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担当 氏名 連絡先 TEL／FAX 

委員長 河野 剛陽 ㈱ＩＡＯ竹田設計 東京事務所 
101-0054 
東京都千代田区神田錦町三丁目 20 番地 
錦町トラッドスクエア９Ｆ 
https://www.iao.co.jp 
t-kouno@iao.co.jp 

03-5577-7203 

03-5577-7204 

副委員長 

相野谷 誠志 ㈱蒼設備設計 
141-0031 
東京都品川区西五反田 7-21-1 
第５ＴＯＣビル７Ｆ 
http://www.sohmec.com 
ainoya@sohmec.co.jp 

03-6303-9271 

03-6303-9278 

長坂 典和 ㈱大建設計 
141-0022 
東京都品川区東五反田 5-10-8 
大建設計東京ビル 
http://www.daiken-sekkei.co.jp 
nagasaka@daiken-sekkei.co.jp 

03-5424-8608 

03-5424-8631 

Ａ
グ
ル
ー
プ 

グループ長 長坂 典和 ㈱大建設計 
141-0022 
東京都品川区東五反田 5-10-8 
大建設計東京ビル 
http://www.daiken-sekkei.co.jp 
nagasaka@daiken-sekkei.co.jp 

03-5424-8608 

03-5424-8631 

担当委員 榊原 信一 榊原構造設計コンサルタント 
178-0063 
東京都練馬区東大泉 2-11-19-711 
－ 
s-sakaki@sc.dcns.ne.jp 

03-5934-3395 

03-5327-4245 

鈴木 敏彦 ㈱大建設計 
141-0022 
東京都品川区東五反田 5-10-8 
大建設計東京ビル 
http://www.daiken-sekkei.co.jp 
tsuzuki@daiken-sekkei.co.jp 

03-5424-8608 

03-5424-8619 

脇  守 ㈱アーキトロン建築設計事務所 
151-0051 
東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-15-10 
北参道ヒルズ 
http://www.architron.co.jp 
wakimamoru@aol.com 

03-6438-0811 

03-6438-0850 

Ｂ
グ
ル
ー
プ 

グループ長 那須 浩 ㈱梓設計 
140-0002 
東京都品川区東品川 2-1-11 
http://www.azusasekkei.co.jp 
nasu416@azusasekkei.co.jp 

03-6710-0682 

03-6710-0700 

担当委員 

渡邉 顕彦 ㈱三菱地所設計 
100-0005 
東京都千代田区丸の内 2-5-1 
丸の内二丁目ビル 
http://www.mj-sekkei.com/ 
akihiko.watanabe@mj-sekkei.com 

03-3287-5659 

03-3287-3232 

保坂 真美子 ㈱クオリティ 
107-0052 
東京都港区赤坂 7-6-41-305 
グランパークタワービル 26F 
http://www.quality-jp.com/index.html 
hosaka@quality-jp.com 

03-6277-6844 

03-6277-6811 
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Ｃ
グ
ル
ー
プ 

担当 氏名 連絡先 TEL／FAX 

グループ長 河野 剛陽 ㈱ＩＡＯ竹田設計 東京事務所 
101-0054 
東京都千代田区神田錦町三丁目 20 番地 
錦町トラッドスクエア９Ｆ 
https://www.iao.co.jp 
t-kouno@iao.co.jp 

03-5577-7203 

03-5577-7204 

担当委員 中川 達夫 NPO 法人 環境デザイン・アソシエイツ 
150-0021 
東京都千代田区神田小川町 1-6-1 
－ 
t.nakagawa2603@nifty.com 

03-5478-9700 

03-5478-9459 

山﨑 敏幸 ㈱松田平田設計 
107-8448 
東京都港区元赤坂 1-5-17 
http://www.mhs.co.jp 
toshiyuki_yamazaki@mhs.co.jp 

03-6438-8236 

03-3403-6107 

Ｄ
グ
ル
ー
プ 

グループ長 長尾 俊夫 ㈱剣持デザイン研究所 
161-0033 
東京都新宿区下落合 2-19-19 
http://kenmochi-design.jp 
nagao@kenmochi-design.jp 

03-3952-0195 

03-3952-0197 

担当委員 上垣内 伸一 ㈲ウエガイト建築設計事務所 
111-0051 
東京都台東区蔵前 4-13-4 
http://www.uegaito.jp 
uegaito@uegaito.jp 

03-3861-9218  

03-3861-9220  

輿  尉 ㈱日本設計 
163-1329 
東京都新宿区西新宿 6-5-1 
新宿アイランドタワー29Ｆ 
http://www.nihonsekkei.co.jp/ 
koshi-j@nihonsekkei.co.jp 

 

Ｅ
グ
ル
ー
プ 

グループ長 相野谷 誠志 ㈱蒼設備設計 
141-0031 
東京都品川区西五反田 7-21-1 
第５ＴＯＣビル７Ｆ 
http://www.sohmec.com 
ainoya@sohmec.co.jp 

03-6303-9271 

03-6303-9278 

担当委員 

東條 隆郎 STUDIO TOJO 東條隆郎建築都市設計室 
226-0002 
神奈川県横浜市緑区東本郷 3-41-3 
－ 
takao.tojo@nifty.com 

－ 

－ 

門脇 正晃 ㈱梓設計 
140-0002 
東京都品川区東品川 2-1-11 
http://www.azusasekkei.co.jp 
kadowaki308@azusasekkei.co.jp 

03-6710-0733 

－ 

進来 伸行 ㈱蒼設備設計 
141-0031 
東京都品川区西五反田 7-21-1 
第５ＴＯＣビル７Ｆ 
http://www.sohmec.com 
nsuzuki@sohmec.co.jp 

03-6303-9271 

03-6303-9278 

増田 祥久 ㈱建築設備設計研究所 
105-0001 
東京都港区虎ノ門 1-22-12 
SVAX TS bld 5 階 
－ 
masuda@kssk.co.jp 

03-6891-1202 

03-3595-6677 
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Ｆ
グ
ル
ー
プ 

担当 氏名 連絡先 TEL／FAX 

グループ長 小内 實 ㈱JR 東日本建築設計 
151-0053 
東京都渋谷区代々木 2-1-5 
JR 南新宿ビル 14Ｆ 
http://www.jred.co.jp 
－ 

03-6688-9708 

03-6688-9712 

担当委員 佐藤 悌治 ㈱日本建設情報センター 
107-8416 
東京都港区赤坂 7-10-20 
アカサカセブンス アヴェニュービル 
－ 
satoteiji@yahoo.co.jp 

03-3505-2981 

03-3505-2966 

関根 能文 ㈱石本建築事務所 東京オフィス 
102-0074 
東京都千代田区九段南 4-6-12 
http://www.ishimoto.co.jp 
－ 

03-3221-8924 

03-3221-8939 

Ｇ
グ
ル
ー
プ 

グループ長 深滝 准一 深滝准一建築設計室 
151-0051 
東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-2-4 
千駄ヶ谷シルクハイツ 202 
http://www.fukataki.com 
info@fukataki.com 

03-6682-4595 

020-4665-1665 

担当委員 古池 廣行 ウエルネス設計 
274-0077 
千葉県船橋市薬円台 5-30-1 
ヴェルレージェ習志野 507 
－ 
hirokoike22@gmail.com 

－ 

－ 

天神 良久 ㈱ケー・デー・シー 
151-0073 
東京都渋谷区笹塚 1-57-7 
笹塚第一ビル６Ｆ 
http://www.kdc.co.jp/ 
tenjin@kdccocon.co.jp 

03-5388-6551 

03-5388-7571 

間瀬 己代治 ㈱間瀬己代治設計事務所 
157-0066 
東京都世田谷区成城 4-21-3 
－ 
mase_archi@ybb.ne.jp 

03-3789-1682 

－ 

中田 正二 ㈱住宅生産研究所 
156-0055 
東京都世田谷区船橋 5-32-7 
－ 
snakata@u01.gate01.com 

03-3329-0004 

03-3329-0044 
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