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「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧（日本建築士事務所協会連合会）
◎：義務化建築物の耐震診断に対応する事務所で登録資格者講習、又は建築防災協会主催・共催の同等講習を受講した建築士の所属する事務所 ○：耐震診断、耐震改修実施事務所

ID RC S SRC W 建築士事務所名 郵便番号 住所 管理建築士 担当建築士名 TEL FAX e-mail 混雑状況 更新日

1 ◎ ◎ ◎ ◎ 松本一級建築設計事務所 603-8062 京都市北区上賀茂薮田町62　サンハイツ北山103号 松本　隆宏 松本隆宏※1 075-705-2524 075-705-2528 matsumoto-ao@iris.eonet.ne.jp H29.10.17

2 ◎ 一海建築設計事務所　一級建築士事務所 603-8478 京都府京都市北区大宮釈迦谷4-37 瀬戸　一海 瀬戸一海※1 075-492-5472 075-492-5472 ikkai@maple.ocn.ne.jp H29.10.10

3 ◎ ○ 一級建築士事務所　新子建築研究所 606-0022 京都府京都市左京区岩倉三宅町42-4 新子　博司 新子博司※1 075-712-4321 075-712-4325
arc_atarashi@khc.biglobe.ne.j p

H29.9.29

4 ○ ○ ○ ○ (株)京都空間研究所 604-0033 京都府京都市中京区御池通西洞院東入橋之町741-3 松木　一恭 松木一恭※1 075-221-0565 075-221-0566 info@spacelab-kyoto.com H29.10.3

5 ◎ ◎ 一級建築設計事務所　ＳＤ建築設計事務所 602-8356 京都府京都市上京区下長者町通御前通東入下る三助町281 須田　正敏 須田正敏※1 090-4764-5042 asd@iris.eonet.ne.jp H29.9.30

6 ○ 一級建築士事務所　辻建築事務所 607-8341 京都府京都市山科区西野今屋敷町50-18 辻　孝廣 辻孝廣※1 075-501-3313 075-501-3313 tsuji-t@agate.plala.or.jp H29.10.2

7 ○ (株)京滋リフォーム広　一級建築士事務所 607-8221 京都府京都市山科区勧修寺西金ヶ崎288 松川　康一

松川康一※1
亀田佳明※2
亀田正和※2 075-594-1191 075-594-1220 kgrfhiro@dream.ocn.ne.jp H29.10.23

8 ◎ ◎ ◎ ◎ 企業組合 一級建築士事務所 ひと・まち設計 607-8411 京都府京都市山科区御陵大津畑町４３番地２２　タワンズホワイト１F 石上　圭介

石上圭介※1
青木由男※1
前川雄亮※1 075-748-6550 075-748-6551

ishigami@hito-machi.jp
aoki@hito-machi.jp
m-yusuke@hito-machi.jp H29.9.29

9 ◎ ◎ ◎ (有)ｼ-･ｱﾝﾄﾞ･ｼ-事務所　一級建築士事務所 600-8106 京都府京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町290 烏丸五条ビル 前田　隆夫

中森康正※1
前田隆夫※1
早﨑道人※1
横山翔伍※1 075-351-8111 075-343-3502 yokoyama@c-and-c.jp H29.9.29

10 ◎ ◎ ◎ ◎ 一級建築士事務所　ライン設計室 600-8452 京都府京都市下京区西洞院通松原下ル永倉町561-1　アネックス松本3F 上好　利永子

廣瀬文孝※2
上好利永子※1
三上富生※1 075-352-2680 075-352-2681 kyo-line@mbox.kyoto-inet.or.jp H26.2.13

11 ◎ 京都エレベータ(株)　一級建築士事務所 600-8352 京都府京都市下京区岩上通高辻下ル吉文字町457 金森　保則 金森保則※1 075-822-0420 075-822-0578
kanamori@kyoto-elevator.com

H29.10.2

12 ◎ ○ ○ 田中祐介構造設計室　一級建築士事務所 600-8438 京都府京都市下京区万寿寺通室町西入ル長刀切町210-1　コスモ室町207号 田中　祐介 田中祐介※1 075-365-0065 050-7572-5489 t-yusuke@mse.biglobe.ne.jp H29.10.5

13 ◎ 一級建築士事務所　久田建築事務所 615-8225 京都府京都市西京区上桂森下町1-136 久田　英俊 久田英俊※1 075-392-3098 075-392-3098 h.hisada@gaia.eonet.ne.jp H29.10.1

14 ○ ○ ○ ◎ 一級建築士事務所　Ｉ・Ｏ・Ｃ 615-0031 京都府京都市右京区西院高田町30 ナバタケビル2F 藤津　易生 藤津易生※1 075-313-3280 075-313-3281 kyotoioc@ybb.ne.jp H29.9.30

15 ◎ ◎ ◎ ○ (有)一級建築士事務所　コア建築事務所 610-1143 京都府京都市西京区大原野東境谷町一丁目3番地 羽生田　英雄

中川幸朗※１
村山聡※1
山口修史※1 075-333-3337 075-333-3390 coa@poem.ocn.ne.jp H29.10.2

16 ◎ ◎ ◎ キューブコンセプト(株) 615-8001 京都府京都市西京区桂上野北町222番地 西野　孝明 西野孝明※1 075-693-9900 075-693-9901 nishino@cubeconcept.net H29.10.2

17 ○ アトリエ・ノマ　二級建築設計事務所 615-8112 京都市西京区川島竹園町59 野間　洋平 野間　洋平※2 075-205-3215 075-205-3215 yohei@a-noma.jp H30.4.5

18 ○ ○ ○ 一級建築士　由村建築設計 615-8224 京都市西京区上桂三ノ宮町104 由村　知行 由村　知行※1 075-392-4618 075-393-1688 architect-yoshimura@juno.ocn.ne.jp H30.4.5

19 ○ 一級建築士　高木建築設計事務所 612-8124 京都府京都市伏見区向島吹田河原町74-2 高木　善次 高木善次※1 075-621-1512 075-602-0212 JCB00171@nifty.com H29.10.1

20 ○ ○ 一級建築士事務所　(株)上野建築事務所 612-8422 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町5 上野　浩也 上野浩也※1 075-641-3464 075-644-0400 uenoao@lily.ocn.ne.jp H29.10.10

21 ○ ○ 一級建築士事務所　(株)渡邉建築事務所 612-0829 京都府京都市伏見区深草谷口町50-12 渡邉　聡 渡邉聡※1 075-634-4145 075-643-4730 s.watanabe37@dream.com H29.10.9

22 ○ ○ ○ ○ KAZU建築設計室（二級建築士事務所） 612-8131 京都府京都市伏見区向島丸町4-7　市住8街区5棟505号室 岩村　和男 岩村和男※2 090-3353-0915 kazuo.kenchiku@gmail.com H29.10.2

23 ◎ ◎ ◎ 一級建築士事務所　(株)木下建築設計事務所 611-0026 京都府宇治市開町37番地の10 細野　幹生 細野幹生※1 0774-41-6514 0774-44-1080 info@kinosetsu.co.jp H29.10.4

24 ◎ ◎ ◎ 吉村建築事務所 611-0021 宇治市宇治宇文字２１-７　森田ビル３Ｆ 吉村　薫 吉村薫※1 0774-24-7774 0774-24-5971 yo-act@chive.ocn.ne.jp H29.10.3

25 ○ ○ ○ 足立建築工房　一級建築士事務所 611-0002 京都府宇治市木幡平尾1-65 足立　由紀夫 足立由紀夫※1 0774-33-6022 0774-33-6040 aao@iris.eonet.ne.jp H29.10.1

26 ○ １級　矢部建築設計事務所 611-0043 京都府宇治市伊勢田町砂田6-219 矢部　久夫 矢部久夫※1 0774-23-5670 0774-23-5693 hisao-a@lime.ocn.ne.jp H29.9.29

27 ◎ ◎ ◎ 橋本一級建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所 611-0021 宇治市宇治宇文字17-4　クレセントハウス302 橋本　光生 橋本光生※1 0774-39-7741 0774-39-7741 mituo-h@h2.dion.ne.jp H29.10.1
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28 ◎ ◎ ◎ ○ 一級建築士事務所　安田建築設計事務所 614-8094 京都府八幡市八幡平田20-2 セントラルレジデンス3号館304号 安田　茂 安田茂※1 075-971-0374 075-971-0971 st.arch-yasuda@ace.ocn.ne.jp H29.10.4

29 ○ (有)ｺﾙｸﾊｳｽ　一級建築士事務所 614-8361 京都府八幡市男山指月4番地45 坂本　行啓 坂本行啓※1 075-982-1333 075-982-1099 corkhouse@leto.eonet.ne.jp H29.10.2

30 ○ (株)誠工務店　一級建築士事務所 619-0231 京都府相楽郡精華町山田花原5-2 清水　陽子 清水毅※2 0774-72-3209 0774-72-6611 info@makoto-corp.co.jp H29.9.29

31 ○ 小森一級建築設計事務所 617-0824 京都府長岡京市天神一丁目4-3　Ｊパーリオ301 小森　良一 小森良一※1 075-925-8991 075-958-0151 H29.9.29

32 ○ 一級建築士事務所　藤田建築設計事務所 617-0817 京都府長岡京市滝ノ町2丁目10-3 藤田　鉃二 藤田鉃二※1 075-954-5353 075-954-5553 andante@pearl.ocn.ne.jp H29.10.6

33 ○ (有)吉川工務店　一級建築士事務所 617-0006 京都府向日市上植野町切ノ口24番地の5 吉川　正一 吉川正一※1 075-935-1707 075-934-8503 yskw@muf.biglobe.ne.jp H29.10.2

34 ◎ 八木一級建築士事務所 621-0054 京都府亀岡市千代川町川関中土井3-4 八木　裕有 八木裕有※1 0771-22-5115 0771-22-7883 yuyu@skyblue.ocn.ne.jp H29.10.3

35 ◎ ◎ ◎ ◎ (株)伊藤・梅原　一級建築設計事務所 620-0846 京都府福知山市字長田768番地の1 高僑　宏

高僑宏※1
山内敦※1
岩波平※1
稲葉奈智※2 0773-27-3008 0773-42-5159

takahashi@iu-ao.co.jp 
yamauchi@iu-ao.co.jp 
iwanami@iu-ao.co.jp 
inaba@iu-ao.co.jp H29.10.3

36 ○ (株)平成監理　一級建築士事務所 623-0054 京都府綾部市井倉町日渡り7-1 諏訪　昭範 諏訪昭範※1 0773-43-1707 0773-43-2173 heisei-sw@star.ocn.ne.jp H29.9.30

37 ○ 村上建設(有)　一級建築設計事務所 623-0005 京都府綾部市里町野53番地の1 村上　正一 村上正一※1 0773-42-3267 0773-42-8598 ms-house@muraken.info H29.10.2

38 ○ ◎ 一級建築士事務所　ｱﾙﾌｧ設計 629-3410 京都府京丹後市久美浜町836-3 平松　繁男 平松繁男※1 0772-82-0306 0772-82-1386 alpha@mxa.nkansai.ne.jp H29.9.29

39 ◎ ◎ ◎ (株)東亜設計　一級建築士事務所 627-0042 京都府京丹後市峰山町長岡400番地の5 柿本　惠
青野正治※1
柴田昌孝※1 0772-62-1295 0772-62-6070 office@toa-arc.com H29.10.2
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