（一社）台東区建築設計事務所協会

会員名簿（1/2）

ＴＡＳＫ役職

会社名

担当者

理事/広報

(有)アーキテクチャー・ラボ

高安重一

111-0034 台東区雷門2-13-3

清寿ﾋﾞﾙ2F

03-3845-7320 03-3845-7352 takayasu@architecture-lab.com

(株)アークス一級建築士事務所

阿部昌吾

111-0036 台東区松が谷1-12-11-303

アーバン勝又303号

03-5246-4747 03-5246-4748 abe@arcs-corp.jp

(株)アーバン企画室

田中直樹

110-0016 台東区台東3-40-3-203

(有)EOSplus一級建築士事務所

遠藤和広

110-0015 台東区東上野3-2-6

石井一級建築士事務所

石井光一

131-0031 墨田区墨田5-24-4

(株)伊藤建築設計工房

伊藤政則

111-0053 台東区浅草橋3-20-15

浅草橋ﾐﾊﾏﾋﾞﾙ5階

03-3866-0045 03-3865-4570 m-ito@ito-arch.co.jp

(有)ヴィント設計

杉本友彦

110-0016 台東区台東1-29-4

ｲｰｽﾀﾝｸﾛｽｱｷﾊﾞ605

03-3918-8651 03-5907-3617 sougensha000@aria.ocn.ne.jp

(株)上杉建築事務所

上杉章

110-0016 台東区台東4-27-5

秀和御徒町ﾋﾞﾙ7F

03-5807-2135 03-5807-2136 uesugi@uao.co.jp

ＳＥＣ(株)一級建築士事務所

小川譽芳

111-0053 台東区浅草橋55-5

ｷﾑﾗﾋﾞﾙ9F

03-6852-8757 03-6845-1891 togawa@sec-i.co.jp

(株)Ｓｃｕｂｅ一級建築士事務所

星野明広

111-0036 台東区松が谷1-9-10

第２マテックスﾋﾞﾙ９階

03-6426-2988 03-6426-2989 info@S-3.jp

(有)江幡建築設計事務所

江幡松雄

111-0056 台東区小島2-17-12

大原建築設計事務所

大原正昭

101-0031 千代田区東神田1-11-9

(有)岡本一級設計

岡本充永

111-0031 台東区千束2-9-2

03-3874-0793 03-3874-3097 mt-oka2651@jcom.home.ne.jp

ＯＣＭ一級建築士事務所

大島健二

111-0053 台東区浅草橋5-19-7

03-3864-1580 03-3864-1580 oshima@ocm2000.com

(有)加藤工務店一級建築士事務所

加藤和良

110-0016 台東区台東3-22-9

03-3832-5750 03-3835-8635 k.kazuyoshi@jcom.home.ne.jp

国吉一級建築士事務所

国吉正和

111-0031 台東区千束2-14-4

03-3875-2500 03-3875-2501 j-kunisan@jcom.home.ne.jp

(有)熊谷工務店一級建築士事務所

熊谷泰幸

110-0016 台東区台東4-14-4

03-3832-1854 03-3832-1853 kumagai.construction@gmail.com

(株)栗田建築事務所

栗田幸一

111-0042 台東区寿4-16-9-601

03-5828-8831 03-3843-8552 ar99rita55-sekkei@yahoo.co.jp

理事
理事/書記

副代表理事

栗本建設工業(株)東京支店一級建築士事務所 島田定夫

住所

TEL

FAX

e-mail

03-3832-8950 03-3832-8960 urban@salsa.ocn.ne.jp
石田ﾋﾞﾙ4F

03-3839-4511 03-3839-4512 e-eos@agate.dti.ne.jp
03-3612-7490 03-3612-7499 ko-archi@kjc.biglobe.ne.jp

03-3863-4055 03-3863-4056 ebata@tctv.ne.jp
大原第1ﾋﾞﾙ

03-3861-9168 03-5825-4939 ohara.arch@ray.ocn.ne.jp

102-0073 千代田区九段北1-12-3

井門九段北ビル5階

03-3556-1921 03-3556-8455 sadao.shimada@kurimoto˜ci.co.jp

高久新一

103-0021 中央区日本橋掘留町2-3-3

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ掘留803

03-5623-9559 03-5623-9855 couga@couga.co.jp

(有)河野有悟建築計画室

河野有悟

110-0015 台東区東上野6-1-3

東京松屋UNITY 1101

03-5948-7320 03-5948-7321 hugo@hugo-arc.com

郡山一級建築士事務所

郡山久輝

110-0003 台東区根岸2-7-11

(有)コモド設備計画

山下直久

110-0015 台東区小島町2-18-15

理事/副書記/業務 1級建築士事務所(株)高賀

監事

〒

2015.12.02

03-3872-2342 03-3872-2771 hisateru1003@yahoo.co.jp
新御徒町妙見屋ビル５Ｆ

03-5829-8408 03-5829-8409 yamashita@comodo-plan.com

（一社）台東区建築設計事務所協会
ＴＡＳＫ役職
理事/総務

理事

会員名簿（2/2）
会社名

ホームページ
理事/会計
監事/法令点検委員長

〒

住所

TEL

FAX

e-mail

(有)ｻﾝﾌｫﾙﾑ設計事務所

陰山日出也 110-0014 台東区北上野1-11-9-402

03-3842-7451 03-3842-7481 sunform-k@nifty.com

新三平建設(株)一級建築士事務所

川嵜啓司

111-0041 台東区元浅草1-6-13

03-3847-3304 03-3847-2890 kawasaki@shinsampei.com

一級建築士事務所(株)三洋工業所

田村透

111-0036 台東区松が谷1-4-3

03-3843-4447 03-3843-3688 info@e-sanyo.co.jp

(株)杉本由美子建築設計事務所

杉本由美子 110-0011 台東区三ノ輪1-26-12

(株)鈴広工務店一級建築士事務所

廣瀬新次

111-0024 台東区今戸2-30-3

03-6802-0881 03-6802-0883 hirose-suzuhiro@s9.dion.ne.jp

だいやす建設(株)一級建築士事務所

佐藤勝利

111-0002 台東区上野桜木1-5-15

03-3827-6247 03-3874-6240 gaku@daiyasu-k.co.jp

(株)ダイリン一級建築士事務所

大平孝至

110-0005 台東区上野7-8-14

03-3841-4956 03-3847-9678 oohira̲takashi@dairin.me

（有）ティー・エス設計一級建築士事務所

高畠嘉文

110-0016 東京都台東区台東2-21-14

寺田利夫

111-0025 台東区東浅草1-12-3

(株)東京ｽﾃｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ二級建築士事務所

小川和則

110-0005 東京都台東区東上野3-21-9

ｸﾞﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ上野

03-5816-0313 03-5816-0325 k-tsunoda@t-station-s.co.jp

(株)都市環境設計事務所

小椋雅英

111-0041 台東区元浅草3-6-1

石澤ﾋﾞﾙ5F

03-5246-6701 03-5246-6703 m̲ogura@tk-sekkei.com

(株)冨井建築設計研究所

小松 幸雄 111-0053 台東区浅草橋3-19-4

(株)中村設計

中村栄太郎 111-0034 台東区雷門2-13-5

03-3843-2551 03-3843-2556 info@nakamura-sekkei.co.jp

中柳建設株式会社一級建築士事務所

中野晴義

110-0015 台東区東上野2-19-12

03-3833-0876 03-3831-8047 haruyoshi̲nakano@nakayanagi.co.jp

(有)名取建築設計事務所

名取努

110-0016 台東区台東2-26-3

近藤ﾋﾞﾙ3F

03-3833-2555 03-3833-2556 natorisekkei@silk.plala.or.jp

(有)ﾆｭｰｸﾘｱｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ一級建築士事務所 佐藤博昭

110-0015 台東区東上野2-2-3

ｵｰｼﾞｯｸﾋﾞﾙ301

03-3842-8838 03-3842-8848 sato@nedsin.com

(株)ﾊﾟｯｿﾝ一級建築士事務所

木村修

110-0013 台東区入谷2-27-1

石井ビル２Ｆ

03-3876-6081 03-3876-6082 kimura@passon.co.jp

(有)松下建築設計事務所

松下充男

111-0032 台東区浅草5-2-12

(株)三岳企画設計一級建築士事務所

金子幸司

111-0055 台東区三筋2-7-10

山口一級建築士事務所

山口祐弘

110-0003 台東区根岸5-8-34

髙平季佳

110-0003 台東区根岸2-7-12

權成大

181-0003 三鷹市北野4-14-31

耐震診断委員長 (有)寺田建築設計事務所

代表理事

担当者

2015.12.02

無料相談委員長 (株)ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ設計事務所
夢工房一級建築士事務所

Amflat202

光ビル２Ｆ

03-5808-4733 03-5808-4734 sugimoto@sugi-arch.co.jp

03-3831-0013 03-3831-0013 tsplan@future.ocn.ne.jp
03-3871-8653 03-3871-8657

小原ﾋﾞﾙ5F

03-3862-4688 03-3865-1830 y-tomii@tomii-kenchiku.co.jp

03-3873-3857 03-3873-3676 arch-matsushita@mx1.alpha-web.ne.jp
協立ﾋﾞﾙ3F

03-5825-0321 03-5825-0322 kk@mitsutakekikaku.com
03-3873-0598 03-3876-1534

根岸フラットＡ２

03-6337-8916 03-6338-0588 universal@ff.em-net.ne.jp
0422-48-1666 0422-48-1666 sss-kwon@parkcity.ne.jp

