北海道住宅検査人登録者名簿
一般社団法人北海道建築技術協会
北海道住宅検査人登録要綱による北海道住宅検査人登録者は下記のとおりである。

(長期優良住宅化リフォーム推進事業対象インスペクターではありません）
2020.9.15現在
登録番号

氏

名

勤 務 先 名
エスパス１級
建築士事務所

第001号 宮下

悟

第002号 東出

憲明 ＩＮＤＩ株式会社

第003号 長江

彰一

第004号 辻内

匡之

第006号 瀧本

勤 務 先 住 所

電話番号

札幌市東区北26条東14丁目1-23-306

011-788-2059

札幌市清田区真栄3条2丁目10-3

011-889-1150

ハウスサポート
有限会社

札幌市東区北49条東14丁目10-15

011-748-5661

北方住環境
プロデュース

旭川市豊岡13条8丁目3-3

0166-38-8122

惠介 ㈱瀧本ホーム

札幌市白石区平和通8丁目北5番24号

011-846-2110

第008号 三橋

竜太郎(株)土屋ホームトピア

札幌市厚別区厚別南1丁目18-1

011-896-3039

第015号 岡野

剛

(株)住まいのユウケン

札幌市東区北５０条東７丁目７－８

011-743-6262

inspect(インスペクト)

札幌市白石区栄通１５丁目１０番１９号 090-8896-3395

第017号 神

秀一

第018号 太田

晋一 (株)ぎょれん設計センター

札幌市中央区北３条西７丁目

011-281-8509

第020号 森下

幹生 森下二級建築士事務所

深川市１条２４番２８号

0164-34-5022

第021号 芦野

和範 ㈱芦野組

旭川市旭神町28-106

0166-65-7087

第025号 首藤

一弘 ㈱丸三ホクシン建設

石狩市花川南４条２丁目101

0133-73-0714

第028号 須藤

芳巳 須藤建設㈱

伊達市松ヶ枝町65-8

0142-22-0211

第029号 近藤

寛 日東建設㈱

岩見沢市駒園３丁目1-1

0126-22-1898

第031号 山森

秀樹 山森建設㈱

赤平市茂尻春日町３丁目１１番地

0125-32-4155

第034号 渡部

勉

㈲北翔建設

登別市桜木町３丁目２０番地４

0143-85-5003

第035号 奥野

諭

㈱奥野工務店

札幌市白石区本通８丁目北６番７号

011-861-8754

登録番号

氏

名

勤 務 先 名

勤 務 先 住 所

第038号 三宅

隆

第040号 竹口

祐司 (株)竹口組

北見市山下町４丁目２番８号

0157-23-6438

第041号 今北

光春 ㈲北美建

小樽市桜１丁目１０番２１号

0134-52-0031

第046号 山森

章翁 山森建設㈱

赤平市茂尻春日町３丁目１１番地

0125-32-4155

第047号 村上

雅人 ㈱橋本川島コーポレーション 旭川市旭町2条7丁目12番90号

0166-55-0001

第051号 髙橋

和之 ㈱丸昭高橋工務店

上川郡下川町西町４７３番地

01655-4-3314

第056号 吉田

興悦 ㈱吉田建設

留萌郡小平町字鬼鹿港町20番地

0164-57-1717

第059号 中山

峰生 一級建築士事務所

第061号 久保田

札幌トーヨー住器(株)

電話番号

札幌市白石区北郷９条７丁目２番１０号 011-872-0600

ジオ工房 札幌市白石区菊水2条1丁目3-15-403

知明㈲アーキシップアソシエイツ 札幌市東区北8条東3丁目1-1

011-792-1780

第067号 中川

斉

第068号 奈良

顕子 ㈲奈良建築環境設計室

札幌市北区新琴似３条９丁目3-10

011-762-9510

第069号 池田

佳史 ㈲キューブプランニング

旭川市8条通8丁目41番地の10

0166-85-6260

第072号 田畑

裕士 有限会社トラスト不動産

檜山郡江差町新栄町149

0139-52-5025

宗谷郡猿払村鬼志別南町

01635-2-3614
0152-73-4617

第073号 小山内

㈱さかえ住宅建設

011-821-1759

札幌市東区北４２条東１３丁目１番２１号011-721-0010

浩一小山内建設㈱

第075号 髙橋

広明 ㈱髙橋工務店

網走郡美幌町字美禽328番地72

第079号 小枝

則夫 ㈲小枝産業

河東郡音更町木野大通西１０丁目１番地 0155-31-1826

第084号 髙橋

隼人 ㈱岡本建設

中川郡幕別町緑町40番地32

0155-54-2733

第086号 陰山

義昭 西出興業㈱滝川支店

滝川市黄金町東3丁目1番8号

0125-22-2636

第088号 吉田

純治 ヨシケン一級建築士事務所

北海道札幌市白石区東米里2083-86

011-875-0877

第097号 荒井

宏悦 ㈱土屋ホームトピア

函館支店
函館市石川町52-28

0138-47-2220

登録番号

氏

名

勤 務 先 名

勤 務 先 住 所

第102号 高橋

里実 ㈱土屋ホームトピア

第105号 阿部

竜也 ㈱土屋ホームトピア

第106号 橋本

征男 ㈱橋本建設

石狩市花川南１条１丁目76

0133-76-2006

第107号 外﨑

久備 ㈱アド建設工業

札幌市西区西町北５丁目2-24

011-665-5007

第108号 佐藤

隆行 ㈱佐藤工務店

美唄市大通東１条南５丁目1-23

0126-62-7367

第110号 石田

敏雄 雄設計

釧路市愛国東2丁目16番12号

0154-39-0525

第115号 安藤

明

札幌市北区北10条西4丁目1

011-736-1104

第116号 土田

美佳 くらしといえ

帯広市西11条南11丁目3-8

0155-66-4996

第121号 武井

晋司 設計工房武

上川郡比布町北４線１３号

0166-58-9812

第123号 中山

茂樹 ㈱中山工務店

有珠郡壮瞥町字滝之町２８６番地２２

0142-66-2038

第126号 澤田

和宏 アクト建築工房㈱

旭川市４条西７丁目2-2

0166-74-7781

第128号 斗澤

公保 ㈱北斗商販

札幌市東区北23条東8丁目4-8

011-721-1234

第129号 横井

亮治 メビウス

札幌市手稲区前田十三条10丁目4番6号

011-556-4539

第130号 榊

政信

北海道札幌市厚別区厚別南１丁目18-1

電話番号

函館支店
函館市石川町52-28

㈱日本防災技術センター

北の杜合同会社

建築設計事務所 虻田郡倶知安町南7条東１丁目2-5

011-896-3058
0138-47-2220

0136-21-3366

第133号 上野

憲之 鈴木建設㈱

岩内郡岩内町字栄１８６番地

0135-62-1234

第136号 奥田

弘

札幌市中央区南７条西８丁目１番16

011-512-2007

第137号 谷川

満隆 リノベ札幌㈱

札幌市中央区北5条西18丁目1-4

011-213-8305

第138号 古田

昌之 スミタス建物診断㈱

札幌市中央区宮の森３条１丁目4-1

011-676-3234

第139号 遠藤

好一 ㈱遠藤工務店

札幌市白石区中央1条2丁目1-48

090-8276-5684

第140号 宮腰

謙一 ㈱リビングワーク

札幌市厚別区厚別南６丁目2-10

011-892-1125

札証物産㈱

登録番号

氏

名

勤 務 先 名

勤 務 先 住 所

電話番号

第142号 佐藤

壽治 ㈱佐藤建設

石狩市花川南2条2丁目280番地

0133-73-1723

第143号 江田

清三 ㈱江田建設

小樽市入船5丁目9番20号

0134-32-3600

第144号 長谷川

弘美㈱から屋

札幌市白石区東札幌3条2丁目1番5-614号 011-827-6557

第145号 髙橋

敏幸 大野土建㈱

士別市大通西1丁目5番地

0165-23-3111

第147号 及川

浩和 東成建設㈱

旭川市宮下通22丁目左10号

0166-31-5115

第149号 菊地

峰生 ㈱ヤマト建設

幌泉郡えりも町字大和254-3

01466-2-3171

第150号 柏原

茂

江別市朝日町２６番3-2

011-391-7200

第151号 古市

淳也 ㈱クリプトン

帯広市西10条南12丁目2番地7

0155-67-8007

第153号 土田

隆司 ㈱土田工務店

帯広市西18条南37丁目2番地11

0155-49-3522

第154号 福島

敬

石狩市花畔3条1丁目257番地

0133-76-6038

第155号 佐藤

元太 武部建設㈱

岩見沢市5条東18丁目31

0126-22-2202

第156号 旦尾

彰英 拓成工業㈱

岩内郡共和町梨野舞納23番地1

0135-62-3762

第157号 三本

登

室蘭市八丁平5丁目44-5

0143-42-4118

第159号 石井

亜矢子合同会社B7コンサルタント

札幌市南区澄川4条7丁目4-5

011-598-6286

第160号 白鳥

勝文 合同会社B7コンサルタント

札幌市南区澄川4条7丁目4-5

011-598-6286

第161号 番場

政和 カサシマ建設株式会社

札幌市東区中沼西1条2丁目2-5

011-792-4388

第162号 美濃

輝之 美濃輝之一級建築士事務所

帯広市南の森西9丁目12-2

0155-47-2735

第163号 澤田

利昭 光輝建設㈱

網走市潮見2丁目9-8

0152-45-2225

第164号 濱野

学

網走市潮見2丁目9-8

0152-45-2225

第165号 橘田

直明 星屋㈱

帯広市西5条南17丁目11

0155-22-8800

㈲工房ハンズ

北スタイル㈱

㈱住まいのウチイケ

光輝建設㈱

登録番号

氏

名

勤 務 先 名

勤 務 先 住 所

電話番号

第166号 田中

勝則 星屋㈱

帯広市西5条南17丁目11

0155-22-8800

第167号 藤村

将博 星屋㈱

帯広市西5条南17丁目11

0155-22-8800

第168号 田子

勝

帯広市白樺11条西19丁目11番地1

0155-34-3147

第169号 山口

能正 ㈱コムズ

札幌市西区山の手5条1丁目1-23

011-640-7070

第170号 吉田

和人 ㈱真和建設

旭川市新星町4丁目10番11号

0166-26-8800

札幌市白石区中央2条7丁目1番1号

011-558-7131

第171号 小笠原

㈱アーニストホーム

英敏㈱住まいのクワザワ

第172号 稲垣

ゆきみ住友不動産㈱

札幌市中央区大通西4丁目6-8

011-281-3949

第173号 山村

聡

北斗市東前3-153

0138-84-8612

第174号 小向

勝廣 二級建築士事務所オフィスKOM 札幌市手稲区星置2条2丁目3番7号

011-684-5236

第175号 原田

英行 ㈲原田工務店

二海郡八雲町立岩66-8

0137-62-2423

第176号 髙田

昌昭 ㈱髙田建設

留萌市大和田1丁目47番地

0164-43-1796

北斗市本郷2丁目12-11

0138-77-6033

第177号 佐々木

山村聡建設設計事務所

智明㈱佐々木組

第178号 森木

貫代 ㈱北海道ハウジング

旭川市神楽2条11丁目2番16号

0166-62-5133

第179号 田城

雅宏 ㈱ecoaハウス

千歳市花園2丁目1-5

0123-23-4879

第180号 奥井

弘明 ㈱ecoaハウス

千歳市花園2丁目1-5

0123-23-4879

第181号 寺澤

貴裕 ㈱ecoaハウス

千歳市花園2丁目1-5

0123-23-4879

第182号 稲場

一幸 ㈱ecoaハウス

千歳市花園2丁目1-5

0123-23-4879

第183号 菊澤

久志 ㈱キクザワ

恵庭市黄金中央2丁目3番15

0123-32-2440

第184号 金谷

純子 ㈱キクザワ

恵庭市黄金中央2丁目3番15

0123-32-2440

第185号 水木

雅人 ㈱アーバンハウス

北見市朝日町43-30

0157-22-7787

登録番号

氏

名

勤 務 先 名

勤 務 先 住 所

電話番号

第186号 青木

貴史 大鎮キムラ建設㈱

北海道千歳市北斗1丁目2-2-1号

0123-25-6833

第187号 外城

征教 ㈲外城建設

上川郡清水町南6条西4丁目2

0156-62-4472

第188号 加藤

朋恵 住友不動産㈱

札幌市中央区大通西4-6-8

011-281-3949

第189号 小林

光満 住友不動産㈱

札幌市中央区大通西4-6-8

011-281-3949

第190号 小林

宏至 小林建設

根室市珸瑤瑁1丁目56番地

0153-28-3016

第191号 本間

嘉美 本間建築設計事務所

紋別市渚滑町元新3丁目174-8

0158-24-4774

第192号 坪田

成樹 ㈲エース設計企画

札幌市手稲区富丘４条７丁目２番１６号 011-311-1885

第194号 佐々木

強 合同会社B7コンサルタント

札幌市南区澄川四条7丁目4-5

011-598-6286

第195号 久保田

一士㈲山野内建設

二海郡八雲町東町236-2

0137-62-3498

第196号 丹羽

洋平 ㈱札都

札幌市北区北22条西3丁目1-37

011-758-4505

第197号 田中

秀幸 ㈱札都

札幌市北区北22条西3丁目1-37

011-758-4505

第198号 石川

雅士 ㈱ホームテック

旭川市忠和6条7丁目3-9

0166-60-4230

第199号 奥村

正明 ㈱ホームテック

旭川市忠和6条7丁目3-9

0166-60-4230

第200号 石原

英祐 ㈱トキメキデザイン・アトリエ 札幌市中央区北1条西21丁目3-26

011-611-2081

第201号 大下

紀夫 ㈱ライズ建築企画

岩見沢市5条東15丁目

0126-35-4531

第202号 宿谷

健二 ㈱カワムラ

旭川市豊岡4条3丁目7-13

0166-32-3232

第203号 福岡

守

㈱カワムラ

旭川市豊岡4条3丁目7-13

0166-32-3231

第204号 田川

勝彦 ㈱カワムラ

旭川市豊岡4条3丁目7-13

0166-32-3231

第205号 鈴木

博

旭川市豊岡4条3丁目7-13

0166-32-3231

第206号 浅野

仁志 ㈱建築館みうら

北見市美山町西5丁目50-65

0157-24-8330

㈱カワムラ

登録番号

氏

第207号 高橋

名

勤 務 先 名

英明 鈴木建設㈱

第208号 五十嵐

輝男㈱建装ダイワ

勤 務 先 住 所

電話番号

紋別市南が丘町7丁目20-1

0158-23-2063

札幌市白石区流通センター4丁目1-35

011-867-8121

第209号 佐藤

浩巳 ㈱鈴木工務店

旭川市東光1条2丁目2番5号

0166-31-1366

第210号 角野

健一 ㈱建築舎

札幌市東区北37条東25丁目1-1

011-374-6203

第211号 黒川

健一 ㈲黒川建設

上川郡下川町旭町270番地

01655-4-3119

第212号 高橋

政志 ㈱三賀組

上川郡下川町錦町267番地

01655-4-2173

第213号 吉川

智久 ㈱サッコウケン

札幌市中央区南一条東2丁目6

011-206-4464

第214号 本橋

哲幸 ㈱ラクジュ

神奈川県横浜市港南区芹が谷4-21-22

045-826-0802

第215号 小泉

勝利 日興美装工業㈱

札幌市北区北十九条西4丁目1-21

011-726-8161

第216号 大西

要

旭川市川端町２条7丁目1番10号

090-5224-0024

第217号 芦澤

果歩 ㈱コムズ

札幌市西区山の手五条1丁目1番23号

011-624-7059

第218号 髙橋

秀明 ㈲丸政建設

札幌市豊平区西岡四条2丁目4-20

011-854-5253

第219号 和田

邦彦 ㈱早水組

網走市潮見1丁目356番地2

0152-61-1181

第220号 井上

望

札幌市清田区真栄３条２丁目10-3

011-889-1150

㈱COMDOR(コモドア)

INDI㈱
合計

131名

