
既存住宅状況調査技術者名簿

ﾂﾁﾔ　ﾏｻｱｷ 〒385-0053
長野県佐久市野沢３０６−１２
TEL:0267-63-6355

ｱﾗｷ　ﾀｶｼ 〒384-0801
長野県小諸市甲５４９−２
TEL:0267-22-1919

ﾆｲﾂ　ｶﾅｺ 〒384-0801
長野県小諸市甲５４９−２
TEL:0267-22-1919

ﾔﾏﾀﾞ　ｲｻｵ 〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町大字追分１４０４
TEL:0267-45-1711

ｶﾜﾑﾗ　ﾀｶｵ 〒384-0303
長野県佐久市下小田切１−１
TEL:0267-82-9708

ﾀｶﾉ　ｼｹﾞﾖｼ 〒385-0043
長野県佐久市取出町５２１−２
TEL:0267-62-7806

ｲﾃﾞ　ｶｽﾞﾐﾂ 〒384-1102
長野県南佐久郡小海町大字小海４３０２
TEL:0267-92-2553

ｼﾓﾄﾘ　ｻﾄｼ 〒389-0111
長野県北佐久郡軽井沢町長倉３９４２−４
TEL:0267-46-8563

ｲｼｲ　ﾘｭｳｲﾁ 〒384-0501
長野県南佐久郡佐久穂町大字余地７４８
TEL:0267-86-5152

ﾅｶﾉ　ﾕｳｲﾁ 〒384-0012
長野県小諸市南町２−６−１０
TEL:0267-22-1750

ﾀｶﾊｼ　ﾐｷ 〒384-0012
長野県小諸市南町２−６−１０
TEL:0267-22-1750
〒384-0012
長野県小諸市南町２−６−１０
TEL:0267-22-1750
〒384-0012
長野県小諸市南町２−６−１０
TEL:0267-22-1750
〒384-0012
長野県小諸市南町２−６−１０
TEL:0267-22-1750
〒384-0012
長野県小諸市南町２−６−１０
TEL:0267-22-1750

佐久 会員
鈴木　正則

02172000238 二級建築士 竹花工業（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
日向　伸一

02172000444 二級建築士 竹花工業（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
安川　杏奈

会員

小林　秀司

02172000436 一級建築士 竹花工業（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで

一級建築士事務所霜鳥聡志建築設計事務所 2021年3月31日まで 佐久
霜鳥　聡志

N1720-062 一級建築士 竹花工業（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
高橋　美喜

02172000446 二級建築士 竹花工業（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員

会員
川村　孝夫

N1720-056 一級建築士 小海建築設計事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
井出　一光

N1720-054 一級建築士 （有）ウッディー工房鷹野一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久
鷹野　重義

N1720-060 二級建築士 竹花工業（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
中野　裕一

N1720-058 二級建築士 リューズ二級設計デザイン事務所 2021年3月31日まで 佐久
石井　竜一

N1720-057 一級建築士

新津　加奈子

土屋　正明

N1720-046 一級建築士 （株）青建設計 2021年3月31日まで 佐久

N1720-044 一級建築士 （有）魁設計事務所 2021年3月31日まで 佐久

N1720-050 一級建築士 川村一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 佐久

かし保険調査
事業者登録

処分情報 支　部
事務所協会

会員
修了証明書

番 号
フリガナ
氏   名

建築士種別 勤務先名
勤務先所在地

電話番号
有効期間

N1720-048 一級建築士 谷川建設（株） 2021年3月31日まで 佐久 会員
山田　功

会員
荒木　貴志

N1720-047 二級建築士 （株）青建設計 2021年3月31日まで 佐久 会員
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〒384-0012
長野県小諸市南町２−６−１０
TEL:0267-22-1750

　 〒384-2103 　
長野県佐久市御馬寄５３３－１
TEL:0267-58-4600

　 〒385-0007 　
長野県佐久市新子田１８７３－９
TEL:0267-68-1133

　 〒384-0301 　
長野県佐久市臼田８０
TEL:0267-82-2257

　 〒384-0301 　
長野県佐久市臼田８０
TEL:0267-82-2257

　 〒384-0301 　
長野県佐久市臼田８０
TEL:0267-82-2257

　 〒384-2102 　
長野県佐久市塩名田５５８—３
TEL:0267-58-2639

　 〒384-0034 　
長野県小諸市新町１－１－２８
TEL:0267-22-3076

　 〒385-0023 　
長野県佐久市岩村田北１－１７－１２
TEL:0267-68-8070

　 〒385-0061 　
長野県佐久市伴野８４９－４
TEL:0267-63-4182

　 〒385-0051 　
長野県佐久市中込７２６－１
TEL:0267-62-5190

ﾀﾅｶ　ﾐﾂﾏｻ 〒389-0104
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東３−１　地産ビル
TEL:0267-41-1121

ﾘｮｳｶﾜ　ﾀﾀﾞｼ 〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分７７７−２
TEL:0267-31-0141

ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏｻﾋｻ 〒385-0055
長野県佐久市三塚２７６−６
TEL:0267-63-6407

ﾖｼﾑﾗ　ﾀｹｵ 〒384-2307
長野県北佐久郡立科町山部２１７６
TEL:0267-56-2264

佐久 会員
石田　智恵

01-17-04787 一級建築士 一級建築士事務所ウスダ建築企画 2021年3月31日まで 佐久 会員
臼田　幸夫

01-17-04786 一級建築士 株式会社ガド建築設計事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
新井　　晃

02172000057 一級建築士 株式会社DO建築設計企画 2021年3月31日まで 佐久 会員
山浦　伸一

02172000103 一級建築士 一級建築士事務所 設計工房 市川 2021年3月31日まで 佐久 会員
市川　優太

02172000445 二級建築士 竹花工業（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
池田　秀二

大竹　雅英

02172000480 一級建築士 株式会社町田設計 2021年3月31日まで

N1720-120 一級建築士 第一プランニング（同） 2021年3月31日まで 佐久 会員
吉村　武男

N1720-094 一級建築士 （有）山口建築構造事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
山口　正久

N1720-071 二級建築士 杜の工房 2021年3月31日まで 佐久
両川　正

N1720-069 一級建築士 ロイヤルインテリア（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久
田中　光政

02172000250 一級建築士 山川建築設計事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
佐藤　守英

02172000423 二級建築士 株式会社堀内組一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
中嶋　勝広

02172000362 一級建築士 有限会社岳建築設計 2021年3月31日まで 佐久 会員

02172000106 一級建築士 株式会社堀内組一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
小林　由美子

02172000105 一級建築士 株式会社堀内組一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
丸山　宗近
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ｺﾔﾏ　ｹｲｼﾞ 〒385-0011
長野県佐久市猿久保８９０−１２
TEL:0267-68-5262

ﾂﾁﾔ　ﾁｮｳｼﾞ 〒389-0111
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉２３９９−１
TEL:0267-45-0390

　 〒385-0051 　
長野県佐久市中込２丁目２０－９
TEL:0267-88-7531

　 〒384-2202 　
長野県佐久市望月３０－１
TEL:0267-53-2345

　 〒385-0031 　
長野県佐久市内山２８２４－１
TEL:0267-66-5050

ﾅｶﾑﾗ　ｹﾝｼﾞ 〒386-0022
長野県上田市緑が丘３−１−１
TEL:0268-24-4523

ｷﾀﾑﾗ　ｹｲｿﾞｳ 〒386-0018
長野県上田市常田２−２７−２５
TEL:0268-24-4122

ﾊﾔｼ　ﾏｻﾐﾁ 〒386-1213
長野県上田市古安曽２６７５−１
TEL:0268-38-1230

ｲｼｲ　ﾐﾂﾙ 〒386-2202
長野県上田市真田町本原１９６７−３３
TEL:0268-72-4911

ｲｲﾂﾞｶ　ﾄｼｵ 〒386-0018
長野県上田市常田２−２４−１８
TEL:0268-23-8775

ﾀﾅｶ　ﾀﾀﾞﾄｼ 〒386-0002
長野県上田市住吉２６９−１８
TEL:0268-26-6291

ｺﾐﾔﾏ　ﾕｷｵ 〒386-0012
長野県上田市中央６−９−９
TEL:0268-27-1615

ﾏｽﾎ　ﾄｼﾉﾌﾞ 〒386-0005
長野県上田市古里８５２−３
TEL:0268-23-2210

ﾅｶﾞｼﾏ　ﾐﾂｵ 〒386-0411
長野県上田市生田２３４８−２１
TEL:0268-41-1155

ｶﾜﾀ　ｼﾞｭﾝ 〒386-0012
長野県上田市中央６−３−２９
TEL:0268-24-7740

02-17-04791 二級建築士 有限会社荒船開発二級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
岩月　直之

N1720-177 一級建築士 河田一級建築士事務所 2021年3月31日まで 上小 会員
河田　純

N1720-070 一級建築士 創風設計室 2021年3月31日まで 上小 会員
長島　三夫

N1720-068 二級建築士 司工務店一級建築士事務所 2021年3月31日まで 上小 会員
増保　俊暢

N1720-064 一級建築士 小宮山幸男建築設計室 2021年3月31日まで 上小
小宮山　幸男

N1720-061 一級建築士 （有）日本設計企画 2021年3月31日まで 上小 会員
田中　忠利

N1720-059 一級建築士 アトリエ俊・建築設計事務所 2021年3月31日まで 上小
飯塚　俊雄

N1720-055 二級建築士 カントリーハウス２１二級建築士事務所 2021年3月31日まで 上小
石井　充

N1720-049 二級建築士 （株）林工務店二級建築士事務所 2021年3月31日まで 上小 会員
林　正道

N1720-045 二級建築士 （株）エービーシー・一級建築士事務所 2021年3月31日まで 上小 会員
北村　佳三

N1720-034 一級建築士 中村建築設計事務所 2021年3月31日まで 上小 会員
中村　賢士

02172000067 一級建築士 (株)竹花組一級建築士事務所 2021年3月31日まで 佐久 会員
大久保　聡

N1720-180 一級建築士 （株）シティープラン 2021年3月31日まで 佐久 会員
土屋　長命

N1720-172 一級建築士 （有）市川測量設計 2021年3月31日まで 佐久 会員
小山　恵司

02172000384 一級建築士 一級建築士事務所  柳澤洋介建築研究所 2021年3月31日まで 佐久 会員
柳澤　洋介
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ｺﾏﾑﾗ　ｶｽﾞｵ 〒387-0021
長野県千曲市大字稲荷山７
TEL:026-272-2762

ﾑﾗﾀ　ｹﾝｲﾁ 〒387-0021
長野県千曲市大字稲荷山７
TEL:026-272-2762

ｺｲﾃﾞ　ﾋﾛﾕｷ 〒387-0021
長野県千曲市大字稲荷山１７−１０
TEL:026-272-7022

ﾐﾔｼﾀ　ﾄｼﾐﾂ 〒389-0823
長野県千曲市大字新山４７５−２
TEL:026-276-0515

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ　ｼﾞｭﾝｺ 〒389-0805
長野県千曲市上徳間２４１７−１
TEL:026-276-2808

ｻｶﾀ　ｶｽﾞｴｲ 〒389-0811
長野県千曲市大字須坂４９５−１
TEL:026-275-2412

ｳｴﾏﾂ　ｷﾐﾊﾙ 〒392-0012
長野県諏訪市大字四賀８３
TEL:0266-58-5757

ﾀﾑﾗ　ﾋﾃﾞｵ 〒391-0013
長野県茅野市宮川１２１４
TEL:0266-72-2798

ﾐﾔｻｶ　ｶｽﾞﾋﾛ 〒392-0016
長野県諏訪市豊田１２０９−１
TEL:0266-57-2445

ｵｶﾑﾗ　ﾉﾎﾞﾙ 〒392-0012
長野県諏訪市四賀７５７
TEL:0266-57-5551

ﾓﾘﾀ　ﾋﾛｶｽﾞ 〒399-6101
長野県木曽郡木曽町日義４８９８−８
TEL:0264-23-7501

ﾎﾘｴ　ﾋﾃﾞｷ 〒391-0001
長野県茅野市ちの３４２３−３
TEL:0266-73-5533

ｱｲﾊﾗ　ﾅｵｷ 〒393-0056
長野県諏訪郡下諏訪町５２５９
TEL:0266-28-6000

ｵｸﾞﾁ　ｹｲｵ 〒393-0056
長野県諏訪郡下諏訪町５２５９
TEL:0266-28-6000

ｶﾅﾊﾗ　ﾄﾓﾋﾃﾞ 〒394-0047
長野県岡谷市川岸中２−１２−２４
TEL:0266-22-3074

N1720-093 二級建築士 カク山二級建築設計事務所 2021年3月31日まで 諏訪
金原　智英

N1720-090 一級建築士 （株）六協 2021年3月31日まで 諏訪
小口　啓夫

N1720-089 二級建築士 （株）六協 2021年3月31日まで 諏訪
藍原　直記

N1720-087 二級建築士 （株）丸正住宅資材 2021年3月31日まで 諏訪
堀江　日出輝

N1720-086 一級建築士 木曽駒高原観光開発（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 諏訪
森田　濶一

N1720-083 一級建築士 （株）諏訪リフォームセンター 2021年3月31日まで 諏訪
岡村　昇

N1720-081 一級建築士 （有）スペック設計 2021年3月31日まで 諏訪
宮阪　一博

N1720-076 一級建築士 （株）田村建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 諏訪 会員
田村　秀夫

N1720-043 一級建築士 （株）エム建築設計事務所 2021年3月31日まで 諏訪 会員
植松　公春

N1720-031 一級建築士 坂田一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 埴科
坂田　和英

N1720-030 一級建築士 ぐりっぷ建築設計事務所 2021年3月31日まで 埴科
緑川　淳子

N1720-010 一級建築士 宮下一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 埴科 会員
宮下　利光

N1720-009 二級建築士 （株）アルプス 2021年3月31日まで 埴科
小出　洋行

N1720-008 一級建築士 長坂建設（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 埴科
村田　堅一

N1720-007 二級建築士 長坂建設（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 埴科
駒村　和男
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ﾂﾁﾔ　ﾊﾙｱｷ 〒394-0025
長野県岡谷市大栄町１−１０−１０
TEL:0266-22-4311

ﾏﾂｵ　ﾕｳﾔ 〒394-0027
長野県岡谷市中央町１−９−１９
TEL:0266-55-5437

ﾀｹｲ　ﾔｽﾊﾙ 〒394-0081
長野県岡谷市長地権現町４−１−１０
TEL:0266-28-8366

ﾌｼﾞｻﾜ　ﾀｹﾉﾘ 〒391-0002
長野県茅野市塚原２−１７−３８
TEL:0266-72-7224

ｻｶｲ　ｱｷﾗ 〒391-0005
長野県茅野市仲町６−１４
TEL:0266-72-5887

ｶﾗｻﾜ　ﾅｵｷ 〒391-0013
長野県茅野市宮川８６０４−１
TEL:0266-72-6021

ｺﾏﾂ　ｻﾁｵ 〒393-0000
長野県諏訪郡下諏訪町社１１−２６
TEL:0266-28-3750

ｺﾏﾂ　ﾕｳｺ 〒393-0000
長野県諏訪郡下諏訪町社１１−２６
TEL:0266-28-3750

ｾｷ　ｹﾝｼﾞ 〒392-0003
長野県諏訪市上諏訪１３１８７−１
TEL:0266-58-6602

ﾌｼﾞﾓﾘ　ﾖｳｺ 〒392-0003
長野県諏訪市上諏訪１３１８７−１
TEL:0266-58-6602

ﾊﾏ　ｲｯﾍﾟｲ 〒394-0028
長野県岡谷市本町４−１３−１６
TEL:0266-24-1070

ｳｴﾏﾂ　ｱｷｶｽﾞ 〒399-0212
長野県諏訪郡富士見町立沢５２２５−３
TEL:0266-62-7477

　 〒392-0017 　
長野県諏訪市城南二丁目２３５３
TEL:0266-52-4345

　 〒392-0017 　
長野県諏訪市城南二丁目２３５３
TEL:0266-52-4345

　 〒392-0017 　
長野県諏訪市城南二丁目２３５３
TEL:0266-52-4345

02172000224 一級建築士 一級建築士事務所スワテック設計 2021年3月31日まで 諏訪 会員
伊藤　信治

02172000055 一級建築士 一級建築士事務所スワテック設計 2021年3月31日まで 諏訪 会員
中澤　良一

(株) 日本住宅
保証検査機構

（JIO）

2021年3月31日まで

02172000054 一級建築士 一級建築士事務所スワテック設計 2021年3月31日まで 諏訪 会員
青沼　完次

N1720-169 二級建築士 松設計室 諏訪
植松　秋和

N1720-146 一級建築士 （株）サイト 2021年3月31日まで 諏訪 会員
浜　一平

N1720-130 二級建築士 田スピリット 2021年3月31日まで 諏訪
藤森　洋子

N1720-129 一級建築士 田スピリット 2021年3月31日まで 諏訪
関　謙二

N1720-123 二級建築士 （株）小松総建 2021年3月31日まで 諏訪
小松　裕子

N1720-122 二級建築士 （株）小松総建 2021年3月31日まで 諏訪
小松　佐千夫

N1720-118 一級建築士 唐澤直樹建築設計事務所 2021年3月31日まで 諏訪
唐澤　直樹

N1720-106 一級建築士 （有）酒井設計 2021年3月31日まで 諏訪 会員
酒井　章

N1720-105 一級建築士 （有）藤澤設計 2021年3月31日まで 諏訪 会員
藤澤　武則

N1720-102 一級建築士 武井建築設計室一級建築士事務所 2021年3月31日まで 諏訪
武井　泰治

N1720-099 一級建築士 Ｄｓｃ松尾建築設計事務所 2021年3月31日まで 諏訪
松尾　祐哉

N1720-095 一級建築士 諏訪総合設計（株） 2021年3月31日まで 諏訪 会員
土屋　治明
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　 〒391-0002 　
長野県茅野市塚原２－１６－１０
TEL:0266-73-8171
〒393-0093
長野県諏訪郡下諏訪町社７４７２－４
TEL:0266-27-8312

　 〒393-0093 　
長野県諏訪郡下諏訪町社７４７２－４
TEL:0266-27-8312
〒393-0093
長野県諏訪郡下諏訪町社７４７２－４
TEL:0266-27-8312

ｺﾏﾂ　ﾋﾃﾞｷ 〒399-4601
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１３６５
TEL:0265-79-2568

ﾈﾂ　ﾕｷﾋﾛ 〒399-4511
長野県上伊那郡南箕輪村沢尻９３１１−３
TEL:0265-95-3024

ｲﾄｳ　ﾘｮｳﾀ 〒399-4601
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１３６５
TEL:0265-79-2568

ｱﾙｶﾞ　ｻﾝｺﾞ 〒399-4601
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪４２２２−２
TEL:0265-79-4956

ﾎﾘｳﾁ　ｶｽﾞｼｹﾞ 〒396-0026
長野県伊那市西町７２２７−２３８３
TEL:0265-73-9900

ｵｶﾞﾜ　ﾀｹｼ 〒399-4601
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪２６７４−１
TEL:0265-79-1222

ﾐﾔｼﾀ　ｶｸｲﾁ 〒399-3702
長野県上伊那郡飯島町飯島２５５５−１
TEL:0265-86-3222

ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾀｸﾔ 〒399-3802
長野県上伊那郡中川村片桐５１５８
TEL:0265-88-3057

ﾏﾂﾑﾗ　ﾀｶｲﾁ 〒399-4112
長野県駒ケ根市赤穂８８５９
TEL:0265-82-4878

ｼﾓﾀﾞ　ﾏｻﾉﾘ 〒399-4117
長野県駒ヶ根市赤穂９１７２
TEL:0265-82-2171

ﾐﾔｼﾀ　ｵｻﾑ 〒399-4115
長野県駒ケ根市上穂栄町２０−２０
TEL:0265-81-7447

01-17-04808 一級建築士 岩村建設(株)一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 諏訪 会員
生田　哲

02-17-04797 二級建築士 岩村建設(株)一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 諏訪 会員
夏目　祐太

02172000281 二級建築士 有限会社下倉設計 2021年3月31日まで 諏訪 会員
下倉　　淳

02-17-04796 二級建築士 岩村建設(株)一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 諏訪 会員
伊藤　正彦

N1720-088 一級建築士 アトリエ・えぬ 2021年3月31日まで

N1720-014 二級建築士 （株）コマツ 2021年3月31日まで 上伊那
小松　英樹

上伊那
禰津　行弘

N1720-097 二級建築士 コマツ二級建築設計事務所 2021年3月31日まで 上伊那
伊藤　亮太

N1720-103 一級建築士 Ａプラン建築設計事務所 2021年3月31日まで 上伊那
有賀　三五

N1720-116 一級建築士 （株）環境計画 2021年3月31日まで 上伊那 会員
堀内　一樹

N1720-128 一級建築士 （株）創和設計 2021年3月31日まで 上伊那 会員
小河　豪

N1720-135 一級建築士 （有）ミヤシタ設計 2021年3月31日まで 上伊那 会員
宮下　覚一

N1720-138 一級建築士 田島建設（株） 2021年3月31日まで 上伊那
宮澤　卓哉

N1720-143 一級建築士 一級建築士事務所松村建築設計事務所 2021年3月31日まで 上伊那 会員
松村　隆一

N1720-147 二級建築士 小澤建設（株） 2021年3月31日まで 上伊那
下田　雅得

N1720-154 一級建築士 （有）アイ設計 2021年3月31日まで 上伊那 会員
宮下　治
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ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾖｳｲﾁ 〒396-0027
長野県伊那市ますみヶ丘１２０３−３５
TEL:0265-98-9018

ﾏﾂｻﾞｷ　ｶｽﾞｸﾆ 〒399-4117
長野県駒ヶ根市赤穂９１７２
TEL:0265-82-2171

ｻｲﾄｳ　ﾔｽﾕｷ 〒399-4117
長野県駒ヶ根市赤穂８９７−２
TEL:0265-83-8326

ｺﾊﾞﾔｼ　ｹｲｲﾁ 〒399-4117
長野県駒ヶ根市赤穂２３７５−１
TEL:0265-82-2164

　 〒399-4117 　
長野県駒ケ根市赤穂４９７－６０３
TEL:0265-81-6011

　 〒399-4117 　
長野県駒ケ根市赤穂４９７－６０３
TEL:0265-81-6011

　 〒399-4117 　
長野県駒ケ根市赤穂１２３８－６
TEL:0265-81-4534

　 〒399-4431 　
長野県伊那市西春近３００５
TEL:0265-72-2088

　 〒399-4431 　
長野県伊那市西春近３００５
TEL:0265-72-2088

　 〒399-4431 　
長野県伊那市西春近３００５
TEL:0265-72-2088

　 〒399-4431 　
長野県伊那市西春近３００５
TEL:0265-72-2088

　 〒399-4431 　
長野県伊那市西春近３００５
TEL:0265-72-2088

　 〒399-4431 　
長野県伊那市西春近３００５
TEL:0265-72-2088

　 〒399-4431 　
長野県伊那市西春近３００５
TEL:0265-72-2088

　 〒396-0032 　
長野県伊那市小沢７３５２－１
TEL:0265-73-8333

02172000077 一級建築士 株式会社フォレストコーポレイション 2021年3月31日まで 上伊那
野﨑　貴教

02172000226 　 株式会社フォレストコーポレイション 2021年3月31日まで 上伊那 会員
安田　里香

02172000227 二級建築士 株式会社フォレストコーポレイション 2021年3月31日まで 上伊那 会員
福島　明香

02172000234 二級建築士 株式会社フォレストコーポレイション 2021年3月31日まで 上伊那 会員
北原　健司

02172000019 二級建築士 株式会社フォレストコーポレイション 2021年3月31日まで 上伊那 会員
池上　洋美

02172000023 　 株式会社フォレストコーポレイション 2021年3月31日まで 上伊那 会員
降籏　明子

02172000082 一級建築士 株式会社フォレストコーポレイション 2021年3月31日まで 上伊那 会員
大原　　督

02172000017 一級建築士 株式会社フォレストコーポレイション 2021年3月31日まで 上伊那 会員
宮澤　幸雄

02172000186 二級建築士 福美建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 上伊那 会員
宮下　栄子

02172000018 一級建築士 (株)哲・Braveデザイン工房 2021年3月31日まで 上伊那 会員
堀内　哲幸

02172000176
01-17-00613

一級建築士 福美建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 上伊那 会員
吉川　貴久

齊藤　泰之

N1720-155 二級建築士 地域環境デザインＭＯＣ 2021年3月31日まで 上伊那
渡部　洋一

N1720-166 一級建築士 （株）小林工業所 2021年3月31日まで 上伊那
小林　啓一

N1720-157 二級建築士 小澤建設（株） 2021年3月31日まで 上伊那
松崎　賀訓

N1720-158 二級建築士 工房かしわ二級建築士事務所 2021年3月31日まで 上伊那
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　 〒396-0032 　
長野県伊那市小沢７３５２－１
TEL:0265-73-8333

　 〒396-0009 　
長野県伊那市日影３２９－１
TEL:0265-72-3422

　 〒396-0009 　
長野県伊那市日影３２９－１
TEL:0265-72-3422

　 〒399-4511 　
長野県上伊那郡南箕輪村３８９８－１
TEL:0265-72-1010

　 〒396-0006 　
長野県伊那市上牧６４７４
TEL:0265-72-3191

　 〒399-3702 　
長野県上伊那郡飯島町飯島２３３２—２
TEL:0265-86-3833

　 〒399-3702 　
長野県上伊那郡飯島町飯島２３３２—２
TEL:0265-86-3833

　 〒399-4432 　
長野県伊那市東春近８９１２—３
TEL:0265-78-5332

　 〒396-0026 　
長野県伊那市西町５８６３－１
TEL:0265-72-7271

　 〒399-4106 　
長野県駒ケ根市東町９－２２
TEL:0265-82-3201

　 〒399-4106 　
長野県駒ケ根市東町９－２２
TEL:0265-82-3201

　 〒399-4106 　
長野県駒ケ根市東町９－２２
TEL:0265-82-3201

ｼﾓｲ　ﾀｹｼ 〒395-0004
長野県飯田市上郷黒田２６９−９
TEL:0265-24-9725

ｶﾀｷﾞﾘ　ｷﾖﾀｶ 〒395-0003
長野県飯田市上郷別府２０５５−２　苑シエル３０２号室
TEL:0265-24-5177

ﾔｻﾞﾜ　ﾋﾃﾞｵ 〒395-0153
長野県飯田市上殿岡３５４
TEL:0265-25-2397

02172000600 二級建築士 一級建築士事務所 窪田建設(株) 2021年3月31日まで 上伊那 会員
下平　幸男

02172000496 一級建築士 株式会社城取建築設計事務所 2021年3月31日まで 上伊那 会員
酒井　　優

02172000597 一級建築士 一級建築士事務所 窪田建設(株) 2021年3月31日まで 上伊那 会員
酒井　宏文

02172000599 一級建築士 一級建築士事務所 窪田建設(株) 2021年3月31日まで 上伊那 会員
中原　岳彦

02172000101 一級建築士 株式会社アース下平設計 2021年3月31日まで 上伊那 会員
下平　文雄

02172000212 一級建築士 株式会社アース下平設計 2021年3月31日まで 上伊那 会員
下平　浩市

02172000413 一級建築士 (株)匠・しょう・建築事務所 2021年3月31日まで 上伊那 会員
清水　　剛

02172000036 一級建築士 池田建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 上伊那 会員
山寺　真一

02172000071 二級建築士 原建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 上伊那 会員
石田　優子

02172000084 二級建築士 宮下一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 上伊那 会員
山口　秀剛

02172000230 二級建築士 株式会社フォレストコーポレイション 2021年3月31日まで 上伊那
平澤　光代

02172000035 二級建築士 池田建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 上伊那 会員
佐久間　栄

N1720-107 二級建築士 （株）矢沢設計 2021年3月31日まで 飯伊
矢澤　秀勇

N1719-028 一級建築士 建築設計「ＳＯＭ」 2021年3月31日まで 飯伊
下井　武司

N1720-104 一級建築士 片桐建築設計室 2021年3月31日まで 飯伊
片桐　清隆
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ﾔｻﾞﾜ　ﾕﾐｺ 〒395-0153
長野県飯田市上殿岡３５４
TEL:0265-25-2397

ｽｶﾞﾇﾏ　ﾓﾘﾄｼ 〒395-0043
長野県飯田市通り町１−８
TEL:0265-22-1864

　 〒395-0043 　
長野県飯田市通り町１−８
TEL:0265-22-1864

　 〒395-0043 　
長野県飯田市通り町１−８
TEL:0265-22-1864

ｲﾜｻｷ　ﾄｼﾋﾛ 〒395-0083
長野県飯田市錦町１−２−１
TEL:0265-24-8888

ｶﾏｸﾗ　ｷﾖﾊﾙ 〒395-0001
長野県飯田市座光寺５１４７−８
TEL:0265-55-1003

ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾀﾐﾄ 〒395-0004
長野県飯田市上郷黒田１８４９−１
TEL:0265-53-0511

ﾏﾂｵ　ﾄﾓﾅﾘ 〒395-0044
長野県飯田市本町４−７−２
TEL:0265-22-4588

ｸﾏｶﾞｲ　ｱｷﾌﾐ 〒395-0076
長野県飯田市白山町３−東２−１４
TEL:0265-22-1806

ｵｵﾀﾞｲﾗ　ﾋﾛｺ 〒395-1100
長野県下伊那郡喬木村２９３７
TEL:0265-33-3312

ｵｵﾀﾞｲﾗ　ﾏｻﾋﾃﾞ 〒395-1100
長野県下伊那郡喬木村２９３７
TEL:0265-33-3312

ﾔｼﾞﾏ　ﾏｻﾔｽ 〒395-0086
長野県飯田市東和町３−５２６７−４
TEL:0265-24-8923

ﾅｶﾌｼﾞ　ﾃﾂﾕｷ 〒395-0003
長野県飯田市上郷別府２０５５−１
TEL:0265-23-6713

ｲﾄｳ　ﾌﾐｵ 〒395-0811
長野県飯田市松尾上溝６３１６
TEL:0265-24-3377

ｵｵｷｼﾏ　ｷﾖﾎ 〒395-0153
長野県飯田市上殿岡３５４
TEL:0265-25-2397

飯伊 会員
福澤　健治

02172000355 一級建築士 吉川建設（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 飯伊 会員
原　昌宏

N1720-148 一級建築士 （有）伊藤建築設計事務 2021年3月31日まで 飯伊
伊藤　文雄

N1720-149 一級建築士 （株）矢沢設計 2021年3月31日まで 飯伊
大木島　清穂

N1720-144 二級建築士 （有）矢島建築 2021年3月31日まで 飯伊
矢嶋　正康

N1720-145 一級建築士 ナカフジ構造設計 2021年3月31日まで 飯伊 会員
中藤　哲幸

N1720-141 二級建築士 （株）アークル設計 2021年3月31日まで 飯伊 会員
大平　広子

N1720-142 一級建築士 （株）アークル設計 2021年3月31日まで 飯伊 会員
大平　賢秀

N1720-139 二級建築士 （株）三六組二級建築士設計事務所 2021年3月31日まで 飯伊 会員
松尾　智成

N1720-140 一級建築士 （株）章設計 2021年3月31日まで 飯伊
熊谷　章文

N1720-136 二級建築士 （株）クラン 2021年3月31日まで 飯伊
鎌倉　清治

N1720-137 一級建築士 （株）エフエムディー設計 2021年3月31日まで 飯伊 会員
宮澤　民人

N1720-133 一級建築士 吉川建設（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで 飯伊 会員
菅沼　守俊

N1720-134 一級建築士 原建設（株） 2021年3月31日まで 飯伊 会員
岩崎　敏宏

N1720-109 二級建築士 （株）矢沢設計 2021年3月31日まで 飯伊
矢澤　由美子

02172000354 一級建築士 吉川建設（株）一級建築士事務所 2021年3月31日まで
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ｶﾜｶﾐ　ﾋﾛｼ 〒395-0003
長野県飯田市上郷別府２１４９−１
TEL:0265-52-2135

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾜﾀﾙ 〒395-0086
長野県飯田市東和町３−５２６７−４
TEL:0265-24-8923

ｱﾗｲ　ﾏｻﾙ 〒395-0812
長野県飯田市松尾代田１３２４−２
TEL:0265-24-2131

ﾐﾔﾄ　ｺｳｲﾁ 〒395-0025
長野県飯田市東中央通り５−１５
TEL:0265-52-1638

ｶﾅﾀﾞ　ﾀﾀﾞﾋｻ 〒399-1612
長野県下伊那郡阿南町新野２４５６
TEL:0260-24-2128

ｼﾓｻﾜ　ｻﾄﾙ 〒399-3302
長野県下伊那郡松川町生田８４９−５
TEL:0265-36-2310

ﾋﾗｻﾜ　ﾀｶﾋｺ 〒395-0806
長野県飯田市鼎上山２６８７−１
TEL:0265-23-1480

ﾊﾗ　ｼﾝｼﾞ 〒399-3103
長野県下伊那郡高森町下市田１３０２−２
TEL:0265-35-6739

ﾀｻﾞﾜ　ﾄｼﾋｺ 〒395-0823
長野県飯田市松尾明７５８０−１
TEL:0265-21-7855

　 〒395-0823 　
長野県飯田市松尾明７５８０−１
TEL:0265-21-7855

ｵｷﾞｿ　ﾂﾄﾑ 〒399-2565
長野県飯田市桐林１９５１−２
TEL:0265-26-6537

　 〒395-0042 　
長野県飯田市松尾町１－２２
TEL:0265-22-2780

　 〒395-0042 　
長野県飯田市松尾町１－２２
TEL:0265-22-2780

　 〒395-0014 　
長野県飯田市桜町１－４１
TEL:0265-22-7234

　 〒395-0014 　
長野県飯田市桜町１－４１
TEL:0265-22-7234

02172000090 一級建築士 株式会社 桂建築設計事務所 2021年3月31日まで 飯伊 会員
山口　隆秀

02172000150
01-17-02157

一級建築士 株式会社 桂建築設計事務所 2021年3月31日まで 飯伊 会員
市瀬　清志

02172000244 一級建築士 有限会社稜建築デザイン 2021年3月31日まで 飯伊 会員
田中　和男

飯伊

02172000193 一級建築士 木下建設株式会社一級建築士事務所 2021年3月31日まで 飯伊 会員
伊藤　　毅

02172000022 一級建築士 木下建設株式会社一級建築士事務所 2021年3月31日まで 飯伊 会員
古田　浩茂

N1720-161 一級建築士 基建築設計事務所 2021年3月31日まで 飯伊 会員
平沢　隆彦

N1720-162 一級建築士 （株）原建 2021年3月31日まで

N1720-164 一級建築士 有限会社稜建築デザイン 2021年3月31日まで 飯伊 会員
田澤　利彦

N1720-167 一級建築士 小木曽建築設計事務所 2021年3月31日まで 飯伊 会員
小木曽　務

原　真司

N1720-159 二級建築士 （有）福見屋工務店二級建築士事務所 2021年3月31日まで 飯伊
金田　忠久

N1720-160 一級建築士 生田木材技建（有） 2021年3月31日まで 飯伊
下澤　悟

N1720-152 一級建築士 新井建築工房＋設計同人ＮＥＸＴ 2021年3月31日まで 飯伊 会員
新井　優

N1720-156 二級建築士 （有）みすゞ設計 2021年3月31日まで 飯伊 会員
宮戸　洸一

N1720-150 二級建築士 ＦＵＮＤ　ＥＳＩＧＮ二級建築士川上建築設計室 2021年3月31日まで 飯伊
川上　浩司

N1720-151 二級建築士 （有）矢島建築 2021年3月31日まで 飯伊
小林　航
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　 〒395-0021 　
長野県飯田市大王路２－２１
TEL:0265-22-6501

　 〒395-0021 　
長野県飯田市大王路２－２１
TEL:0265-22-6501

ﾓﾘﾓﾄ　ﾂﾖｼ 〒397-0001
長野県木曽郡木曽町福島５５２８
TEL:0264-22-2344

ﾔﾏｼﾀ　ﾔｽｱｷ 〒399-5607
長野県木曽郡上松町大字小川４７３７−ロ
TEL:0264-52-3949

ｾｷﾔ　ﾏｻﾋﾛ 〒390-0851
長野県松本市島内３４８１−１
TEL:0263-48-0480

ｼﾐｽﾞ　ﾋﾛｼ 〒399-0738
長野県塩尻市大門七番町１４−１８
TEL:0263-53-8388

ﾓﾁﾂﾞｷ　ｺｳｲﾁ 〒399-0039
長野県松本市小屋北２−２０−５
TEL:0263-86-6858

ｶﾜｶﾐ　ﾕｷﾋﾛ 〒390-0814
長野県松本市本庄１−１７−１３
TEL:0263-50-7877

　 〒390-0814 　
長野県松本市本庄１−１７−１３
TEL:0263-50-7877

　 〒390-0814 　
長野県松本市本庄１−１７−１３
TEL:0263-50-7877

ﾀｲﾗ　ﾄｼﾕｷ 〒390-0814
長野県松本市本庄２−８−１
TEL:0263-32-4268

ﾌﾙﾔ　ｶｽﾞﾉﾘ 〒390-0811
長野県松本市中央４−５−３５　鋳物会館２階
TEL:0263-33-1070

ﾏﾂｲ　ﾋﾃﾞｱｷ 〒390-1243
長野県松本市大字神林３８５４−６
TEL:0263-26-3872

ｱｻｲ　ﾀｶｼ 〒399-0035
長野県松本市村井町北１−６−１
TEL:0263-58-2461

ｵｻﾞﾜ　ｼﾞｭﾝ 〒399-0033
長野県松本市笹賀４９２
TEL:0263-58-6713

(株) 日本住宅
保証検査機構

（JIO）

01-17-02228 一級建築士 林友一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
穗苅　正裕

02-17-04804 二級建築士 林友一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
小木曽　英子

02172000325 一級建築士 株式会社鈴木建築設計事務所 2021年3月31日まで 飯伊 会員
後藤　靖志

02172000420 一級建築士 株式会社鈴木建築設計事務所 2021年3月31日まで

N1720-092 一級建築士 モス設計一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑
小澤　順

N1720-082 二級建築士 松井二級建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑
松井　秀章

N1720-085 一級建築士 浅井木材（株）建築設計室 2021年3月31日まで 松筑
浅井　崇

N1720-077 一級建築士 （株）カミムラ建築研究室 2021年3月31日まで 松筑 会員
平　利行

N1720-080 一級建築士 ケイアーキテクツ（同） 2021年3月31日まで 松筑 会員
古屋　和憲

N1720-072 二級建築士 ｍｏｃｈｉｙｈｏｍｅｓ（株）けやきデザイン設計事務所 2021年3月31日まで 松筑
望月　浩一

N1720-075 二級建築士 林友一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
川上　幸宏

N1720-005 二級建築士 （株）アンドー 2021年3月31日まで 松筑
関谷　雅弘

N1720-039 一級建築士 （有）住まい考房 2021年3月31日まで 松筑 会員
清水　宏

N1720-096 二級建築士 （株）森本建設 2021年3月31日まで 木曽 会員
森本　剛士

N1720-111 二級建築士 山下建設二級設計事務所 2021年3月31日まで 木曽
山下　泰明

飯伊 会員
塩沢　　廣
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ﾀｹｲ　ﾀｸｵ 〒399-0744
長野県塩尻市大字大門８６８−７７
TEL:090-1829-1214

ﾉｻﾞﾜ　ﾋﾃﾞｷ 〒399-0714
長野県塩尻市大字堀ノ内１２１−８
TEL:0263-52-1057

ｵｵｻﾜ　ﾋｻﾕｷ 〒390-0852
長野県松本市島立１０５４−１５　吉澤ビル２Ｆ
TEL:0263-31-6555

ﾐﾔｻﾞﾜ　ﾐﾉﾙ 〒390-0861
長野県松本市蟻ケ崎２−４−１５
TEL:0263-33-5356

ﾓﾓｾﾞ　ﾀｴｺ 〒390-1701
長野県松本市梓川倭２８４−１９
TEL:0263-31-3421

ｱﾏﾂ　ｼｹﾞﾙ 〒390-0312
長野県松本市岡田松岡２６６−８
TEL:0263-35-8062

ｵｵﾀ　ﾏｻｷ 〒390-0852
長野県松本市大字島立１８１４
TEL:0263-47-5662

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀｶｼ 〒390-0875
長野県松本市城西１−８−１９
TEL:0263-32-8200

ｵｸﾊﾗ　ﾄｼｱｷ 〒390-0841
長野県松本市渚２−８−１８−４２１
TEL:0263-50-7319

ﾀﾅｶ　ｶｽﾞｵｷ 〒399-0026
長野県松本市寿中１−９−２５
TEL:0263-58-2095

ｱｵｷ　ﾏｷｺ 〒399-0026
長野県松本市寿中１−９−２５
TEL:0263-58-2095

ﾐｳﾗ　ｼﾝｼﾁﾛｳ 〒390-0821
長野県松本市筑摩４−１−２３
TEL:0263-26-3891

ｴﾊﾗ　ﾋｻｼ 〒399-0006
長野県松本市野溝西１−１０−２２
TEL:0263-25-5840

ﾊｷﾞﾜﾗ　ﾏｻｱｷ 〒390-0863
長野県松本市白板２−３−４０
TEL:0263-33-7769

ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ｲｸｵ 〒390-0831
長野県松本市井川城２−１４−５
TEL:0263-29-1688

N1720-165 一級建築士 （有）Ａ＆Ａ構造研究所 2021年3月31日まで 松筑 会員
萩原　正明

N1720-168 二級建築士 柳澤設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
柳澤　意久男

N1720-131 一級建築士 Ｋ’ｚ建築設計室 2021年3月31日まで 松筑
三浦　新七郎

N1720-163 一級建築士 （株）エバラ 2021年3月31日まで 松筑 会員
江原　久

N1720-126 一級建築士 （株）国興一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
田中　一興

N1720-127 一級建築士 （株）国興一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
青木　麻紀子

N1720-124 二級建築士 （株）伊藤建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
小林　孝志

N1720-125 一級建築士 ＴＯＳＩ建築デザイン工房 2021年3月31日まで 松筑
奥原　利明

N1720-114 二級建築士 （有）英設計 2021年3月31日まで 松筑
天津　滋

N1720-117 一級建築士 （有）横内建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
太田　匡樹

N1720-112 二級建築士 建築企画みや二級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑
宮澤　実

N1720-113 二級建築士 ストレリチア 2021年3月31日まで 松筑
百瀬　妙子

N1720-100 一級建築士 野沢建設（株） 2021年3月31日まで 松筑
野澤　秀喜

N1720-108 二級建築士 大澤設計事務所 2021年3月31日まで 松筑
大澤　久幸

N1720-098 一級建築士 拓建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑
武居　拓生
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ｺﾞｳﾀﾞ　ｼｭｳｲﾁ 〒390-0852
長野県松本市島立２７１−１
TEL:0263-40-5503

ｳｴﾔﾏ　ﾋﾛｼ 〒390-0852
長野県松本市島立２７１−１
TEL:026-40-5503

　 〒399-0014 　
長野県松本市平田東３丁目１６－２０
TEL:0263-86-8033

　 〒390-1131 　
長野県松本市今井字松本道７１５５－７４
TEL:0263-57-2196

　 〒390-1131 　
長野県松本市今井字松本道７１５５－７４
TEL:0263-57-2196

　 〒390-1131 　
長野県松本市今井字松本道７１５５－７４
TEL:0263-57-2196

　 〒390-0812 　
長野県松本市県３－３－３
TEL:0263-87-1992

　 〒399-0021 　
長野県松本市寿豊丘５４２
TEL:0263-58-2493

　 〒399-0701
長野県塩尻市広丘吉田６６２－９
TEL:0263-85-4636

　 〒399-0701
長野県塩尻市広丘吉田６６２－９
TEL:0263-85-4636

　 〒399-0701
長野県塩尻市広丘吉田６６２－９
TEL:0263-85-4636

　 〒390-0851 　
長野県松本市大字島内５３９１番地５
TEL:0263-47-8282

　 〒390-0851 　
長野県松本市大字島内５３９１番地５
TEL:0263-47-8282

　 〒399-0705 　
長野県塩尻市大字広丘堅石２１４８－２７
TEL:0263-52-6676

　 〒390-0304 　
長野県松本市大村１０３０
TEL:0263-33-1837

木下工房一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
小原　文彦

02172000182 二級建築士 サンプロ建築設計一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
山本　　淳

02172000163 二級建築士 木下工房一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑

02172000242 二級建築士 荒井建築事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
荒井　萬喜子

会員
小原　　大

02172000240 一級建築士 ライフデザインオフィス堀内 2021年3月31日まで 松筑 会員
堀内　　泉

02172000120 一級建築士 ほりえ建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
堀江　謙一

02172000156 二級建築士 サンプロ建築設計一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
高松　伸幸

021722000181 二級建築士 サンプロ建築設計一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
勝野　倫正

01-17-04805 一級建築士

02172000115 二級建築士 (株)滝澤工務店一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
藤原　孝之

02172000117 一級建築士 (株)滝澤工務店一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
米山　哲矢

02172000114 一級建築士 姉嵜建築研究所 2021年3月31日まで 松筑 会員
姉嵜　昭夫

02172000110 一級建築士 (株)滝澤工務店一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
滝澤　　顕

N1720-174 二級建築士 （株）日本ハウスホールディングス松本営業所 2021年3月31日まで 松筑
郷田　秀一

N1720-175 二級建築士 （株）日本ハウスホールディングスＪ−エポックホーム松本建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑
上山　博司

02172000083 一級建築士 斎藤建築デザイン室 2021年3月31日まで 松筑 会員
斎藤　　治

(株) 日本住宅
保証検査機構

（JIO）
(株) 日本住宅
保証検査機構

（JIO）
(株) 日本住宅
保証検査機構

（JIO）
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　 〒390-0861 　
長野県松本市蟻ケ崎１丁目１番３８号
TEL:0263-32-9778

　 〒399-7411 　
長野県松本市中川３２４２－１
TEL:0263-64-2228

　 〒390-0875 　
長野県松本市城西２－１－４　門屋ビル３階
TEL:0263-50-8372

　 〒390-0221 　
長野県松本市里山辺３３９０－２０
TEL:0263-32-1368

　 〒390-0871 　
長野県松本市桐３丁目１－１４
TEL:0263-34-1010

　 〒399-0014 　
長野県松本市平田東２－１－１
TEL:0263-86-2822

　 〒399-0014 　
長野県松本市平田東２－１－１
TEL:0263-86-2822

　 〒390-0841 　
長野県松本市渚４丁目４番２号
TEL:0263-25-0480

　 〒399-0039 　
長野県松本市小屋南１丁目１３番１号
TEL:0263-85-2525

　 〒390-0852 　
長野県松本市島立1095-1
TEL:0263-48-2222

　 〒390-0833 　
長野県松本市双葉９番２８号　ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ３階
TEL:0263-26-9138

ﾄｴﾀﾞ　ﾖｼﾋﾛ 〒390-0847 　
長野県松本市笹部１－３－６
TEL:0263-28-3131

　 〒390-0306 　
長野県松本市大字南浅間６２６－１
TEL:0263-46-0143

　 〒390-0306 　
長野県松本市大字南浅間６２６－１
TEL:0263-46-0143

　 〒390-8639 　
長野県松本市宮渕1-3-30
TEL:0263-32-8855

02172000158 二級建築士 株式会社アスピア一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
澤地　和宏

02-17-02192 二級建築士 甲信ｱﾙﾌﾟｽﾎｰﾑ株式会社一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
戸枝　善弘

01-17-02179 一級建築士 時遊空間制作工房ism 2021年3月31日まで 松筑 会員
矢口　拓

01-17-05733 一級建築士 時遊空間制作工房ism 2021年3月31日まで 松筑 会員
矢口　則義

02-17-09456 二級建築士 株式会社アルプスピアホーム二級建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
茅野　定紀

01-17-02195 一級建築士 降幡建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
降幡　　真

01-17-02162 一級建築士 (有)建築パルティ設計集団 2021年3月31日まで 松筑 会員
堀内　　浩

01-17-02185 一級建築士 一級建築士事務所ハシバテクノス(株) 2021年3月31日まで 松筑 会員
中條　　弘

01-17-02186 一級建築士 一級建築士事務所ハシバテクノス(株) 2021年3月31日まで 松筑 会員
上條　淳司

02-17-02202 二級建築士 原山組二級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
塚原　茂雄

02172000301 一級建築士 株式会社Y建築設計 2021年3月31日まで 松筑 会員
熊谷　善紀

02172000376 一級建築士 岩原一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
岩原　　忍

02172000619 二級建築士 川窪建設一級建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
高山　勝広

02172000259 一級建築士 有限会社渡辺建築設計事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
渡邊　　徹

021722000267 二級建築士 斉藤建築一級建築士事務所 2021年3月31日まで 松筑 会員
齋藤　一徳
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ｲｲｼﾞﾏ　ﾋﾛﾐ 〒399-8101
長野県安曇野市三郷明盛４７７４−９
TEL:0263-77-1611

ｺｲｹ　ﾋﾛﾕｷ 〒399-8101
長野県安曇野市三郷明盛２９６９−１１
TEL:0263-77-5859

ﾏﾙﾔﾏ　ｶｽﾞｼｹﾞ 〒399-8201
長野県安曇野市豊科南穂高４５５９−４
TEL:0263-72-5004

ｻﾙﾀ　ｽｽﾑ 〒399-8101
長野県安曇野市三郷明盛１５００−１８
TEL:0263-77-2627

ﾀｶﾊｼ　ﾖｼﾄ 〒399-8203
長野県安曇野市豊科田沢６８０２
TEL:0263-87-5023

ﾋﾗｲ　ﾏｺﾄ 〒399-8303
長野県安曇野市穂高４４８６−８
TEL:0263-82-2018

ﾖｼｶﾜ　ｶｵﾙ 〒399-9211
長野県北安曇郡白馬村大字神城２４６７３−２
TEL:0261-75-2171

ﾖｺｻﾜ　ｹｲｲﾁ 〒398-0004
長野県大町市常盤６８９５−１３５
TEL:0261-22-8035

ﾂｼﾞｶﾜ　ｱｷﾗ 〒399-9422
長野県北安曇郡小谷村大字千国乙１２８５６−イ−１
TEL:0261-82-2130

ﾊﾔｶﾜ　ﾏｻｷ 〒398-0002
長野県大町市大町４３７６
TEL:0261-22-0456

ﾔｸﾞﾁ　ﾉﾘｶﾂ 〒399-9301
長野県北安曇郡白馬村大字北城３０２０−８７
TEL:0261-72-4120

ｳﾒﾀﾞ　ﾄｼｵ 〒398-0004
長野県大町市常盤５６２５−５０
TEL:0261-23-3554

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾖｼ 〒399-8602
長野県北安曇郡池田町大字会染４８３１−１
TEL:0261-62-9392

ｺﾊﾞﾔｼ　ｹﾝｲﾁ 〒399-8602
長野県北安曇郡池田町大字会染４８３１−１
TEL:0261-62-9392

ﾏﾂﾓﾄ　ﾏｻﾔ 〒398-0002
長野県大町市大町３２０４−７
TEL:0261-85-2790

N1720-115 一級建築士 大町ぶぶ一級建築士事務所 2021年3月31日まで 大北
松本　昌也

N1720-078 一級建築士 小林建築設計事務所 2021年3月31日まで 大北 会員
小林　正芳

N1720-079 二級建築士 小林建築設計事務所 2021年3月31日まで 大北 会員
小林　健一

N1720-032 二級建築士 （株）守破離 2021年3月31日まで 大北
矢口　典克

N1720-033 二級建築士 泉二級建築設計事務所 2021年3月31日まで 大北
梅田　敏男

N1720-013 一級建築士 （有）アトリ企画事務所 2021年3月31日まで 大北 会員
辻川　彰

N1720-018 一級建築士 （株）早川組 2021年3月31日まで 大北
早川　正記

N1720-001 一級建築士 吉川Ａ・Ｓ設計一級建築士事務所 2021年3月31日まで 大北 会員
吉川　馨

N1720-002 二級建築士 設計室Ｋ’ｓ 2021年3月31日まで 大北
横澤　圭一

N1720-121 一級建築士 （有）無相建築工房 2021年3月31日まで 安曇野
高橋　善門

N1720-132 一級建築士 （株）イトウ 2021年3月31日まで 安曇野 会員
平井　信

N1720-110 一級建築士 祥設計一級建築士事務所 2021年3月31日まで 安曇野
丸山　和重

N1720-119 一級建築士 良和設計事務所 2021年3月31日まで 安曇野
猿田　将

N1720-084 一級建築士 イブキ一級建築士事務所 2021年3月31日まで 安曇野
飯島　廣海

N1720-091 一級建築士 小池建築室 2021年3月31日まで 安曇野
小池　博行
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ｼﾉﾊﾗ　ﾏｻﾄｼ 〒382-0098
長野県須坂市墨坂南４−１−２０
TEL:026-245-1697

ﾄﾐｵｶ　ﾀｹﾖｼ 〒381-0207
長野県上高井郡小布施町大字押羽５６８
TEL:026-247-3705

ﾀｹｳﾁ　ｼﾝｿﾞｳ 〒382-0098
長野県須坂市墨坂南１−１５−４
TEL:026-248-7314

ｻｶｲ　ﾕｷｵ 〒382-0043
長野県須坂市下八町２０２８−１
TEL:026-248-3059

ﾖﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 〒382-0023
長野県須坂市米子６９７
TEL:026-477-7940

ﾊﾔｶﾜ　ﾘｮｳ 〒382-0002
長野県須坂市北旭ヶ丘３１４９−１０
TEL:026-245-2436

ﾅｶﾞｲ　ｻﾌﾞﾛｳ 〒382-0011
長野県須坂市本郷町２５１８−２
TEL:026-246-8229

　 〒382-0041 　
長野県須坂市大字米持１４１－１１
TEL:090-2252-0407

ﾅｶｼﾞｮｳ　ﾄﾓｱｷ 〒383-0012
長野県中野市一本木６６５−７
TEL:0269-22-6679

　 〒383-0021 　
長野県中野市西２丁目５番１１号
TEL:0269-22-3175

　 〒383-0021 　
長野県中野市西２丁目５番１１号
TEL:0269-22-3175

　 〒383-0021 　
長野県中野市西２丁目５番１１号
TEL:0269-22-3175

　 〒383-0021 　
長野県中野市西２丁目５番１１号
TEL:0269-22-3175

　 〒383-0025 　
長野県中野市三好町２－２－１２
TEL:0269-22-5438

　 〒383-0014 　
長野県中野市諏訪町３－２２
TEL:0269-22-4844

02172000348 一級建築士 (株)土屋建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 中高 会員
土屋　　徹

中高 会員
永池　宏文

021722000171 一級建築士 中野土建一級建築士事務所 2021年3月31日まで 中高 会員
渡辺　賢一

021722000488 一級建築士 中山建築設計事務所 2021年3月31日まで 中高 会員
中山　雅登

02172000381 一級建築士 中野土建一級建築士事務所 2021年3月31日まで 中高 会員
関口　和則

02172000228 一級建築士 中野土建一級建築士事務所 2021年3月31日まで 中高 会員
高橋　陽子

N1720-073 二級建築士 （有）仲條建築 2021年3月31日まで 中高
仲條　友章

02172000070 一級建築士 中野土建一級建築士事務所 2021年3月31日まで

N1720-042 二級建築士 八田建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 須高
早川　諒

N1720-171 一級建築士 ナガイ建築設計事務所 2021年3月31日まで 須高 会員
永井　三郎

02172000252 一級建築士 デザインイット建築設計室 2021年3月31日まで 須高 会員
岩井　鉄矢

N1720-025 一級建築士 ＹｕＫｉ設計事務所 2021年3月31日まで 須高
酒井　幸夫

N1720-041 二級建築士 オープンデザイン二級建築士事務所 2021年3月31日まで 須高
依田　純一

N1720-017 二級建築士 冨岡建設 2021年3月31日まで 須高
冨岡　健孝

N1720-020 一級建築士 （有）新光創建 2021年3月31日まで 須高
竹内　新蔵

N1720-003 二級建築士 篠原一級建築士事務所 2021年3月31日まで 須高 会員
篠原　正敏
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　 〒383-0012 　
長野県中野市一本木４４１－１
TEL:0269-26-4043

　 〒383-0022 　
長野県中野市中央４－８９５－１
TEL:0269-22-6511

ｶｽｶﾞﾊﾗ　ｶｽﾞﾄ 〒388-8012
長野県長野市篠ノ井二ツ柳１９８８−１
TEL:026-217-1855

ｵｶﾞﾜ　ｴﾂｺ 〒381-1222
長野県長野市松代町豊栄５７３２
TEL:026-278-6405

ﾆｼｻﾞﾜ　ﾏﾅﾌﾞ 〒380-0914
長野県長野市稲葉７０９−３　Ｙ・Ａビル３０３号
TEL:026-276-3485

ﾌｼﾞﾓﾄ　ｱﾂｼ 〒381-2222
長野県長野市金井田１６８
TEL:090-3215-5753

ﾐﾔﾀ　ｿｳｲﾁ 〒381-2205
長野県長野市青木島町大塚１３１−１
TEL:026-285-3212

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾅｵ 〒380-0813
長野県長野市緑町１６６１−１１
TEL:026-225-9844

ﾊﾗﾔﾏ　ﾏｻﾋﾃﾞ 〒381-0042
長野県長野市稲田４−１３−２４
TEL:026-296-0998

ﾂｶﾊﾗ　ｺｳｲﾁ 〒380-0802
長野県長野市上松３−１３−８
TEL:026-241-3615

ﾅｶﾞｻﾜ　ﾄｼﾌﾐ 〒381-1222
長野県長野市松代町豊栄６４１４−５
TEL:026-278-4111

ﾔﾏﾓﾄ　ﾂﾈｵ 〒381-2217
長野県長野市稲里町中央３−２９−６
TEL:026-254-6665

ｺﾊﾞﾔｼ　ｷﾞｲﾁ 〒389-1305
長野県上水内郡信濃町大字柏原２３７８−１７
TEL:026-255-4330

ﾔﾏｷﾞｼ　ｶｽﾞｵ 〒380-0815
長野県長野市田町２１２０
TEL:026-232-6367

ﾈﾂ　ｱﾂｺ 〒381-0043
長野県長野市吉田４−７−５１
TEL:026-244-0113

02172000484 一級建築士 Ｈｏｒｉプラン建築士事務所 2021年3月31日まで 中高 会員
堀内　臣夫

02172000515 一級建築士 (株)丸ト藤沢建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 中高 会員
松橋　真輝子

N1720-035 一級建築士 （有）山喜志商会 2021年3月31日まで 長野
山岸　一男

N1720-036 二級建築士 エースタイル二級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野
祢津　厚子

N1720-026 一級建築士 （株）山本建築事務所 2021年3月31日まで 長野
山本　恒夫

N1720-029 一級建築士 小林儀市一級設計事務所 2021年3月31日まで 長野
小林　儀市

N1720-023 一級建築士 （有）基設計 2021年3月31日まで 長野 会員
塚原　幸一

N1720-024 二級建築士 （株）春原木材二級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野
長澤　俊史

N1720-016 一級建築士 （株）スペースプロ 2021年3月31日まで 長野 会員
小林　正直

N1720-019 二級建築士 原山設計工房二級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野
原山　政英

N1720-012 一級建築士 ＱＡ建築総合相談所 2021年3月31日まで 長野
藤本　厚

N1720-015 一級建築士 宮田工業（株） 2021年3月31日まで 長野
宮田　宗一

N1720-006 一級建築士 トモエ設計室 2021年3月31日まで 長野
小川　悦子

N1720-011 一級建築士 ウエスト企画設計事務所 2021年3月31日まで 長野
西澤　學

N1720-004 一級建築士 （株）北澤工務店 2021年3月31日まで 長野
春日原　和人
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ﾃﾗｼﾏ　ﾀﾀﾞｼ 〒380-0802
長野県長野市上松４−８−１８
TEL:026-241-1392

ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾋﾃﾞﾋｺ 〒381-2247
長野県長野市青木島１−２２−７
TEL:026-284-4701

ｲｼﾀﾞ　ﾏｻﾂｸﾞ 〒381-0025
長野県長野市北長池２４９−４
TEL:026-221-1550

ｼｹﾞﾏﾂ　ﾋｻｼ 〒389-1313
長野県上水内郡信濃町古間４３８−２
TEL:026-255-6532

ｻﾄｳ　ﾉﾌﾞｱｷ 〒389-1305
長野県上水内郡信濃町大字柏原３９０−１
TEL:026-255-1000

ﾐﾔｷﾞ　ｼｮｳｼﾞ 〒381-0101
長野県長野市若穂綿内８７６０
TEL:026-282-2017

ｲﾉﾏﾀ　ﾏｻﾖｼ 〒381-0034
長野県長野市大字高田３５５−１
TEL:026-226-7289

ｱｲｻﾞﾜ　ﾉﾌﾞｵ 〒381-1221
長野県長野市松代町東条１６９７−１
TEL:026-278-3763

ﾅｶｻﾞﾜ　ｶｽﾞｵ 〒381-0023
長野県長野市風間８４９−２
TEL:026-221-9734

ｼｽﾞﾔ　ﾖｼｱｷ 〒389-1206
長野県上水内郡飯綱町普光寺９４６−１
TEL:026-253-2296

ﾐｽﾞﾉ　ｹﾝ 〒381-2205
長野県長野市青木島町大塚６７２
TEL:026-284-0696

　 〒381-0014 　
長野県大字北尾張部７６５番地
TEL:026-241-1121

　 〒380-0803 　
長野県三輪８丁目１６－１８
TEL:026-235-1171

　 〒380-0813 　
長野県長野市緑町１６３１
TEL:026-235-3311

　 〒380-0803 　
長野県長野市三輪７丁目６番１号
TEL:026-235-1002

相野　　徹

02172000087 一級建築士 株式会社中村建築研究所 2021年3月31日まで 長野 会員
髙橋　利行

02172000340 一級建築士 株式会社鹿熊組一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野 会員
齋藤　　浄

長野 会員
小山　芳郎

2021年3月31日まで 長野
水野　健

02172000184 一級建築士 長電建設(株)一級建築士事務所 2021年3月31日まで

02172000056 一級建築士 株式会社相互一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野 会員

N1720-176 一級建築士 中澤勝一建築一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野
相澤　信雄

N1720-178 一級建築士 玄設計事務所 2021年3月31日まで 長野
中澤　和男

N1720-179 二級建築士 静谷二級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野
静谷　嘉明

N1720-181 一級建築士 水野建設一級建築士事務所

N1720-170 二級建築士 田尻設計事務所 2021年3月31日まで 長野
宮城　昌司

N1720-173 一級建築士 （有）猪俣建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野
猪俣　正由

N1720-074 一級建築士 森のめぐみ一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野
重松　寿

N1720-101 一級建築士 佐藤建築設計室 2021年3月31日まで 長野 会員
佐藤　修明

N1720-040 一級建築士 （株）スペースプラン 2021年3月31日まで 長野 会員
石田　雅基

N1720-037 一級建築士 寺島建設（株） 2021年3月31日まで 長野 会員
寺嶋　正

N1720-038 一級建築士 （株）山口設計事務所 2021年3月31日まで 長野 会員
山口　英彦
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　 〒380-0803 　
長野県長野市三輪７丁目６番１号
TEL:026-235-1002

　 〒380-0803 　
長野県長野市三輪７丁目６番１号
TEL:026-235-1002

　 〒381-0022 　
長野県長野市北長池１６６７
TEL:026-213-8855

　 〒381-2206 　
長野県長野市青木島町大塚１５６２－３４０
TEL:026-223-7761

　 〒381-1231 　
長野県長野市松代町松代１５５
TEL:026-298-2216

　 〒380-0835
長野県新田町１４６４　第2銀座ビル4F
TEL:026-264-5555

　 〒380-0835
長野県新田町１４６４　第2銀座ビル4F
TEL:026-264-5555

　 〒380-0803 　
長野県長野市三輪１－２－１３
TEL:026-241-1181

　 〒380-0803 　
長野県長野市三輪１－２－１３
TEL:026-241-1181

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾛﾔｽ 〒389-2412
長野県飯山市大字常郷５８−１
TEL:0269-65-2245

ｲﾁﾉｾ　ﾄｼｵ 〒389-2412
長野県飯山市大字常郷５８−１
TEL:0269-65-2245

ﾀｶﾔﾅｷﾞ　ｶﾂｱｷ 〒389-2255
長野県飯山市大字静間３３９０−１
TEL:0269-62-3344

　 〒389-2412 　
長野県飯山市大字常郷２２２１
TEL:0269-65-2215

　 〒389-2412 　
長野県飯山市大字常郷２２２１
TEL:0269-65-2215

　 〒389-2254 　
長野県飯山市南町２３－２２
TEL:0269-62-0136

飯水 会員
中沢　　茂

02172000134 一級建築士 江口建築事務所 2021年3月31日まで

二級建築士 共和建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野 会員
丸山　啓一

N1720-021 二級建築士 （株）村上建設 2021年3月31日まで 飯水
渡辺　弘康

N1720-022

飯水 会員
江口　信行

二級建築士 （株）村上建設 2021年3月31日まで 飯水
一之瀬　寿雄

01-17-05190 一級建築士 共和建設一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野 会員
丹羽　正道

01-17-05185 一級建築士 三同建築システム一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野 会員
小林　　淳

02-17-04776 二級建築士 小山木材一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野 会員
小山　正晃

02-17-02198 二級建築士 東邦建工株式会社一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野 会員
西澤　健治

02-17-02194 二級建築士 東邦建工株式会社一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野 会員
宮尾　孝司

02-17-05194

02172000520 一級建築士 長電建設(株)一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野 会員
岸田　奈津子

02172000433 一級建築士 長電建設(株)一級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野 会員
石川　靖幸

02-17-02208 二級建築士 炭平コーポレイション(株)二級建築士事務所 2021年3月31日まで 長野 会員
萩原　幸治

2021年3月31日まで 飯水 会員
仲條　楯一

02172000135 一級建築士 江口建築事務所 2021年3月31日まで

N1720-028 一級建築士 （株）北誠商事 2021年3月31日まで 飯水 会員
高柳　克章

02172000260 一級建築士 飯山ブロック株式会社仲條一級建築士事務所

(株) 日本住宅
保証検査機構

（JIO）
(株) 日本住宅
保証検査機構

（JIO）
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285 　 　 　 　 179
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