務所　㈱アイ・エス・エス創研 谷　研一郎 南麻布5-2-32 興和広尾ビル2Ｆ 03-6408-6195

港 ㈱長谷工リフォーム　一級建築士事務所 安藤　匡彦 芝2-29-14 03-3457-1264

港 一級建築士事務所アイピー・パワーシステムズ㈱ 阿部　淳二 芝浦3-13-1 03-5418-1260

港 ケ．ム建築設計企画事務所 齋藤　健治 港南4-2-2-502 090-6279-0612

港 一級建築士事務所　ケーエージェー建築設計事務所小宮　文雄 高輪2-19-17-1108号 03-5420-5980

港 ㈱ナガイオーシャンサプライズ 田中　信夫 高輪2-1-11-101 03-3445-4016

港 一級建築士事務所㈱ボス建築コンサルタンツ 坪子　渡 新橋5-28-3 03-3434-3611

港 ㈱ユニット・エム・アイ・エー　一級建築士事務所 幸　宣孝 北青山3-8-11 03-6379-0771

港 宇部興産建材㈱一級建築士事務所 安藤　寛将 港区芝浦1-2-3 シーバンスS館 03-5419-6204

新宿 ㈱織本構造設計 三浦　友義 西五軒町13-1 住友不動産飯田橋ビル3号館7Ｆ 03-5227-7590

新宿 ケーアンドイー㈱一級建築士事務所 小紫　一男 津久戸町2-1 03-3266-7091

新宿 ㈱熊谷組一級建築士事務所 荻野　伸行 津久戸町2-1 03-3235-8625

新宿 中里一級建築士事務所 中里　　昭 百人町1-18-8 93-3366-2171

新宿 ㈲酒井構造設計事務所 酒井　文成 下落合1-1-1　トキワパレス1004 03-3367-4625

新宿 ㈱條建築設計事務所 佐藤　正條 西新宿4-14-3　ライフコーポ土屋6Ｂ 03-3299-0911

新宿 一級建築士事務所 ㈱山和綜合設計 山口　和孝 高田馬場1-24-14　加藤ﾋﾞﾙ502 03-5272-1268

新宿 ㈱タムラ設計 齋藤　健志 西新宿6-5-1　新宿アイランドタワー19Ｆ 03-5323-0063

新宿 ㈱サラデザイン研究所 小西　孝夫 大久保2-4-12　新宿ラムダックスビル11階 03-5286-2323

新宿 伊藤構造技術研究所 溝呂木　昇 四谷4-30-23 ビルド吉田503号室 03-3356-2428

新宿 ㈱総合建築設計センター 松本　正仁 新宿5-3-26　第一アタゴビル4階 03-3350-0034

新宿 ㈱安宅設計 岡田　敏 西新宿 8-5-1 野村不動産西新宿共同ビル 6階 03-3365-9311

新宿 東亜建設工業㈱一級建築士事務所 原　博 西新宿3-7-1　新宿パークタワー31階 03-6757-3852

新宿 ㈱イシイアソシエイツ 石井　義明 西新宿4-32-4-708 03-3375-9660

新宿 エイアンドティ建築研究所 進藤　誠治 新宿1-34-8 03-3358-5545

新宿 ㈱イクス・アーク都市設計 下橋  忠 西新宿6-16-6 03-3343-2811

新宿 ㈱土屋建築研究所 山本　進 西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル4Ｆ 03-3345-8111

新宿 ㈱湊綜合建築設計 湊　均 上落合2-27-7　バレエハウスK202 03-3368-0821

新宿 ㈱本多建築設計事務所 本多　和夫 新宿1-24-7　ルネ御苑プラザ413号 03-3359-5612

新宿 ㈱小川建設一級建築士事務所 岩井　浩昭 四谷1-4 03-3359-4119

新宿 ㈱アーキテクツ・ガイア 坂口　　弘 本塩町18-4　ＭＹＫ四ッ谷 03-5269-2101

新宿 ㈲アサカ設計事務所 渋谷　精一 新宿5-12-6 03-3356-3215

新宿 ㈱ラックランド一級建築士事務所 大野　弘揮 西新宿3-18-20 03-3377-3991

新宿 ㈱藤木工務店東京支店一級建築士事務所 植松　津人 四谷4-16-3 03-3357-1616

新宿 ㈱中央クリエイト　一級建築士事務所 安部　啓正 早稲田町81番地 03-3207-6167

新宿 ㈱ビッグプランニング 北見 宏志 新宿1-36-5 03-3358-0038

新宿 栽花建築設計事務所 松本　篤彦 西早稲田1-14-19 03-5953-6454

新宿 一般社団法人東京都建築安全支援協会一級建築士事務所 藤村　勝 新宿5-17-17 03-6228-0571

新宿 野村不動産一級建築士事務所 岩崎　真志保 西新宿1-26-2　新宿野村ビル 03-3348-8816

新宿 ㈲おざき構造設計事務所 尾﨑　孝一 高田馬場2-12-6　BEAVERS高田馬場4階 03-5292-2452

新宿 ㈱八千代都市建築設計一級建築士事務所 木村　誠 西落合2-18-12 03-5906-0874

新宿 ㈱安田望建築設計事務所 山崎　明 四谷1-21-13 千陽ビル103 03-3355-3071

新宿 ㈱秋田設計 若松　永 西落合3-24-13 03-3950-2471

新宿 ㈱クレイズプラン東京　一級建築士事務所 宮村　匡介　 西新宿7-18-18 新宿税理士ビル505 03-3367-1535

新宿 ㈲グン企画設計一級建築士事務所 大竹　時正 新宿5-12-15　KATOビル4Ｆ 03-3341-5231

新宿 田中土建工業㈱　一級建築士事務所 尾崎　行夫 本塩町23 03-3353-2130

新宿 東鉄工業㈱一級建築士事務所 望月　満伸 信濃町34 JR信濃町ビル4階　　　　　　　 03-5369-7625

新宿 ㈱淺沼組東京本店　一級建築士事務所 澤谷　芳広 荒木町5番地 03-5269-3121

新宿 ASKA建築研究所一級建築士事務所 小松　清路 大久保2-1-3-1201 03-3209-3127

新宿 栃本建築設計一級建築士事務所 栃本　民夫 西落合2-23-8 03-3951-3831

新宿 一級建築士事務所㈱改修設計 伊藤　佳比古 新宿1-34-13　第一貝塚ビル3階 03-5312-1160

新宿 ㈱ＯＳ建築設計 岩佐　泰久 西新宿7-22-34　新宿東海ビル405 03-3360-3508

新宿 国際美建㈱一級建築士事務所 青木　雅秀 上落合2-10-13 03-3367-8255
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（一社）東京都建築士事務所協会
特定緊急輸送道路沿道建築物　耐震化推進事業

登録事務所リスト

所在地 事務所名 担当者名 住所 電話番号

新宿 ㈱ＳＨ建築事務所 前川　勝彦 新宿5-6-11 03-3225-0530

新宿 ㈱アトリエアム一級建築士事務所 浅見　光政 西新宿4-32-11　新宿ｾﾝﾄﾋﾞﾗ永谷1002号　　　　　　　　　　　03-3374-0234

新宿 ㈱ケイアンドエスプランニング 佐々木　慎一 高田馬場4-34-14 03-3364-6031

新宿 ㈱オムニ設計 小野田　秀男 新宿5-11-22　中島ビル3階 03-3358-2421

新宿 大成建設㈱一級建築士事務所 高橋　克治 西新宿1-25-1 03-5381-5218

新宿 ㈱石井建築事務所 板倉　裕一 市谷左内町21 03-3260-0421

新宿 ㈱リバックス一級建築士事務所 浦野  孝 西新宿3-3-15　 新宿ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ新館18階 03-3344-9020

新宿 ラムラックス㈱ 松本　篤彦 小川町6-38 03-6228-1761

新宿 中央建鉄㈱ 中村　信秀 高田馬場2-2-13 03-3232-5132

新宿 ㈱エヌ・エフ・シー　一級建築士事務所 野口　文寿 西新宿7-22-37　ストーク西新宿福星ビル5階 03-6279-2861

新宿 ㈱漆企画設計 白石　健次 若葉１－６－１ 03-6866-5547

文京 ㈲岡村建築設計事務所 岡村　幸一 本郷1-7-10 03-5805-7517

文京 ㈲武建築プロデュース一級建築士事務所 渡辺　武次郎 小石川1-16-16　レキセン沖本ビル901 03-5842-2305

文京 ㈱浦野設計東京本社 加藤　工匠 本郷3-3ー12 03-3811-9128

文京 ㈱泉創建エンジニアリング 大根田　聡 小石川1-4-6 03-6891-5101

文京 ㈱酒井設計事務所 酒井　隆文 大塚5-3-10 03-3941-3651

文京 ㈱クライン建築研究所一級建築士事務所 岡本　直 本駒込3-9-7 03-5814-8308

文京 ㈱オー・ディー・ビー 大塚　洋和 根津2-30-5 03-3823-0855

文京 ㈱ＳＥ建築研究所 千田　勝一 東京都大塚1-1-10 03-3942-5527

文京 ㈱ＩＮＡ新建築研究所 成田　智 白山3-1-8 03-5802-3221

文京 日本建設㈱東京支店一級建築士事務所 内村　友重 小石川1-15-17 03-5844-1381

文京 ㈱ATELIER FOLIUM　一級建築士事務所 米田　正彦 千駄木1-22-30-501 03-5814-8721

文京 五洋建設㈱　本社一級建築士事務所 坂本　隆之 後楽2-2-8 03-3817-7813

文京 ㈱新中央設計東京 水澤　明人 湯島3-23-6　金井ビル2階 03-5817-0919

文京 一級建築士事務所㈱トクオ東京事務所 土生川　恵洋 白山1-7-1 03-5844-1090

文京 ㈱エスティアールデザイン 阿部　英雄 関口1-48-1リベラル長島101 03-3260-2161

文京 ㈱野生司環境設計 伊東　俊之 関口1-43-5 03-3209-4900

文京 ㈱ハウスカ　一級建築士事務所 加藤　かおる 本郷4-15-1 GRAVA305 03-3868-0455

文京 鹿島道路㈱一級建築士事務所 木元　秀巳 後楽1-7-27 03-5802-8012

文京 ㈲薩田建築スタジオ 平田　麻里子 白山4-35-9-2Ｆ 03-6902-2190

台東 ㈱Ｓｃｕｂｅ一級建築士事務所 小暮　正明 松が谷1-9-10 第2マテックスビル9Ｆ 03-6426-2988

台東 ㈱上杉建築事務所 上杉　章 台東4-27-5 秀和御徒町ビル7F 03-5807-2135

台東 (株)アサノ大成基礎エンジニアリング 原　行雄 北上野2-8-7 03-5246-4160

台東 ㈱パッソン 木村　修 今戸2-33-7 03-3876-6081

台東 ㈱三岳企画設計一級建築士事務所 金子 幸司 三筋2-7-10協立ビル3Ｆ 03-5825-0321

台東 ㈲名取建築設計事務所 名取　努 台東2-26-3　近藤ビル3階 03-3833-2555

台東 ㈱冨井建築設計研究所 遠藤　寛 浅草橋3-19-4 03-3862-4688

台東 ㈱中村設計 古川　修二 雷門2-13-5 03-3843-2551

台東 ㈲ニュークリアエンジニアリング 佐藤　博昭 東上野2-2-3　オージックビル301 03-3842-8838

台東 ㈲アーキテクチャー・ラボ 山田　俊之 雷門2-13-3　清寿ビル2階 03-3845-7320

台東 ㈲サンフォルム設計事務所 紺野　浩 北上野1-11-9-402 03-3842-7451

台東 ㈲寺田建築設計事務所 寺田　利夫 東浅草1-12-3 03-3871-8653

台東 ㈱伊藤建築設計工房 坂口　有一 浅草橋3-20-15　浅草橋ミハマビル5Ｆ 03-3866-0045

台東 ㈱ＪＦＥ設計 岩崎　隆 蔵前2-17-4 03-5835-3237

台東 新三平建設㈱　一級建築士事務所 池上　敏文 元浅草1-6-13　元浅草MNビル 03-3847-3301

台東 ㈱アークス一級建築士事務所 阿部　昌吾 松が谷4-24-11-401 03-3845-4081

台東 ㈱アース建築デザイン一級建築士事務所 飛田　康宏 東上野1-13-15　ｱｰﾊﾞﾝﾄｯﾌﾟﾋﾞﾙ3階 03-6659-7322

台東 さくら構造㈱東京事務所一級建築士事務所 木下　光司 東上野2-3-7　山本ビル2F 03-5875-1616

台東 ㈲第一構造 朴　永周 柳橋2-22-12　織松ビル4階 03-3866-7050

台東 ㈱エナ・デザインコンサルタント 石川　賢一 台東区上野3-1-2　秋葉原新高第一生命ビル4Ｆ03-5819-1511

台東 ㈱千斗　一級建築士事務所 佐野　裕正 谷中3-17-10 03-3824-4509

台東 中柳建設㈱一級建築士事務所 中野　晴義 東上野2-19-12 03-3833-0876

台東 ㈱栗田建築事務所 栗田　幸一 寿4-16-9-601 03-5828-8831

墨田 赤坂建築設計事務所 赤坂　憲一 亀沢4-15-10-102 03-3623-3947

墨田 ㈱都祭建築設計事務所 都祭　芳明 吾妻橋2-20-7-701 03-3621-4661

墨田 ㈱飛鳥設計 大友　　健 業平4-1-6-201　プレミールマンシオン 03-5608-6877

墨田 ㈱慎設計事務所 阿蘓　広幸 錦糸2-13-5　ＭＰＣビル3階 03-3626-5110

墨田 宗像建築設計事務所 宗像　信司 東向島1-23-11 03-3612-8015

墨田 岡建工事㈱一級建築士事務所 大山　章吾 東駒形1-1-10 03-3624-1711

墨田 ㈱岡本建築設計事務所 亀上　真克 東駒形1-1-10 03-3625-2531

墨田 墨田建築設計協同組合 伊川　哲夫 両国4-19-7　サンライズビル301 03-3846-3115

墨田 ㈲鳴海建築設計事務所 鳴海　義一 両国3-21-8　ＭＫビル３Ｆ 03-5600-5815

墨田 坂田建設㈱一級建築士事務所 杉浦　敏直 緑4-21-2 03-3846-2131

mailto:JZE00136@nifty.com


（一社）東京都建築士事務所協会
特定緊急輸送道路沿道建築物　耐震化推進事業

登録事務所リスト

所在地 事務所名 担当者名 住所 電話番号

墨田 東武谷内田建設一級建築士事務所 和田　栄治 押上2-3-8 03-3625-1011

墨田 石井一級建築士設計事務所 石井　光一 墨田5-24-4 03-3612-7490

墨田 ㈱佐藤総合計画 桑原　賢司 横網2-10-12　AXSビル 03-5611-7210

墨田 ㈱Ｍ－Ｄ＆Ｃ一級建築士事務所 三沢　淑典 菊川25-3-6　菊川栄光ビル601号 03-6659-5853

江東 ㈱吾妻設計一級建築士事務所 岩崎　孝一 亀戸1-11-4-403号 03-3684-0352

江東 ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱東京支社 寺田　正彦 東陽町2-2-4 03-3615-5502

江東 東電設計㈱ 上山　等 東雲1-7-12 ＫＤＸ豊洲グランスクエア9Ｆ 03-6372-5411

江東 ㈱サン建築設計一級建築士事務所 角田　晃 亀戸3-49-11-103 03-6905-9494

江東 ㈱鴻池組東京本店建築設計部 坂口　清隆 南砂2-7-5 03-5617-7420

江東 ㈱あい設計東京支社 高濱　修 亀戸2-26-10　立花亀戸ビル4Ｆ 03-5836-7810

江東 ㈱常創設計 木下　明 東陽3-27-32　玉河ビル9Ｆ 03-3645-1871

江東 石原一級建築士事務所 飯野　洋 東陽3-27-4 03-3646-2894

江東 ㈱内田建築事務所 内田　晴康 扇橋2-20-8 03-3644-3456

江東 １級建築士事務所　㈱環境デザイン計画 川島　啓道 冬木6-21　RMビル2Ｆ 03-3820-5575

江東 ㈲アーキッズ一級建築士事務所 木村　英雄 平野2-11-5 03-3642-2824

江東 多田建設㈱ 一級建築士事務所 小宮　仁 大島2-8-6 03-3683-3210

江東 大末建設株式会社一級建築士事務所 川合　徹 新砂1-7-27 03-5634-9042

江東 ㈲五十嵐建築設計事務所 五十嵐　順三 富岡2-6-1-103 03-3630-2150

江東 ㈱久米設計 上村　兼司 潮見2-1-22 03-5632-7801

江東 ㈱東陽建築構造設計事務所　一級建築士事務所 大波　徹也 東陽5-27-8　3階 03-3649-5424

品川 ㈱コンクリート診断センター 加治屋　雅久 北品川1-8-11 03-3450-2881

品川 一級建築士事務所　㈱大建設計 吉原　万人 東五反田5-10-8 03-5424-8608

品川 ㈱　建築構造研究所 瀧澤　章三 上大崎4-5-37　山京目黒ビル312 03-6417-4441

品川 ㈱コンステック東京支店一級建築士事務所 長尾　徹 北品川1-8-11　Daiwa品川Ｎｏｒthビル10Ｆ 03-3458-0441

品川 ㈱設の杜コンサルタント 中野　剛 西五反田7-1-9　五反田ＨＳビル2Ｆ 03-5436-6778

品川 ㈱ＦＥＡ設計 宇山　徹 東五反田1-19-10 コーアビル8階 03-5475-8021

品川 （株）エムエス建築設計事務所 佐藤　政夫 東大井3-11-18 03-3766-6101

品川 ㈱相和技術研究所 松原　守 上大崎2-18-1 03-5740-6711

品川 ㈱ＡＳＳＡ一級建築士事務所 安田　準 南大井6-17-7 03-6404-9246

品川 ㈱共和設計企画 一級建築士事務所 山口　陽平 東五反田1-4-10　山口ビル 03-3446-7051

品川 ㈱テクト　一級建築士事務所 森脇　泰二 大井1-47--1　ＮＴビル３Ｆ 03-6429-7290

品川 大成ユーレック㈱一級建築士事務所 齋藤  量 西五反田7-23-1 03-3493-4799

品川 ㈱梓設計 清水　一秋 東品川2-1-11 03-6710-0800

目黒 ㈱東急設計コンサルタント 三浦　達夫 中目黒3-1-33 03-3715-8129

目黒 ㈱寿建築研究所 鈴木　清文 平町1-21-20-503 03-3718-5301

目黒 ㈱東京ソイルリサーチ 三代川　俊雄 東が丘2-11-16 03-5779-7670

目黒 ユニップデザイン㈱ 房前　寿明 大橋2-16-28 パインヒルズ401 03-5738-7274

目黒 ㈱三京建設一級建築士事務所 白井　康雄 中根2-3-15 03-3723-5845

目黒 ㈱小川建設一級建築士事務所 瀬野　栄一 洗足2-7-23 03-3792-6600

目黒 ㈱飯田了三建築設計事務所 飯田　了三 目黒本町5-31-9 03-3711-2824

大田 中島建築設計事務所 中島　康之 大森北4-25-8 03-3766-8447

大田 ㈱曽根一級建築士事務所 曽根　浩一 西蒲田6-20-7 03-3738-0073

大田 エス・ティー・ケー一級建築士事務所 佐竹　龍二 上池台1-5-7 03-3787-8788

大田 ソル クリエイト 北林　純 鵜の木2-17-3-405 03-5482-5370

大田 ㈲サン設計城南リンクス 加藤　雄彦 東雪谷2-19-12 03-3727-0767

大田 アーキデザイン 井口　敬介 東馬込2-5-14 03-6417-1610

大田 サンユー建設一級建築士事務所 高栖　昌昭 南雪谷2-17-8 03-3729-5200

大田 小田建築設計事務所 小田　哲一 大森西2-22-8 03-3761-9766

大田 エイティーエス一級建築士事務所 田中　豊 中央4-17-13 03-3778-2634

世田谷 ㈱福本建築事務所 福本　賢太郎 松原3-8-10 03-3322-4057

世田谷 酒井構造設計一級建築士事務所 酒井　鉄男 桜丘5-17-20-207 03-5477-7138

世田谷 ㈱アルキ建築構造事務所 矢野　元清 三軒茶屋1-17-4-207 03-5486-8295

世田谷 ㈱宮地建築設計 宮地　善矢 中町4-27-8 03-6432-1591

世田谷 ㈲大倉建築事務所 大倉　博行 南烏山4-23-21-101 03-5384-1251

世田谷 佐藤一級建築士建築設計事務所 佐藤　義明 深沢5-1-27-105 03-5760-6708

世田谷 ㈲トータル企画設計 国井　重克 南烏山3-1-9　第一長崎ビル 03-3305-1744

世田谷 ㈱吉富興産一級建築士事務所 澤口　直樹 等々力3-12-1 03-3704-8922

世田谷 ㈲伸建築企画 広瀬　淡 梅丘1-49-9 03-3425-9016

世田谷 ㈱ラム･ネット 山田　茂隆 奥沢4-21-22 03-3727-5440

世田谷 ㈱平野デザイン設計 平野　哲行 深沢8-12-7 03-3704-3111

世田谷 小原設計事務所 小原　弘太郎 奥沢6-11-7-306 03-3702-0131

世田谷 ㈱建物サポートサービス一級建築士事務所 山上　明 糀谷4-19-9　アークカスヤビルＢ１Ｆ 03-5969-8886

世田谷 一級建築士事務者㈱イデア設計 下前　和則 大原2-23-15　大原ビル5Ｆ 03-3327-4711

mailto:zenkou@tulip.ocn.ne.jp
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（一社）東京都建築士事務所協会
特定緊急輸送道路沿道建築物　耐震化推進事業

登録事務所リスト

所在地 事務所名 担当者名 住所 電話番号

渋谷 井口インターナショナル㈱一級建築士事務所 井口　哲朗 宇田川町2-1　渋谷ホームズ603 03-5456-1348

渋谷 ㈱レーモンド設計事務所 鈴木　広信 代々木5-58-1 03-3460-1171

渋谷 ㈱テラ設計工房 臼井　勝之 代々木2-29-15 03-3379-3828

渋谷 ㈱アキ・アーキテクト 田村　英男 神宮前3-7-1 03-5411-7700

渋谷 オルカ一級建築士事務所 井桁　正美 宇田川町36-22-1103 03-3479-5515

渋谷 ㈱協和コンサルタンツ一級建築士事務所 嶋谷　廣宣 笹塚1-62-11 03-3376-3229

渋谷 ㈱ソア 瀬尾　敏明 千駄ヶ谷4-5-15-501 03-5414-5221

渋谷 ㈱剣建築設計事務所 砂原　　宏 渋谷3-6-19 第1矢木ビル4階 03-5464-2251

渋谷 ㈲和香企画 三好　伸一 代々木5-55-6-308 03-5454-7081

渋谷 ㈱ケイエム構造設計 亀嶋　幸輔 上原2-30-1　K・STARビル2F 03-5452-8158

渋谷 ㈱Ｊ建築検査センター 岡村　洋次 渋谷1-13-9 03-5464-7778

渋谷 ㈱RISE構造設計 野口　英孝 恵比寿南1-1-12　フロンティア恵比寿４Ｆ 03-3710-3115

渋谷 ㈱中山設計 中山　　悟 代々木3-1-1　ＹＫＤ代々木ビル４Ｆ 03-3372-1914

渋谷 ㈱都市環境設計 都倉　史章 代々木1-31-6 03-5371-4781

渋谷 ㈱堀江建築工学研究所 清原　俊彦 本町1-52-2　Ｋビル4F 03-3376-1715

渋谷 ㈱翔設計 呼子　政史 千駄ヶ谷4-24-15 03-5410-2525

渋谷 ㈱ＮＨＫアイテック一級建築士事務所 野越　聖一 神南1-4-1 03-5456-4755

渋谷 ㈱大京アステージ一級建築士事務所 中曽　文雄 千駄ヶ谷4-19-18 03-5775-5163

渋谷 ㈱エスデー建築企画研究所 安達　直弘 上原1-38-8 03-3485-1111

渋谷 ㈱山田章人建築設計事務所 山田　章人 千駄ヶ谷5-26-5-202 03-3352-8759

渋谷 ㈱ＭＤＳ一級建築士事務所 牛嶋　義文 初台1-37-1 03-5358-2500

渋谷 一級建築士事務所　㈱佐野建築研究所 井上　美津子 代々木2-27-15　高栄ビル 03-3370-0375

渋谷 東急建設㈱一級建築士事務所 市川　一美 渋谷1-16-14　渋谷地下鉄ビル内 03-5466-6495

渋谷 ㈱ユナイテッドリバティアーキテクツ 山本　盛夫 代々木1-19-12 03-3373-3918

渋谷 東京急行電鉄㈱　一級建築士事務所 石守　晋 桜丘町31-2 03-3477-6380

渋谷 ㈱英和建築事務所 石川　英司 広尾5-21-2 03-5475-5831

渋谷 ㈲スパン設計 長瀬　博明 恵比寿西1-30-10　代官山ｲﾙﾃﾝﾎﾟ305 03-5784-9330

渋谷 ㈱エキップ一級建築士事務所 伊達　宏晶 恵比寿1-23-9　Ｂ1Ｆ 03-6721-7442

渋谷 ㈱フジタ一級建築士事務所 浅野　孝 千駄ヶ谷4-25-2 03-3796-2500

渋谷 ㈱小笠原設計東京事務所 竹沢　圭一 渋谷1-10-3-502 03-5774-4515

渋谷 マンダ計画㈲ 塚部  彰 千駄ヶ谷3-13-20　第7宮庭6-Ｄ 03-3401-5014

渋谷 ㈱アイ・エー・シー 山本　誠 渋谷1-10-7-703 03-3406-4552

渋谷 ㈱オクテムデザイン 奥村　徹 神宮前25-33-16 03-3405-0039

渋谷 ㈱萩原建築設計事務所 関矢　敏彦 千駄ヶ谷4-3-1 03-3404-3817

渋谷 ㈱嶺山建築事務所 嶺山　和行 上原1-47-5　平田ﾋﾞﾙ203 03-6407-8951

渋谷 ナビ・アーキテクツ㈱　一級建築士事務所 中牟田　伸一 広尾5-4-11　ベルナハイツ6Ｂ-1 03-6721-9350

渋谷 ㈱アトラス設計 増田　一成 初台1-34-14-3F 03-6276-1898

中野 ㈱ヒグチ設計 樋口　修 新井1-23-19 03-3386-0701

中野 田辺構造事務所 田辺　博司 中野6-6-8-309 03-3368-1731

中野 ㈱建築設計エスカルゴ 鈴木　照男 東中野1-46-10 03-3361-0170

中野 ㈲呉建築設計事務所 呉　日　煥 新井2-7-10　サンハイツ中野401 03-3319-4630

中野 ㈱寺崎務建築研究室 寺崎　務 中野3-47-13-3Ｆ 03-3383-6665

中野 ㈱滝口徹建築設計事務所 滝口　徹 中央5-18-6 03-3380-2116

中野 ㈱ヴァンクラフト空間環境設計 小杉　卓 上高田5-47-12 03-5345-6233

中野 ㈱五味建築設計事務所 中井　泰成 中野1-55-1 03-3363-4611

中野 ㈱賢プランズ設計事務所 福島　賢哉 新井4-18-10　福島ビル 03-3388-6051

中野 ㈲ケアデザインステーション一級建築士事務所 末延　史行 上高田4-32-8 03-3385-1047

中野 ㈱構造計画研究所 三好　祐治 本町4-38-13 03-5342-1026

中野 ㈱大誠建築設計事務所 小林　弘幸 新井1-25-6中野フコク生命ビル3F 03-3385-0196

中野 ㈱津田建築事務所 津田　龍彦 中野2-11-7　津田ビル１F 03-3381-4826

中野 タカハシ建設㈱一級建築士事務所 高橋　義一 上高田1-35-13 03-6908-1912

中野 ㈱大平建築設計事務所 大平　利宗 本町6-27-13-203 03-3383-8855

中野 小河原建設一級建築士事務所 小河原　敬彦 中央5-4-24 03-3384-0375

杉並 ㈱ヤマックス建築事務所 山下　栄一 清水3-27-15 03-5938-9680

杉並 ㈱オームラ建築設計 大村　吉美 和泉3-6-2　プラムビル301 03-3328-7582

杉並 ㈱ベル建築研究所 坂野　茂 阿佐谷南3-31-14　モリタビル6F 03-3220-5100

杉並 池下設計 高好　利一 阿佐谷南1-17-18 03-3318-2111

杉並 ㈲テイクトゥケー 北川　健人 上荻2-19-18　RKⅡビル6階 03-6915-1802

杉並 ㈱ノバ都市建築設計事務所 吉田　清三 高円寺南4-27-7　ﾗｲﾝﾋﾞﾙﾄﾞ高円寺・林402号 03-3315-3200

杉並 ㈲インターフェース 佐藤　孝子 並区荻窪5-30-12　グローリア荻窪509 03-3220-3993

杉並 ㈲　環設計室 竹中　莞二 高円寺南2-51-9　ﾌｪﾆｯｸｽ高円寺弐番館904 03-5305-2880

杉並 阿部建築事務所 阿部　健三 阿佐谷南3-12-1 03-3391-3941

杉並 ㈲　人イエまちネットワーク　一級建築士事務所 山田　清 梅里2-29-1　廣瀬ビル1Ｆ 03-5377-7166

mailto:asuka12@askasekkei.co.jp
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（一社）東京都建築士事務所協会
特定緊急輸送道路沿道建築物　耐震化推進事業

登録事務所リスト
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杉並 ㈱州建築構造設計 宮崎　州 荻窪5-22-9　藤ビル3階 03-3220-9880

杉並 昭和建設㈱ 一級建築士事務所 矢代　捷 天沼1-46-6 03-3392-8228

杉並 ㈱松枝建築計画研究所 松枝　廣太郎 阿佐谷南1-14-5 03-5306-1044

杉並 ㈲宅建設計一級建築士事務所 笠原　嘗 宮前3-12-13 03-3333-9853

杉並 ヤシマ工業㈱一級建築士事務所 増村　直樹 上井草2-14-3 03-3394-1771

杉並 ミサワホームイング㈱　一級建築士事務所 太嶋　宏至 高井戸東2-4-5 03-5344-7516

杉並 一級建築士事務所　ユウ建築設計 岡野　妙子 下高井戸1-33-10-803号室 03-3329-4023

杉並 ㈱創和設計一級建築士事務所 麻生　武之 方南1-49-2 03-5355-5590

杉並 ㈲ヒロ空間企画 小野　博文 方南2-12-26-3Ｎ 03-3318-1073

杉並 葛西潔建築設計事務所 葛西　潔 久我山3-26-5 03-3247-3041

杉並 ㈱技研 原口　敏春 高円寺北3-40-13 03-3337-9201

杉並 ㈱オリエントサービス 前野　尚史 上高井戸3-6-9 03-3306-1638

豊島 ㈱ビームス・デザイン・コンサルタント 北村　友芳 南池袋2-14-10 03-3980-8484

豊島 ㈱都市構造計画 石川　幸登志 南池袋3-16-7　ＭＫビル3階 03-5951-4611

豊島 ㈱建築集団フリー 橋本　士郎 南大塚3-34-13　　ニュー田村ビル6Ｆ 03-3984-4891

豊島 ㈱壇設計 駒井　清二 池袋2-49-12　ナカイチビル202 03-3981-0810

豊島 ㈱茜設計 志知　久仁彦 西池袋3-29-11 03-3986-0731

豊島 ㈱ライジング 山崎　眞 上池袋1-11-8 03-3917-1301

豊島 ㈱上田建築設計室 上田　明 巣鴨2-13-7-102 03-6903-6479

豊島 ㈱椎名設計 椎名　哲哉 雑司が谷3-13-6 03-3981-5101

豊島 ㈱ジャパンアセスメントオフィス 戸祭　雄博 南大塚2-45-4 03-3943-1341

豊島 ㈱耐震設計一級建築士事務所 岡田　和広 池袋2-50-9 第三共立ビル2F 03-3353-3352

豊島 棟構造設計室 宮林　功 池袋2-60-6-811 03-3982-0377

豊島 ㈱小山設計 小山　清弘 東池袋1-35-3　池袋センタービル11F 03-3984-2448

豊島 ㈱アーツコンサルタント 志岐　祐二 南池袋2-13-8 03-5958-5322

豊島 ㈲日生建築設計事務所 戸張　毅 巣鴨3-5-18 03-5907-6030

豊島 SDRテクノロジー㈱ 藤岡 敏雄 池袋4-2-11 OAビル 03-5992-7246

豊島 設計豊島協同組合 杉山　隆彦 東池袋3-10-1 03-5954-8581

豊島 ユニバーサルプランニング㈱ 一級建築士事務所 西村　孝一 高田3-31-5 03-3984-4405

豊島 ㈲カム一級建築士設計事務所 志村　英夫 東池袋4-15-2 03-3982-2225

豊島 一級建築士事務所　　エヌ・ワイ構造設計 中山　定信 池袋2-32-2　丸菱ビル303号 03-3986-3454

mailto:yamamoto0925@kpd.biglobe.ne.jp
mailto:tuda-jimusyo@nifty.com
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豊島 ㈱パル設計一級建築士事務所 片岡　節男 西巣鴨1-2-19-306 03-3949-7431

豊島 ㈱甘利建築設計事務所 甘利　誠男 東池袋1-35-3　池袋ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１１Ｆ 03-3987-3028

豊島 ㈱アルファデザイン 井上　正徳 巣鴨3-25-8-503 03-5961-5383

豊島 ㈱一建築設計事務所 大川内　賢一 南池袋2-18-9 ﾏ･ｼｬﾝﾌﾞﾙ南池袋501 03-3984-1376

豊島 ㈱Ｅ企画設計　一級建築士事務所 守屋　隆夫 要町1-19-3 03-3530-7521

豊島 ㈱アート総合企画 坂本　眞一 巣鴨1-14-18巣鴨中野ビル7階 03-5977-0557

豊島 ㈱スペース・ユニオン 藤木　亮介 東池袋1-44-10-1106 03-3981-1932

豊島 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 鈴木　正英 高田2丁目17-22　目白中野ビル3Ｆ 03-5954-7681

豊島 ㈱創建設計事務所 青山　聖 西池袋2-30-10　渡部ビル4階 03-3985-4151

豊島 ㈱空間デザイン東京事務所 阿部　弘明 豊島区巣鴨4-13-19　ワイザー巣鴨２Ｆ 03-5980-8535

北 宮崎建築工房㈱ 宮崎　勲 東田端1-12-1-305 03-3809-6590

北 ㈲アワノ建築設計 吉田　光徳 王子1-28-8-601 03-3919-1991

北 ㈱平安設計 伊藤　伍朗 滝野川7-2-14 03-3949-7781

北 ㈱M建築構造設計事務所一級建築士事務所 今仁　昌孝 赤羽2-17-2-701 03-3598-9025

北 ㈲あだち設計 足立　文和 王子3-8-9　blocco302 03-3927-0160

北 ㈲十条設計一級建築士事務所 佐藤　伸一 上十条1-26-4 03-3905-8056

北 ㈱NTF一級建築士事務所 中西　信夫 王子本町2-26-3-401 03-5993-3451

荒川 岡田設計一級建築士事務所 岡田　克己 西尾久2-18-2-101 03-6458-2721

荒川 ㈲熊谷一級建築士事務所 熊谷　広基 荒川1-10-8 03-3802-2040

荒川 ㈲タケ設計事務所 竹嶋　幸彦 荒川1-33-2 03-3891-0757

荒川 ㈲幹建築設計事務所 馬籠　良英 西日暮里5-20-4 03-3801-5801

荒川 ㈱ディーワーク 新見　宏 西日暮里2−7−3 03-3801-8195

荒川 ㈲山下建築事務所 山下　登 東日暮里4-15-6 03-3802-5961

荒川 ㈱旭建築設計事務所 櫻井　修 東日暮里5-48-2 03-3806-2731

荒川 ㈱小林建築事務所 小林　仁 東日暮里2-42-13 03-3807-9661

荒川 ㈱ワイ・エム・エー建築設計事務所 鈴木　算之 西日暮里 5-12-11 コピタービル5Ｆ 03-5850-2421

荒川 ㈱　増田設計 八尾　昭 西尾久3-8-6 03-3893-0034

荒川 太平洋テクノ㈱一級建築士事務所 佐藤　隆平 東日暮里1-5-7 03-3805-6521

荒川 ㈱小松建築計画 小松　誠一 町屋4-20-5 090-3132-3667

荒川 ㈲　沢辺建築設計工房 澤邉　清 東尾久3-14-13 03-3819-5010

荒川 ㈱　ライフクリエイト 関根　俊典 東日暮里5-10-5 03-3807-7201

荒川 与倉建設㈱一級建築士設計事務所 與倉　幸吉 西日暮里5-11-10 03-3807-0912

荒川 ㈱皐月建築事務所 山口　久男 荒川6-9-11 03-3895-7424

板橋 ㈱眞柄建築設計事務所 眞柄　守人 東山町13-13 03-5966-3611

板橋 ㈱松山建築事務所 松山　弘二 西台2-33-9 03-3937-2660

板橋 篠原・水野設計 篠原　雅則 板橋1-30-11-202　ファインビル 03-6905-7651

板橋 ㈱広瀬建築設計事務所 廣瀬　光夫 板橋3-5-2 03-3579-4951

板橋 ㈱央建築設計事務所 大場　明夫 板橋1-53-12-2501 03-3963-5184

板橋 +Ａ一級建築士事務所 押川　照三 小茂根2-30-12-506 03-3530-3424

板橋 ㈱イトー設計 伊藤　俊久 成増1-29-15-206号 03-3977-1064

板橋 ㈱佐々木建築設計 佐々木　善光 大和町6-9　ニューハイツ大和601 03-3963-6221

板橋 ㈱渡辺建築設計事務所 渡辺　徹 板橋2-68-2 03-3962-7831

板橋 ㈱JAPAN　NEWTECH　一級建築士事務所 黒澤　清作 高島平7-1-30 03-5997-7451

板橋 １級建築士事務所 堀建築設計室 堀　秀彦 徳丸4-14-18-509号 03-3933-1109

板橋 ㈱旭建築設計事務所 中村　征三 成増1-16-20-205 03-3975-4177

板橋 ㈱岡田建築設計事務所 太田　武士 双葉町35-12 03-3961-3121

板橋 ㈲松尾設計 松尾　剛史 中台3-1-16 03-3936-1089

板橋 ㈲泉設計 水戸　伸彦 大原町14-8-405 03-3969-8834

板橋 ㈲共立設計一級建築士事務所 花ヶ崎　雄節 上板橋1-5-1　上板橋ﾕﾆﾊｲﾑ102号 03-6751-5413

練馬 ㈱平井設計工房 平井　秀平 上石神井1-10-6 03-6806-6677

練馬 ㈱川嶋建築事務所 川嶋　憲良 関町北1-26-6 03-3928-4761

練馬 邑建設㈱一級建築士事務所 榎本　喜章 豊玉北5-3-9 03-5999-1111

練馬 一級建築士事務所　㈱竹内建築研究所 竹内　健 北町8-37-8-204 03-5398-5861

練馬 ㈲森田中山建築設計事務所 中山　茂 関町北2-22-15 03-3920-6050

練馬 ㈲櫂　建築設計事務所 田中　正裕 旭丘1-39-8　ﾊﾞﾚｰｼﾞ･ﾋﾙ201号室 03-3950-4120

練馬 内野建設㈱　一級建築士事務所 川井　敏直 豊玉北5-24-15 03-5999-2112

練馬 ㈱アーキスペース設計事務所 平子　隆一 東大泉2-41-19 03-3921-6012

練馬 ㈱加藤勝義建築設計事務所 加藤　勝義 東大泉6-34-30 03-3923-7749

mailto:t-fujita@kyoritsu-arc.co.jp
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練馬 アトリエファーム一級建築士事務所 佐藤　稔 氷川台3-36-7-205 03-3933-7882

練馬 増木工業㈱一級建築士事務所 伊藤　明彦 田柄2-38-24 03-5998-7771

足立 ㈱コンクラ企画設計 平山　泰汎 六月2-12-2 03-3850-7121

足立 ㈱エス・ティプランニング 佐藤　裕司 谷中4-14-4 03-3628-4881

足立 サポートハウス・ポケット 小宮　和子 扇1-40-17 03-3854-5262

足立 萬生㈱ 三浦　一真 千住1-4-1　東京芸術センター1804 03-5813-7601

足立 田中一級建築士事務所 田中　光義 千住仲町18-10 03-3881-1161㈹

足立 ㈲藤波設計事務所 藤波　孝 西竹の塚1-18-7 03-3853-7333

葛飾 ㈱エービーコンサルタント 雨宮　清春 東新小岩8-7-5 03-5654-7855

葛飾 ㈱掛川建築設計事務所 掛川　勝弘 白鳥2-20-11 03-3602-6336

葛飾 ㈲落合設計 落合　壽隆 立石2-20-17 03-3691-7851

葛飾 ㈱象地域設計 松富　壽嗣 小菅4-22-15 03-3601-6841

葛飾 ㈲平瀬建築設計事務所 平瀬　浩 金町3-50-13 03-5648-7881

葛飾 ㈲田口建築設計事務所 田口　和一 亀有3-8-2 03-3601-8788

葛飾 ㈱KSD一級建築士事務所 下田　健壹 青戸4-12-4-1201 050-8881-6806

江戸川 エフ・ピー・アート綜合設計 當金　行雄　 西小岩4-1-5 03-3671-1111

江戸川 江戸川建築設計協同組合 伊ケ谷　明彦 南小岩8-19-3 03-5612-0584

江戸川 ㈱中野文一設計事務所 武内　敏幸 東葛西5-12-1 03-3878-0880

江戸川 ㈱アトリエイクス 青谷　懿 南葛西3-19-4 03-3687-1082

江戸川 ㈲奥井設計 奥井　進 北小岩2-22-15　オクイビル3Ｆ 03-3671-1343

江戸川 一級建築士事務所㈲ジーケープラン 小佐田　吾郎 西瑞江4-1　リヴレーヌ56 03-3656-0280

江戸川 芦田建築システム㈱ 芦田　正次 東篠崎1-3-23 03-3678-1797

青梅 ㈱武藤一級建築士設計事務所 宮田　明 青梅市東青梅4-8-1 0428-24-5118

青梅 新井設計㈱ 新井　一寿 青梅市新町2-13-7 0428-32-1033

福生 原田一級建築士事務所 原田　英男 福生市北田園2-14-19 042-553-5961

福生 ㈲富永建築設計事務所 富永　彦文 福生市熊川989-2 042-551-1679

あきる野 沖倉一級建築士事務所 沖倉　利久 あきる野市山田648 042-595-1322

あきる野 松村茂睡建築設計室 松村　茂夫 あきる野市五日市347 042-595-1330

瑞穂町 ㈲小林建築設計工房 小林　中 西多摩郡瑞穂町石畑1876-5 042-557-0452

瑞穂町 原嶋設計室一級建築士事務所 原嶋　秀樹 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2266 042-568-7475

八王子 ㈲市倉一級建築士事務所 市倉　祐一 八王子市日吉町15-1 042-624-2434

八王子 岡本建築設計事務所 岡本　英二 八王子市中野上町4-29-11 042-623-7850

八王子 ㈲桂田設計 桂田　公男 八王子市東浅川町994-4 042-663-8042

八王子 ㈱連設計 塚本　達二 八王子市子安町 4-3-1　ノアール1F 042-627-2111

八王子 一級建築士事務所北構造設計室 北　清一郎 八王子市松が谷52-3-401 042-676-1269

八王子 ㈲相澤建築設計事務所 相澤　政之 八王子市上野町38-11 042-621-0035

八王子 ㈱古賀建築事務所 古賀　水雄 八王子市元本郷町3-12-2 042-622-9162

八王子 ㈱土屋隆建築設計事務所 土屋　隆 八王子市八日町9-12 042-625-2361

八王子 ㈱ランドテック一級建築士事務所 宮本　明彦 八王子市万町186-4 042-655-2244

八王子 ㈱三和設計 佐藤　武文 八王子市明神町2-27-6 042-645-5881

八王子 ㈲邦設計 福田　邦人 八王子市大横町3-6 042-621-2332

八王子 ㈲秋山設計 秋山　郢雄 八王子市弐分方町694 042-624-1231

八王子 前田一級建築士事務所 前田　敦 八王子市越野22-20 042-682-2055

八王子 一級建築士事務所　小澤春美建築設計㈱ 小澤　春美 八王子市南新町3番地 042-622-3028

八王子 ㈱加藤構造設計事務所一級建築士事務所八王子支店加藤　登 八王子市明神町2-20-7 042-649-2451

八王子 一級建築士事務所　㈲キューブ建築工房 桑山　健二 八王子市子安町1-17-18　なかきやBLD101 042-642-2139

八王子 一級建築士事務所　高瀬設計 高瀨　博孝 八王子市元横山町3-16-3ドリームコート102号 042-622-4721

八王子 一級建築士事務所　シミズ設計 清水　孝浩 八王子市散田町4-1-17 042-661-6511

町田 ㈱第一設計 房友　博通 町田市能ヶ谷4-3-18　第2京香ビル102 042-735-4131

町田 ㈲岸本建築企画 岸本　豊彦 町田市中町4-12-5　みなもとハイツ201 042-722-8641

町田 ㈱イヅミ建築設計事務所 北島　茂樹 町田市忠生1-13-1 042-793-4111

町田 ㈱　イコー建築計画事務所 井上　直行 町田市森野1-36-9 042-722-6500

町田 ㈱レジスタ　一級建築士事務所 源間　敏雄 町田市鶴間1013-1 042-706-8713

町田 魁設計研究室 木村　史郎 町田市森野1-27-2　渋谷ビル401 042-723-2115

立川 ㈱エスケイ建築設計事務所 石井　宏治 立川市錦町4-9-24 042-524-3577

立川 浅見建築設計事務所 浅見　光義 立川市若葉町3-75-25 042-535-1069

立川 ㈱コア・システムコンストラクション 寺井　修介 立川市曙町1-14-14 042-527-3611

立川 ㈱構研設計事務所 臼木　二郎 立川市錦町2-6-5　五光立川三恵ﾋﾞﾙ7Ｆ 042-523-0366

立川 ㈱ディー・アール・シー　一級建築士事務所 髙桑　勇男 立川市栄町4-17-1 042-521-6788

立川 ㈱澄晴商事一級建築士事務所 傳田　榮一 立川市高松町3-14-11 042-528-2831

mailto:mutou-ao@t-net.ne.jp
mailto:y_shikawa@ybb.ne.jp
mailto:miyazaki@malta.co.jp
mailto:fzp03036@nifty.com
mailto:motoki_m@tka.att.ne.jp
mailto:t-shimomura@yoei.co.jp


（一社）東京都建築士事務所協会
特定緊急輸送道路沿道建築物　耐震化推進事業

登録事務所リスト

所在地 事務所名 担当者名 住所 電話番号

立川 一級建築士事務所　鍵山建築設計 鍵山　誠 立川市柏町2-40-13 042-536-2346

立川 一級建築士事務所　杉田建築設計室 杉田　憲治 立川市柴崎町6-16-7　玉川ビル102 042-522-8992

立川 一級建築士事務所 ㈲アーク・プラン・システム 松本　博利 立川市曙町2-10-10 緑川ビル3階 042-529-3302

昭島 ㈲古賀設計 古賀　史高 昭島市中神町1132-16 042-543-7653

昭島 杉田一級建築士事務所 杉田　一男 昭島市緑町2-18-19 042-546-1154

昭島 サンメイト一級建築士事務所 杉本　重実 昭島市福島町1011-44 042-549-0861

日野 ㈱サン建築設計事務所 飯塚　陽子 日野市多摩平1-2　第一ﾋﾞﾙ3階 042-843-4659

日野 一級建築士事務所　杢和設計 川﨑　和彦 日野市平山2-1-8　京王ガーデン平山46 042-591-6466

日野 ㈱中野構造設計事務所 中野　正英 日野市三沢5-25-4 042-599-8450

日野 ㈱長田工務店一級建築士事務所 長田　洋一 日野市多摩平5-5-5 042-581-1657

国分寺 ㈲鈴木構造設計 鈴木 馨 国分寺市東恋ヶ窪2-31-12　ﾍﾞﾙﾊｲﾂ恋ヶ窪103 042-325-6820

国分寺 ㈱北田設計事務所 野々村　則行 国分寺市西恋ヶ窪2-15-23 042-323-2303

国分寺 山口一級建築士設計事務所 中島　保男 国分寺市東元町1-24-17 042-321-7622

国立 ㈱エーゼット設計 藤村　雄幸 国立市中2-3-66　タキイシビル202号室 042-572-6467

東大和 内山建築設計室一級建築士事務所 内山　浩一郎 東大和市湖畔2-325-20 042-511-3068

東大和 一級建築士事務所　㈱大久保建築事務所 大久保　精則 東大和市向原3-816-74 042-562-1507

東大和 石井設計一級建築士事務所 石井　良二 東大和市立野2-16-10ニックハイム103号 042-562-6775

武蔵村山 ㈲みのべ建築設計事務所 見延　壽昭 武蔵村山市中央3-6-1 042-563-4080

三鷹 一級建築士事務所　㈱オール設計 藤橋　清治 三鷹市下連雀4-16-24 0422-72-1601

三鷹 ㈱kan工房一級建築士事務所 池田　寛 三鷹市上連雀4-1-3-305 0422-49-3353

府中 ㈲タカダ都市設計 高田　泰治郎 府中市武蔵台2-16-24 042-359-4323

府中 ㈲英設計事務所 甲斐　英七郎 府中市住吉町1-29-9 042-362-1441

府中 アトリエ・ｈｏｓｏ・建築設計研究室 細　　洋司 府中市西原町4-20-15 042-572-4519

府中 ㈲　佐藤靖生建築研究室 佐藤　靖生 府中市小柳町1-27-1 042-369-3737

府中 ㈱なまあず本舗一級建築士事務所 後藤　誉洋 府中市宮西町4-7-1 042-361-4564

調布 アド構造設計㈱ 阿部　憲章 調布市多摩川　5-21-1　ｸﾚｰﾙ京王多摩川101 042-480-6899

調布 ㈱梅沢設計 梅澤　武男 調布市調布ケ丘3-39-11 042-489-2244

調布 ㈲野村構造設計事務所 野村　泰男 調布市国領町7-36-1-303号室 03-5317-6227

調布 ㈱矢ヶ崎総合計画 矢ヶ崎　彰 調布市布田5-25-1 042-499-1701

調布 林建設㈱一級建築士事務所 後谷　武治 調布市小島町2-56-3 042-486-1110

調布 比留間工務店一級建築士事務所 比留間　力三 調布市上石原3-21-14 042-446-1955

調布 ㈱貴 建築工房一級建築士事務所 笹川　悦朗 調布市布田4-29-5 042-440-0680

調布 ㈱グローバル設計 菅原　弘訓 調布市仙川町1-15-47 ひなたビル 03-3300-0081

調布 ㈱根本建築設計事務所 根本　利英 調布市若葉町2-27-28 03-3309-8854

小金井 ㈱雄建築事務所 小川　　卓 小金井市緑町5-5-4 042-388-8111

多摩 H.A.D一級建築士事務所 野﨑　己見子 多摩市落川1332-11 042-374-9597

武蔵野 一級建築士事務所 ㈱Ｋ設計工房 川田　伸紘 武蔵野市吉祥寺東町2-28-5 0422-22-1244

武蔵野 ㈲高橋功建築設計事務所 高橋　清泰 武蔵野市境南町4-10-6 0422-31-7666

武蔵野 1級建築士事務所　群　設計事務所 村越　政治 武蔵野市吉祥寺南町3-17-17 0422-72-3601

武蔵野 一級建築士事務所　ハウジング工房 中田　千恵子 武蔵野市境南町2-7-13　ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾘｰﾝ102 0422-32-0568

武蔵野 ㈱ディ・エス・ディコンストラクション一級建築士事務所 川村　雅憲 武蔵野市吉祥寺南町1-31-2　七井ビル201 0422-42-1997

小平 ㈱荻原、伊賀上建築事務所 伊賀上　博志 小平市津田町1-6-6 042-312-3152

小平 ㈲竹松建築設計事務所 竹松　和利 小平市小川西町4-5-17 042-342-9955

小平 ぴいえいえす設計㈱ 矢﨑　博一 小平市栄町1-9-25 042-345-8701

小平 ㈱成和設計 那須　護 小平市仲町571-2-303 042-313-8253

東村山 ㈱寺嶋建築設計事務所 寺嶋　保男 東村山市本町2-19-21 042-395-5175

東村山 ㈱増田コーポレーション一級建築士事務所 増田　康人 東村山市野口町4-16-9 042-391-0026

西東京 ㈲小沢清二建築計画事務所 小沢　清二 西東京市東町5-1-16 042-425-0446

西東京 建築設計アトリエ８０ 奥山　安雪 西東京市中町5-13-17 042-421-3307

西東京 ㈱小堀建築設計事務所 村上　秀士 西東京市田無町7-20-32 042-465-3173

清瀬 ㈱小島建築設計事務所 小島　喜良 清瀬市旭が丘2-10-1 042-492-3527

東久留米 アーキデザインスタジオプラス一級建築士事務所 櫻木　洋一郎 東久留米市弥生1-7-6-A301 042-455-5775
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