甲斐の木活用アドバイザー名簿（H29年6月現在）
氏 名

所 属

住 所

電話番号

（有）ハヤシ設計コンサル
甲府市朝日４丁目５－１２
タント

055-252-5045

小澤 文明

（株）小澤建築工房

甲府市荒川２丁目６－３７

055-251-1117

長田 孝三

（株）イズ

甲府市飯田４丁目７－１４

佐藤 重良

さとう建築事務所

深井 貴好

林 純男

ホームページアドレス

資格

その他（得意分野など）

一級建築士

建築企画・設計・監理及び施工支援に精通し、建築関連全般にわたって長年業務を遂行しています。一級建築施工管理技士、建築設備士、専攻建築士

二級建築士

木造建築デザイン、庭園設計、木の話。

055-226-8888

一級建築士

人を幸せにする建築

甲府市岩窪町３２８－２

055-253-7309

一級建築士

木造戸建免震設計・施工、宅地建物取引主任者

深井建築設計工房

甲府市大里町２５１１－３

055-241-3208

一級建築士

仙洞田建築工房

甲府市大里町４０８９－５

055-241-0810

一級建築士

2004年新潟県中越地震の際に、応急危険度判定士として現地で判定調査を行う。2006年「まちかどの近代建築写真展in甲府」を主催する。

田邉 佳子

doux-home

甲府市住吉3-15-11-407

055-225-0388

一級建築士

人に優しく、環境に優しい家づくりを目指しています。家族の明るい声がいつも聞こえてくるような、そんな「住まい」を一緒に考えてみませんか。木造住宅耐
震診断士

三森 栄一

三森建築設計事務所

甲府市上今井町１４－１

055-243-0232

一級建築士

施主、建設者、そして各専門工事業者が直接手を結び、中間マージンを削除し、良い建築をローコストで提供できる全国オープンネット会議会員として取り組
んでいる。

遠藤 千春

Vent（ヴァン）計画設計室

甲府市貢川本町１３－１
サンライト南西２Ｄ

055-227-7140

一級建築士

自然素材を使った戸建住宅・インテリア提案

河野 忠

河野忠建築設計事務所

甲府市国母２丁目１７－２

055-228-4658

一級建築士

応急危険度判定士、木造住宅耐震診断士

伊東 誠三

(有)伊東工務店

甲府市国母２丁目４－１

055-228-8191

一級建築士

木の素材を活かし、老人（おとしより）から子供まで安心して暮らせる住環境を提案します。福祉住環境コーディネーター１級、福祉用具プランナー。

松木 紀一

（有）松木建設

甲府市小瀬町３３５

055-243-3600

一級建築士

個性ある住宅造り、各メーカーの商業施設、乙種四類関係の危険物施設等の設計・施工・改修を得意としています。

KENT建築設計事務所

甲府市小瀬町６８－６－８

055-243-5443

http://www.kent-kofu.jp/

一級建築士

木造在来工法、伝統工法及び茶室建築等の建築設計、鉄骨造一般建築の設計・監理

髙相 正樹

（株）馬場設計

甲府市塩部４丁目１５－８

055-251-2300

http://www.babasekkei.co.jp/

一級建築士

文教施設や福祉施設など公共建築の設計・監理。地域の特性を的確に把握することに努め、景観に調和して環境に配慮された建築物を設計することで潤い
のある公共空間を提供したいと考える。県産ラベリング材住宅促進事業の実績あり。

清水 寿英

シミズ建築工房

甲府市塩部４丁目４－１８

055-251-5001

輿水 正樹

甍建築設計事務所

甲府市塩部４丁目５－１０

055-252-9979

国際建設（株）

甲府市塩部４丁目５－１５

055-251-2111

仙洞田 安宏

田中 健

小林 勉

http://www.ozawa-standard.com/

http://www.ito-corp.com

一級建築士

http://iraka-k.jp

一級建築士

二級建築士

一級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士、応急危険度判定士。

甲斐の木活用アドバイザー名簿（H29年6月現在）
氏 名

所 属

住 所

電話番号

ホームページアドレス

資格

その他（得意分野など）

i.Planning 一級建築士事
甲府市下飯田４－１０－２５
務所

055-221-7173

一級建築士

戸建住宅、福祉施設

望月 眞一

望月建築設計事務所

甲府市下石田２－６－１２

055-223-3000

一級建築士

私共の事務所の建築に対する考え方は、地形・景観・地域・風土の特長を活かし、機能面だけでなく、自然（光・風・音・水…）を五感で感じられる豊かな空間
を創出することです。この空間に対する考え方を前面に打ち出し、設計した建物を利用する全ての人々が実際に生活している姿を想い浮かべながら取り組
んでいます。

戸井 徳子

NHS企画

甲府市住吉２丁目１－３３

055-237-0246

一級建築士

自然でずっと快適な生活のできる空間、木造在来工法によるより良い住宅をめざしています。応急危険度判定士

赤池 和英

綜合建築設計事務所

甲府市住吉５丁目３－１３

055-227-5233

二級建築士

応急危険度判定士

名取 圭一

(株)ワーク

中央市井之口971-1

055-274-0211

一級建築士

萩原 直彦

萩原建築アトリエ

甲府市善光寺２丁目８－１

055-235-2141

一級建築士

県産材を使った自然住宅、自給自足の有機農業、パーマカルチャーの研究と実践

清水 寿子

産基建設（株）

甲府市善光寺３丁目２８－
４

055-232-8881

二級建築士

木材在来工法を中心に国土に適した住宅建築。

宮原 仁

巧設計室

甲府市宝１丁目３８－１５

055-222-7366

一級建築士

木造住宅在来工法、木造住宅耐震診断

坪川 裕

坪川建築設計事務所

甲府市千塚４丁目４－２

055-252-5601

一級建築士

戸建住宅、集合住宅、スポーツ、商業施設の建築・設計・デザイン。山梨県認定「やまなし森と住まいのネットワーク」の会員として甲斐の木で家をつくる活動
をしている。人と自然の結びつきを大切にしたデザイン住宅の提案をします。一級建築士、木造住宅耐震診断士、住宅性能評価員、専攻建築士。

瀧井 大文

瀧井建築事務所

甲府市中央５丁目１－３

055-227-3830

一級建築士

山本 恭子

（有）山本建築工業

甲府市中央５丁目２－６

055-233-8873

吉野 聡

吉野聡建築設計室

甲府市徳行２丁目７－１５
２０１

055-222-6644

渡辺 安徳

（株）アースワーク環境計
画事務所

甲府市徳行３丁目５－１８

055-222-1042

名取 藤彦

（株）興龍社

甲府市富竹１丁目１０－３１

055-224-5205

飯沼 勝

窪田 あつ子

野沢 久

岩切 盛浩

(株)窪田あつ子の住まいと 甲府市中小河原１－１２－
暮らしの工房二級建築士 ６
事務所
ジグソー１０３

055-242-2215

明日香建築設計事務所

甲府市西高橋町８９

055-235-8747

山梨県家づくり研究会

甲府市向町２９６

055-222-7001

http://www.ymkn.co.jp

http://www.earthwork-sd.net

http://www.atsuko-design.com

http://www.ieken.jp/

一級建築士

増改築相談員・福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・ｼｯｸﾊｳｽｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・健康住宅ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・風水ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・ｲﾝﾃﾘｱ産業協会生活者講座講師・ｶ
ﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・日本色彩研究所色彩指導者・特許ﾃｲｽﾄｽｹｰﾙ法（22ﾀｲﾌﾟ）感性ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰなど建築にﾌﾟﾗｽになる事に取り組む。介護ﾘﾌｫｰﾑを皆様の状況に
合わせて提案出来るよう２級ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ取得。木造住宅の耐震性向上にも取組、甲府市の耐震診断実施。新築・増改築・ﾘﾌｫｰﾑ相談受付。

二級建築士

デザイン、性能、ローコストが１つになった建築のデザイン。サイン、家具、インテリアのデザイン。資金計画面でのサポート。応急危険度判定士、専攻建築士

一級建築士

建築設計、環境デザイン、工業デザイン。特に、無駄の無い、シンプルでかつ豊かな住宅設計が得意です。

一級建築士

生産専攻建築士

二級建築士

風水を用いた設計・プランニング・カラーコーディネート

一級建築士

木材と木構造を活かした空間構成。自然環境と調和した建築。

二級建築士

大月市の県産材供給東部拠点内「山梨県産材住宅普及推進団体・山梨県家づくり研究会」（山梨県認定「甲斐の木で家をつくる会」）所属

甲斐の木活用アドバイザー名簿（H29年6月現在）
氏 名

所 属

住 所

電話番号

ホームページアドレス

資格

その他（得意分野など）

高石 通也

（株）七保

甲府市向町２９６

055-222-7001

二級建築士

鈴木 子一

（株）ジーエムコーポレー
ション

甲府市横根町４８０－１

055-232-7201

一級建築士

秩父 善治

（株）秩父建築設計事務所 甲府市和田町２４８９－７

055-251-5454

一級建築士

秋山 博輝

秋山建設

甲斐市篠原２９２３

055-276-2603

二級建築士

保延 邦治

保延建築

甲斐市島上条１８４２－２

055-277-4251

二級建築士

新築、増築、改築、自然素材を使った住宅。応急危険度判定士、一級技能士。

窪田 浩之

（有）スタジオ アンビエンテ 甲斐市島上条３０６９

055-230-9100

一級建築士

住宅中心に設計をしている設計事務所、県産材を新月伐採で良質な木材の供給に取り組んでいる。

望月 明仁

望月建築

甲斐市宇津谷4545-1-201

0551-28-1315

二級建築士

応急危険度判定士、二級土木施工管理技士。

雨宮 幹夫

邑建築研究所

甲斐市玉川５５５

055-279-1181

一級建築士

別荘建築（ログクラフト建築のための材料確認のため、オレゴン、バンクーバー、シカゴ等の現地へ行き、お客様のための材料をチェックした経験があります。
その経験から甲斐の木活用の重要さを感じております。）

佐野 秀仁

（株）サンズ・プランニング 甲斐市中下条１４８８－３

055-267-2670

一級建築士

住宅系を中心に２×４工法～大断面木造の設計監理。設計専攻建築士、（財）住宅保証機構：検査員、性能評価員

四季建築設計室

055-277-1006

一級建築士

主に山小屋、別荘、住宅等。福祉住環境コーディネーター２級

清水みどり二級建築設計
甲斐市中下条９０３－５
事務所

055-277-5222

二級建築士

木造建築全般

中村 正仁

中村一級建築士事務所

甲斐市西八幡４４４９－７

055-279-0202

一級建築士

建築物（用途、構造）に問わず、工作物についても設計、積算、監理を行っています。また、特に専用住宅を中心に暖かみのある木材を使用し、住む人に癒し
を感じさせる様な設計を取り入れるように心掛けている。応急危険度判定士、木造住宅耐震診断士、建築積算資格者、専攻建築士。

丸茂 邦仁

Ｍ＆Ｋ建築事務所 （有）

甲斐市竜王１７４３

055-279-3117

一級建築士

地域の環境を生かした、地球に優しく生活する人々にも優しい健康づくりを目指しています。昔からの生活の知恵を使った住まい方や共生の概念で地域ネッ
トワークの構築を目指した『人づくり・街づくり・ネットワーク』を提唱しています。また、山梨ACD建築設計協同組合にて地域に於ける設計事務所ネットワーク
活動の推進と地域材の利用を目指した『新月の木で家をつくる会』の運営メンバーとして活動しています。

清水 毅

清水 みどり

長谷部 光二

堤 美鈴

佐久間 信一

青柳 佳彦

甲斐市中下条１６０６

http://www.studio-ambiente.com

http://www.nns.ne.jp/ent/mkk-mrm

戸建住宅、集合住宅、商業施設、福祉施設、医療施設等の設計監理を得意とする。専攻建築士（設計）

（有）長谷部建築・長谷部
甲斐市竜地５８６６－３
一級建築設計事務所

0551-28-2847

一級建築士

木造軸組を主としているが、建築物なら全般的に設計・施工する。応急危険度判定士、木造住宅耐震診断士、一級技能士、職業訓練指導員

アトリエl'aube

055-242-8875

二級建築士

住宅を中心に個々に合った空間デザイン、インテリアコーディネートなど。インテリアコーディネーター。

055-283-4139

一級建築士

中央市東花輪１３６４－１４

佐久間建築設計事務所
南アルプス市小笠原１６８
（社）山梨県建築設計協会 －９

（株）青柳興業

南アルプス市上市之瀬１１
8－１

055-284-5566

http://www.ayame-kikaku.co.jp

二級建築士

得意分野：ログハウス。二級建築士、一級土木施工管理技士、防火性能ログハウス施工管理者、給水装置工事主任技術者、浄化槽設備士、二級管工事施
工管理技士、応急危険度判定士、認定ログビルダー

甲斐の木活用アドバイザー名簿（H29年6月現在）
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所 属

金丸 勝

金丸一級建築設計事務所

南アルプス市下宮地２６６
－２

055-282-1303

一級建築士

内田 一彦

（株）内田建設

南アルプス市寺部１３５０

055-282-1569

二級建築士

在来工法と木材の良さを近代建築に活用しています。一級土木施工管理技士、応急危険度判定士資格有。

遠藤 博行

（有）エンドウ工務店

南アルプス市寺部１５４４－
１

055-284-8080

二級建築士

エンドウ工務店は職人集団です。私自身南アルプス市で大工をしています。お施主様と直接関わっていく私たちだからこそ、十分納得いただける住まいづくり
を提案し、作りあげていく事が出来るのだと私たちはそう考えています。自然素材で仕上げた家の心地よさは、言葉では言い表す事ができません。木造住宅
の事なら何でも力になります。

羽場 誠

はね設計

南アルプス市西野２７－１

055-284-6783

一級建築士

田辺 久

（有）辺建築設計事務所
沓風杜舎

中巨摩郡昭和町清水新居
１６７７

055-233-6082

一級建築士

環境建築、エコハウス、県産材住宅、自然エネルギー利用、環境教育、消費者教育、地球環境問題、森林活用

米山 充

家族建設

中巨摩郡昭和町西条１８８
４－１８
Ｗ３４

055-244-3300

一級建築士

人が造り、住み、育む。家族建設は徹底したコミュニケーションで仕事を進めながら、施主様の家族一員としてお役に立ちたいと常に考えております。また山
梨県認定「やまなし森と住まいのネットワーク」の会員として、甲斐の木で家を造る活動に参加しています。住まう人に心から喜んでいただける家を造り上げ
ていきたい。それが私の願いであり、喜びです。

芦沢 忠幸

菱和設計

韮崎市神山町鍋山１９８５

0551-22-4153

一級建築士

木造住宅耐震診断士、応急危険度判定士

山中 重男

（株）山立建設工業
韮崎市龍岡町下条南割１０
（株）山立一級建築士事務
５３－６
所

住 所

電話番号

ホームページアドレス

http://www.ie-endo.co.jp

http://kazokukensetsu.com

資格

その他（得意分野など）

0551-22-7388

http://www.k-sanritu.com

一級建築士

自然素材で快適空間をリーズナブルに。応急危険度判定士、木造住宅耐震診断士、専攻建築士

志村建設（株）

韮崎市藤井町北下条１９０
４

0551-23-3536

htto://www.e-iezukuri.net

一級建築士

”夢をカタチに”をモットーにして、お施主様と共により良い住まいづくりをしています。

小澤 一司

（有）オザワホーム

韮崎市藤井町北下條２３０
－１

0551-22-3699

http://www.ozawahome.jp

一級建築士

県産材を活用した、健康にやさしく、省エネ、ＥＣＯなどを考えた住宅を提案しています。特には、地熱を利用した地熱住宅や、ふんだんに木を取り入れた木
造住宅に力を入れています。その他、省エネのオール電化住宅、外断熱工法の家なども提案しています。

坂本 浩一

（株）エン工房

韮崎市穂坂町宮久保４０２
１

0551-23-3955

一級建築士

良いすまい（ハード）は良いデザイン（ソフト）があって初めて可能です。太陽エネルギーを取り込み、自然素材を活かした美しく快適なデザインを“すむひと”と
共に模索しています。ＯＭソーラー登録設計事務所

浅原 清一

（有）エスエーホーム

北杜市明野町上手６１９３

0551-25-1022

二級建築士

県産材、セルロースファイバー（断熱材）、パッシブソーラーシステムを取り入れ、環境に配慮した居ごこちの良い「甲斐の木の家」を建築しております。

和氣 正頼

和氣正頼 木造住宅設計
北杜市大泉町谷戸１８３９
室

0551-38-1195

一級建築士

木組み構造の美しさを生かした家。引戸を多用した間取りの良い家。

はちまき工房

北杜市大泉町谷戸５８４４
－７

0551-38-1068

二級建築士

八ヶ岳南麓を主なエリアに在来工法にて、住宅、永住型別荘、そしてそれに関わるガーデニング、照明などのインテリアプランのご提案。寒冷地ならではのア
ドバイスと共に設計から施工まで、すべて手作りでご要望にお応えします。

夢工房

北杜市大泉町西井出７２２
６－４

0551-38-8038

http://www10.ocn.ne.jp/^seiji02/

二級建築士

ログハウスに力を入れている。

山口 利秋

（株）山口工務店

北杜市須玉町江草２６０８

0551-42-2046

http://yamaguchi-k.co.jp/

一級建築士

自然素材とＯＭソーラーを使った心地よい家づくり。

小林 忠仁

小林建築工業所

北杜市白州町白須４５８１

0551-35-3728

志村 仁

市田 仁

野々村 誠司

二級建築士

甲斐の木活用アドバイザー名簿（H29年6月現在）
氏 名

所 属

住 所

電話番号

ホームページアドレス

資格

その他（得意分野など）

和田 啓宏

一級建築士事務所
studioPEAK1（スタジオ
ピークワン）

北杜市白州町横手１６３９

0551-20-4701

一級建築士

パッシブソーラー及びアクティブソーラーの家、自然素材を用いた人と地球にやさしい家、ログハウス等住宅を中心にコストパフォーマンスに優れ且つデザイ
ン性の高い設計を行う。

日野原 充

磐取建築設計事務所

笛吹市春日居町桑戸７１７

0553-26-6981

一級建築士

施工現場の監督からはじめた私は、住まいと環境対策に係わっていきたいと考えております。設計、施工、福祉住環境、維持保全をトータルで実践していくこ
と、持続可能な環境対策に係わって健康で明るい住宅を目指します。一級建築施工管理技士、福祉住環境コーディネーター２級、宅地建物取引主任者、マ
ンション管理士。

奥原 孝季

奥原建築設計事務所

笛吹市春日居町鎮目２５４
－２

0553-26-6303

一級建築士

三枝 則子

（有）三枝建設 ラッキー
ホーム

笛吹市御坂町成田３２４－
２

055-263-3692

二級建築士

住宅～店舗等、様々な分野に対応します。又、現役主婦として収納スペースや日々追われる家事が、少しでも楽になるように家族みんなに『安らぎのある家』
造りを一緒に考えてゆきたいです。応急危険度判定士、住宅性能評価員、専攻建築士

相川 正行

（有）相川工務店

笛吹市八代町北１２６６－１

055-265-3271

http://www.j-gate.net/~aikawa/

一級建築士

住み良い木造住宅、鉄骨建築を主体にお客様に喜ばれる建築をしています。一級建築施工管理技士、応急危険度判定士、福祉住環境コーディネーター、建
築積算資格者、専攻建築士、宅地建物取引主任者。その他、家に関すること何でもどうぞ！

ときたまご合同会社

笛吹市八代町永井１５５３

050-1087-9193

http://tokitamago.com

一級建築士

長く付き合っていける、柔らかくやさしい建築を提案している一級建築士事務所。自社で持つIT力により、管理の行き届いた分かり易いサポートが特徴です。

池田 光一

池田建築

甲州市塩山下於曽５３２－
８

0553-33-6829

二級建築士

木造在来工法を主として、木組み、自然素材に取り組みます。一級建築大工技能士、二級建築施工管理技士、増改築相談員、応急危険度判定士

網野 隆明

（有）アルケド アティス

甲州市塩山下於曽５５６－
１

0553-33-7739

一級建築士

パッシブソーラーハウス、民家再生

勝村 文一

(有)勝村工務店 一級建築 甲州市塩山下塩後２１７－
士事務所
７

0553-33-3023

二級建築士

地域の皆様に支えられ創業４５年を迎える事ができました、ありがとうございます。弊社は（設計、施工、監理）注文住宅、店舗、リフォームを行っております。
管理建築士の一級建築士も現場大工からの叩き上げです。多様化する住宅建築に対し、日々精進しております。宜しくお願い致します。

雨宮 眞司

雨宮建築計画事務所

甲州市塩山竹森１４２５

0553-33-7790

一級建築士

業務内容：建築全般・インテリアの設計、素直でシンプルな建ち方、形態の中にも楽しさやおどろきのある空間。

（有）趣輝工房

甲州市勝沼町小佐手２１４
６－７

0553-44-0958

一級建築士

県産材を利用した家づくりに早くから取組み、川上から川下までの関連事業者と連携して、その実践と普及活動に努めている。やまなし森と住まいのネット
ワーク

奥山 和彦

（有）木の家工房

山梨市上石森１１３－６

0553-22-8835

橋爪 一幸

橋爪建築設計事務所
アーバンホーム

山梨市三ヶ所１２８９－１２

0553-23-6111

一級建築士

建築企画から基本・実施設計及び積算業務を経て施工に至るまで、一貫して建物生産のお手伝いができます。詳細な図面と見積書に基づいて、工期厳守
の姿勢でトラブルのない、お客様が納得していただく建物を目指しています。専攻建築士（設計・生産）、専門分野：戸建住宅・集合住宅・リフォーム、応急危
険度判定士

今福 佳夫

今福建築設計事務所

西八代郡市川三郷町上野
２５６３－３

055-278-8122

一級建築士

生活環境を考えた木造住宅（新感覚の和風住宅）の設計、商業施設、集合住宅などの設計。

依田 純市

有限会社 丸市

西八代郡市川三郷町高田
２９６６－８

055-278-8880

二級建築士

土地から建物までトータルでの提案。

佐野 勝也

（有）佐野工務所

西八代郡市川三郷町岩間
３９２０

0556-32-1002

木村 祥之

（有）木村設計

西八代郡市川三郷町下大
鳥居２７２９－１１

055-272-4314

長坂 治

広瀬 敏

http://www.alcedo-atthis.com

http://amemiya-sekkei.com

二級建築施工管
木造在来工法
理技士

http://www.sano-k.com/

一級建築士

一級建築士

甲斐の木活用アドバイザー名簿（H29年6月現在）
氏 名

住 所

電話番号

（有）木村設計

西八代郡市川三郷町下大
鳥居２７２９－１１

055-272-4314

一級建築士

野中 直貴

（有）野中工務店
野中一級建築士事務所

南巨摩郡鰍沢町５３５５－１

0556-27-0336

一級建築士

木造住宅の新築・増築・改築・リフォームなどを主としている。仕事の掛け持ちはせず、『お客様と一緒に納得の行く住空間をつくる』をモットーとし、一軒一軒
丁寧につくり上げて行く。お気軽にご相談して頂き、御予算に合わせた豊かな発想でのアドバイスをするように心がけている。

佐野 千里

(株)佐野一級建築設計室

南巨摩郡南部町楮根４２１
８－１

0556-66-2417

一級建築士

木造（在来工法）建築を主に、新築、リフォーム、増築などを設計から施工まで地域に根付いた家造りを目指しています。

小池 宗明

（有）アート建築工房

南巨摩郡増穂町青柳町５１
５

0556-22-7388

一級建築士

木造住宅の設計及び監理、ホームページの制作

志村 淑人

（株）ハウジング建都

南巨摩郡増穂町最勝寺１
650-1

0556-20-1177

一級建築士

高気密、高断熱のＦＰの家。桧にこだわった健康住宅、豪華なフル装備住宅と、豊富なラインナップでユーザーのニーズに合わせて提案できる木造住宅に取
り組んでいる。応急危険度判定士、木造住宅耐震診断士

石川 清朗

美創 石川

南巨摩郡身延町下山８９３
４

0556-62-3188

二級建築士

二級建築施工管理技士、二級土木施工管理技士

三浦 正人

三浦二級建築士事務所

都留市与縄１２３－４

0554-43-7343

二級建築士

木造在来工法、新築・増築、各種リフォーム、地域に根付いた家造りを目指しています。［一級建築大工技能士、二級建築施工管理技士、応急危険度判定
士］

藤井 和義

一級建築士事務所 藤和

富士吉田市上吉田９８４－
１

0555-23-6278

一級建築士

木造建築を中心にした自然素材を活かした家造り。応急危険度判定士、宅地建物取引主任者、福祉住環境コーディネーター２級

藤井 義房

一級建築士事務所 藤和

富士吉田市上吉田９８４－
１

0555-23-6278

二級建築士

梶原 高一

梶原建築

富士吉田市小明見３８７８
－１

0555-22-5703

二級建築士

木造在来工法

渡辺 健一

ワタリ.１級建築士事務所

富士吉田市下吉田５６９７
－３

0555-24-4871

一級建築士

個人住宅を主体とした木造建築に趣を持ち、洋風、和風を問わず、それらの設計及び工事監理を得意とする。

木村 亮

所 属

小佐野設計一級建築士事 富士吉田市新西原４－１１
務所
－２９

0555-23-5458

サン設計

富士吉田市竜ヶ丘１丁目９
－８

0555-24-3654

（有）戸田工務店

上野原市桑久保１９２２－１

0554-66-2329

三浦 宣一

（株）コバヤシ工業

南都留郡富士河口湖町小
立１７７７－１

渡邊 精一

建築設計室 アトリエ風

南都留郡富士河口湖町船
津１１９０－３

小佐野 哲男

堀内 研司

戸田 茂

ホームページアドレス

http://www.kento-home.com/

http://www.k3.dion.ne.jp/~tssk/

資格

その他（得意分野など）

一級建築士

一級建築士

富士北麓地域の環境問題を考える会である「環境レボルーション」のメンバーとして活動している。

一級建築士

LOHASな考えを重視した家づくりを提案。お施主様に喜びと感動を与える家造り。福祉住環境コーディネーター２級

0555-72-1168

一級建築士

天然素材のぬくもり・充実した設備と見た目や肌触りなど、五感全体で冬暖かさ、夏涼しさを感ずる「自然」を生かした住まいの提供。

0555-73-2426

一級建築士

住宅、店舗等を得意とする。

http://www.todakoumuten.com

