
①参加登録団体

団体名称 参加登録日 HP

一般社団法人　日本ツーバイフォー建築協会 令和2年7月1日 https://www.2x4assoc.or.jp/

①に所属する建築士事務所

建築士事務所名 登録番号 所在地

大東建託株式会社 秋田支店一級建築士事務所 第１８－１０Ａ－０８１８号 秋田県秋田市山王７丁目２番１４号

大東建託株式会社 仙台支店一級建築士事務所 第１８０１０１１６号 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１－３０南町通有楽館ビルディング　１階

大東建託株式会社 郡山支店一級建築士事務所 第１２（７１０）０６７９号　 福島県郡山市本町二丁目３９２番地の１４エクセレンシィ１階

大東建託株式会社 新潟支店一級建築士事務所 （ト）第２３９８号 新潟県新潟市中央区和合町１丁目９番１７号プラシード　１階

大東建託株式会社 長野支店一級建築士事務所 （長野）Ｅ第３Ｘ０１１号 長野県長野市中御所１丁目２６番２０号

大東建託株式会社 金沢支店一級建築士事務所 第１３０００号 石川県金沢市西念２丁目２番１０号

大東建託株式会社 熊谷支店一級建築士事務所 （５）第７１１８号 埼玉県熊谷市中央４丁目１番１１号

大東建託株式会社 さいたま支店一級建築士事務所 （５）第７１２０号 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目６２番地

大東建託株式会社 水戸支店一級建築士事務所 第Ａ２４２５号 茨城県水戸市元吉田町１１６０－１６

大東建託株式会社 松戸支店一級建築士事務所 第１－１６０４－６６１０号　 千葉県松戸市東松戸２丁目１３－１アルカ　フェリーチェ１Ｆ

大東建託株式会社 台東支店一級建築士事務所 第５７５５１号　 東京都台東区上野７－７－６ＭＰＲ上野駅前ビル５F

大東建託株式会社 中野支店一級建築士事務所 第５７５５８号　 東京都中野区本町３丁目３０－４ＫＤＸ中野坂上ビル３階

大東建託株式会社 国分寺支店一級建築士事務所 第４５１１５号 東京都国分寺市本町２丁目１２－２大樹生命国分寺ビル　７Ｆ

大東建託株式会社 青梅支店一級建築士事務所 第４５１６６号 東京都青梅市河辺町１０丁目８番地の５スカイガーデンタワー

大東建託株式会社 藤沢支店一級建築士事務所 第１０９３０号 神奈川県藤沢市石川１丁目３番地の５ファミリアレアーレ１階

大東建託株式会社 厚木支店一級建築士事務所 第１０９３２号 神奈川県厚木市岡田３丁目１番２０号グランツ・フィオーレ　１階

大東建託株式会社 静岡支店一級建築士事務所 （５）第５４８０号 静岡県静岡市駿河区東静岡２丁目５－１７グラン　フレール１階

大東建託株式会社 浜松支店一級建築士事務所 （５）第５４７５号 静岡県浜松市南区高塚町４８３５番地の１エアリス１Ｆ

大東建託株式会社 名古屋設計センター一級建築士事務所 （い－３０）第１３５３４号 愛知県名古屋市中川区福住町１番１５号

大東建託株式会社岐阜支店一級建築士事務所 第１０３６０号 岐阜県岐阜市城東通５丁目２８－１メルヴェーユ１階

大東建託株式会社 滋賀支店一級建築士事務所 （ホ）第１３９８号　 滋賀県大津市一里山２丁目１番２２号

大東建託株式会社 京都支店一級建築士事務所 （２７Ａ）第００５１８号　 京都府京都市伏見区竹田藁屋町７２アクアパレス１Ｆ

大東建託株式会社 枚方支店一級建築士事務所 （イ）第２５８８０号 大阪府枚方市田口山１丁目２１－１０号

大東建託株式会社 大阪支店一級建築士事務所 （イ）第２５８７６号 大阪府茨木市畑田町１２－１０アルンドーインディカ茨木　１階 

大東建託株式会社 高知支店一級建築士事務所 第６８７号 高知県高知市潮新町２丁目１８番１４号フィオーレ鏡川

大東建託株式会社 倉敷支店一級建築士事務所 第１３２９０号　 岡山県倉敷市阿知１丁目４番３　

大東建託株式会社 広島支店一級建築士事務所 １８（１）第３２２０号 広島県広島市西区中広町３丁目３－２３

大東建託株式会社 徳山支店一級建築士事務所 Ｄ第２２６６号 山口県周南市大字久米２９１４番地１ビッグイースト１階

大東建託株式会社 福岡支店一級建築士事務所 第１－１１８４２号 福岡県福岡市博多区吉塚３丁目５番５０号シャンテ吉塚　
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大東建託株式会社 久留米支店一級建築士事務所 第１－５０５０５号 福岡県久留米市山川野口町１２番３４Ｂｒｕｎｏ久留米　１階

大東建託株式会社 熊本支店一級建築士事務所 第１７５２号 熊本県熊本市南区江越二丁目２４番５号シュペリエル１階

大東建託株式会社 沖縄設計センター一級建築士事務所 第１７０－１７５６号　 沖縄県那覇市安謝２丁目１番７号

三井ホーム株式会社施設事業本部一級建築士事務所 第３５４０９号 東京都新宿区西新宿６－２４－１

三井ホーム株式会社東北統括支店一級建築士事務所 第１９３１０２０４号 宮城県仙台市若林区新寺１－３－４５

三井ホーム株式会社栃木支店一級建築士事務所 Ａイ第３４７５号 栃木県宇都宮市平松本町１１１２－２

三井ホーム株式会社埼玉事業本部一級建築士事務所 （９）第８３９号 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５

三井ホーム株式会社千葉事業本部一級建築士事務所 第１－１７０９－９５６号 千葉県船橋市浜町２－１－１

三井ホーム株式会社柏支店一級建築士事務所 第１－１６０４－６６１５号 千葉県柏市末広町５－１９

三井ホーム株式会社東京事業本部一級建築士事務所 第１６１７３号 東京都新宿区西新宿２－１－１

三井ホーム株式会社東京南支店一級建築士事務所 第５３２９７号 東京都渋谷区恵比寿南３－５－７

三井ホーム株式会社東京西支店一級建築士事務所 第２１４７２号 東京都武蔵野市中町１－１９－１８

三井ホーム株式会社横浜支店一級建築士事務所 第１４０８７号 神奈川県横浜市西区高島１－１－２

三井ホーム株式会社神奈川支店一級建築士事務所 第３００６号 神奈川県横浜市都筑区中川１－４－１ハウスクエア横浜２階

三井ホーム株式会社湘南支店一級建築士事務所 第５６２２号 神奈川県藤沢市南藤沢４－３

三井ホーム株式会社神奈川ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業部一級建築士事務所 第１６８４５号 神奈川県横浜市都筑区中川１－４－１ハウスクエア横浜４階

三井ホーム株式会社静岡統括支店一級建築士事務所 （８）第２８２０号 静岡県静岡市葵区御幸町１１－３０

三井ホーム株式会社中部事業本部一級建築士事務所 （い-２９）第８８３３号 愛知県名古屋市西区牛島町６－１

三井ホーム株式会社岐阜営業所一級建築士事務所 第１０２１８号 岐阜県岐阜市六条江東２－２－７

三井ホーム株式会社愛知東支店一級建築士事務所 （い-２）第１３８４３号 愛知県岡崎市明大寺本町３－１７

三井ホーム株式会社三重支店一級建築士事務所 第１-１３３５号 三重県四日市市城東町２１－１５

三井ホーム株式会社大阪支店一級建築士事務所 （ホ）第１６９２４号 大阪府大阪市中央区本町４－４－２５

三井ホーム株式会社神戸支店一級建築士事務所 第０１A０２５３１号 兵庫県神戸市東灘区本山南町８－６－２６

三井ホーム株式会社京都支店一級建築士事務所 （０１A）第０２４１９号 京都府京都市中京区壬生仙念町１－１

三井ホーム株式会社滋賀支店一級建築士事務所 （ロ）第２３７２号 滋賀県草津市西渋川１－１－１４

三井ホーム株式会社中国統括支店一級建築士事務所 １８（１）第０９６８号 広島県広島市中区中町９－１２中町三井ビル７階

三井ホーム株式会社岡山支店一級建築士事務所 第１４６８８号 岡山県岡山市北区駅元町１５－１

三井ホーム株式会社九州統括支店一級建築士事務所 第１-１１３９９号 福岡県福岡市博多区東比恵４－２－１０

三菱地所ホーム株式会社　一級建築士事務所 東京都知事登録　第２４８２４号 東京都港区赤坂二丁目１４番27号 国際新赤坂ビル

三菱地所ホーム株式会社　東京西事業部一級建築士事務所 東京都知事登録　第５７１１３号 東京都武蔵野市中町1-11-4　武蔵野ニッセイプラザ

三菱地所ホーム株式会社　関西事業部一級建築士事務所 大阪府知事登録 （ト）第１５２５３号 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワー２F



②参加登録団体

団体名称 参加登録日 HP

一般社団法人 日本木造住宅産業協会 令和2年7月1日 https://www.mokujukyo.or.jp/

②に所属する建築士事務所

建築士事務所名 登録番号 所在地

住友林業（株）　住宅・建築事業本部
東京西支店一級建築士事務所

東京都知事登録　第42765号
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－２０－８
ユフクス吉祥寺ビル

住友林業（株）　住宅・建築事業本部
信州支店一級建築士事務所

長野県知事登録　（長野）Ｅ第35221号
長野県長野市栗田１０００－１
長栄長野東口ビル８階

住友林業（株）　住宅・建築事業本部
名古屋南支店一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い－29）第13330号
愛知県名古屋市東区葵１丁目１９－３０
マザックアートプラザオフィス棟６階

住友林業（株）　住宅・建築事業本部
豊橋支店一級建築士事務所

愛知県知事登録　（いー28）第11410号 愛知県豊橋市佐藤二丁目８番地１０

住友林業（株）　住宅・建築事業本部
浜松支店一級建築士事務所

静岡県知事登録　(6)第4699号 静岡県浜松市中区伝馬町３１２－３２

(株)一条工務店一級建築士札幌事務所 北海道知事登録(石)第5490号 北海道札幌市豊平区豊平三条9丁目2番6号 円美堂ビル1階

(株)一条工務店一級建築士東京事務所 東京都知事登録第43659号 東京都練馬区谷原5-28-30

(株)一条工務店一級建築士大久保事務所 静岡県知事登録(1)第7733号 静岡県浜松市西区大久保町1227番6

(株)一条工務店一級建築士大阪事務所 大阪府知事登録(ﾊ)第21835号 大阪府大阪市鶴見区焼野1丁目南2番

(株)一条工務店一級建築士姫路事務所 兵庫県知事登録第01A03525号 兵庫県加古川市尾上町今福49-1

(株)一条工務店一級建築士高松事務所 香川県知事登録第2022号 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁30

（株）日本ハウスホールディングス
埼玉営業所一級建築士事務所

埼玉県知事登録(5)第6924号 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-35-6 ｴｽﾄ･ﾚｻﾞﾝⅡ

（株）日本ハウスホールディングス
埼玉西営業所二級建築士事務所

埼玉県知事登録(4)第9614号 埼玉県所沢市若狭３丁目2353-1

アサヒグローバル（株）一級建築士事務所 三重県知事登録第　１－１２３６号 三重県四日市市ときわ１丁目２－１８

（株）アキュラホーム埼玉北支店一級建築士事務所 一級　埼玉県知事登録　（2）第10523号 埼玉県熊谷市原島1183-1

（株）アキュラホーム埼玉中央一級建築士事務所 一級　埼玉県知事登録　（1）第11014号 埼玉県越谷市大沢566-1

住友不動産株式会社注文住宅一級建築士事務所 東京都知事登録　第50008号 東京都新宿区西新宿８－１５－１

住友不動産株式会社注文住宅東京一級建築士事務所 東京都知事登録　第60898号 東京都新宿区西新宿８-１５-１ 住友不動産西新宿八丁目ビル４Ｆ

住友不動産株式会社注文住宅神奈川一級建築士事務所 一級　神奈川県知事登録　第１７４５８号 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-5　住友不動産新横浜ビル9階

住友不動産株式会社注文住宅千葉一級建築士事務所 千葉県知事登録　第１－１７０９－８３１９号 千葉県船橋市湊町2-1-1 ニッセイ船橋ビル8階

住友不動産株式会社注文住宅東海一級建築士事務所 大阪府知事登録（イ）第２５３０５号 愛知県名古屋市中区新栄町1-5 栄中央ビル3階

住友不動産株式会社注文住宅関西一級建築士事務所 大阪府知事登録（イ）第２５３０５号 大阪府大阪市福島区福島５丁目１−７　住友不動産西梅田ビル

ポラテック（株）さいたま事業支店
一級建築士事務所 埼玉県知事登録（３）第10117号 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目12番地1

ポラテック（株）常磐事業支店
一級建築士事務所 千葉県知事登録第１-1603-5470号 千葉県松戸市八ヶ崎8-31-10

ポラテック（株）越谷事業支店
一級建築士事務所 埼玉県知事登録（４）第7821号 埼玉県越谷市新越谷1丁目71番地2
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ポラテック（株）一級建築士事務所 埼玉県知事登録（６）第3788号 埼玉県越谷市新越谷1丁目71番地2

ポラテック（株）埼玉南部事業支店
一級建築士事務所 埼玉県知事登録（3）第9534号 埼玉県越谷市新越谷1丁目71番地2

ポラテック（株）特販部
一級建築士事務所 埼玉県知事登録（２）第10729号 埼玉県越谷市新越谷1丁目71番地2

ポラテック（株）京葉事業支店
一級建築士事務所 千葉県知事第1-2004-8616号 千葉県船橋市西船1-1-9

グローバルホーム（株）
一級建築士事務所 埼玉県知事登録（６）第3202号 埼玉県越谷市南越谷二丁目14番31号



③参加登録団体

団体名称 参加登録日 HP

一般社団法人　プレハブ建築協会 令和2年7月1日 https://www.purekyo.or.jp

③に所属する建築士事務所

建築士事務所名 登録番号 所在地

大和ハウス工業株式会社
北海道支社一級建築士事務所

北海道知事登録　（石）第1429号 札幌市東区北六条東８丁目１番１０号

大和ハウス工業株式会社
北海道支社住宅一級建築士事務所

北海道知事登録　（石）第4208号 札幌市東区北六条東８丁目１番１０号

大和ハウス工業株式会社
北海道支社集合住宅一級建築士事務所

北海道知事登録　（石）第5554号 札幌市東区北六条東８丁目１番１０号

大和ハウス工業株式会社
青森支店集合住宅一級建築士事務所

青森県知事登録　第1089号 青森市大字浦町字奥野６２２

大和ハウス工業株式会
社青森支店住宅一級建築士事務所

青森県知事登録　第1520号 青森市大字浦町字奥野６２２

大和ハウス工業株式会社
岩手支社一級建築士事務所

岩手県知事登録　第え（2105）1193号 盛岡市向中野２丁目１番１号

大和ハウス工業株式会社
岩手支社住宅一級建築士事務所

岩手県知事登録　第こ（2212）195号 盛岡市向中野２丁目１番１号

大和ハウス工業株式会社
岩手支社集合住宅一級建築士事務所

岩手県知事登録　第い（2308）1755号 盛岡市向中野２丁目１番１号

大和ハウス工業株式会社
仙台支社建築一級建築士事務所

宮城県知事登録　第16610029号 仙台市泉区泉中央３丁目８番地の１

大和ハウス工業株式会社
仙台支社流通店舗一級建築士事務所

宮城県知事登録　第17610056号 宮城県仙台市泉区泉中央３丁目８－１

大和ハウス工業株式会社
仙台支社住宅一級建築士事務所

宮城県知事登録　第１７０１０１６６号 仙台市泉区泉中央３丁目８番地の１

大和ハウス工業株式会社
仙台支社集合住宅一級建築士事務所

宮城県知事登録　第18910098号 仙台市泉区泉中央３丁目８番地の１

大和ハウス工業株式会社
秋田支店住宅一級建築士事務所

秋田県知事登録　第18-10Ａ-0690号 秋田市大町３丁目２番１０号

大和ハウス工業株式会社
福島支社住宅一級建築士事務所

福島県知事登録　第12（709）0796号 福島県郡山市並木１丁目５－１９

大和ハウス工業株式会社
福島支社集合住宅一級建築士事務所

福島県知事登録　第12（007）0984号 福島県郡山市並木１丁目５－１９

大和ハウス工業株式会社
福島支社建築一級建築士事務所

福島県知事登録　第12（101）0115号 福島県郡山市並木一丁目５－１９

大和ハウス工業株式会社
東京木造住宅一級建築士事務所

東京都知事登録　第61180号 東京都千代田区飯田橋３丁目１３番１号

大和ハウス工業株式会社
東京環境エネルギー事業部一級建築士事務所

東京都知事登録第57511号 東京都千代田区飯田橋３丁目１３番１号

大和ハウス工業株式会社
東京集合一級建築士事務所

東京都知事登録　第53797号 東京都世田谷区玉川台２－１２－３　２Ｆ

大和ハウス工業株式会社
中高層一級建築士事務所

東京都知事登録　第42718号 東京都千代田区飯田橋３丁目１３番１号

大和ハウス工業株式会社
東京流通一級建築士事務所

東京都知事登録　第29266号 東京都千代田区飯田橋３丁目１３番１号

大和ハウス工業株式会社
東京建築一級建築士事務所

東京都知事登録　第10504号 東京都千代田区飯田橋３丁目１３番１号

大和ハウス工業株式会社
東京住宅一級建築士事務所

東京都知事登録　第38190号 東京都千代田区飯田橋３丁目１３番１号

大和ハウス工業株式会社
滋賀支社建築一級建築士事務所

滋賀県知事登録　（ニ）第1678号 滋賀県草津市野路１丁目４番２０号

大和ハウス工業株式会社
つくば支社建築一級建築士事務所

茨城県知事登録　第A3792号（2801） 茨城県つくば市東新井３８番地１

大和ハウス工業株式会社
つくば支社一級建築士事務所

茨城県知事登録　第Ａ0771号（2504） 茨城県つくば市東新井３８番１

大和ハウス工業株式会社
つくば支社住宅一級建築士事務所

茨城県知事登録　第A2379号（3005） 茨城県つくば市東新井３８番１

大和ハウス工業株式会社
つくば支社集合住宅一級建築士事務所

茨城県知事登録　第A3347号（3005） 茨城県つくば市東新井３８番１

https://www.purekyo.or.jp/


大和ハウス工業株式会社
茨城支社建築設計一級建築士事務所

茨城県知事登録　第A2249（2811） 水戸市元吉田町１１９４番地の２４

大和ハウス工業株式会社
茨城支社集合住宅一級建築士事務所

茨城県知事登録　第Ａ3261（2406） 水戸市元吉田町１１９４番地の２４

大和ハウス工業株式会社
茨城支社住宅一級建築士事務所

茨城県知事登録　第A0219号（3103） 水戸市元吉田町１１９４番地の２４

大和ハウス工業株式会社
宇都宮支社住宅一級建築士事務所

栃木県知事登録　Aト第0946号 宇都宮市平松本町１１１１－２

大和ハウス工業株式会社
宇都宮支社集合住宅一級建築士事務所

栃木県知事登録　Ａロ第3205号 宇都宮市平松本町１１１１－２

大和ハウス工業株式会社
宇都宮支社建築一級建築士事務所

栃木県知事登録　Aト第1288号 宇都宮市平松本町１１１１－２

大和ハウス工業株式会社
小山支店集合住宅一級建築士事務所

栃木県知事登録　Aロ第3212号 栃木県小山市西城南４丁目２０番地８

大和ハウス工業株式会社
小山支店住宅一級建築士事務所

栃木県知事登録　Aハ第2944号 栃木県小山市西城南４丁目２０番地８

大和ハウス工業株式会社
群馬支社建築一級建築士事務所

群馬県知事登録　第2542号 群馬県高崎市大八木町３０００番２

大和ハウス工業株式会社
群馬支社集合住宅一級建築士事務所

群馬県知事登録　第4209号 群馬県高崎市大八木町３０００番地２

大和ハウス工業株式会社
群馬支社住宅一級建築士事務所

群馬県知事登録　第881号 群馬県高崎市大八木町３０００番地２

大和ハウス工業株式会社
群馬支社両毛住宅一級建築士事務所

群馬県知事登録　第3350号 群馬県太田市石原町２７８－４

大和ハウス工業株式会社
埼玉支社建築一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（3）第9525号
さいたま市中央区新都心１１番地１

ＪＲさいたま新都心ビル
大和ハウス工業株式会社

埼玉支社住宅一級建築士事務所
埼玉県知事登録　（14）第31号

さいたま市中央区新都心１１番地１
ＪＲさいたま新都心ビル

大和ハウス工業株式会社
埼玉支社流通一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（7）第3038号
さいたま市中央区新都心１１番地１

ＪＲさいたま新都心ビル
大和ハウス工業株式会社

埼玉支社集合住宅一級建築士事務所
埼玉県知事登録　（5）第7475号

さいたま市中央区新都心１１番地１
ＪＲさいたま新都心ビル

大和ハウス工業株式会社
埼玉西支社住宅一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（7）第1865号 埼玉県川越市新宿町１丁目８番地８

大和ハウス工業株式会社
埼玉西支社一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（5）第6654号 埼玉県川越市新宿町１丁目８番地８

大和ハウス工業株式会社
埼玉西支社集合住宅一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（3）第9773号 埼玉県川越市新宿町一丁目８番地８

大和ハウス工業株式会社
埼玉東支社住宅一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（3）第9809号 埼玉県越谷市新越谷２丁目１７番地１０

大和ハウス工業株式会社
埼玉東支社建築一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（4）第8749号 埼玉県越谷市新越谷２丁目１７番地１０

大和ハウス工業株式会社
埼玉東支社集合住宅一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（5）第6159号 埼玉県越谷市新越谷２丁目１７番地１０

大和ハウス工業株式会社
千葉支社　住宅一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1701-70号 千葉県千葉市緑区おゆみ野３丁目１９番地４

大和ハウス工業株式会社
千葉支社集合住宅一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1809-7098号 千葉県千葉市緑区おゆみ野３丁目１９番地４

大和ハウス工業株式会社
千葉中央支社流通一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1605-7491号 千葉県船橋市本郷町４５６－１

大和ハウス工業株式会社
千葉中央支社集合住宅一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1805-7040号 千葉県船橋市葛飾町２丁目４０６番

大和ハウス工業株式会社
千葉中央支社建築一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1310-2786号 千葉県船橋市葛飾町２丁目４０６番

大和ハウス工業株式会社
千葉中央支社住宅一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1505-5282号 千葉県船橋市葛飾町２丁目４０６番

大和ハウス工業株式会社
柏支社住宅一級建築士事務所

千葉県知事登録  第1-1510-5380号 千葉県柏市柏２６０番４

大和ハウス工業株式会社
柏支社一級建築士事務所

千葉県知事登録  第1-1804-1679号 千葉県柏市柏２６０番４

大和ハウス工業株式会社
柏支社集合住宅一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1810-7127号 千葉県柏市柏２６０番４

大和ハウス工業株式会社
城東支社集合住宅一級建築士事務所

東京都知事登録　第55174号 東京都江戸川区瑞江４丁目５１－１０

大和ハウス工業株式会社
城東支社流通一級建築士事務所

東京都知事登録　第62889号 東京都江戸川区瑞江４丁目５１－１０

大和ハウス工業株式会社
南多摩支店住宅一級建築士事務所

東京都知事登録　第41280号 東京都八王子市南大沢１－８－２



大和ハウス工業株式会社
南多摩支店集合住宅一級建築士事務所

東京都知事登録　第55260号 東京都八王子市南大沢１－８－２

大和ハウス工業株式会社
多摩支店一級建築士事務所

東京都知事登録　第22993号 東京都立川市泉町９３５－２８

大和ハウス工業株式会社
多摩支店住宅一級建築士事務所

東京都知事登録　第55364号 東京都立川市泉町９３５－２８

大和ハウス工業株式会社
多摩支店集合住宅一級建築士事務所

東京都知事登録　第55687号 東京都立川市泉町９３５－２８

大和ハウス工業株式会社
武蔵野支社集合住宅一級建築士事務所

東京都知事登録　第12631号 東京都小金井市緑町２丁目１番３４

大和ハウス工業株式会社
武蔵野流通一級建築士事務所

東京都知事登録　第48780号 東京都小金井市緑町２丁目１番３４

大和ハウス工業株式会社
武蔵野住宅一級建築士事務所

東京都知事登録　第58555号 東京都小金井市緑町２丁目１番３４号

大和ハウス工業株式会社
横浜支社集合一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第5760号 横浜市西区みなとみらい３丁目６番１号

大和ハウス工業株式会社
横浜支社建築一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第15883号 横浜市西区みなとみらい３丁目６番１号

大和ハウス工業株式会社
横浜支社住宅一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第2999号 横浜市西区みなとみらい３丁目６番１号

大和ハウス工業株式会社
横浜支社流通一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第3061号 横浜市西区みなとみらい３丁目６番１号

大和ハウス工業株式会社
川崎支社集合住宅一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第11959号
神奈川県川崎市幸区新川崎７番７号

産学交流・研究開発施設（ＡＩＲＢＩＣ）５階
大和ハウス工業株式会社

川崎支社住宅一級建築士事務所
神奈川県知事登録　第15044号

川崎市幸区新川崎７番７号
産学交流・研究開発施設（ＡＩＲＢＩＣ）５階

大和ハウス工業株式会社
厚木支社住宅一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第2658号 神奈川県厚木市酒井３１２０番地

大和ハウス工業株式会社
厚木支社建築一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第6227号 神奈川県厚木市酒井３１２０番地

大和ハウス工業株式会社
厚木支社集合住宅一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第15149号 神奈川県厚木市酒井３１２０番地

大和ハウス工業株式会社
湘南支店住宅一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第12270号 神奈川県藤沢市辻堂元町６丁目５番２３番

大和ハウス工業株式会社
湘南支店集合住宅一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第15107号 神奈川県藤沢市辻堂元町６丁目５番２３番

大和ハウス工業株式会社
山梨支店住宅一級建築士事務所

山梨県知事登録　（梨）第1-281883号 山梨県甲府市貢川本町４－１９

大和ハウス工業株式会社
山梨支店集合住宅一級建築士事務所

山梨県知事登録　（梨）第1-301817号 山梨県甲府市貢川本町４番１９号

大和ハウス工業株式会社
山梨支店建築一級建築士事務所

山梨県知事登録　（梨）第1-011671号 山梨県甲府市貢川本町４番１９号

大和ハウス工業株式会社
富山支店　住宅　一級建築士事務所

富山県知事登録　第(3)1806号 富山市布瀬本町４番８

大和ハウス工業株式会社
富山支店　一級建築士事務所

富山県知事登録　第（11）269号 富山市布瀬本町４番８

大和ハウス工業株式会社
富山支店　集合住宅　一級建築士事務所

富山県知事登録　第（３）1843号 富山市布瀬本町４番８

大和ハウス工業株式会社
金沢支社集合住宅一級建築士事務所

石川県知事登録　第1156号 石川県金沢市鞍月５丁目５７番地

大和ハウス工業株式会社
金沢支社住宅一級建築士事務所

石川県知事登録　第13479号 石川県金沢市鞍月５丁目５７番地

大和ハウス工業株式会社
金沢支社建築一級建築士事務所

石川県知事登録　第13091号 石川県金沢市鞍月５丁目５７番地

大和ハウス工業株式会社
福井支店住宅一級建築士事務所

福井県知事登録　第い-1263号 福井県福井市和田中２丁目２１０１番地

大和ハウス工業株式会社
福井建築一級建築士事務所

福井県知事登録　第い-249号 福井県福井市和田中２丁目２１０１番地

大和ハウス工業株式会社
福井支店集合住宅一級建築士事務所

福井県知事登録　第い-1528号 福井県福井市和田中２丁目２１０１番地

大和ハウス工業株式会社
新潟支社集合住宅一級建築士事務所

新潟県知事登録　（ニ）第3902号 新潟市中央区堀之内南１丁目３１番１４号

大和ハウス工業株式会社
新潟支社住宅一級建築士事務所

新潟県知事登録　（ホ）第3294号 新潟市中央区堀之内南１丁目３１番１４号

大和ハウス工業株式会社
新潟支社建築一級建築士事務所

新潟県知事登録　（ヘ）第2912号 新潟市中央区堀之内南１丁目３１番１４号

大和ハウス工業株式会社
長野支店住宅一級建築士事務所

長野県知事登録　（長野）M第23032号 長野市平林１丁目３６番３号



大和ハウス工業株式会社
長野支店建築一級建築士事務所

長野県知事登録　（長野）F第35311号 長野市平林１丁目３６番３号

大和ハウス工業株式会社
長野支店集合住宅一級建築士事務所

長野県知事登録　（長野）C第39082号 長野市平林１丁目３６番３号

大和ハウス工業株式会社
松本支店住宅一級建築士事務所

長野県知事登録　（松本）E第23081号 長野県松本市島立８７２番地の２

大和ハウス工業株式会社
松本支店建築一級建築士事務所

長野県知事登録　（松本）D第56011号 長野県松本市島立８７２番地の２

大和ハウス工業株式会社
松本支店集合住宅一級建築士事務所

長野県知事登録　（松本）C第42171号 長野県松本市島立８７２番地の２

大和ハウス工業株式会社
名古屋支社住宅一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-28）第4416号 名古屋市中村区平池町４丁目６０番地９

大和ハウス工業株式会社
名古屋支社集合住宅一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-29）第11496号 名古屋市中村区平池町４丁目６０番地９

大和ハウス工業株式会社
名古屋支社流通一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い－29）第11640号 愛知県名古屋市中村区平池町４丁目６０番地９

大和ハウス工業株式会社
名古屋支社一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-29）第691号 名古屋市中村区平池町４丁目６０番地９

大和ハウス工業株式会社
名古屋支社木造住宅一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-30）第11706号 名古屋市中村区平池町４丁目６０番地９

大和ハウス工業株式会社
岐阜支社建築一級建築士事務所

岐阜県知事登録　第8228号 岐阜市薮田東２丁目１番６号

大和ハウス工業株式会社
岐阜支社住宅一級建築士事務所

岐阜県知事登録　第10286号 岐阜市薮田東２丁目１番６号

大和ハウス工業株式会社
岐阜支社集合住宅一級建築士事務所

岐阜県知事登録　第12124号 岐阜市薮田東２丁目１番６号

大和ハウス工業株式会社
静岡支店住宅一級建築士事務所

静岡県知事登録　（4）第5768号 静岡市駿河区石田１丁目３番２９号

大和ハウス工業株式会社
静岡支店一級建築士事務所

静岡県知事登録　（15）第367号 静岡市駿河区石田１丁目３番２９号

大和ハウス工業株式会社
静岡支店集合住宅一級建築士事務所

静岡県知事登録　（3）第7032号 静岡市駿河区石田１丁目３番２９号

大和ハウス工業株式会社
浜松支店一級建築士事務所

静岡県知事登録　（13）第853号 浜松市中区高林４丁目１５番２７号

大和ハウス工業株式会社
浜松支店集合住宅一級建築士事務所

静岡県知事登録　（3）第6814号 浜松市中区高林４丁目１５番２７号

大和ハウス工業株式会社
浜松支店住宅一級建築士事務所

静岡県知事登録　（4）第5725号 浜松市中区高林４丁目１５番２７号

大和ハウス工業株式会社
沼津支店建築一級建築士事務所

静岡県知事登録　（4）第5806号 静岡県沼津市寿町５番７号

大和ハウス工業株式会社
沼津支店住宅一級建築士事務所

静岡県知事登録　（8）第2348号 静岡県沼津市寿町５番７号

大和ハウス工業株式会社
沼津支店集合住宅一級建築士事務所

静岡県知事登録　（2）第6783号 静岡県沼津市寿町５番７号

大和ハウス工業株式会社
豊橋支店住宅一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-28）第9923号 愛知県豊橋市下地町字瀬上８８番地１

大和ハウス工業株式会社
豊橋支店集合住宅一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-30）第11788号 愛知県豊橋市下地町字瀬上８８番地１

大和ハウス工業株式会社
岡崎支社建築一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-27）第9761号 愛知県岡崎市竜美南１丁目１番地８

大和ハウス工業株式会社
岡崎支社住宅一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-28）第4392号 愛知県岡崎市竜美南１丁目１番地８

大和ハウス工業株式会社
岡崎支社集合住宅一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-30）第11778号 愛知県岡崎市竜美南１丁目１番地８

大和ハウス工業株式会社
豊田支店集合住宅一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-27）第11120号 愛知県豊田市寿町７丁目４５番地

大和ハウス工業株式会社
豊田支店住宅一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-30）第11827号 愛知県豊田市寿町７丁目４５番地

大和ハウス工業株式会社
愛知北支社集合住宅一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-30）第11826号 愛知県小牧市中央２丁目１７２番地

大和ハウス工業株式会社
愛知北支社建築一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-25）第10576号 愛知県小牧市中央２丁目１７２番地

大和ハウス工業株式会社
愛知北支社住宅一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-27）第6956号 愛知県小牧市中央２丁目１７２番地

大和ハウス工業株式会社
四日市支社住宅一級建築士事務所

三重県知事登録　第1-1542号 三重県四日市市ときわ１丁目７番１４号

大和ハウス工業株式会社
四日市支社集合住宅一級建築士事務所

三重県知事登録　第1-2037号 三重県四日市市ときわ１丁目７番１４号



大和ハウス工業株式会社
四日市支社建築一級建築士事務所

三重県知事登録　第1-1499号 三重県四日市市ときわ１丁目７番１４号

大和ハウス工業株式会社
公営住宅室一級建築士事務所

大阪府知事登録　（イ）第25542号
大阪府大阪市北区堂島浜２－２－８

東洋紡ビル６階
大和ハウス工業株式会社

西日本中高層一級建築士事務所
大阪府知事登録　（ロ）第23637号 大阪市北区梅田３丁目３番５号

大和ハウス工業株式会社
集合住宅一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ハ）第21689号 大阪市北区梅田３丁目３番５号

大和ハウス工業株式会社
流通一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ハ）第22488号 大阪市北区梅田３丁目３番５号

大和ハウス工業株式会社
一級 建築士事務所

大阪府知事登録　（レ）第537号 大阪市北区梅田３丁目３番５号

大和ハウス工業株式会社
環境エネルギー　一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ロ）第24655号 大阪市北区梅田３丁目３番５号

大和ハウス工業株式会社
木造住宅一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ニ）第21225号 大阪市北区梅田３丁目３番５号

大和ハウス工業株式会
社滋賀支社一級建築士事務所

滋賀県知事登録　（ル）第315号 滋賀県草津市野路１丁目４番２０号

大和ハウス工業株式会社
滋賀支社集合住宅一級建築士事務所

滋賀県知事登録　（ハ）第2126号 滋賀県草津市野路１丁目４番２０号

大和ハウス工業株式会社
京都支社住宅一級建築士事務所

京都府知事登録　（30A）　第01979号 京都市伏見区竹田浄菩提院町３１６番地２階

大和ハウス工業株式会社
京都支社集合住宅一級建築士事務所

京府知事（30A）第02144号 京都市伏見区竹田浄菩提院町３１６番地

大和ハウス工業株式会社
京都支社流通一級建築士事務所

京都府知事登録　（01A）　第02390号 京都市伏見区竹田浄菩提院町３１６番地

大和ハウス工業株式会社
京都支社建築一級建築士事務所

京都府知事登録　（02A）　第00370号 京都市伏見区竹田浄菩提院町３１６番地

大和ハウス工業株式会社
堺支社建築一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ニ）第18629号 大阪府堺市北区中百舌鳥町４丁６１３番地

大和ハウス工業株式会社
堺支社集合住宅一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ハ）第22705号 大阪府堺市北区中百舌鳥町４丁６１３番地

大和ハウス工業株式会社
堺支社住宅一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ヌ）第6723号 大阪府堺市北区中百舌鳥町４丁６１３番地

大和ハウス工業株式会社
大阪北支店集合住宅一級建築士事務所

大阪府知事登録（ロ）第24092号 大阪府枚方市伊加賀本町２番１５号

大和ハウス工業株式会社
大阪北支店住宅一級建築士事務所

大阪府知事登録　（二）第20798号 大阪府枚方市伊加賀本町２番１５号

大和ハウス工業株式会社
大阪中央支店建築一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ニ）第19395号 大阪府八尾市春日町１丁目６番２２号

大和ハウス工業株式会社
大阪中央支店集合住宅一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ハ）第23052号 大阪府八尾市東本町４丁目２番１０号

大和ハウス工業株式会社
北摂支社住宅一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ヘ）第14737号 大阪府箕面市箕面４丁目８番６６号

大和ハウス工業株式会社
北摂支社建築一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ヘ）第14738号 大阪府箕面市箕面４丁目８番６６号

大和ハウス工業株式会社
北摂支社集合住宅一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ハ）第22969号 大阪府箕面市箕面４丁目８番６６号

大和ハウス工業株式会社
神戸支社住宅一級建築士事務所

兵庫県知事登録　（一級）第01A02119号 兵庫県神戸市中央区磯辺通４丁目２番２２号

大和ハウス工業株式会社
神戸支社建築一級建築士事務所

兵庫県知事登録　（一級）第01A02353号 神戸市中央区磯辺通４丁目２番２２号

大和ハウス工業株式会社
神戸支社集合住宅一級建築士事務所

兵庫県知事登録　（一級）第01Ａ02653号 神戸市中央区磯辺通４丁目２番２２号

大和ハウス工業株式会社
姫路集合一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第01A02894号 兵庫県姫路市南駅前町２６番地

大和ハウス工業株式会社
姫路住宅一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第01A03967号 兵庫県姫路市南駅前町２６番地

大和ハウス工業株式会社
姫路建築一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第01A03968号 兵庫県姫路市南駅前町２６番地

大和ハウス工業株式会社
阪神支店住宅一級建築士事務所

兵庫県知事登録　（一級）第０１Ａ０００２４号 兵庫県西宮市大屋町３番２３号

大和ハウス工業株式会社
阪神支店建築一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第０１Ａ００７５０号 兵庫県西宮市大屋町３番２３号

大和ハウス工業株式会社
阪神支店集合住宅一級建築士事務所

兵庫県知事登録　（一級）第202102号 兵庫県西宮市大屋町３番２３号

大和ハウス工業株式会社
奈良支社住宅一級建築士事務所

奈良県知事登録第　2018(る）第303号 奈良市西大寺国見町１丁目４番１－１号



大和ハウス工業株式会社
奈良支社流通一級建築士事務所

奈良県知事登録第　第2018（ち）第765号 奈良市西大寺国見町１丁目４番１－１号

大和ハウス工業株式会社
奈良支社集合住宅一級建築士事務所

奈良県知事登録第　2018（は）2185号 奈良市西大寺国見町１丁目４番１－１号

大和ハウス工業株式会社
奈良支社木造住宅一級建築士事務所

奈良県知事登録第　2018（は）2192号 奈良県奈良市西大寺国見町１丁目４番１－１

大和ハウス工業株式会社
和歌山支店住宅一級建築士事務所

和歌山県知事登録　第（ト）895-3号 和歌山市新中島６３番の８

大和ハウス工業株式会社
山陰支店一級建築士事務所

鳥取県知事登録　第28-572号 鳥取県米子市新開５丁目１番１３号

大和ハウス工業株式会社
山陰支店建築一級建築士事務所

鳥取県知事登録　第30-1212号 鳥取県米子市新開５丁目１番１３号

大和ハウス工業株式会社
山陰支店集合住宅一級建築士事務所

鳥取県知事登録　第31-1305号 鳥取県米子市新開５丁目１番１３号

大和ハウス工業株式会社
岡山支社建築一級建築士事務所

岡山県知事登録　第13649号 岡山県岡山市北区野田４丁目６番１０号

大和ハウス工業株式会社
岡山支社集合住宅一級建築士事務所

岡山県知事登録　第14186号 岡山県岡山市北区野田４丁目６番１０号

大和ハウス工業株式会社
岡山支社一級建築士事務所

岡山県知事登録　第1025号 岡山県岡山市北区野田４丁目６番１０号

大和ハウス工業株式会社
岡山支社流通一級建築士事務所

岡山県知事登録　第１４６６３号 岡山市北区野田四丁目６番１０号

大和ハウス工業株式会社
倉敷支店住宅一級建築士事務所

岡山県知事登録　第12592号 岡山県倉敷市西中新田４１番地１

大和ハウス工業株式会社
倉敷支店集合住宅一級建築士事務所

岡山県知事登録　第14193号 岡山県倉敷市西中新田４１番地１

大和ハウス工業株式会社
広島支社住宅一級建築士事務所

広島県知事登録　16（1）第4231号 広島市西区草津新町２丁目２１番６９－１１号

大和ハウス工業株式会社
広島支社一級建築士事務所

広島県知事登録　16（1）第4230号 広島市西区草津新町２丁目２１番６９－１１号

大和ハウス工業株式会社
広島支社集合住宅一級建築士事務所

広島県知事登録　1８（1）第4530号 広島市西区草津新町２丁目２１番６９－１１号

大和ハウス工業株式会社
広島支社流通一級建築士事務所

広島県知事登録　15（1）第5106号 広島市西区草津新町２丁目２１番６９－１１号

大和ハウス工業株式会社
広島支社広島東住宅一級建築士事務所

広島県知事登録　19(1)第4574号 広島県東広島市西条町御薗宇４３７３番地

大和ハウス工業株式会社
福山支店建築系一級建築士事務所

広島県知事登録　10（1）第3484号 広島県福山市東深津町３丁目８番４０号

大和ハウス工業株式会社
福山支店住宅一級建築士事務所

広島県知事登録　18（1）第4476号 広島県福山市東深津町３丁目８番４０号

大和ハウス工業株式会社
福山支店集合住宅一級建築士事務所

広島県知事登録　18（１）第4506号 広島県福山市東深津町３丁目８番４０号

大和ハウス工業株式会社
山口支店住宅一級建築士事務所

山口県知事登録　（Ｊ）第612号 山口市吉敷下東４丁目１９番２４号

大和ハウス工業株式会社
山口支店集合住宅一級建築士事務所

山口県知事登録　（B）第2761号 山口市吉敷下東４丁目１９番２４号

大和ハウス工業株式会社
山口支店建築一級建築士事務所

山口県知事登録　（D）第2358号 山口市吉敷下東４丁目１９番２４号

大和ハウス工業株式会社
山口支店周南一級建築士事務所

山口県知事登録　（Ｃ)第2521号 山口県下松市せせらぎ町一丁目１番３０号

大和ハウス工業株式会社
徳島支店一級建築士事務所

徳島県知事登録　第21011号 徳島市山城西１丁目５番地

大和ハウス工業株式会社
徳島支店 集合住宅一級建築士事務所

徳島県知事登録　第31089号 徳島県徳島市山城西１丁目５番地

大和ハウス工業株式会社
徳島支店住宅一級建築士事務所

徳島県知事登録　第51011号 徳島市山城西１丁目５番地

大和ハウス工業株式会社
香川支店一級建築士事務所建築部門

香川県知事登録　第1766号 高松市伏石町２０８９番地１

大和ハウス工業株式会社
香川支店集合住宅一級建築士事務所

香川県知事登録　第116号 高松市伏石町２０８９番地１

大和ハウス工業株式会社
香川支店住宅一級建築士事務所

香川県知事登録　第2182号 高松市伏石町２０８９番地１

大和ハウス工業株式会社
香川支店木造住宅一級建築士事務所

香川県知事登録　第2433号 香川県高松市伏石町２０８９番地１

大和ハウス工業株式会社
愛媛支店住宅一級建築士事務所

愛媛県知事登録　第2603号 松山市南江戸３丁目５番８号

大和ハウス工業株式会社
愛媛支店建築系一級建築士事務所

愛媛県知事登録　第2602号 松山市南江戸３丁目５番８号



大和ハウス工業株式会社
愛媛支店集合住宅一級建築士事務所

愛媛県知事登録　第3014号 松山市南江戸３丁目５番８号

大和ハウス工業株式会社
高知支店建築一級建築士事務所

高知県知事登録　第969号 高知県高知市北本町４丁目３番１６号

大和ハウス工業株式会社
高知支店住宅一級建築士事務所

高知県知事登録　第276号 高知県高知市北本町４丁目３番１６号

大和ハウス工業株式会社
九州設計部建築一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-60466号 福岡市博多区上牟田２丁目１１番２４号

大和ハウス工業株式会社
福岡支社集合住宅一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-12481号 福岡市博多区上牟田２丁目１１番２４号

大和ハウス工業株式会社
福岡支社木造住宅一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-12618号 福岡市博多区上牟田２丁目１１番２４号

大和ハウス工業株式会社
九州設計部流通一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-11849号 福岡県福岡市博多区上牟田２丁目１１番２４号

大和ハウス工業株式会社
福岡支社住宅一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-10292号 福岡市博多区上牟田２丁目１１番２４号

大和ハウス工業株式会社
九州設計部監理一級建築士事務所

福岡県知事登録第1-61865号 福岡県福岡市博多区上牟田２丁目１１番２４号

大和ハウス工業株式会社
北九州支社住宅一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-20993号 福岡県北九州市小倉北区貴船町３番１号

大和ハウス工業株式会社
北九州支社集合住宅一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-20782号 福岡県北九州市小倉北区貴船町３番１号

大和ハウス工業株式会社
久留米支店一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-50667号 福岡県久留米市東合川５丁目１番３０号

大和ハウス工業株式会社
佐賀支店一級建築士事務所

佐賀県知事登録　第ち-268号 佐賀市成章町６番５号

大和ハウス工業株式会社
佐賀支店集合住宅一級建築士事務所

佐賀県知事登録　第ろ-1339号 佐賀市成章町６番５号

大和ハウス工業株式会社
長崎支店集合住宅一級建築士事務所

長崎県知事登録　第（18）-10492号 長崎市平野町４番２６号

大和ハウス工業株式会社
熊本支社集合住宅一級建築士事務所

熊本県知事登録　第3326号 熊本市東区錦ヶ丘１８番２４号

大和ハウス工業株式会社
熊本支社住宅一級建築士事務所

熊本県知事登録　第2711号 熊本市東区錦ヶ丘１８番２４号

大和ハウス工業株式会社
大分支店住宅一級建築士事務所

大分県知事登録　第16T-12807号 大分市萩原４丁目８番２３号

大和ハウス工業株式会社
大分支店集合住宅一級建築士事務所

大分県知事登録　第1８Ｙ-13377号 大分市萩原４丁目８番２３号

大和ハウス工業株式会社
宮崎支店住宅一級建築士事務所

宮崎県知事登録　第H-771号 宮崎市宮崎駅東１丁目４番地３

大和ハウス工業株式会社
鹿児島支店集合住宅一級建築士事務所

鹿児島県知事登録　第1-30-154号 鹿児島市鴨池新町１２番１３号

大和ハウス工業株式会社
鹿児島支店住宅一級建築士事務所

鹿児島県知事登録　第1-1-59号 鹿児島市鴨池新町１２番１３号

積水ハウス株式会社
一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ロ）第23748号
大阪府大阪市北区大淀中１丁目１番８８号

梅田スカイビルタワーイースト
積水ハウス株式会社

仙台支店一級建築士事務所
宮城県知事登録　第18810083号 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目６－１

積水ハウス株式会社
仙台北支店一級建築士事務所

宮城県知事登録　第18210240号 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目１３－１

積水ハウス株式会社
福島支店一級建築士事務所

福島県知事登録　第11（004）1244号 福島県福島市南中央四丁目２１－２

積水ハウス株式会社
郡山支店一級建築士事務所

福島県知事登録　第12（104）0617号 福島県郡山市不動前一丁目５９番地

積水ハウス株式会社
いわき支店一級建築士事務所

福島県知事登録　第18（805）0072号 福島県いわき市平上荒川字長尾３２番地１

積水ハウス株式会社
岩手支店一級建築士事務所

岩手県知事登録　第く（2308）431号 岩手県盛岡市本宮２丁目１番３号

積水ハウス株式会社
秋田営業所一級建築士事務所

秋田県知事登録　第19-10Ａ-0938 秋田県秋田市広面字板橋添１７－１

積水ハウス株式会社
青森支店一級建築士事務所

青森県知事登録　第365号 青森県青森市堤町一丁目７番１７号

積水ハウス株式会社
山形支店一級建築士事務所

山形県知事登録　（1905）第1012号 山形県山形市篭田三丁目９－５

積水ハウス株式会社
札幌支店一級建築士事務所

北海道知事登録　（石）第1563号
北海道札幌市北区北７条西１丁目１番地２

ＳＥ札幌ビル　５階
積水ハウス株式会社

東京北支店一級建築士事務所
東京都知事登録　第12234号 東京都豊島区東池袋３－１６－３



積水ハウス株式会社
東京西支店一級建築士事務所

東京都知事登録　第36685号
東京都渋谷区代々木２－１－１

新宿マインズタワー２４Ｆ
積水ハウス株式会社

東京南支店一級建築士事務所
東京都知事登録　第9536号 東京都渋谷区代々木２－１－１新宿マインズタワー８階

積水ハウス株式会社
東京中央支店一級建築士事務所

東京都知事登録　第50656号
東京都江東区亀戸２－３５－１３

新永ビル
積水ハウス株式会社

多摩支店一級建築士事務所
東京都知事登録　第12186号

東京都八王子市明神町３－２０－６
八王子ファーストスクエア３Ｆ

積水ハウス株式会社
武蔵野デザインセンター一級建築士事務所

東京都知事登録　第57137号
東京都武蔵野市中町一丁目１１番４号

武蔵野ニッセイプラザ６Ｆ
積水ハウス株式会社

山梨支店一級建築士事務所
山梨県知事登録　（梨）第１－281467号 山梨県甲府市上石田三丁目６－３８

積水ハウス株式会社
神奈川東支店一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第1862号 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－７－１

積水ハウス株式会社
横浜支店一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第2126号
神奈川県横浜市戸塚区川上町８５－３

ＳＳビル５Ｆ
積水ハウス株式会社

神奈川中央支店一級建築士事務所
神奈川県知事登録　第1954号 神奈川県海老名市扇町１２番１８号

積水ハウス株式会社
湘南デザインセンター一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第15212号
神奈川県藤沢市辻堂神台２－２－１

アイクロス湘南９Ｆ
積水ハウス株式会社

埼玉支店一級建築士事務所
埼玉県知事登録　（12）第127号 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５

積水ハウス株式会社
埼玉南支店一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（6）第3831号
埼玉県さいたま市浦和区岸町四丁目２６番１５号

浦和ＳＨビル
積水ハウス株式会社

埼玉東支店一級建築士事務所
埼玉県知事登録　（4）第8626号 埼玉県越谷市南越谷１－１６－７

積水ハウス株式会社
埼玉北支店一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（9）第688号 埼玉県熊谷市中央２－５

積水ハウス株式会社
埼玉西支店一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（10）第583号
埼玉県川越市新宿町１－１６－３

ＳＡＩＳＨＯビル２Ｆ
積水ハウス株式会社

千葉支店一級建築士事務所
千葉県知事登録　第1-1709-55号

千葉県千葉市中央区問屋町１－３５
千葉ポートサイドタワー１０階

積水ハウス株式会社
千葉南支店一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1512-3255号 千葉県木更津市東中央３－２－１７

積水ハウス株式会社
京葉支店一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1808-1134号
千葉県船橋市本町１丁目３番１号

ＦＡＣＥ１３階
積水ハウス株式会社

つくば支店一級建築士事務所
茨城県知事登録　第A1873（3002）号 茨城県つくば市春日二丁目２８番地１

積水ハウス株式会社
水戸支店一級建築士事務所

茨城県知事登録　第A0270（2806）号 茨城県水戸市元吉田町２７４－１

積水ハウス株式会社
宇都宮支店一級建築士事務所

栃木県知事登録　（Aチ）第0803号 栃木県宇都宮市城東１－１１－５

積水ハウス株式会社
両毛支店一級建築士事務所

栃木県知事登録　（Aチ）第0881号 栃木県足利市朝倉町２５６－４

積水ハウス株式会社
小山支店一級建築士事務所

栃木県知事登録　（Aホ）第1859号 栃木県小山市東城南三丁目１番１号

積水ハウス株式会社
群馬一級建築士事務所

群馬県知事登録　第4339号 群馬県前橋市天川大島町二丁目１５番７

積水ハウス株式会社
長野支店一級建築士事務所

長野県知事登録　（長野）Ｈ第15222号
長野県長野市末広町１３５５番地５

ウエストプラザ長野
積水ハウス株式会社

松本支店一級建築士事務所
長野県知事登録　（松本）Ｈ第22032号 長野県松本市渚２丁目４番３１号

積水ハウス株式会社
新潟支店一級建築士事務所

新潟県知事登録　第（り）1040号 新潟県新潟市中央区上所中一丁目７番２３号

積水ハウス株式会社
名古屋東支店一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-30）第1947号
愛知県名古屋市中区栄三丁目１８番１号

ナディアパークビジネスセンタービル
積水ハウス株式会社

名古屋西支店一級建築士事務所
愛知県知事登録　（い-30）第1088号

愛知県名古屋市中区栄三丁目１８番１号
ナディアパークビジネスセンタービル１６Ｆ

積水ハウス株式会社
岐阜支店一級建築士事務所

岐阜県知事登録　第4136号 岐阜県岐阜市市橋三丁目４番８号

積水ハウス株式会社
四日市支店一級建築士事務所

三重県知事登録　第1-211号 三重県四日市市城西町１５番２６号

積水ハウス株式会社
三重支店一級建築士事務所

三重県知事登録　第1-510号 三重県津市東丸之内３３番１号

積水ハウス株式会社
静岡支店一級建築士事務所

静岡県知事登録　第（13）734号
静岡県静岡市駿河区稲川二丁目１番１号

伊伝静岡駅南ビル
積水ハウス株式会社

浜松支店一級建築士事務所
静岡県知事登録　第（11）1370号

静岡県浜松市中区板屋町１１１番地２
浜松アクトタワー　２２階



積水ハウス株式会社
沼津支店一級建築士事務所

静岡県知事登録　第（11）1588号
静岡県沼津市大手町二丁目４番１号

沼津第一生命ビル
積水ハウス株式会社

岡崎支店一級建築士事務所
愛知県知事登録　(い-29)第6128号

愛知県岡崎市唐沢町１１番地５
第一生命・三井住友海上岡崎ビル

積水ハウス株式会社
豊橋支店一級建築士事務所

愛知県知事登録　(い-28)第3631号 愛知県豊橋市立花町２６番地２ＳＨＩＣ　ＰＬＡＺＡ豊橋

積水ハウス株式会社
大阪北一級建築士事務所

大阪府知事登録　（オ）第3436号 大阪府豊中市新千里東町一丁目５番３号

積水ハウス株式会社
大阪南支店一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ハ）第21338号 大阪府大阪市中央区城見１－３－７

積水ハウス株式会社
阪和支店一級建築士事務所

和歌山県知事登録　第（イ）471-10号
和歌山県和歌山市太田四丁目５番５号

野上ビル
積水ハウス株式会社

神戸支店一級建築士事務所
兵庫県知事登録　第01A01318号

兵庫県明石市大明石町２丁目１－３２
ラ　スーノ明石公園前ビル

積水ハウス株式会社
阪神支店一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第01A01332号
兵庫県西宮市産所町１０番２号

ＮＴＴ西宮ビル
積水ハウス株式会社

姫路支店一級建築士事務所
兵庫県知事登録　第01Ａ02921号 兵庫県姫路市東延末１丁目１番地

積水ハウス株式会社
北陸支店一級建築士事務所

石川県知事登録　第13119号 石川県金沢市鞍月四丁目１２５番地

積水ハウス株式会社
富山営業所一級建築士事務所

富山県知事登録　第（4）1493号 富山県富山市根塚町３－９－１

積水ハウス株式会社
福井営業所一級建築士事務所

福井県知事登録　第い-1277号 福井県福井市成和二丁目１１０８番地

積水ハウス株式会社
京都支店一級建築士事務所

京都府知事登録　（29Ａ）第01433号
京都府京都市中京区烏丸通御池下る梅屋町３５８番地

アーバネックス御池ビル西館６階
積水ハウス株式会社

近畿西支店一級建築士事務所
京都府知事登録　（30Ａ）第02045号 京都府福知山市厚東町２番地

積水ハウス株式会社
滋賀支店一級建築士事務所

滋賀県知事登録　(ル)第304号
滋賀県草津市渋川１丁目３番４号

（近江伊吹館１階）
積水ハウス株式会社

彦根支店一級建築士事務所
滋賀県知事登録　（ヌ）第451号

滋賀県彦根市大東町９番１６号
上野ビル本館

積水ハウス株式会社
奈良支店一級建築士事務所

奈良県知事登録　第2017（る）284号
奈良県奈良市二条大路南一丁目２番３３号

レナ新大宮ビル
積水ハウス株式会社

岡山支店一級建築士事務所
岡山県知事登録　第1311号 岡山県岡山市北区今二丁目９番８号

積水ハウス株式会社
倉敷支店一級建築士事務所

岡山県知事登録　第1462号 岡山県倉敷市白楽町５８７番地３

積水ハウス株式会社
福山一級建築士事務所

広島県知事登録　17（1）第0539号 広島県福山市御門町三丁目１番１２号

積水ハウス株式会社
広島支店一級建築士事務所

広島県知事登録　17（1）第0440号 広島県広島市安佐南区西原五丁目１６－６

積水ハウス株式会社
山陰支店一級建築士事務所

鳥取県知事登録　第27-1252号 鳥取県米子市西福原二丁目１－１

積水ハウス株式会社
徳山営業所一級建築士事務所

山口県知事登録　J第546号 山口県周南市大字久米２９０２番地の３

積水ハウス株式会社
山口支店一級建築士事務所

山口県知事登録　Ｈ第921号 山口県山口市小郡下郷２２２７番地４

積水ハウス株式会社
愛媛支店一級建築士事務所

愛媛県知事登録　第515号 愛媛県松山市生石町１３０番地１

積水ハウス株式会社
東四国支店一級建築士事務所

香川県知事登録　第1773号 香川県高松市室新町１０１９番地１０

積水ハウス株式会社
徳島営業所一級建築士事務所

徳島県知事登録　第91068号 徳島県徳島市中洲町一丁目８番１

積水ハウス株式会社
高知支店一級建築士事務所

高知県知事登録　第181号 高知県高知市杉井流２１番１０号

積水ハウス株式会社
中国四国ＣＲＥ事業部一級建築士事務所

広島県知事登録　17（1）第5237号 広島県広島市安佐南区西原５丁目１６番６号

積水ハウス株式会社
福岡支店一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-10686号 福岡県福岡市博多区御供所町１番１号

積水ハウス株式会社
北九州支店一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-20492号 福岡県北九州市小倉北区京町３丁目７番１号

積水ハウス株式会社
西九州支店一級建築士事務所

佐賀県知事登録　第り－208号 佐賀県佐賀市兵庫南三丁目１４番２２号

積水ハウス株式会社
長崎一級建築士事務所

長崎県知事登録　第（18）-10446号
長崎県長崎市西坂町２番３号

長崎駅前第一生命ビルディング
積水ハウス株式会社

大分一級建築士事務所
大分県知事登録　第18X-11568号 大分県大分市古国府５１８番地１



積水ハウス株式会社
熊本支店一級建築士事務所

熊本県知事登録　第440号 熊本県熊本市南区田井島一丁目７番１号

積水ハウス株式会
社鹿児島支店一級建築士事務所

鹿児島県知事登録　第1-28-211号 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目４番７号

積水ハウス株式会社
宮崎営業所一級建築士事務所

宮崎県知事登録　第C-4285号 宮崎県宮崎市高千穂通二丁目３番２０号

積水ハウス株式会社
東北シャーメゾン支店一級建築士事務所

宮城県知事登録　第17210231号
宮城県仙台市青葉区本町二丁目１６番１０号

メットライフ仙台本町ビル
積水ハウス株式会社

南東北シャーメゾン営業所一級建築士事務所
福島県知事登録　第12（201）1126号 福島県郡山市不動前１－５９

積水ハウス株式会社
東京北ＳＨＭデザインセンター一級建築士事務所

東京都知事登録　第55516号
東京都豊島区東池袋３－４－３

池袋イースト１２階
積水ハウス株式会社

東京南シャーメゾン支店一級建築士事務所
東京都知事登録　第49021

東京都渋谷区渋谷一丁目７番７号
住友不動産青山通ビル４階

積水ハウス株式会社
東京西シャーメゾン支店一級建築士事務所

東京都知事登録　第10833号
東京都渋谷区代々木２－１－１

新宿マインズタワー２４階
積水ハウス株式会社

東京城東シャーメゾン支店一級建築士事務所
東京都知事登録　第57201号

東京都千代田区外神田１－１８－１３
秋葉原ダイビル　１２階

積水ハウス株式会社
武蔵野シャーメゾン支店一級建築士事務所

東京都知事登録　第58864号
東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１０－３１

ＮＭＦ吉祥寺本町ビル６Ｆ
積水ハウス株式会社

川崎シャーメゾン支店一級建築士事務所
神奈川県知事登録　第8218号

神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地
ソリッドスクエア東館１階

積水ハウス株式会社
横浜シャーメゾン支店一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第7630号 神奈川県横浜市戸塚区川上町８５－３

積水ハウス株式会社
横浜北シャーメゾン支店一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第15812号
神奈川県横浜市西区みなとみらい３－７－１

オーシャンゲートみなとみらい１３Ｆ
積水ハウス株式会社

神奈川シャーメゾン支店一級建築士事務所
神奈川県知事登録　第6749号

神奈川県海老名市扇町３番６号
ＭＡＣセントラルビル３階

積水ハウス株式会社
埼玉シャーメゾン支店一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（1）第11317号 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５

積水ハウス株式会社
埼玉南シャーメゾン支店一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（1）第11316号
埼玉県さいたま市浦和区岸町４－２６－１５

浦和ＳＨビル
積水ハウス株式会社

埼玉東シャーメゾン支店一級建築士事務所
埼玉県知事登録　（1）第11318号

埼玉県越谷市南越谷１－１６－７
南越谷センタービル３階

積水ハウス株式会社
埼玉西シャーメゾン支店一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（4）第8627号 埼玉県川越市新宿町１丁目１６－３ＳＡＩＳＨＯビル３Ｆ

積水ハウス株式会社
シャーメゾンステーション千葉一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1607-7505号
千葉県千葉市美浜区中瀬１－７－１

住友ケミカルエンジニアリングセンタ－ビル
積水ハウス株式会社

常葉シャーメゾン支店一級建築士事務所
千葉県知事登録　第1-1808-3837号 千葉県柏市中央町１丁目１柏セントラルプラザ６Ｆ

積水ハウス株式会社
北関東シャーメゾン支店一級建築士事務所

栃木県知事登録　Ａロ第3108号 宇都宮市城東１－１１－５

積水ハウス株式会社
東日本特建支店一級建築士事務所

東京都知事登録　第11189号
栃木県渋谷区代々木２－１－１

新宿マインズタワー
積水ハウス株式会社

名古屋東シャーメゾン支店一級建築士事務所
愛知県知事登録　（い-28）第7305号

愛知県名古屋市千種区今池四丁目１番２９号
ニッセイ今池ビル３階

積水ハウス株式会社
名古屋西シャーメゾン支店一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-27）第12240号
愛知県名古屋市中区栄３－１８－１

ナディアパークビジネスセンタービル２２Ｆ
積水ハウス株式会社

三河シャーメゾン支店一級建築士事務所
愛知県知事登録　(い-1)第13704号

愛知県知立市栄１丁目６番地
エキタス知立

積水ハウス株式会社
静岡シャーメゾン支店一級建築士事務所

静岡県知事登録　（2）第7412号
静岡県静岡市駿河区稲川二丁目１－１

伊伝静岡駅南ビル５階
積水ハウス株式会社

北陸シャーメゾン支店一級建築士事務所
石川県知事登録　第13833号 石川県金沢市鞍月４丁目１２５番地

積水ハウス株式会社
京滋奈シャーメゾン支店一級建築士事務所

京都府知事登録　（29Ａ）第01511号 京都府京都市中京区烏丸御池下る梅屋町３５８番地

積水ハウス株式会社
大阪北シャーメゾン支店一級建築士事務所

大阪府知事登録　(ハ)第23341号
大阪府大阪市北区大淀中１丁目１番９３号

梅田スカイビル　ガーデンシックス
積水ハウス株式会社

大阪南シャーメゾン支店一級建築士事務所
大阪府知事登録　（ホ）第17059号

大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２番３号
マルイト難波ビル１５階

積水ハウス株式会社
兵庫シャーメゾン支店一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第01A04057号
兵庫県神戸市中央区御幸通七丁目１番１５号

三宮ビル南館
積水ハウス株式会社

岡山シャーメゾン支店一級建築士事務所
岡山県知事登録　第13280号 岡山県岡山市北区今２丁目９－８

積水ハウス株式会社
広島シャーメゾン支店一級建築士事務所

広島県知事登録　15（1）第2035号
広島県広島市安佐南区西原５丁目１６－６

ケイ・テイビル２階
積水ハウス株式会社

九州シャーメゾン支店一級建築士事務所
福岡県知事登録　第1-10043号

福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１９番５号
博多石川ビル３階



積水ハウス株式会社
九州北シャーメゾン営業所一級建築士事務所

大分県知事登録　第19Ｕ-13734号
大分県大分市中島西二丁目１番３号

大分ファーストビル２階
積水ハウス株式会社

九州南シャーメゾン営業所一級建築士事務所
熊本県知事登録　第3790号

熊本県熊本市中央区紺屋今町２－１
コーヨービル７階

積水ハウス株式会社
西日本特建支店一級建築士事務所

大阪府知事登録　（オ）第3437号
大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番９３号

梅田スカイビルガーデンシックス４Ｆ
積水ハウス株式会社

東京マンション事業部一級建築士事務所
東京都知事登録　第20830号 東京都新宿区西新宿１－２０－２

積水ハウス株式会社
名古屋マンション事業部一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-29）第7447号
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号

ＪＲセントラルタワーズ４２階
積水ハウス株式会社

大阪マンション事業部一級建築士事務所
大阪府知事登録　（ヌ）第6186号

大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号
梅田スカイビルタワーイースト

積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-10377号
福岡県福岡市中央区天神１－１５－６

綾杉ビル８Ｆ
積水ハウスリフォーム東日本株式会社

一級建築士事務所
東京都知事登録　第61102号

東京都新宿区西新宿２丁目４番１号
新宿ＮＳビル７階

積水ハウスリフォーム東日本株式会社
北東北営業所一級建築士事務所

岩手県知事登録　第（2107）1929号 岩手県盛岡市向中野６丁目３番３５号

積水ハウスリフォーム東日本株式会
社仙台営業所一級建築士事務所

宮城県知事登録　第16810103号 宮城県仙台市泉区明通三丁目１５－２

積水ハウスリフォーム東日本株式会社
福島営業所一級建築士事務所

福島県知事登録　第12（808）1087号 福島県郡山市八山田西四丁目７番地

積水ハウスリフォーム東日本株式会社
栃木営業所一級建築士事務所

栃木県知事登録　Ａ第3529号 栃木県宇都宮市簗瀬町２３７６番地

積水ハウスリフォーム東日本株式会
社茨城営業所一級建築士事務所

茨城県知事登録　第Ａ3820号（2808） 茨城県水戸市元吉田町９６３－３

積水ハウスリフォーム東日本株式会社
群馬営業所一級建築士事務所

群馬県知事登録　第4568号 群馬県前橋市天川大島町２丁目１５－７

積水ハウスリフォーム東日本株式会社
埼玉営業所一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（1）第11094号
埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－１２０４－３

大徳細沼ビル２Ｆ
積水ハウスリフォーム東日本株式会社

埼玉西営業所一級建築士事務所
埼玉県知事登録　（1）第11093号

埼玉県川越市脇田本町２３－１
住友生命川越ビル２Ｆ

積水ハウスリフォーム東日本株式会社
東京営業所一級建築士事務所

東京都知事登録　第61010号 東京都中野区本町２－２－２ＹＳビル２Ｆ

積水ハウスリフォーム東日本株式会社
東京西営業所一級建築士事務所

東京都知事登録　第61033号
東京都多摩市唐木田１－５３－９

唐木田センタービル３Ａ
積水ハウスリフォーム東日本株式会社

千葉営業所一級建築士事務所
千葉県知事登録　第1-1608-8187号

千葉県千葉市中央区中央３－１０－６
北野京葉ビル４階

積水ハウスリフォーム東日本株式会社
千葉首都圏営業所一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1608-8188号
千葉県船橋市葛飾町２－３４０

フロントンビル４階
積水ハウスリフォーム東日本株式会社

神奈川営業所一級建築士事務所
神奈川県知事登録　第17186号

神奈川県横浜市戸塚区川上町８５－３
ＳＳビル２F

積水ハウスリフォーム東日本株式会社
神奈川南営業所一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第17185号
神奈川県横浜市磯子区磯子３－３－２１

磯子江戸徳ビル１階
積水ハウスリフォーム東日本株式会社
神奈川西営業所一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第17184号 神奈川県平塚市宮の前１番１３号甲南アセット平塚ビル７階

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ニ）第21068号 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１番９０号

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
信越営業所一級建築士事務所

長野県知事登録　(長野)D第52011号 長野県長野市若里４－１２－２４

積水ハウスリフォーム中日本株式会
社静岡営業所一級建築士事務所

静岡県知事登録　（4）第6310号 静岡県静岡市駿河区宮竹２丁目１０番１号

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
愛知東営業所一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-1）第10864号 愛知県岡崎市明大寺町字出口３９番地

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
名古屋営業所一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-1）第10873号 愛知県名古屋市守山区籔田町１５０４

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
名古屋西営業所一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-1）第12891号 愛知県清須市朝日天王130-1

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
岐阜営業所一級建築士事務所

岐阜県知事登録　第10838号 岐阜県岐阜市金園町１－３－３

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
三重営業所一級建築士事務所

三重県知事登録　第1-1829号 三重県四日市市富士町６番５号

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
京都営業所一級建築士事務所

京都府知事登録　(02A)第00199号 京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花２５番地

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
滋賀営業所一級建築士事務所

滋賀県知事登録　(二）　第1903号 滋賀県栗東市霊仙寺１丁目１－４８

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
奈良営業所一級建築士事務所

奈良県知事登録　第2020（に）2015 奈良県大和郡山市小林町西１丁目4番地の1



積水ハウスリフォーム中日本株式会社
大阪北営業所一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ニ）第21065号
大阪府茨木市中穂積１－１－５９

茨木中穂積ビル３Ｆ
積水ハウスリフォーム中日本株式会社

大阪南営業所一級建築士事務所
大阪府知事登録　（ニ）第21066号 大阪府堺市西区浜寺船尾町東４丁５０番地

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
神戸営業所一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第01A03709号
兵庫県神戸市中央区東川崎町１－３－３

神戸ハーバーランドセンタービル１１Ｆ
積水ハウスリフォーム中日本株式会社

阪神営業所一級建築士事務所
兵庫県知事登録　第01A03086号 兵庫県川西市中央町８－８

積水ハウスリフォーム中日本株式会社
姫路営業所一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第01A03708号
兵庫県姫路市東延末１－１

姫路ＮＫビル　４階
積水ハウスリフォーム西日本株式会社

一級建築士事務所
広島県知事登録　16（1）第5199号 広島県広島市安佐南区西原５－１６－６

積水ハウスリフォーム西日本株式会社
岡山営業所一級建築士事務所

岡山県知事登録　第14529号 岡山県岡山市北区今５－１３－３８

積水ハウスリフォーム西日本株式会社
広島営業所一級建築士事務所

広島県知事登録　16（1）第5190号 広島県広島市安佐南区八木１－１３－３

積水ハウスリフォーム西日本株式会社
山口営業所一級建築士事務所

山口県知事登録　第2971号 山口県山口市陶１３５２－１

積水ハウスリフォーム西日本株式会社
四国営業所一級建築士事務所

香川県知事登録　第2377号 香川県高松市室新町１０１９－１０

積水ハウスリフォーム西日本株式会社
愛媛営業所一級建築士事務所

愛媛県知事登録　第3279号 愛媛県松山市生石町１３０番地１

積水ハウスリフォーム西日本株式会社
福岡営業所一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-61250号 福岡県福岡市博多区東平尾２－１３－１５

積水ハウスリフォーム西日本株式会社
北九州営業所一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-61249号 福岡県北九州市小倉南区高野１丁目１０番１号

積水ハウスリフォーム西日本株式会社
九州西営業所一級建築士事務所

佐賀県知事登録　第1520号 佐賀県佐賀市兵庫南３丁目１４番２２号

積水ハウスリフォーム西日本株式会社
九州東営業所一級建築士事務所

大分県知事登録　第16V-13647号 大分県大分市下郡南５丁目６番５４号

積水ハウスリフォーム西日本株式会社
九州南営業所一級建築士事務所

熊本県知事登録　第3668号 熊本県熊本市南区出仲間九丁目７－１０

積和建設札幌株式会社
一級建築士事務所

北海道知事登録　（石）第4894号 北海道札幌市白石区菊水元町８条１丁目６－７

積和建設東北株式会社
仙台支店一級建築士事務所

宮城県知事登録　第17610070号 宮城県仙台市泉区明通三丁目１５番地２

積和建設東北株式会社
南東北支店一級建築士事務所

福島県知事登録　第12（803）1026号 福島県郡山市喜久田町卸一丁目１００番地１

積和建設東北株式会社
北東北支店一級建築士事務所

岩手県知事登録　第（2505）1999号 岩手県盛岡市津志田中央二丁目7-18

積和建設東東京株式会社
一級建築士事務所

埼玉県知事登録　(5)第6903号 埼玉県戸田市大字新曽１７６０－２

積和建設東東京株式会社
ハウジング事業部一級建築士事務所

東京都知事登録　第60145号
東京都中野区本町２－２－２

ＹＳビル
積和建設東東京株式会

社練馬事業所一級建築士事務所
東京都知事登録　第55488号 東京都練馬区石神井町２－８－１５

積和建設西東京株式会社
一級建築士事務所

東京都知事登録　第49397号 東京都町田市森野５－２０－２

積和建設神奈川株式会社
一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第9886号 神奈川県横浜市港北区新羽町８１５

積和建設神奈川株式会社
中央支店一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第15590号
神奈川県横浜市戸塚区川上町８５番地３

ＳＳビル　４階
積和建設埼玉株式会社

埼玉支店一級建築士事務所
埼玉県知事登録　第6733号 埼玉県上尾市柏座2-6-25

積和建設東関東株式会社
一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1704-7631号 千葉県千葉市若葉区都賀1-4-4

積和建設東関東株式会社
水戸支店一級建築士事務所

茨城県知事登録　第Ａ3956号 茨城県水戸市千波町2374-41

積和建設北関東株式会社
一級建築士事務所

栃木県知事登録　Ａイ第3271号 栃木県宇都宮市平松本町1136-5

積和建設北関東株式会社
両毛支店二級建築士事務所

栃木県知事登録　Ｂ第4654号 栃木県佐野市大橋町3240-13

積和建設北関東株式会社
群馬支店二級建築士事務所

群馬県知事登録　第4688号 群馬県佐波郡玉村町大字上福島485-2

積和建設中部株式会社
名古屋支店一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-30）第9250号 愛知県名古屋市守山区松坂町206

積和建設中部株式会社
三河支店一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-30）第13524号 愛知県岡崎市北野町字下池６番地１



積和建設中部株式会社
岐阜支店一級建築士事務所

岐阜県知事登録　第12268号 岐阜県瑞穂市野白新田８５番地３

積和建設中部株式会社
三重支店一級建築士事務所

三重県知事登録　第1-2149号 三重県四日市市富士町６番５号

積和建設中部株式会社
三重事業所一級建築士事務所

三重県知事登録　第1-2225号 三重県津市久居野村町323-1

積和建設中部株式会社
岐阜オフィス二級建築士事務所

岐阜県知事登録　第11211号 岐阜県岐阜市市橋3-4-8

積和建設中部株式会社
三重オフィス一級建築士事務所

三重県知事登録　第1-2155号
三重県津市東丸之内33-1

津フェニックビル7F
積和建設中部株式会社

四日市オフィス二級建築士事務所
三重県知事登録　第2-1844号 三重県四日市市富士町6番5号

積和建設中部株式会社
守山オフィス一級建築士事務所

愛知県知事登録　(い-26)第9511号 愛知県名古屋市守山区松坂町206

積和建設静岡株式会社
一級建築士事務所

静岡県知事登録　（7）第3668号 静岡県藤枝市平島363-1

積和建設信越株式会社
一級建築士事務所

長野県知事登録　（長野）Ｅ第1Ｚ271号 長野県千曲市大字屋代１２７６番地３

積和建設信越株式会社
新潟支店一級建築士事務所

新潟県知事登録　第(ロ)4756号 新潟県新潟市中央区山二ツ4丁目9番38号

積和建設関西株式会社
一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ホ）第16600号 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-2

積和建設関西株式会社
和歌山支店一級建築士事務所

和歌山県知事登録　第（リ）181号 和歌山県和歌山市禰宜1129番1

積和建設関西株式会社
兵庫支店一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第01Ａ04445号
兵庫県神戸市須磨区弥栄台3丁目15番地8

㈱ｲﾅﾊﾗﾋﾞﾙ3Ｆ
積和建設近畿株式会社

一級建築士事務所
京都府知事登録　第28（Ａ）00795号 京都府京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町293番地1

積和建設北陸株式会社
二級建築士事務所

石川県知事登録　第24677号 石川県金沢市藤江北4丁目303番地

積和建設中国株式会社
広島支店一級建築士事務所

広島県知事登録　第15（1）1964号 広島県広島市安佐南区伴南1丁目4-31

積和建設中国株式会社
岡山支店一級建築士事務所

岡山県知事登録　第13173号 岡山県都窪郡早島町早島4962番地38

積和建設中国株式会社
山口支店一級建築士事務所

山口県知事登録　第Ａ2827号 山口県山口市小郡上郷5412番地

積和建設中国株式会社
山陰支店一級建築士事務所

島根県知事登録　第（2）10637号 島根県松江市東出雲町意宇南1丁目2番地2

積和建設四国株式会社
一級建築士事務所

香川県知事登録　第945号 香川県綾歌郡綾川町滝宮214-1

積和建設四国株式会社
愛媛事業所一級建築士事務所

愛媛県知事登録　第3270号 愛媛県松山市久米窪田町289番地

積和建設四国株式会社
高知事業所一級建築士事務所

高知県知事登録　第1300号 高知県高知市大津乙2127-4

積和建設九州株式会社
ハウジング事業所一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-10328号 福岡県福岡市城南区東油山2-7-17

積和建設九州株式会社
福岡事業所二級建築士事務所

福岡県知事登録　第2-60165号 福岡県福岡市城南区東油山2-7-17

積和建設九州株式会社
北九州事業所一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-60527号 福岡県北九州市小倉南区下南方2-4-11

積和建設九州株式会社
大分事業所二級建築士事務所

大分県知事登録　第17S-24223号 大分県大分市下郡南5-6-54

積和建設九州株式会社
佐賀事業所二級建築士事務所

佐賀県知事登録　第い-1738号 佐賀県小城市三日月町織島2227番地1

積和建設九州株式会社
長崎事業所一級建築士事務所

長崎県知事登録　第（18）-10400号 長崎県諫早市多良見町化屋1889番地

積和建設九州株式会
社熊本事業所一級建築士事務所

熊本県知事登録　第3653号 熊本県熊本市北区梶尾町字古閑原1120-1

積和建設九州株式会社
鹿児島事業所一級建築士事務所

鹿児島県知事登録　第1-29-108号 鹿児島県鹿児島市鴨池新町14-4

積和建設九州株式会社
宮崎事業所一級建築士事務所

宮崎県知事登録　第6658号 宮崎県宮崎市高洲町244-8

積水ハウスノイエ株式会社
本社一級建築士事務所

大阪府知事登録　（イ）第25809号 大阪府大阪市北区大淀中1-1-90-302

積水ハウスノイエ株式会社
東北営業所一級建築士事務所

宮城県知事登録　第20110168号 宮城県仙台市泉区明通三丁目１５－２

積水ハウスノイエ株式会社
東京営業所一級建築士事務所

東京都知事登録　第63582号
東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ1階



積水ハウスノイエ株式会社
神奈川営業所一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第17939号 神奈川県横浜市戸塚区川上町85-3SSビル4階

積水ハウスノイエ株式会社
埼玉営業所一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（1）第11553号 埼玉県上尾市柏座2-6-25

積水ハウスノイエ株式会社
関東営業所一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-2001-8583号
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目３番地

幕張テクノガーデン
積水ハウスノイエ株式会社

中部営業所一級建築士事務所
愛知県知事登録　（い-1）第13756号 愛知県名古屋市守山区四軒家2-609

積水ハウスノイエ株式会社
関西営業所一級建築士事務所

大阪府知事登録　（イ）第25810号
大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3-2

御堂筋ミナミビル5階
積水ハウスノイエ株式会社

近畿北陸営業所一級建築士事務所
京都府知事登録　02Ａ第03084号 京都府木津川市兜台６－６－４

積水ハウスノイエ株式会社
中国営業所一級建築士事務所

広島県知事登録　20（1）第5412号 広島県広島市安佐南区伴南1丁目4-31

積水ハウスノイエ株式会社
九州営業所一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-61837号 福岡県福岡市城南区東油山2-7-17

ミサワホーム株式会社
一級建築士事務所

東京都知事登録　第53910号 東京都新宿区西新宿二丁目4-1

ミサワホーム株式会社
東京一級建築士事務所

東京都知事登録　第60835号 東京都中央区京橋1-1-1

ミサワホーム株式会社
東京西一級建築士事務所

東京都知事登録　第60398号 東京都杉並区高井戸東2-4-5

ミサワホーム株式会社
神奈川一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第16970号 神奈川県横浜市戸塚区川上町90-6

ミサワホーム株式会社
横浜一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第17092号 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-35-4

ミサワホーム株式会社
さいたま一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（2）第10962号 埼玉県さいたま市中央区円阿弥7-7-8

ミサワホーム株式会社
川越一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（2）第10964号 埼玉県川越市六軒町2-19-1

ミサワホーム株式会社
高崎一級建築士事務所

群馬県知事登録　第4539号 群馬県高崎市中尾町17-1

ミサワホーム株式会社
船橋一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-2010-8076号 千葉県船橋市本町2-10-14

ミサワホーム株式会社
千葉一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-2010-8074号 千葉県千葉市稲毛区園生町388-13

ミサワホーム株式会社
木更津一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-2010-8075号 千葉県木更津市文京2-6-36

ミサワホーム株式会社
柏一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-2010-8078号 千葉県柏市旭町2-10-22

ミサワホーム株式会社
茨城一級建築士事務所

茨城県知事登録　第A3775号 茨城県水戸市笠原町978-38

ミサワホーム株式会社
つくば一級建築士事務所

茨城県知事登録　第A3810号 茨城県つくば市竹園1-4-1

ミサワホーム株式会社
愛岐一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-28）第13158号 愛知県名古屋市中区新栄2-19-6

ミサワホーム株式会社
三重一級建築士事務所

三重県知事登録　第1－2314号 三重県津市栄町2ー310

ミサワホーム北海道株式会社
一級建築士事務所

北海道知事登録　（石） 第593号 北海道札幌市白石区東札幌二条6-8-1

ミサワホーム北海道株式会社
資産活用事業部一級建築士事務所

北海道知事登録　(石) 第5573号 北海道札幌市白石区東札幌二条6-8-1

ミサワホーム北海道株式会社
函館支店一級建築士事務所

北海道知事登録　(渡) 第431号 北海道函館市神山1-9-1

ミサワホーム北海道株式会社
旭川支店一級建築士事務所

北海道知事登録　（上）第455号 北海道旭川市豊岡一条4-1-15

ミサワホーム北海道株式会社
帯広支店一級建築士事務所

北海道知事登録　（十）第494号 北海道帯広市西20条南5-42-18

ミサワホーム北海道株式会社
帯広支店釧路店一級建築士事務所

北海道知事登録　（釧）第720号 北海道釧路市宮本2-5-1

東北ミサワホーム株式会社
青森支店一級建築士事務所

青森県知事登録　第1479号 青森県青森市大字筒井字八ッ橋90-1

東北ミサワホーム株式会社
秋田支店一級建築士事務所

秋田県知事登録　第17-10A-0562号 秋田県秋田市泉北1-7-11

東北ミサワホーム株式会社
本社一級建築士事務所

宮城県知事登録　第15010120号 宮城県仙台市青葉区一番町1-3-1

東北ミサワホーム株式会社
宮城支店一級建築士事務所

宮城県知事登録　第19210201号 宮城県仙台市青葉区一番町1-3-1

東北ミサワホーム株式会社
岩手支店一級建築士事務所

岩手県知事登録　第け（2104）348号 岩手県盛岡市下太田下川原45

東北ミサワホーム株式会社
山形支店一級建築士事務所

山形県知事登録　（1811）　第975号 山形県山形市寿町14-9



東北ミサワホーム株式会社
福島支店一級建築士事務所

福島県知事登録　第11（010）2132号 福島県福島市鎌田字丹戸前16-3

東北ミサワホーム株式会社
福島支店一級建築士事務所

福島県知事登録　第12(010)0989号 福島県郡山市南1-82

東北ミサワホーム株式会社
福島支店一級建築士事務所

福島県知事登録　第18（010）0458号 福島県いわき市鹿島町久保字飯栗田17-3

ミサワホーム北越株式会社
新潟支店一級建築士事務所

新潟県知事登録　（ホ）第3314号 新潟県新潟市中央区関新2-1-53

ミサワホーム北越株式会社
富山支店一級建築士事務所

富山県知事登録　第(３) 第1757号 富山県富山市千歳町3-4-16

ミサワホーム甲信株式会社
長野支社中南信一級建築士事務所

長野県知事登録　(松本)B16151号 長野県松本市双葉22-1

ミサワホーム甲信株式会社
長野支社東北信一級建築士事務所

長野県知事登録　(長野)B47161号 長野県長野市平林2-2-17

ミサワホーム甲信株式会社
山梨支社一級建築士事務所

山梨県知事登録　(梨)　第1-29821号 山梨県甲府市国母7-9-1

株式会社ミサワホーム静岡
一級建築士事務所

静岡県知事登録　第6-4470号 静岡県静岡市駿河区手越367

株式会社ミサワホーム静岡
一級建築士事務所三島営業所

静岡県知事登録　第5-5501号 静岡県駿東郡長泉町下土狩20-3

株式会社ミサワホーム静岡
一級建築士事務所浜松営業所

静岡県知事登録　第5-5503号 静岡県浜松市中区助信町4-6

一級建築士事務所ミサワホーム近畿株式会社 大阪府知事登録　（チ）第8777号 大阪府大阪市北区堂島2-2-2

一級建築士事務所ミサワホーム近畿株式会社
大阪支店

大阪府知事登録　（ヘ）第14989号 大阪府大阪市北区堂島2-2-2

一級建築士事務所ミサワホーム近畿株式会社
兵庫支店

兵庫県知事登録　第01A02225号 兵庫県神戸市中央区磯上通8-2-6

一級建築士事務所ミサワホーム近畿株式会社
京滋支店滋賀事務所

滋賀県知事登録　（ヘ）第1274号 滋賀県草津市矢倉2-6-12

一級建築士事務所ミサワホーム近畿株式会社
京滋支店

京都府知事登録　30A第01774号 京都府京都市中京区室町通御池上る御池之町323

一級建築士事務所ミサワホーム近畿株式会社
奈良支店

奈良県知事登録　第2019(へ)1411号 奈良県奈良市大宮町2-4-25

一級建築士事務所ミサワホーム近畿株式会社
和歌山支店

和歌山県知事登録　第(リ)223号
和歌山県和歌山市九番丁１５番地

 九番丁ＭＧビル
ミサワホーム中国株式会社
広島支店一級建築士事務所

広島県知事登録　第18(1)第2559号 広島県広島市西区横川町1-7-1

ミサワホーム中国株式会社
福山店二級建築士事務所

広島県知事登録　20(2)第2578号 広島県福山市本庄町中2-4-22

ミサワホーム中国株式会社
岡山支店一級建築士事務所

岡山県知事登録　第13163号 岡山県岡山市北区野田2-13-17

ミサワホーム中国株式会社
倉敷支店一級建築士事務所

岡山県知事登録　第14051号 岡山県倉敷市中央1-25-29

ミサワホーム中国株式会社
山口支店一級建築士事務所

山口県知事登録　(H)第990号 山口県山口市小郡新町4-1-1

ミサワホーム中国株式会社
山陰店一級建築士事務所

鳥取県知事登録　第30-938号 鳥取県鳥取市南吉方1-87

ミサワホーム四国
本社一級建築士事務所

香川県知事登録　第1878号 香川県高松市林町2217-50

ミサワホーム四国株式会社
愛媛一級建築士事務所

愛媛県知事登録　第3222号 愛媛県松山市和泉南1-8-24

ミサワホーム九州株式会社
一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-10971号 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1

ミサワホーム九州株式会社
福岡支店一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-11096号
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1

日本生命ビル2階
ミサワホーム九州株式会社

北九州支店一級建築士事務所
福岡県知事登録　第1-20452号 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1AIMビル

ミサワホーム九州株式会社
長崎支店一級建築士事務所

長崎県知事登録　第(17)-10179号 長崎県長崎市高城台1-2-1

ミサワホーム九州株式会社
熊本支店一級建築士事務所

熊本県知事登録　第2867号 熊本県熊本市南区馬渡2-9-16

ミサワホーム九州株式会社
大分支店一級建築士事務所

大分県知事登録　第17Q-12489号 大分県大分市都町1-2-1

ミサワホーム九州株式会社
宮崎支店一級建築士事務所

宮崎県知事登録　第B-5629号
宮崎県宮崎市橘通東4-2-6

エリーズ宮崎ビル
ミサワホーム九州株式会社

鹿児島支店一級建築士事務所
鹿児島県知事登録　第1-28-178号　 鹿児島県鹿児島市与次郎2-4-35

ミサワホームＭＪ株式会社
関東支店一級建築士事務所

東京都知事登録　第49079号 東京都杉並区高井戸東2-4-5

ミサワホームＭＪ株式会社
静岡支店一級建築士事務所

静岡県知事登録　(4)第6338号
静岡県三島市文教町1-4843-1
東レ・シャンピア三島ビル１Ｆ

ミサワホームＭＪ株式会社
愛知支店二級建築士事務所

愛知県知事登録　(ろ-30)第7455号 愛知県名古屋市名東区貴船3-104-1



ミサワホームＭＪ株式会社
東京営業本部一級建築士事務所

東京都知事登録　第63690号 東京都杉並区高井戸西1-1-19

栃木ミサワホーム株式会社
建築設計事務所

栃木県知事登録　Aヘ第1361号 栃木県宇都宮市一条2-7-24

北陸ミサワホーム株式会社
一級建築士事務所

石川県知事登録　第1319号 石川県金沢市堀川町23-23

ミサワホーム佐賀建築設計事務所 佐賀県知事登録　第に-850号 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸1394-1

旭化成ホームズ株式会社
城東一級建築士事務所

東京都知事登録　第43168号 東京都墨田区太平４－１－３

旭化成ホームズ株式会社
城北一級建築士事務所

東京都知事登録　第26652号 東京都墨田区太平４－１－３

旭化成ホームズ株式会社
池袋一級建築士事務所

東京都知事登録　第49213号 東京都豊島区東池袋１－２４－１

旭化成ホームズ株式会社
新宿一級建築士事務所

東京都知事登録　第55485号 東京都新宿区西新宿２－４－１

旭化成ホームズ株式会社
渋谷一級建築士事務所

東京都知事登録　第49268号 東京都目黒区上目黒２－１－１

旭化成ホームズ株式会社
東京南一級建築士事務所

東京都知事登録　第56402号 東京都目黒区上目黒２－１－１

旭化成ホームズ株式会社
武蔵野一級建築士事務所

東京都知事登録　第30856号 東京都三鷹市下連雀３－３５－１

旭化成ホームズ株式会社
東京西一級建築士事務所

東京都知事登録　第22524号 東京都立川市曙町２－３６－２

旭化成ホームズ株式会社
山梨一級建築士事務所

山梨県知事登録　第1-301614号 山梨県中巨摩郡昭和町西条５１４３－４

旭化成ホームズ株式会社
千葉一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1810-6042号 千葉県千葉市美浜区中瀬１－３

旭化成ホームズ株式会社
京葉一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1811-6064号 千葉県千葉市美浜区中瀬１－３

旭化成ホームズ株式会社
柏一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1810-6051号 千葉県柏市中央町１－１

旭化成ホームズ株式会社
茨城一級建築士事務所

茨木県知事登録　第A2928号 茨城県つくば市研究学園２－９－３

旭化成ホームズ株式会社
大宮一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（８）第1139号 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６

旭化成ホームズ株式会社
埼玉西一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（７）第1940号 埼玉県川越市脇田本町２３－１

旭化成ホームズ株式会社
浦和一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（５）第7051号 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６

旭化成ホームズ株式会社
埼玉東一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（６）第3169号 埼玉県越谷市南越谷１－１９－６

旭化成ホームズ株式会社
熊谷一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（５）第6887号 埼玉県熊谷市筑波３－１９５

旭化成ホームズ株式会社
群馬一級建築士事務所

群馬県知事登録　第2337号 群馬県高崎市栄町１６－１１

旭化成ホームズ株式会社
栃木一級建築士事務所

栃木県知事登録　（Ａホ）第1865号 栃木県宇都宮市馬場通り４－１－１

旭化成ホームズ株式会社
川崎一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第5778号 神奈川県川崎市中原区小杉町１－４０３

旭化成ホームズ株式会社
横浜北一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第9389号 神奈川県横浜市青葉区美しが丘５－１－２

旭化成ホームズ株式会社
横浜一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第9155号 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－３

旭化成ホームズ株式会社
横浜南一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第6154号 神奈川県横浜市戸塚区川上町８５－１

旭化成ホームズ株式会社
町田一級建築士事務所

東京都知事登録　第38609号 東京都町田市森野１－７－２３

旭化成ホームズ株式会社
厚木一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第9927号 神奈川県厚木市中町２－６－１０

旭化成ホームズ株式会社
湘南一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第5779号 神奈川県藤沢市藤沢１０９－６

旭化成ホームズ株式会社
西湘一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第14117号 神奈川県平塚市宝町３－１

旭化成ホームズ株式会社
沼津一級建築士事務所

静岡県知事登録　（６）第4353号 静岡県沼津市大手町３－８－２３

旭化成ホームズ株式会社
静岡一級建築士事務所

静岡県知事登録　（６）第4196号 静岡県静岡市駿河区南町１８－１



旭化成ホームズ株式会社
浜松一級建築士事務所

静岡県知事登録　第（７）3706号 静岡県浜松市中区板屋町１１１－２

トヨタホームとうほく株式会社
一級建築士事務所

宮城県知事登録　第 16010147 号 宮城県仙台市泉区和泉中央1-33-4

トヨタホームとうほく株式会社
福島支店一級建築士事務所

福島県知事登録　第 12(009)0987 号 福島県郡山市島2-44-25

トヨタホーム茨城建築設計 茨城県知事登録　Ａ３４７１号（０２０７） 茨城県小美玉市西郷地1565-1

トヨタホーム北関東株式会社
一級建築士事務所

栃木県知事登録　Aハ第 2796 号 栃木県宇都宮市駒生町799-5

トヨタホーム北関東株式会社
群馬支店一級建築士事務所

群馬県知事登録　第 3722 号 群馬県高崎市問屋町3-5-2

トヨタウッドユーホーム
埼玉支店建築設計事務所

埼玉県知事登録　(1)第11419号 埼玉県白岡市西8-5-5

トヨタホームちば株式会社
一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-2003-7306号
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンB棟22階

トヨタホーム東京株式会社
一級建築士事務所

東京都知事登録　 第２８１０８号 東京都千代田区九段南2-3-18　トヨタ九段ビル

トヨタホーム東京株式会社
埼玉一級建築士事務所

埼玉県知事登録　 （５） 第６６１９号
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-9

北浦和NCビル
トヨタホーム東京株式会社
東京西一級建築士事務所

東京都知事登録　  第６３１７６号
東京都立川市栄町6-1-1

立飛ビル7号館3F
トヨタホーム東京株式会社
神奈川一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第１０１７３号
神奈川県横浜市西区西平沼町6－1

ヨコハマくらし館１階
トヨタホームふじ株式会社

静岡支社　一級建築士事務所
静岡県知事登録　（５）第5575号 静岡県沼津市岡宮1270-1

トヨタホームふじ株式会社
山梨支社　一級建築士事務所

山梨県知事登録　第1-302017号 山梨県中巨摩郡昭和町河西1043

トヨタホームしなの株式会社
一級建築士事務所

長野県知事登録　（ 長野 ） Ｂ 第 3X011 号 長野県長野市真島町真島1292

トヨタホーム岐阜株式会社
一級建築士事務所

岐阜県知事登録　 第 10310 号 岐阜県岐阜市市橋2-1-1

トヨタホーム東海株式会社
一級建築士事務所

静岡県知事登録　（5）第 4929 号 静岡県浜松市東区西塚町303-7

トヨタホーム東海株式会社
一級建築士事務所

静岡県知事登録　（3）第 6741 号 静岡県静岡市駿河区敷地1-19-17

トヨタホーム愛知株式会社
一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-29） 第 6151 号 愛知県名古屋市東区泉1-23-22

トヨタホーム愛知三河
一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-29） 第 8755 号 愛知県安城市横山町浜畔上65

トヨタホーム名古屋株式会社
本社一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-29） 第 6162 号 愛知県名古屋市名東区上社1-1307

トヨタホーム信州カンパニー
一級建築士事務所

長野県知事登録　（ 松本 ） C 第 44151 号 長野県松本市宮田1-4

トヨタホーム三重
一級建築士事務所

三重県知事登録　第 1-622 号 三重県四日市市十七軒町9番1号

トヨタホーム近畿株式会社
一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ ト ） 第 12658 号 大阪府大阪市西区立売堀3-1-14

トヨタホーム近畿株式会社
京滋営業所一級建築士事務所

滋賀県知事登録　（ イ ） 第 2439 号 滋賀県守山市吉身1-11-51

トヨタホーム岡山株式会社
一級建築士事務所

岡山県知事登録　第 1668 号 岡山県岡山市北区久米161

トヨタホーム九州株式会社
一級建築士事務所

福岡県知事登録　第 1-11380 号 福岡県福岡市東区原田4-2-7

トヨタホーム九州株式会社
熊本営業所一級建築士事務所

熊本県知事登録　第 3744 号
熊本県熊本市中央区神水1-15-45

T・Ｋビル1F
トヨタすまいるライフ
一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-30） 第 4274 号 愛知県豊田市大林町1-81

トヨタホーム株式会社
中国カンパニー広島　一級建築士事務所

広島県知事登録　（ 1 ） 第 4754 号
広島県広島市中区中町8-12

広島グリーンビル1F
トヨタホーム株式会社

中国カンパニー山口　二級建築士事務所
山口県知事登録　第 4229 号 山口県山口市小郡新町5-3-3

株式会社 ヤマダホームズ
kobori研築設計室　一級建築士事務所

大阪府知事登録　（ニ）第18492号
大阪府大阪市淀川区東三国6丁目1-30

（コボリマンション東三国2階）

株式会社 ヤマダホームズ
法人営業室　二級建築士事務所

埼玉県知事登録　（１）第11442号 埼玉県新座市野火止2-6-15

株式会社 ヤマダホームズ
ネット住宅事業部　一級建築士事務所

東京都知事登録　第63319号
東京都渋谷区幡ヶ谷2-39-8

ビオライフハウス1F

株式会社 ヤマダホームズ
不動産事業部　二級建築士事務所

東京都知事登録　第15801号
東京都渋谷区幡ヶ谷2-39-8

ビオライフハウス1F



株式会社 ヤマダホームズ
特建事業部　一級建築士事務所

大阪府知事登録　（オ）第3583号
大阪府大阪市淀川区東三国６丁目1-30

（コボリマンション東三国2階）

株式会社 ヤマダホームズ
東北支社　二級建築士事務所

宮城県知事登録　第18X20095号 宮城県仙台市若林区清水小路1-11

株式会社 ヤマダホームズ
盛岡店　二級建築士事務所

岩手県知事登録　第2310（3813）号 岩手県盛岡市北飯岡1丁目1番72号

株式会社 ヤマダホームズ
秋田店　二級建築士事務所

秋田県知事登録　第20-10B-1057号 秋田県秋田市八橋南2-4-13

株式会社 ヤマダホームズ
栃木支社　一級建築士事務所

栃木県知事登録　A第3587号 栃木県宇都宮市駒生町3363-27

株式会社 ヤマダホームズ
群馬支社　太田店　二級建築士事務所

群馬県知事登録　第4934号 群馬県太田市飯塚町1764-1

　株式会社 ヤマダホームズ
首都圏支社　一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（5）第7585号
埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目313-2

MANOR HILL OMIYA

株式会社 ヤマダホームズ
茨城支社　一級建築士事務所

茨城県知事登録　A第2589号（0206）
茨城県水戸市千波町1950

ウェーブ21ビル1Ｆ

株式会社 ヤマダホームズ
千葉支社　一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1506-5298号 千葉県千葉市中央区宮崎2丁目2番12

株式会社 ヤマダホームズ
神奈川支社　一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第11693号
神奈川県横浜市戸塚区川上町85-1

N&FビルⅡ 8F

株式会社 ヤマダホームズ
中部東支社　一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-30）第13591号
愛知県豊橋市中郷町118-1

豊橋サウスビル2Ｆ Ａ

株式会社 ヤマダホームズ
中部西支社　一級建築士事務所

 愛知県知事登録　（い-27）第8396号
愛知県名古屋市中区栄1-31-41

大井ビル2Ｆ

株式会社 ヤマダホームズ
北陸・甲信越支社　二級建築士事務所

長野県知事登録　(長野)A第3Y051号 長野県長野市吉田1-21-20

株式会社 ヤマダホームズ
京滋支社 一級建築士事務所

京都府知事登録　（28A)第00959号
京都府京都市右京区西院平町25

ライフプラザ西大路四条　4Ｆ

株式会社 ヤマダホームズ
阪神支社　一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第01Ａ04782号 兵庫県西宮市中島町16番12号

株式会社 ヤマダホームズ
奈良・和歌山支社一級建築士事務所

奈良県知事登録　第2020（ほ）1762号
奈良県奈良市大宮町4丁目295-10

奈良朝日生命川口ビル　1Ｆ

株式会社 ヤマダホームズ
香川支社一級建築士事務所

香川県知事登録　第2458号 香川県高松市春日町217-3

株式会社 ヤマダホームズ
愛媛支社　一級建築士事務所

愛媛県知事登録　第2561号 愛媛県松山市宮西1丁目4番36号

株式会社 ヤマダホームズ
福岡支社　一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-12387号 福岡県福岡市中央区那の津2-1-7

株式会社 ヤマダホームズ
南九州支社　二級建築士事務所

宮崎県知事登録　第6813号 宮崎県宮崎市吉村町天神前甲142-1

パナソニックホームズ株式会社
関東・東北一級建築士事務所

宮城県知事登録　第18810090号 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目11-9

パナソニックホームズ株式会社
茨城一級建築士事務所

茨城県知事登録　第A2820（2910）号 茨城県つくば市研究学園2丁目2番地1

パナソニックホームズ株式会社
千葉一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1710-5811号
千葉県千葉市中央区問屋町1-35

千葉ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞﾀﾜｰ 17Ｆ
パナソニックホームズ株式会社

東京一級建築士事務所
東京都知事登録　第47990号 東京都新宿区西新宿2-3-1　新宿モノリス11階

パナソニックホームズ株式会社
東京東一級建築士事務所

東京都知事登録　第47991号 東京都豊島区南大塚3丁目10-10

パナソニックホームズ株式会社
神奈川一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第12642号 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目28番9号

パナソニックホームズ株式会社
埼玉一級建築士事務所

埼玉県知事登録　第（3）10059号 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目14番地

パナソニックホームズ株式会社
中部第一一級建築士事務所

愛知県知事登録　(い-1)第10811号 愛知県名古屋市名東区一社一丁目83番地

パナソニックホームズ株式会社
中部第二一級建築士事務所

三重県知事登録　第1-1679号 三重県津市乙部37番5号

パナソニックホームズ株式会社
近畿一級建築士事務所

大阪府知事登録　(二)第19815号 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号

パナソニックホームズ株式会社
奈良一級建築士事務所

奈良県知事登録　第2017（に）1899号 奈良県奈良市法華寺町138番地1



パナソニックホームズ株式会社
神戸一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第01A01893号
兵庫県神戸市中央区京町69番
三宮第一生命ビルディング9階

パナソニックホームズ株式会社
岡山一級建築士事務所

岡山県知事登録　第13162号 岡山県岡山市北区今４丁目9-30

パナソニックホームズ株式会社
広島一級建築士事務所

広島県知事登録　第16（1）4750号 広島県広島市西区商工センター8丁目9番55号

パナソニックホームズ株式会社
九州一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-11418号
福岡県福岡市中央区白金１丁目20番3号

紙与薬院ビル8階
パナソニックホームズ株式会社

沖縄一級建築士事務所
沖縄県知事登録　第190-2443号

沖縄県浦添市牧港4丁目11番3号
おきでん牧港ビル6階

東京セキスイハイム株式会社
東京支店　一級建築士事務所

東京都知事登録　第47563号 東京都台東区東上野4-27-3

東京セキスイハイム株式会社
神奈川支店　一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第14591号 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1

東京セキスイハイム株式会社
千葉支店　一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1707-6845号 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1

東京セキスイハイム株式会社
埼玉支店　一級建築士事務所

埼玉県知事登録　（3）第9509号 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-9

セキスイハイム近畿株式会社
奈良一級建築士事務所

奈良県知事登録　第2017（は）2131号 奈良県奈良市西九条４丁目３－１

セキスイハイム近畿株式会社
神戸一級建築士事務所

兵庫県知事登録　第01A01573号
兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目2番2号

マークラー神戸ビル13階
セキスイハイム中四国株式会社
岡山支社　一級建築士事務所

岡山県知事登録　第13822号 岡山県岡山市北区辰巳19-103

セキスイハイム中部株式会社
岐阜一級建築士事務所

岐阜県知事登録　第 12306 号
岐阜市橋本町2丁目20番地

濃飛ビル8階
セキスイハイム東北株式会社

仙台　一級建築士事務所
宮城県知事登録　第18210268号

宮城県仙台市泉区泉中央1丁目13番4号
エクセルビル3階

セキスイハイム東北株式会社
山形　一級建築士事務所

山形県知事登録　（1908）第1512号 山形県山形市桜田東1丁目10番34号

セキスイハイム東北株式会社
庄内　二級建築士事務所

山形県知事登録　（2604）第3385号 山形県酒田市みずほ二丁目20番5号

セキスイハイム東北株式会社
郡山　一級建築士事務所

福島県知事登録　第12（108）0895号 福島県郡山市島2丁目50番15号
三栄ビル2階

セキスイハイム東北株式会社
いわき　一級建築士事務所

福島県知事登録　第18（108）0419号 福島県いわき市平南白土1丁目10番1

セキスイハイム東北株式会社
盛岡　一級建築士事務所

岩手県知事登録　第い（2011）第1667号 岩手県盛岡市津志田町3丁目7番23

セキスイハイム九州株式会社
福岡支店 一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-12442　号 福岡県福岡市中央区高砂2丁目8-1

大成建設ハウジング株式会社
一級建築士事務所

東京都知事登録　第52153号
東京都新宿区西新宿3-7-1

新宿パークタワー19階
大成建設ハウジング株式会社
東京支店一級建築士事務所

東京都知事登録　第61631号
東京都新宿区西新宿3-7-1

新宿パークタワー19階
大成建設ハウジング株式会社
横浜支店一級建築士事務所

神奈川県知事登録　第14126号
神奈川県横浜市中区長者町6-96-2

大成建設横浜支店ビル6F
大成建設ハウジング株式会社
千葉支店一級建築士事務所

千葉県知事登録　第1-1604-6616号 千葉県市川市市川南4丁目4番35号

大成建設ハウジング株式会社
東日本エリア一級建築士事務所

埼玉県知事登録　(3)第9228号
埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目495番地

鳥浅ビル4F
大成建設ハウジング株式会社
東海支店一級建築士事務所

愛知県知事登録　（い-28）第11163号 愛知県名古屋市中川区高畑5丁目146番地

大成建設ハウジング株式会社
近畿支店一級建築士事務所

大阪府知事登録　（イ）第25666号
大阪府大阪市中央区南船場1-4-10

大成建設関西支店ビル2F
大成建設ハウジング株式会社
九州支店一級建築士事務所

福岡県知事登録　第１-12296号
福岡県福岡市博多区住吉4-1-27

JS博多渡辺ビル3F
大成建設ハウジング株式会社

北海道営業所二級建築士事務所
北海道知事登録　（石）第4341号

北海道札幌市中央区北4条東2-8-2
マルイト北4条ビル6階

サンヨーホームズ株式会
東京一級建築士事務所

東京都知事登録　第45722号
東京都千代田区一番町１３番地３

ラウンドクロス一番町４階
サンヨーホームズ株式会社

中部一級建築士事務所
愛知県知事登録　第（い・27）9774号 名古屋市千種区内山3丁目30番9号

サンヨーホームズ株式会社
大阪一級建築士事務所

 大阪府知事登録　(ニ)第18658号
大阪市西区西本町1丁目4番1号

オリックス本町ビル7階
サンヨーホームズ株式会社
九州支店一級建築士事務所

福岡県知事登録　第1-10579号 福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号

サンヨーホームズ株式会社
P&F本部一級建築士事務所

 大阪府知事登録　(イ)第25293号 大阪府枚方市中宮大池3丁目30番1号



株式会社セレコーポレーション
一級建築士事務所

　東京都知事登録　第47997号
東京都中央区京橋三丁目7番1号

相互館110タワー5階
株式会社　ヒノキヤレスコ

東設計工事センター　一級建築士事務所
　東京都知事登録　第55327号 東京都江戸川区篠崎町　7-21-8

日本ハウス株式会社
建築設計事務所一級建築士事務所

山口県知事登録　（G）第1031号 山口県周南市沖見町二丁目１番地

栃木セキスイハイム株式会社
一級建築士事務所

栃木県知事登録　Aロ第3233号 栃木県宇都宮市東宿郷5-3-4

栃木セキスイハイム株式会社
両毛建築設計事務所

栃木県知事登録　Bロ第4424号 栃木県佐野市天神町903

群馬セキスイハイム株式会社 群馬県知事登録　第2020号 前橋市南町3-35-3

積水ハウス株式会社
大阪中央支店一級建築士事務所

大阪府知事登録　（イ）第25932号
大阪府大阪市北区大淀中１丁目１番９３号

梅田スカイビル　ガーデンシックス３階
積水ハウス株式会社

田園都市シャーメゾン営業所一級建築士事務所
神奈川県知事登録　第18063号

神奈川県川崎市高津区坂戸３丁目２番１号
かながわサイエンスパーク　Ｒ＆Ｄ　Ｄ棟６３７号



④参加登録団体

団体名称 参加登録日 HP

一般社団法人　住宅不動産取引支援機構 令和2年7月1日 https://www.jtkikou.jp/

④に所属する建築士事務所

建築士事務所名 登録番号 所在地

ウェルハウジング建築設計事務所 指定事務所登録機関　一般社団法人茨城県建築士事務所協会 第A3913　号（3010） 茨城県つくばみらい市伊奈東65番地4　ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ201

株式会社　市川設計 愛知県知事登録　第（い）-31　6644号 愛知県西尾市東幡豆町河原20-2

LHアーキテクチャ一級建築士事務所 第－221497－号 千葉県成田市江弁須187-5

株式会社LHアーキテクチャ 第19Z－24276号 大分県大分市春日浦843-48

https://www.jtkikou.jp/


⑤参加登録団体

団体名称 参加登録日 HP

公益社団法人　日本建築家協会 令和2年7月1日 http://www.jia.or.jp/

⑤に所属する建築士事務所

建築士事務所名 登録番号 所在地

日本設計 一級建築士事務所　東京都知事登録　第6892号 東京都新宿区西新宿2-1-1　新宿三井ビル30階

三菱地所設計 一級建築士事務所　東京都知事登録　第46184号 東京都千代田区丸の内2-5-1　丸の内二丁目ビル

久米設計 一級建築士事務所　東京都知事登録　第379号 東京都江東区潮見2-1-22

大建設計 一級建築士事務所　東京都知事登録　第942号
東京都品川区東五反田5丁目10番8号

大建設計東京ビル

梓設計 一級建築士事務所　東京都知事登録　第380号 東京都大田区羽田旭町10-11　MFIP羽田3F

佐藤総合計画 一級建築士事務所　東京都知事登録　第1033号 東京都墨田区横網 2-10-12 AXSビル

東急設計コンサルタント 一級建築士事務所　東京都知事登録　第12285号 東京都目黒区中目黒3-1-33

NTTファシリティーズ 一級建築士事務所　東京都知事登録　第35509号 東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタワー

昭和設計 一級建築士事務所　大阪府知事登録(タ)第649号 大阪府大阪市北区豊崎4-12-10

東畑建築事務所 一級建築士事務所　東京都知事登録　　第12359号 東京都千代田区永田町 2-4-3

東畑建築事務所 一級建築士事務所　大阪府知事登録（レ）第152号 大阪市中央区高麗橋 2-6-10

義空間設計工房 一級建築士事務所　沖縄県知事登録　第 149-1943号 沖縄県那覇市真地169-1

一級建築士事務所　かわつひろし建築工房 一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-11041号  福岡県福岡市中央区小笹3-13-25

矢田義典建築設計事務所 一級建築士事務所　愛知県知事登録（いー26）第10792号 愛知県名古屋市西区那古野1-24-2

高屋設計環境デザインルーム 一級建築士事務所　石川県知事登録　第12506号 石川県金沢市瓢箪町12-47

アトリエA&A 一級建築士事務所　愛媛県知事登録　第 2110 号 愛媛県伊予市上三谷1361

アトリエ慶野正司　一級建築士事務所 一級建築士事務所　栃木県知事登録　第（Aヘ）1707号 栃木県小山市大字犬塚1-5-25

Studio PRANA 
一級建築士事務所　東京都知事登録　第46537号 東京都杉並区井草3-8-13　井草テラス203

高階澄人建築事務所 
一級建築士事務所　東京都知事登録　第46129号 東京都渋谷区渋谷1-4-6　ニュー青山ビル603

アトリエクウ　一級建築士事務所 一級建築士事務所　和歌山県知事登録（ト）第939-3号
和歌山県和歌山市小松原通3-21

タイヨーセントポリア3Ａ

井上久実設計室 一級建築士事務所　大阪府知事登録（イ）第18256号 大阪府大阪市東住吉区桑津2-6-15

鈴木弘人設計事務所 一級建築士事務所　宮城県知事登録第18X10153号 宮城県仙台市青葉区八幡1-10-14　ＳＡＵ０2

構想建築設計研究所 一級建築士事務所　東京都知事登録　第41333号 東京都世田谷区代沢2-36-21

新井建築工房+設計同人ＮＥＸＴ 一級建築士事務所　長野県知事登録（下伊）E第15202号 長野県飯田市松尾代田1324-2

しみず建築工房 一級建築士事務所　長野県知事登録（上田）D第32171号 長野県上田市真田町本原1415

館 設計工房 一級建築士事務所　長野県知事登録（伊那）F第2Y252号 長野県伊那市美原7448-317

http://www.jia.or.jp/


⑥参加登録団体

団体名称 参加登録日 HP

公益社団法人　日本建築士会連合会 令和2年7月1日 http://www.kenchikushikai.or.jp/

⑥に所属する建築士事務所

建築士事務所名 登録番号 所在地

株式会社北海道日建設計 （石）第77号 札幌市中央区大通西8丁目2番地

株式会社 川島隆太郎建築事務所 青森県知事登録　第2号 〒030-0966　青森県青森市花園1丁目6-11

株式会社 設計工房らいんあーと 青森県知事登録　第1139号 〒030-0846　青森県青森市青葉2丁目8-6

株式会社 稲見建築設計事務所 青森県知事登録　第1686号 〒030-0962　青森県青森市佃1丁目5-7

有限会社　白鳥設計 宮城県　17810124 〒987-2273　宮城県栗原市築館字左足36

土井建築設計事務所 宮城県　18810081 〒985-0063　宮城県塩竈市栄町7-10

㈱長岐建築設計事務所 18-10A-0805 秋田県大仙市大曲上栄町13-60

(株)平吹設計事務所 （1803）第１０６号 山形市松波３－４－１１

株式会社大山都市建築設計 289469 茨城県筑西市新治1996-56

株式会社川﨑建築計画事務所 一級　東京都　第４６７７５号 〒110-0002　台東区上野桜木1-10-22　中銀上野パークマンシオン508

岩原一級建築設計事務所 長野　松本　D７Y２２１号 長野県松本市大字里山辺３３９０番地２０

有限会社　柏(ﾊｸ)建築設計事務所 長野（飯田）Ｋ第43042号 長野県飯田市大通り2丁目235番地15

株式会社寺澤雄治アート設計工房 長野（長野）H第51222号 長野県長野市青木島町青木島乙784-1

　(有)菅沼建築事務所 長野(飯田）G第３８３１１号 長野県飯田市上郷別府２２９４－１

株式会社　宮本忠長建築設計事務所 長野（長野）L第４３２２１号 長野県長野市柳原１８７５番地１

株式会社アーバー建築事務所  長野佐久(F) 第29171号  長野県佐久市小田井713-3

株式会社　松本設計 長野（長野）Ｆ13291 長野市松代温泉158-1

バイオ１級建築士事務所 長野松本Ａ第35011号 長野県安曇野市豊科4482

株式会社エイ・デザイン 長野松本Ｊ２２１９１号 長野県塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原71-198

創風設計室 長野(上小）Ａ第14221号 上田市生田2348-21

中田二級建築士事務所 （木曽）I第17011号 長野県木曽郡木曽町新開4582-1

（株）Ｓ.Ｕ建築設計 新潟県知事登録(ト)第2461号 新潟県新潟市中央区関新1-4-10

ハーバーハウス株式会社　一級建築士事務所 新潟県知事登録(イ)第5228号 新潟市中央区明石2丁目3番30号

(有)ＺＯＮＥ建築設計事務所 静岡県知事登録(３)６６４１
浜松市中区中央３丁目15-31　タワーズファースト403

TEL.053-489-8848

株式会社　柳澤設計事務所 第（いー30)　第768号 名古屋市北区清水4-12-15　柳澤設計ビル

株式会社　加藤設計事務所 第（いー27)   第7013号 名古屋市東区鐘木町3丁目58番地

株式会社　オーラッド 第（いー1）　第9555号 愛知県豊橋市鍵田町36番地

株式会社　市川三千男建築設計事務所 第（いー29） 第6176号 名古屋市中区平和一丁目15番30号　IMA東別院

株式会社　田中綜合設計 第（いー28)　第5653号 名古屋市中区丸の内一丁目8番39号

株式会社　中建築設計事務所 第（いー30)　第7794号 名古屋市中区新栄1-27-27

有限会社アーキ・キューブ一級建築士事務所 岐阜　第10619号 岐阜市城東通６丁目２８番地２

http://www.kenchikushikai.or.jp/


株式会社岐創設計 岐阜　第12406号 岐阜市学園町３丁目３２番地

一級建築士事務所　西井設計株式会社  三重県知事登録　第1-2158号 〒516-0071　三重県伊勢市一之木1-6-8

Ｋ建築綜合研究所 石川県知事登録 第12150号 石川県金沢市昭和町8番7号

有限会社大治工務店1級建築士事務所 滋賀知事(ハ)1974号 滋賀県近江八幡市安土町豊浦8216

竹田ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 滋賀知事(ヘ)1133号 甲賀市水口町今郷253-2

規工川建設株式会社1級建築士事務所 大阪府知事(イ)25439号 大阪市城東区中央3-3-12-705

和建築設計室(株式会社デザインラボメルツ） 兵庫県知事01A00956号(近々変わります） 兵庫県宝塚市野上2丁目2-21-105

＆Architect1級建築士事務所 大阪府知事（イ）25841号 大阪市北区万歳町3-41城野ビル203

KU　Design　Studios 大阪府知事(イ)24366号 大阪市北区豊崎3-14-18　野口ビル4階

泰プランニングオフィス 奈良　第2016（は）2090号 奈良市朱雀5丁目1-1-52-206

一級建築士事務所株式会社塩飽設計 岡山県知事第１２６３９号 岡山県笠岡市笠岡4110-8

リスプ環境・都市建築研究所 岡山県知事第１３０４８号 岡山県倉敷市中央2-10-12

株式会社小橋工務店 岡山　第1119号 岡山県岡山市東区東平島1117-1

テラクリエーター1級建築士事務所 岡山　第2089号 岡山県岡山市中区高屋183-1-5

有限会社 ＭＵ設計コンサルタント (F)第1421号 〒744-0029　山口県下松市楠木町1丁目2番2号

株式会社フィット二級建築士事務所 徳島県知事登録第72004号 〒771-0130 徳島県徳島市川内町加賀須野1069-23

(有)藤岡総合設計 香川県知事登録　第1948号 769-2302　香川県さぬき市長尾西864-2

(有)シー・アイ建築設計事務所 香川県知事登録　第1398号 761-2101　香川県綾歌郡綾川町畑田731-13

(株)木村建設 香川県知事登録　第2049号 761-8043　香川県高松市中間町869-1

有限会社　赤根設計 3282 愛媛県松山市石風呂町89

界設計室 高知県知事登録　第1210号 高知県高知市江陽町1-13-2F

(株)環・設計工房一級建築士事務所 一級福岡県知事1-11725 〒815-0033　福岡市南区大橋2丁目2番1号

（株）松山建築設計室 一級福岡県知事1-12312 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前4-25-14 ヒロビル8F

㈱ライト建築設計事務所 17-10180 長崎市川口町9番１４号

伊藤憲吾建築設計事務所 一級建築士　第316345号　　　　　　　　　事務所登録　第19W－13404号 大分県大分市三ケ田町1丁目9番43号FourClover's南大分101号室

越山明典建築設計事務所 A-6628 宮崎市月見ヶ丘2-12-2



⑦参加登録団体

団体名称 参加登録日 HP

一般社団法人　日本建築士事務所協会連合会 令和2年7月1日 http://www.njr.or.jp/

⑦に所属する建築士事務所

建築士事務所名 登録番号 所在地

(株)札幌日総建 (石）第０６６４号 北海道札幌市中央区南一条西八丁目１番地

㈱現代建築設計事務所 第こ（２１０５）１１０号 岩手県盛岡市青山1-19-49

㈱中居都市建築設計 第え（２２１２）１２７２号 岩手県盛岡市南大通2-1-20

㈱久慈設計 第し（２２０７）５号 岩手県盛岡市紺屋町3-11

㈱渡辺設計事務所 第け（２２０２）２５４号 岩手県盛岡市加賀野4-1-36

㈱関・空間設計 16X10168 宮城県仙台市青葉区本町2-1-8　第一広瀬ビル９F

㈱楠山設計 19310255 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目3-16　ｵｰ･ｴｯｸｽ芭蕉の辻ビル

㈱プルーフあいアーキテクツ 15-10A-0143 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前192-4

(有)花田設計事務所 18-10A-0668 秋田県秋田市泉中央二丁目9-13

ブレンスタッフ(株) (1605)第１１１０号 山形県鶴岡市桜新町８－３３

（株）ボーダレス総合計画事務所 １１（１０３）１７５３ 福島県福島市岡部字高畑１

（有）湧設計 １１（２０４）２０３２ 福島県福島市曽根田町６－７　グリーンアカデミー2階

(株)戸頃建築設計事務所 第A0173号 茨城県水戸市松が丘1-2-23

(株)大山都市建築設計 第A2583号 茨城県筑西市新治1996-56

(株)ヤマト建築設計事務所 第A0062号 茨城県水戸市千波町1370-4

AIS総合設計株式会社 Aヲ第０２２６号 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号

有限会社山崎企画設計 Ａハ第２７６９号 栃木県宇都宮市駒生二丁目８番１７号

㈱石井設計 一級　群馬　第４９４号 群馬県前橋市本町1-1-3 ＡＭＤ本町2Ｆ

新井設計工房 一級　群馬　第１３７８号 群馬県高崎市吉井町吉井267

㈱北村建築設計事務所 一級　群馬　第２４０号 群馬県太田市新井町213

㈱福島建築設計事務所 一級　群馬　第４７号 群馬県前橋市日吉町1-3-6

（株）グリーンランド 一級建築士事務所 １－１９１０－６２７０ 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 1-3-5

株式会社梓設計 東京都知事登録　第３８０号 東京都大田区羽田旭町１０－１１

株式会社日建設計 東京都知事登録第１０４７号 東京都千代田区飯田橋2-18-3

株式会社山下設計 東京都知事登録第９５８号 東京都中央区日本橋小網町6-1

株式会社ＩＡＯ竹田設計 東京第一事務所 東京都知事登録第３３９２３号 東京都千代田区神田錦町3-20　錦町トラッドスクエア9F

株式会社ポロスデザインシステム一級建築士事務所 1級第8235号 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-7-11　クラウンビル201

株式会社ユニバァサル設計  1級第2030号 神奈川県相模原市南区旭町10-17

株式会社金子設計 1級第1384号 神奈川県横浜市磯子区西町5-11

（株）クレイズプラン一級建築士事務所 ホ3764 新潟県新潟市中央区米山2－7－4　ITPケヤキビル4F

株式会社山形一級建築士事務所 1-291573 山梨県甲府市中小河原1500

http://www.njr.or.jp/


株式会社馬場設計 1-30888 山梨県甲府市塩部4-15-8

株式会社 創建築事務所 富山県第（13）52号 富山県高岡市野村1635-5

株式会社 三四五建築研究所 富山県第（13）55号 富山県富山市新桜町8-1

株式会社浦建築研究所 石川県知事登録 第1013 石川県金沢市本多町3-11-

（株）木下設計 第い－５１４号 福井県福井市御幸3丁目2-22

(株）センボー建築事務所 第い－３６号 福井県福井市順化２丁目24-2

（株）アーサ 第い－６９４号 福井県福井市和田２丁目2113

㈱安井建築設計事務所 レ－２７ 大阪府大阪市中央区島町2－4－7

㈱竹中工務店大阪一級建築士事務所 レ－２２８ 大阪府大阪市中央区本町４－１－１３

㈱市岡建築設計事務所 へ－14462 大阪府堺市堺区栄橋町１－４－１０

㈱トヤマビル戸田企画設計 ハ－21332 大阪府大阪市中央区安土町１－７－１３

㈱日建設計一級建築士事務所 レ－２８１ 大阪府大阪市中央区高麗橋４－６－２

（株）福本設計 第２０１８（よ）５８号 奈良県奈良市大宮町６－４－２１

（株）ワールド設計 第２０１６（ぬ）３６４号 奈良県磯城郡田原本町三笠１５２－１０

㈱白兎設計事務所 鳥取30-142 鳥取県鳥取市西町2丁目123

㈲井手添建築設計事務所 鳥取29-350 鳥取県倉吉市海田西町1丁目162

㈱桑本建築設計事務所 鳥取30-355 鳥取県米子市道笑町2丁目126

坂本建築設計 第（１０）１３３８号 島根県松江市殿町９７

北脇建築設計事務所 第（１７）１０２３号 島根県出雲市高岡町６１５

㈱丸川建築設計事務所 1078 岡山県岡山市北区駅前町1-5-18

㈱暁建築設計事務所 12229 岡山県倉敷市平田226

㈱倉森建築設計事務所 1081 岡山県岡山市北区丸の内1-9-3

㈲リスプ環境・都市建築研究所 13048 岡山県倉敷市中央2-10-12

㈱木村建築設計事務所 1486 岡山県岡山市北区野田3-18-20

㈱オービット設計 20（１）5085 広島市南区比治山本町13-20

環境デザインワークス ７１０１５ 徳島県徳島市助任橋１－２４－１　WITHビル３F

（株）清和設計事務所 一級建築士事務所香川県知事登録　第749号 香川県丸亀市川西町北２０４１

（株）タカネ設計 一級建築士事務所香川県知事登録　第514号 香川県高松市松並町９６８－５

新企画設計株式会社 愛媛県知事登録　第1210号 愛媛県松山市南高井町1990番地8

株式会社　大建設計工務 愛媛県知事登録　第１９３号 愛媛県松山市湯渡町5番36号

株式会社傳設計一級建築士事務所 第1-10938号 福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-13

株式会社雅禧建築設計事務所一級建築士事務所 第1-11037号 福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15

株式会社高巣設計事務所一級建築士事務所 第1-50133号 福岡県大牟田市築町3-5

株式会社　三原建築設計事務所 第　ち－２９０　号 佐賀県佐賀市城内1丁目10-30

株式会社　渋江建築設計事務所 第　る－９１　号 佐賀県佐賀市多布施4丁目3-50

株式会社　甲斐構造設計事務所 一級建築士事務所　第3381号 熊本県熊本市北区八景水谷一丁目１９番１号

有限会社　ＣＲ南星建築設計事務所 一級建築士事務所　第856号 熊本県熊本市中央区中央街５番１５号



賢建築　一級建築士事務所 一級建築士事務所　第3371号 熊本県熊本市東区若葉三丁目１１番２号

東九州設計工務(株)一級建築士事務所 17O-11202 大分県大分市弁天1-6-4

(有)佐藤建築設計事務所一級建築士事務所 17Q-11228 大分県大分市大手町2-2　村谷ビル2F

一級建築士事務所(株)後藤建築設計事務所 18Q-11421 大分県豊後大野市三重町小坂3877-6

(株)高建築一級建築士事務所 18U-12994 大分県大分市賀来北2-23-5

㈱肥後設計 第1-29-185号 鹿児島県鹿児島市荒田二丁目4-13

志賀建築設計室 第1-27-129号 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目16-7　イイテラス303


