
木　材　劣　化　診　断　士　名　簿

平成27年1月末日現在　公益社団法人日本木材保存協会
※本名簿は、個別に掲載の意向を尋ね、希望に基づいて記載しました。

※木材劣化診断士は提示以外に約130人います。くわしくは事務局までお問い合わせください。

氏　　　名 所　　属　　先 〒番号 住　　所 電話番号 ＦＡＸ番号 ＵＲＬ

牧野  康則 株式会社ニヘイ 伊達牧野事業部 052-0012 北海道伊達市松ヶ枝町9－91 0142-23-9677 0142-21-2250 http://www.e-makino.net

佐藤　和容 株式会社気仙沼工務店 981-3109 宮城県仙台市泉区鶴が丘4丁目2-15 022-372-1020 http://www16.ocn.ne.jp/~kesennum/

廣瀬　茂 (有)アーキテック　（一級建築士事務所） 308-0848 茨城県筑西市幸町3-12-5 0296-28-2425 0296-54-6350 http://www2.ocn.ne.jp/~archite

石井　利一 株式会社石井輝一商店　水戸営業所 310-0902 茨城県水戸市渡里町2930-3-1F 029-353-8218 029-228-1330 http://www.ts-ld.co.jp/

柳澤　秦男 株式会社インテグラル 305-0818 茨城県つくば市学園南2丁目7番地 029-850-3331 029-850-3334 http://www.integral.co.jp/

宇留鷲　博一 株式会社ＡＵ建築設計事務所 312-0032 茨城県ひたちなか市津田八軒２７６８ 029-273-6832 029-271-0129 http://www.uruwashi.co.jp

池澤　達夫 有限会社池澤設計 321-0138 栃木県宇都宮市兵庫塚1丁目18番29号 028-655-3723 028-653-8978 http://ikezawasekkei.web.fc2.com

皆川　徹 はやき・風　株式会社 329-1411 栃木県さくら市喜連川4410 028-666-8233 028-666-8255 http://www.hayakikaze.jp

京野　満男 株式会社第一建築設計事務所 350-1126 埼玉県川越市旭町3丁目19番地3 049-243-0357 049-244-5372 http://www.daiichi-archi.co.jp

齊川　孝広 一級建築士事務所TK31株式会社 273-0036 千葉県船橋市東中山1-25-26 047-701-8731 047-335-3153 http://www.tk31.co.jp

和田　直美 株式会社竜場工務店　 292-0065 千葉県木更津市吾妻79-2 0438-23-4327 0438-23-4325 http://www.tatsuba.co.jp

井上　説子 有限会社伊藤平左衛門建築事務所 169-0051 東京都新宿区西早稲田3-31-8-201 03-3203-0563 03-6278-9562

西村　圭史 株式会社キーテック 136-0082 東京都江東区新木場1-7-22 03-5534-3741 03-5534-3750 http://www.key-tec.co.jp

金子　　護 協栄産業株式会社 114-0023 東京都北区滝野川3-46-10 03-3915-6164 03-3910-2489 http://www.kyoei-sangyo.com

猪狩　英樹 株式会社saiブランド 130-0021 東京都墨田区緑4-28-6ｓａｉブランドスクエア 03-6666-9965 03-6666-9964 http://www.sai-brand.jp/

結城　拓士 株式会社saiブランド 130-0021 東京都墨田区緑4-28-6ｓａｉブランドスクエア 03-6666-9965 03-6666-9964 http://www.sai-brand.jp/

三尾　彰 ジオファーム株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1-1373 03-5358-8252 03-5358-8253 http://www.geo-firm.co.jp/

安達　裕 ジャパン建材株式会社　木構造建築事業室 136-8405 東京都江東区新木場1-7-22 新木場タワー11F 03-5534-3719 03-3521-1780

太田　英敏 株式会社ダイエー建設 116-0013 東京都荒川区西日暮里2-14-12　CDビル5階 03-3802-7373 03-3802-9872

松崎　高明 物林株式会社　建設資材部　木構造・資材室 136-8543 東京都江東区新木場1-7-22　新木場タワー7F 03-5534-3597 03-5534-3608 http://www.mbr.co.jp/

玉川　祐司 (株)ミサワホーム総合研究所 168-0071 東京都杉並区高井戸西1-1-19 03-3247-5643 03-5370-7324

片桐　真人 三井住商建材株式会社 104-8546 東京都中央区晴海1-8-8　晴海トリトンスクエアW棟13階 03-4416-3180 03-4416-3189 http://summit-hr.com/index.php

坂本　修一 三井ホーム株式会社　オーナーサポート推進部 163-0453 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル54階 03-3346-4428

貫井　達雄 三井ホーム株式会社 163-0453 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル54階 03-3346-4428 03-3346-4844

宮崎　眞 宮崎建設株式会社 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-2-15 0422-76-2738 0422-76-2717 http://miyazaki-kensetu.jp/

吉田　善彦 株式会社吉田製油所 110-0005 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル 03-3834-4171 03-3831-4171 http://www.ysds.co.jp

芝　京子 株式会社アーキテクトホンダ 250-0404 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下111-5 0460-82-5437 0460-82-5438 http://www.architect-honda.jp/

宮寺　透雄 有限会社アシストホーム 240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色499 046-877-1127 046-877-1128 http://www.assisthome-wb.jp

太田　亮 株式会社エルビーシステム 227-0035 神奈川県横浜市青葉区すみよし台30-28 045-961-6871 045-961-2042 http://www.lb-system.com/

増川　裕次郎 株式会社エルビーシステム 227-0035 神奈川県横浜市青葉区すみよし台30-28 045-961-6871 045-961-2042 http://www.lb-system.com/

辻田　剛志 株式会社 湘南鑑定 231-0011 神奈川県横浜市中区太田町4-55　横浜馬車道ビル7階 045-640-5667 045-640-5668 http://www.shonan-kantei.co.jp

伊藤　勉 東昭エンジニアリング株式会社 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-8　BENEX　S-3ビル2階 045-534-7500 045-534-7501 http://kouzou-keisan.com/

清水　勝 ナイスホーム株式会社 230-8571 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番1号 045-505-5714 045-505-5724

新井　重文 日本曹達株式会社　小田原研究所　創薬生物研究部 250-0280 神奈川県小田原市高田345 0465-42-8202 0465-42-8203

岡田　浩二 株式会社吉田製油所　川崎工場 210-0862 j神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 044-288-5522 044-277-7721

新村　玲子 株式会社　RAN企画設計 252-0808 神奈川県相模原市南区相模大野2-16-9 042-747-8102 042-747-8106 http://www.ran-kikaku.com

丸山　淳治 株式会社ランバーテック 399-0033 長野県松本市笹賀7189-2 0263-86-3486 0263-86-3775 http://www.lumbertech.jp

前嶋　芳匡 エコフィールド株式会社 416-0919 静岡県富士市松富町53番地 0545-60-3421 0545-66-0717 http://www.emunoie.com

功刀　友輔 株式会社マルダイ 417-8580 静岡県富士市大渕2410-1 0545-35-3535 0545-35-2402

朝倉　嘉幸 株式会社東洋設計　福井支店 918-8238 福井県福井市和田2丁目1621番地 0776-26-0510 0776-27-7257 http://www.toyosk.co.jp/

土田　博澄 918-8042 福井県福井市東下野町

米澤　尚美 エコ-ウッド富山株式会社 932-0128 富山県小矢部市戸久9031-2 0766-61-4988 0766-61-4987 http://www.ecowood.co.jp/

前田　孝裕 吉久株式会社 933-0003 富山県高岡市能町750 0766-25-1100 0766-28-2188 www.yoshihisa.net

遠藤　範昭 株式会社重川材木店 959-0413 新潟県新潟市西蒲区升潟1-1 0256-88-3336 0256-70-4777 http://www.omokawa.co.jp

伊東　栄史 上越木材興業株式会社 943-0804 新潟県上越市新光町1-1-7 025-543-3445 025-524-2181 http://www.joetsumokuzai.co.jp/
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菊地　啓善 新潟合板振興株式会社 950-0886 新潟県新潟市東区中木戸401番地 025-274-2291 025-274-2295

中山　正憲 村上市森林組合 959-3907 新潟県村上市府屋１２１番地２ 0254-77-3121 0254-77-2908

伊縫　誠一郎 伊縫建築設計事務所 501-1131 岐阜県岐阜市黒野191-29 090-1988-8799 058-215-9720 http://www.inuisekkei.com/

河本　和義 特定非営利活動法人　WOODAC 501-3701 岐阜県美濃市97-4 0575-35-0259 0575-35-3599 http://wood-ac.or.tv/

福本　満夫 特定非営利活動法人　WOODAC 501-3701 岐阜県美濃市97-4 0575-35-0259 0575-35-3599 http://wood-ac.or.tv/

中島　正夫 南海カツマ株式会社 514-0008 三重県津市上浜町5丁目64番地6 059-226-4854 059-226-9653 http://www.nankai-katsuma.co.jp/

竹内　直毅 竹内建築 520-0011 滋賀県大津市南志賀４丁目9-2 090-8467-2517 077-575-1402

片木　智行 大阪日東エース株式会社 592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中1-3-29 072-280-1088 072-280-1118

杉村　敬 大阪日東エース株式会社 592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中1-3-29 072-280-1088 072-280-1118

西川　康博 大阪日東エース株式会社 592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中1-3-29 072-280-1088 072-280-1118

樋口　拓也 大阪日東エース株式会社 592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中1-3-29 072-280-1088 072-280-1118

宮川　元成 大阪日東エース株式会社 592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中1-3-29 072-280-1088 072-280-1118

奥村　敏夫 奥村防蟲科学株式会社 563-0256 大阪府箕面市森町北一丁目3番5号 090-3908-9823 072-751-3861 http://www.okumura64.co.jp/

村田　二郎 ケミプロ化成株式会社 554-0032 大阪市此花区梅町2丁目1番48号 06-6461-0999 06-6461-0432 http://www.chemipro.co.jp

川田　達郎 株式会社コシイプレザービング 559-0026 大阪市住之江区平林北2-9-145 06-6685-1911 06-6685-3296

佐伯　直利 株式会社コシイプレザービング 559-0026 大阪市住之江区平林北2-9-145 06-6685-1911 06-6685-3296

田中　康則 越井木材工業株式会社 559-0026 大阪市住之江区平林北1-2-158 06-6685-2061 06-6685-8778　 http://www.koshii.co.jp

森　　勇夫 中川木材産業株式会社 587-0042 大阪府堺市美原区木材通1-11-13 072-361-5501 072-362-3341 http://www.wood.co.jp

阿部　健一 株式会社モクラボ 533-0033 大阪市東淀川区東中島1丁目18-4 06-6325-3330 06-6325-3331 http://www.moku-lab.com/

大森　義知 アルモテック株式会社 604-8277 京都府京都市中京区三坊西洞院町572 075-255-0771 075-255-0775 http://www.arumotech.co.jp

吉井　幸男 岸下建設株式会社 620-0914 京都府福知山市字立原98番地 0773-33-2270 0773-33-4091 http://www.kishishita.co.jp

白石　秀知 特定非営利活動法人　古材文化の会 605-0981 京都府京都市東山区本町17-354 075-532-2103 075-551-9811

永谷　英樹 株式会社永谷木材 611-0041 京都府宇治市槙島町１丁田８ 0774-23-8150 0774-23-8151 http://nagatani.biz

田中 徹 株式会社三進ハウスサービス 636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代100-8 0744-34-0602 0744-32-9890 http://www.sanshinhouse.com

藤岡　龍介 藤岡建築研究室 630-8306　 奈良県奈良市紀寺町687-9 0742-27-0031 0742-20-2827 http://www1.kcn.ne.jp/~fujioka-/index.html

藤田　貴司 株式会社フジ設計 646-0003 和歌山県田辺市中万呂869-43 0739-26-0333 0739-26-3747 http://fujioka-architecture-labo.com/

中谷　博 中谷産業株式会社　伊丹事業所 664-0844 兵庫県伊丹市口酒井2-6-8 072-785-1191 072-785-1255 http://www.nakatanisangyo.co.jp/

渡辺　秀樹 中谷産業株式会社　伊丹事業所 664-0844 兵庫県伊丹市口酒井2-6-8 072-785-1191 072-785-1255 http://www.nakatanisangyo.co.jp/

満尾　竜二 中谷産業株式会社　伊丹事業所 664-0844 兵庫県伊丹市口酒井2-6-8 072-785-1191 072-785-1255 http://www.nakatanisangyo.co.jp/

加藤　孝之 株式会社兵庫確認検査機構 670-0952 兵庫県姫路市南条434番地　大翔ビル1Ｆ 079-289-3002 079-289-3006 http://www.kakunin.co.jp/

山本　薫 株式会社兵庫確認検査機構 670-0952 兵庫県姫路市南条434番地　大翔ビル1Ｆ 079-289-3558 079-289-3560 http://www.kakunin.co.jp/

阿部　健一 株式会社モクラボ 671-2411 兵庫県姫路市安富町三森421番地3 0790-66-3210 0790-66-3810 http://www.moku-lab.com/

小川　信行 一級建築士事務所　ヒマラヤ空間工房 710-0035 岡山県倉敷市黒石366－1 086-426-4330 086-426-4330 http://ww9.tiki.ne.jp/~himalayakk/

山下　大志 広島県薬業株式会社 733-0833 広島県広島市西区商工センター3丁目4番25号 082-277-7700 082-277-7707 http://www.shiroari-taisakushitsu.com/

吾郷　雄二 さんもく工業株式会社　松江事業所 690-0025 島根県松江市八幡町888番地 0852-37-0211 0852-37-0214

片岡　正治 有限会社岩城建築設計事務所 781-5213 高知県香南市東野1936-3 0887-55-5286 0887-55-5298 http://www.iwaki-mitown.jp

貞廣　圭一郎 山和木材株式会社 784-0043 高知県安芸市川北甲1767-2 0887-35-3138 0887-34-1828 http://www.yamawa-lumber.com

植田　修 西部日東エース株式会社 811-2305 福岡県糟屋郡粕屋町柚須76-1 092-624-7741 092-624-7841 http://www.s-n-a.co.jp/

三宮　康司 志村製材有限会社 870-0278 大分県大分市青崎1丁目13-58 097-521-2774 097-521-5039

山下　修 都城地区プレカット事業協同組合 885-1105 宮崎県都城市丸谷町4708番地１ 0986-36-0755 0986-36-3855

有元　政信 株式会社アリモト工業 893-1605 鹿児島県鹿屋市串良町上小原1888 0994-63-2308 0994-63-8688

川野　博 株式会社アリモト工業 893-1605 鹿児島県鹿屋市串良町上小原1888 0994-63-2308 0994-63-8688

谷村　進 株式会社アリモト工業 893-1605 鹿児島県鹿屋市串良町上小原1888 0994-63-2308 0994-63-8688

馬場　誠一 西部日東エース株式会社 892-0838 鹿児島県鹿児島市新屋敷町18-20  花田ビル2F 099-223-8646 099-227-2072
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