【平成28年度 定期報告実務講習会 受講者リスト 】
当リストは、本財団が主催の実務講習会を受講されて、ホームページの公開を希望された方のリストです。
事業所名

ＨＰ

（敬称略）
住所

郵便番号

ダイケンエンジニアリング 株式会社

http://www.dkg.co.jp/dke/

530-0003 大阪市北区堂島1-5-17

株式会社 奥村商会

http://www.okumura-syokai.co.jp

電話番号

ＦＡＸ番号

06-6344-1535

06-6348-0313 山本 直俊

06-6231-0612

06-6231-0613 大山 広雪
06-6372-7566 来海 素存

受講者

530-0005 大阪市北区中之島2-3-18

中之島ﾌｪｽﾃﾊﾞﾙﾀﾜｰ16階

きまちアーキテクト 株式会社

530-0012 大阪市北区芝田2-1-3

梅仙堂ビル4階

06-6372-7553

阪急設計コンサルタント 株式会社

530-0012 大阪市北区芝田1-4-8

北阪急ビル４階

06-6359-2760

06-6359-2762 小林 和彦

530-0043 大阪市北区天満1-8-24

06-6352-0091

06-6352-5995 宗林 功

株式会社 ダンテック

530-0043 大阪市北区天満4-14-13

06-6354-3641

06-6354-2707 辻 憲一

有限会社 あせび考房

530-0043 大阪市北区天満3-12-12-103

06-6351-5670

06-6357-9350 小谷 忠穂

06-6363-6330

06-6363-6372 竹内 誠、田中 富雄

大阪工業技術専門学校

http://www.oct.ac.jp

日本水処理工業 株式会社

http://www.mizu-shori.com

530-0046 大阪市北区菅原町8-14

コスモエンジニアリング 株式会社

http://www.kosmo-e.co.jp/

530-0057 大阪市北区曽根崎1-2-6

新宇治電ビル７階

06-6367-1061

06-6367-1062 東井 修司

株式会社 上田茂久・建築設計工房
積水ハウス 株式会社
大阪特建支店 カスタマーズセンター
株式会社 匠設計

http://www.uedamoku.co.jp

531-0071 大阪市北区中津1-12-3

中津パークビル

06-6359-8235

06-6359-8236 上田 茂久

531-0076 大阪市北区大淀中1-1-93

梅田スカイビルガーデンシックス

06-6440-3540

06-6440-3532

06-6393-7277

06-6393-7276 長棟 修

株式会社 アディックス 一級建築士事務所

http://addix.jp/

532-0004 大阪市淀川区西宮原1-6-60

06-6350-0767

06-6350-0764 箕井 淳

株式会社 リムズ

http://www.lims-os.com

532-0004 大阪市淀川区西宮原3-2-1-207

06-6395-0235

06-6395-0230 林 佳男

532-0011 大阪市淀川区西中島6-7-8

06-6304-1117

06-6304-1407 岸本 公男

532-0012 大阪市淀川区木川東3-5-15

06-6302-3234

06-6305-1371 柳本 博文

532-0012 大阪市淀川区木川東2-17-7

06-6300-1216

06-6305-6695 馬越 宗成

06-6302-2277

06-6309-6731 喜多田 伸生

532-0002 大阪市淀川区東三国5-13-9

大昭建設 株式会社
株式会社 ゼフィア

http://www.zephere.co.jp

クリエートファイブ一級建築士事務所
株式会社 朝日工業社 一級建築士事務所

http://www.asahikogyosha.co.jp 532-0031

プラザ新大阪917

大阪市淀川区加島1-58-59

有限会社 新日本設備

533-0022 大阪市東淀川区菅原3-8-6

06-6326-5477

06-6326-5470 三浦 悦伸

近藤建設 株式会社

533-0033 大阪市東淀川区東中島5-17-6

06-6322-0317

06-6325-7066 黒坂 美智也

537-0025 大阪市東成区中道3-15-2

06-6973-0012

06-6973-0032 森 斉

中峰建築事務所

538-0043 大阪市鶴見区今津南2-1-9

06-6968-8233

06-6969-6728 中峰 哲郎

ミレ建築設計事務所

538-0044 大阪市鶴見区放出東2-3-16

06-6962-4690

06-6962-4695

株式会社 アーバントーク

540-0012 大阪市中央区谷町1-5-7

ストークビル天満橋206号

06-6943-1505

06-6943-1538 楠本 行彦

株式会社 小松建築事務所

540-0034 大阪市中央区島町1-4-9

パークサイドビル６０１ 06-6943-0778 06-6943-0582 松永 幸四郎

株式会社 下村ビル・メンテナンス

541-0043 大阪市中央区高麗橋1-5-6

06-6204-1990

06-6204-1992 日置 周

特定非営利活動法人 住宅総合研究所

541-0044 大阪市中央区伏見町4-2-6

06-4867-3468

06-6203-5668 梅谷 治文、中馬 博良

テクニコ 株式会社

http://t-n.co.jp/

淡路第一ダイヤモンド207号

事業所名

ＨＰ

住所

郵便番号

株式会社 C&C

541-0046 大阪市中央区平野町1-8-13

辰野 株式会社

541-0054 大阪市中央区南本町2-2-9

野村建築設計事務所

541-0046 大阪市中央区平野町1-8-3

株式会社 ビルメンテナンスサービス

541-0048 大阪市中央区瓦町1-4-6

06-6263-2511

06-6263-2571 草西 和彦

山桂ビル３階

06-6228-6258

06-6228-6258 野村 哲士

市岡宏産ビル

06-6222-6333

06-6222-6330 中山 幸蔵

06-6265-6181

06-6265-6182 尾崎 泰之

06-6268-1222

06-6268-1277 織田 寿文

541-0053 大阪市中央区本町2-3-14

06-6271-1261

06-6271-1331 森田 利行

541-0057 大阪市中央区北久宝寺町1-2-1

06-6271-2883

06-6271-2884 ２名

アーカスクリエイト 株式会社

http://www.acuｓ-create.co.jp 541-0053 大阪市中央区本町4-7-12

http://ammy.co.jp

542-0082 大阪市中央区島之内1-21-19

ミッション 株式会社

受講者

06-6484-5765 １名

http://www.teikihoukoku.info/ 541-0052 大阪市中央区安土町1-6-22

株式会社 アミー建築事務所

ＦＡＸ番号

06-6484-5764

有限会社 アーキコスモ
株式会社 三橋商会

電話番号
平野町八千代ビル５階Ｄ号室

アーカス本町３階

オリエンタル堺筋ビル301

06-4708-8655

早瀬 英雄

日宝土地建物 株式会社

http://nippo-bldg.jp

542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-8-2

06-6211-1100

06-6211-1974 福島 徹

株式会社 穴吹コミュニティ

http://www.anabuki-community.com

542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-13-21

06-6244-2070

06-6244-2131

村本建設 株式会社 大阪支店

http://www.muramoto.co.jp/ 543-0002 大阪市天王寺区上汐4-5-26

06-6772-8048

06-6772-8062 藤本 守

株式会社 髙橋建築設計 大阪事務所

http://www.takahasi-at.co.jp 543-0022 大阪市天王寺区味原本町13-10-104

06-6763-5091

06-6763-3021 長山 準治

544-0033 大阪市生野区勝山北4-1-54

06-6731-8359

06-6731-8360 真釼 孝司

545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南3-1-4

06-6719-7001

06-6719-7161 大江 正男

有限会社 関西電気商会
丹後建設 株式会社

545-0042 大阪市阿倍野区丸山通1-3-44

06-6655-0504

06-6655-0514 芳村 隆史

株式会社 栄廣防災建設

545-0053 大阪市阿倍野区松崎町4-1-14

06-6623-4913

06-6625-1000 奥田 竹廣

近鉄住宅管理 株式会社

545-6090 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

06-7739-7701

06-7739-7705

06-6629-7688

06-6626-3055 下村 勇太、辻 裕樹

株式会社 碧建築事務所

株式会社 匠設計

http://www12.plala.or.jp/aoken/index.html

あべのハルカス30階

http://www.shosekkei.com/ 546-0035 大阪市東住吉区山坂1-9-21

匠建築設計事務所

547-0002 大阪市平野区加美東1-11-12

06-6795-0033

06-6795-0022 番匠 幹也

株式会社 三木工務店 三木建築設計事務所

547-0024 大阪市平野区瓜破2-3-52

06-6384-6867

06-6384-0254 三木 優、佐藤 康弘

有限会社 ひろ建築事務所

547-0032 大阪市平野区流町3-2-9

06-6760-6585

06-6760-6586 池田 博德

株式会社 吉野設備

547-0043 大阪市平野区平野東3-6-2

06-6791-8886

06-6791-8786 吉野 正晃

550-0002 大阪市西区江戸堀1-20-11-３階

06-7174-7702

06-7174-3738 古賀 達也

ＳＯＮＯ西本町ビル

06-6531-4221

06-6535-8687

日宝アワザ駅前ビル4階

06-6537-9278

06-6537-9279 田中 隆宏

ＲＩＥＮＴ203

株式会社 ＨＯＰＥ

http://www.hope-plan.com

株式会社 ＳＯＮＯ

http://www.sonokousan.co.jp/ 550-0005

株式会社 ウエミル工業

http://www.uemil.co.jp

550-0005 大阪市西区西本町3-1-7

株式会社 アメニティ・サービス・関西

http://www.askansai.jp

550-0011 大阪市西区阿波座2-1-11

06-6536-1536

06-6536-7536 山本 隆政

株式会社 小西建築事務所

550-0012 大阪市西区立売堀1-3-8

06-6532-4078

06-6532-7176

株式会社 ヨシテック

550-0012 大阪市西区立売堀3-3-24

06-6539-8535

06-6539-8570 １名

株式会社 楡建築企画設計

550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2

06-6532-3781

06-6532-6488 安原 章浩

株式会社 山善

550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

06-6534-3038

06-6534-3162 １名

大阪市西区西本町2-1-34

事業所名

ＨＰ

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

551-0003 大阪市大正区千島3-10-20

06-6554-5311

06-6554-3279

551-0031 大阪市大正区泉尾1-10-1

06-6551-1378

06-6551-1378 實本 勝也

有限会社 森下建築設計事務所

551-0032 大阪市大正区北村3-8-1-804

06-6553-6968

06-6599-9559 森下 佳則

有限会社 ＩＲ建築設計事務所

551-0033 大阪市大正区北恩加島1-12-13

06-6551-7667

06-6551-7668 鉢嶺 民雄

株式会社 浜口組 一級建築士事務所

552-0001 大阪市港区波除4-3-8

06-6583-2512

06-6584-0237 濱口 賢二

株式会社浪速技建

553-0002 大阪市福島区鷺洲1-11-19

06-6458-3001

06-6458-2525

06-6641-5530

06-6644-6831 土井 愼二

06-6585-5553

06-6585-5564 宮内 功知

株式会社 誠和
ドン・アーキテクト

http://www.donarc.sakura.ne.jp/

郵便番号

大阪市浪速区日本橋西1-3-19

受講者

南海ビルサービス 株式会社 不動産管理部

http://www.nankai-nbs.co.jp/ 556-0004

株式会社 淺沼組

http://www.asanuma.co.jp/

556-0017 大阪市浪速区湊町1-2-3

株式会社 カンソー

http://www.kan-so.co.jp

557-0033 大阪市西成区梅南1-7-31

06-6658-1575

06-6658-1550 浜 隆

株式会社 十川建築設計事務所

557-0041 大阪市西成区岸里3-11-3

06-6661-3124

06-6661-3672 十川 一之

角野建築設計事務所

558-0013 大阪市住吉区我孫子東1-10-8-102

06-6607-6554

06-6607-6500 北野 正法

558-0033 大阪市住吉区清水丘1-10-5

06-6671-1811

06-6671-1777 １名

平和興業 株式会社

559-0007 大阪市住之江区粉浜西1-2-6

06-6672-0216

06-6675-5316

渡辺設計

560-0002 豊中市緑丘1-27-8

06-6152-3855

06-6152-3855 渡邉 良昭

伊藤建築企画・設計事務所

560-0052 豊中市春日町1-11-13

06-6843-1483

06-6843-1484 伊藤 辰雄

株式会社 中井建築設計事務所

561-0831 豊中市庄内東町3-1-40

06-6333-2331

06-6334-1933 中井 健之

小林建築設計事務所

561-0882 豊中市南桜塚2-15-8-203

06-6853-6021

06-6849-8510 小林 暉幸、長谷川 輝明

561-0893 豊中市宝山町14-17

06-6841-9520

06-6845-5509 松浦 友泰

岡田１級建築設計事務所

562-0043 箕面市桜井2-6-6

0727-22-0043

0727-22-5752 岡田 勲

味酒建築設計事務所

563-0014 池田市木部町690-1-404

072-987-2553

072-987-2554

563-0041 池田市満寿美町1-7

072-751-8316

072-751-8325 塩崎 一義

有限会社 小寺建築コンサルオフィス

563-0104 豊能郡豊能町光風台3-8-15

072-738-3615

072-738-3615 小寺 誠二郎

有限会社 津村メンテナンス

563-0372 豊能郡能勢町山辺258-14

072-734-1908

072-734-1908 津村 克己

株式会社 セントラルフィールド

ＫＤＭ建築設計室

株式会社 茜建築設計事務所

http://www13.plala.or.jp/centralosaka/

http://www.kdmsekkei.co.jp/index.htm

http://www.akaneweb.com/

マルイト難波ビル

564-0035 吹田市中の島町4-53

06-6381-5421

06-6381-2660 村田 幹男

株式会社 ａ．Sｋｙ 建築アトリエ

http://www.askyaa.wordpress.com

564-0053 吹田市江の木町2-5-802

06-6337-2602

06-6337-2612 赤堀 悟、長谷川 文三

セフティライフ 株式会社

http://safetylife.net/

566-0001 摂津市千里丘1-11-20

06-6339-1801

06-6339-1806 小林 進

大山 照美

567-0023 茨木市西河原2-9-11

072-626-8237

072-626-8237 大山 照美

中川 滋生

567-0861 茨木市東奈良2-11-3

072-632-2139

072-632-2139 中川 滋生

株式会社 掛谷工務店

567-0881 茨木市上中条1-11-23

072-626-2626

072-620-0687 入江 恵夫、樺山 憲一、須田 行雄
072-626-0376 畑 史郎

567-0881 茨木市上中条1-1-12

072-645-5000

072-645-5100 紙谷 誠

有限会社 スイケン

紙谷誠建築設計室

http://arch-kamitani.com/

事業所名
株式会社 設計丸甲

ＨＰ
http://www.ｓ05.jp/

郵便番号

住所

電話番号

569-0066 高槻市中川町11-43

072-672-2377

ＦＡＸ番号

072-676-2340 宿利原 純也

569-1123 高槻市芥川町2-4-2

090-8653-2432 072-658-9855 田中 建治

第一防災 株式会社

http://daiichi-bousai.co.jp

570-0016 守口市大日東町12-5

06-6902-2372

06-6902-2307 田中 敏也

株式会社 新建築総合

http://www.shinkenchikusogo.co.jp

570-0033 守口市大宮通2-17-9

06-6993-6701

06-6993-6711 右山 新吉

マンションライフサポート田中

新建ビル

受講者

吉岡一級建築士事務所

572-0824 寝屋川市萱島東3-25-16

072-822-2361

072-822-2361 吉村 大次郎

一級建築士事務所 株式会社島名設計

572-0867 寝屋川市高宮あさひ丘21-14

072-820-2360

072-823-5952 島名 一郎

北尾建築設計事務所

573-0013 枚方市星丘3-25-18

北林設計一級建築士事務所

573-0124 枚方市津田南町1-41-9

山添建築事務所

574-0015 大東市野崎4-8-43

072-848-3000 072-848-3000 北尾 吉男
072-858-4124
072-380-1517 北林 淺文
090-2593-0359
072-877-3451 072-877-3451 山添 松志郎

株式会社 竹田義建築

577-0067 東大阪市高井田西2-10-26

06-6783-0826

06-6783-6935 竹田 敦子

577-0831 東大阪市俊徳町1-6-23

06-6720-5556

06-6728-9555 磯田 吉郎

株式会社 冴建築設計事務所

578-0982 東大阪市吉田本町3-5-6

072-965-2468

072-965-2424

津々木建築設計事務所

579-8065 東大阪市新池島町3-8-3

津々木ハイツ1階101号 072-987-3747

有限会社 光永建築事務所

581-0001 八尾市末広町2-2-26

072-991-1979

072-991-1571 南口 昌弘

株式会社 磯田一級建築士事務所

http://www.k-isoda.com

072-987-3747 津々木 篤美

松岡敏明建築事務所

583-0885 羽曳野市南恵我之荘6-7-3

072-952-6906

072-952-8609 松岡 敏明

一級建築士事務所 垣内熔工建鉄株式会社 設計部

586-0036 河内長野市高向168-1

0721-52-3292

0721-53-3664 垣内 孝重

アイプラン工業

586-0084 河内長野市旭ケ丘17-6

0721-54-0880

0721-54-0880 原田 俊和

Ｍ・プランニング 一級建築士事務所

589-0031 大阪狭山市池之原4-18-14-419

072-365-7465

072-365-7465 林 昌広

590-0011 堺市堺区香ケ丘町3-6-19

有限会社 英進建設

072-232-4984

072-228-4141 岸川 俊幸

株式会社 丸仙設備

http://www.marusen-setsubi.com
590-0052 堺市堺区八千代通1-28

072-224-5382

072-224-8479 中辻 保雄

株式会社 髙橋建築設計事務所

http://www.takahasi-at.co.jp 590-0076 堺市堺区北瓦町2-3-22

072-226-1185

072-226-1184 髙橋 幸治

株式会社 大井工務店

590-0121 堺市南区片蔵5

072-293-2333

072-299-7256 大井 光男

株式会社 細田工務店 一級建築士事務所

590-0906 堺市堺区三宝町3-20-1

072-232-2557

072-222-8872 細田 賢一

株式会社 ボーサイエンジニアリング

590-0962 堺市堺区寺地町東2-1-27

072-223-9611

072-223-8013

真弓興業 株式会社

590-0975 堺市堺区大浜中町2-1-25

072-286-8119

072-223-4475 須賀野 直彦

ＭＫ一級建築士事務所

591-8022 堺市北区金岡町3021-7

072-259-4104

072-259-4104 南尾 健一

有限会社 レオ設備コンサルタント

591-8022 堺市北区金岡町1137-3

072-258-0945

072-259-6122

592-0003 高石市東羽衣3-3-6

072-265-0736

072-265-0736 奥野 敏正

一級建築士事務所 大井建設 株式会社

http://www.ooiks.co.jp

592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-11-21

072-241-6645

072-244-5518 宮野 孝晴

株式会社 美和工務店

http://www.miwa-web.co.jp

592-8342 堺市西区浜寺船尾町西4-377-7

072-266-0845

072-266-0945 近藤 正隆

株式会社 アスボウ防災サポート

http://assbo.co.jp

593-8316 堺市西区山田4-2064-1

072-272-8777

072-272-8788 大森 和世吏

奥野一級建築士事務所

事業所名

ＨＰ

株式会社 伸和防災センター
福本悧明建築設計事務所
金子建築事務所

住所

郵便番号

電話番号

ＦＡＸ番号

受講者

593-8325 堺市西区鳳南町2-71

072-271-2201

072-271-0955 奥野 雅

593-8327 堺市西区鳳中町4-113-3

072-264-1307

072-264-1161 福本 悧明

0725-32-2253

0725-32-2253 金子 達宏

http://www.kaneko2253.com 595-0011 泉大津市曽根町3-2-20

ビジネット

599-8245 堺市中区辻之1455-3

Ｎプラン

618-0015 三島郡島本町青葉3-1-4-301

森建築防災設備管理事務所

639-0201 奈良県北葛城郡上牧町片岡台3-1、 51-102

072-235-7363 072-235-7363 島田 正俊
075-962-8224
075-755-8059 西村 善郎
090-9049-6930
0745-73-0141 0745-73-0141 森 義敏

650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通6

078-322-0414

078-332-0530 弓削 清三

659-0096 兵庫県芦屋市山手町5-33

0797-23-5178

0797-23-5184 大石 眞人

有限会社 建隆マネジメント

http://www.kenryu.co.jp

株式会社 建築工房アルファー
日本管財 株式会社

http://www.nkanzai.co.jp

662-8588 兵庫県西宮市六湛寺町9-16

0798-35-2200

0798-35-2250

山本環境整備 株式会社

http://www.yksg.co.jp

663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6

0798-44-5500

0798-45-5110

アイシンク建築事務所

http://www.ithink-arch.jp

665-0871 兵庫県宝塚市中山五月台6-1-18-103

0797-89-7094

0797-89-1817 山岸 裕之

兵庫県宝塚市

佐竹 三郎
倉本建築設計事務所
有限会社 カワベ・コーポレーション

665-0871 兵庫県宝塚市中山五月台1-5-4
http://ｗｗｗ.ｋｋ－ｈｏｕｓｅ．Ｊｐ 917-0075

福井県小浜市南川町19-4

佐竹 三郎
0797-88-5941

0797-88-5941 倉本 昭二

0770-52-4949

0770-52-1949 川辺 盛雄

