
〇 　㈲サカタ設計事務所  坂田　富士光 　坂田　富士光 事務所協会 ０９５２-２２-８８６６
〃 　糸山　勉 事務所協会 〃
〃 　福井　伯由 事務所協会 〃

　㈲Ｉ・Ｏ設計室 　内田　直希 　江下　忠由 事務所協会 ０９５２-９７-８５８５
　㈱石橋建築事務所 　野中　毅 　梅原　鈴鹿 事務所協会 ０９５２-２０-０９１２
　建築設計ＳＥＥＤ 　才川　泰秀 　才川　泰秀 事務所協会 ０９５２-３２-４７７３
　㈲小島一級建築士事務所 　小島　啓 　小島　啓 士会 ０９５２-２４-４０１５
　㈱渋江建築設計事務所 　内田　要 　内田　要 士会・事務所協会 ０９５２-２４-７２１１

〃 　江越　陽樹 士会・事務所協会 〃
　㈱小路建築事務所 　成松　眞行 　成松　眞行 事務所協会 ０９５２-２２-５３１７
　㈲白濱建築設計事務所 　白濱　宗徳 　白濱　宗徳 士会・事務所協会 ０９５２-２６-２２０８
　創建築設計室 　田中　功 　田中　功 士会・事務所協会 ０９５２-６０-１９７３
　㈱堤建築設計事務所 　堤　俊博 　金山　敬昭 士会・事務所協会 ０９５２-６８-３３１９
　㈱原田設計 　原田　照行 　遠藤　明子 士会・事務所協会 ０９５２-２０-７０２０

〃 　佐藤　孝治 事務所協会 〃
　満建築設計事務所 　牛島　滿 　牛島　滿 士会 ０９５２-３３-１３８８
　㈱ミヤタプランニングオフィス 　宮田　潤一郎 　宮田　潤一郎 士会・事務所協会 ０９５２-２０-１５１８

〃 　勝谷　紀子 事務所協会 〃
　牛島建築構造計画 　牛島　登 　向井　浩史 士会・事務所協会 ０９５２-５１-３８１１
　㈲堤正則建築設計事務所 　堤　正則 　堤　正則 士会・事務所協会 ０９５２-２４-０２４６
　菰田建築設計事務所 　菰田　広幸 　菰田　広幸 士会・事務所協会 ０９５２-５８-２６５８
　良和建設 　岩宗　和人 　岩宗　和人 士会 ０９５２-６５-５６０５
　テクノホーム㈱ 　野口　淳史 　野口　淳史 士会 ０９５２-３０-２５４３
　さんこう建築企画 　山口　傳 　山口　傳 士会 ０９５２-２６-１２９６
　㈱住工房プラスアルファ 　村田　聖一 　村田　聖一 士会・事務所協会 ０９５２-３６-７５０５
　設計工房ＪＩＮ 　松尾　末人 　松尾　末人 事務所協会 ０９５２-３０-９３６６
　(公財)佐賀県建設技術支援機構 　西村　平 　樋渡　孝三 事務所協会 ０９５２-２６-１６６６

〃 　本村　貢 事務所協会 〃
　㈱Ｒｅｄｅｓｉｇｎ 　鶴　浩司 　鶴　浩司 事務所協会 ０９５２-４８-０１０４
　中野建設一級建築士事務所 　中野　武志 　黒田　重敏 士会・事務所協会 ０９５２-２４-３２１１
　㈱遠江工務店建築士事務所 　遠江　雅和 　遠江　雅和 士会 ０９５２-２６-２６０１

佐賀

佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士名簿

(平成29年7月31日現在)
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建築士氏名 所属団体事務所名 連絡先開設者

　佐賀県建築士事務所協同組合
　(草場建築設計室)

　手塚　博是
　(草場　誠治)

　草場　誠治 士会
０９５２-２５-３１３９
(０９５２-２８-０６８８)

　佐賀県建築士事務所協同組合
　(モモサキ設計事務所)

　手塚　博是
　(百﨑　靖彦)

　百﨑　靖彦 士会
０９５２-２５-３１３９
(０９５２-２２-７７０４)

　川﨑建築都市研究所 　川﨑　康広 　川﨑　康広 士会 ０９５２-２０-１１４５
　㈲エスケイシステム 　田中　勝三 　田中　勝三 士会 ０９５２-３１-５８８４
　㈱スペース 　江頭　忠義 　無津呂　議秀 事務所協会 ０９５２-６２-８６４１
　ユニティデザイン㈱一級建築士事務所 　犬塚　博紀 　犬塚　敏治 士会 ０９５２-４６-３０９０
　佐藤建設一級建築士事務所 　佐藤　秀樹 　佐藤　秀樹 士会 ０９５２-２６-１３０１
　はやし建築士事務所 　林　享児 　林　享児 士会 ０９５２-２２-８２７６
　ムトウ建築企画事務所 　武藤　順子 　武藤　順子 士会 ０９５２-２９-６３０９
　円設計 　松林　輝征 　松林　輝征 士会 ０９５２-３７-８９３０
　㈲みいろ建築設計工房 　塚原　孝子 　塚原　孝子 士会 ０９５２-４１-５４１０
　ナカノ建築設計 　中野　幸喜 　中野　幸喜 士会・事務所協会 ０９５２-３３-５２５９
　坂井建築設計事務所 　坂井　信行 　坂井　信行 士会・事務所協会 ０９５２-２８-１６８１
　Ａｉｒｅ一級建築士事務所 　岩永　久美子 　岩永　久美子 士会 ０９５２-４７-７７８０

〇 　㈱ＭＡＣアーキテクツ 　三好　勝喜 　三好　勝喜 事務所協会 ０９５２-５３-２７１５
　建築設計　季風創舎 　福岡　福満 　福岡　福満 事務所協会 ０９５２-３４-６６００
　埜口設計 　富吉　佳代 　富吉　佳代 事務所協会 ０９５２-５３-６３０４
　福島安信建築設計工房 　福島　安信 　福島　安信 士会・事務所協会 ０９５２-５３-５８９４

〃 　福島　麻記子 事務所協会 〃
　㈱プレースホーム 　山﨑　清二 　永石　剛 事務所協会 ０９５２-５２-７７７７

〃 　末永　礼子　 事務所協会 〃
〃 　杉町　周平 事務所協会 〃
〃 　末次　伸介 事務所協会 〃

　一級建築士事務所ＪＡライフサポート佐賀 　宮副　清孝 　中尾　康博 士会・事務所協会 ０９５２-５３-８１０５
〃 　田邉　良一 士会・事務所協会 〃

　Ａｓ 　江越　典子 　江越　典子 士会 ０９０-２９６７-１７９１

神埼

佐賀

2



地区
(〇印は地区代表者)

建築士氏名 所属団体事務所名 連絡先開設者

〇 　ひかる建築設計室 　古賀　光治 　古賀　光治 士会・事務所協会 ０９４２-８２-０８３０
〃 　古賀　隆寛 士会・事務所協会 〃

　㈱栗山建設一級建築士事務所 　栗山　清規 　磯野　博幸 士会・事務所協会 ０９４２-８３-１６７８
　㈲タナカ建築企画 　田中　稔 　古賀　拓哉 事務所協会 ０９４２-８９-１６１３
　山本建築設計事務所 　山本　晴彦 　山本　晴彦 士会・事務所協会 ０９４２-８２-５１５６

〃 　井上　真紀子 士会・事務所協会 〃
　㈱マツコー一級建築事務所 　松尾　政博 　小田　悠 士会・事務所協会 ０９４２-８３-２７７６

〃 　野田　新一 士会・事務所協会 〃
〃 　高尾　和久 士会・事務所協会 〃

　㈱江田建設一級建築士事務所 　江田　明弘 　山口　賢次 士会 ０９４２-８２-１６１５
　葉建築設計工房 　松田　葉子 　松田　葉子 士会 ０９４２-８５-８０９５
　山口修建築設計事務所 　山口　修 　山口　修 士会・事務所協会 ０９４２-８５-８０７６

〇 　大家建築企画設計室 　大家　和義 　大家　和義 士会・事務所協会 ０９５２-７２-６５５６
　㈱古賀木材センター建築士事務所 　古賀　正人 　古賀　友廣 士会・事務所協会 ０９５２-７２-８０１７
　㈱中島工務店建築事務所 　中島　信哉 　合六　保之 士会・事務所協会 ０９５２-７３-３１４５

〃 　岸川　務 士会・事務所協会 〃
　吉賀　勝義 士会・事務所協会 〃

　㈱タクボ産業設計事務所 　田久保　瞳 　秀島　英児 士会 ０９５２-７４-２４１８
〃 　倉冨　浩次 士会 〃

　テヅカ建築設計事務所 　手塚　靖彦 　手塚　靖彦 士会 ０９５２-７３-４２２７
〇 　平野建築設計事務所 　平野　直人 　平野　直人 士会・事務所協会 ０９５５-７４-６１６６

〃 　平野　憲策 士会・事務所協会 〃
　青木企画 　青木　勝信 　青木　勝信 士会・事務所協会 ０９５５-７２-２４９２
　㈱坂本設計事務所 　川添　忠司 　山田　修一 士会・事務所協会 ０９５５-７２-５４１２
　宮口建築設計事務所 　宮口　健 　宮口　健 士会・事務所協会 ０９５５-７３-２８０１
　㈱太田工務店一級建築士事務所 　太田　年一 　太田　年一 士会 ０９５５-５６-２１４５
　むらやま建築設計事務所 　村山　弘光 　村山　弘光 士会 ０９５５-７４-３０５５
　㈱アート・システム設計事務所 　佐藤　知司 　佐藤　知司 士会 ０９５５-７９-７９０１
　中村哲建築設計事務所 　中村　哲 　中村　哲 士会 ０９５５-７９-０６３８
　唐津土建工業㈱一級建築士事務所 　岩本　真二 　岩本　真二 士会・事務所協会 ０９５５-７３-３１１８
　井上英雄建築設計室 　井上　英雄 　井上　英雄 士会 ０９５５-５４-２４６６
　蒼空間設計事務所 　松岡　與志弘 　松岡　與志弘 士会・事務所協会 ０９５５-７８-００７４
　菊池建築設計室 　菊池　郁夫 　菊池　郁夫 士会 ０９５５-５８-９６２７
　平野建築デザイン 　平野　央 　平野　央 士会 ０９５５-７２-７８０８
　鳥越設計事務所 　鳥越　友之 　鳥越　友之 士会 ０９５５-８０-００１６
　㈱井手工務所設計事務所 　井手　昭浩 　黒部　功起 士会 ０９５５-７４-８１２１
　中島一級建築士事務所 　宮田　哲 　宮田　哲 士会・事務所協会 ０９５５-７２-２７０４
　福井木材㈱建築設計事務所 　福井　浩二郎 　松尾　繁昌 事務所協会 ０９５５-７３-２１１１

鳥栖

小城

唐津
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○ 　田中博昭建築設計室 　田中　博昭 　田中　博昭 士会・事務所協会 ０９５５-４６-４５９６
　㈱樋渡設計 　樋渡　政喜 　松本　拓也 事務所協会 ０９５５-２３-８８５１
　廣建築設計事務所 　廣　忠国 　廣　忠国 士会・事務所協会 ０９５５-４６-３５２９
　㈲前山一級建築士事務所 　小松　茂 　前山　隆嘉 士会・事務所協会 ０９５５-２２-２０１９
　黒木建設㈱建築設計事務所 　黒木　祐一郎 　堤　一記 士会・事務所協会 ０９５５-２２-７１１１
　㈱田中設計事務所 　田中　史朗 　田中　史朗 士会 ０９５５-２３-３２６３
　㈲宗和建設設計室 　片岡　直嗣 　片岡　直嗣 事務所協会 ０９５５-２３-７５０７
　ヒジリコーポレーション 　前田　聖 　池田　絵理香 士会・事務所協会 ０９５５-２８-０９０４
　㈱金崎一級建築設計研究室 　金崎　洋典 　金崎　洋典 士会 ０９５５-２２-４１０６
　川原建設建築士事務所 　川原　丈司 　木島　辰也 士会 ０９５５-２３-５１８１
　風土プラン設計工房 　古川　智博 　古川　智博 士会・事務所協会 ０９５５-４６-４６６３
　佐々木建築設計事務所 　佐々木　勝一 　川内　高男 士会・事務所協会 ０９５５-４６-４１０７

〃 　佐々木　大輔 士会・事務所協会 〃
〃 　山口　康隆 士会・事務所協会 〃

　㈱アルセッド建築研究所 　三井所　清典 　大川井　寛子 士会・事務所協会 ０９５５-４３-３７８７
〃 　清水　耕一郎 士会・事務所協会 〃

〇 　㈲藤﨑設計事務所 　藤﨑　透 　藤﨑　透 士会・事務所協会 ０９５４-２３-１００１
〃 　川原　貴子 士会・事務所協会 〃

　㈱平野綜合設計 　平野　豊二 　平野　実 事務所協会 ０９５４-２３-０８８７
　五光建設㈱建築設計事務所 　小野寺　法雄 　藤田　信孝 士会・事務所協会 ０９５４-２３-５１２１

〃 　山炭　徳義 士会・事務所協会 〃
　㈱栗原建設建築士事務所 　栗原　正有 　山北　澪 事務所協会 ０９５４-４５-４３６１
　㈲田代工務設計事務所 　田代　和幸 　田代　侑嗣 士会 ０９５４-４５-３５８８
　㈲松尾工業一級建築士事務所 　松尾　英昭 　松尾　祐弥 士会・事務所協会 ０９５４-２３-４７８０
　㈲松田建設一級建築士事務所 　松田　正則 　松田　正則 士会・事務所協会 ０９５４-３６-４３８１
　㈱峰組一級建築士事務所 　峰　英太郎 　森　浩昭 士会 ０９５2-８６-３４７７
　藤井建築設計事務所 　藤井　等 　藤井　等 士会 ０９５２-８６-２４７３
　スムコト設計 　滿原　清文 　滿原　早苗 士会 ０９５４-６５-２５２１

○ 　中野建築設計事務所 　中野　賢司郎 　中野　賢司郎 士会・事務所協会 ０９５４-６６-４００３
　㈱第一設計建築事務所 　村岡　絢次 　中田　昭則 士会・事務所協会 ０９５４-４３-２２５７
　㈲堤設計一級建築士事務所 　堤　好幸 　堤　好幸 士会・事務所協会 ０９５４-４２-１３５４
　一級建築士事務所哲建築設計事務所 　峰松　哲也 　峰松　哲也 士会・事務所協会 ０９５４-６６-２１２８
　ｉｅ工房弘祐 　鈴山　弘祐 　鈴山　弘祐 士会・事務所協会 ０９５４-６２-７４４３
　モロオカ住宅 　諸岡　孝司 　諸岡　孝司 士会 ０９５４-４３-１８２０

※1.塗りつぶし欄は、各地区責任者です。
※2.所属団体欄は、士会は佐賀県建築士会、事務所協会は佐賀県建築士事務所協会の略です。

武雄

鹿島

伊万里

4


