
（一社）福井県建築士事務所協会

修了証明書番号 フリガナ 氏名 建築士種別 勤務先名 勤務先〒 勤務先所在地 電話番号

N2118-003 ｶﾜｻｷ　ﾏｻﾋﾛ 川崎　雅弘 一級建築士 (株)サンワコン 〒918-8525 福井県福井市花堂北１−７−２５ TEL:0776-36-2795

N2029-041 ﾖｼﾀﾞ　ｼｮｳｺ 吉田　祥子 一級建築士 （株）吉祥企画 〒910-4103 福井県あわら市二面４３−４−１ TEL:0776-77-2674

N2025-027 ﾀﾅｶ　ｾｲｼﾞ 田中　誠治 一級建築士 （有）アイガー建築設計事務所 〒917-0241 福井県小浜市遠敷２０−８−４ TEL:0770-56-0039

N2018-044 ﾄﾀﾞ　ﾏｻﾐ 戸田　雅巳 一級建築士 戸田建築設計事務所 〒910-0003 福井県福井市松本２−１７−６ TEL:0776-21-8712

N2018-043 ｶﾈｺ　ｲｸｴ 金子　郁枝 二級建築士 協和住機(株) 〒910-0854 福井県福井市御幸３−３−３８ TEL:0776-23-3848

N2018-041 ｶｻﾂｼﾞ　ﾄｵﾙ 司辻　透 一級建築士 クリ英ター永和（株） 〒916-0001 福井県鯖江市吉江町１１−１０ TEL:0778-54-7775

N2018-040 ｶﾄﾞﾆｭｳ　ﾐﾄﾞﾘ 門丹生　翠 一級建築士 （株）エイコー技術コンサルタント 〒914-0811
福井県敦賀市中央町２丁目１１−

３６
TEL:0770-21-3882

N2018-039 ｻｶﾉ　ﾎﾂﾞﾐ 坂野　穂積 一級建築士 (株)エイコー技術コンサルタント 〒914-0811 福井県敦賀市中央町２−１１−３６ TEL:0770-21-3882

N2018-038 ｵｵﾂｷ　ｶｽﾞﾓﾄ 大月　和源 一級建築士 大南建設工業(株) 〒912-0023 福井県大野市中荒井町１−８２１ TEL:0779-65-5580

N2018-037 ﾔｸｼ　ﾏｺﾄ 薬師　誠 一級建築士 エムワイ省エネ設計事務所 〒918-8104 福井県福井市板垣５丁目６２４ TEL:0776-43-0585

N2018-036 ﾓﾘ　ﾄﾓﾐﾁ 森　友陸 一級建築士 (有)アイガー建築設計事務所 〒917-0241 福井県小浜市遠敷２０−８−４ TEL:0770-56-0039

N2018-035 ｲｼｶﾜ　ﾖｼﾕｷ 石川　義幸 一級建築士 大野建設工業（株） 〒912-0042 福井県大野市東中９−４−１ TEL:0779-66-5311

N2018-034 ｻﾄｳ　ｼﾝｲﾁ 佐藤　伸一 二級建築士 アトリエ和み家 〒918-8046 福井県福井市運動公園４−７０５ TEL:0776-33-7538

N2018-033 ｵｶﾞｼﾜ　ﾏｻﾐ 小栢　雅美 二級建築士 北信建設（株） 〒915-0084 福井県越前市村国町２−１−１１ TEL:0778-22-1305

N2018-032 ﾔｿｼﾏ　ﾋﾄﾐ 八十島　ひとみ 一級建築士 晶建築設計事務所 〒910-0844
福井県福井市長本町５１０

南後ビル３Ｆ
TEL:0776-53-3999

N2018-031 ﾊﾀﾔﾏ　ｱｷﾗ 畑山　朗 一級建築士 （株）ミノル建築設計事務所 〒918-8108 福井県福井市春日３−９１４ TEL:0776-33-6620

既存住宅状況調査技術者リスト
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N2018-030 ﾕﾙﾂﾞﾒ　ﾋﾛﾌﾐ 緩詰　博文 一級建築士 大幸建設 〒917-0024 福井県小浜市和久里３２−１２−１ TEL:0770-56-1953

N2018-029 ｻｲﾄｳ　ﾋﾛｱｷ 齊藤　弘明 二級建築士 （株）タキナミ一級建築士事務所 〒910-0023 福井県福井市順化１−２１−１９ TEL:0776-23-0010

N2018-028 ﾃﾞﾑﾗ　ﾖｳｲﾁ 出村　洋一 一級建築士 出村建築設計事務所 〒910-0833 福井県福井市新保１−１６０８ TEL:0776-53-0225

N2018-027 ｼﾗｻｷ　ﾘｴ 白崎　理恵 二級建築士 下川建築家づくり工房（同） 〒919-0485 福井県坂井市春江町取次４−１４ TEL:0776-51-2633

N2018-026 ｼﾓｶﾜ　ﾀｶﾕｷ 下川　孝幸 一級建築士 下川建築家づくり工房（同） 〒919-0485 福井県坂井市春江町取次４−１４ TEL:0776-51-2633

N2018-025 ﾋﾛﾀ　ﾀｶﾕｷ 廣田　崇行 一級建築士
大北久保建設（株

一級建築士事務所
〒911-0033 福井県勝山市栄町２−７−６ TEL:0779-87-1580

N2018-024 ﾏﾙﾔﾏ　ﾕｳｺ 丸山　優子 二級建築士 丸山建築設計事務所 〒911-0035 福井県勝山市郡町３−４１２ TEL:0779-88-4733

N2018-023 ｵﾀﾞｵｵﾊﾗ　ｾｲｿﾞｳ 織田大原　精三 一級建築士 （株）塚田商事 〒910-0016 福井県福井市大宮６−１５−２４ TEL:0776-22-2991

N2018-022 ｶﾜﾍﾞ　ﾓﾘｵ 川辺　盛雄 一級建築士 （有）カワベ・コーポレーション 〒917-0075 福井県小浜市南川町１９−４ TEL:0770-52-4949

N2018-021 ｻﾀﾞﾄﾓ　ﾏｻﾙ 定友　優 一級建築士 ダイワレジデンス（株） 〒910-0017 福井県福井市文京２−１−８ TEL:0776-23-6200

N2018-020 ﾀﾅｶ　ﾏｻﾋｺ 田中　正彦 一級建築士 ダイワレジデンス（株） 〒910-0017 福井県福井市文京２−１−８ TEL:0776-23-6200

N2018-019 ｼﾐｽﾞ　ｷﾇｺ 清水　絹子 二級建築士 福登建設（株）一級建築士事務所 〒918-8012 福井県福井市花堂北２−１５−２１ TEL:0776-36-2315

N2018-018 ﾏﾂｲ　ﾘｮｳｽｹ 松井　良介 一級建築士 敦賀協栄建築（株） 〒914-0061 福井県敦賀市蓬莱町１１ TEL:0770-22-3636

N2018-017 ﾂﾁﾀﾞ　ﾏｻｽﾞﾐ 土田　正澄 一級建築士 土田建築設計事務所 〒916-1222 福井県鯖江市河和田町２−３０−２ TEL:0778-65-0079

N2018-016 ｲﾄｳ　ﾕｷｺ 伊藤　友規子 二級建築士 （株）エステートブロードバンド 〒916-0019
福井県鯖江市丸山町１−２−７

丸山ビル１０２号
TEL:0778-42-8272

N2018-015 ﾌﾙｷ　ｹｲｿﾞｳ 古木　啓造 二級建築士 （株）エステートブロードバンド 〒916-0019
福井県鯖江市丸山町１−２−７

丸山ビル１０２号
TEL:0778-42-8272

N2018-014 ﾄﾞｳｼﾀ　ｺｳｲﾁ 堂下　浩一 二級建築士 （株）エステートブロードバンド 〒916-0019
福井県鯖江市丸山町１−２−７

丸山ビル１０２号
TEL:0778-42-8272

N2018-013 ﾋｶﾞｼﾓﾄ　ｼｮｳｲﾁ 東本　昇一 一級建築士 （株）深谷設計事務所 〒910-0038 福井県福井市三ッ屋２−２０７ TEL:0776-23-3350
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N2018-012 ｷﾑﾗ　ｶｽﾞｷﾖ 木村　和聖 一級建築士 豊國福井（株）一級建築士事務所 〒918-8106 福井県福井市木田町２５０７−２ TEL:0776-36-2626

N2018-011 ﾋﾗﾔﾏ　ｱﾕﾐ 平山　亜由美 一級建築士
ふくいの家サポートセンター

一級建築士事務所
〒910-0859 福井県福井市日之出５−４−７ TEL:0776-54-2757

N2018-010 ﾀｶﾀﾞ　ｱﾂｼ 高田　厚志 二級建築士 山崎建築設計事務所（山一建設） 〒919-0314 福井県福井市生部町９−１ TEL:0776-41-0626

N2018-009 ﾖｺﾔﾏ　ｼﾞｭﾝｼﾞ 横山　純治 一級建築士 ヨコヤマ工業一級建築士事務所 〒910-0017 福井県福井市文京５−１６−１３ TEL:0776-26-1022

N2018-008 ｳﾙｼｻﾞｷ　ﾂﾄﾑ 漆崎　努 二級建築士 クリ英ター永和（株） 〒916-0001 福井県鯖江市吉江町１１−１０ TEL:0778-54-7775

N2018-005 ｲｹﾀﾞ　ｻﾄﾙ 池田　悟 二級建築士 （株）イケダ建築士事務所 〒914-0035 福井県敦賀市山泉７３−１５０５ TEL:0770-25-6654

N2018-004 ｵｶﾀﾞ　ｶｽﾞﾕｷ 岡田　和之 一級建築士 岡田木材（株） 〒912-0052 福井県大野市弥生町１０−９ TEL:0779-65-6677

N2018-003 ﾐﾀﾑﾗ　ﾋｻﾐﾂ 三田村　久光 一級建築士 （株）三田村工務店 〒915-0066 福井県越前市神明町４−８ TEL:0778-22-0560

N2018-002 ｲﾄｳ　ｶｽﾞﾔ 伊藤　和也 一級建築士 （株）三木組福井支店 〒910-0005 福井県福井市大手３−１４−１９ TEL:0776-22-7567


