
（問合せ先）JSCA東京事務局 耐震相談窓⼝

No. 受講者の所属するJSCA東京登録建築⼠事務所名 受講者
1 (⼀財)⽇本建築設備･昇降機センター 福⽥陽⼀
2 (特⾮)沖縄県建築設計サポートセンター 上原利公
3 スターツＣＡＭ㈱ ⼩林利和
4 ブレンスタッフ㈱ 付尚武
5 ブレンスタッフ㈱ togashiyasuhiro
6 ブレンスタッフ㈱ 後藤 正
7 伊藤設計 伊藤喜啓
8 井上構造設計 井上俊明
9 稲⾒構造設計事務所 稲⾒ 賢
10 岡本構造研究室・ＳＡＭ 岡本憲尚
11 ㈱Ｅ＆ＣＳ 今 美菜⼦
12 ㈱ＪＲ東⽇本建築設計 堀籠俊弥
13 ㈱Kino.arch-office ⽊下貴雄
14 ㈱ＭＡＹ設計事務所 ⼤浴佳治
15 ㈱ＮＪＳ ⼩川繁紀
16 ㈱ＮＴＴファシリティーズ 泉井 太
17 ㈱ＮＴＴファシリティーズ 百⽥ 徹
18 ㈱ＮＴＴファシリティーズエンジニアリング ⽴川雅司
19 ㈱アービア設計事務所 ⽩⽯ 梢
20 ㈱アール・アイ・エー 鶴⽥正⼀
21 ㈱イケ建築事務所 池⾕ 透
22 ㈱イシイアソシエイツ ⽯井義明
23 ㈱オー・アール・エー建築⼯房 村松正⾼

2021年度 JSCA「⾮⽊造建築物補強設計等」技術者育成のための講習
会  受講者⼀覧

 ⼀般社団法⼈ ⽇本建築構造技術者協会（略称JSCA）では、公益財団法⼈ 東京都防災・
建築まちづくりセンターと協定を締結し、JSCA東京主催で耐震診断・補強設計等の技術者
育成のための講習会を実施しています。
 ここに、2021年度の上記講習会の受講者⼀覧を掲載いたします。
 JSCA東京の耐震診断相談窓⼝にご相談頂ければ、建物の構造種別や構造規模を考慮して
適切な事務所をご紹介いたします。

     メールアドレス： taishin@jsca-tokyo.net
     JSCA東京ホームページ： https://www.jsca-tokyo.net/
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24 ㈱オムニ設計 ⼩野⽥秀男
25 ㈱コンステック ⼩⻄德⼦
26 ㈱コンステック 村上夏樹
27 ㈱ジャスト 中村佳之
28 ㈱ジャスト ⾦⼦寛⽂
29 ㈱ジャスト 千葉事務所 横尾格美
30 ㈱セグ設計事務所 関 清豪
31 ㈱ティ・アンド・エイ アソシエイツ ⼭内哲理
32 ㈱ティーケー設計 髙⽊光⼆
33 ㈱ハル建築設計 今井章晴
34 ㈱フケタ設計 ka-furuya
35 ㈱フケタ設計 古⾕⼀美
36 ㈱ブレン設計事務所 ⽵⽥ 勉
37 ㈱マイ建築構造 ⼭内 聡
38 ㈱ライズ建築構造計画 溝上隆浩
39 ㈱レーモンド設計事務所 榎本鍈雄
40 ㈱安宅設計 岡⽥ 敏
41 ㈱久慈設計 菅原昭⼀
42 ㈱久⽶設計 仲⼭雅⼀
43 ㈱久⽶設計 ⼤久保孝雄
44 ㈱佐賀⽥中建築研究所 佐賀 修
45 ㈱三誠 春藤元宏
46 ㈱三菱地所設計 岡⻄ 努
47 ㈱三菱地所設計 太⽥俊也
48 ㈱⼭下設計 早瀬元明
49 ㈱⼭⽥章⼈建築設計事務所 吉⽥太郎
50 ㈱⼭辺構造設計事務所 塩⾕康⼀
51 ㈱漆企画設計 ⽩⽯健次
52 ㈱住宅⽣産研究所 中⽥正⼆
53 ㈱⼩橋建築設計事務所 ⼩橋良治
54 ㈱新井建築設計 新井武仁
55 ㈱善設計 川島 剛
56 ㈱善設計 鈴⽊善彦
57 ㈱相和技術研究所 松原 守
58 ㈱窓建コンサルタント 近江雅夫
59 ㈱⼤⼿町ファーストスクエア 丹内久美
60 ㈱東京ソイルリサーチ 榎本 敦
61 ㈱東邦アーステック ⼭際憲博
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62 ㈱⽇建設計 林 秀⾏
63 ㈱能勢建築構造研究所 ⼤浦 眞
64 ㈱能勢建築構造研究所 ⽯渡晶悟
65 ㈱福祉開発研究所 ⽥辺孝次
66 空間設計 ⾼橋達夫
67 軽⽯実⼀級建築⼠事務所 軽⽯ 実
68 ⾼松建設㈱ 岡本琢志郎
69 細⾙建築構造事務所 細⾙信夫
70 ⼭正建築構造研究室 ⼭本正幸
71 ⼩野ストラクトリンク⼯房 ⼩野俊博
72 新⽇本管財㈱ ⽥中雄基
73 清⽔建設㈱ ⼩林俊樹
74 ⻘⽊あすなろ建設株式会社 ⼭﨑裕明
75 対震構造エンジニアリング㈱ ⼩林真⼀郎
76 ⼤成建設㈱ 藤村太史郎
77 ⼤成建設㈱ 多⽥好視
78 ⼤和ハウス⼯業㈱  仙台⽀社 ⼤橋祐⼆
79 滝⼝建築設計 滝⼝喜昭
80 ⽵下構造設計事務所 ⽵下弘史
81 中野時衛構造事務所 中野時衛
82 ⻑⾕川構造設計室 ⻑⾕川宏⼀
83 東京建物アメニティサポート 萩原幸男
84 東京理科⼤学 寺本隆幸
85 東邦設計コンサルタント㈱ ⾦ 健次
86 内藤建築構造事務所 内藤幹雄
87 能勢建築構造研究所 髙橋 ⻫
88 範建築設計事務所 ⼤地憲⼀
89 ⽮吹建築設計事務所 ⽮吹克⾏
90 ㈲岩城建築⼯房 岩城初男
91 ㈲空間企画設計 畑⼾⿓夫
92 ㈲桑原建築設計事務所 桑原芳夫
93 ㈲枝和建築設計事務所 枝 和敏
94 ㈲萩坂設計 萩坂 詳
95 ㈲野崎設計 野崎岳夫
96 ㈲鈴⽊構造設計 鈴⽊ 馨
97 鈴⽊重和
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