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事務局 西脇　三千男 公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター 一般 赤澤　祥語 株式会社　赤澤設計事務所

事務局 林　倫子 公益財団法人　兵庫県住宅建築総合センター 一般 秋田　賢治 TACT建築事務所　 

特別 田中　剛 神戸大学 一般 浅原　保弘 浅原建築事務所

特別 谷　明勲 神戸大学 一般 安藤　昇 伊丹工房

特別 田渕　基嗣 大手前大学 一般 伊井　敬二 株式会社　長谷工コーポレーション

特別 藤永　隆 神戸大学 一般 上仲　茂生

特別 孫　玉平 神戸大学 一般 植村　正嗣 株式会社　三弘建築事務所

一般 打浪　久章 界面設計

一般 江副　哲 弁護士法人匠総合法律事務所大阪事務所

一般 榎本　浩二 有限会社　榎本設計

一般 太田　和彦  近畿菱重興産　株式会社

一般 景山　誠 株式会社　兵庫確認検査機構

一般 金森　誠治 東建コーポレーション　株式会社

会員種別 会員数 登録者数 一般 金子　賢二 金子建築設計事務所

特別 5 5 一般 川上　文香 日本建築総合試験所

一般 70 70 一般 日下部　馨 神戸大学　名誉教授

法人 22 72 一般 久保　章 久保総合技術研究所

合計 97 147 一般 栗山　博行 栗山設計

一般 黒木　武司 黒木構造設計・一級建築士事務所

一般 小城　修 　

一般 小山　一彦 近畿確認検査センター

一般 四宮　忠明 元兵庫県　職員

一般 社家　寛子 社家一級建築士事務所

一般 鈴木　計夫 大阪大学　名誉教授

一般 千田　真市 有限会社　エスピ－エフ
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一般 宗野　隆志 ハラダエンジニアリング 一般 福良　徹 建築ディクト社

一般 武貞　健二 元　明石工業高等専門学校 一般 藤田　信夫 有限会社　藤田構造設計事務所

一般 田中　進 株式会社　兵庫確認検査機構 一般 藤田　秀紀 近畿菱重興産株式会社

一般 田中　敏 タナカ一級建築士設計事務所 一般 堀田　雅之 株式会社　井上定

一般 田中　嘉之 アズディック 一般 前田　泰史 新日鉄住金エンジニアリング　株式会社

一般 谷川　光二 谷川設計事務所 一般 正木　忠 株式会社　馬瀬構造設計事務所

一般 種　雄司 株式会社　KUS建築設計事務所 一般 松尾　智博 松尾一級建築士構造事務所

一般 田丸　直次 田丸建築構造設計事務所 一般 松岡　秀光 株式会社　松岡建築設計事務所

一般 弾　一彦 DAN構造設計室 一般 三木　通生 システムワーク

一般 塚本　一郎 株式会社　小野設計 一般 三谷　勲 神戸大学　名誉教授

一般 辻　俊明 株式会社　長谷工コーポレーション 一般 三原　信光 株式会社　三弘建築事務所

一般 坪田　収 株式会社　坪田設計 一般 森　省二 尼崎市

一般 土居　健二 株式会社　山田建築構造事務所 一般 守時　靖之 守時建築構造事務所

一般 内藤　五郎 株式会社　内藤建築設計事務所 一般 森脇　博仁 株式会社　ユー・エヌ・アイ設計

一般 長尾　直治 元神戸大学 一般 山内　章 阪神設計　株式会社

一般 中川　益男 中川建築事務所 一般 山内　豊英 株式会社　淺沼組　技術研究所

一般 長次　昌宏 長次建築設計事務所 一般 山上　英明 有限会社　ＢＡＳＥ．Ｓ．Ｅ/構造事務所

一般 永野　康行 兵庫県立大学 一般 山田　和明 株式会社　小野設計

一般 西田　道明 西田構造設計事務所 一般 山本　博 株式会社　徳岡設計

一般 西田　賢次 有限会社　KEN構造設計事務所 一般 吉岡　浩一 吉岡建築事務所

一般 畠　仁志 兵庫県

一般 八條　宏保 西宮市

一般 濵田　民夫 構研設計一級建築士事務所

一般 濱本　哲嗣  株式会社　富士ピー・エス

一般 福永　毅　 造形工学研究所
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法人 株式会社　エーアンドディ-設計企画 山田　正人 加峰　敬悦 精山　達也 福田　浩二 山田　正 田中駿太郎 浦野　敏英

法人 株式会社　新井組 蘓鉄　盛史 藤田　猛 荒井　悟 坂口　豊治

法人 株式会社　コンステック 中河　昇治 中野　米蔵 秋元　義弘 大植奈緒子

法人 株式会社　JFE設計 杉谷　貴彦 梅宮　良之 川田

法人 JFEシビル　株式会社 喜多村　亘 西田　富広 松前　賢 宮川　和明 吉永　光寿

法人 株式会社　小西建築設計事務所 小西　龍機 小林　一文 酒井　周平 井上　省三

法人 株式会社　黒田建築設計事務所 石本　泰宏 山本　幸治 東園　祐司

法人 構造デザイン一級建築士事務所 中塚

法人 株式会社　ピーエス三菱 橋本　健男 西田　政央 寒川　勝彦 古林　桂太

法人 株式会社　SDネットワーク 大谷　達志 細野　久幸 松田　貴仁

法人 株式会社　三建構造 岡　清之 安江　稔 齋藤　順 梅尾えりか

法人 住友ゴム工業　株式会社 松本　達治 丸井　浩司 田中　和宏

法人 一般社団法人　建築構造技術支援機構 益尾　潔 八木　貞樹 福本　昇 

法人 株式会社　建研 田代　英信 坂田　博史 川本　亮平

法人 株式会社　E&CS 小野　正信 林　　宏 加藤　真人 久保田 雅春 安武　浩

法人 旭化成建材　株式会社 小宅　正躬 源内　秀樹

法人 株式会社　繁建築構造設計事務所 西村　務 高木　智久 佐々木 陽一 大黒　慶典 星山　鎬達 杉本 裕匡 金井　真

法人 株式会社　住軽日軽エンジニアリング 内田　直樹

法人 株式会社　北條建築構造研究所 北條　稔郎 橋本

法人 株式会社　永井構造設計室 永井　英和 永井　伸治

法人 株式会社　神戸製鋼所 高田　武之

法人 ユニオンシステム　株式会社 山崎　巧

登　　録　　者


