
　

和歌山市
海南市
紀美野町

紀の川市
岩出市

橋本市
かつらぎ町
九度山町
高野町

有田市
湯浅町
広川町
有田川町

御坊市
美浜町
由良町
日高町
印南町
みなべ町
日高川町

田辺市
白浜町
上富田町
すさみ町

新宮市
那智勝浦町
太地町
古座川町
北山村
串本町

足羽　輝修 2203000043 株式会社アシバ建設 和歌山市西庄378-7 073-454-9001 073-454-9402 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中屋　徹 2203000024 中屋徹一級建築設計事務所 和歌山市西高松 1-1-5 090-3429-9098 073-423-5277 ○ ○ ○ ○

鈴木　史郎 2209101406 しろう建築設計室 和歌山市築港5-10-13　RHビルディング2階 073-428-8878 073-428-8877 ○ ○ ○ ○

中筋　正浩 2203000040 （有）中筋工務店　一級建築士事務所 和歌山市園部 22 073-462-1888 073-462-4845 ○ ○ ○

中筋　真由美 2203000041 （有）中筋工務店　一級建築士事務所 和歌山市園部 22 073-462-1888 073-462-4845 ○ ○ ○

中西　重裕 2203000075 （株）一級建築士事務所 Ｋ＆Ｎアーキテクツ 和歌山市梅原386 073-452-2331 073-452-2331 ○ ○ ○

藤本　修二 2203000010 コトブキ一級建築士事務所 和歌山市大谷 53-10 073-456-2360 073-452-0372 ○ ○

鈴木　善仁 2203000052 株式会社　鈴建 和歌山市 府中703-1 073-461-7734 073-461-7735 ○ ○

佐原　久登 2202700495 Ｓ・Α設計室 和歌山市寄合町15　藤井松ビル3階 073-425-6307 073-425-6307 ○

田邊　邦規 2203000070 ｔｒｙ設計工房 和歌山市秋月 529-13 073-472-0766 073-472-0766 ○

岩橋　和義 N2030-020 岩橋設計社 和歌山市北出島1-4-26 073-460-9613 073-460-9613 ○

中川　皓次 2203000009 有限会社中川工作所一級建築士事務所 紀の川市西大井 109-1 0736-77-3169 0736-77-6437 ○ ○ ○ ○

服部　修児 2202700399 服部建築設計事務所 紀の川市深田432-2 0736-73-6418 0736-66-8077 ○

仲谷　美幸 2203000036 仲谷義和＆設計工房 紀の川市荒見734-1 0736-73-4981 0736-73-4981 ○

森本　裕子 2203000057 ㈱小川一級建築士設計事務所 岩出市高瀬82-3　岩出N.Dビル4階 0736-62-2445 0736-62-5810 ○

楠　富晴 2203000003 ㈱小川一級建築士設計事務所 和歌山県岩出市高瀬82-3岩出ＮＤビル４F 090-3283-1734 0736-73-6494 ○ ○

向井　敬 2203000063  Ｋ設計・向井二級建築事務所 橋本市清水697-14 0736-33-5302 0736-33-5332 ○

森　優司 2203000071 森工作建築設計 伊都郡九度山町九度山1158-4 0736-54-3611 0736-54-4851 ○

槇嶋　建樹 2203000011 槇嶋建築一級建築士設計事務所 御坊市野口1182-3 090-3051-4083 0738-23-1752 ○

永田　佳久 2203000026 永田建築工房 日高郡みなべ町高野155 0739-75-2700 0739-75-2900 ○ ○

小田　貢 2203000035 小田建築設計研究所 日高郡みなべ町北道286 090-1489-4187 0739-72-5879 ○ ○

野中　尚文 2203000006 (有)野中建材 西牟婁郡白浜町矢田221-1 0739-52-2528 0739-52-3880 ○

田上　順子 2203000066 JUNE建築設計室 田辺市上万呂517-3 0739-20-6156 0739-81-2500 ○

木村　公大 2203000079 樹心建築設計室 田辺市新庄町3442-65 0739-34-5838 0739-34-5838 ○

竹田　秀樹 2193000002 竹田一級建築設計事務所 東牟婁郡串本町姫７０４ 0735-72-1786 0735-72-1786 ○

田中　守 2203000016 田中守建築設計舎 東牟婁郡那智勝浦町天満813-11 0735-52-2955 0735-30-0454 ○

清水　良光 2203000072 株式会社　清水設計事務所 東牟婁郡那智勝浦町築地8-8-2 0735-52-2941 0735-52-2923 ○

清水　良治 2203000074 株式会社　清水設計事務所 東牟婁郡那智勝浦町築地8-8-2 0735-52-2941 0735-52-2923 ○

塩谷　欣也 2203000085 塩谷設計事務所 東牟婁郡那智勝浦町築地4-904-1 0735-52-4929 0735-52-6249 ○

清水　弘治 01-20-02992-01 ㈱清水工務店 東牟婁郡那智勝浦町湯川377-48 0735-52-4715 0735-52-5388 ○

島田　敏行 2203000076 島田一級建築設計事務所 新宮市田鶴原町2-9-12 0735-21-5867 0735-21-6763 ○

烏藤　昭博 2203000086 烏藤一級建築設計事務所 新宮市馬町1-1-4 0735-21-1272 0735-21-7152 ○

対応地域

※必ずしも、名簿記載の建築士に依頼する必要はございません。

調査費用の目安 概ね10万円（税込み）　　調査基準に基づき報告書を作成します
※オプションとなる給排水管路等の確認は含みません。依頼時にご確認ください。

技術者氏名 登録番号等 所属事業所名 事業所所在地 電話 FAX

作成の目的 「わかやま既存住宅状況調査補助金」を活用する際に調査依頼先がわからない方にご案内するもの

「和歌山県における空家等相談体制の充実に関する協定」に基づき整備した既存住宅状況調査技術者名簿　（R4.4.1時点）

作成団体名 （一社）和歌山県建築士会

調査技術者の資格 建築士、かつ、既存住宅状況調査技術者


