さいたま市診断資格者在籍建築士事務所名簿
（木造）
平成 31 年 2 月 4 日作成

【名簿に関するお問い合せ】
建築総務課 TEL 048-829-1539
【助成制度の手続きに関するお問い合わせ】
西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区
北部建設事務所建築指導課
中央区 浦和区 桜区 南区 緑区
南部建設事務所建築指導課

TEL 048-646-3235
TEL 048-840-6236

※ 建築士事務所の名称、所在地、電話番号は登録申請時の内容となります。データの管理に
つきましては、十分留意しているところですが、登録内容の更新につきましては、診断資格者
からの申告によるため一部反映されていない場合があります。あらかじめご了承ください。

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

株式会社コープロ一級建築士事務所
さいたま市西区三橋 6-216-11
電話番号：048-623-1478

株式会社吉田工務店一級建築士事務所
さいたま市西区三橋 6-152-10
電話番号：048-623-4711

ＭＡＳＡ設計室一級建築士事務所
さいたま市西区指扇 2617-906
電話番号：048-625-5437

野尻建築設計事務所
さいたま市西区宝来 1481-3
電話番号：048-623-9556

東英産業株式会社一級建築士事務所
さいたま市西区三橋 6-322
電話番号：048-624-1470

株式会社幸希設計
さいたま市西区西遊馬 1266-1
電話番号：048-623-4227

株式会社鼎ハウジング二級建築士事務所
さいたま市西区宝来 1109-4
電話番号：048-620-0115

有限会社サンコー建築店 建築設計事務所
さいたま市西区内野本郷 568-4
電話番号：048-624-6066

小山工務店建築設計事務所
さいたま市西区清河寺 864-104
電話番号：048-623-7770

有限会社小原工務店オバラ設計室
さいたま市西区指扇 2856-225
電話番号：048-624-3468

無垢スタイル建築設計株式会社
さいたま市西区三橋 5-635
電話番号：048-620-7171

株式会社アカンサス
さいたま市西区佐知川 1039-3
電話番号：048-623-8204

有限会社和田アート企画
さいたま市西区三橋 6-1109
電話番号：048-622-4220

ハイシマ工業株式会社一級建築士事務所
さいたま市西区大字水判土 26-5
電話番号：048-624-2611

ウチヤマ建設株式会社一級建築士事務所
さいたま市西区指扇 946-1
電話番号：048-624-5019

シーグラス建築設計事務所
さいたま市西区西遊馬 1286-2
電話番号：048-626-1789
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（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
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一級建築士事務所ハース建築設計室
さいたま市西区植田谷本 137-1 加茂川団地 9 号
棟 506 号
電話番号：048-749-1502

株式会社宮前工建二級建築士事務所
さいたま市西区宮前町 1633-10
電話番号：048-624-9210

増田哲也一級建築士事務所
さいたま市西区三橋 6-1119-3 12-405
電話番号：048-671-0983

Rin Design 一級建築士事務所
さいたま市西区西遊馬 1916 番地 2 指扇団地 3
号棟 103 号室
電話番号：048-622-2910

株式会社平田建築事務所
さいたま市北区盆栽町 201-18
電話番号：048-666-9278

株式会社神田建築設計事務所
さいたま市北区日進町 2-893-4
電話番号：048-667-0272

ＴＩ設計一級建築士事務所
さいたま市北区土呂町 2-97-5
ール B-101
電話番号：048-661-7855

メゾンエスポワ

内田建築事務所
さいたま市北区植竹町 1-119-201
電話番号：048-663-6318

株式会社牛島建築設計事務所
さいたま市北区吉野町 2-216-8
電話番号：048-663-4750

株式会社ケーズクリエイト一級建築士事務所
さいたま市北区別所町 1122-12
電話番号：048-660-2657

株式会社山川建設山川一級建築士設計室
さいたま市北区奈良町 89-6
電話番号：048-665-5251

有限会社高森工務店一級建築士事務所
さいたま市北区櫛引町 2-317
電話番号：048-662-1780

株式会社福山興産一級建築士事務所
さいたま市北区土呂町 1-12-4
電話番号：048-668-2701

わかば建設株式会社一級建築士事務所
さいたま市北区日進町 1-404-3
電話番号：048-663-7770

株式会社井上建築工学設計事務所
さいたま市北区櫛引町 2-265-1
電話番号：048-653-0900

有限会社マサキ一級建築士事務所
さいたま市北区本郷町 326
電話番号：048-665-1530
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高野建築設計事務所
さいたま市北区櫛引町 2-413
電話番号：048-664-3175

有限会社一の関工務店一級建築士事務所
さいたま市北区植竹町 1-48-24
電話番号：048-663-5575

株式会社エージェントサービス
さいたま市北区土呂町 1-17-7-201
電話番号：048-662-7284

けやき設計
さいたま市北区宮原町 4-123-6 宮原パークハイ
ツ１０４
電話番号：048-667-3644

i-sumu 設計（株）二級建築士事務所
さいたま市北区宮原町 1-261-2 大谷ビル 2F
電話番号：048-662-2966

吉真建設株式会社一級建築士事務所
さいたま市北区本郷町 310
電話番号：048-667-5511

株式会社田口住生活設計室
さいたま市北区本郷町 1579
電話番号：048-729-4517

アイネットコープ埼玉建築設計事務所
さいたま市北区宮原町 2-90-4
電話番号：048-661-1128

有限会社桑子建築設計事務所
さいたま市大宮区櫛引町 1-330-4
電話番号：048-783-5566

一級建築士事務所能登建築工房
さいたま市大宮区北袋町 2-85-6
電話番号：048-645-2743

有限会社桑子建築設計事務所
さいたま市大宮区櫛引町 1-330-4
電話番号：048-783-5566

株式会社武井設計事務所
さいたま市大宮区上小町 1484-2
電話番号：048-648-3900

株式会社ローム設計室
さいたま市大宮区三橋 1-891-4
電話番号：048-668-1616

株式会社小田嶋工務店一級建築士事務所
さいたま市大宮区桜木町 4-702-1
電話番号：048-642-3861

川村建設株式会社一級建築士事務所
さいたま市大宮区桜木町 2-154
電話番号：048-644-2317

株式会社福田建具一級建築士事務所
さいたま市大宮区上小町 1309-2
電話番号：048-641-4627
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株式会社アライ設計
さいたま市大宮区桜木町 3-116-4
電話番号：048-651-5104

高橋設計株式会社
さいたま市大宮区浅間町 2-47
電話番号：048-641-7447

岩崎建築設計事務所
さいたま市大宮区三橋 1-29
電話番号：048-663-6734

株式会社山一建設一級建築士事務所
さいたま市大宮区三橋 2-477
電話番号：048-623-1411

OKUTA Family 一級建築士事務所
さいたま市大宮区宮町 3-25
電話番号：048-631-1163

有建築製作室
さいたま市大宮区桜木町 3-15 quadro102
電話番号：048-661-5615

彩光建設株式会社一級建築士事務所
さいたま市大宮区浅間町 2-257
電話番号：048-647-3155

岩瀬アトリエ建築設計事務所有限会社
さいたま市大宮区堀の内町 3-359-17
電話番号：048-646-0876

三光ソフラン株式会社一級建築士事務所
さいたま市大宮区大成町 1-212-3
電話番号：048-667-1000

株式会社桝徳一級建築士事務所
さいたま市大宮区堀ノ内町 1-697
電話番号：048-658-5600

有限会社家づくり工房 hou's 二級建築士事務
所
さいたま市大宮区上小町 769 センチュリーマン
ション 1F
電話番号：048-631-0870

Ｊ.Ｃ.Ｄ. 建築士事務所
さいたま市大宮区堀の内町 1-229-7
電話番号：070-5566-0071

株式会社協和ハウス設計事務所
さいたま市大宮区三橋 2-518-2
電話番号：048-620-0666

株式会社 太陽建築設計事務所
さいたま市大宮区桜木町 3-14
電話番号：048-651-9099

小島デザイン企画
さいたま市見沼区大字膝子 222
電話番号：048-687-6868

株式会社 こもだ建総 一級建築士事務所
さいたま市見沼区御蔵 797-2
電話番号：048-684-8888
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コーワ建築設計事務所
さいたま市見沼区蓮沼 1225-53
電話番号：048-684-9053

平田ホーム株式会社一級建築士事務所
さいたま市見沼区深作 2-10-3
電話番号：048-796-0196

株式会社山崎工務店一級建築士事務所
さいたま市見沼区南中野 561-3
電話番号：048-683-6524

U 建築設計室
さいたま市見沼区東大宮 7-20-19
電話番号：048-684-7997

大根田建築設計事務所
さいたま市見沼区東大宮 7-72-40
電話番号：048-685-1122

ぐっとリフォーム建築士事務所
さいたま市見沼区東大宮 7-49-10
電話番号：048-682-7811

中元建築設計事務所
さいたま市見沼区東新井 907-31
電話番号：048-684-1387

藤田建築設計事務所
さいたま市見沼区中川 312-11
電話番号：048-686-2405

山崎晴久一級建築士事務所
さいたま市見沼区東大宮 4-52-12
電話番号：048-667-2677

やない設計工房
さいたま市見沼区東大宮 1-30-6
電話番号：048-684-1213

篠原建築工房建築士事務所
さいたま市見沼区小深作 613-6
電話番号：080-1270-1515

株式会社オーガニック国土計画
さいたま市見沼区東大宮 7-43-4
電話番号：048-689-0131

有限会社岸本構造設計事務所
さいたま市見沼区南中丸 1156-5
電話番号：048-689-2352

宮澤一級建築士事務所
さいたま市見沼区蓮沼 1225-5
電話番号：048-684-6820

有限会社オフィスＡＤＯ
さいたま市見沼区蓮沼 404-14
電話番号：048-686-1514

二級建築士事務所 Baku 建築工房
さいたま市見沼区大字山 36-1
電話番号：048-682-5858
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積和建設埼玉株式会社一級建築士事務所
さいたま市見沼区東大宮 6 丁目 14 番地 10
電話番号：048-686-7331

有限会社 山崎建築事務所
さいたま市見沼区南中丸 721-64
電話番号：048-680-4343

有限会社山本工務店二級建築士事務所
さいたま市見沼区東大宮 5-49-13
電話番号：048-686-3416

ディライトホーム株式会社二級建築士事務所
さいたま市見沼区宮ヶ谷塔 78
電話番号：048-671-8500

八島建築設計室
さいたま市見沼区東大宮 7-33-8
電話番号：048-687-3491

株式会社ナレッジ・デザイン一級建築士事務所
さいたま市見沼区蓮沼 1589-13
電話番号：048-607-9961

株式会社 オーガニック国土計画
事務所
さいたま市見沼区東大宮 7-43-4
電話番号：048-689-0131

一級建築士

くらしデザインスタジオ一級建築士事務所
さいたま市見沼区堀崎町 1242-29
電話番号：090-9674-6682

esplus̲design 一級建築士事務所
さいたま市見沼区御蔵 1227-5
電話番号：090-1994-0660

株式会社松下設計
さいたま市中央区上落合 1-8-12
電話番号：048-840-4118

鈴木一級建築士事務所
さいたま市中央区下落合 999
電話番号：048-831-9107

株式会社ダイヤ一級建築士事務所
さいたま市中央区桜丘 1-12-5 ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙ 2 階
電話番号：048-853-3587

Ｍ建築設計室
さいたま市中央区下落合 3-4-7
電話番号：048-831-7206

株式会社片渕設計事務所
さいたま市中央区上落合 9-4-13
電話番号：048-852-1343

株式会社島田建築事務所
さいたま市中央区上落合 9-9-4-205
電話番号：048-840-1791

株式会社木村工業所二級建築士事務所
さいたま市中央区本町西 4-11-25
電話番号：048-859-5911
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ウチダ設計
さいたま市中央区上落合 9-8-8
電話番号：048-853-8033

有限会社小実工務店建築設計事務所
さいたま市中央区鈴谷 2-753
電話番号：048-852-9759

徳永建築設計事務所
さいたま市中央区上落合 4-12-6-102
電話番号：048-857-1781

柏木建設株式会社一級建築士事務所
さいたま市中央区鈴谷 2-638
電話番号：048-853-0544

森林浴の家一級建築士事務所
さいたま市中央区本町西 3-1-28
電話番号：048-851-4567

石黒建／建築設計室
さいたま市中央区本町東 7-3-1
電話番号：048-854-2896

㈱高橋工務店一級建築士事務所
さいたま市中央区本町東 4-4-17
電話番号：048-853-4450

大江弘之建築設計事務所
さいたま市中央区上落合 8-10-11
電話番号：048-829-7658

(有)安田工房建築設計室
さいたま市中央区八王子 2-17-17
電話番号：048-854-3404

桜丘一級建築士事務所
さいたま市中央区桜丘 2 丁目 3 番 2 号 1F
電話番号：048-767-3959

一級建築士事務所吉田建築設計室
さいたま市浦和区北浦和 3-11-2
電話番号：048-832-2608

アート企画設計
さいたま市浦和区常盤 9-33-2 田村ビル 302
電話番号：048-822-1745

新島建築設計事務所
さいたま市浦和区大東 3-29-25
電話番号：048-886-5010

株式会社工藤孝建築設計事務所
さいたま市浦和区仲町 3-2-1-903
電話番号：048-832-7308

マツザワ設計
さいたま市浦和区元町 2-38-2 ﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｻﾞ元町 204
電話番号：048-885-8241

株式会社アルク設計事務所
さいたま市浦和区岸町 7-1-29
電話番号：048-834-2776
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株式会社田中工務店一級建築士事務所
さいたま市浦和区常盤 10-16-23
電話番号：048-831-5725

ミズモト建築事務所
さいたま市浦和区木崎 4-14-10
電話番号：048-831-7585

生活建築設計室
さいたま市浦和区本太 3-1-22 パークプラザマン
ション 102
電話番号：048-881-0206

斎藤工業株式会社一級建築士事務所
さいたま市浦和区北浦和 3-6-5
電話番号：048-833-1555

長谷川設計企画
さいたま市浦和区北浦和 2-15-4
電話番号：048-824-5869

さくま設計事務所
さいたま市浦和区領家 1-11-9
電話番号：048-886-7455

株式会社ｹｲﾜｰﾙﾄﾞ日清一級建築士事務所
さいたま市浦和区本太 1-9-5
電話番号：048-885-8611

株式会社田口建設一級建築士事務所
さいたま市浦和区元町 2-11-3
電話番号：048-881-3030

有限会社竹内建築設計事務所
さいたま市浦和区常盤 4-13-12
電話番号：048-824-2624

株式会社宮下設計事務所
さいたま市浦和区岸町 4-25-15
電話番号：048-824-3286

有限会社野崎工務店一級建築士事務所
さいたま市浦和区領家 2-8-18
電話番号：048-886-8703

株式会社内山建築事務所
さいたま市浦和区高砂 2-1-17
電話番号：048-822-2668

外處建設設計事務所
さいたま市浦和区木崎 1-21-35
電話番号：048-762-9071

地域社会安心ネットワーク風間建築士事務所
さいたま市浦和区高砂 3-12-24 小峰ビル
電話番号：048-814-1251

こうだ建築設計事務所
さいたま市浦和区元町 2-28-18
電話番号：048-885-7325

有限会社イデア一級建築士事務所
さいたま市浦和区上木崎 6-36-7 鈴木ビル 201
電話番号：048-826-0117

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

株式会社ケイツーワークス一級建築士事務所
さいたま市浦和区仲町 2-9-2 インフィニティ浦
和 301
電話番号：048-826-5980

株式会社インテリア・オガワ一級建築士事務所
さいたま市浦和区北浦和 1-16-7
電話番号：048-886-1570

櫛田建築設計室
さいたま市浦和区駒場 1-27-13
１
電話番号：048-883-3473

スミダ工業株式会社一級建築士事務所
さいたま市浦和区前地 3-14-12
電話番号：048-882-0166

松井ビル２０

株式会社榊住建一級建築士事務所
さいたま市浦和区上木崎 6-13-1
電話番号：048-833-3151

原口剛建築設計事務所
さいたま市浦和区高砂 3-12-24 小峰ビル 3 階
電話番号：048-762-3225

さいたま住宅生活協同組合二級建築士事務所
さいたま市浦和区仲町 2-10-12
電話番号：048-835-2801

株式会社 小林仁建築設計室
さいたま市浦和区岸町 6-1-5 SSK ビル 301
電話番号：048-767-3746

株式会社 田口建設一級建築士事務所
さいたま市浦和区元町 2-11-3
電話番号：048-881-3030

株式会社 工藤孝建築設計事務所
さいたま市浦和区仲町 3-2-1-903
電話番号：048-832-7308

有限会社 竹内建築設計事務所
さいたま市浦和区常盤 4-13-12
ル
電話番号：048-824-2624

株式会社 クリディアル 一級建築士事務所
さいたま市浦和区針ヶ谷 3-7-7-101
電話番号：048-755-9116

常盤ライトビ

(株)田口建設一級建築士事務所
さいたま市浦和区元町 2-11-3
電話番号：048-881-3030

井出建築設計事務所
さいたま市桜区神田 689-1
電話番号：048-853-5553

一級建築士事務所 A･I 設計室
さいたま市桜区神田 775-6
電話番号：048-854-2474

平井建設株式会社平井一級建築士事務所
さいたま市桜区栄和 2-29-16
電話番号：048-852-2443

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

株式会社森島工務店一級建築士事務所
さいたま市桜区西堀 8-15-1
電話番号：048-853-8481

(株)技巧建築一級建築士事務所
さいたま市桜区町谷 3-23-26
電話番号：048-854-7676

株式会社大貫工務店ＭＯＡ設計一級建築士事務
所
さいたま市桜区田島 4-18-3
電話番号：048-864-2119

志水建築設計事務所
さいたま市桜区大久保領家 620
電話番号：048-853-3732

吉田建築設計事務所
さいたま市桜区下大久保 1699-2-503
電話番号：090-5217-2872

のみぞ計画室一級建築士事務所
さいたま市桜区栄和 3-6-30
電話番号：048-853-6438

+A studio
さいたま市桜区中島 1-21-9-308
電話番号：048-851-6680

鈴木建築設計一級建築士事務所
さいたま市桜区西堀 5-2-10-310
電話番号：048-863-5410

須藤剛建築設計事務所
さいたま市桜区田島 3-1-15-407
電話番号：048-628-6567

有限会社ツルサキ設計
さいたま市南区太田窪 2962-9
電話番号：048-883-8307

株式会社黒澤工務店一級建築士事務所
さいたま市南区根岸 5-5-15
電話番号：048-861-3341

遠藤工務店一級建築士事務所
さいたま市南区根岸 3-30-10
電話番号：048-861-1670

武田昌幸・生活改善研究所
さいたま市南区太田窪 2386-1
電話番号：048-883-1865

株式会社細田設計
さいたま市南区別所 1-2-8
電話番号：048-863-4725

日本宅建ホーム株式会社二級建築事務所
さいたま市南区曲本 1-20-1
電話番号：048-866-0331

昭栄建設株式会社一級建築士事務所
さいたま市南区南本町 1-3-1 第 8 昭栄ビル
電話番号：048-866-3111

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

株式会社井上建築事務所
さいたま市南区文蔵 3-1-11
電話番号：048-866-3504

洋建築研究所
さいたま市南区南本町 2-10-8-101
電話番号：048-824-0172

有限会社新創企画
さいたま市南区辻 4-17-2
電話番号：048-837-3824

司設計工房一級建築士事務所
さいたま市南区大谷口 2710-5
電話番号：048-874-3865

株式会社橋本工務店建築設計事務所
さいたま市南区神明 2-1-7
電話番号：048-861-3719

株式会社アートスペース建築設計事務所
さいたま市南区文蔵 5-28-19
電話番号：048-864-6175

俊企画設計室一級建築士事務所
さいたま市南区辻 8-16-25
電話番号：048-865-4093

アトリエ楽工人一級建築士事務所
さいたま市南区白幡 5-4-19
電話番号：048-678-7801

株式会社コスモ設計事務所
さいたま市南区根岸 3-32-5
電話番号：048-838-4911

シン建工業株式会社一級建築士事務所
さいたま市南区鹿手袋 3-23-30
電話番号：048-837-3000

株式会社栗原工務店一級建築士事務所
さいたま市南区南浦和 2-1-4
電話番号：048-882-3434

高梨明男一級建築士事務所
さいたま市南区曲本 5-9-9
電話番号：048-862-9864

直井建築設計室
さいたま市南区辻 4-6-12-105
電話番号：048-839-8857

塩川設計測量株式会社
さいたま市南区南本町 1-16-10
電話番号：048-862-8171

株式会社ユニ・アート設計事務所
さいたま市南区根岸 1-15-6
電話番号：048-836-4411

株式会社エム建築工房 一級建築士事務所
さいたま市南区鹿手袋 2-22-9
電話番号：048-753-9975

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

Hiro 空創舎 一級建築士事務所
さいたま市南区大谷口 3176-6
電話番号：048-871-0070

東京ガスリモデリング株式会社 リヴィングモ
ア浦和
さいたま市南区南浦和 2-36-8 井上ビル 1F
電話番号：048-813-5830

有限会社三島泉設計事務所
さいたま市緑区大間木 394-10
電話番号：048-810-1203

平田建築設計
さいたま市緑区大門 2891-1
電話番号：048-878-1755

株式会社ヨシケン一級建築士事務所
さいたま市緑区松木 1-6-10
電話番号：048-873-9014

井上設計社
さいたま市緑区大字大門 4944-46
電話番号：048-878-0722

株式会社高橋政雄設計事務所
さいたま市緑区中尾 270
電話番号：048-873-4244

宏栄建設株式会社一級建築士事務所
さいたま市緑区東浦和 8-1-6
電話番号：048-873-3998

須田工務店建築設計事務所
さいたま市緑区三室 2113-93
電話番号：048-873-9220

中川建築設計事務所
さいたま市緑区三室 1068
電話番号：048-873-3145

株式会社髙岡建築設計事務所
さいたま市緑区太田窪 1-15-8
電話番号：048-882-6450

総合住宅産業
さいたま市緑区中尾 1947
電話番号：0120-687-330

植木設計事務所
さいたま市緑区大間木 1545-5-301
電話番号：048-873-7845

有限会社清水住建二級建築士事務所
さいたま市緑区三室 89-25
電話番号：048-873-6353

タマホーム株式会社 草加支店
務所
さいたま市緑区大門 3657
電話番号：048-812-2300

二級建築士事

株式会社辰建匠一級建築士事務所
さいたま市緑区馬場 1-34-3
電話番号：048-876-2360

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

居アーキテクツ一級建築士事務所
さいたま市緑区原山 2-33-8,5-205
電話番号：050-1070-0170

タマホーム株式会社 浦和支店
務所
さいたま市緑区大門 3657
電話番号：048-812-2300

HomeCreate 二級建築士事務所
さいたま市緑区東浦和 7-2-13-103
電話番号：048-874-6004

二級建築士事

じょいふる工房株式会社
さいたま市緑区宮本 2-27-36
電話番号：048-877-0352

株式会社 総合建築職人会
さいたま市緑区東浦和 3-19-10
館
電話番号：048-876-3335

一級建築士事務所有限会社空間工房花組
さいたま市緑区馬場 2-5-16-2ｆ
電話番号：048-876-1001

(株)プランナー建築士事務所
さいたま市緑区大字三室 320-5
電話番号：048-810-2030

ｻﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1 号

株式会社 建成
さいたま市緑区原山 3-18-9 1 階
電話番号：048-755-9400

石友リフォームサービス株式会社さいたまスタ
ジアム店二級建築士事務所
さいたま市緑区美園 6 丁目 7 番地 28
電話番号：048-812-6666

株式会社 建成
さいたま市緑区原山 3-18-9 1 階
電話番号：048-755-9400

平野建築設計事務所
さいたま市岩槻区本町 6-5-3
電話番号：048-756-1068

ＩＫＥＤＡ建築設計室
さいたま市岩槻区愛宕町 4-21
電話番号：048-758-8691

株式会社石山工業所一級建築士事務所
さいたま市岩槻区南辻 96
電話番号：048-756-8256

小池建築設計事務所
さいたま市岩槻区西町 1-4-31
電話番号：048-756-9628

有限会社浅見工務店建築士事務所
さいたま市岩槻区府内 1-7-92
電話番号：048-798-1479

石川構造設計一級建築士事務所
さいたま市岩槻区諏訪 1-8-10
電話番号：048-794-6649

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

株式会社松永建設一級建築士事務所
さいたま市岩槻区城南 5-6-6
電話番号：048-798-1751

須藤建築設計事務所
さいたま市岩槻区本町 1-2-15
電話番号：048-756-1081

松永住宅一級建築士事務所
さいたま市岩槻区岩槻 6930
電話番号：048-757-8880

天粕設計事務所
さいたま市岩槻区本町 2-3-24
電話番号：048-756-2430

森井一級建築士事務所
さいたま市岩槻区釣上 465-1
電話番号：048-798-4526

住宅リフォーム斉木
さいたま市岩槻区大字本宿 56
電話番号：048-758-8739

株式会社 TAiGA ホールディングス
事務所
さいたま市岩槻区諏訪 3-1-33
電話番号：048-794-4884

一級建築士

株式会社 クラフト
さいたま市岩槻区仲町 1-1-23
電話番号：048-749-5690

アティード（株）一級建築士事務所
さいたま市岩槻区東岩槻 2-2-18
電話番号：048-797-7991

有限会社創美総合設計一級建築士事務所
戸田市上戸田 1-15-9
電話番号：048-443-1452

建築工房クラフト 一級建築士事務所
川口市柳崎 1-21-1
電話番号：048-263-5117

ニッケン建設株式会社一級建築士事務所
戸田市美女木 1-12-5
電話番号：048-421-4860

さとう建築設計事務所
川口市元郷 2-15-1 ｴﾙｻﾞﾀﾜｰ 55-5307
電話番号：048-423-3008

藤工建一級建築士事務所 佐藤建築研究室
川口市上青木 2-28-26
電話番号：048-269-6057

株式会社塚田設計
和光市本町 9-17
電話番号：048-461-1619

立志舎'81 一級建築士事務所
戸田市笹目 2-10-6
電話番号：048-421-5910

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

有限会社大沼建築設計事務所
川口市江戸 2-2-34
電話番号：048-284-1976

金井一級建築士事務所
川口市幸町 1-8-35
電話番号：048-252-7752

有限会社ｴｰｼｰﾜｲ建築設計事務所
川口市前川町 4-13-2
電話番号：048-265-8611

株式会社島村工業一級建築士事務所
川島町牛ヶ谷戸 489
電話番号：049-297-1177

森乃オフィス
戸田市本町 1-5-5-502
電話番号：048-441-9432

有限会社秋建築工房
蕨市錦町 5-4-14
電話番号：048-431-7704

株式会社デュエルデザイン
春日部市中央 1-58-13
電話番号：048-733-0733

有限会社佐藤工務店一級建築士事務所
上尾市東町 1-2-13
電話番号：048-771-7804

飯島建築デザインオフィス
戸田市上戸田 2-44-1
電話番号：048-441-1935

ｴｰﾋﾟｰｴﾇ設計株式会社一級建築士事務所
越谷市南越谷 4-11-1 南越谷株竹ビル 3 階
電話番号：048-990-8560

有限会社梶芳晴建築設計研究所
富士見市勝瀬 3369 タワー西館 1201
電話番号：049-267-7567

株式会社武蔵野建築研究所
狭山市加佐志 165-6
電話番号：04-2957-8457

功設計有限会社
和光市諏訪 3-1
電話番号：048-466-1455

根津建築事務所(一級建築士事務所)
川口市北園町 3-17
電話番号：048-266-2288

有限会社奥山土建一級建築士事務所
川口市青木 5-11-8
電話番号：048-251-6529

株式会社高砂建設一級建築士事務所
蕨市中央 1-10-2
電話番号：048-445-5000

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

株式会社イケダ建設一級建築士事務所
ふじみ野市西原 2-4-22
電話番号：049-267-8871

株式会社リアルウッド二級建築士事務所
草加市長栄町 837-2
電話番号：048-943-5000

株式会社リアルサービス二級建築士事務所
草加市長栄町 837-6
電話番号：048-943-1097

株式会社第一建築設計事務所
川越市旭町 3-19-3
電話番号：049-243-0357

有限会社エムラプランニング一級建築士事務所
上尾市小泉 611-21
電話番号：048-775-5873

有限会社和弘設計
上尾市上尾村 1176−1
電話番号：048-771-2221

ナビホーム株式会社建築設計事務所
川口市並木 2-11-11
電話番号：048-255-0101

有限会社高廣建設一級建築士事務所雄設計工房
川口市前川 3-19-21
電話番号：048-266-5618

有限会社佐藤設計事務所
春日部市大枝 334-11
電話番号：048-735-4278

大木建築設計事務所
川口市芝西 1-8-23
電話番号：048-266-9436

株式会社アイビーエス設計
越谷市東柳田町 8-28
電話番号：048-963-9400

有限会社嘉藤建築設計事務所
越谷市大沢 2-15-11
電話番号：048-971-3771

やすらぎ介護福祉設計
草加市栄町 3-1-11-502
電話番号：048-935-4350

森田工務店二級建築士事務所
川口市安行領根岸 2231-1
電話番号：048-266-8750

有限会社ＣＡＤ設計工房一級建築士事務所
所沢市弥生町 1878-7
電話番号：04-2993-0662

大安建設株式会社一級建築士事務所
富士見市下南畑３７１８
電話番号：049-251-3370

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

株式会社タカハシ住研
ふじみ野市大井 232-3
電話番号：049-262-0088

アイビー建築計画研究所
上尾市原市 3727-7
電話番号：048-720-0525

アトリエヌック
戸田市喜沢南 1-3-19-308
電話番号：048-432-8651

有限会社小野工務店一級建築士事務所
川口市芝 6980-10
電話番号：048-266-4400

有限会社ユーロ・エアー
大里郡寄居町富田 1730-38
電話番号：048-582-0929

有限会社アルファ・プランニング
宮代町和戸 1-4-23
電話番号：0480-34-0557

株式会社鈴木工務店
南埼玉郡宮代町本田 2-6-1
電話番号：0480-34-1472

株式会社猪狩工務店二級建築士事務所
川口市前川 2-2-17
電話番号：048-268-0390

株式会社アクトデザイン
川口市戸塚 2-27-1
電話番号：048-295-0021

住宅品質保証株式会社一級建築士事務所
越谷市東町 2-65-2
電話番号：048-990-5614

有限会社エイツカ企画設計
川口市芝新町 6-4
電話番号：048-262-1366

株式会社ＤＳＫ二級建築士事務所
春日部市粕壁東 1-18-12 ソレジオ春日部１０２
電話番号：048-755-7040

千代本興業株式会社一級建築士事務所
上尾市原市 2335-1
電話番号：048-721-1641

池野健建築設計室
鶴ヶ島市脚折 1410
電話番号：049-285-0825

江森建築設計事務所
東松山市日吉町 12-11
電話番号：0493-22-2489

有限会社真下建築事務所
所沢市上新井 919-18
電話番号：04-2935-7717

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

エイム株式会社二級建築士事務所
川口市弥平 2-20-3
電話番号：048-224-8160

有限会社創仁ホーム一級建築士事務所
草加市手代町 84-3
電話番号：048-920-4726

有限会社ビルド・トシ
川口市安行出羽 4-7-8
電話番号：048-290-5065

早坂建築設計事務所
川口市芝西 2-27-13
電話番号：048-264-1770

hana house 有限会社一級建築士事務所
春日部市南 5-2-10-102
電話番号：048-734-9544

有限会社山崎工務店一級建築士事務所
春日部市南中曽根 133-2
電話番号：048-761-6033

片山一級建築士事務所
戸田市新曽南 3-9-4-405
電話番号：048-445-4599

株式会社近藤企画設計工房
川口市戸塚東 1-10-8
電話番号：048-296-2122

有限会社吉野設計
坂戸市浅羽野 3-5-4
電話番号：049-281-3300

中林建築設計室
上尾市柏座 4-10-34
電話番号：048-772-8466

有限会社小川設計工房
富士見市西みずほ台 2-6-3-2-205
電話番号：049-252-9118

高土建築設計事務所
春日部市小渕 1406-2
電話番号：048-754-0979

矢口一級建築士事務所
桶川市川田谷 3718
電話番号：048-786-3188

倉橋建築設計室
北本市本宿 6-182
電話番号：048-593-2611

中根建設有限会社一級建築士事務所
川越市的場 2173-10
電話番号：049-231-1770

東和建築デザイン
川口市芝樋ノ爪 1-10-14
電話番号：048-269-6049

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

株式会社高橋工務店
川越市砂新田 1787-1
電話番号：049-246-1500

菜一級建築士事務所
本庄市児玉町小平 836-1
電話番号：0495-72-6711

一級建築士事務所新野裕之建築設計
所沢市林 3-552-9
電話番号：04-2947-7712

株式会社はが建築社芳賀建築設計事務所
上尾市原市 1325-3
電話番号：048-722-6081

有限会社大西アトリエ
富士見市鶴馬 2612-2
電話番号：049-252-5700

長田広告一級建築士事務所
春日部市緑町 2-1-28
電話番号：048-731-7755

有限会社若山建築設計事務所
比企郡小川町みどりが丘 3-6-12
電話番号：0493-74-5243

高澤建築設計室
日高市武蔵台 2-27-17
電話番号：042-982-2450

匠建設計
桶川市加納 2044-52
電話番号：048-728-9253

有限会社エムズ・テクニカル・サービス
建築士事務所
川口市領家 3-16-16
電話番号：048-291-8712

松竹建築工房
ふじみ野市苗間 15-34
電話番号：049-263-1770

新井建築設計事務所
加須市平永 830-1
電話番号：0480-61-5651

星川一級建築士事務所
狭山市入間川 1-24-9
電話番号：04-2952-0381

株式会社川越設計事務所
川越市月吉町 30-51
電話番号：049-229-2220

株式会社北田工務店建築士事務所
鶴ヶ島市太田ヶ谷 369-1
電話番号：049-286-1567

和田建築設計事務所
北足立郡伊奈町大字小針新宿 1468
電話番号：048-728-7028

一級

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

株式会社小林建築計画事務所
所沢市下富 883-12
電話番号：04-2943-7650

株式会社日築マインド一級建築士事務所
東松山市松葉町 2-5-12-306
電話番号：0493-24-9203

株式会社武田設計
南埼玉郡宮代町東姫宮 1-13-2
電話番号：0480-35-0901

有限会社匠設計開発
川口市西青木 2-6-28PR ビル 2F
電話番号：048-240-0511

株式会社風間工務店一級建築士事務所
草加市旭町 1-1-8
電話番号：048-936-5117

金子建設株式会社一級建築士事務所
東松山市松葉町 3-15-20
電話番号：0493-24-6161

株式会社ムラタハウジング建築設計事務所
春日部市中央 1-2-6
電話番号：048-761-1011

株式会社ポラスのリフォーム一級建築士事務所
越谷市瓦曽根 3-8-43
電話番号：048-965-7721

株式会社 吉澤工務所 二級建築士事務所
川口市芝塚原 2-19-15
電話番号：048-267-1670

井原一級建築士事務所
越谷市大沢 3-16-19
電話番号：048-976-3604

株式会社リフォームビルダー建築事務所
戸田市笹目南町 1-2 コーポブリッジ３−１F
電話番号：048-486-9671

有限会社 高萩工務店二級建築士事務所
春日部市南 3-15-16
電話番号：048-737-4410

有限会社トラスト・ホーム二級建築士事務所
入間郡三芳町上富 2065-1
電話番号：049-293-5540

積和建設埼玉株式会社 埼玉支店一級建築士事
務所
上尾市柏座 2-6-25
電話番号：048-778-0361

安心ホーム計画株式会社
川口市朝日 2-27-18
電話番号：048-227-2606

株式会社大勇建築工業一級建築士事務所
南埼玉郡宮代町宮東 570
電話番号：0480-33-0511

一級建築士事務所

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

クライムホームリアライズ株式会社建築設計事
務所
久喜市本町 5-15-18
電話番号：0480-26-6611

株式会社 SuKA 建築設計事務所
越谷市千間台西 2-6-12 SK ビル 303
電話番号：048-977-6072

山崎建設株式会社一級建築士事務所
坂戸市大字塚越 1236 番地
電話番号：049-283-2311

有限会社鳶勝二級建築士事務所
比企郡川島町出丸本 203-4
電話番号：049-299-3203

有限会社 北村工業 二級建築士事務所
蓮田市黒浜 3163-16
電話番号：048-769-1856

大栄興産株式会社 一級建築士事務所
春日部市増富 754
電話番号：048-754-5411

山﨑一級建築士事務所
北葛飾郡松伏町上赤岩 921 番地
電話番号：048-991-5568

株式会社大眞一級建築士事務所
越谷市川柳町 1-301
電話番号：048-988-1311

安齋建築設計事務所
入間市二本木 621-6
電話番号：04-2934-5086

近内建設株式会社 二級建築設計事務所
川口市西青木 5 丁目 9 番 8 号
電話番号：048-256-2288

株式会社小森工務店一級建築士事務所
蓮田市大字南新宿 948-3
電話番号：048-768-3643

有限会社 設計工房佐久間
久喜市久喜東 2-45-6
電話番号：0480-22-2295

千代本興業株式会社 一級建築士事務所
上尾市原市中一丁目 7 番地 8
電話番号：048-721-1641

アムカズ建築設計
春日部市緑町 4-14-16
電話番号：048-627-7053

有限会社清水工務店 二級建築士事務所
草加市金明町 202
電話番号：048-936-7216

深澤建設二級建築士事務所
所沢市小手指南 3-37-3 ヤマサコーポ 6 号
電話番号：04-2949-0104

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
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株式会社エトバスノイエス一級建築士事務所
川口市中青木 1-4-8-109
電話番号：048-256-0501

一級建築士事務所 木村建築技術
深谷市上柴町西 4-10-1 カームプレイスⅡ303
電話番号：048-580-7307

ハウジングプロ 一級建築士事務所
戸田市美女木 7-1-12
電話番号：048-421-3229

株式会社 中原工業一級建築士事務所
ふじみ野市大原 1-5-3
電話番号：049-265-5121

良建ホーム有限会社二級建築士事務所
上尾市上 680-7
電話番号：048-776-3101

株式会社エコハウス 二級建築士事務所
川越市新宿町 1-6-6
電話番号：049-238-0011

アルカディア設計有限会社
越谷市瓦曽根 1-13-34
電話番号：048-965-4500

一級建築士事務所環境空間研究室たいら
蓮田市大字閏戸 719-4
電話番号：048-884-9289

一級建築士事務所

株式会社阿部工務店一級建築士事務所
川口市柳根町 30-20
電話番号：048-265-1214

CFRD 建築事務所
戸田市新曽南 2-10-16
電話番号：048-433-3480

ジャパンテック(株) 二級建築士事務所
越谷市大房 874-4
電話番号：048-971-5586

(株)東武防災建設一級建築士事務所
越谷市千間台東 2-13-1
電話番号：048-970-3530

株式会社 ヒカリホーム 一級建築士事務所
新座市栗原 3-5-15
電話番号：042-424-1710

積和建設埼玉株式会社
上尾市柏座 2-6-25
電話番号：048-778-0361

有限会社 涌井設計 一級建築士事務所
上尾市小泉 957-2
電話番号：048-772-6763

日商建設株式会社一級建築士事務所
川越市脇田本町 30-8
電話番号：049-246-6565

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
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株式会社 彩建設計
所沢市東狭山ヶ丘 1-68-6
電話番号：04-2929-8400

有限会社 谷島工務店 一級建築士事務所
上尾市井戸木 2-33-3
電話番号：048-786-0364

(有)バナナムーン一級建築士事務所
川口市南鳩ヶ谷 5-22-7
電話番号：048-282-8138

(有)石井インテリア一級建築士事務所
比企郡鳩山町赤沼 352
電話番号：049-296-1313

田部建築研究室
川口市本町 3-1-5-202
電話番号：048-226-1452

星野敏郎建築設計事務所
上尾市上尾下 699-4
電話番号：048-775-8967

一級建築士事務所デザインライフ株式会社
川口市西立野 1115-16
電話番号：048-229-3970

すまいる設計
鶴ヶ島市町屋 176-5
電話番号：049-271-2350

株式会社アップ・リビング一級建築士事務所
川口市戸塚 2-22-33 エスポワール 308
電話番号：050-1382-0130

水村建築設計一級建築士事務所
上尾市大字小泉 1-37
電話番号：048-780-7730

近藤建設株式会社一級建築士事務所
ふじみ野市上福岡 1-14-7
電話番号：049-211-0188

宇田川一級建築士事務所
川口市石神 367
電話番号：048-298-7257

ああす設計室
所沢市小手指南 2 丁目 5-5
階
電話番号：04-2924-8912

株式会社日東コンクリート技術事務所一級建築
士事務所
三郷市谷口 219
電話番号：048-952-5401

YKS 小手指南ビル 3

田中土建工業株式会社一級建築士事務所
東京都新宿区本塩町 23
電話番号：03-3353-2130

株式会社衆設計
東京都文京区本郷 1-25-2
電話番号：03-5684-2130

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
（
「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」
（木造）に登録された建築士の所属する建築士事務所名簿）

有限会社辰野武山建築設計事務所
東京都文京区千石 3-7-6habitationT１０１
電話番号：03-5976-5105

住友不動産株式会社住宅再生事業本部一級建築
士事務所
東京都新宿区西新宿 2-4-1
電話番号：03-3346-1073

BX ゆとりフォーム株式会社一級建築士事務所
東京都豊島区西巣鴨 4-14-5 BX113 ビル 4 階
電話番号：03-5907-7331

宮岡建築設計事務所
東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-1
電話番号：03-3401-8948

株式会社象地域設計
東京都葛飾区小菅 4-22-15
電話番号：03-3601-6841

有限会社オーケーサムス一級建築士事務所
東京都江戸川区北小岩 2-8-22 ルネ北小岩 1007
電話番号：03-3659-8270

株式会社イーグル建創一級建築士事務所
東京都町田市大蔵町 550
電話番号：042-734-3020

株式会社小山設計一級建築士事務所
東京都豊島区東池袋 1-35-3
電話番号：03-3984-2448

山門建設株式会社二級建築士事務所
東京都大田区大森西 1-5-9
電話番号：03-3762-7658

東京セキスイファミエス株式会社デザインリフ
ォーム営業所一級建築士事務所
東京都台東区上野 7-11-6 上野中央ビル 3F
電話番号：03-5830-8658

株式会社ユキ建築コンサルタント一級建築士事
務所
東京都豊島区南池袋 2-47-13 南池袋Ｍビル 3 階
電話番号：03-3980-7031

株式会社協和クリエイト一級建築士事務所
東京都中央区八丁堀 3-4-4 佐野ビル３Ｆ
電話番号：03-3553-7281

細田総合設計二級建築士事務所
東京都足立区扇 1-50-28
電話番号：03-3896-1399

ファイフ・ジャパン株式会社一級建築士事務所
東京都江東区青海 2-7-4 the SOHO 1210
電話番号：03-6457-1910

有限会社遠藤建築研究所一級建築士事務所
東京都府中市栄町 2-15-35
電話番号：042-340-0788

東京住宅設計 一級建築士事務所
東京都三鷹市北野 1-7-51
電話番号：0422-48-0719

平成 31 年 2 月 4 日
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田中建設工業㈱一級建築士事務所
東京都足立区足立 1-13-5
電話番号：03-3880-1311

株式会社田中雅美建築設計事務所
東京都新宿区大久保 2-3-6-502
電話番号：03-3204-7811

株式会社ライフクリエイト二級建築士事務所
東京都荒川区東日暮里 5-10-5
電話番号：03-3807-7201

殖産住宅株式会社一級建築士事務所
東京都新宿区新宿 5-17-17 渡菱ビル 4F
電話番号：03-3200-0561

東京セキスイファミエス株式会社デザインリフ
ォーム営業所一級建築士事務所
東京都西東京市芝久保町 4-12-46
電話番号：042-460-3011

昭和建築株式会社一級建築士事務所
東京都新宿区河田町 3-15
電話番号：03-5312-2125

株式会社木村建築一級建築士事務所
東京都立川市栄町 6-7-39
電話番号：042-536-4000

トホホ建築設計 一級建築士事務所
東京都台東区根岸 3-24-13 ロベリアハイツ 501
電話番号：03-5808-9231

タカホーム 一級建築士事務所
東京都板橋区上板橋 3-18-11
電話番号：03-3931-4496

江澤茂建築設計事務所
東京都杉並区高円寺北 2-15-2
電話番号：03-6479-6373

一級建築士事務所 ピスコ株式会社
東京都豊島区池袋 4-26-11 中本ビル 3F
電話番号：03-5396-5141

株式会社アドヴァンス建築設計事務所
東京都新宿区下宮比町 2-18 グランドメゾン飯
田橋 207
電話番号：03-5227-7071

一級建築士事務所 有限会社エムアイユー建築
計画事務所
東京都世田谷区梅丘 2-23-33-2B
電話番号：03-3439-1450

一級建築士事務所 須永建築設計事務所
東京都豊島区南長崎 3-11-11
電話番号：03-3953-6699

大和ハウスリフォーム株式会社 東京一級建築
士事務所
東京都千代田区飯田橋 3-13-1 大和ハウス東京
ビル 13F
電話番号：03-5214-2190

ミサワホームイング株式会社一級建築士事務所
東京都杉並区高井戸東 2-4-5
電話番号：03-5344-7516

平成 31 年 2 月 4 日

診断資格者在籍建築士事務所名簿（木造）
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一級建築士事務所 設計室ＢＬＡＵ
東京都板橋区前野町 6-41-15
電話番号：03-6794-5112

新日本ハウス株式会社一級建築士事務所
東京都千代田区有楽町 1-7-1
電話番号：03-6268-0301

一級建築士事務所 温古舎
東京都台東区下谷 2-3-2 ルックハイツうぐい
す谷 402
電話番号：03-6240-6311

株式会社 技研
東京都杉並区高円寺北 3-40-13-102
電話番号：03-3337-9201

株式会社サクラ工研一級建築士事務所
東京都世田谷区若林 4-7-8
電話番号：03-5432-3939

一級建築士事務所株式会社細田工務店
東京都杉並区阿佐谷南 3-35-21
電話番号：03-5397-7782

ウエル建築設計 一級建築士事務所
東京都北区西が丘 1-1-13
電話番号：03-3909-5645

株式会社 菱匠
東京都新宿区西新宿 5-15-6
電話番号：03-3372-1690

㈱やすらぎホームズ一級建築士事務所
東京都足立区入谷 2-10-15
電話番号：03-3899-6204

株式会社長坂設計工舎一級建築士事務所
東京都新宿区市谷田町 2-20
電話番号：03-5206-2401

全 計画研究室一級建築士事務所
東京都杉並区阿佐谷北 4-24-9
電話番号：03-3330-3333

一級建築士事務所須永建築設計事務所
東京都豊島区南長崎 3-11-11
電話番号：03-3953-6699

有限会社東葛企画設計事務所
千葉県松戸市新松戸 4-281
電話番号：047-341-3743

奥羽建築設計事務所
千葉県流山市芝崎 161-4
電話番号：04-7178-8668

住友林業アーキテクノ株式会社 本社 一級建
築士事務所
千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3 幕張テクノガー
デン B 棟 8 階
電話番号：043-310-8061

hit design 一級建築士事務所
神奈川県川崎市宮前区有馬 8-20-12-303
電話番号：090-3946-5144
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有限会社 伊藤寛アトリエ
神奈川県川崎市多摩区生田 8-29-13
電話番号：044-922-6412

株式会社 シーク建築研究所
神奈川県横浜市金沢区西柴 1-5-8
電話番号：045-780-1155

株式会社 フレッシュハウス 一級建築士事務
所
神奈川県横浜市中区弁天通 4-57 損保ジャパン
日本興亜横浜弁天通ビル
電話番号：045-641-4911

I's 設計 一級建築士事務所
茨城県古河市北町 6-58
電話番号：0280-33-3911

株式会社 F 設計 一級建築士事務所
静岡県静岡市清水区袖師町 157
電話番号：054-270-6364

石友リフォームサービス株式会社羽咋店設計事
務所
石川県羽咋市太田町へ 69 番地 1
電話番号：0767-22-7422
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