
cnt. 支部別 都道府県 氏名（五十音順） （フリガナ） 登録番号 勤務先（個人名でも可） 電話番号（携帯も可） 部署・役職 勤務先〒 勤務先所在地（都道府県） 勤務先所在地（市町村） 勤務先所在地（ビル名等） Tel Fax E-mail 自宅〒 自宅（都道府県） 自宅（市町村） 自宅（ビル名等） Tel Fax E-mail 職務経歴（30文字以内） 建築コスト管理士以外の保有資格（30文字以内）

1 北海道 北海道 村上　光雅 ムラカミ　ミツマサ 00786 002-0851 北海道 札幌市北区屯田1条1丁目5‐11 080-1894-5033 tonden5.11@gmail.com 一級建築士、一級施工管理技士、ＶＥリーダー、積算士

2 東北 秋田県 武田　公治 タケダ　コウジ 00622 武田一級建築設計事務所 0183-73-9380 所長 012-0036 秋田県 湯沢市字両神125－4 0183-73-9380 0183-73-9381 012-0036 秋田県 湯沢市字両神125－4 0183-73-9380 0183-73-9381 湯沢市立高松小学校改築工事設計・監理業務 一級建築士

3 東北 青森県 長畑　良博 ナガハタ　ヨシヒロ 01175 株式会社　石川設計 0176-25-2100 専務取締役 034-0094 青森県 十和田市西二十二番地2－41 0176-25-2100 0176-25-2101 nagahata@ishikawasekkei.co.jp 昭和62年株式会社石川設計入社　現在に至る 一級建築士、一級建築施工管理技士

4 東北 宮城県 細井　利雄 ホソイ　トシオ 04006 ユーシステム・細井設計 022-383-8655 代表 981-1224 宮城県 名取市増田1－13－51 022-383-8655 022-383-8633 y-system@h9.dion.ne.jp 柴建築設計事務所／㈱池下設計／ユーシステム・細井設計 建築積算士、一級建築施工管理技士

5 東北 秋田県 堀井　善治 ホリイ　ゼンジ 00184 株式会社　小南工務店 018-823-4602 取締役　営業部長 010-0951 秋田県 秋田市山王一丁目8－14 018-823-4602 018-862-3717 k.k@kominami-akita.co.jp 010-1432 秋田県 秋田市仁井田福島二丁目4－32 018-839-6614 horii@kominami-akita.co.jp 施工管理：Ｗ造、Ｓ造、ＲＣ造、積算業務全般 一級建築士、一級建築施工管理技士

6 関東 東京都 阿波峰　亘 アワミネ　ワタル 05019 有限会社　イーアンドジー建築 080-3457-2598 代表取締役 160-0022 東京都 新宿区新宿5－10－8 江澤ビル3階 03-3351-9565 03-3341-1979 awamine@e-andg.co.jp 182-0025 東京都 調布市多摩川1－29－1 エルディア801 26才より代表として、会社を運営しております。

7 関東 神奈川県 石山　渉 イシヤマ　ワタル 01184 大洋建設　株式会社 045-861-0634 生産本部　副本部長 244-8558 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町157 045-861-0634 045-862-2417 w-ishiyama@ocean-group.co.jp

8 関東 栃木県 礒　務 イソ　ツトム 01187 ＩＳＯ設計室 028-675-6372 代表 329-1233 栃木県 塩谷郡高根沢町宝積寺1033－12 028-675-6372 028-675-6372 iso-tsutomu@nifty.com 329-1233 栃木県 塩谷郡高根沢町宝積寺1033－12 1999年2月ＩＳＯ設計室設立 一級建築士、建築積算士、ＣＭ専攻建築士

9 関東 東京都 加納　恒也 カノウ　ツネナリ 00120 公益社団法人 日本建築積算協会 03-3453-9591 副会長兼専務理事 105-0014 東京都 港区芝3-16-12 サンライズ三田ビル3階 03-3453-9591 03-3453-9597 kano@bsij.or.jp ㈱フジタ勤務後、宮古市のＣＭ業務を担当。日建CM。元明治大学兼任講師。 一級建築士、認定ＣＭｒ、一級建築施工管理技士、コンクリート技士、宅地建物取引士

10 関東 神奈川県 工藤　博史 クドウ　ヒロシ 01242 株式会社　アーキ・ピーアンドシー 045-313-4601 代表取締役社長 221-0844 神奈川県 横浜市神奈川区沢渡2番地2 第2泉ビル2－3－5階 045-313-4601 045-313-4607 kudou-h@archi-pc.co.jp

11 関東 東京都 清水　達広 シミズ　タツヒロ 01247 株式会社　日積サーベイ東京支所 03-6822-9244 東京支所　支所長代理 104-0033 東京都 中央区新川1－22－4 新川ニッテイアネックス 03-6822-9244 03-3206-7112 shimizu@nisseki-survey.co.jp 平成6年4月　株式会社日積サーベイ入社、平成23年4月　現在に至る 建築積算士、ＶＥリーダー

12 関東 東京都 古澤　勉 フルサワ　ツトム 01166 株式会社　川村積算 03-3264-1800

13 関東 東京都 松岡　和樹 マツオカ　カズキ 05011 戸田建設株式会社 03-3535-2539 本社　建築本部　BIM-CM 104-8388 東京都 中央区京橋1－7－1 03-3535-2539 03-3535-2669 kazuki.matsuoka@toda.co.jp 設計、生産設計、工事管理（建築・設備）、原価支援、技術営業 認定コンストラクション・マネジャー、他

14 関東 東京都 藪下　明博 ヤブシタ　アキヒロ 00882 Desk-Ⅱ一級建築士事務所 03-5450-4060 代表 154-0022 東京都 世田谷区梅丘1－19－9 梅丘南マンション401号 03-5450-4060 03-5450-4061 a-yabu@cf6.so-net.ne.jp 一級建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士

15 東海北陸 愛知県 赤林　幸治 アカバヤシ　コウジ 05028 大和リース株式会社 052-249-5652 設計部　コスト設計課 460-0011 愛知県 名古屋市中区大須4－10－32 上前津ＫＤビル9階 052-249-5652 052-249-5654

16 東海北陸 愛知県 立石　正則 タテイシ　マサノリ 10780 一般財団法人　日本不動産研究所 052-222-6100 東海支社 460-0003 愛知県 名古屋市中区錦2－4－3 052-222-6100 052-222-6101 masanori-tateishi@jrei.jp ma.tateishi.42@gmail.com 不動産鑑定士、一級建築士、一級建築施工管理技士

17 関西 大阪府 有馬　行廣 アリマ　ユキヒロ 01050 540-0014 06-6191-2311 06-6191-2311 superarima1go@mbr.nifty.com 株式会社　奥村組（39年間勤務の内積算業務10年） 一級建築士、一級建築施工管理技士、建築積算士

18 関西 大阪府 生島　宣幸 イクシマ　ノブユキ 00247 株式会社　日積サーベイ 06-6944-2755 代表取締役 540-0012 大阪府 大阪市中央区谷町3－1－9 ＭＧ大手前ビル 06-6944-2755 06-6944-2390 ikushima@nisseki-survey.co.jp 昭和53年4月　株式会社日積サーベイ入社、平成11年6月　同社代表取締役 建築積算士、コンストラクション・マネジャー

19 関西 大阪府 石垣　敏也 イシガキ　トシヤ 05033 株式会社　NIPPO 06-6942-6252

20 関西 大阪府 浦谷　智久 ウラタニ　トモヒサ 06027 株式会社　日積サーベイ 06-6944-2756 建築コスト部　マネージャー 540-0012 大阪府 大阪市中央区谷町3－1－9 ＭＧ大手前ビル 06-6944-2756 06-6944-2390 uratani@nisseki-survey.co.jp 平成10年6月　株式会社日積サーベイ入社、平成23年4月　現在に至る 二級建築士、建築積算士

21 関西 大阪府 小池　祐也 コイケ　ユウヤ 03053 株式会社　日積サーベイ 06-6944-2756 建築コスト部　マネージャー 540-0012 大阪府 大阪市中央区谷町3－1－9 ＭＧ大手前ビル 06-6944-2756 06-6944-2390 koike@nisseki-survey.co.jp 平成8年4月　株式会社日積サーベイ入社、平成23年4月　現在に至る 二級建築士、建築積算士

22 関西 大阪府 才木　勝作 サイキ　ショウサク 08074 株式会社　創都設計 072-485-2256 設計部　課長 590-0505 大阪府 泉南市信達大苗代689－1 072-485-2256 072-485-1533 thought-archi@guitar.ocn.ne.jp 公共工事の設計、工事監理、積算業務 二級建築士

23 関西 大阪府 相良　武志 サガラ　タケシ 06032 株式会社　日建設計 06-6203-2361 工務部門大阪工務部 541-8528 大阪府 大阪市中央区高麗橋4－6－2 06-6203-2361 06-6227-1533 sagara.takeshi@nikken.co.jp 施工管理、意匠設計、積算、建築コストマネジメント 一級建築士、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、建築積算士

24 関西 大阪府 早川　寿人 ハヤカワ　ヒサト 05032 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社06-6203-2522 コストマネジメントグループ 541-0041 大阪府 大阪市中央区北浜4－5－33 06-6203-2522 06-6203-1000

25 関西 大阪府 東　泰紀 ヒガシ　ヤスノリ 10400 株式会社　東建築積算士事務所 06-6358-8872 代表取締役 530-0043 大阪府 大阪市北区天満2－1－10 ＤｏＤｏビル6階 06-6358-8872 06-6358-8049 平成14年4月入社　平成24年9月より代表取締役 一級建築士、建築積算士、建築生産専攻建築士

26 関西 和歌山県 藤田　貴司 フジタ　タカシ 00210 株式会社　フジ設計 0739-26-0333 代表取締役 646-0003 和歌山県 田辺市中万呂869－43 0739-26-0333 0739-26-3747 fuxta1@skyblue.ocn.ne.jp 646-0023 和歌山県 田辺市文里2－10－26 0739-24-5510 平成2年　株式会社フジ設計設立 一級建築士、構造設計一級建築士、インテリアプランナー、建築積算士

27 関西 大阪府 藤田　英明 フジタ　ヒデアキ 10926 ふじた積算 072-948-7389 代表 581-0025 大阪府 八尾市天王寺2－111－5 072-948-7389 072-921-8530 fujitasekisan@nike.eonet.ne.jp

28 関西 大阪府 宮﨑 敬文 ミヤザキ　タカフミ 02101 株式会社　日積サーベイ 06-6944-2756 建築コスト部　副部長 540-0012 大阪府 大阪市中央区谷町3－1－9 ＭＧ大手前ビル 06-6944-2756 06-6944-2390 miyazaki@nisseki-survey.co.jp 昭和62年4月　株式会社日積サーベイ入社、平成23年4月　現在に至る 二級建築士、建築積算士、生産専攻建築士

29 関西 大阪府 宮野　潔 ミヤノ　キヨシ 03044 スクエア積算ラボ 06-6373-8455 代表 531-0072 大阪府 大阪市北区豊崎3－4－14 ショーレイビル７Ｆ 06-6373-8455 06-6377-1752 kso-miyano@adagio.ocn.ne.jp 2012年4月　スクエア積算ラボ設立 二級建築士、建築積算士、二級土木施工管理技士

30 関西 大阪府 安井　敏夫 ヤスイ　トシオ 10668 株式会社　松村組 080-6895-4081 建築部　見積課　課長 530-8588 大阪府 大阪市北区天満1－3－21 06‐6354‐8810 06‐6353‐1812 toshio_yasui@matsumura-gumi.co.jp 平成2年4月入社、工事管理11年、積算7年、見積12年 一級建築施工管理技士、建築積算士

31 関西 大阪府 矢戸　篤人 ヤト　アツヒト 03049 タカラ建設株式会社 06-6708-4930 コスト管理部　課長 547-0024 大阪府 大阪市平野区瓜破7-2-4 06-6708-4930 06-6709-5001 atsuhiro-y@takara-k.com 建築積算士

32 中国四国 岡山県 井上　元 イノウエ　ハジメ 03005 株式会社　綜合設計 086-241-9082 代表取締役社長 701-0145 岡山県 岡山市北区今保185－8 086-241-9082 086-241-9493 701-0145 岡山県 岡山市北区今保185－8 086-241-8069 積算、コスト管理、企画、設計、耐震、監理、環境、地域計画他 一級建築士、インテリアプランナー、行政書士、商業施設士、他

33 中国四国 広島県 土居　一憲 ドイ　カズノリ 00681 オービット設計 082-252-2320 代表 732-0816 広島県 広島市南区比治山本町13－20－102 082-252-2320 082-252-8051 kd94615@gol.com 一級建築士、構造設計一級建築士、専攻建築士、一級建築施工管理技士

34 九州 福岡県 田村　稔彦 タムラ　トシヒコ 10038 鹿島建設株式会社　九州支店 03－3404－5517 建築部　次長 812-8513 福岡県 福岡市博多区博多駅前3-12-10 092-481-8014 092-481-8020 tamutosh@kajima.com 建築・土木施工管理、施工計画、見積業務 一級建築士、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、技術士補他

35 九州 鹿児島県 辻　　潔 ツジ　キヨシ 10283 第一工科大学 工学部 0995-45-0640(代) 建築デザイン学科　准教授 899-4395 鹿児島県 霧島市国分中央1-10-2 0995-45-0640(代) 0995-47-2083(代) k-tsuji@daiichi-koudai.ac.jp 899-4332 鹿児島県 霧島市国分中央1-14-50 第一学生寮8136号室 平成7年～令和3年3月 建築意匠積算業務。令和3年4月第一工科大学 准教授。現在に至る建築積算士

36 九州 沖縄県 仲村　賀光 ナカムラ　ノリミツ 08086 株式会社　屋部土建 090-9786-9965 営業本部 905-0014 沖縄県 名護市港二丁目6－5 0980-53-2227 0980-54-9831 n-nakamura@yabudoken.co.jp 905-1145 沖縄県 名護市字川上6－3 建築積算士、一級建築士、一級施工管理技士、一級管工事施工管理技士、他

37 九州 熊本県 林　美貴 ハヤシ　ミキ 00686 元崇城大学　工学部 096-356-0589 元崇城大学 准教授（現 非常勤講師） 860-0082 熊本県 熊本市西区池田4－22－1 096-326-3874  096-356-
0589

miki@arch.sojo-u.ac.jp 1975年 崇城大学工学部建築学科(材料・構造)助手、1996年 同左 講師、2017年 同左 准教授 一級建築士、二級建築士、宅地建物取引士、高等学校教諭2級免許

38 九州 沖縄県 前川　朝貞 マエカワ　トモサダ 01022 株式会社アート設計 098-863-2913 代表取締役 900-0004 沖縄県 那覇市銘苅3-23-16 あーとびーる５階 098-863-2913 098-867-
3395

art_eng@artsekkei.co.jp 昭和47年8月9日に創業し、現在に至る。 一級建築士、設備設計一級建築士、建築積算士、補償業務管理士、他

39 九州 宮崎県 山口　修市 ヤマグチ シュウイチ 10624 坂口建設株式会社 0984-21-6311 工務部 886-0213 宮崎県 小林市野尻町三ケ野山3214-1 0984-21-6311 0984-21-
6322

平成7年4月　坂口建設株式会社入社、設計監理・積算・施工 二級建築士、一級建築・土木施工管理技士、コンクリート技士
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