
R3.2.2現在
登録番号 氏名 勤務先 活動地域

１３００１ 錦織　亮雄 (株)新広島設計 広島

１３００２ 名越　積 (株)なごし住宅 広島

１３００３ 戸川　仁　 広島

１３００４ 山口　邦良 広島

１３００７ 加島　晴子 Ｋ建築設計 広島

１３０１０ 生田　文雄 (株)広島建築住宅センター 広島

１３０１１ 河村　明植 基礎テッククレスト㈱　　 広島

１３０１２ 細見　恵 (有)アトリエトライアウト 広島

１３０１３ 山本　文雄 (有)エーアンドユー設計事務所 広島

１３０１４ 酒井　俊壮 (株)酒井建築コンサルタント 広島

１３０１５ 河野　房子 河野建築工房 広島

１３０１６ 松岡　友夫 (株)広島建築住宅センター 広島

１３０２１ 梶山　孝之 梶山建築設計室 広島

１３０２６ 萬ヶ原  伸二 広島市役所 広島

１３０２７ 飯山　広二 インセンス建築設計事務所 広島

１３０２９ 柴田　直美 (株)広島建築住宅センター 広島

１３０３１ 上森　利雄 上栄プランニング 広島

１３０３２ 山下　裕之 (有)福光設計事務所 広島

１４００２ 黒田　泰弘 (株)かんくう建築デザイン 広島

１４００３ 島津　亮介 (有)島津漆工房 広島

１４００４ 千原　美歩 広島県庁 広島

１４００９ 有田  正司 (株)ライフ・ニジューイチ 広島

１４０１７ 熊野　勲 ハウスプラス中国住宅保証(株)広島北支店 広島

１４０２０ 竹野内　政信　　 (株)竹野内建設 広島

１４０２１ 中岡　哲也 広島

１４０２２ 中川　裕二 (有)エルイーオー設計室 広島

１５００３ 片岡　静治 広島

１５００６ 山本　雅之 際のデザイン研究室 広島

１５００７ 石井　志津夫 (株)荒谷建設コンサルタント 広島

１５００８ 海谷　英爾 (有)海谷建築設計事務所　 広島

１５０１２ 久保田　竜生 (株)砂原組 広島

１５０１５ 先本　民治　　　 (有)河内建設 広島

１５０１６ 樽田　博孝 樽田設計 広島

１５０１８ 橋本　明美 橋本建築設計事務所 広島

１５０１９ 彦坂　慎二 (株)新広島設計 広島

１５０２１ 福原　則夫 岩国市役所 広島

１５０２２ 福馬　晶子 広島市役所 広島

１５０２６ 保井　英三 保井建築設計事務所 広島

１５０２８ 山下　竜正 (有)シグマ建築事務所 広島

１６００１ 亀岡　章 (有)ハウス・エンジェル 広島

１６００２ 石田　照輝 (有)石田土建 広島

１６００３ 神岡　千春 鹿島建設(株)中国支店 広島

１６００４ 髙田　由美 一級建築士事務所ユミリープランニング 広島

１６００６ 船崎　尊春　　　 ケイズエステート(株) 広島

１６００７ 松本　成久 松本建築設計事務所 広島

１６０１０ 尼子　賢治 ㈱aswella 広島

１６０１１ 梅本  千佳子 ㈱計測リサーチコンサルタント 広島

１６０１２ 栄花　彰子 エンロハスデザイン 広島

１６０２４ 西畑　克典 工匠　西畑 広島

１６０２６ 松井　謙和 自営 広島

１７００３ 佐名田　敬荘 (公財)広島市みどり生きもの協会 広島

１７００７ 久保　伸治 廿日市市役所 広島

１７００８ 博多　努 一級建築士事務所Tree 広島

１７０１２ 松本　富美 ㈱地域総合設計 広島

１７０１３ 宮迫  勇次 復建調査設計㈱ 広島

１７０１４ 向井　敏美 廿日市市役所 広島

１８００１ 金澤　正裕 広島市役所 広島
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登録番号 氏名 勤務先 活動地域

１８００２ 小林　和由 (有)アーキネット 広島

１８００４ 住本　周平 広島

１８００９ 吉谷　勝美 広島市立病院機構 広島

１８０１０ 上木  　薫 ㈱ジェイ・イー・サポート 広島

１８０１４ 新宅　智也 新宅工務店 広島

１８０１６ 延平　　司 橋本建設㈱ 広島

１８０１７ 原尻　忠始 ㈱荒谷建設コンサルタント 広島

１８０１９ 藤井　秀幸 藤井秀幸建築計画 広島

１８０２１ 安井　　均 安井矜建築設計事務所 広島

１９００１ 石橋　美沙 ㈱宝工務店 広島

１９００２ 高橋　尚江 - 広島

１９００６ 生永　政志 廿日市市役所建築指導課 広島

１９００７ 小瀧　宏冶 ㈱近代設計コンサルタント 広島

１９００８ 梶川　彰彦 広島市中区役所建設部 広島

１９０１０ 倉橋　義廣 ㈲倉橋建設 広島

１９０１３ 清水　俊文 廿日市市経営企画部宮島まちづくり企画室 広島

１９０１５ 橘　　孝司 ㈱大建設計 広島

１９０１６ 塚田　忠則 広島市安佐北区役所建築課 広島

１９０１７ 栩木　　崇 ㈱ＫⅠworks 広島

１９０１８ 永本　清三 永本建設㈱ 広島

１９０２５ 藤林　浩二 橋本建設(株) 広島

２０００１ 荒平　　悠 呉市文化振興課 広島

２０００４ 山下　和也 ㈱地域計画工房 広島

２０００５ 大廣　隆二 ㈲元廣建築設計事務所 広島

２０００６ 苅田　　修 廿日市市役所 広島

２０００８ 木山　邦宏 ㈱熊野技研 広島

２００１１ 野上　　晃 広電建設㈱ 広島

２００１２ 濱田　大介 廿日市市役所 広島

２００１８ 山根　大亮 広島市役所 広島

２００１９ 好本　有美 廿日市市役所 広島

２００２０ 和田　崇志 廿日市市教育委員会生涯学習課 広島

１３０１８ 山岡　恭子 アトリエ走禽窟 呉

１３０２３ 石岡　健生 石岡工務店 呉

１３０２５ 前岡　正伸 (株)○つくり設計 呉

１３０２８ 島谷　勝己 アトリエ走禽窟 呉

１４００７ 森本　謙二 呉

１４０１４ 岡本　聡 (有)岡本聡工務店 呉

１４０２５ 西川  博 呉

１４０２６ 橋田　勇人 (有)アーボシステム 呉

１４０２７ 濱井　義樹 呉市役所 呉

１４０３０ 堀田　真由美 (有)岡本聡工務店 呉

１４０３２ 家頭　昌子 (有)家頭組 呉

１５００２ 井本　健一 井本建設㈱　　 呉

１５０１０ 門田　節朗 プラトン一級建築事務所 呉

１６０２３ 南川　智子 入船山記念館 呉

１６０２８ 宮崎  淑子 呉市役所 呉

１６０３３ 山中　靖彦 ＹＡ企画 呉

１７００４ 中野　敏己 ㈱広島建築住宅センター 呉

１９０１１ 佐伯　智慧 岡田竜祐建築研究所 呉

１９０１４ 清田　康博 ㈱増岡組 呉

２０００３ 椋本　太造 大和ハウス工業㈱ 呉

２０００７ 川人　徳行 (株)西澤工務店 呉

２００１７ 山滝　佳子 広島県庁 呉
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１３０１９ 堀  治美 堀二級建築士事務所 三原

１３０２４ 岡本　満也 (有)西原建設 三原

１４００１ 來山　伸彦 (株)Ｃａｍｅ建築技術研究所 三原

１６００９ 阿蘇　良平 FP匠工房 三原

１６０２１ 正尺　文夫 正尺建築設計事務所 三原

１８０１３ 下川　勝巳 ㈱葉名組 三原

１９０２０ 濱田　晋也 ㈲共和設計 三原

１３００９ 岡田　文夫 岡田建築設計事務所　　 東広島

１３０１７ 大畠　耕司 東広島

１３０２０ 皆川　善行 (有)山手工務店 東広島

１４０１１ 井上　顕良 竹原市役所 東広島

１４０３３ 山﨑　進　　　　 山崎建築事務所 東広島

１４０３４ 吉原　光男 吉原建築設計事務所 東広島

１５０１１ 木村　哲也 木村哲也建築デザインオフィス 東広島

１５０１３ 実森　尊信 (株)実森建設 東広島

１５０２３ 増谷　昌則 エム エー エス アーキテクト 東広島

１５０２５ 森若　節雄 モリワカ 東広島

１６０１９ 櫻井　伸治 西川建材工業㈱ 東広島

１６０２０ 清水　宏曹 (有)清水建築構造事務所 東広島

１６０２５ 林　康文 (公財)建築技術教育普及センター 東広島

１６０３２ 栁河　元木 (有)アリクデザインスタジオ 東広島

１７００１ 兼原　浩樹 広島県庁 東広島

１８００８ 油田　秀雄 (有)夢木房 東広島

１８０１１ 尾中　正士 ㈱後藤組 東広島

１９０１９ 西村　正三 ㈱計測リサーチコンサルタント 東広島

１９０２２ 藤井　日向子 シンクコンストラクション㈱ 東広島

２０００９ 隅田　和博 ㈱隅田木造建築店 東広島

２００１５ 平田　光弘 平田建設㈱ 東広島

１３００６ 元廣　清志 (有)元廣建築設計事務所 尾道

１３０３０ 藤本　純一 (有)元廣建築設計事務所 尾道

１４０１３ 岡野　正春 Ｍ・Ｏ建築設計事務所 尾道

１４０２４ 仁井　堅二 尾道市役所 尾道

１４０２８ 濱田　昌範 ㈱濱田昌範建築設計事務所 尾道

１５００５ 長田　力 (株)長田 尾道

１５０２４ 宮内　友丘森 せとうちホールディングス建設カンパニー 尾道

１６０１５ 金野　章子 ㈱加度商 尾道

１６０１６ 木下　員久 福山市役所 尾道

１６０２９ 村上　克広 (有)建築設計事務所　第一工房　 尾道

１６０３０ 森鳰　貴子 (有)元廣建築設計事務所 尾道

１７００９ 半田　敦之 ㈱佐藤工務店 尾道

１７０１１ 藤木　和真 (有)元廣建築設計事務所 尾道

１８００６ 花田　等 花田建築設計事務所 尾道

１８０１２ 小西　琢真 (株)小西建築設計事務所 尾道

１８０１８ 半田　幸正 ㈱葉名組 尾道

１９００３ 村上　陽祐 （有）建築設計事務所　第一工房 尾道

１９００４ 元廣　匡伸 (有)元廣建築設計事務所 尾道

１９０２４ 渡邉　義孝 風組・渡邉設計室 尾道

２００１０ 鳥谷　修一 ㈲元廣建築設計事務所 尾道
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１３０３４ 徳岡　旭 (有)徳岡工務店 福山

１４００５ 西村　崇 西村崇建築設計事務所 福山

１４００６ 野島　英史 ㈱のじま家大工店 福山

１４００８ 幸　隆伸 幸工務店 福山

１４０１５ 河上　真次 (株)坂本工務店 福山

１４０１８ 小鼓　利和 (有)小鼓工務店 福山

１４０２９ 福場　和朗 (株)坂本工務店 福山

１４０３１ 本馬　義文 (株)中央設計事務所 福山

１５００１ 井上　末樹 井上設計工房 福山

１５００４ 小鼓　基之 (有)小鼓工務店 福山

１５０１４ 杉原　一正 ISSEY　STUDIO 福山

１５０２０ 樋上　芳弘 (株)坂本工務店 福山

１５０２７ 山口　淳史 (株)坂本工務店 福山

１６００５ 土井　晴奈 (有)徳岡工務店 福山

１６００８ 吉野　里美 福山

１６０１３ 岡田　秀仁 岡田設計一級建築士事務所 福山

１６０１４ 岡本　伸子 ㈱鈴木工務店 福山

１６０１７ 櫛田　明子 櫛田意匠室 福山

１６０１８ 坂本　吉孝 (株)坂本工務店 福山

１６０２２ 中田　洋志 ㈱中田建設 福山

１６０２７ 松尾　博司 福山

１６０３１ 門田　圭史 ㈱坂本工務店 福山

１７００２ 栗川　寿司 大東建託㈱山口支店 福山

１７００５ 野村　友規 福山市役所 福山

１７００６ 河合　義夫 (有)慧瓦 福山

１７０１０ 平井　利直 三洋建材㈱ 福山
１８００３ 渋谷　和正 ㈱渋谷設計 福山
１８００５ 髙橋　美佳 (有)徳岡工務店 福山
１８００７ 藤井　孝浩 藤井製瓦工業㈱ 福山
１８０２０ 三谷　隆之 三谷産業㈱ 福山
１９００９ 北村　国康 ㈱ケンザイセンター生田 福山
１９０１２ 佐藤　藤子 福山市役所 福山
１９０２１ 廣安　耕紀 ㈱住建コーポレーション 福山
１９０２３ 水本　幸治 水本兄弟建設㈲ 福山
２０００２ 白井　比佐雄 広島県教育委員会文化財課 福山
２００１３ 林　秀樹 福山市役所 福山
２００１４ 原田　茂幸 府中市建設部都市デザイン課 福山
２００１６ 藤本　明 府中市役所 福山

１３０２２ 徳岡　秋雄 (有)徳岡工務店 県北

１４０１９ 高宮　和也 (有)徳岡工務店 県北

１４０２３ 中本　大剛 (有)徳岡工務店 県北

１５００９ 樫原  節男 空間設計事務所 県北

１５０１７ 中本　玲美 (有)徳岡工務店 県北

１７０１５ 森本　勉 (有)森本工務店 県北

１８０１５ 堂前　和也 (有）堂前建築工業 県北
１９００５ 山田　友冶 （有）徳岡工務店 県北

4 / 4 ページ


