
■令和元年度木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した改修事業者のリスト 　　(令和２年３月現在）
※本講習会を受講した方のうち、東京都及び連携区市で本講習会を受講した事業者として、受講者氏名及び受講者の勤務先名称、住所、電話番号を東京都及び共催区市のホームページに

   掲載されることについて、本人及びその勤務先から同意を頂いている方を掲載しております。

※本リストの掲載期間は講習会開催年度から３年後の３月までを予定しております。

※建設業許可番号、東京都木造住宅耐震診断事務所登録番号は受講年度当初の情報となります。

東京都木造住宅耐震
診断事務所登録番号

1 港区 株式会社GULIMONNN 港区虎ノ門1－16－3－703 03-6820-0704 三木　伸展

2 新宿区 株式会社グローウィル 新宿区西新宿4-16-1 03-6276-6412 市毛　茂 東京都知事許可 第149606号 第820号

3 目黒区 有限会社亀井工務店 目黒区東が丘1-14-2 03-3422-7771 亀井　久夫 東京都知事許可 第74339号

4 目黒区 建築設計事務所アークフォルム 目黒区東山1-9-11　アントレ目黒東山206 03-6300-7971 泉　淳

5 目黒区 レノヴァ株式会社 目黒区洗足2-7-23 03-5794-8100 神田　尚美 東京都知事許可 第140025号

6 目黒区 株式会社中野工務店 目黒区中町1-25-26 03-3712-8616 中野　正紀 東京都知事許可 第7865号 第815号

7 目黒区 株式会社比護工務店 目黒区自由が丘1-21-12 03-3723-5447 比護　孝 東京都知事許可 第7168号 第325号

8 目黒区 株式会社内藤工務店 目黒区中目黒5-8-10 03-3791-8990 内藤　一雄 東京都知事許可 第74499号

9 大田区 宇田川工務店 大田区南蒲田2-8-21-406 03-3737-8320 宇田川　暁 東京都知事許可 第89114号

10 石井　正博

11 近藤　民子

12 中野区 有限会社だいかつ工務店 中野区本町4-31-19 03-3384-2947 秋元　良一 東京都知事許可 第23302号

13 中野区 株式会社大日建設 中野区野方4-44-10 03-3388-6101 岡本　和彦 東京都知事許可 第42935号

14 中野区 株式会社篠見工務店 中野区野方1-8-9 03-3387-5587 篠見　更生 東京都知事許可 第54983号

15 中野区 株式会社スキップホーム 中野区上高田3-33-9 03-5345-5440 米田　英樹 東京都知事許可 第124963号

渋谷区

区市町村 事業者名 住所 電話番号 受講者氏名

参考

建設業許可番号

    また、上記の掲載内容に加えて、当該受講者リストに建設業許可番号、東京都木造住宅耐震診断事務所登録番号を掲載されることについて、本人及びその勤務先から同意を頂いている方は

    当該登録番号を掲載しております。

設計事務所アーキプレイス 渋谷区本町1-20-2　パルムハウス初台301 03-3377-9833



東京都木造住宅耐震
診断事務所登録番号

区市町村 事業者名 住所 電話番号 受講者氏名

参考

建設業許可番号

16 中野区 株式会社竹村工務店 中野区本町3-12-23 03-3372-2741 竹村　博 東京都知事許可 第35153号

17 中野区 株式会社荻原工務店 中野区大和町1-1-21 03-3336-6601 荻原　智弘 東京都知事許可 第83969号

18 中野区 株式会社樋口工務店 中野区弥生町4-5-7 03-3384-1511 樋口　和正 東京都知事許可 第6851号

19 小山　信

20 林　博之

21 中野区 明成建設工業株式会社 中野区新井2-1-16　K・M・Tビル 03-5343-3822 北村　真行 国土交通大臣許可 第24087号

22 中野区 株式会社田建 中野区鷺宮6-4-21 03-3926-5977 横田　邦雄 東京都知事許可 第105531号

23 中野区 有限会社サカエ企画 中野区白鷺2-49-28 03-5373-4761 松田　栄一 東京都知事許可 第112713号

24 中野区 株式会社ワークス 中野区若宮1-54-5 090-8036-2116 古関　浩幸 第843号

25 中野区 有限会社前田工務店 中野区南台3-44-6 03-3380-2929 前田　重春 東京都知事許可 第81836号

26 杉並区 アールファクトリー一級建築士事務所 杉並区上荻4-14-26 03-3396-9012 山下　早苗 第488号

27 武藤　友幸

28 桜田　幸二

29 杉並区 伊藤工務店 杉並区下高井戸2-23-13 03-3328-4083 伊藤　祥司

30 杉並区 株式会社筒井工務店 杉並区今川1-18-18 03-3396-3351 齊藤　拓 東京都知事許可 第25409号

31 杉並区 株式会社矢島工務店 杉並区高円寺南1-18-15 03-3318-1551 河西　誠

32 杉並区 有限会社佐藤義清工務店 杉並区浜田山4-6-2 03-3313-0555 佐藤　清 東京都知事許可 第22160号 第376号

33 杉並区 株式会社小林幸司建築設計事務所 杉並区荻窪3-14-17 03-5347-6502 小林　幸司

34 豊島区 株式会社加藤正工務店 豊島区雑司が谷2-17-18 03-3981-5610 加藤　良一 東京都知事許可 第70280号

35 北区 株式会社M建築構造設計事務所 北区赤羽2-17-2-701 03-3598-9025 今仁　昌考 第842号

36 練馬区 一級建築士事務所　有限会社ヒカリハウジング 練馬区大泉町6-25-6 03-3921-3481 渡邉　千洋 東京都知事許可 第77580号 第715号

中野区

杉並区 国土交通大臣許可 第19663号

太和屋産業株式会社 中野区上高田3-38-5 03-3389-3351

江州建設株式会社 杉並区阿佐谷南3-2-2 03-3393-0411



東京都木造住宅耐震
診断事務所登録番号

区市町村 事業者名 住所 電話番号 受講者氏名

参考

建設業許可番号

37 足立区 富士商事計画株式会社 足立区椿2-1-4 03-3899-2558 横村　聡 東京都知事許可 第107233号

38 松崎　孝平

39 喜禎　裕之

40 平田　拳也

41 上園　絢香

42 八王子市 有限会社むかい 八王子市新町6-4 042-642-3247 向井　明

43 八王子市 有限会社佐々木住建 八王子市犬目町106-10 042-624-6157 佐々木　勲 東京都知事許可 第95170号

44 武蔵野市 樹理ホーム株式会社 武蔵野市関前4-11-10 0422-51-0023 渡邊　直樹 東京都知事許可 第130541号

45 武蔵野市 株式会社すまいの建築設計 武蔵野市緑町1-1-17 0422-60-3883 前田　孝太朗 東京都知事許可 第143575号

46 松岡　貴史

47 相原　拓也

48 府中市 有限会社比留間工務店 府中市押立町4-39-13 042-482-1210 齊藤　敬 東京都知事許可 第120551号

49 府中市 大樹建設株式会社 府中市片町1-14-9 042-335-2550 大木　幸夫 東京都知事許可 第77403号

50 府中市 株式会社安村建設コンサルタント 府中市白糸台6-59-32 042-363-1100 永井　美佐 東京都知事許可 第81589号

51 昭島市 合同会社A工務店 昭島市福島町3-7-5 042-519-4198 白鳥　英行 東京都知事許可 第147554号

52 調布市 比留間工務店一級建築士事務所 調布市上石原3-21-14 042-446-1955 比留間　力三 東京都知事許可 第120492号 第173号

53 調布市 株式会社久保工務店 調布市富士見町1-9-28 042-485-3432 森下　堅正 東京都知事許可 第18722号

54 小金井市 株式会社タカキホーム 小金井市本町1-12-6 042-387-5561 鈴木　博幸 第838号

55 小平市 石川工務店 小平市仲町176 042-341-2806 石川　正浩

56 小平市 株式会社清水建設工業 小平市花小金井7-3-24 042-342-3745 青木　佳子 東京都知事許可 第9419号

57 国分寺市 株式会社タカシマ 国分寺市東元町1-40-11 042-321-6044 高島　重紀 東京都知事許可 第136424号 第393号

青梅市

足立区 第32591号 第236号

株式会社ささもと建設 青梅市新町3-55-3 0428-32-1211

松崎建設株式会社 足立区梅島3-31-13 03-3849-0182 東京都知事許可

国土交通大臣許可 第78277号



東京都木造住宅耐震
診断事務所登録番号

区市町村 事業者名 住所 電話番号 受講者氏名

参考

建設業許可番号

58 狛江市
有限会社コーエイ建装
有限会社コーエイ一級建築設計事務所

狛江市岩戸南4-18-13 03-3480-4889 知見　孝一 東京都知事許可 第74835号 第537号

59 東久留米市 株式会社橋本工務店 東久留米市南町4-4-32 042-467-2521 安藤　義治 東京都知事許可 第71368号

60 稲城市 有限会社松本工務店一級建築士事務所 稲城市百村134 042-377-7031 松本　幸次郎 東京都知事許可 第981号

61 稲城市 株式会社吉田工務店 稲城市東長沼784 042-377-2017 大谷　明子 東京都知事許可 第61832号

62 稲城市 株式会社大丸建設 稲城市大丸71-2 042-377-4441 安田　佳正 東京都知事許可 第11883号 第23号


