
コンストラクション・マネージャー資格者名簿（ＨＰ掲載用）

登録番号 氏名 会社名称 役職 連絡先 住所 TEL FAX E-mail 業種

北海道エリア
北海道

04-0198 久新　信一郎 岩田地崎建設(株) 建設企画部　企画課　主事 勤務先
〒060-8630
北海道札幌市中央区北2条東17丁目2番 011-221-6155 011-251-0254 qshin@iwata-gr.co.jp 4

04-0199 近藤　清隆 岩田地崎建設(株) 勤務先
〒060-8630
北海道札幌市中央区北2条東17丁目2番 011-221-6156

05-0039 小西　永高 (株)小西建築工房 代表取締役 勤務先
〒004-0872
北海道札幌市清田区平岡二条6丁目4- 011-884-8211 011-884-8213 konishi@mb.infosnow.ne.jp

08-0049 伊菅　信幸 (株)NTTファシリティーズ 勤務先

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西7-3-1　エム
ズ大通ビル9F

東北エリア
青森県

04-0105 原　和彦 芝管工(株) 工事部　取締役工事部長 勤務先
〒030-0941
青森県青森市自由ヶ丘2-3-3 017-744-2211 017-744-2215 hr-shiba@guitar.ocn.ne.jp 13

05-0082 加藤　彰 (株)カトー建築設計事務所 代表取締役 勤務先
〒030-0941
青森県青森市自由ヶ丘2-12-17 017-744-1888 017-744-1550

michael-katoh@katoh-
sekkei.co.jp 6

05-0026 佐々木　弘男 A＆Aマネジメント(株) 代表取締役 勤務先
〒030-0861
青森県青森市長島3-19-17 017-723-5671 017-728-5775 a_a_plaza@yahoo.co.jp 6

05-0019 原子　一磨 (株)増川プロジェクト技建 総括事業部長 勤務先
〒036-0376
青森県黒石市旭町9-8 0172-52-6257 0172-52-6596

harako-ka@masukawa-
prg.co.jp 10

岩手県

06-0022 藤森　義浩 (株)藤森測量設計 代表取締役　専務 勤務先
〒028-0012
岩手県久慈市新井田4-13-1 0194-52-1120 0194-52-1045 fuji@fujimoro-cv.com 10

08-0026 藤澤　繁行 (有)藤澤組 勤務先
〒028-1351
岩手県下閉伊郡山田町長崎2-5-18 0193-82-3094 0193-82-0341 fujisawa.gumi@sweet.ocn.ne.jp 11,35

宮城県

04-0017 秋葉　公太 (株)山下設計
東北支社　設計監理部　設計
部長 勤務先

〒980-0012
仙台市青葉区錦町1丁目9番13号 022-225-4201 022-225-4197 akiba@yamashitasekkei.co.jp 6

04-0117 桂　利治 桂技術士事務所 代表 勤務先
〒982-0032
宮城県仙台市太白区富沢3-17-14 090-4888-3813 020-4622-8836 toshi@ka2ra.jp 10

04-0057 木皿　泉 (株)関・空間設計 設計監理部　次長 勤務先
〒980-0801
宮城県仙台市青葉区木町通2-2-11 022-272-7531 022-233-0283 6

04-0152 佐々木　義和 (株)盛総合設計 設計部　次長 勤務先
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉3-3-16 022-222-6887 022-224-2397 ysasaki-dis@ms.dgn.ne.jp 6

04-0015 高橋　敏朗 (株)NTTファシリティーズ 勤務先

〒984-8519
仙台市若林区五橋3-2-1　NTT五橋第2
ビル　9階 022-214-3634 022-214-3557 6

05-0075 熊谷　秀晴 東光電気工事(株) 勤務先
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉6-2-23 022-234-2128 022-234-9098

kumagai-
hi@act.tokodenko.co.jp

05-0084 佐々木　君吉 (有)アトリエ海 所長 勤務先
〒980-0822
宮城県仙台市青葉区立町9-10 022-217-4771 022-217-4772 mks@y8.dion.ne.jp 6,11

06-0006 本間　貴史 (株)本間総合計画 代表取締役 勤務先
〒981-0933
宮城県仙台市青葉区柏木1-3-12-111 022-346-1388 022-346-1387 info@hom-ma.co.jp 6

06-0025 松本　文夫 旭化成建材(株)
パイル営業部仙台グループ
グループ長 勤務先

〒980-0811
仙台市青葉区一番町3-1-1　仙台ファー
ストタワー22階 022-223-5156 022-211-9526

matsumoto.fc@om.asahi-
kasei.co.jp 22

08-0059 川村　和巳 勤務先
〒
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08-0042 髙田　稔 勤務先
〒

08-0022 千葉　久義 安藤建設(株)
東北支店　受注企画部　副部
長 勤務先

〒980-0801
宮城県仙台市青葉区木町通1-6-34 022-264-1725 022-267-2209

chiba-hisayoshi@ando-
corp.co.jp 11

09-0007 橋本　壮彦 三菱地所(株) 東北支店 勤務先
〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 022-261-1362 022-211-4151

takehiko_hashimoto@mec.co.j
p 6

秋田県

04-0154 池田　健 (株)小野建築研究所 設計部　設計部長 勤務先
〒010-0923
秋田県秋田市旭北錦町3-14 018-888-4551 018-888-4552 take12@cna.ne.jp 6

04-0170 小野　紅児 フォルムズ建築事務所 代表 勤務先
〒010-0001
秋田県秋田市中通5-4-2 018-874-8140 018-874-8141 archi-forms@eco.ocn.ne.jp 6

04-0159 髙橋　成己 東邦技術(株)
社会基盤部　構造・マネジメン
トグループ 勤務先

〒014-0041
秋田県大仙市大曲丸子町2-13 0187-62-3511 0187-62-3587 s_takahashi@toho-eng.co.jp 10

04-0156 戸館　康博 松谷建築設計 代表 勤務先
〒018-5141
秋田県鹿角市八幡平字松館60-1 0186-30-5240 0186-32-3025 todate-y@rmail.plala.or.jp 6

04-0069 松浦　功 瀬下建設工業(株) 専務取締役 勤務先
〒010-0955
秋田県秋田市山王中島町10-26 018-888-5511 018-888-5522 matsuura@sejimo.co.jp 11

05-0091 松井　敏 (株)丸臣高久建設 工務部　第二工事課長 勤務先
〒012-0823
秋田県湯沢市湯ノ原2-2-51 0183-73-2889 0183-72-0185 matsui@yutopia.or.jp 11

山形県

04-0046 佐藤　雅一 西松建設(株) 東北支店　係長 勤務先
〒980-0804
宮城県仙台市青葉区大町2-8-33 022-261-8161 023-625-5586 11

04-0044 千秋　和雅 (株)本間利雄設計事務所 設計室　主幹 勤務先
〒990-0021
山形県山形市小白川町4-13-12 023-641-7711 023-633-2415 6

福島県

04-0036 今泉　義明 (株)香設計 代表取締役 勤務先
〒963-8071
郡山市富久山町久保田字久保田100-1 024-991-9271 024-991-9305 6

04-0016 佐藤　憲夫 佐藤工業(株) 土木統括部 勤務先
〒960-8610
福島県福島市泉字清水内1番地 024-557-1166 024-557-3120 n-satou@sato-kogyo.co.jp 11

05-0012 近藤　悦男 (株)近藤建築設計事務所 代表取締役 勤務先
〒965-0836
福島県会津若松市館脇町6-20 0242-26-3753 0242-29-2166 ekon03@lion.ocn.ne.jp 6

関東エリア
東京都

04-0205 浅海　満 (株)プラスPM 取締役　企画営業部　部長 勤務先

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-7-11　KCAビ
ル2F 03-3526-4181 03-3526-0801 asami@plusweb.co.jp 6

04-0064 東　一郎 森ビル(株)

都市開発事業本部　事業推
進業務部　資産活用支援グ
ループ 勤務先

〒106-6155
東京都港区六本木6-10-1　六本木ヒル
ズ森タワー 03-6406-6690 31,27

04-0193 荒木　啓介 野村ファシリティーズ(株) 勤務先
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町1-7-2 03-3231-6261 03-3231-6409 27

04-0139 荒谷　拓主 (株)NTTファシリティーズ 建築事業本部　CM部 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー26F 03-5444-2570 03-5444-5680 arayat22@ntt-f.co.jp 6

04-0102 飯島　秀樹 明豊ファシリティワークス(株) 技術部　課長 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-6536 03-5211-5620 hideiij1@jcom.home.ne.jp 10,6

04-0063 池端　功一 明豊ファシリティワークス(株) PM本部　第二部　部長 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 03-5211-6520 k.ikehata@meiho.co.jp

04-0023 石川　忠男 日揮(株)

産業統括本部　ライフサイエ
ンス・ケミカル事業本部　メ
ディカルプロジェクト部　課長 勤務先

〒220-6001
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 045-682-8807 ishikawa.tadao@jgc.co.jp 11

2/24 page



登録番号 氏名 会社名称 役職 連絡先 住所 TEL FAX E-mail 業種

04-0108 石津　弘明 レンドリース・ジャパン(株)
環境グループ　プロジェクト・
エンジニア 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3F 03-6866-5610 03-6866-5607 hiroaki.ishitsu@lendlease.com 10

04-0106 一藤　晃市 明豊ファシリティワークス(株) 技術部　専任課長 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 03-5211-6520 k.ichifuji@meiho.co.jp 11

04-0191 伊藤　弘明 勤務先
〒

04-0196 上畑　範行 住友不動産(株)
都市開発事業本部　カスタ
マーセンター　建設チーム 勤務先

〒163-0243
東京都新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビ
ル43F 03-3346-8654 03-3346-7830 27

04-0099 大島　直樹 明豊ファシリティワークス(株) 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 03-5211-6520 n.oshima@meiho.co.jp 11

04-0200 大塚　裕 (株)都市環境企画 取締役 勤務先

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-5-1　神田
坂田ビル7F 03-3294-3880 03-3294-8537 otsuka@toshikk.com 6

04-0103 大野　ゆき子 森ビル(株) 内装部 勤務先

〒106-6155
東京都港区六本木6-10-1　六本木ヒル
ズ森タワー 03-6406-5871 03-6406-6690 ohno-yu@mori.co.jp 27

04-0070 岡田　浩
ジェイティエンジニアリング
(株) 建築部 勤務先

〒
11

04-0143 小川　真隆 (株)三菱地所設計
コンストラクションマネジメント
部　主事 勤務先

〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-3　富士ビル 03-3287-5880 03-3287-4727

masataka.ogawa@mj-
sekkei.com 6

04-0121 奥田　宏昭 ブルームバーグ 勤務先
〒100-6231
東京都千代田区丸の内2-4-1　丸ビル 03-3201-2274 03-3201-2279

04-0148 皆銭　宏一 (株)久米設計
コストマネジメント部　統括部
長 勤務先

〒135-8567
東京都江東区潮見2-1-22

koichi.kaisen@kumesekkei.co.j
p 6

04-0025 金澤　博幸 鹿島建設(株) 勤務先
〒107-8348
東京都港区元赤坂6-5-11 03-6406-7537 03-3746-7319 kanazawahiro@kajima.com 11

04-0031 金丸　直幹
国際ランド＆デベロップメント
(株) 取締役 勤務先

〒102-0085
東京都千代田区六番町2 03-3262-6268 03-3262-6122 naomiki_kanamaru@kkc.co.jp 10

04-0041 加納　恒也
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) マネージャー 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27　日建設計後
楽園ビル 03-5803-9770 03-5803-3440 tsunenari-kanou@nikken.co.jp

04-0002 鎌田　元信 勤務先
〒

04-0190 亀井　英俊 安田不動産(株) CM部　CM課　課長 勤務先
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-11 03-5259-0537 03-5259-0533

04-0054 狩野　理絵
ベステックスコンサルティング
(株) 勤務先

〒102-0085
東京都千代田区六番町7-23 03-3288-0670 03-3288-0672

karino@bestex-
consulting.com 10

04-0197 河原林　誠 安田不動産(株) CM部　副長 勤務先
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-11 03-5259-0537 03-5259-0533

kawarabayashi@yasuda-
re.co.jp

04-0144 木村　英一 レンドリース・ジャパン(株) プロジェクト・マネージャー 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3F 03-6866-5610 03-6866-5607

hidekazu.kimura@lendlease.co
m 10

04-0124 木村　誠 (株)石本建築事務所
業務企画　兼　PMC担当　執
行役員 勤務先

〒102-0074
東京都千代田区九段南4-6-12 03-3221-8926 03-3237-7495 6

04-0125 久間　髙章 レンドリース・ジャパン(株) プロジェクト・マネジャー 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3F 03-6866-5610 03-6866-5607 takaaki.kuma@lendlease.com 11

04-0202 黒川　松男 東光電気工事(株) 新宿支社　内線部　内線課長 勤務先

〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-2-11　新宿三井
ビル2号館内 03-3342-2301 03-3342-2309 kurokawa@act.tokodenko.co.jp 11,21

04-0149 郡司　祐光 (株)久米設計 コストマネージメント部 勤務先
〒135-0052
東京都江東区潮見2-1-22

Hiromitsu.Gunji@kumesekkei.c
o.jp 6
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04-0164 越野　有策 越野建設(株) 取締役　建設部長 勤務先
〒114-0002
東京都北区王子4-22-9 03-3913-4511 03-3913-4723 11

04-0162 小関　一生 レンドリース・ジャパン(株) プロジェクト・マネージャー 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3F 03-6866-5610 03-6866-5607 kazuo.koseki@lendlease.com 10

04-0160 後藤　茂信 (株)プラスPM 東京CM部　課長 勤務先

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-7-11　KCAビ
ル2F 03-3526-4181 03-3526-0801 gotoh@plusweb.co.jp 6

04-0138 小林　精三 (株)NTTファシリティーズ 建築事業本部　CM部　主査 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー26F 03-5444-2570 03-5444-5680 kobaya47@ntt-f.co.jp 6

04-0188 駒崎　勝則
(株)山下ピー・エム・コンサル
タンツ 勤務先

〒104-0044
東京都中央区明石町8-1　聖路加タワー
31階 03-6853-7700 03-6853-7702

04-0038 斎藤　秀一
フロンティアコンストラクション
＆パートナーズ(株)

執行役員　技術部門　ゼネラ
ルマネージャー 勤務先

〒104-0028
東京都中央区八重洲2-2-1　ダイヤ八重
洲口ビル8F 03-5255-6779 03-5255-6770 10

04-0093 齋藤　仁 (株)NTTファシリティーズ 建築事業部　CM部　課長 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー26F 03-5444-2570 03-5444-5680 saitou27@ntt-f.co.jp 6

04-0098 阪野　正幸 明豊ファシリティワークス(株)
コンストラクションマネジメント
部　課長 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 03-5211-6520 m.sakano@meiho.co.jp 10

04-0176 佐藤　浩也 (株)リンクプレイス 取締役 勤務先
〒104-0061
東京都中央区銀座3-7-3　銀座オーミビ 03-3538-8667 03-3538-8668 sato.hiroya@lmi.ne.jp

04-0119 柴田　純 レンドリース・ジャパン(株) プロジェクト・マネジャー 勤務先

〒105-0013
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3階 03-6860-5001 03-6860-5002 jun.shibata@lendlease.com 10

04-0060 清水　良宣 (株)相和技術研究所 設計本部　統括室長 勤務先
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-18-1 03-5740-6716 03-5740-6686 y-shimz@sowa-giken.co.jp 6

04-0034 新宅　央章 勤務先
〒

04-0040 鈴木　昭雄 日本たばこ産業(株) 不動産室 勤務先
〒105-8422
東京都港区虎ノ門2-2-1　JTビル 03-5572-4497 03-5572-1409 akio.suzuki@jt.com 11

04-0181 須藤　桂一 (株)シーアイピー 代表取締役 勤務先

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-15　第一吉田ビ
ル　7F 03-3538-1175 03-3535-4835 10

04-0095 須山　真慈 東京急行電鉄(株)
住宅事業部　マンション部　マ
ネージャー 勤務先

〒150-8511
東京都渋谷区桜丘町31-2 27

04-0062 髙木　康之 安田不動産(株) CM部長 勤務先
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-11 03-5259-0537 03-5259-0533

04-0018 高橋　栄一 (株)日本設計
VMC群　PM／CMグループ
グループリーダー 勤務先

〒163-0329
東京都新宿区西新宿6-5-1　新宿アイラ
ンドタワー29F 03-5325-8471 03-5325-8744 takahashi-e@nihonsekkei.co.jp 6

04-0115 高橋　健太 勤務先
〒

04-0003 滝澤　亮
(株)プランテックコンサルティ
ング プロジェクトマネジャ 勤務先

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-6　紀尾井
町パークビル7F 03-3237-3548 03-3237-3549

takizawa@plantec-
consulting.com 10

04-0039 田代　茂
(株)ニューシティプロパティ
サービス 勤務先

〒

04-0158 田中　達雄 共同エンジニアリング(株) 常務取締役 勤務先

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋2-1-4　日東九
段ビル 03-3263-9961 03-3263-9873 t-tanaka@k-eng.co.jp

04-0174 谷口　強志 (株)久米設計
設計本部・ソリューション計画
部　主管 勤務先

〒135-8567
東京都江東区潮見2-1-22 03-5632-7811 03-5632-7830

Tsuyoshi.Taniguchi@kumesek
kei.co.jp 6
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04-0032 谷口　徳次
パシフィックコンサルタンツ
(株)

プロジェクトマネジメント部　建
築・再開発マネジメント部　CM
担当マネジャー 勤務先

〒 tokuji_taniguchi@ss.pacific.co.j
p

04-0033 堤　明生 (株)サンケイビル 勤務先

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1　大手町ビ
ルヂング8階 03-3212-8169 03-3212-8468

akio-
tsutsumi@sankeibldg.co.jp 27

04-0116 椿　宜之 (株)三菱地所設計
コンストラクションマネジメント
室　主事 勤務先

〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-3　富士ビル 03-3287-5062 03-3287-4727

noriyuki.tsubaki@mj-
sekkei.com 6

04-0195 富田　勝仁 野村ファシリティーズ(株) 品質監理室 勤務先
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町1-7-2 03-3231-9349 03-3231-4625 tomita@nomura-f.co.jp 27

04-0012 中島　政太郎 西松建設(株) 建築部建築技術課 勤務先
〒105-8401
東京都港区虎ノ門1-20-10 03-3502-0377 03-3502-7576 seitalo@hotmail.com 11

04-0004 中西　常喜 (株)アーバンコーポレイション 勤務先

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3番8号　第2
紀尾井町ビル7階 03-5226-9000 03-5226-2709 27

04-0092 中東　拓 (株)安井建築設計事務所 勤務先
〒102-0093
東京都千代田区平河町1-3-14 03-3261-1824 03-3261-6715 6

04-0028 名古屋　伸司
(株)プランテックコンサルティ
ング 取締役　副社長 勤務先

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-6　紀尾井
町パークビル7F 03-3237-3548 03-3237-3549 nagoya@plantec.co.jp 10

04-0155 浪上　洋文 ジェイティ不動産(株) 設計部 勤務先

〒150-8505
東京都渋谷区南平台町5-1　日本たばこ
渋谷ビル4F 03-5457-3707 03-5457-3717 6

04-0061 畠山　秀夫 国際ビルマネジメント(株) 代表取締役社長 勤務先
〒102-0085
東京都千代田区六番町2 03-3222-0136 03-3222-0138 hideo_hatakeyama@kkbm.co.jp 10

04-0187 畑中　照男 永代エンヂニヤリング(株) 設計部長 勤務先
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-42-13 03-5960-7143 03-5960-7145 hat@eitai-e.co.jp 10

04-0130 原　智紀 西松建設(株) 関東支店　建築部　係長 勤務先
〒105-8401
東京都港区虎ノ門1-20-10 03-3502-7665 03-3597-0544

tomonori_hara@nishimatsu.co.j
p 11

04-0107 日比野　雅也 明豊ファシリティワークス(株) 技術部　部長 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 03-5211-6520 m.hibino@meiho.co.jp 11

04-0169 平川　正毅 レンドリース・ジャパン(株) プロジェクト・マネージャー 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3F 03-6866-5610 03-6866-5607

masaki.hirakawa@lendlease.co
m 10

04-0186 平栗　聡 (株)studio　i．D 代表取締役 勤務先
〒121-0824
東京都足立区西伊興3-19-10 03-5838-1782 03-5838-1736 6

04-0118 平澤　恵子 レンドリース・ジャパン(株) プロジェクト・マネージャー 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3F 03-6866-5600 03-6866-5607 keiko.hirasawa@lendlease.com 10

04-0052 藤井　智宏
コンストラクションインベストメ
ントマネジャーズ(株)

取締役　兼　常務執行役員
東京支店長 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂4-1-27　赤坂豊産ビル 03-5549-2831 03-5549-2832 t.fujii@cim2005.co.jp 10

04-0146 堀井　一典
(株)アップ・ストリーム・コンス
トラクション 取締役　設計部長 勤務先

〒105-0004
東京都港区新橋4-27-1　セントラルビル 03-5733-5085 03-5733-5086 horii@up-stream.co.jp 6,11

04-0204 本部　正大 (株)プラスPM 東京支店　CM部　課長 勤務先
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-7-11　KCAビ 03-3525-4181 03-3526-0801

04-0030 本間　信五
阪急コンストラクション・マネジ
メント(株)

東京本店　マネジメントリー
ダー 勤務先

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-5-2　東宝ツイ
ンタワービル4F 03-5511-8780 03-5511-8776 s-honma@hm.hankyu.co.jp 10

04-0087 前田　和孝
(株)スミセイビルマネージメン
ト 勤務先

〒
31

04-0091 増田　幸雄 富士通(株) サービスビジネス本部 勤務先

〒144-8588
東京都大田区新蒲田1-17-25　　富士通
ソリューションスクエア 03-6424-6347 03-6424-6451 masuda.yukio@jp.fujitsu.com 6,29

04-0068 松野　淳 (株)安井建築設計事務所
東京事務所　マネジメントビジ
ネス部　企画主事 勤務先

〒102-0093
東京都千代田区平河町1-3-14 03-3261-1152 03-3263-6963

atsushi-matsuno@yasui-
archi.co.jp 6
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04-0185 真新　哲朗 (株)錢高組
東京支社　土木営業第一部
課長 勤務先

〒102-8678
東京都千代田区一番町31 03-5210-2403 03-3264-5220 mani_tetsuro@zenitaka.co.jp 11

04-0010 三河　一喜
(株)山下ピー・エム・コンサル
タンツ 勤務先

〒104-0044
東京都中央区明石町8-1　聖路加タワー
31階 03-6853-7700 03-6853-7702 mikawa-k@ypmc.co.jp 10

04-0179 水落　裕介 (株)リンクプレイス ユニットマネジャー 勤務先
〒104-0061
東京都中央区銀座3-7-3　銀座オーミビ 03-3538-8667 03-3538-8668 mizuochi.yusuke@lmi.ne.jp

04-0122 水野　豊 明豊ファシリティワークス(株) 技術部　課長 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 03-5211-6520 y.mizuno@meiho.co.jp 11

04-0113 宮本　雅文 西松建設(株) 建築部　計画課　主任 勤務先
〒105-8401
東京都港区虎ノ門1-20-10 03-3502-7609 03-3502-0714

masafumi_miyamoto@nishimat
su.co.jp 11

04-0037 村居　治彦 勤務先
〒

99

04-0151 村田　達志
(株)山下ピー・エム・コンサル
タンツ シニアマネージャー 勤務先

〒104-0044
東京都中央区明石町8-1　聖路加タワー
31階 03-6853-7700 03-6853-7702 murata-t@ypmc.co.jp 6

04-0020 基　光冶 森ビル(株) 勤務先

〒106-6155
東京都港区六本木6-10-1　六本木ヒル
ズ森タワー motoi@mori.co.jp 27

04-0088 森田　雅彦 レンドリース・ジャパン(株)
シニア・プロジェクト・マネー
ジャー 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3階 03-6866-5600 03-6866-5607

masahiko.morita@lendlease.co
m 10

04-0078 森戸　郁雄 三井住友建設(株) 建築本部　建築部　部長 勤務先
〒104-0051
東京都中央区佃2-1-6 03-4582-3071 morito@smcon.co.jp 11

04-0005 谷井　淳二
野村不動産インベストメント・
マネジメント(株) 商業施設事業部　事業二課 勤務先

〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-5-1 03-3365-8591 03-3365-8661 10

04-0189 吉川　一郎 (株)第一生命保険相互会社 不動産部　マネジャー 勤務先
〒100-8411
東京都千代田区有楽町1-13-1 03-5221-7750 03-5221-7883 28

04-0133 吉冨　岳朗 東光電気工事(株)
丸の内支社　内線部　内線第
3課　担当次長 勤務先

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1 03-3211-5741 03-3211-5783

yoshitomi@act.tokodenko.co.j
p 12

04-0153 吉松　貞文
ジェイティエンジニアリング
(株) 建築部　次長 勤務先

〒130-8603
東京都墨田区横川1-17-7 03-5610-7745 03-5610-7607 sadafumi.yoshimatsu@jte.co.jp 6

04-0120 依田　雅子
(株)オリエンタルコンサルタン
ツ GC事業本部　建築開発部 勤務先

〒151-0071
東京都渋谷区本町3-12-1 03-6311-7892 03-6311-8044 yoritam@oriconsul.co.jp 10

04-0192 若松　友治 安田不動産(株) 開発部　課長 勤務先
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-11 03-5259-0522 03-5259-0533 wakamatsu@yasuda-re.co.jp 27

05-0097 青山　健二
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) シニアエンジニア 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27　日建設計後
楽園ビル 03-5803-9770 03-5803-3440 kenji-aoyama@nikken.co.jp 10

05-0031 飯泉　明
阪急コンストラクション・マネジ
メント(株)

東京本店　ゼネラルマネ
ジャー 勤務先

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-5-2　東宝ツイ
ンタワービル4F 03-5511-8780 03-5511-8776 10

05-0041 石田　伸三 オルガノ(株) 技術生産管理部 勤務先
〒136-8631
東京都江東区新砂1-2-8 03-5635-5160 03-3699-7054

05-0050 泉井　太 (株)NTTファシリティーズ 総務部　課長 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー 03-5444-5114 03-5444-5610 iziifu22@ntt-f.co.jp 6

05-0092 岩本　正瑞
全国共済農業協同組合連合
会 全国本部　不動産部 勤務先

〒107-8530
東京都港区赤坂2-17-22　赤坂ツインタ
ワー東館 03-5215-9283 03-5215-9481 ma3-iwamoto@ja-kyosai.or.jp

05-0008 植田　智代壽 (株)ユースペースプランニング 代表取締役 勤務先

〒105-0012
東京都港区芝大門1-3-10　コスモタワー
ビル10F 03-5408-3772 03-5408-0047 usp@estate.ocn.ne.jp 6

05-0066 江口　龍二 (株)竹中工務店
営業本部　教育研究施設部
課長代理 勤務先

〒136-0075
東京都江東区新砂1-1-1 03-6810-5475 03-6660-6074 eguchi.ryuuji@takenaka.co.jp 11
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05-0011 大久保　光一 (株)竹中工務店 勤務先
〒136-0075
東京都江東区新砂1-1-1 03-6810-5124 03-6660-6049

05-0062 大沼　孝之 前田建設工業(株) 土木事業本部　営業部 勤務先
〒102-8151
東京都千代田区富士見2-10-26 03-5276-9470 03-5276-9452

05-0022 岡部　泰宜
一級建築士事務所　岡部建
築事務所 代表 勤務先

〒182-0004
東京都調布市入間町3-19-23 03-3483-3202 03-3483-3202 10,6

05-0010 金子　博
(株)電通ファシリティマネジメ
ント

FMユニット　カスタマーサービ
スセンター　CMグループ　グ
ループ長 勤務先

〒104-8106
東京都中央区銀座2-16-7 03-5551-8129 03-5551-8181

05-0040 河内　敬次 (株)NTTファシリティーズ
建築事業本部　CM部　担当
課長 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー26F 03-5444-2570 03-5444-5680 kawauc23@ntt-f.co.jp 6

05-0105 熊倉　孝
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27　日建設計後
楽園ビル 03-5803-9770 03-5803-3440

05-0100 齋藤　秀雄
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) シニアプランナー 勤務先

〒
10

05-0079 坂本　真一 レンドリース・ジャパン(株) プロジェクト・マネージャ 勤務先
〒

10

05-0076 相良　範浩 (株)アクア 勤務先
〒

sagara@aqa-pm.co.jp

05-0016 佐渡　俊幸 (株)第一ビルディング ファシリティ事業部　課長 勤務先

〒104-6006
東京都中央区晴海1-8-10　晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーX　6F 03-5166-7188 03-5166-7113 sado@db.dai-ichi-life.co.jp 27

05-0094 佐取　德隆 大成建設(株) 設計本部　グループリーダー 勤務先
〒163-0606
東京都新宿区西新宿新宿センタービル 03-5381-5483 03-3345-0587 satori@arch.taisei.co.jp 11

05-0021 白石　元幸 西武建設(株)
土木本部　土木部　東京工事
課 勤務先

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-22-1 03-3989-2436 03-3989-1180 m-shiraishi@seibu-const.co.jp 11

05-0061 鈴木　顕彰 前田建設工業(株) 勤務先
〒102-8151
東京都千代田区富士見2-10-26 03-5276-5274 03-5276-5246 suzukia@jcity.maeda.co.jp 11

05-0096 鈴木　一成
(株)山下ピー・エム・コンサル
タンツ

事業推進本部　LCMグループ
プロジェクトリーダー 勤務先

〒104-0044
東京都中央区明石町8-1　聖路加タワー
31階 03-6853-7700 03-6853-7702 10

05-0106 鈴木　勝之
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) シニアプランナー　建築担当 勤務先

〒
10

05-0048 竹内　博之 明豊ファシリティワークス(株) 技術部 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 03-5211-6520 h.takeuchi@meiho.co.jp 11

05-0110 竹内　正樹 明豊ファシリティワークス(株)
プロジェクトマネジメント部第
一課 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 03-5211-6520 masaki.takeuchi@meiho.co.jp 10

05-0121 田中　義規 勤務先
〒

05-0101 田原　いく代
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) プランナー　建築担当 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27　日建設計後
楽園ビル 03-5803-9770 03-5803-3440 ikuyo-tahara@nikken.co.jp

05-0102 所　圭介 (株)NTTファシリティーズ 建築事業本部　CM部　主査 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー26F 03-5444-2570 03-5444-5680 tokoro22@ntt-f.co.jp 6

05-0024 虎谷　彰 (株)竹中工務店 設計本部　副部長 勤務先
〒136-0075
東京都江東区新砂1-1-1

03-6810-5009
（内）4920 03-6660-6092 toratani.akira@takenaka.co.jp 11

05-0123 直井　智之 野村ファシリティーズ(株) 勤務先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町1-7-2　ニュー
江戸橋ビル2F 03-3231-6341
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05-0025 錦戸　治男 野村ビルマネジメント(株)
建築インテリア事業本部　参
与 勤務先

〒163-0562
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号　新
宿野村ビル21階 03-3345-1600 03-3343-3410 h-nishikido@nomura-bm.co.jp 11

05-0009 西澤　秀喜 職業能力開発総合大学校 東京校　建築系　講師 勤務先
〒187-0035
東京都小平市小川西町2-32-1

042-341-3331
（内）042-346-
7409(直) 042-344-5609 nishizawa.h@dream.com 1

05-0119 星　治 (株)アクスエンジニアリング 常務取締役 勤務先

〒111-0052
東京都台東区柳橋2-19-6　柳橋ファー
ストビル4F 03-5833-6741 03-5833-6744 hoshi@axs-e.co.jp

05-0081 堀江　岳彦 (株)丹下都市建築設計 勤務先
〒160-0015
東京都新宿区大京町24 03-3357-1888 03-3357-3388 6

05-0128 前田　聡 明豊ファシリティワークス(株) 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066

05-0074 増田　昭夫 (株)NTTファシリティーズ 建築事業本部　CM部　主任 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー26F 03-5444-2570 03-3444-5680 masuda46@ntt-f.co.jp 6

05-0046 松鵜　秀也 旭化成ホームズ(株) 勤務先

〒175-0936
東京都新宿区西新宿2-3-1　新宿モノリ
ス17F 03-3344-7126 03-3344-7065

05-0058 松江　弘平
ノキア・シーメンス・ネットワー
クス(株) 勤務先

〒106-6125
東京都港区六本木6-10-1　六本木ヒル
ズ森タワー25階 10

05-0014 森岡　亮 西武建設(株)
土木本部　土木部　東京工事
課 勤務先

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-22-1 03-3989-2436 03-3989-1180 a-morioka@seibu-const.co.jp 11

05-0098 栁沼　幸隆 自宅
〒

06-0009 青木　徹雄 (株)タジマコーポレーション
建造物解体工事・プラント類
解体工事 勤務先

〒130-0022
東京都墨田区江東橋4-10-13 03-3635-0911 03-3631-2455 t.aoki@tajima.e-arc.jp 11

06-0005 青木　伸 勤務先
〒

06-0072 秋葉　泰男 (株)アクア CM本部 勤務先

〒105-0021
東京都港区東新橋2-18-3　ルネパル
ティーレ汐留203 03-5777-5166 03-5777-5167

06-0086 飯塚　謙太郎 (株)佐藤総合計画 本社　技術設計室 勤務先
〒130-0015
東京都墨田区横網2-10-12　AXSビル 03-5611-7250 03-5611-7224 k_iizuka@axscom.co.jp 6

06-0054 飯塚　昌吾 勤務先
〒102-0085
東京都千代田区六番町2 03-3262-6268 03-3262-6122 shogo_iizuka@kkc.co.jp 27

06-0043 伊藤　隆彦
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27　日建設計後
楽園ビル 03-5803-9770 03-5803-3440 itoutaka@nikken.co.jp 6

06-0090 入江　奈津 (株)NTTファシリティーズ 建築事業本部　CM部 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー26F 03-5444-2570 03-5444-5680 iriena23@ntt-f.co.jp 6

06-0021 江原　奨
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27　日建設計後
楽園ビル 03-5803-9770 03-5803-3440 susumu-ebara@nikken.co.jp

06-0018 蛯原　巌 西武建設(株)
東日本支社　土木部　東京工
事課　工事課長 勤務先

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-22-1 03-3989-2436 03-3989-1180 i-ebihara@seibu-const.co.jp 11

06-0049 岡　正信 レンドリース・ジャパン(株) 取締役　COO 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3F 03-6866-5600 03-6866-5607 masanobu.oka@lendlease.com 10

06-0079 岡本　猛
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒

06-0020 小川　幸裕 (株)安井建築設計事務所 勤務先
〒

6
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06-0075 小澤　まゆみ 住友信託銀行(株)
建築コンサルティング部　調
査役 勤務先

〒100-8233
東京都千代田区丸の内1-4-4 03-3286-8615 03-3286-8972 11,13

06-0002 片田　和範 森ビル(株)
都市開発事業本部　仕入統
括部　部長 勤務先

〒106-6155
東京都港区六本木6-10-1　六本木ヒル
ズ森タワー 03-6406-5209 03-6406-9321 katada@mori.co.jp

06-0094 嘉納　康彦 勤務先
〒

06-0088 川原　秀仁
(株)山下ピー・エム・コンサル
タンツ 常務取締役 勤務先

〒104-0044
東京都中央区明石町8-1　聖路加タワー
31階 03-6853-7700 03-6853-7702 kawahara-h@ypmc.co.jp 10

06-0092 木内　芳夫 明豊ファシリティワークス(株)
ＣＭ部　専任部長兼設計グ
ループマネージャー 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 020-4662-1289 yoshio.kiuchi@meiho.co.jp

06-0057 木谷　義明
(株)エム・エフ・コンストラクショ
ン・アドバイザーズ

事業推進部　プロジェクト担当
チーフエンジニア 勤務先

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町2-1-1 03-3246-3500 03-3246-3550 10

06-0007 久嶋　英夫
ゴールドマンサックス・リアル
ティ・ジャパン

アセット・マネージメント部門
コンストラクション・サービス担
当　ディレクター 勤務先

〒106-6142
東京都港区六本木6-10-1　六本木ヒル
ズ森タワー 03-6439-0723 03-6439-0405 hideo.kushima@gsrjl.com 10,11

06-0062 栗林　功 大成建設(株) 勤務先
〒163-6007
東京都新宿区西新宿6-8-1 27

06-0071 小林　秀一 (株)アクア
マネジメント事業本部　マネジ
メントグループ　マネジャー 勤務先

〒105-0021
東京都港区東新橋2-18-3　ルネパル
ティーレ汐留203 03-5777-5166 03-5777-5167

06-0076 笹木　純 勤務先
〒

30

06-0050 佐藤　正人 レンドリース・ジャパン(株)
東京支店　プロジェクト・エン
ジニア 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3F 03-6866-5610 03-6866-5607 masato.sato@lendlease.com 10

06-0093 三瓶　健 (株)間組 東京建築支店　営業部　部長 勤務先
〒105-8479
東京都港区虎ノ門2-5-8 03-3588-5962 03-3588-5957 tsanpei@hazama.co.jp

06-0097 柴田　盛仁 (株)NTTファシリティーズ 建築事業部　CM部 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー26F 03-5444-2570 03-5444-5680 shibat38@ntt-f.co.jp 6

06-0003 須藤　卓雄
(株)日本建設サポートセン
ター 勤務先

〒115-0045
東京都北区赤羽1-19-7　葵ビル507 03-6903-8120

sudou301418@office.so-
net.ne.jp 10

06-0042 関根　清吉 (株)久米設計 コストマネージメント部 勤務先
〒

6

06-0070 高田　淳 三井住商建材(株) 東京建設資材部　部長付 勤務先

〒104-8546
東京都中央区晴海1-8-8　晴海トリトンス
クエアオフィスタワーW12階 03-4416-3225 03-4416-3219 j_takada@smkc.co.jp

06-0019 塚見　史郎 (株)日建設計 設備設計部門 勤務先
〒102-8117
東京都千代田区飯田橋2-18-3 03-5226-3030 03-5226-3038 tsukami@nikken.co.jp

06-0089 中谷　憲一郎 勤務先
〒

06-0001 中村　弘伸 (株)MRサービス 日日本建装部　部長 勤務先
〒115-0044
東京都北区赤羽南1-20-1　5階 03-4332-9779 03-4332-9778

06-0051 中村　裕子 レンドリース・ジャパン(株) 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3F

06-0047 中山　和之 (株)NTTファシリティーズ
建築事業本部　都市建築設
計部　コスト設計・監理部門 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー26F 03-5444-2565 03-5444-5497 nakaya49@ntt-f.co.jp 6

06-0048 西岡　秀次 レンドリース・ジャパン(株) 取締役　CTO 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3F 03-6866-5610 03-6866-5607

hidetsugu.nishioka@lendlease.
com 10
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06-0078 西村　貴裕
(株)プランテックコンサルティ
ング コンサルタント 勤務先

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-6　紀尾井
町パークビル7F 10

06-0034 福島　圭一
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) マネジャー 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27　日建設計後
楽園ビル 03-5803-9770 03-5803-3440

keiichi-
fukushima@nikken.co.jp 10

06-0073 藤川　幸夫 (株)アクア CM本部　東京2部　部長 勤務先
〒

06-0017 古川　裕之 (株)第一ヒューテック
常務取締役　営業本部長　経
営企画本部長 勤務先

〒160-0004
東京都新宿区四谷1-23 03-3359-8818 03-3353-0210 furukawa.h@hutecc.jp 6

06-0027 又村　敏行 明豊ファシリティワークス(株) 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 t.matamura@meiho.co.jp

06-0030 三浦　清志 六興電気(株)
東京第三支店　BRAVOプロ
ジェクト　プロジェクトリーダー 勤務先

〒108-8377
東京都港区芝5-26-30 03-3452-5322 03-3452-1186

06-0010 守田　昌朗 明豊ファシリティワークス(株) PM本部第二部 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 masaaki.morita@meiho.co.jp 27

06-0067 森光　章 (株)NTTファシリティーズ
中央　建築事業本部　設備エ
ンジニアリング室　主査 勤務先

〒108-0073
東京都港区三田3-4-1　アーバンネット
三田ビル4F 03-5444-5669 03-5444-0523 morimi23@ntt-f.co.jp 31

06-0053 山本　明男 鹿島建設(株)

建築管理本部　建築企画部
企画・管理グループ　グルー
プ長(担当部長) 勤務先

〒107-8348
東京都港区元赤坂6-5-11 03-5544-0222 03-5544-1712 11

06-0039 吉井　隆 勤務先
〒

08-0072 相澤　洋一 勤務先
〒

08-0010 秋岡　一郎 勤務先
〒

08-0040 浅井　克哉 三井不動産(株)
建設企画部　建設業務管理
グループ長 勤務先

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町2-1-1 03-3246-4146 03-3246-3550

08-0027 東　洋一 勤務先
〒

08-0077 粟飯原　薫 勤務先
〒

08-0065 石田　純 勤務先
〒

08-0036 伊藤　理紗 (株)アクア
マネジメント事業本部　マネジ
メントグループ　マネジャー 勤務先

〒105-0021
東京都港区東新橋2-18-3　ルネパル
ティーレ汐留203 03-5777-5166 03-5777-5167 r.ito@aqa-pm.co.jp

08-0018 稲山　富也 (株)NTTファシリティーズ 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー23F 03-5444-5501 03-5444-5535 inayam22@ntt-f.co.jp 6

08-0025 井上　隆文
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) アシスタントマネジャー 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27　日建設計後
楽園ビル 03-5803-9770 03-5803-3440 takafumi-inoue@nikken.co.jp

08-0019 岩阪　聡一郎 勤務先
〒

08-0016 上川　滋 (株)石本建築事務所 勤務先
〒102-0074
東京都千代田区九段南4-6-12 03-3221-8915 03-3221-8938 uekawas@ishimoto.co.jp 6

08-0068 上野　勝宏 勤務先
〒

08-0075 植村　宗広 勤務先
〒
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08-0004 梅村　英二
(株)エム・エフ・コンストラクショ
ン・アドバイザーズ チーフエンジニア 勤務先

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-22

03-3246-4150
（内）5047 03-3246-3550

eumemura@mitsuifudosan.co.j
p 10

08-0050 江川　義尚 勤務先
〒

08-0005 太田　健吾 勤務先
〒

08-0017 柏崎　隆司 (株)NTTファシリティーズ 建築事業本部　CM部 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー26F 03-5444-2570 03-5444-5680 kashiw27@ntt-f.co.jp 6

08-0021 加藤　忠
三井不動産アーキテクチュラ
ル・エンジニアリング(株)

CM本部　プロジェクト推進本
部　計画担当　主管 勤務先

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-1-22 03-3246-4150 03-3231-7751

td-
katou@pt.mitsuifudosan.co.jp 10

08-0014 加藤　恒和 勤務先
〒

08-0024 加藤　康博 勤務先
〒

08-0007 河合　里恵 勤務先
〒

08-0011 川添　浩一 勤務先
〒

08-0063 北森　淳裕 勤務先
〒

08-0041 木野　隆信 勤務先
〒

08-0057 熊谷　和久 勤務先
〒

08-0079 黒部　三樹 勤務先
〒

08-0054 香嶋　森郎 勤務先
〒

08-0045 古川　伸也 勤務先
〒

08-0013 小玉　祖康 勤務先
〒

08-0082 坂原　祐樹 勤務先
〒

08-0092 佐藤　京子 勤務先
〒

08-0053 佐藤　哲之 勤務先
〒

08-0037 佐藤　次郎 (株)アクア
東京支店　マネジメント部　第
3部 勤務先

〒105-0021
東京都港区東新橋2-18-3　ルネパル
ティーレ汐留203 03-5777-5166 03-5777-5167 sato@aqa-pm.co.jp 10

08-0088 佐藤　学 勤務先
〒

08-0064 塩井　祥敬 (株)ツツイ 開発部　課長 勤務先

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-12-9　富
士第一ビル4F 03-3251-6251 03-3251-6417 shioi-y@t-group.net

08-0046 白石　俊彦 勤務先
〒

08-0038 鈴木　雄一 (株)アクア
CM本部　アシスタントマネ
ジャー 勤務先

〒105-0021
東京都港区東新橋2-18-3　ルネパル
ティーレ汐留203 03-5777-5166 03-5777-5167 y.suzuki@aqa-pm.co.jp

08-0031 竹井　正好 勤務先
〒

08-0002 竹内　友隆 勤務先
〒
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08-0069 多胡　真宏 勤務先
〒

08-0032 辻　昭憲 勤務先
〒

08-0006 中村　仁 三井不動産(株)
建設企画部　建設業務管理
グループ　統括 勤務先

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町2-1-1 03-3246-4146 03-3246-3550

k-
yoshida@mitsuifudosan.co.jp 11

08-0015 長谷川　久乃
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27　日建設計後
楽園ビル 03-5803-9770 03-5803-3440

hisano-
hasegawa@nikken.co.jp

08-0060 濵﨑　孝浩 勤務先
〒

08-0073 早川　慶朗 勤務先
〒

08-0058 日比生　慶 勤務先
〒

08-0078 弘中　孝典 勤務先
〒

08-0035 古田　穣 明豊ファシリティワークス(株) 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066

08-0001 松浦　裕 勤務先
〒

08-0091 松尾　宣仁 明豊ファシリティワークス(株) 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066 nobuhito.matsuo@meiho.co.jp

08-0051 水野　和則
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 代表取締役　副社長 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27　日建設計後
楽園ビル 03-5803-9770 03-5803-3440 mizunok@nikken.co.jp

08-0087 水間　隆文 明豊ファシリティワークス(株) 勤務先

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-4　日本工営ビル
2F 03-5211-0066

08-0034 宮原　真司 勤務先
〒

08-0030 矢部　明良 勤務先
〒

08-0083 山越　篤哉 勤務先
〒

08-0070 山﨑　達彦 レンドリース・ジャパン(株) プロジェクト・マネジャー 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂1-7-1　赤坂榎坂森ビル
3F 03-6866-5610 03-6866-5607

tatsuhiko.yamazaki@lendlease.
com 10

08-0033 山本　雅通 (株)NTTファシリティーズ

建築事業本部　都市建築設
計事務所　コスト設計・監理部
コスト設計・監理部長 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー 03-5444-5270 03-5444-5497 yamamo24@ntt-f.co.jp 31

08-0020 吉田　清 元・建築マネジメント(株) 代表取締役 勤務先
〒108-0014
東京都港区芝5-30-1　藤和芝コープ602 03-6323-7788 03-6314-0997

k.yoshida.101@ab.auone-
net.jp 10

08-0076 若山　貴則 勤務先
〒

09-0005 天野　隆 勤務先
〒

09-0023 宇野　繕晴 勤務先
〒

09-0006 太田　光則 (株)日建設計
プロジェクト開発部門　ファシ
リティソリューション室 勤務先

〒102-8117
東京都千代田区飯田橋2-18-3 03-5226-3030 03-5226-3065 6

09-0041 大屋　三幸 勤務先
〒
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09-0011 大和田　三浩
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株)

ソリューション部門　シニアプ
ランナー 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27　日建設計後
楽園ビル 03-5803-9770 03-5803-3440 6,10

09-0038 小沼　尋文
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒112-0004
東京都文京区後楽1-4-27 03-5803-9770 03-5803-3440 hirobumi-onuma@nikken.co.jp

09-0035 小菅　健 (株)竹中工務店
ワークプレイスプロデュース
本部　PM/CM担当 勤務先

〒136-0075
東京都江東区新砂1-1-1 03-6810-5165 03-6660-6087 kosuge.ken@takenaka.co.jp 11

09-0024 小林　利夫 (株)NTTファシリティーズ 勤務先
〒

09-0003 齋藤　和裕 三菱地所(株) 勤務先

〒100-8133
東京都千代田区大手町1-6-1　大手町ビ
ル kazuhiro_saito@mec.co.jp 27

09-0002 渋谷　宣隆
(株)山下ピー・エム・コンサル
タンツ 勤務先

〒
10

09-0020 高　明彦 (株)三菱地所設計 勤務先
〒

09-0021 竹市　伸子
(株)山下ピー・エム・コンサル
タンツ 勤務先

〒104-0044
東京都中央区明石町8-1　聖路加タワー
31階 03-6853-7700 03-6853-7702 10

09-0001 谷　嘉明
(株)インデックスコンサルティ
ング 勤務先

〒107-0052
東京都港区赤坂2-17-22　赤坂ツインタ
ワー本館15F 03-6234-1493 03-6234-1497

yoshiaki.tani@index-
consulting.jp

09-0026 常木　哲 東神開発(株) 玉川事業本部　副本部長 勤務先
〒158-8502
東京都世田谷区玉川3-17-1 03-3708-6171 03-3707-6186 t.tsuneki@toshin-dev.co.jp

09-0031 中原　亨 勤務先
〒

09-0022 西岡　隆司 三井不動産(株) 建設企画部 勤務先
〒

09-0014 西坂　仁 NTTインフラネット(株) 事業開発本部　担当課長 勤務先
〒

35

09-0033 野村　康典
(株)山下ピー・エム・コンサル
タンツ 勤務先

〒104-0044
東京都中央区明石町8-1　聖路加タワー
31階 03-6853-7700 03-6853-7702 nomura-y@ypmc.co.jp 10

09-0039 林　友一 (株)竹中工務店 勤務先
〒136-0075
東京都江東区新砂1-1-1

hayashi.yuuichi@takenaka.co.j
p 11

09-0009 藤井　穣一
(株)サトウファシリティーズコン
サルタンツ

コンサルティング事業部　第1
グループ　シニアマネー
ジャー 勤務先

〒105-0001
東京都港区虎ノ門4-3-10　虎ノ門きよし
ビル6F 03-5402-6080 03-5402-1200 fujii@sfc-net.co.jp 10

09-0013 本郷　龍一 (株)三菱地所設計 勤務先
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-3　富士ビル 03-3287-5889 03-3287-4727 ryuichi.hongo@mj-sekkei.com

09-0019 松尾　忠明
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒

09-0016 武藤　剛 (株)NTTファシリティーズ コスト設計・監理室 勤務先

〒108-0073
東京都港区三田3-10-1　アーバンネット
三田ビル5F 03-5444-2115 03-5444-0522 6

09-0017 李　正林 (株)ブリヂストン 建築施工管理室 勤務先
〒103-8340
東京都中央区京橋1-10-1 03-3563-7426 03-3562-5247 ri.seirin@bridgestone.co.jp

09-0010 龍　治男 (株)佐藤総合計画 勤務先
〒130-0015
東京都墨田区横網2-10-12　AXSビル 03-5611-7213 03-5611-7224 h_ryu@axscom.co.jp

10-0038 秋山　耕一 勤務先
〒

10-0030 安藤　暢彦 勤務先
〒

10-0037 岩崎　力 勤務先
〒
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10-0021 榎本　拓幸 勤務先
〒

10-0050 太田　弘俊 勤務先
〒

10-0047 岡田　雄一郎 勤務先
〒

10-0033 小笹　徹 (株)竹中工務店 開発事業本部　本部長補佐 勤務先
〒136-0076
東京都江東区南砂2-5-14 03-5632-3010 03-5632-3018 11

10-0034 掛川　聡太郎 勤務先
〒

10-0020 梶川　直樹 勤務先
〒

10-0029 川端　健彦 勤務先
〒

10-0051 近藤　英雄 勤務先
〒

10-0018 齋藤　恵美 勤務先
〒

10-0001 佐伯　圭彦 勤務先
〒

10-0028 佐々木　賢一 勤務先
〒

10-0041 佐々木　理恵 (株)三菱地所設計
コンストラクションマネジメント
部 勤務先

〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-3　富士ビル 03-3287-5880 03-3287-4727 rie.sasaki@mj-sekkei.com 6

10-0015 末松　耕自 勤務先
〒

10-0052 砂泊　貴光子 勤務先
〒

10-0031 高橋　義弘 勤務先
〒

10-0005 田島　宏一 勤務先
〒

10-0035 豊田　昌司 (株)NTTファシリティーズ 勤務先

〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1　グランパークタ
ワー

10-0045 中川　哲 勤務先
〒

10-0046 中村　正人 勤務先
〒

10-0027 永矢　隆 勤務先
〒

10-0004 西岡　奏朗 勤務先
〒

10-0012 西野　武彦 (株)松田平田設計 勤務先
〒107-8448
東京都港区元赤坂1-5-17 03-6438-8129 takehiko_nishino@mhs.co.jp

10-0010 福田　明 勤務先
〒

10-0017 藤井　康志 勤務先
〒

10-0039 増田　信哉 勤務先
〒

10-0016 松田　行裕 勤務先
〒

10-0007 宮崎　定二 勤務先
〒
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10-0002 森田　浩史 勤務先
〒

10-0032 柳田　重則 勤務先
〒

茨城県

04-0006 後藤　浩 GOTO建築研究所 代表 勤務先
〒302-0034
茨城県取手市戸頭　8-4-1-2 0297-78-5412 0297-78-5412 gotch@mte.biglobe.ne.jp 10

群馬県

04-0035 小暮　幸雄 (株)ソーエン 代表取締役 勤務先
〒370-0018
群馬県高崎市新保町1665-1　反町ビル 027-352-4857 027-352-4875 yukiok@so-en.net 10,6

04-0080 吉田　隆彦 (株)吉田鉄工所 専務取締役 勤務先
〒379-2154
群馬県前橋市天川大島町230 027-261-4115 027-261-4117 e-yosida@guitar.ocn.ne.jp 18

埼玉県

09-0037 中村　正博 勤務先
〒

千葉県

04-0109 香取　修治 駒井鉄工(株) 建築部　建設課　係長 勤務先
〒270-2287
千葉県松戸市松飛代404-1 047-387-0178 047-387-0179 katori@komai.co.jp 18

04-0104 山田　貫作 自宅
〒270-2203
千葉県松戸市六高台5-143-1 047-389-5093 047-389-5093 11

08-0003 山田　晃正 勤務先
〒

神奈川県

04-0071 井下　善夫 勤務先
〒

04-0022 岡山　邦男 日揮(株)
産業プロジェクト統括本部　建
設部　部長 勤務先

〒220-6001
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 045-682-8405 045-682-8822 okayama.kunio@jgc.co.jp 99

04-0050 川口　誠 LCMコンサルティング 勤務先
〒240-0105
神奈川県横須賀市秋谷2-13-6-608 kawaguchi@fmaxs.jpn.or.jp 6

04-0056 木村　亨 日揮(株)

産業プロジェクト統括本部
LSプロジェクト事業部　メディ
カルPJ部　部長 勤務先

〒220-6001
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 045-682-8365 045-682-8807 kimura.toru@jgc.co.jp 11

04-0029 古賀　矩信 国際CM技術士事務所 代表 勤務先
〒242-0003
神奈川県大和市林間1-3-10-403 046-275-9781 046-275-9781 koga.pcm@s8.dion.ne.jp 10

04-0053 坂本　昌祥 千代田テクノエース(株) 建築部 勤務先

〒221-0022
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目
13番地 045-441-9645 msakamoto@cta.chiyoda.co.jp 11

04-0043 角田　稠史 (株)TSUNODA 代表取締役 勤務先
〒227-0052
神奈川県横浜市青葉区梅が丘37-1-404 045-973-7327 045-973-7327 s-t-square@nifty.com 10

04-0131 中島　尚志 日揮(株)
産業PJ統括本部メディカルPJ
部 勤務先

〒985-8506
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 045-682-8365 045-682-8807 nakajima.takashi@jgc.co.jp 11

04-0147 能勢　裕高
東京海上日動ファシリティー
ズ(株) 建設業務部　特命部長 勤務先

〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー22階 044-543-2311 044-543-2373 yutaka.nose@tkn-f.jp

05-0049 平野　秀明 大成建設(株) 勤務先
〒231-8616
神奈川県横浜市中区長者町6-96-2 045-252-1494 045-243-8715

05-0071 望月　重美 (株)ファーマ 代表 勤務先

〒221-0052
神奈川県横浜市神奈川区栄町6-1-1-
2904 045-444-0091 045-444-0092 info@fa-ma.jp 10,6

06-0013 菱山　雅司 イー・アール・エム日本(株)
土壌汚染対策サービス・コン
サルタント 勤務先

〒220-8119
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-
1-1　ランドマークタワー19F 045-640-3780 045-640-3781 masashi.hishiyama@erm.com 10

06-0052 廣田　哲夫 大成建設(株)
本社　技術センター　建築技
術開発部　部長 勤務先

〒245-0051
神奈川県横浜市戸塚区名瀬町344-1 045-814-7258 045-814-7255 11
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06-0023 前田　安司 大成建設(株)
横浜支店　建築部　購買室
購買室長 勤務先

〒231-8616
神奈川県横浜市中区長者町6-96-2 045-252-1297 045-252-1215 ymaeda@bcd.taisei.co.jp 11

08-0084 壱岐　髙志 勤務先
〒

08-0080 須藤　芳彦 勤務先
〒

08-0047 冨樫　経廣 (株)シーエムプラス 代表取締役社長 勤務先
〒

togashi@cm-plus.co.jp

08-0061 中西　満晴
ケイ・ティ・ストアマネジメント
(株) 営業部 勤務先

〒221-0052
神奈川県横浜市神奈川区栄町7-1　神
奈川トヨタMYXビル3F 045-459-2233 045-459-2234 m.nakanishi@ktstore.co.jp

10-0009 大橋　敏彦 勤務先
〒

山梨県

05-0045 代田　一郎 (株)馬場設計 勤務先
〒400-0026
山梨県甲府市塩部4-15-8 055-251-2300 055-251-7877 b2sirota@paramail.net 6

北信越エリア
富山県

04-0026 北岡　正弘 三四五建築研究所 取締役品質管理担当 勤務先
〒930-0005
富山県富山市新桜町8-1 076-433-0345 076-432-1793 kitaoka@miyoi.co.jp 6

04-0021 中本　尚 (株)タムラ設計. 副社長 勤務先
〒935-0825
富山県富山市上飯野新町2丁目100番地 076-451-2237 076-451-5638 section1@tamura-sekkei.co.jp 6

05-0111 松嶋　幸治 松嶋建設(株) 土木部　課長 勤務先
〒930-0241
富山県中新川郡立山町道源寺574 076-463-0885 076-462-1831 11

05-0063 横山　圭介 タカノ建設(株) 工事部 勤務先
〒939-8084
富山県富山市西中野町1-7-27 076-423-0880 076-492-9313 11

06-0084 中林　学 前田建設工業(株) 北陸支店　土木部 勤務先

〒930-0858
富山県富山市牛島町18-7　アーバンプ
レイス内 076-431-7539 076-431-5774

08-0071 牧野　弘治 (株)タムラ設計. 勤務先
〒

09-0012 村田　優 (株)村田設計 代表取締役 勤務先
〒939-8005
富山県富山市中市1-28-14 076-421-1818 076-422-5828 masaru_murata@hotmail.com

石川県

04-0126 永山　敬三
(株)金沢建築とまちづくり研究
所 代表取締役 勤務先

〒920-0942
石川県金沢市小立野3-21-32 076-262-0727 076-262-0725 k.kenmachi@nifty.com 6

05-0103 田中　徹 (株)NTTファシリティーズ 勤務先
〒

6

長野県

05-0122 大澤　俊秀
(株)エプソンファシリティ・エン
ジニアリング

諏訪事業部部長　兼　技術部
(建築設計担当)部長 勤務先

〒392-8502
長野県諏訪市大和3-3-5 0266-53-4843 0266-57-0183

osawa.toshihide@exc.epson.co
.jp 99

06-0046 斉藤　正行
(株)サイト　一級建築士事務
所 専務取締役 勤務先

〒394-0028
長野県岡谷市本町4-13-16 0266-24-1070 0266-21-1251 saito@siteltd.com 6

東海エリア
静岡県

05-0126 殿村　直之 勤務先
〒

愛知県

04-0135 荒川　和紀 (株)トヨタエンタプライズ FM事業部　係長 勤務先

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27
第二豊田ビル東館2F 052-551-8244 052-581-3845

kazunori.arakawa@toyota-
ep.co.jp 31
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04-0048 加藤　学 (株)銭高組 名古屋支店　土木部　土木課 勤務先
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-14-13 052-231-7637 052-223-1784 kato_manabu@zenitaka.co.jp 11

04-0013 木村　正彦 中部電力(株) 土木建築部　建築グループ 勤務先
〒461-8680
愛知県名古屋市東区東新町1番地 070-5970-3268 052-973-3172

kimura.Masahiko@chuden.co.j
p 36

04-0047 榊原　秀之 前田建設工業(株)
中部支店　土木部　技術支援
チーム　マネージャー 勤務先

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5-25-25 052-251-6540 052-262-1275 11

04-0083 繁野　民輝 (株)ユーエス計画研究所 代表取締役 勤務先

〒453-0012
愛知県名古屋市中村区井深町1-1　新
名古屋センター本陣街230 052-846-4001 052-846-4002 sige@us1130.co.jp 10,6

04-0072 竹内　康高 共立建設(株) 東海支店　営業部 勤務先

〒460-0017
愛知県名古屋市中区松原3-2-8　テル
ウェル新松原ビル5F 6

04-0055 寺尾　英雄 テラ環境計画(有) 代表取締役 勤務先
〒468-0014
愛知県名古屋市天白区中平5-1505 052-803-1682 052-803-1682 terre_env@sf.starcat.ne.jp 10

04-0101 樅山　健太 勤務先

〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル21階 052-589-4351 052-582-3023

kenta.momiyama@ap.bovislend
lease.com 10

05-0070 余部　喜代治 前田建設工業(株) 営業第二部　副部長 勤務先
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5-25-25 052-262-4045 06-6243-2406 amabe.k@jcity.maeda.co.jp 11

05-0127 石井　靖子 勤務先
〒

05-0035 春日井　三喜 生和建設(株)
名古屋中央支店　営業部　建
築アドバイザー 勤務先

〒451-0044
愛知県名古屋市西区菊井2-19-11　大
興クレシオン1階 052-588-7530 052-541-5488 11

05-0064 加藤　成雅 (株)NTTファシリティーズ

エンジニアリング東海　建築
事業部門　都市・建築設計担
当　主査 勤務先

〒456-0016
愛知県名古屋市熱田区五本松町7-30 052-683-5861 052-683-4356

shigemasa.katou@nttfe-
tokai.co.jp 6

05-0032 加藤　武範 日本メックス(株) 営業部 勤務先

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-8-8　名古屋
平和ビル 052-269-1515 052-242-5233 11

05-0005 都築　英彦 (株)NTTファシリティーズ

東海支店　サービス事業部
建築・FM事業部門　コスト設
計・監理担当 勤務先

〒456-0016
愛知県名古屋市熱田区五本松町7-30 052-683-4355 052-683-4356 tsuduk22@ntt-f.co.jp 6

05-0017 水野　建二 (株)NTTファシリティーズ

東海支店　建築事業部門　コ
スト設計・監理担当　アーキテ
クトチーフ 勤務先

〒456-0016
愛知県名古屋市熱田区五本松町7-30
熱田メディアウイング 052-683-5367 052-683-4356 mizuno26@ntt-f.co.jp 6

06-0031 河野　譲二 (株)NTTファシリティーズ 勤務先
〒456-0016
愛知県名古屋市熱田区五本松町7-30 052-683-4328

06-0004 寺尾　康成 テラ環境計画(有) 一級建築士事務所　制作部 勤務先

〒453-0012
愛知県名古屋市中村区井深町1-1　新
名古屋センター本陣街234-1 052-459-3230 052-459-3233 tera16@sage.ocn.ne.jp 6,10

06-0035 鳥谷尾　孝 (株)NTTファシリティーズ
東海支店　建築・FM事業部
FM担当　主査 勤務先

〒456-0016
愛知県名古屋市熱田区五本松町7-30 052-683-4355 052-678-1291 toyaot22@ntt-f.co.jp 6

06-0032 藤井　和樹 (株)NTTファシリティーズ 勤務先
〒456-0016
愛知県名古屋市熱田区五本松町7-30 052-683-4328

06-0015 本川　拓雄
(株)朝日機器エンジニアリン
グ 勤務先

〒462-0018
愛知県名古屋市北区玄馬町149 052-901-7201 052-902-5579

06-0028 山本　浩明 (株)浦野設計 技術営業部　主任 勤務先
〒452-0815
愛知県名古屋市西区八筋町90 052-503-1211 052-503-1214 6

08-0044 飯田　保 勤務先
〒

08-0062 黒崎　孝一 勤務先
〒

08-0048 杉原　彰夫 勤務先
〒
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08-0085 田中　康範 勤務先
〒

09-0027 石川　修 (株)NTTファシリティーズ 勤務先
〒

09-0029 伊藤　憲秀 (株)NTTファシリティーズ
東海支店　コスト設計・監理担
当 勤務先

〒
6

09-0028 都竹　一哉 (株)NTTファシリティーズ
東海支店　建築事業部門　環
境設備設計担当 勤務先

〒456-0016
愛知県名古屋市熱田区五本松町7-30
熱田メディアウィング

09-0018 林　秀行
阪急コンストラクション･マネジ
メント(株) 名古屋営業所　所長代理 勤務先

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅2-45-19
桑山ビル4F 052-589-6810 10

09-0032 松岡　秀典
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 名古屋オフィス　マネジャー 勤務先

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-15-32 052-261-6158 052-249-3427

hidenori.matsuoka@nikken.co.j
p 10,6

10-0022 上西　真哉 (株)伊藤建築設計事務所 勤務先

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-15-15
桜通ビル 052-222-8611 052-222-1971 6

10-0003 栗林　博之 勤務先
〒

10-0048 中島　勝美 勤務先
〒

三重県

04-0134 中川　保忠 Vスリー 代表 勤務先
〒514-0304
三重県津市雲出本郷町1422-26 059-234-8713 059-234-8713 naka823@abeam.ocn.ne.jp 10

06-0096 森本　悟司 勤務先
〒

関西エリア
京都府

04-0097 衛藤　照夫 (株)ゆう建築設計事務所 専務取締役 勤務先

〒604-8254
京都府京都市中京区堀川通錦小路上ル
四坊堀川町617 075-801-0022 075-801-8290 eto@eusekkei.co.jp 6

05-0028 福留　剛 (株)プルーフ・アーキテクツ 代表取締役 勤務先

〒617-0006
京都府向日市上植野町野上山5　ユニメ
ント西向日103 075-953-7003 075-953-7006 go510@proof-architects.jp 99,6

05-0090 横井　孝志 (株)NTT西日本-みやこ コスト設計監理室 勤務先

〒604-8172
京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之
町６０４ t.yokoi@kyoto.ntt-west.jp 6

06-0038 北川　憲行 シモガモ建築事務所 代表 勤務先
〒606-0816
京都府京都市左京区下鴨松ノ木町64- 075-200-2445 075-204-2754 kitagawa@shimogamo.net 6

06-0087 松本　豊 (株)ツバキサポートセンター
施設管理課　FM推進担当参
事 勤務先

〒610-0380
京都府京田辺市甘南備台1-1-3 0774-64-5109 0774-64-5127

yutaka.matsumoto@gr.tsubaki
moto.co.jp 6

大阪府

04-0024 生島　宣幸 (株)日積サーベイ 代表取締役 勤務先
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-9　MG大手前ビ 06-6944-2755 06-6944-2390 ikushima@nisseki-survey.co.jp 9

04-0112 梅澤　恭太 (株)NTTファシリティーズ
関西事業本部　建築事業部
CM室 勤務先

〒550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀1-4-14　アー
バンエース肥後橋ビル 06-6446-7576 06-6446-4849 umezaw26@ntt-f.co.jp 6

04-0127 木村　譲二 (株)プラスPM 代表取締役社長 勤務先
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-8-5 06-6363-6066 06-6363-6466 kimura@plusweb.co.jp

04-0178 郡　明雄 KHプランニング(株) 代表取締役 勤務先
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1-9-1 06-6263-5221 06-6263-5232 koori@khplanning.jp 6,9

04-0161 小西　利英 (株)安井建築設計事務所 工事管理部　監理担当 勤務先
〒540-0034
大阪府大阪市中央区島町2-4-7 06-6943-1371 06-6943-0652 6
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04-0086 小林　道雄
建築総合サポート　一級建築
士事務所 勤務先

〒540-0027
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-3-10-403

kobayashi@kentiku-sougou-
support.com 11

04-0094 佐藤　成幸 (株)リノシスコーポレーション 取締役　営業部　部長 勤務先
〒540-0038
大阪市中央区内淡路町1丁目3番4号 06-6944-0567 06-6941-4036 shige@renosys.jp 10,6,9,11

04-0073 関　敏秋 (株)NTTファシリティーズ 勤務先

〒790-0808
愛媛県松山市若草町3-6　NTTコムウェ
ア松山ビル内 089-934-1950 089-941-4930 sekito23@ntt-f.co.jp 6

04-0173 津崎　洋人
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) CM・2グループ 勤務先

〒541-8528
大阪府大阪市中央区高麗橋4-6-2　日
建設計内 27

04-0008 津島　光 近畿大学 総合社会学部　環境系 勤務先
〒577-8502
東大阪市小若江3-4-1 06-6721-2332 06-6730-2332

hikaritsushima@socio.kindai.ac
.jp 6

04-0206 寺西　照夫 (株)プラスPM 取締役　CM部　部長 勤務先
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-8-5 06-6303-6066 06-6363-6466 teranishi@plusweb.co.jp

04-0066 富樫　弘徳 登建設(株) 勤務先
〒

11

04-0129 中西　基晴
コンストラクションインベストメ
ントマネジャーズ(株) 代表取締役 勤務先

〒541-0052
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13　大
阪国際ビルディング8階 06-6265-8086 06-6265-8087

04-0166 服部　裕一
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 取締役 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 06-6203-2522 06-6203-1000 hattoriy@nikken.co.jp 6

04-0089 山部　茂 (株)シーエス・インスペクター 取締役 勤務先
〒542-0076
大阪府大阪市中央区難波5-1-60 06-6644-7210 06-6644-7167 10

04-0184 山本　隆彦 近鉄住宅管理(株) 勤務先

〒543-0001
大阪府大阪市天王寺区上本町5-7-12
近鉄北ビル7F

ta_yamamoto@kintetsu-
community.co.jp 99

05-0001 阿久津　好太 NTT西日本-関西 総務部　不動産企画室 勤務先
〒541-0059
大阪府大阪市中央区博労町2-5-15 06-6120-6412 06-6120-6416

kota.akutsu@kansai.ntt-
west.jp 6

05-0047 安部　弘
(株)NTT西日本アセット・プラ
ンニング

関西支店　不動産事業部　建
築担当 勤務先

〒541-0042
大阪府大阪市中央区今橋二丁目5番8号
トレードピア淀屋橋 6階

06-4300-
4141(代) 06-6229-9499 hiroshi.abe@ntt-ap.co.jp 27,11

05-0115 井上　肇
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 06-6203-2522 06-6222-1494 99

05-0038 今井　好彦
阪急コンストラクション・マネジ
メント(株) 勤務先

〒531-0071
大阪府大阪市北区中津1-11-1 06-4802-1717 imai-yoshihiko@hankyu-cm.jp 10

05-0116 植田　啓介
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) シニアエンジニア 勤務先

〒
10

05-0067 大竹　康久 (株)アクア
大阪本部　CM本部　チーフマ
ネジャー 勤務先

〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-10-10
オーエックス西本町ビル3F 06-4390-4350 06-4390-4350 ohtake@aqa-pm.co.jp 10

05-0113 大野　一男
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株)

CM－1グループ・マネー
ジャー・建築担当 勤務先

〒541-8528
大阪府大阪市中央区高麗橋4-6-2　日
建設計内 06-6203-2522 06-6222-1494 oonok@nikken.co.jp 6

05-0086 加納　寛 住友信託銀行(株)
本店建築コンサルティング部
主任調査役 勤務先

〒540-8639
中央区北浜四丁目5番33号 06-6220-2362 06-6220-2737

05-0125 川瀬　和士 (株)プラスPM 大阪本社　PM部　主任 勤務先
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-8-5 06-6303-6066 06-6363-6466 kawase@plusweb.co.jp

05-0095 小林　慎吾 (株)NTTファシリティーズ
関西事業本部　都市建築設
計部　コスト設計・監理担当 勤務先

〒550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀1-4-14　アー
バンエース肥後橋ビル10F 06-6446-7566 06-6446-4849

05-0018 五味　喜信 前田建設工業(株) 関西支店　参与 勤務先

〒541-8529
大阪市中央区久太郎町2-5-30　MKD10
7階 06-6243-2026 06-6243-2027 gomi.y@jcity.maeda.co.jp 11

05-0088 澤井　裕之 (株)日建設計 勤務先
〒541-8528
大阪府大阪市中央区高麗橋4-6-2 06-6203-2361 06-6204-1418 sawaih@nikken.co.jp 10
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05-0053 篠﨑　隆郎
阪急コンストラクション・マネジ
メント(株)

CMグループ　ゼネラルマネ
ジャー 勤務先

〒531-0071
大阪府大阪市北区中津1-11-1　中津セ
ンタービル10F 06-4802-1717 06-4802-1719

shinozaki-takao@hankyu-
cm.jp 10

05-0044 渋谷　雅信 NECファシリティーズ(株)
西日本支社　シニアエキス
パート 勤務先

〒567-0885
大阪府茨木市東中条町1-5-205 06-6945-3681 06-6945-3682 m-shibutani@ys.jp.nec.com 11

05-0068 清水　愛也 (株)アクア 勤務先
〒

05-0080 杉本　正三 阪急不動産(株) 住宅品質管理部 勤務先

〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町1-1　東阪急ビ
ルディング内8階 27

05-0029 玉置　豊始 東畑ファシリティワークス(株) 代表取締役社長 勤務先

〒541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町4-4-10　新
伏見町ビル6F 06-6202-0571 06-6202-0572 tamaoki.toyoshi@t-fw.co.jp 6

05-0015 中川　雅巳
阪急コンストラクション・マネジ
メント(株)

企画グループ　マネジメント
リーダー 勤務先

〒531-0071
大阪府大阪市北区中津1-11-1　中津セ
ンタービル 06-4802-1717 06-4802-1719 10

05-0030 野田　泰紀 東畑ファシリティワークス(株) 企画室参事 勤務先

〒541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町4-4-10　新
伏見町ビル6F 06-6202-0571 06-6202-0572 noda.yasunori@s-fw.co.jp 6

05-0034 馬場　俊吉
阪急コンストラクション・マネジ
メント(株) 企画グループ　グループ統括 勤務先

〒531-0071
大阪府大阪市北区中津1-11-1　中津セ
ンタービル10F 06-4802-1717 06-4802-1719 baba-shunkichi@hankyu-cm.jp 10

05-0007 水川　尚彦 (株)安井建築設計事務所 マネジメントビジネス部 勤務先
〒540-0034
大阪府大阪市中央区島町2-7 06-6943-1371 06-6941-4094

takahiko-mizukawa@yasui-
archi.co.jp 6

05-0020 南側　晃一 南側技術士事務所 代表 勤務先
〒593-8326
大阪府堺市鳳西町3-591-4 072-242-6500 072-242-6500 minamigawa@etude.ocn.ne.jp 11

05-0052 谷部　昌史
阪急コンストラクション・マネジ
メント(株) CMグループ　マネジャー 勤務先

〒531-0071
大阪府大阪市北区中津1-11-1　中津セ
ンタービル10F 06-4802-1717 06-4802-1719

yabe-masafumi@hankyu-
cm.jp 10

06-0008 東　利彦
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) シニアプランナー建築担当 勤務先

〒541-8528
大阪府大阪市中央区高麗橋4-6-2 azuma@nikken.co.jp 10

06-0044 板野　敦生
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株)

マネジメント部門　シニアプラ
ンナー・建築 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33

06-6203-2522
（内）1303 06-6203-1000 itano.atsuo@nikken.co.jp 27

06-0055 入部　岳雄 東亜建設工業(株) 勤務先
〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-4-12 06-6443-3062

06-0037 岩津　博之
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 06-6203-2522 06-6203-1000 hiroyuki.iwatsu@nikken.co.jp 99

06-0095 菊地　浩一 (株)サンケイビル 勤務先
〒556-0017
大阪府大阪市浪速区湊町2-1-57 06-6344-2212 kikkun@gaia.eonet.ne.jp 27

06-0068 小山　政英 (株)NTTファシリティーズ 関西事業本部　建築事業部 勤務先

〒550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀1-4-14　アー
バンエース肥後橋ビル 06-6446-7566 06-6446-4849 koyama39@ntt-f.co.jp 6

06-0026 篠宮　篤史 (株)安井建築設計事務所 マネジメントビジネス部　主幹 勤務先
〒540-0034
大阪府大阪市中央区島町2-4-7 06-6943-1371 06-6941-4094 6

06-0085 清藤　幹雄 (株)日建設計シビル 設計監理部　設計主管 勤務先
〒541-8528
大阪府大阪市中央区高麗橋4-6-2 06-6203-3694 06-6227-1534 seidou@nikken.co.jp 6,10

06-0045 高塚　哲治 タウ・プロジェクトマネジメンツ 代表 勤務先
〒561-0872
大阪府豊中市寺内1-6-8-402 06-6862-6831 06-6862-6827 tau-pm@js8.so-net.ne.jp 10

06-0077 高光　正博 阪神高速道路(株)

保全交通部　施設管理グ
ループ(兼)関連事業室　関連
事業第一グループ 勤務先

〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3

06-0011 竹仲　将敏 (株)アクア CM本部　チーフマネジャー 勤務先
〒

06-0060 谷口　幸雄 (株)日建設計 設計室 勤務先
〒541-8528
大阪府大阪市中央区高麗橋4-6-2 070-6543-6373 06-6222-1494 taniguchiy@nikken.co.jp 6
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06-0066 寺前　良秀 住友信託銀行(株)
本店建築コンサルティング部
調査役 勤務先

〒540-8639
中央区北浜四丁目5番33号 06-6220-2362 06-6220-2737

06-0082 早崎　敬一
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株)

CMグループ　プランナー(建
築担当) 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 06-6203-2522 06-6222-1494 keiichi.hayasaki@nikken.co.jp 11

06-0036 松浦　幹佳
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33

06-0091 村上　和也
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) CM－7グループ　マネジャー 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 06-6203-2522 06-6222-1494 murakamika@nikken.co.jp 18

06-0083 森　昭彦
ナチュラル・スペース・デザイ
ン 代表者 勤務先

〒590-0117
大阪府堺市高倉台2-14-33 072-284-3577 072-284-3578 mori@sumai-nsd.com 6

06-0065 山本　一清 (株)フリーダム・リノ 代表取締役 勤務先
〒540-0004
大阪府大阪市中央区玉造2-16-3 06-6762-0010 06-6762-0020 reno@po.sphere.ne.jp 6

08-0052 足立　修一郎 勤務先
〒

08-0086 春日　崇男 (株)アクア 勤務先
〒

08-0008 桐原　英秋 勤務先
〒

08-0056 髙木　大輔 (株)アクア
CM本部　アシスタントマネ
ジャー 勤務先

〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-10-10
オーエックス西本町ビル3F 06-4390-4350 06-4390-4350 d.takagi@aqa-pm.co.jp 10

08-0028 早川　寿人
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 06-6203-2522 06-6203-1000 hayakawa.hisato@nikken.co.jp 6

08-0023 深井　浩 勤務先
〒

08-0043 萬浪　富弘
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株)

ソリューション事業部　マネー
ジャー 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 06-6203-2522 06-6203-1000 mannami@nikken.co.jp

08-0067 薮内　貴英 勤務先
〒

08-0090 山田　功次 (株)安井建築設計事務所
マネジメントビジネス部　企画
主幹 勤務先

〒540-0034
大阪府大阪市中央区島町2-4-7 06-6943-1371 06-6941-4094 koji-yamada@yasui-archi.co.jp 6

08-0039 山田　尚毅
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 080-6763-6611 06-6203-1000 naoki.yamada@nikken.co.jp 10

08-0012 山本　健二 (株)日建設計 設計部門　主管 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33　日建
設計コンストラクション･マネジメント(株) 06-6203-2522 03-6203-1000

08-0055 和田　秀男 勤務先
〒

09-0034 石坪　章
日建設計コンストラクション・
マネジメント(株) 勤務先

〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 06-6203-5431 06-6203-1000 ishitsubo.akira@nikken.co.jp

09-0030 円城寺　修 (株)三菱地所設計 大阪支店 勤務先
〒530-6009
大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー 06-6881-5164 06-6811-5141 11

09-0015 菊地　孝之
阪急コンストラクション・マネジ
メント(株) 技術グループ　調査役 勤務先

〒531-0071
大阪府大阪市北区中津1-11-1　中津セ
ンタービル10F 06-4802-1700 06-4802-1719

kikuchi-takayuki@hankyu-
cm.jp 10

09-0008 斉藤　雅史 阪神高速道路(株) 勤務先
〒

09-0040 立川　博啓 住友信託銀行(株)
本店建築コンサルティング部
建築営業グループ　グループ 勤務先

〒540-8639
中央区北浜四丁目5番33号 06-6220-2362 06-6220-2737

09-0004 中川　敬二 東畑ファシリティワークス(株) プロジェクト室企画設計課長 勤務先
〒541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町4-4-10 06-6202-0571 06-6202-0572 nakagawa.keiji@t-fw.co.jp 6,10

09-0025 納見　健悟 勤務先
〒

09-0036 広瀬　裕 (株)昭和設計

都市・建築本部　バリューマネ
ジメント・コンサルティング部
部長 勤務先

〒531-0072
大阪府大阪市北区豊崎4-12-10　昭和
設計大阪ビル 06-7174-8751 06-7174-8759 y-hirose@showa-sekkei.co.jp 6
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10-0023 石坂　聡 勤務先
〒

10-0040 荻窪　伸彦 (株)安井建築設計事務所
大阪事務所　設計部　設計主
幹 勤務先

〒540-0034
大阪府大阪市中央区島町2-4-7 06-6943-1371 06-6945-4310

nobuhiko-ogikubo@yasui-
archi.co.jp 6

10-0006 加藤　祐二 (株)アクア
マネジメント事業本部　シニア
マネジャー 勤務先

〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-10-10
オーエックス西本町ビル3F 06-4390-4340 06-4390-4350 y.kato@aqa-pm.co.jp

10-0042 川上　周一 勤務先
〒

10-0043 絹川　進 勤務先
〒

10-0013 髙田　英治 勤務先
〒

10-0019 髙橋　冬扇 (株)安井建築設計事務所 企画部　企画主事 勤務先
〒540-0034
大阪府大阪市中央区島町2-4-7 06-6943-1371 06-6941-4094

fuyuki-takahashi@yasui-
archi.co.jp

10-0008 田代　輝幸 勤務先
〒

10-0036 田中　芳美 明豊ファシリティワークス(株) 勤務先
〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1-10-2 06-6479-0251 06-6479-0250

10-0049 宮本　佳尚 勤務先
〒

10-0026 三好　裕司 勤務先
〒

10-0025 渡邉　宏一 勤務先
〒

兵庫県

04-0058 島田　鉄也 (有)ビームスコンストラクション 代表取締役 勤務先
〒653-0033
兵庫県神戸市長田区苅藻島町1-1-47 078-651-0241 078-651-0240 shimada@cmr-llc.biz 11

04-0076 山之内　康之
山之内PMコンサルタント　(株
式会社山之内工務店) 代表取締役 勤務先

〒666-0016
兵庫県川西市中央町15-5 072-759-2602 072-759-7808

yamanouchi@yamanouchi-
archi.com 10,11

05-0069 多賀谷　一彦 学校法人　兵庫医科大学
総務企画部　施設整備課　参
事 勤務先

〒663-8501
兵庫県西宮市武庫川1-1 0798-45-6539 0798-45-6239 1

10-0014 工藤　和鹿夫 (株)トライ 建築部　工事係長 勤務先
〒662-0927
兵庫県西宮市久保町10-4 0798-33-2445 0798-33-3319 6,11

10-0024 高倉　孝次 勤務先
〒

和歌山県

05-0059 木村　秀人 玉野総合コンサルタント(株) 勤務先

〒640-8269
和歌山県和歌山市小松原通1-1-11　大
岩ビル 073-424-3145 073-424-7350 10

中国エリア
岡山県

06-0069 倉西　透 (株)アークコストマネジメント 勤務先
〒700-0927
岡山県岡山市西古松2-26-22　BIOプラ 086-805-4330 086-805-4335

toru.kuranishi.acm@arrow.ocn.
ne.jp 11

広島県

04-0082 井内　一典 千歳電気工業(株)
西地区電力支社　情報通信
課 勤務先

〒732-0052
広島県広島市東区光町1-7-11　CDビル 082-262-2417 082-263-8145 k-iuchi@j-rietec.co.jp 10

04-0150 椎木　紀行
ドコモエンジニアリング中国
(株) 勤務先

〒
35

04-0049 菅原　弘幸 (株)NTTファシリティーズ 勤務先

〒730-0004
広島県広島市中区東白島町14-15　NTT
クレド白島ビル9F 082-222-5549 082-502-3204 sugawa38@ntt-f.co.jp 6
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04-0175 長谷川　敦司 レンドリース・ジャパン(株) 関西支店　支店長 勤務先

〒732-0827
広島県広島市南区稲荷町2-16　広島稲
荷町第一生命ビル11F 082-506-3015 082-263-5145

atsushi.hasegawa@lendlease.c
om 10

06-0041 清田　康博 (株)増岡組 総合管理室 勤務先
〒730-0045
広島県広島市中区鶴見町4-25 082-504-5050 082-504-5025

seita-yasuhiro@masuoka-
g.co.jp 11

10-0044 岡田　輝章 ツネイシビジネスサービス(株) 総務部　管財グループ 勤務先
〒720-0393
広島県福山市沼隈町常石1083番地 084-987-0773 084-987-0336 teruaki.okada@tsuneishi.com

九州エリア
福岡県

04-0045 姥　哲郎 ユース建築エンジニアリング 代表 勤務先
〒816-0904
福岡県大野城市大池2丁目14-33 092-503-6021 092-503-6021 tetsurou-uba@rio.odn.ne.jp 30,18

04-0085 桑野　淳 五洋建設(株)
九州支店　建築部　見積課
課長 勤務先

〒812-8614
福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11 092-475-5490 092-475-5494

atsushi.kuwano@mail.penta-
ocean.co.jp 11

04-0096 福山　宏一 鹿島建設(株) 九州支店　建築部　建築部長 勤務先
〒812-8513
福岡県福岡市博多区博多駅前3-12-10 092-481-8015 092-481-8027 fukuyama-k@kajima.com 11

04-0014 吉屋　英行 (株)アサヒファシリティズ 九州支店　支店長 勤務先
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2-2-1 092-441-3767 092-472-1608 h_yoshiya@afm.co.jp 99

05-0055 北島　弘 (株)NTTファシリティーズ
サービス事業部　環境設備設
計担当課長 勤務先

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1-17-21 092-436-8131 092-436-9977 kitaji24@ntt-f.co.jp 6

05-0036 平　信介 勤務先
〒

05-0054 德永　宏行 (株)NTTファシリティーズ 九州支店　建築事業部　主査 勤務先

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1-17-21
NTTデータ博多駅前ビル 092-436-8132 092-436-8135 tokuna27@ntt-f.co.jp 6

05-0056 水落　啓一 (株)NTTファシリティーズ

九州支店　サービス事業部
建築・FM事業部　コスト設計・
監理担当　主査 勤務先

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1-17-21 092-436-8125 092-436-8135 mizuoc22@ntt-f.co.jp 6

05-0065 八島　英孝 (株)志賀設計 代表取締役社長 勤務先
〒814-0103
福岡県福岡市城南区鳥飼　5-20-11 092-821-5631 092-821-5699 yashima@shiga-ae.com 6

06-0040 永石　浩三 前田建設工業(株)
九州支店　建築施工支援セン
ター 勤務先

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1
スフィンクスセンター nagaishi.k@jcity.maeda.co.jp 10,11

08-0009 田中　史王 勤務先
〒

08-0089 明瀬　司 勤務先
〒

10-0011 渡邉　広 勤務先
〒

佐賀県

04-0009 西原　守 松尾建設(株) 工事本部　技術部部長 勤務先
〒840-8666
佐賀県佐賀市八幡小路1番10号 0952-25-4006 0952-28-9732

nishihara-
mamoru@matsuo.gr.jp 11

04-0081 野口　伸守 (株)石橋建築事務所 代表取締役会長 勤務先
〒840-0826
佐賀県佐賀市白山1-4-28 0952-22-6820 0952-22-6777 no-noguchi@isbaa.co.jp 6

04-0077 百武　宏 (株)石橋建築事務所 設計部　設計課　次長 勤務先
〒840-0826
佐賀県佐賀市白山1-4-28 0952-22-6820 0952-22-6777 h-hyakutake@isbaa.co.jp 6

06-0064 田中　英明 松尾建設(株)
工事原価本部　技術企画部
統括 勤務先

〒

熊本県

05-0037 浜田　裕史 (株)モードフロンティア 代表取締役 勤務先
〒867-0067
熊本県水俣市塩浜町2-53 0966-63-6621 0966-63-6621 mode@viola.ocn.ne.jp 6

鹿児島県

05-0114 原田　卓夫 (有)タク・セツ 代表取締役 勤務先
〒

10
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06-0081 山元　徹也 (株)NTTファシリティーズ
九州　サービス事業部　建築
事業部門　担当部長 勤務先

〒
99
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