（１）会員アドレス帳（ホームページ入り）札幌支部
支部

名称

札幌支部あ行 Arks Design

代表者又は開設者

郵便番号

所在地

TEL

2018/1/5
FAX

鈴木 利治

061-1147 北広島市里見町2丁目7番地11

011-802-5222

011-351-1694

㈱アート建築

宮崎 幸浩

007-0837 札幌市東区北37条東28丁目6-1

011-789-6210

011-789-6240

㈱アーバン･プランニング

米澤 健治

003-0807 札幌市白石区菊水7条3丁目7番16号

011-813-1500

011-813-1503

㈱アーブ建築研究所

圓山 彬雄

064-0915 札幌市中央区南15条西15丁目2番28号

011-513-0301

011-513-0444

㈱アールアイ山本建築事務所

山本 登

001-0023 札幌市北区北23条西4丁目2番3-716号

011-757-8850

011-729-8545

061-1274 北広島市大曲工業団地4丁目4-1

㈱アール・アンド・イー一級建築士事務所 北山 茂一

011-370-3232

011-370-3233

I SA

石黒 浩一郎 060-0042 札幌市中央区大通西14丁目1-13 北日本南大通ビル608号 011-219-1496

011-219-1497

アイケン工業㈱一級建築士事務所

岩本 龍明

005-0856 札幌市南区常盤6条2丁目122番地13

011-591-8321

011591-2230

㈱あい設計札幌支社

清水 慶典

006-0808 札幌市北区北8条西4丁目1-1 パストラルビルN8 801

011-700-5864

011-700-5865

㈲アイプラン

伊藤 一文

065-0021 札幌市東区北21条東8丁目4-3

011-214-1405

011-875-2536

㈱愛夢

佐藤 仁彦

003-0833 札幌市白石区北郷3条2丁目3番33号

011-872-2718

011-872-2719

㈱愛木工業

北嶋 充

065-0026 札幌市東区北26条東15丁目1番35号

011-731-7111

011-731-7191

㈱アヴェニール一級建築士事務所

幸松 英彦

060-0032 札幌市中央区北2条東3丁目2番 札幌セントラルビル3F 011-200-0797

011-200-0798

004-0052 札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番6号

ＨＰアドレス

メールアドレス
arks-design@kni.biglobe.ne.jp

http://www.aisekkei.co.jp

sapporo@aisekkei.co.jp

AURA ARCHITECTS㈱

山本 謙一

011-891-8404

011-891-2538

㈱アカサカシンイチロウアトリエ一級建築士事務所

赤坂 真一郎 064-0806 札幌市中央区南6条西11丁目1284 高砂ビル2階

011-596-0381

011-596-0382

㈱アクティ建築設計

田所 裕司

011-737-3106

011-737-3108

http://www.ddrp.jp/

acty@ddrp.jp

㈱アクラ建築創作所

鍵和田 憲昭 006-0852 札幌市手稲区星置2条5丁目4番21号

011-694-0779

011-694-0098

http://www.aquila-ado.com

info@aquila-ado.com

㈱浅井建築設計事務所

遠田 雅宏

062-0010 札幌市豊平区美園10条7丁目2番7号

011-823-5980

011-823-5981

http://www.asai-archi.co.jp

info@asai-archi.co.jp

㈱朝日設計工房

村上 壽

001-0906 札幌市北区新琴似6条5丁目7番22号

011-765-5282

011-765-5283

㈲アジャスター

小田 克己

063-0007 札幌市西区山の手7条7丁目5-12

011-642-6354

011-642-6354

㈱アシスト企画

岡本 勝

001-0925 札幌市北区新川5条16丁目6番5号

011-764-5150

011-764-5965

㈱Ａ..Ｓ..Ｕ設計

松谷 健二

064-0806 札幌市中央区南6条西23丁目2-20-106

011-511-7089

011-511-7090

㈲アスム設計事務所

佐藤 則之

003-0814 札幌市白石区菊水上町4条3丁目94-48

011-816-2318

011-816-2319

㈱アセット・デザイン

中川 浩

007-0815 札幌市東区東苗穂15条1丁目3番13号

011-299-7525

011-299-7526

㈱東建築設計事務所

岡崎 慶彦

060-0033 札幌市中央区北3条東2丁目1番地

011-221-7799

011-251-2646

㈱アティク設計工房

町嶋 章一

063-0804 札幌市西区二十四軒4条4丁目4-22-103号

011-641-1030

011-641-1037

㈱アテック一級建築士事務所

佐藤 功剛

065-0014 札幌市東区北14条東14丁目2-5 光星ビル3F

011-721-5828

011-721-5838

㈱ア･ドﾞ建築工房

島 幸夫

064-0952 札幌市中央区宮の森2条15丁目1番2号

011-642-8880

011-641-4704

㈱アドコム

中村 文聡

060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目11番地1 23山京ビル

011-251-0677

011-251-0766

㈱ATELIER ０２

大杉 崇

006-0015 札幌市手稲区富丘5条3丁目1番26号

011-676-7357

011-676-7357

ａｔｅｌｉｅｒ Ｑ

才善 伊津美 064-0954 札幌市中央区宮の森4条7丁目2-31

011-215-6443

㈲アトリエ蔵

佐々木 隆

069-0853 江別市大麻高町3番地の2

011-386-8684

011-386-8683

㈱アトリエK

河村 和義

063-0825 札幌市西区発寒5条3丁目12番13号

011-663-9565

011-662-9587

㈱アトリエ樹

今井 正樹

064-0916 札幌市中央区南16条西19丁目1-35 アーバンコート伏見101 011-577-0900

011-577-0900

㈲アトリエモノリス

小笠原 肇

002-8065 札幌市北区拓北5条3丁目11-25

011-214-0348

㈱アトリエブンク

菅沼 秀樹

060-0032 札幌市中央区北2条東4丁目1番地2

011-209-1881

001-0010 札幌市北区北10条西1丁目12番地3
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asahi-mu@oregano.ocn.ne.jp

asum-d@amber.plala.or.jp

http://www.atelierk-p.com

kk@atelierk-jp.com

011-214-0349

http://www.a-monolith.com

monolith@land.linkclub.or.jp

011-209-1777

http://www.atelier-bnk.co.jp

ask@atelier-bnk.co.jp

（１）会員アドレス帳（ホームページ入り）札幌支部
支部

名称

代表者又は開設者

郵便番号

所在地

TEL

2018/1/5
FAX

㈱アトリエアク

鈴木 敏司

064-0822 札幌市中央区北2条西26丁目2-12

011-642-1181

011-641-0240

㈱アトリエボンアーキテクツ

森 徳彦

060-0032 札幌市中央区北2条東3丁目2-2 マルタビル札幌8階

011-272-5650

011-272-5651

㈱アトリエキミ

君 興治

064-0946 札幌市中央区双子山3丁目3-18

011-213-9263

011-213-9269

㈲アトリエサヴァン

髙野 雅彦

060-0063 札幌市中央区南3条西12丁目320番地20

011-206-4625

011-206-4725

abe構造設計

阿部 典生

004-0865 札幌市清田区北野5条2丁目6番地12 ほまれﾋﾞﾙ302

011-883-0039

011-883-0049

㈱荒川建築設計事務所

松本 純

001-0014 札幌市北区北14条西2丁目1番1号

011-717-7888

011-717-2333

㈱アラシキ建築設計事務所

杉山 卓美

060-0042 札幌市中央区大通西19丁目2番地1 フロンティア大通西4階 011-611-2161

011-611-2497

㈲アルファ建築設計

大池 洋史

003-0027 札幌市白石区本通9丁目北4番41号 サンエイビル

011-862-6826

011-862-6865

㈱安藤敏郎建築設計事務所

安藤 敏郎

064-0959 札幌市中央区宮ケ丘2丁目1番2号 ﾋﾙｻｲﾄﾞﾃﾗｽ2F

011-641-7832

011-641-6929

㈲イーアイ

堀内 正純

005-0006 札幌市南区澄川6条11丁目11番10号

011-581-7006

011-301-0003

イーグルホーム㈱一級建築士事務所

湊 修一

066-0083 千歳市みどり台1丁目7番6号

0123-26-1750

0123-26-1790

㈲イーハウスナリタ

米沢 敏一

065-0041 札幌市東区本町1条3丁目5番6号

011-781-0080

011-781-2528

五百蔵構造設計

五百藏 健行 006-0839 札幌市手稲区曙9条1丁目3番7号

011-682-5324

011-682-5324

(同)石塚和彦アトリエ一級建築士事務所 石塚 和彦

064-0915 札幌市中央区南15条西7丁目1番11号

011-206-0698

011-206-0699

㈱石塚建築設計事務所

石塚 尚也

061-1444 恵庭市京町77番地1

0123-33-3856

0123-33-3870

石橋一級建築士事務所

石橋 良彦

004-0848 札幌市清田区清田8条2丁目2番12号

011-777-2622

011-777-2622

一級建築士事務所㈱石本建築事務所札幌オフィス

長尾 昌高

060-0061 札幌市中央区南1条西2丁目5番地南一条Kビル

011-281-5571

011-281-5576

㈱板津建築事務所

板津 博之

005-0001 札幌市南区澄川1条3丁目4番11号

011-833-6177

011-832-4515

板谷土建㈱一級建築士事務所

坂本 克範

064-0916 札幌市中央区南16条西8丁目2番20号

011-511-8811

011-511-8711

イデア設計㈱

和田 敏秀

063-0845 札幌市西区八軒5条西4丁目1-34-217

011-643-6622

011-643-6287

伊藤組土建㈱一級建築士事務所

玉木 勝美

060-8554 札幌市中央区北4条西4丁目1番地

011-241-8933

011-241-7515

㈱稲葉巧司建築設計事務所

稲葉 巧司

064-0811 札幌市中央区南11条西1丁目2番7号

011-521-1567

011-521-1567

㈱井上技研

犬嶋 清幸

065-0014 札幌市東区北14条東8丁目3番1号

011-741-1023

011-741-1036

㈱井上設計

井上 匡

060-0001 札幌市中央区北1条西15丁目1番地3 大通ﾊｲﾑ910号

011-644-6295

011-644-9804

岩倉建設㈱一級建築士事務所

宮﨑 英樹

060-0061 札幌市中央区南1条西7丁目16番地2

イワクラホーム㈱

佐々木 与三郎 062-8633

㈱イワサキ札幌支店
岩田地崎建設㈱

ＨＰアドレス

メールアドレス

http://www.aku.co.jp

info@aku.co.jp

http://a-kimi.com/

info@a-kimi.com

t-andoo@d7.dion.ne.jp

http://www.eagle-home.co.jp/

http://www.ishimoto.co.p/

sapporo@ishimoto.co.jp

http://www.inouegiken.co.jp

k.i@inouegiken.co.jp

011-281-6000

011-281-6127

札幌市豊平区水車町5丁目10番10号

011-841-7821

011-841-2541

http://www.iwakura-home.co.jp

岩崎 雅人

062-0003 札幌市豊平区美園3条4丁目3番10号

011-826-5981

011-826-5982

http://www.iwasaki-house.co.jp

岩田 圭剛

060-8630 札幌市中央区北2条東17丁目2番地

011-221-2221

011-232-5610

㈱岩見田・設計

山崎 信男

060-0005 札幌市中央区北5条西10丁目5番1号

011-261-2468

011-261-2470

岩本建築設計事務所

岩本 秀和

005-0842 札幌市南区石山2条5丁目7番5号

011-591-3156

011-591-3156

INDＩ㈱

東出 憲明

004-0833 札幌市清田区真栄3条2丁目10番3号

011-889-1150

011-889-1153

㈱VICREO

宇昌 克美

060-0009 札幌市中央区北9条西22丁目1番10号

011-640-8400

011-640-8401

㈱ｕｎｉｃａ

酒井 隆幸

004-0880 札幌市清田区平岡10条2丁目4-1

011-375-1183

011-375-0183

byu03246@gmail.com

㈱上村建築設計事務所

上村 福里

060-0042 札幌市中央区大通西9丁目3番地33

011-272-8025

011-272-8031

f-uemura@toshikenchiku-s.co.jp

㈱梅村建築設計

梅村 史郎

063-0031 札幌市西区西野1条9丁目12番30号

011-669-3775

011-666-0117

㈱エイチ・アイ・ティ企画設計

平野 伸治

064-0824 札幌市中央区北4条西21丁目1-26 ヴィラプレステージ401号 011-633-3320

011-633-3321
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info@iwasak-house.co.jp

（１）会員アドレス帳（ホームページ入り）札幌支部
支部

名称

代表者又は開設者

郵便番号

所在地

TEL

2018/1/5
FAX

㈱エイト設計

髙橋 忠明

060-0042 札幌市中央区大通西1丁目14番地2 佳和大通ビル50

011-223-8801

011-223-8802

㈱A.I.C設計事務所

阿部 功

062-0032 札幌市豊平区西岡2条11丁目2番13号

011-200-9280

011-200-9285

㈱エー･ジー総合設計

宮崎 研吾

064-0809 札幌市中央区南9条西6丁目1番36号

011-562-1871

011-562-1872

㈲エース設計企画

坪田 成樹

006-0022 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目4番35号

011-807-0048

011-807-0046

エス･アンド･エム建築研究所

米田 博

003-0027 札幌市白石区本通9丁目北4番19号

011-865-4592

011-865-4593

㈱エスコートプラザ

片川 浩之

004-0846 札幌市清田区清田6条3丁目6番10号

011-886-6400

011-886-6401

STRデザイン設計一級建築士事務所㈱ 二階堂 憲治 064-0923 札幌市中央区南23条西12丁目1-3-708号

011-206-4124

011-206-4127

㈱エトアール設計

榎本 祥明

064-0822 札幌市中央区北2条西26丁目1番10-208号

011-614-7075

011-640-6182

恵庭建設㈱

本荘 武則

061-1415 恵庭市泉町26番地

0123-32-3261

0123-33-8738

㈱NTTファシリティーズ一級建築士事務所北海道支店

一法師 淳

060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目1番地21

011-272-7800

011-207-7139

㈱FPホーム

五十嵐 健

007-0842 札幌市東区北42条東15丁目1番1号

011-741-2222

011-741-2006

㈱エム･エー設計工房

本久 公洋

005-0842 札幌市南区石山2条4丁目1番40号

011-592-4727

011-596-0012

ｴﾑｴﾑｴｽ ﾏﾝｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱

堂守 貴志

060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目20番地

011-232-2588

011-232-3293

㈲エムシー建築企画

佐々木 正行 005-0022 札幌市南区真駒内柏丘2丁目9番21号

011-582-0066

011-582-0700

㈱遠藤建築アトリエ

遠藤 謙一良 063-0033 札幌市西区西野3条8丁目2番1号

011-661-3300

011-661-3301

㈱オー・ケイ・エーコンサルタント

五十嵐 義則 060-0041 札幌市中央区大通東2丁目8-5 プレジデント札幌ビル

011-241-5100

011-241-5106

㈱大林組札幌支店一級建築士事務所

白石 達

060-0003 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1 日本生命札幌ビル 011-210-7777

011-241-3755

㈱おがわ建築設計

佐藤 義彦

060-0012 札幌市中央区北12条西15丁目2-10

011-378-2424

011-378-2484

(同)岡建築コンサルタント

岡 孟

060-0062 札幌市中央区南2条西7丁目4-1 第7松井ビル6D

011-231-0231

011-231-0261

㈱岡田設計

岡田 幸生

064-0811 札幌市中央区南11条西15丁目2番1号

011-551-6111

011-551-6722

㈲奥寺建築設計事務所

奥寺 健廣

007-0809 札幌市東区東苗穂9条2丁目17番33号

011-791-3111

011-791-6111

札幌支部か行 ㈱開発工営社

植田 健二

060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目1番地

011-207-3666

011-218-5777

㈱画工房

豊嶋 守

064-0820 札幌市中央区大通西20丁目3番31号

011-644-0644

011-644-0649

㈲笠羽建築設計

笠羽 浩二

006-0003 札幌市手稲区西宮の沢3条2丁目5番10号

011-665-8961

011-665-8960

㈲笠原建築設計事務所

笠原 光雄

062-0903 札幌市豊平区豊平3条3丁目2番29号 エクセレント豊平602号 011-820-6680

011-820-6681

鹿島建設(株)北海道支店

押味 至一

060-0002 札幌市中央区北2条西4丁目1番地3号

011-231-5181

011-231-7586

鹿住工務店㈱

佐藤 裕幸

060-0007 札幌市中央区北7条西15丁目28番地

011-611-3221

011-611-3223

㈱桂積算

田中 正剛

060-0042 札幌市中央区大通西10丁目4番地

011-271-0523

011-261-7029

㈱上遠野建築事務所

上遠野 克

005-0809 札幌市南区川沿9条2丁目1番23号

011-571-5712

011-571-2766

金井建設工業㈱

今野 勝信

063-0870 札幌市西区八軒10条東3丁目7番15号

011-726-0181

011-726-0182

金田建築設計事務所

金田 晴夫

007-0809 札幌市東区東苗穂9条2丁目19番1号

011-790-4854

011-790-4855

㈱カミトリュウジ建築設計事務所

上戸 龍二

064-0802 札幌市中央区南2条西20丁目2番3号

011-676-8477

011-676-8478

カムズコンストラクション

加茂 章

065-0018 札幌市東区北18条東16丁目2-7

070-5048-5096 011-786-2024

㈱ＧＡＬＬＥＲＩＡ

竹村 雅則

003-0833 札幌市白石区北郷3条3丁目1番6号

011-595-8100

011-595-8188

㈱環境企画工房

上出 裕司

060-0042 札幌市中央区大通西13丁目4番107 中菱ビル5F

011-281-4766

011-261-0552

㈱企画設計事務所オルト札幌支店

太田 隆司

060-0052 札幌市中央区南2条東2丁目9-8

011-241-1480

011-241-1498
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ＨＰアドレス

メールアドレス

https://www.eight-sk.com/

http://www.s-cortplaza.jp

info@s-cortplaza.jp
nikaido@str-design.net

http://www.okadasekkei.co.jp

http://www.kakukobo.co.jp

http://kanaikensetu.co.jp

http://www.gallerista.co.jp

kaku@kakukobo.co.jp

hsaitoh@kanaikensetu.co.jp

master@gallerista.co.jp

（１）会員アドレス帳（ホームページ入り）札幌支部
支部

名称

代表者又は開設者

郵便番号

所在地

TEL

060-0052 札幌市中央区南2条東1丁目 フラーテ札幌1102

011-222-0508

2018/1/5
FAX

ＨＰアドレス

㈱技建設計

武田 洋

011-222-0507

KITA建築設計事務所

紀太 隆太郎 065-0022 札幌市東区北22条東2丁目2-8

㈱北工房

栃木 渡

060-0001 札幌市中央区北1条西15丁目1番3号 大通ハイム409号 011-622-7111

011-622-7125

㈱北日本技術コンサル

宮田 泰輔

062-0922 札幌市豊平区中の島2条3丁目1番3号

011-821-9311

011-821-9322

北日本港湾コンサルタント㈱

上原 泰正

060-0052 札幌市中央区南2条東2丁目8番地1

011-281-9111

011-251-8600

http://white_sapporo.sakura.ne.jp/

㈱KITABA

神長 敬

060-0041 札幌市中央区大通東3丁目1番地 倉沢ビル3F

011-522-5070

011-522-5870

http://www.kitaba.co.jp

㈱ぎょれん設計センター

田元 仁司

060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目1番地

011-281-8509

011-290-1038

㈱共伸設備設計事務所

山田 修

060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番10号

011-211-5081

011-211-5082

くうかんの森プランニング

川瀬 かおり

005-0022 札幌市南区真駒内柏丘5丁目9番17号

011-581-6627

011-581-6628

㈱久米設計札幌支社

藤沢 進

060-0003 札幌市中央区北3条西4丁目1番地1 日本生命札幌ビル 011-241-4791

011-241-4788

㈲くら

杉村 智章

064-0915 札幌市中央区南15条西13丁目2-27

011-215-0821

050-1016-8971

㈱クライメックス

西濱 克也

060-0063 札幌市中央区南3条西8丁目7番地

011-222-8011

011-222-3616

㈱栗林商会１級建築士事務所

栗林 和徳

060-0003 札幌市中央区北3条西12丁目2番地4

011-221-8522

011-271-8767

㈱グロー建築士事務所

小倉 圭

063-0035 札幌市西区西野5条2丁目12番11号

011-669-8787

011-669-8788

㈱クワザワ工業

芝山 好一

003-8511 札幌市白石区中央2条7丁目1番36号

011-863-6222

011-862-1940

㈲計画工房

村山 雄二

065-0012 札幌市東区北12条東7丁目1-1 ワコービル5F

011-711-0839

011-711-0852

㈱ケイ立身設計

立身 賢司

060-0806 札幌市北区北6条西6丁目2番地11 第3山崎ビル2階3号 011-738-3111

011-738-3112

恵和建築設計事務所

山本 明惠

064-0811 札幌市中央区南11条西8丁目2番48号

011-562-0521

011-552-7481

㈱Ｋ．Ｋ．Ａ．

神尾 啓介

060-0054 札幌市中央区南4条東2丁目12-3 川村ビル4階

011-211-1831

011-211-1832

㈱建設コンサルタント

笠原 成悟

001-0013 札幌市北区北13条西4丁目1番6号 建設コンサルビル3階 011-737-1111

011-737-2110

㈱建築工房

北川 隆雄

060-0042 札幌市中央区大通西15丁目2番地8

011-631-1800

011-631-4800

㈱建築工房R

佐藤 秀明

004-0013 札幌市厚別区もみじ台西7丁目4番19号

011-809-2557

011-809-2558

ケント・ハウス㈱

藤本 忠宏

060-0809 札幌市北区北9条西4丁目18番地1

011-746-5545

011-746-4735

㈱コア･プランニング設計事務所

佐々木 堅一 063-0861 札幌市西区八軒1条東1丁目5番13-306号

011-623-5125

011-623-5126

㈲剛建築工房

村山 剛一

063-0035 札幌市西区西野5条9丁目2番16号

011-666-1000

011-666-1316

㈱工営舎

大関 範之

003-0827 札幌市白石区菊水元町7条2丁目9番16号

011-873-7141

011-873-8455

㈱構建設計事務所

林 甲多

060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目1番地 緑苑ビル3階

011-219-2332

011-200-4531

㈱構造･デザイン設計

佐々木 靜男 060-0061 札幌市中央区南1条西15丁目1番地 パレみやざき

011-641-7792

011-641-7876

㈲工房ハンズ

柏原 茂

067-0024 江別市朝日町26番3-2

011-391-7200

011-391-7205

㈱コーキー

藤田 幸樹

007-0813 札幌市東区東苗穂13条1丁目5番30号

011-791-8810

011-791-8810

Ｃｏｚｙ Ｓｐａｃｅ Ｂｏｏｓｔｅｒｓ一級建築士事務所 河村 直記

004-0866 札幌市清田区北野6条2丁目6-1

011-555-1578

小坂裕幸建築設計事務所

小坂 裕幸

063-0012 札幌市西区福井9丁目3-41

011-666-8004

011-666-8004

㈱越山建築設計事務所

越山 仁志

001-0901 札幌市北区新琴似1条10丁目8番22号

011-764-4781

011-764-3167

コスモ建設㈱

高山 壽雄

062-0020 札幌市豊平区月寒中央通2丁目1番19号

011-857-6785

011-857-6775

㈱コダマ設計事務所

竹本 博志

060-0061 札幌市中央区南1条西8丁目14番地 札幌第2スカイビル6階 011-221-5277

011-271-5477

㈱小西建築工房

小西 永高

004-0872 札幌市清田区平岡2条6丁目4番30号

011-884-8213

メールアドレス
giken-sekkei@ceres.ocn.ne.jp

090-8429-5123 011-743-7265

011-884-8211
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info@kitaba.co.jp
h-tamoto@gyoren.or.jp

http://www.kukannomori.com

m.kukan8859@email.plala.or.jp

http://www.glow-co.jp

i-glow@muse.ocn.ne.jp

http://www.k-k-a.co.jp

http://www.kent-inc.co.jp

http://www.kouken-s.co.jp/

http://koni-k.com/

info@k-k-a.co.jp

（１）会員アドレス帳（ホームページ入り）札幌支部
支部

名称

代表者又は開設者

郵便番号

所在地

TEL

2018/1/5
FAX

ＨＰアドレス

メールアドレス

㈱小林プランニング

金田 敏雄

067-0051 江別市工栄町3番地5

011-383-3217

011-385-3362

㈱コムズ

飛鳥 哲也

063-0005 札幌市西区山の手5条1丁目1番23号

011-640-7070

011-640-7060

近匠一級建築士事務所

近正 俊幸

064-0811 札幌市中央区南11条西1丁目5番16号

011-511-3611

011-511-3612

㈱コンステック札幌支店

中村 洋行

060-0063 札幌市中央区南3条西10丁目1001-5 福山南三条ビル8階 011-261-7439

011-261-7452

札幌支部さ行 ㈲佐伯建築設計事務所

佐伯 文男

001-0011 札幌市北区北11条西4丁目1番6-302号

011-299-5180

011-299-5181

㈱さがら設計事務所

相良 孝一

060-0013 札幌市中央区北13条西15丁目5番28号

011-756-2288

011-756-2289

佐々木建築計画事務所

佐々木 勲

001-0027 札幌市北区北27条西5丁目1-28 エフテービル1F

011-708-1755

011-708-1756

http://www.medicallife.org/

i.sasaki@dance.ocn.ne.jp

札建工業㈱

一條 昌幸

060-0807 札幌市北区北7条西6丁目2番地34

011-737-1144

011-737-2230

http://www.sakken.kogyo.jp/

k-hatake@sakken.co.jp

札幌インスペクション㈱

二口 滋啓

007-0870 札幌市東区伏古10条3丁目10番14号

011-788-1000

011-788-1100

http://www.si-c.com/

㈱札幌企画設計

山田 昌幸

001-0018 札幌市北区北18条西4丁目21番地

011-746-7373

011-746-7694

㈱札幌日総建

渡辺 順治

060-0061 札幌市中央区南1条西8丁目1番地

011-231-4181

011-231-4182

㈱札幌工業検査

兼平 久

060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目6番地 大通バスセンタービル2号館9F 011-887-6585

011-222-7855

㈱札幌構造設計事務所

山城 達男

060-0041 札幌市中央区大通東3丁目4番地 大和ビル3F

011-221-4971

011-222-4117

札幌東急リフォーム㈱

原田 寛

003-0001 札幌市白石区東札幌1条1丁目1番8号

011-816-1090

011-886-8109

㈱佐藤建築設計事務所

佐藤 彰

069-0835 江別市文京台南町42番地4

011-807-9114

011-807-9124

㈱サムシステム

二瓶 誠一

060-0061 札幌市中央区南1条西8丁目1番地

011-231-4183

011-231-4182

三輝工業㈱

鈴木 明彦

007-0848 札幌市東区北48条東10丁目2番1号

011-711-5411

011-711-5666

㈲三庄工務店建築士事務所

本庄 八郎

006-0812 札幌市手稲区前田2条9丁目6番15号

011-684-6888

011-684-7664

㈱サンﾝ設計事務所

吉岡 潤三

065-0033 札幌市東区北33条東6丁目2番28号

011-753-1622

011-742-1888

㈱サンナプラン

杉山 英樹

003-0804 札幌市白石区菊水4条3丁目2番40号 サンエスビル2F

011-815-9212

011-815-3452

㈱サンライト

瀨口 健一

003-0804 札幌市白石区菊水4条1丁目3番1号

011-812-5711

CSA(同)

山木 優敬

063-0841 札幌市西区八軒1条西3丁目1-1 コトニイロム205

㈲シーエム・アール

神田 勇一

006-0031 札幌市手稲区稲穂1条7丁目9番5号

シーテックエンジニアリング㈱

konsho@lily.ocn.ne.jp
https://www.constec.co.jp

skozo@crocus.ocn.ne.jp
http://www.s-tokyu-rf.jp

info@s-tokyu-rf.jp

http://www.sun-kk.com/

info@sun-kk.jp

011-812-5722

http://www.sunlight-web.com

info@sunlight-web.com

011-688-7071

011-300-3601

http://www.csa-inc.co

011-694-9028

011-676-7032

白山 誠

064-0809 札幌市中央区南9条西4丁目10番地 韓国文化会館ビル6階 011-563-4400

011-563-4401

㈱ＣＩＴＹ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ

渡邊 裕司

063-0002 札幌市西区山の手2条12丁目11番38号

011-676-7100

011-676-7101

㈲芝木設計

芝木 千代

063-0062 札幌市西区西町南17丁目2番45号

011-665-3252

011-665-9348

㈱澁谷建築研究所

澁谷 一昭

060-0002 札幌市中央区北2条西3丁目1番地 タケサトビル6階602号室 011-271-8330

011-271-8331

島田建築設計事務所

島田 宗清

004-0805 札幌市清田区里塚緑ヶ丘8丁目4番7号

011-807-5541

011-807-5541

清水建設㈱北海道支店一級建築士事務所 井上 和幸

060-8617 札幌市中央区北1条西2丁目1番地 札幌時計台ビル

011-214-3486

011-221-6599

㈲ジャム建築

田中 伸顯

060-0001 札幌市中央区北1条西7丁目1番地 広井ビル2F

011-218-1720

011-218-1721

(一財)住宅改良開発公社札幌支社

塩島 高雄

060-0002 札幌市中央区北2条西3丁目1番8号 朝日生命ビル3階

011-221-6717

011-221-7200

㈱じょうてつ

原田 寛

003-0001 札幌市白石区東札幌1条1丁目1番8号

011-814-0111

011-832-2234

㈱白樺設計

蒔田 淳一

060-0061 札幌市中央区南1条西17丁目1番地18 白樺ビル

011-644-4936

011-644-4956

㈱白須建築事務所

白須 義正

064-0952 札幌市中央区宮の森2条9丁目4番31号

011-642-6288

011-642-6290

㈱シン技術コンサル

志村 一夫

003-0021 札幌市白石区栄通2丁目8番30号

011-859-2600

011-859-2613

http://www.shin-eng.co.jp

新太平洋建設㈱

飛田 周二

060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目2番地1

011-200-6000

011-200-6005

http://www.shintaiheiyoh.co.jp
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sanna@sapporo.email.ne.jp

https://www.shimz.co.jp/

http://www.kairyoukousha.or.jp/

kairyoukousya@gmail.com

eigyoh@shintaiheiyoh.co.jp

（１）会員アドレス帳（ホームページ入り）札幌支部
支部

名称

代表者又は開設者

郵便番号

所在地

TEL

2018/1/5
FAX

ＨＰアドレス

メールアドレス

新宅新興建設㈱

藤井 一男

001-0025 札幌市北区北25条西16丁目5番32号

011-716-3234

011-716-6285

一級建築士事務所㈱新中央設計札幌

長内 偉之

064-0822 札幌市中央区北2条西20丁目1番24号

011-633-2235

011-642-2759

菅原建築設計

菅原 武志

002-0861 札幌市北区屯田11条3丁目5-14

011-299-5061

011-773-9698

㈱スカイ・サイト

今村 勝

064-0912 札幌市中央区南12条西18丁目3番1号

011-512-8114

011-512-9560

㈱スギテック建築士事務所

小杉 康壽

062-0905 札幌市豊平区豊平5条3丁目2番26号

011-817-7180

011-817-7181

㈱すけみつ

助光 重宣

003-0806 札幌市白石区菊水6条4丁目2番20号

011-812-0778

011-815-0575

鈴木建築設計

鈴木 啓介

065-0023 札幌市東区北23条東12丁目2-18 プラセール203号室

011-594-8203

011-594-8204

㈱鈴木東建

鈴木 寛

063-0829 札幌市西区発寒9条10丁目2番10号

011-669-8100

011-669-6363

㈱鈴建ホーム

鈴木 壽巳

063-0803 札幌市西区二十四軒3条6丁目1番8号

011-614-5911

011-614-5912

㈱スター・ウェッジ

横田 知朗

064-0809 札幌市中央区南9条西20丁目1番37号

011-522-9484

011-522-9854

㈲スターマンプロジェクト

高橋 宏弥

064-0802 札幌市中央区南2条西25丁目1番2号

011-615-2900

011-615-2911

㈲スタジオ未来

佐々木 義則 062-0932 札幌市豊平区平岸2条5丁目1番5号

011-824-9167

020-4669-9984

㈱住まいのクワザワ

橋本 紀昌

004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条3丁目1番27号

011-890-8111

011-890-8110

㈲住まいのユウケン

岡野 峰生

007-0850 札幌市東区北50条東7丁目7-8 第2北舗ビル1F

011-743-6262

011-743-6405

スミタスデザインスタジオ㈱

渡辺 仁基

064-0953 札幌市中央区宮の森3条1丁目4番1号

011-676-3781

011-622-4865

㈱制作設計

木村 良雄

060-0062 札幌市中央区南2条西8丁目3-1 DAIKOビル5F

011-271-5331

011-271-7541

http://www.seisakusekkei.com

info@seisaku.co.jp

㈱セキサン

清水 敏行

060-0041 札幌市中央区大通東8丁目1 アイワビル

011-221-3344

011-221-5242

http://sekisan-cost.jp/

info-sapporo@sekisan-cost.co.jp

㈲設計工房・イング

犬飼 秀基

063-0061 札幌市西区西町北7丁目4番14号 リーバ・デル・マーレ2階Ｄ 011-665-0055

011-665-9555

㈱綜企画設計札幌支店

原 澄雄

003-0029 札幌市白石区平和通3丁目北3番3号

011-867-2700

011-867-2701

㈱創建社

森下 京佐

060-0061 札幌市中央区南1条西10丁目3番地 （南一条道銀ビル） 011-271-2271

011-271-2275

http://www.so-kensya.co.jp

soumu@so-kensya.co.jp

㈱総建装

川上 吉幸

006-0015 札幌市手稲区富丘5条3丁目1番71号

011-684-8355

011-684-8354

㈱創建築設計

吉田 三千代 003-0025 札幌市白石区本郷通8丁目北8-17

011-868-7315

011-868-7611

㈱総合開発設計

川幡 宏一

001-0018 札幌市北区北18条西3丁目2番18号

011-709-8230

011-709-8237

㈱総合プランニングセンター

上松 準二

065-0015 札幌市東区北15条東1丁目1番28号

011-721-0940

011-742-3091

http://w3.alpha-web.ne.jp/~gpc

gpc@mx3.alpha-web.ne.jp

http://www.taisei.co.jp

t-arch06@pub.taisei.co.jp

札幌支部た行 第一工営㈱一級建築士事務所

太田 隆

063-0829 札幌市西区発寒9条10丁目2番39号

011-661-7880

011-661-7874

㈱大栄建築設計事務所

田中 啓樹

066-0062 千歳市千代田町6丁目20番地 第12ふじやビル

0123-24-2782

0123-24-3925

㈱大建設計札幌事務所

平岡 省吉

060-0807 札幌市北区北7条西7丁目1番地30号 ＲＩＣＨ7・7ＢＬＤＧ 6階 011-756-6800

011-756-6801

ダイシン設計㈱

村口 明

060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目1番地23

011-222-2325

011-222-9103

大地２１設計舎

蝦名 幸一

007-0811 札幌市東区東苗穂11条3丁目15-15

090-3772-0896 011-790-1117

大和ハウス工業㈱北海道支社一級建築士事務所

三原 康展

065-8550 札幌市東区北6条東8丁目1番10号

011-750-3111

011-750-3129

大和ハウスリフォーム㈱札幌一級建築士事務所

村井 勝行

065-8550 札幌市東区北6条東8丁目1番10号

011-750-3118

011-750-3139

大和ﾘｰｽ㈱札幌支店

森田 俊作

007-0842 札幌市東区北42条東17丁目6番12号

011-786-5141

011-786-5179

㈱秦進建設建築設計事務所

戸井 宣夫

060-0032 札幌市中央区北2条東2丁目1番地16

011-223-7601

011-223-7607

大成建設㈱札幌支店一級建築士事務所 村田 誉之

060-0061 札幌市中央区南1条西1丁目4番地 大成札幌ビル

011-241-1206

011-232-5086

大平洋建業㈱

佐藤 芳郎

062-0034 札幌市豊平区西岡4条14丁目482番地

011-584-3071

011-584-3072

太平洋興発㈱札幌支店

板垣 好紀

060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目2-1 太平洋興発ビル

011-251-1201

011-231-1289
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info@skysite.co.jp
http://sugitech.jp/

info@sugitech.jp

http://www.sumaino-kuwazawa.co.jp/

http://www.taiheiyo.net
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㈱大洋建築設計

村上 豊

060-0061 札幌市中央区南1条西13丁目4番地 リハウスビル

011-271-0540

011-271-0541

平構造設計事務所

平 雅巳

065-0016 札幌市東区北16条東15丁目2-20 プロシード環状通東

011-748-5736

011-748-5736

㈱高岡建築設計事務所

瀬尾 寛美

060-0004 札幌市中央区北4条西6丁目1番地の3

011-231-5421

011-231-5497

㈱高木設計事務所

髙木 晃

060-0807 札幌市北区北7条西2丁目6番地 37山京ビル511

011-707-3222

011-206-3223

㈱髙田建築設計事務所

髙田 義己

002-8074 札幌市北区あいの里4条9丁目1番1号

011-778-0063

011-778-0062

竹内建設㈱

竹内 哲也

062-0051 札幌市豊平区月寒東1条18丁目1番35号

011-851-2430

011-851-2642

武ダ技建創㈱一級建築士事務所

武田 幹郎

003-0012 札幌市白石区中央2条1丁目6番15号

011-842-8888

011-842-8880

武田建設工業㈱

武田 司

ＨＰアドレス

http://www.takadasekkei.com

http://www.takeda-gikensou.co.jp/

info@takeda-gikensou.co.jp

http://www.tks-xapporp.com

info@tks-sapporo.com

067-0002 江別市緑町西1丁目114番地 タケダビル1F

011-382-2022

011-385-1777

㈱竹中工務店北海道一級建築士事務所 宮下 正裕

060-0042 札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル

011-261-2261

011-232-8712

㈱竹原鉄工所

竹原 巖

070-0880 札幌市東区丘珠町93番地

011-781-2671

011-781-2673

立樹設計プロジェクト

渋川 直樹

001-0018 札幌市北区北18条西6丁目3番3号

011-707-8800

011-887-9395

㈱田中組一級建築士事務所

松村 敏文

060-0006 札幌市中央区北6条西17丁目17番地の5

011-611-3331

011-641-3663

㈱田中建築設備事務所

田中 昌己

060-0061 札幌市中央区南1条西7丁目20番1号 札幌スカイビル

011-221-1262

011-221-1276

棚田構造設計室

棚田 郁

007-0872 札幌市東区伏古12条5丁目4番32号

011-768-7343

011-768-8303

㈱田辺構造設計

田邊 勝昭

065-0019 札幌市東区北19条東8丁目5番11号

011-742-5675

011-742-5669

ﾁｶﾗ総合設計㈱

岩本 隆志

064-0952 札幌市中央区宮の森2条4丁目1番15号 501

011-643-6551

011-643-6567

㈱中央都市設計事務所

鈴木 正行

063-0052 札幌市西区宮の沢2条2丁目9番8号

011-667-8871

011-667-8872

㈱通電技術

三野 仁

003-0029 札幌市白石区平和通2丁目北11番20号

011-863-0921

011-863-0935

http://www.tsuudengijutsu.jp/

塚田設備管理㈱

木村 清美

063-0801 札幌市西区二十四軒1条5丁目1番

011-644-1381

011-644-1833

http://www.tukada.co.jp/

土筆房

山本 哲実

064-0924 札幌市中央区南24条西12丁目5番6号

011-551-3359

011-551-3022

辻野建設工業㈱

辻野 浩

061-0224 石狩郡当別町末広380番地

0133-23-2408

0133-23-3591

㈱翼工務

藤田 英虎

063-0033 札幌市西区西野3条10丁目10番15号

011-663-5303

011-663-5308

㈱鶴岡設計工房

鶴岡 重彦

063-0005 札幌市西区山の手5条10丁目2番15号

011-616-6323

011-616-6325

㈱ティ･エー･シー構造設計

鈴木 ひとみ

064-0809 札幌市中央区南9条西6丁目1番36号

011-530-5611

011-530-5612

㈱D設計

木下 紳

064-0821 札幌市中央区北1条西21丁目3-32 第71藤栄ビル

011-640-7718

011-640-7719

㈲Ｔ工房

寺嶌 司

063-0811 札幌市西区琴似1条6丁目1番26号

011-299-3380

011-299-3381

㈱テー･シー･環境開発コンサルタント

辻 忠和

060-0042 札幌市中央区大通西12丁目4番地78 ウエスト12

011-222-1818

011-221-6091

㈱テーアンドエヌ北海道設計事務所

多田 康郎

065-0023 札幌市東区北23条東5丁目4番5号

011-753-1133

011-753-1166

㈱DESIGN FIELD

神田 雅章

064-0806 札幌市中央区南6条西11丁目1284番地19

011-826-5271

011-531-1088

㈱デザインセンター

竹中 志元

062-0903 札幌市豊平区豊平3条2丁目4番8号

011-811-0800

011-811-1117

㈱手島設計事務所

手島 正博

005-0832 札幌市南区北ノ沢1丁目5番26号

011-572-0155

011-578-2168

㈱鉄川建築設計事務所

鉄川 大

060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目1番地 上山ビル

011-271-2715

011-271-3939

㈲道建築設計

加登 靖彦

060-0009 札幌市中央区北9条西19丁目

011-616-1191

011-616-1192

㈲道農測量センター

久保田 昭夫 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目6番30号

011-820-6877

011-820-6878

東京美装北海道㈱一級建築士事務所

小野 宏道

060-0002 札幌市中央区北2条西4丁目1番地 札幌三井JPビルディング 011-251-1291

011-231-4405

㈱東伸建築設計

八巻 兼三

060-0062 札幌市中央区南2条西7丁目8番地2 南2条ビル2階

011-280-2758
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011-222-4558

メールアドレス

tanadakozo@dream-jp.com

http://chikara-design.sakura.ne.jp

chikara@coral.ocn.ne.jp

info@tukada.co.jp

kinosita.dda@xrj.biglobe.ne.jp
http://www.t-ko-bo.co.jp

http://www.d-center.jp

info@t-ko-bo.co.jp

info@d-center.jp

kubota@dounou.co.jp
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支部
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郵便番号

所在地
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㈲トゥラストハウス

後藤 利男

003-0864 札幌市白石区川下4条5丁目3番26号

011-874-7391

011-874-7392

㈱ドーコン

佐藤 謙二

004-8585 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4番1号

011-801-1511

011-801-1551

トーリツ㈱建築設計事務所

田中 利昭

007-0843 札幌市東区北43条東16丁目1番8号

011-783-2457

011-783-2524

㈱ドコモCS北海道

坪内 恒治

060-0001 札幌市中央区北1条西14丁目6番地 ドコモ北海道ビル

011-252-6753

011-272-6311

㈱都市設計研究所

松田 眞人

060-0051 札幌市中央区南1条東3丁目10番地1

011-261-8611

011-241-2486

戸田建設㈱札幌支店一級建築士事務所 今井 雅則

060-8535 札幌市中央区北3条東2丁目2番地

011-231-9211

011-222-3890

㈱ドルフ企画設計

村中 仁

060-0042 札幌市中央区大通西11丁目4番地22

011-271-1105

011-271-1107

札幌支部な行 ＮＡＯ建築設計

ＨＰアドレス

メールアドレス

https://www.docon.jp/

http://www.phoenix-c.or.jp/~toshi-69/

matsuda@px-c.net

http://nakajima-sekkei.com

m.nakajima@nakajima-sekkei.com

古館 尚広

064-0806 札幌市中央区南6条西8丁目3番地

011-777-2609

(同)永田大建築設計事務所

永田 大

061-1106 北広島市西の里南2丁目10-5

011-376-0245

011-376-0166

中井聖建設㈱1級建築士事務所

中井 靖

003-0023 札幌市白石区南郷通3丁目北1番1号

011-861-6241

011-865-3774

(同)中澤総合設計事務所

中澤 完治

006-0817 札幌市手稲区前田7条10丁目9番23号

011-695-4600

011-699-1807

㈲中島建築設計事務所

中島 正晴

003-0028 札幌市白石区平和通8丁目南3番6号

011-861-3360

011-864-7830

㈱中島設計コンサルタント

中島 勉

003-0023 札幌市白石区南郷通14丁目北1番4号

011-827-9466

011-827-9467

nakacorp@tky2.3web.ne.jp

㈲中薮建築工房

中薮 則喜

060-0042 札幌市中央区大通西8丁目2番地38 ストーク大通ビル

011-272-5999

011-272-6004

nas@poppy.ocn.ne.jp

㈱中山組

中山 茂

065-8610 札幌市東区北19条東1丁目1番1号

011-741-7111

011-741-7358

㈱中山設計事務所

藤原 昇悟

060-0061 札幌市中央区南1条西7丁目12番地

011-241-5188

011-271-3354

㈲奈良建築環境設計室

奈良 謙伸

001-0903 札幌市北区新琴似3条9丁目3-10

011-762-9510

011-762-9550

http://www.nara-sapporo.net

ナラサキ産業㈱北海道支社

濱谷 裕

060-0001 札幌市中央区北1条西7丁目 プレスト1.7ビル

011-271-5271

011-221-1664

http://narasaki.co.jp/

㈱ニーイチ建築研究所

髙橋 孝幸

065-0008 札幌市東区北8条東12丁目4番16号

011-731-0253

011-741-6460

㈱西澤建築設計事務所

西澤 健二

001-0023 札幌市北区北23条西4丁目2番37-901号

011-729-8524

011-729-8520

㈱西塚構造事務所

西塚 壯市

060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3番地27 第三古久根ビル

011-272-5421

011-272-5410

㈱西村建築設計事務所

西村 元

060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地

011-231-6303

011-281-3984

㈱日建社

田村 邦夫

060-0061 札幌市中央区南1条西8丁目4番地1 T・G札幌ビル7F

011-271-2585

011-261-6208

㈱日新工業一級建築士事務所

渡部 正博

060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目1番地1

011-219-3311

011-219-3313

㈱ニッショウ

松原 章

063-0866 札幌市西区八軒6条東5丁目1-1 栄和ハイツ1階

011-708-1136

011-708-1137

㈱日水コン北海道支所

野村 喜一

060-0003 札幌市中央区北3条西1丁目1番地 （サンメモリア）

011-281-2408

011-281-2410

日通不動産㈱札幌支店

後藤 康弘

060-0003 札幌市中央区北3条西16丁目1番地9

011-633-0038

011-633-0039

㈱日天一級建築士事務所

藤井 兼蔵

007-0835 札幌市東区北35条東23丁目5番10号

011-787-2675

011-787-2676

㈱ニヘイ

平光 健

063-0051 札幌市西区宮の沢1条1丁目1番30号

011-668-1280

011-669-5310

http://nishizuka-kozo.co.jp/

nishizuka@nishizuka-kozo.co.jp

http://www.nikkensha.co.jp/page02.html

mail@nikkensha.co.jp

http://www.nissuicon.co.jp

http://www.nihei.co.jp

nhi_info@sfc.co.jp

https://nihongiken.jp

sapporo@nihongiken.jp

一級建築士事務所㈱日本設計札幌支社 千鳥 義典

060-0001 札幌市中央区北1条西5丁目2番地9号 北一条三井ビル 050-3139-7200 011-221-1243

日本仮設(株)

菊原 歩

063-0836 札幌市西区発寒16条14丁目6番50号

011-662-2611

011-662-2501

㈱日本技建

佐藤 文彦

060-0061 札幌市中央区南1条西16丁目1番地285

011-631-2575

011-643-7280

日本グランデ㈱一級建築士事務所

平野 雅博

060-0042 札幌市中央区大通西5丁目1番地1

011-210-0073

011-210-0081

日本クリエート㈱

西田 武

003-0813 札幌市白石区菊水上町3条2丁目52番地

011-822-2222

011-832-1852

日本建設(株)札幌支店一級建築士事務所 日野 直行

060-0042 札幌市中央区大通西11丁目4番地 大通藤井ビル4F

011-261-9266

011-241-0541

http://www.nihonkensetsu.co.jp

㈱日本工房

060-0001 札幌市中央区北1条西7丁目3番地

011-281-3406

011-281-3688

http://www.nihonkobo.co.jp

澤田 貞和
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nara@sapporo.email.ne.jp

info@nc-sign.co.jp

nkobo@rose.ocn.ne.jp

（１）会員アドレス帳（ホームページ入り）札幌支部
支部

名称

代表者又は開設者

郵便番号

所在地

TEL

2018/1/5
FAX

ＨＰアドレス

メールアドレス

日本デ－ターサービス㈱

石原 知樹

065-0016 札幌市東区北16条東19丁目1番14号

011-780-1111

011-780-1123

http://www.ndsinc.co.jp

m-shigenaga@ndsinc.co.jp

日本都市設計㈱

武部 幸紀

064-0809 札幌市中央区南9条西6丁目 第三豊水ビル

011-513-0711

011-513-0720

http://www.nihontoshi.co.jp

sapporo@nihontoshi.co.jp

001-0010 札幌市北区北10条西4丁目1番地

011-736-1100

011-736-1114
http://www.japanpost.jp

efuemutantou.hokkaidou.fl@jp-holdings.jp

http://www.hns-web.jp

hns1@diary.ocn.ne.jp

㈱日本防災技術センター一級建築士事務所 指川 司
日本郵政㈱北海道施設センター一級建築士事務所

長門 正貢

060-8797 札幌市中央区北2条西4丁目3

011-214-4458

011-214-4461

㈲丹羽工務店

丹羽 肇

002-0853 札幌市北区屯田3条3丁目1番15号

011-772-6944

011-772-6947

㈱NERC一級建築士事務所

大友 詔雄

060-0004 札幌市中央区北4条西16丁目1番地

011-644-7330

011-644-7335

㈱ノア建築設計事務所

石田 修

001-0021 札幌市北区北21条西4丁目2番20号

011-716-2967

011-716-1354

㈱農土コンサル

堀井 健次

060-0807 札幌市北区北7条西6丁目2番地5

011-747-7321

011-758-5491

㈱ノース建築設計

菊地 義紀

060-0062 札幌市中央区南2条西7丁目4番地1 第7松井ビル8F

011-211-1663

011-211-1665

札幌支部は行 ㈲ハース設計一級建築士事務所

宮房 晋矢

004-0862 札幌市清田区北野2条2丁目24番31号

011-886-1707

011-886-0016

㈱はぁとふるホーム

和泉 信幸

006-0805 札幌市手稲区新発寒5条5丁目2番3号

011-684-8883

011-684-2470

㈱ハウ計画設計

山崎 正朝

060-0004 札幌市中央区北4条西13丁目1番地2

011-251-3377

011-251-3388

㈱ハウンジング光陽

吉田 健太郎 001-0905 札幌市北区新琴似5条7丁目7番16号

011-764-7660

011-764-6877

はせがわ建築設計

長谷川 新一 005-0022 札幌市南区真駒内柏丘2丁目2番8号

011-584-5158

011-584-5158

㈱パルテクノ一級建築士事務所

村岡 達志

060-0010 札幌市中央区北10条西24丁目3番地

011-558-6539

011-615-6529

はるす工房

高杉 昇

061-3201 石狩市花川南1条5丁目106番地

0133-73-4346

0133-73-4340

㈱ハル･デザイン研究所

神出 晴夫

066-0034 千歳市富丘4丁目1番19号

0123-27-6418

0123-27-4366

㈱ビープラン

馬場 雄司

060-0061 札幌市中央区南1条西6丁目21番地1 センチュリーヒルズ4階 011-208-2233

011-208-2234

㈱ビーゴーイング

鈴木 吉嗣

060-0005 札幌市中央区北5条西10丁目5番1号

011-222-1225

011-231-3078

東日本設計(株)一級建築士事務所

石川 孝二

064-0820 札幌市中央区大通西25丁目4番18号

011-641-8600

011-641-6611

ヒココニシアーキテクチュア㈱

小西 彦仁

064-0943 札幌市中央区界川1丁目5番6号

011-512-7678

011-512-7685

㈱聖建築設計

中島 聖麿

003-0832 札幌市白石区北郷2条4丁目2番17号

011-826-6623

011-826-6625

桧山建設綜業㈱

檜山 美紀子 007-0843 札幌市東区北43条東18丁目3番5号

011-784-8133

011-784-8130

平松設計室一級建築士事務所

平松 章男

062-0003 札幌市豊平区美園3条1丁目1番1-502号

011-831-9774

011-831-9774

㈱ファウンド

土田 晃嘉

060-0061 札幌市中央区南1条西5丁目14番地1 札幌証券取引所ビル 011-215-1131

011-215-1132

福島建設工業㈱

西谷 吉人

003-0021 札幌市白石区栄通11丁目5番8号

011-852-2201

011-852-5792

http://www.fukushima-k.co.jp

t-nishiya@fukushima-kk.com

フクタカ工業㈱一級建築士事務所

小仲 秀俊

062-0032 札幌市豊平区西岡2条1丁目1番46号

011-856-4622

011-856-0130

http://www.fukutaka.co.jp/

info@fukutaka.co.jp

㈱福本構造設計

福本 雅之

060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目 第2カミヤマビル

011-221-3303

011-232-0003

㈱藤井工務店一級建築士事務所

藤井 公人

001-0907 札幌市北区新琴似7条17丁目4番3号

011-768-2223

011-768-6665

㈱フジタ札幌支店一級建築士事務所

奥村 洋治

060-0004 札幌市中央区北4条西3丁1番地 交洋駅前ビル9階

011-251-6151

011-272-0430

藤和建業㈱

遠藤 稔

062-0009 札幌市豊平区美園9条6丁目3-13

011-823-6550

011-823-6837

㈱二葉設計事務所

小倉 治郎

060-0062 札幌市中央区南2条西19丁目 ヴィルヌーブ円山202

011-213-7542

011-213-7543

㈱舟木建築設計

舟木 克実

001-0923 札幌市北区新川3条4丁目6番20号

011-788-3640

011-788-3641

㈱プリムラホーム

千葉 聡

062-0935 札幌市豊平区平岸5条6丁目1番25号

011-832-8558

011-832-8448

㈱古田設計事務所

遠藤 重紀

063-0825 札幌市西区発寒5条3丁目1番18号 ピュアヌーヴ102

011-666-7205

011-666-7208

ブレイン㈱

坂本 茂敏

066-0076 千歳市あずさ3丁目12番4号

0123-25-6630

0123-25-6631
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hmar@ruby.ocn.ne.jp

hiramatsu-arc@car.ocn.ne.jp

（１）会員アドレス帳（ホームページ入り）札幌支部
支部
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代表者又は開設者

郵便番号

所在地

TEL

2018/1/5
FAX

㈱プレステージ住宅建築設計事務所

倉本 仁司

004-0873 札幌市清田区平岡3条3丁目27-10-202

011-884-0011

011-884-0011

豊和建設一級建築士設計事務所

島田 覚

062-0007 札幌市豊平区美園7条2丁目3番6号 豊和ビル内

011-811-2251

011-811-2258

㈱ホーム企画センター

青木 雅典

001-0038 札幌市北区北38条西2丁目1番26号

011-756-4818

011-756-5412

㈱北欧大和建設

猪村 和大

ＨＰアドレス

メールアドレス

006-0031 札幌市手稲区稲穂1条7丁目5-8

011-684-8210

011-681-7623

北匠エンジニアリング㈱一級建築士事務所 萩原 勇

060-0055 札幌市中央区南5条東1丁目5-1 エシール南5条305号

011-520-2305

011-520-2315

㈱ホクスイ設計コンサル

高野 義昭

060-0806 札幌市北区北6条西9丁目2番地

011-737-6232

011-708-5286

㈱北星一級建築士事務所

小田島 誠

064-0914 札幌市中央区南14条西6丁目3番15号

011-533-7471

011-533-7617

㈱ホクセイ・ホーム

高橋 秀明

066-0017 千歳市日の出5丁目8番1号

0123-22-8882

0123-22-8885

㈱北総研

中山 輝善

060-0001 札幌市中央区北1条西16丁目1番地5

011-621-4567

011-513-2370

㈱ホクテイ建築事務所

庄司 雅美

064-0804 札幌市中央区南4条西13丁目2番25-1006号

011-520-1287

011-520-1286

北電興業㈱

恩村 裕之

060-0031 札幌市中央区北1条東3丁目1番地1

011-261-1480

011-232-7726

http://www.hokudenkogyo.co.jp

北電総合設計㈱

古谷 惠一

060-0031 札幌市中央区北1条東3丁目1番地1 北電興業ビル

011-222-4420

011-222-4426

http://www.hokuss.co.jp/

k-fuzita@hokuss.co.jp

北斗工機㈱

工藤 博司

063-0870 札幌市西区八軒10条東4丁目3番10号

011-747-5355

011-747-0444

㈱北農設計センター

岡﨑 紀昭

060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル17階

011-241-0577

011-222-1685

㈱北洋設備設計事務所

武井 正

060-0042 札幌市中央区大通西18丁目1番地の9

011-641-5160

011-611-5875

北菱産業埠頭 ㈱

漆崎 雅晴

001-0022 札幌市北区北22条西5丁目2番30号 北菱ビル

011-746-6160

011-746-5210

㈲北嶺建設一級建築士事務所

村松 克己

004-0812 札幌市清田区美しが丘2条2丁目4番11号

011-889-2833

011-889-2834

㈱ホクレン協同サービス

伊藤 一郎

060-0806 札幌市北区北6条西1丁目3番地9

011-709-4649

011-707-4936

ホクレン農業協同組合連合会

内田 和幸

060-8651 札幌市中央区北4条西1丁目3番地

011-232-6165

011-232-4439

㈱補償セミナリー

中野 芳

005-0805 札幌市南区川沿5条2丁目1番32号

011-571-5688

011-572-1711

http://www.ho-seminary.jp/

info@ho-seminary.jp

北海建設 ㈱

山本 壮一

060-0063 札幌市中央区南3条西5丁目1番地1

011-280-1306

011-831-5186

http://hokkai-kensetsu.com

hokkai-k@ninus.ocn.ne.jp

北海探査㈱札幌支社

佐々木 務

004-0003 札幌市厚別区厚別東3条4丁目4-7 ゆとり新札幌101

011-398-7574

011-398-8303

http://www.hokkaitansa.info

sasaki@hokkaitansa.com

北海電気工事㈱

吉本 浩昌

003-8531 札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号

011-811-9411

011-811-9416

http://www.hokkaidenki.co.jp

h-shin@hokkaidenki.co.jp

北海道建築設計監理㈱

加藤 守

060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目10番地

011-210-2155

011-210-2156

http://www.do-sekkei.co.jp/

info@do-sekkei..co.jp

㈱北海道建築総合研究所

木戸 明美

060-0007 札幌市中央区北7条西27丁目1番8号

011-631-1116

011-631-1226

http://www.k-sougou.jp/

office1@k-sougou.jp

(一財)北海道住宅協会

貝田 保史

060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目1番地

011-241-7702

011-241-5801

北海道セキスイハイム(株)

久宗 弘和

001-0014 札幌市北区北14条西4丁目2番1号

011-717-1816

011-726-1830

㈱北海道綜企画

神久保 美裕 003-0029 札幌市白石区平和通3丁目北3番3号

011-867-3800

011-867-3801

北海道相互建設（株）

小林 一義

http://www.hsk-builders.com

seira@hsk-builders.com

http://www.h-nikken.co.jp/

webmaster_hns@nikken.jp

003-0027 札幌市白石区本通6丁目北4番14号

011-861-7400

011-861-7412

北海道土地改良事業団体連合会道央事務所 塩尻 芳央

061-1268 北広島市輪厚中央5丁目8番地12

011-376-3111

011-376-3287

㈱北海道日建設計

木谷 靖孫

060-0042 札幌市中央区大通西8丁目2番地

011-241-9537

011-261-7673

㈱北海道ミオ設計

剱持 政男

060-0042 札幌市中央区大通西19丁目2番地1

011-642-6507

011-642-6513

㈱北方住文化研究所

久宗 弘和

007-0805 札幌市東区東苗穂5条1丁目2番1号

011-214-9611

011-214-9612

堀松建設工業（株）一級建築士事務所

堀松 一郎

060-0001

011-522-5600

011-522-5601

ほんま建築設計事務所

本間 思一

005-0850 札幌市南区石山東4丁目11-8

011-206-0868

011-206-0868

沼澤 佐久夫 064-0923 札幌市中央区南23条西15丁目1-1 ダイアナ南山鼻ヒルズA館5F 011-520-8833

011-531-5508

札幌支部ま行 ㈱マーシ都市設計

札幌市中央区北1条西6丁目2番地 損保ジャパン日本興亜札幌ビル7階
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http://www.hokusui-p.com

http://www.horimatsu.co.jp

info@hokusui-p.com

（１）会員アドレス帳（ホームページ入り）札幌支部
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代表者又は開設者

郵便番号

所在地
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2018/1/5
FAX

㈲前田建築事務所

前田 賢能

064-0915 札幌市中央区南15条西10丁目4番6-101号

011-531-0531

011-531-0131

㈱真紀設備設計事務所

片峯 淑子

063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目1番25号

011-611-8216

011-611-8218

マツオカプランニング

松岡 真司

004-0803 札幌市清田区里塚3条1丁目4-23

011-884-7858

011-211-8515

松倉建築設計㈱

松倉 博樹

003-0021 札幌市白石区栄通18丁目6-20 相馬ビル405号室

011-598-9560

011-598-9760

㈲丸栄坂本工業

坂本 榮司

007-0808 札幌市東区東苗穂8条3丁目3番63号

011-791-2152

011-791-7425

㈲丸構グローバル構造設計

五十嵐 啓能 005-0812 札幌市南区川沿12条5丁目5番22号

011-522-5921

011-522-5924

丸仁工務店㈱

柳本 仁

062-0022 札幌市豊平区月寒西2条10丁目2番13号

011-856-4717

011-856-4719

㈱丸真北斗興業

眞田 卓也

060-0011 札幌市中央区北1条西17丁目1番地54

011-641-2451

011-641-6295

㈲丸武滝山建設

滝山 武夫

001-0922 札幌市北区新川2条13丁目2番15号

011-764-1741

011-762-8812

丸彦渡辺建設㈱

藤城 英樹

062-8617 札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号

011-811-8121

011-841-0343

㈱丸ヨ池内一級建築士事務所

池内 和正

060-8668 札幌市中央区南1条西2丁目18番地

011-281-6167

011-222-2908

㈲丸和大孝建設

石塚 孝夫

062-0937 札幌市豊平区平岸7条19丁目3番12号

011-787-8677

011-787-8678

㈱三浦建設二級建築士事務所

中山 保

067-0052 江別市角山427番地4

011-384-8035

011-384-8036

三井住友建設（株）北海道支店一級建築士事務所

新井 英雄

060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目3番地 敷島北1条ビル

011-207-7811

011-207-7806

ミツオ住宅設計事務所

小林 光男

062-0034 札幌市豊平区西岡4条4丁目1-23

011-852-7533

011-852-7593

㈲三橋建築設計室

三橋 広瑞

ＨＰアドレス

http://matsukura-archi.co.jp

http://marushin-hokuto.com

http://www.ikeuchi-group.jp/

001-0025 札幌市北区北25条西9丁目1番3-1001号

011-757-3868

011-757-3868

060-0002 札幌市中央区北2条西4丁目1番地

011-221-2081

011-221-0731

http://www.mj-sekkei.com

㈱宮崎組

宮崎 光由

061-1404 恵庭市上山口31番地

0123-32-3106

0123-32-3108

http://www.miyazakigumi.com

㈱宮下建築設計

宮下 久

003-0834 札幌市白石区北郷4条11丁目8番15号

011-871-2889

011-871-7474

㈱雅建築設計

粥川 裕之

060-0052 札幌市中央区南2条東2丁目8番1号 大都ビル6階

011-200-0070

011-200-0071

㈱明円ソフト開発

明円 直志

064-0805 札幌市中央区南5条西11丁目1287-4 明円ビル

011-522-0654

011-522-0651

村松都市開発（株）

村松 正海

002-8022 札幌市北区篠路2条7丁目2番14号

011-772-7621

011-772-0730

メグロ・アーキ・スタジオ

目黒 文佳

001-0906 札幌市北区新琴似6条12丁目3番20-2号

011-764-6363

011-764-6365

㈱モデュール設計事務所一級建築士事務所 三浦 勝

063-0803 札幌市西区二十四軒3条2丁目5番22-104号

011-642-0745

011-642-0746

モリ設計工房

森 久司

004-0845 札幌市清田区清田5条1丁目5-27

011-884-1025

011-884-2095

吉田 治

005-0005 札幌市南区澄川5条4丁目2番10号

011-823-0538

011-823-0768

ヤブシタ総合設計㈱

巴 敬二

060-0006 札幌市中央区北6条西23丁目1-12

011-624-0029

011-624-0026

㈱山下設計北海道支社

田中 孝典

060-0042 札幌市中央区大通西4丁目 道銀ビル

011-241-8515

011-221-7437

山下不動産建設㈱

山下 哲史

060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目1番21号

011-211-0735

011-211-0736

㈱ヤマヒサ北日本建築設計事務所

山田 博久

060-0031 札幌市中央区北1条東12丁目22-71

011-804-8013

011-804-8073

㈱やまもく二級建築士事務所

山口 雄大

063-0868 札幌市西区八軒8条東1丁目2番10号

011-644-3888

011-644-3891

㈱山本建築設計事務所

青柳 直哉

060-0062 札幌市中央区南2条西8丁目3番1号

011-261-5101

011-261-6275

㈱夢工房

齊藤 稔雄

064-0820 札幌市中央区大通西27丁目1番14号

011-631-3100

011-631-3535

㈱横河建築設計事務所札幌事務所

鈴木 良典

060-0042 札幌市中央区大通西5丁目8番地 昭和ビル

011-231-2401

011-231-2429

㈱横関工業

横関 一伸

062-0011 札幌市豊平区美園11条5丁目2番9号

011-831-6851

011-831-4517

ヨコタトモオデザイン

横田 知朗

064-0809 札幌市中央区南9条西20丁目1番37号

011-300-5588
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㈱三菱地所設計札幌支店一級建築士事務所 林 総一郎

札幌支部や行 ㈱八城地建

メールアドレス

kawaguchi@ikeuchi.co.jp

myhouse@miyazakigumi.com

http://www.myoen.co.jp

http://yama-moku.com

sumai-no-kotonar@yama-moku.com

（１）会員アドレス帳（ホームページ入り）札幌支部
支部

名称

代表者又は開設者

郵便番号

所在地

TEL

2018/1/5
FAX

ヨコヤ建築設計事務所

横谷 泰紀

001-0910 札幌市北区新琴似10条3丁目5番21号

011-769-5380

011-300-0950

ヨシケン一級建築士事務所

吉田 純治

063-0005 札幌市西区山の手5条5丁目1-38

011-641-4906

011-641-4903

㈲吉建築企画

中野 吉朗

005-0854 札幌市南区常盤4条2丁目21-10

011-593-5963

011-593-5963

吉村設備工業㈱

吉岡 竜也

062-0043 札幌市豊平区福住3条4丁目3番15号

011-852-8484

011-855-1584

札幌支部ら行 ㈱ランドブレイン

嶋田 直記

064-0821 札幌市中央区北1条西24丁目4番 東光ストアビル5F

011-623-1688

011-623-1699

㈱リート

福井 寿彦

063-0061 札幌市西区西町北20丁目5番10号

011-666-7000

011-664-4000

㈱リビングワーク

山川 美千代 004-0022 札幌市厚別区厚別南6丁目2番10号

011-892-1125

011-892-9539

㈱リポートサービス北海道

西田 宙文

011-695-7007

011-695-6006

㈱類企画設計

大川原 文夫 064-0802 札幌市中央区南2条西28丁目174番地2

011-621-6668

011-621-6589

㈱ルート企画設計

澤橋 祐子

060-0031 札幌市中央区北1条東8丁目9番地 湯谷ビル3F

011-281-4410

011-281-4409

㈱ルーラルエンジニア一級建築士事務所 有好 利典

001-0010 札幌市北区北10条西3丁目13番 NKエルムビル

011-726-2411

011-757-2700

札幌支部わ行 ㈱ワーク･デザイン

006-0860 札幌市手稲区手稲山口584番地6

黒部 幸雄

064-0809 札幌市中央区南9条西5丁目421番地 パーク9.5ビル4F

011-512-8021

011-511-2397

㈱ワーク･スペース工房

髙橋 功

063-0051 札幌市西区宮の沢1条4丁目13番7号

011-662-3977

011-663-5904

㈱若松建築設計事務所

中田 博

064-0922 札幌市中央区南22条西15丁目 猪狩ビル2F

011-563-8561

011-563-8561

和光技研 ㈱

細川 康司

063-8507 札幌市西区琴似3条7丁目5番22号

011-611-0206

011-612-2092

㈱わたなべ建築工房

渡辺 博俊

061-0228 石狩郡当別町緑町259番地8

0133-22-2141

0133-22-2142

㈱渡辺建築設計

中原 茂人

004-0041 札幌市厚別区大谷地東7丁目4番11号 CR厚別ビル

011-802-7012

011-802-7013

渡辺建築設計事務所

渡邉 賢

002-8074 札幌市北区あいの里4条6丁目21番26号

011-778-3382

011-778-3777
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メールアドレス

http://yee.co.jp/

yoshioka@yee.co.jp

http://www.workspacestudio.jp

work-space@syd.odn.ne.jp

http://www.wtnb-arch.com/

nakahara_s@wtnb-arch.com

