
(*1印:１級建築士事務所ではないため部署の責任者を記載）

NO JSCA東京登録建築士事務所名 管理建築士

1 （有）山辺構造設計事務所 山辺 豊彦

2 （株）アキ・アーキテクト 秋草 達夫

3 （有）おざき構造設計事務所 尾﨑 孝一

4 （株）呉建築事務所 呉 東航

5 （株）安宅設計 樫村 代二

6 （株）福本建築事務所 福本 賢太郎

7 一級建築士事務所長谷川構造設計室 長谷川 宏一

8 － -

9 アルファ建築設計事務所 原田 久義

10 （有）豊中建築設計事務所 豊中 俊行

11 （有）枝和建築設計事務所 枝 和敏

12 （株）窓建コンサルタント 澤井 布兆

13 （株）Ｍ建築構造設計事務所 今仁 昌孝

14 （株）漆企画設計 白石 健次

15 ビーアイエヌ一級建築士事務所 上之薗 祐司

16 矢吹建築設計事務所 矢吹 克行

17 辻川設計一級建築士事務所 辻川 誠

18 （株）上岡建築構造設計事務所 上岡 正天

19 東邦設計コンサルタント（株） 金 健次

20 一般社団法人　ＴＤＵ建築設計事務所 柳 秀夫

21 ＮＴＴファシリティーズ総合研究所 黒木 寧

22 （有）中村建築構造設計事務所 中村 善範

23 モリタ構造設計室 森田 正人

24 （有）鈴木構造設計 鈴木 馨

25 （株）都市構造計画 石川 幸登志

26 軽石実一級建築士事務所 軽石 実

27 （株）ＴＩＳ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ 下久保 亘

28 （株）堀江建築工学研究所 清原 俊彦

29 （株）パッソン 木村 修

30 （株）久保田設計事務所 久保田 勤

31 （株）ＩＮＡ新建築研究所 粕谷 勝美

32 （株）ティ・アンド・エイ　アソシエイツ 山内 哲理

33 前田建設工業（株）一級建築士事務所 平川 信也

34 － -

35 （有）シーアールエス構造設計研究所 岡村 金蔵

36 （株）東京ソイルリサーチ一級建築士事務所 三代川 俊雄

37 ＮＳ構造設計 佐藤 昇

38 （有）幹建築設計事務所 馬籠 良英

39 （有）エスデー設計 谷口 英雄

　　　　　　　　　メールアドレス：taishin@jsca-tokyo.net

　　　　　　　　　JSCA東京ホームページ：http://www.jsca-tokyo.net/

JSCA登録耐震診断事務所一覧
　JSCAでは、耐震診断・改修設計の実績があるJSCA正会員が責任ある立場で管理又は所属する建築士事務所を耐震診断事務所名簿
に登録しています。

　JSCA東京の耐震診断相談窓口にご相談いただければ、下記の事務所の中から、建物の構造種別などを考慮して適切な事務所を紹
介いたします。
　なお、JSCA東京登録の耐震診断事務所は登録申請により日々更新しておりますので場合によっては下記日付にて記載されていな
い場合がございます。

（問い合わせ先)JSCA東京事務局　耐震診断相談窓口

　　　　　　　　　FAX：03-3467-0460
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NO JSCA東京登録建築士事務所名 管理建築士

40 （有）構造設計舎 一條 典

41 （株）ｉ２Ｓ２一級建築士事務所 公塚 正行

42 （有）アワノ建築設計 粟野 政晴

43 （株）ビームス・デザイン・コンサルタント 石橋 肇

44 （有）レン構造設計事務所 二連木 清

45 一級建築士事務所（株）オー・アール・エー建築工房 村松 正高

46 － -

47 （株）テラ設計工房 臼井 勝之

48 － -

49 日本建築構造センター（株） 井口 哲朗

50 （有）サットコンサルタント一級建築士事務所 杉崎 健一

51 （株）相和技術研究所 東 謙司

52 青木あすなろ建設（株）一級建築士事務所 秋腰 健夫

53 － -

54 （株）構研設計事務所 菊地 秀三

55 （株）三興設計事務所 横山 充

56 （株）善設計 鈴木 善彦

57 （株）ブレン設計事務所 竹田 勉

58 （株）能勢建築構造研究所 (東京）大浦 眞

59 （有）ライブ設計所 木下 定

60 － -

61 （株）九段建築研究所 中岡 あづさ

62 （株）ＨＡＬ構造設計 木村 隆

63 （株）アール・アイ・エー 宮原 義昭

64 （株）計画技術研究所 山崎 輝雄

65 （有）和香企画一級建築士事務所 三好 伸一

66 （株）ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 石原 智也

67 髙橋構造設計一級建築士事務所 髙橋 一芳

68 （株）州建築構造設計 宮崎 州

69 （株）入江三宅設計事務所 宮本 良明 

70 － -

71 － -

72 （有）名取建築設計事務所 名取 努

73 一級建築士事務所（株）鼎建築事務所 佐藤 晃

74 （有）山下建築事務所 山下 登

75 （有）アルファ技研設計 安田 良一

76 （株）アルテック 小倉 隆

77 ブレン総合設計（株） 仲川 昌夫

78 ブレンスタッフ（株） 大川 典彦

79 （株）坂井田構造事務所 坂井田 泰圭

80 （株）東陽建築構造設計事務所 山崎 靖

81 （株）織本構造設計 中澤 昭伸

82 （株）イシイアソシエイツ 石井 義明

83 テクノインタ－フェイス（株） 野口 熙

84 （株）トキワアーキテクトオフィス 山本 民生

85 （株）青木豊建築設計事務所 棚瀬 訓

86 （有）サダリ構造設計室 殷 熙一

87 （株）住宅生産研究所一級建築士事務所 中田 正二

88 （株）ＲＩＳＥ構造設計 野口 英孝

89 （株）コンステック 村上 夏樹

90 （株）曽根構造設計事務所 曽根 稔

91 － -

92 （株）アルファエンジニアリング一級建築士事務所 江口 正昭
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93 （有）共栄設計一級建築士事務所 土田 勝弘

94 － -

95 （株）上杉建築事務所 上杉 章

96 （株）都祭建築設計事務所 都祭 芳明

97 （株）構造コンサル東日本 高橋 勇 

98 （株）平岡建築構造研究所 平岡 伸逸

99 一級建築士事務所田辺構造事務所 田辺 博司

100 － -

101 古久根建設一級建築士事務所 山崎 直宏

102 （株）環総合設計 堀江 達

103 （有）隗設計 福島 豊

104 一級建築士事務所鴻構造設計 熊田 鴻

105 （株）五建設計事務所 太田 勝

106 （株）ピーディシステム一級建築士事務所 久保 憲太郎

107 － -

108 一級建築士事務所（株）トクオ東京事務所 土生川 惠洋

109 （株）耐建築事務所 結城 秀夫

110 （株）園部建築事務所 倉島 賢四朗

111 （有）峰岸建築設計事務所 峰岸 一全

112 （有）安藤美樹建築事務所 安藤 美樹

113 （株）佐賀田中建築研究所 佐賀 修

114 － -

115 － -

116 （株）あい設計　東京支社 山田 隆一

117 （株）ＳＨ建築事務所 中島 宏治

118 （株）ユーシン一級建築士事務所 菅原 信一

119 （株）エム・イー・エム一級建築士事務所 水野 隆介

120 （株）剣建築設計事務所 小泉 修

121 （株）長谷工リフォーム一級建築士事務所 安藤 匡彦

122 （株）村上建築事務所 村上 正文

123 （株）エス・エヌ設計 山田 哲

124 （有）後藤宏建築設計事務所 後藤 宏

125 （株）構研設計 相馬 春男

126 （株）アーバン・クリエイト 木村 尚子

127 （株）加々美建築構造設計事務所 矢崎 照満

128 （株）計画設計・インテグラ 村井 祐二

129 （株）ケイエム構造設計 亀嶋 幸輔

130 （株）松和設計 木村 広海

131 （株）熊谷組一級建築士事務所 永島 仁

132 稲見構造設計事務所 稲見 賢

133 （株）東都設計一級建築士事務所 小林 浩美

134 ケイエス設計（株） 鈴木 勝三

135 田嶋建築構造設計事務所 田嶋 成幸

136 スズキ設計 鈴木 和之

137 － -

138 日本建設（株）東京支店 伊藤 誠

139 － -

140 （株）シィ・エイ・イー 紺野 浩

141 （株）増田構造設計 増田 祐司

142 － -

143 （株）アクティ・ハウス 細山 典雄

144 （株）佐藤総合計画 清野 明男

145 （有）桑原建築設計事務所 桑原 芳夫
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146 （有）江尻建築構造設計事務所 伊藤 哲雄

147 （株）ＭＡＹ設計事務所 吉永 光郎

148 （株）ダイナミックデザイン 宮崎 光生

149 マーカイ・デザイン（有） マーク・レンチェナー

150 大成建設（株）一級建築士事務所 野呂 一幸

151 （株）ビーエスピーグループ１６１＆偕井上建築事務所 福岡 安治

152 （株）Ｅ＆ＣＳ 妹尾 嘉章

153 （有）Ｃ＆Ａ　Ｏｆｆｉｃｅ 足立 三吉

154 星建築構造設計室 星 義明

155 （株）中野構造設計事務所 中野 正英

156 クィーンズホーム（株）一級建築士事務所 寺田 正堯

157 （有）野崎設計 野崎 岳夫

158 （有）構造設計工房デルタ 久田 基治

159 － -

160 福島構造設計事務所 福島 芳生

161 ＡＫＩ建築設計一級建築士事務所 加藤 昭光

162 平成ビルディング（株）一級建築士事務所 岩澤 康彦

163 トヨタＴ＆Ｓ建設（株）東京支社一級建築士事務所 植木 和彦

164 － -

165 （有）大賀建築構造設計事務所 大賀 成典

166 － -

167 （株）クオリア設計 平元 義明

168 （株）高生綜合設計 高原 茂樹

169 － -

170 （株）梓設計 倉岡 敏則

171 （株）日総建 渡辺 一郎

172 － -

173 （株）齋藤建築設計事務所 内山 昌俊

174 （株）Ｋｉｎｏ．ａｒｃｈ－ｏｆｆｉｃｅ 木下 貴雄

175 かい構造設計一級建築士事務所 寺門 規男

176 （株）三菱地所設計 大内 政男

177 （株）植木組一級建築士事務所 鳥羽 寛

178 （株）ハリーズ一級建築士事務所 平井 正由

179 森近構造設計一級建築士事務所 小林 賢也

180 （株）向後構造設計事務所 向後 勝弘

181 － -

182 （株）ジェイアール東日本建築設計事務所 大川 邦彦

183 東急建設（株）一級建築士事務所 藤野 立夫

184 （有）水谷建築設計事務所 叶野 聡

185 － -

186 設計室ＡＬＬ　（岐阜県） 古垣内 克幸

187 エーピーエヌ設計（株） 矢沢 秀周

188 （株）竹中工務店東京一級建築士事務所 車戸 城二

189 （株）構建設計研究所 中川 理

190 日本国土開発（株）一級建築士事務所 中橋 正

191 日本上下水道設計（株）一級建築士事務所 小川 繁紀

192 長谷川建築構造事務所 長谷川 進

193 （株）建構造研究所 梶井 照仁

194 日建設計一級建築士事務所 浜田 明彦

195 （株）横田建築研究所 横田 幸久

196 （有）ＴＡＳＳ設計室 酒井 善明

197 滝口建築設計 滝口 喜昭

198 さくら構造（株） 木下 光司
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199 （株）アトラス設計 小林 祐司

200 － -

201 （株）フケタ設計 佐藤 公紀

202 （有）エスフォルム一級建築士事務所 大岡 彰

203 （有）Ｈ＆Ａ構造研究所 一之瀬 春雄

204 設計室ＡＬＬ　（埼玉県） 吉田 孝

205 （株）嶺山建築事務所 嶺山 和行

206 日本建築検査協会（株） 高橋 豊克（※１）

207 － -

208 弘晋（株）一級建築士事務所 金丸 幸弘

209 内藤建築構造事務所 内藤 幹雄

210 （株）ケイ・エス設計事務所 吉垣 敬一

211 （株）千葉構造設計コンサルタント 山崎 栄市

212 － -

213 小島設計 小島 好登

214 （有）佐藤建築構造設計事務所 佐藤 暢彦

215 （株）シロタＳ．Ｃ．コーポレーション一級建築士事務所 白田 隆雄

216 （株）鈴木建築設計事務所　（山形県） 武田 弘

217 （株）アルテス 眞嶋 光夫

218 （株）佐野建築構造事務所 岡本 知子

219 （株）匠建築構造研究所 大河原 勝積

220 片山建築設計事務所 片山 尚之

221 － -

222 鹿島建設（株）一級建築士事務所 尾崎 勝

223 （株）井上剛構造設計事務所 井上 剛

224 （株）エスパス建築事務所 北野 武代

225 松坂建築設計事務所 松坂 裕二

226 サノ構造設計コンサルタント 佐野 敬二

227 （株）ジャスト 斎藤 英昭

228 アービア設計事務所 白石 巖

229 石毛建築構造設計事務所 石毛 敏勝

230 － -

231 （株）山田章人建築設計事務所 山田 章人

232 （株）Ａ＆Ｔ設計事務所 逸見 徳治

233 （株）オムニ設計 小野田 秀男

234 増田構造計画 増田 浩之

235 山下建築設計事務所 山下 諭

236 クレモナ建築構造研究所 白須 正広

237 （株）再生計画研究所 清水 博

238 （株）東京建築研究所 町田 重美

239 （株）中田捷夫研究室 奥村 民子

240 － -

241 鈴木芳典構造事務所 鈴木 健一

242 （有）ネットワーク一級建築士事務所 永田 忠

243 （有）伊井建築構造設計事務所 伊井 主計

244 （有）トマタニ構造設計 笘谷 修作

245 （株）構造計画研究所 川端 淳

246 （株）青島設計 小田 英一

247 （有）宮坂建築設計事務所 宮坂 久信

248 （株）薄田建築事務所 薄田 弘

249 （株）レーモンド設計事務所 榎本 鍈雄

250 （株）親交設計 市村 隆幸

251 － -
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252 （株）アークステーション 市来 功

253 （株）構造計画 摺木 勉

254 （有）ミノル設計 村山 實

255 （株）日本クラフトラボ一級建築士事務所 揚原 英夫

256 （有）薫構造設計事務所 古山 薫

257 （有）萩坂設計一級建築士事務所 萩坂 詳

258 （株）イケ建築事務所 池谷 透

259 （株）ティーケー設計 髙木 光二

260 萬設計一級建築士事務所 秋山 大栄

261 （株）ヒラテ技研一級建築士事務所 白井 久元

262 （有）小野寺建築設計事務所 小野寺 力

263 （有）西原建設設計事務所 西原 忠

264 （株）太平洋コンサルタント 小林 信一

265 （有）樹　建築事務所 唐戸 弘樹

266 一級建築士事務所空間設計 高橋 達夫

267 （株）ＪＭ 齋藤 彰

268 － -

269 特定非営利活動法人沖縄県建築設計サポートセンター 西里 幸二

270 オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド 彦根 茂

271 ＳＢＩアーキクオリティ（株） 小山 勝宣

272 Ｓｐａｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ 大熊 一弘

273 プロ・デザインＫ＆Ｔ（株） 清水 俊雄

274 岡本構造研究室・ＳＡＭ 岡本 憲尚

275 （株）ＡＳＳＡ 安田 準

276 （株）Ｓｈｅｅｐ構造工学研究所 小島 敦

277 （株）あすか建築構造事務所 遠藤 隆廣

278 （株）アミック 饒村 茂幸

279 （株）えびす建築研究所 花井 勉

280 （株）クロスファクトリー 齋藤 智紀

281 （株）コザキエンジニアーズ 小崎 修二

282 （株）ニュージェック 吉村 晃治

283 （株）ビーオーセイツ・ジャパン一級建築士事務所 伊藤 喜啓

284 横河鉄彌一級建築士事務所 横河 鉄彌

285 （株）フレームアーツ 中村 裕之

286 プロバンス一級建築士事務所 山口 正雄

287 （株）マイ建築構造 小松 正道

288 （株）ライズ建築構造計画 溝上 隆浩

289 （株）安井建築設計事務所 高田 茂

290 （株）加藤構造設計事務所　八王子支店 山本 靖子

291 （株）加藤電気工業所一級建築士事務所 下山 正富

292 － -

293 （株）構造フォルム 森田 敏

294 （株）坂田涼太郎構造設計事務所 坂田 涼太郎

295 （株）三誠 小川 ひろし

296 － -

297 （株）正興建築設計事務所 飯嶋 睦夫

298 （株）創建設計事務所 大内 一男

299 （株）創研設計 松川 新

300 （株）長坂設計工舎一級建築士事務所 長坂 健太郎

301 （株）東京建築検査機構 青木 克良

302 久保木建築構造設計事務所 久保木 達仁

303 一級建築士事務所　構造デザインＫ＆Ｓ 佐藤 恵治

304 佐藤一級建築士事務所 佐藤 申二
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305 寺川建築事務所 寺川 宣也

306 一級建築士事務所　酒井構造設計 酒井 裕祐

307 石川構造設計一級建築士事務所 石川 英世

308 大和ハウス工業（株）東京構造一級建築士事務所 村山 雅昭

309 東洋構造コンサルタント（株） 松沢 永芳

310 棟　構造設計室 宮林 功

311 野村不動産（株）一級建築士事務所 山下 幸助

312 （有）エスティアール構造設計 松岡 浩一

313 （有）サン構造デザイン 高城 英治

314 （有）ジー・クラフト一級建築士事務所 三浦 義勝

315 （有）シール＆パートナーズ 大熊 保宏

316 （有）奥井設計 奥井 進

317 （有）岸本構造設計事務所 岸本 進史

318 （有）岩城建築工房 岩城 初男

319 一級建築士事務所　（有）工房エス 丸山 隆雄

320 （有）酒井構造設計事務所 酒井 貞雄

321 （有）上甲隆一級建築士事務所 上甲 隆

322 （株）田淵建築構造事務所 田淵 潔

323 （株）神田建築設計事務所 神田 廣行

324 （株）西村建築設計事務所 西村 和雄

325 （株）彩建 高羅 淳

326 （株）荒谷構造設計 荒谷 美津雄

327 （株）大有設計 今永 和浩

328 （株）鈴木建築設計事務所　（千葉県） 鈴木 泰久

329 建築設計工房 高橋 国彦

330 （株）西塚構造事務所 西塚 壯市

331 尾田建築構造設計 尾田 文雄

332 アトール建築研究所 東 博之

333 （株）ＹＳＥ 吉田 雅樹

334 中村設計事務所 中村 進

335 － -

336 （有）北山建築設計事務所 北山 松幸

337 （株）渡辺恒雄建築設計事務所 渡辺 恒雄

338 斉藤茂建築設計事務所 齊藤 茂

339 （株）ＪＦＥ設計 島田 政之

340 アースフィールド（株） 土田 義三

341 アミ設計 網谷 正秋

342 （株）ウノ設計 近藤 豊史

343 （株）エス・デー・ジー 相原 俊弘

344 （株）ゴダイ構造設計 新井 唯雄

345 （株）シミズ・ビルライフケア一級建築士事務所 佐古 俊夫

346 ショーボンド建設（株）東京建築支店一級建築士事務所 藤田 直人

347 （株）セグ設計事務所 白石 輝光

348 － -

349 （有）ビー・ファーム 中野 久夫

350 エス・イー・エス岡田コンサルティング（株） 岡田 泉

351 （株）檜建築設計事務所 小林 信太郎

352 戸田建設（株）一級建築士事務所 塙 亨

353 細川構造設計室 細川 進

354 小川勝利建築設計事務所 小川 勝利

355 （株）新井建築設計 新井 武仁

356 （株）石井アーキテクトパートナーズ 山口 幸治

357 （株）泉創建エンジニアリング 三神 聰
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358 （株）大永建築研究所 田中 清次

359 一級建築士事務所　（株）大建設計東京事務所 五十嵐 博行

360 （有）大森建築事務所 大森 健一

361 一級建築士事務所　（有）中設計 中 雅雄

362 田中哲也建築構造計画 田中 哲也

363 木下洋介構造設計室 木下 洋介

364 一級建築士事務所　木村高陽構造設計 木村 高陽

365 － -

366 共立建設（株）一級建築士事務所 西原 和彦

367 （株）光建築設計事務所 石黒 文明

368 テクト一級建築士事務所 森脇 泰二

369 対震構造エンジニアリング（株） 小林 真一郎

370 （有）エスディック一級建築士事務所 小田川 義則

371 （株）山下テクノス 松崎 正志

372 （株）川崎設計 坂東 保則

373 髙松建設（株）東京本店一級建築士事務所 河野 浩一

374 （株）サトウファシリティーズコンサルタンツ一級建築士事務所 安久 正敏

375 （株）エナ・デザインコンサルタント 石川 賢一

376 （株）エスアンドエイチ 高光 宏明

377 範建築設計事務所 大地 憲一

378 （株）イトー設計 星野 栄治

379 （株）谷口建築事務所 谷口 榮平

380 － -

381 ＳＴＬ一級建築士事務所 戸田 成信

382 （株）インデックスコンサルティング 仲島 利喜

383 ｇｌｏｂｏ（グローボ）一級建築士事務所 小坂部 太

384 新日本管財（株）一級建築士事務所 加藤 久雄

385 （有）ワイアンドティ設計事務所 田原 得之

386 新システム（株）一級建築士事務所 島 和豊

387 （株）石井設計 加藤 重雄

388 （株）司構造計画 玉腰 徹

389 松本エンジニアリング（株） 長野 修治

390 （株）中山設計 中山 悟

391 （株）東京建物アメニティサポート 戸倉 克已

392 黒沢建設一級建築士事務所 藤原 孝宏

393 井上構造設計 井上 俊明

394 細貝建築構造事務所 細貝 信夫

395 竹下構造設計事務所 竹下 弘史

396 ＣＥＲＡ建築構造設計 世良 信次

397 （株）Ｒｅ－Ｌｉｖｅ一級建築士事務所翔美設計 早川 静

398 （株）アイ・エス・エス 林 将廣

399 一級建築士事務所　ＳＴＲＵＣＴ　ＤＥＳＩＧＮ 中原 健太郎

400 － -

401 （同）構造設計アソシエイツ一級建築士事務所 杉本 貴俊

402 （株）ヨシオカ設計 吉岡 順一

403 橫浜構造設計（株） 秦 陽二

404 （株）東邦アーステック東京一級建築士事務所 山際 憲博

405 （有）安曇設計事務所 長谷川 文男

406 （株）小橋建築設計事務所 小橋 良治

407 結輝構造設計事務所 渡邊 賢一

(※１：一級建築士事務所ではないため部署責任者として登録）
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