
所属 氏名 累計実績 H29実績 安価工法
バリアフ

リー
省エネ ① ② ③ ④

JST建築設計室 鈴木　友則 設計監理 鈴木　友則 岡崎市 下青野町天神42 0546-43-5121 0546-43-5122 jstom@live.jp http://jst.mods.jp/ 設計・施工 6件 1件 ○ ○
最小限の工事で制震を組み合わせた工
法を得意とします。

〇 〇
耐震化アドバイザー
三河やろまい耐震化倶楽部

大村建設株式会社 大村　　忍 岡崎市 西大友町字杭穴51 0564-31–3484 0564−32−6939 omuraken@quartz.ocn.ne.jp http：//omurakensetu.com/ 設計施工 自社 15件 ０件 ○
設計施工アフターケアまで地域お客様
ファーストの会社です

一級建築士
一級建築施工管理技士
木造住宅耐震診断員

落合デザイン商店合同会社 落合　義紀 落合　義紀 岡崎市 六供町字清水6番地３ 0564-73-7878 0564-73-3174 archi.ochiai@gmail.com https://www.facebook.com/archi.ochiai.shop/ 設計 2件 0件 ○ ○
在来から伝統工法まで建物の特性を活
かした改修を提案します。

H30 〇
ヘリテージマネージャー
福祉住環境コーディネーター

後藤建築設計事務所 後藤　　仁 後藤　　仁 岡崎市 鴨田町字池内39-1 0564-28-7207 0564-74-5088 h510@qc.commufa.jp 設計 株式会社萩原工務店 15件 1件 ○ 安心安全な耐震設計 H30 専攻建築士

中島建築設計事務所 中島　弘二 中島　弘二 岡崎市 下和田町字北浦25-5 0564-74-9860 0564-74-9860 nac_cave@qc.commufa.jp 設計 H30

細井建築設計房 細井　政市 細井 政市 岡崎市 暮戸町字葭野１番地１ 0564-32-0315 0564-32-0315 ac-hosoi@eagle.ocn.ne.jo 設計

山吹設計工房
一級建築士事務所

岩﨑　孝史 岩﨑　孝史 岡崎市
美合新町20-5
サンシャイン美合601

0564-73-0220 0564-73-0221 info@yamabuki-ws.com 設計 0件 0件 ○ ○
地域の材料、地域の人材をモットーと
した設計事務所です。

H30 ○ ○

㈱アートデザイン建築設計 兵藤　　誠 第３設計部 神谷 岡崎市 上青野町字高畑39番地2 0564-43-0210 0564-43-3222 info@art-design.co.jp http://art-design.co.jp 設計 ㈱グッドハウス・プロ 10件 2件 ○ ○
木造住宅耐震診断員が、丁寧な診断を
いたします。

壬生建築設計室 壬生　伸次 壬生　伸次 岡崎市
本宿町字下トコサフ１－１
１３

0564-48-5608 0564-48-5472 設計 3件 0件 ○ ○
施工事業者を競争入札などにより自由
に選定することもできます。

H30 〇 〇

石橋建設興業㈱一級建築士事務所 石橋　嘉彦 建築部 杉本十万明 碧南市 山神町2丁目72番地 0566-42-8181 0566-42-8833 ishi1957@oregono.ocn.ne.jp http://ishibashi-kensetsu.net/ 設計・施工 石橋建設興業（株） 1件 0件 ○ ○ H30 ○ ○
一級建築施工管理技士
耐震診断員

錦建築設計事務所 杉浦　時人 杉浦　時人 碧南市 野田町154番地 0566-42-4894 0566-42-4649 info@nisiki-sekkei.com http://www.nisiki-sekkei.com/ 設計 5件 0件 ○
親身になって、改修に取り組んでいま
す。

H30 ○ 耐震化アドバイザー

竹内建築工房 竹内　　誠 竹内　　誠 碧南市 西浜町5丁目2番地 0566-41-5440 0566-42-8445 takekozo@katch.ne.jp 設計 0件 0 H30 ○

ナニワ建築設計室 杉浦　勝裕 杉浦　勝裕 碧南市 油渕町3丁目10番地 0566-48-1222 0566-42-1304 naniwa-arc@katch.ne.jp 設計 3件 0件 ○ ○ ○

ヒロ一級建築士事務所 小野　博之 小野　博之 碧南市 千福町6丁目16番地 0566-41-1377 0566-41-8677 　daiohiro@katch.ne.jp http://senju-gr.co.jp/hiro/index.html 設計・施工 千寿建設株式会社 1件 1件 ○ ○ 設計から施工まで安価迅速丁寧 H30 ○
一級建築士
愛知県木造住宅耐震診断員
ブロック塀診断士

有限会社井上建築設計室 井上　邦克 井上　圭人 碧南市 中山町五丁目5番地 0566-48-2500 0566-48-2501 inoue1@smile.ocn.ne.jp 設計 ４件 0件 ○ ○
木造・S造・RC造建築物及び工作物の
耐震診断、改修設計

H30 ○ ○
愛知県木造住宅耐震診断員
応急危険度判定士
構造設計一級建築士

磯貝建築設計 磯貝　久男 磯貝　久男 碧南市 西浜町６丁目１６ 0566-45–5106 0566-46–9145 isogai@ninus.ocn.ne.jp http://www.isogai-ks.com/ 設計 ２件 0件 ○ ○ ○ 一級建築士

錦建築設計事務所 杉浦　時人 杉浦　時人 碧南市 野田町１５４番地 0566-42-4894 0566-42-4649 info@nisiki-sekkei.com http://www.nisiki-sekkei.com/ 設計 ５件 ０件
親身になって、改修に取り組んでいま
す。

H30 ○ 耐震化アドバイザー

石川勝巳建築設計室 石川　勝巳 石川　勝巳 碧南市 天王町四丁目２番地 0566-41-7704 0566-41-7709 ik-sekkei0704@dc4.so-net.ne.jp 設計 ２件 0件 ○
お客様の要望に誠実に対応いたしま
す。

H30

大寛建築設計事務所 小笠原　誠 小笠原　誠 碧南市 沢渡町２６０ 0566-41-7811 0566-42-9992 info@daikankk.com 設計・施工 大寛建築工房 1件 0件 ○ ○
耐震改修設計・改修工事も相談くださ
い。申請手続きも致します。

H30 ○ ○
一級建築士
増改築相談員
既存住宅状況調査技術

有限会社
井上建築設計室

井上　邦克 井上 　圭人 碧南市 中山町五丁目5番地 0566-48-2500 0566-48-2501 inoue1@smile.ocn.ne.jp 設計 4件 0件 ○ ○
木造・S造・RC造 建築物および工作物
の耐震診断，改修設計

H30 ○ ○
耐震診断員
応急危険度判定士
構造設計一級建築士

（有）塚本建築設計 塚本　正二 塚本　正二 刈谷市 今川町１丁目912 0566-36-7897 0566-36-7915 tukamoto@mail.c-5.ne.jp 設計 ９件 0件 ○
木造のみならずS造・RC造の耐震診
断、改修設計も承ります。

H30 ○
構造設計一級建築士
一級施工管理技士
鍛新診断員

アルファ—ホーム（株） 横山　茂之 設計 水野　　久 刈谷市
野田町馬池3-1　原田商事
ビル1階

0566-21-2022 0566-21-3698 h.mizuno.ah@gmail.com http://www.alphahomeplus.co.jp/ 設計・施工
アルファスタイル

（株）
７２件 5件 ○ ○

快適で美しい耐震改修を得意とし、技
術力と実績は市内随一を誇る

H30 ○ ○

カリヤ一級建築士事務所 加藤　雅丈 所長 加藤　雅丈 刈谷市 築地町二丁目6番地8 0566-23-0228 0566-22-0469 fujikin@katch.ne.jp http://fujikin-kariya.com 設計・施工 富士欽建設（株） ９件 0件 ○ ○
構造設計一級建築士が設計から施工ま
で一貫して業務しています。

H30 ○
構造設計一級建築士
既存住宅状況調査技術者

白樺建築設計事務所 池田　直樹 設計 榊原　正二 刈谷市
半城土西町2丁目18番地
13

0566-21-8171 0566-21-8173 info@sirakaba-h.com http://www.shirakaba-h.com/ 設計・施工
（株）しらかばハウジ

ング
1件 0件 ○ 安心安全健康に暮らせる住まいづくり H30

川端建設株式会社 川端　成高 設計部 水越　　勝 豊田市 汐見町2丁目45-2 0565-31-1304 0565-31-1571 m.mizukoshi@b-kawabata.com http://b-kawabata.com 設計・施工 川端建設株式会社 4件 1件 ○ ○
ユーザーの声を第一に設計に取組むマ
ンツーマン対応がモットー

ホーム豊田住設二級建築士事務所 荒木　　彌 住宅事業部 伊豫田　健児 豊田市 駒新町中通142番地 0565-57-1801 0565-21-5765 iyodakenji@gmail.com http://home-toyota.com 設計・施工
株式会社ホーム豊田住

設
2件 0件 ○ ○

「“安全・安心・快適”な住まいづく
り」をお手伝いします！

H30 ○ ○
既存住宅状況調査技術者
応急危険度判定士
福祉住環境コーディネーター2級

水嶋建設設計事務所 水嶋　　淳 輪崎　智美 豊田市 伊保町西浦３０番地 0565-45-0350 0565-45-5376 info@mizushima-jp.net http://www.mizushimanoie.jp/ 設計・施工 水嶋建設株式会社 15件 1件 ○ ○
安全性と低コストを兼ね備えた耐震改
修設計プランをご提案します

○
宅地建物取引主任者
一級施工管理技士

株式会社佐藤設計 佐藤道太郎 佐藤道太郎 豊田市 栄町3丁目15番地2 0565-33-9220 0565-33-9223 Info@satoh-sekkei.co.jp http：//www.satoh-sekkei.co.jp 設計 7件 H30
1級建築士
既存住宅現況検査技術者

夢住力建築設計事務所 吉田　英樹 太田　　浩 豊田市 小坂町11丁目19番地 0565-42-4235 0565-42-4236 H.ota@mujyuryoku.co.jp http：//　mujyuryoku.co 設計・施工 株式会社　夢住力 17件 2件 ○ ○ H30 〇
一級建築士
一級施工管理技士
愛知県木造住宅耐震診断員

石川建築企画 石川　　正 石川　　正 安城市 小川町金政２３ 0566-99-0918 0566-99-4697 ta-ishikawa@roy.hi-ho.ne.jp 設計 (株)義起工務店 5件 0件 ○
充分な打ち合わせの上丁寧に進めさせ
ていただきます。

H30

一級建築士事務所（有）リトルエッグ 岩瀬　英二 岩瀬　英二 安城市 古井町小仏3-1 0566-75-5955 0566-74-6231 eiji@litt-egg.co.jp https://iwase-little.wixsite.com/iwase-ko 設計・施工 株式会社　岩瀬工務店 10件 1件 ○ ○
地域防災の為、耐震化の必要性の周知
活動をしています。

H30 ○ ○
一級施工管理技士
既存住宅状況調査技術者
CASBEE戸建評価員

株式会社アルシス一級建築士事務所 梅村　佳弘 安城 古市　光久 安城市 花ノ木町15番14号 0566-91-1688 0566-91-1687
allucis.furuichi
@gmail.com

http://www.allucis.jp/ 設計・施工 株式会社アルシス 18件 1件 ○ ○
耐震診断改修設計施工を得意としてい
ます。耐震改修コンペ入賞

H30 ○ ○ ○
一級建築士
一級建築施工管理技士
愛知県木造住宅耐震診断員

五城建設一級建築士事務所 稲垣　敏夫 上平　康浩 安城市 小川町御林23 0566-99-0157 0566-99-0749 gojou@silk.plala.or.jp http://gojou-k.jp 設計・施工
五城建設一級建築士事

務所
50件 2件 ○ ○ 安価な工法を考えて設計します。

一級建築士
一級施工管理技士
宅建主任

姫典建築一級建築士事務所 野村　幸彦 野村　幸彦 安城市 桜井町大役田４８－１ 0566-99-0621 0566-99-0621 himenori-arc.nomura@qc.commufa.jp 設計・施工 24件 0件 ○ ○ 介護保険を使った住宅改修と一緒に考えましょうH30 ○ ○ ○

ホームページ 設計・施工
連携事業者

（施工者名）

あいち耐震改修推進事業者リスト【設計者】（⻄三河）
安価工
法対応

補助耐震改修実績

事業者名 代表者

担当者

所在地 住所（市区町村以下） 電話番号 FAX番号 E-mail

得意分野

コメント その他資格等

①耐震改修推進講習会（新規）
②安価な耐震改修工法講習会
③安価な耐震改修工事実務講習会
④耐震化アドバイザー養成講座

講習会受講歴
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ホームページ 設計・施工
連携事業者

（施工者名）

あいち耐震改修推進事業者リスト【設計者】（⻄三河）
安価工
法対応

補助耐震改修実績

事業者名 代表者

担当者

所在地 住所（市区町村以下） 電話番号 FAX番号 E-mail

得意分野

コメント その他資格等

①耐震改修推進講習会（新規）
②安価な耐震改修工法講習会
③安価な耐震改修工事実務講習会
④耐震化アドバイザー養成講座

講習会受講歴

ビレッジ開発一級建築士事務所 下村　幸夫 西本　吉宏 安城市 三河安城本町二丁目7-13 0566-71-0300 0566-77-4059 y-nishimoto@village-kaihatu.jp http://www.village-kaihatu.jp 設計・施工 株式会社ビレッジ開発 ０件 0件 ○ H30 ○

株式会社　滝設計 滝　　裕司 滝　　裕司 西尾市 西尾市永吉１-２９ 54-2958 54-3619 taki.co@d5.dion.ne.jp 設計 任意 10件 1件 ○ ○

株式会社コミ・テクノ 中根　博則 中根　博則 西尾市 西尾市巨海町佐円37-1 0563-59-4218 0563-77-0238 komi_techno@katch.ne.jp 設計・施工 3件 0件 ○ ○

田畑建築設計事務所 小林　明美 小林　明美 西尾市 西尾市今川町落２３番地 0563-57-2336 0563-57-2363 info@tabata-k.co.jp http：//tabata-k.co.jp 設計・施工 田畑建設株式会社 15件 1件 ○ ○ 古民家再生など大規模改修から低コスト耐震補強まで経験豊富 〇 〇 〇

都築建築設計室 都築　兼弘 都築　兼弘 西尾市 西尾市一色町味浜上長割53-1 72-3137 72-3199 kanekun@katch.ne.jp 設計 任意 27件 1件 ○ ○

宮本一級建築設計事務所 宮本　博視 宮本　博視 西尾市 西尾市米津町蔵屋敷13-14 56-4812 56-4812 miya-89@sc4.so-net.ne.jp 設計 任意 24件 0件

木下建設㈱一級建築士事務所 木下　敏哉 木下　優子 西尾市 西尾市米津町宮浦32-1 0563-56-5288 0563-57-1025 rfnishio@katch.ne.jp http://kinoshita-refine.com 設計・施工 木下建設㈱ 15件 0件 ○ ○ 安心して暮らせる快適な住まいづくりをめざしております。 〇 〇

石濱建築設計事務所 石濱　　守 石濱　　守 知立市 谷田町本林3-8-2 0566-83-1199 0566-83-2565 a-isihhama@katch.ne.jp http://www.katch.ne.jp/~a-ishihama/ 設計 0件 0件 ○ ○ 木造住宅の設計、工事監理、リフォームも多く手掛けています。H30 ○  構造設計一級建築士「我が家のリフォームコンクール」入選

カルクデザインオフィス 稲垣　憲一 稲垣　憲一 知立市 鳥居町1丁目13番地7 0566-68-3466 0566-68-3466 info@calcdisign.info http://calcdesign.info 設計 １件 1件 ○ ○ 平成29年12月に開設した建築構造を専門とする事務所です。H30

川角建築設計事務所 川角年比古 川角　基比 高浜市 本郷町4-1-14 0566-52-1771 0566-52-4677 kawa01@katch.ne.jp http://www.katch.ne.jp/~kawa01/ 設計 9件 0件 ○ 今までの実績をもとに安価な耐震改修プランを作成します。H30 ○ 高浜市建築耐震研究会会員

牧建築工房 山本　牧子 山本　範行
額田郡
幸田町

深溝一本樹１４－３ 0564-63-1309 0564-64-1355 freo1998@hotmail.co.jp http://www.makikenchiku.com 設計・施工 3件 0件 ○ ○大切にしてきた住まいとともに健康なくらしを提案しますH30 〇 二級土木施工管理技士　　　
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