
年次 建築地 建築名称 主要用途 業務種別 構造・階数 延面積(㎡)

2015 神奈川県川崎市 W保育園 保育園 基本設計 S造・3F 933.52

2015 東京都武蔵野市 秋山邸 住宅 耐震診断 木造・2F 95.78

2015 東京都武蔵野市 太田邸 住宅 耐震診断 木造・2F 81.65

2015 東京都武蔵野市 メゾン藤 共同住宅 耐震診断 木造・2F 261.67

2015 東京都武蔵野市 村上邸-2 住宅 耐震診断 木造・2F 75.00

2015 東京都武蔵野市 春日邸 住宅 耐震診断 木造・2F 155.47

2015 東京都豊島区 鈴木邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 114.43

2015 東京都武蔵野市 D店舗 店舗
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 74.04

2015 東京都武蔵野市 内藤邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 155.29

2015 東京都武蔵野市 瀧澤邸 住宅 耐震診断 RCB＋木造・3F 286.04

2015 東京都武蔵野市 Rマンション 共同住宅 補強工事監理 RC・4F 2,588.76

2015 東京都武蔵野市 村上邸-1 住宅 耐震診断 木造・2F 147.25

2014 東京都武蔵野市 米田アパート 共同住宅＋店舗
耐震診断
都沿道耐震化事業

木造・2F 372.40

2014 東京都武蔵野市 丸井邸 住宅 補強設計・監理 木造・2Ｆ 149.88

2014 東京都武蔵野市 青木邸 住宅 耐震診断 木造・2F 93.15

2014 東京都武蔵野市 岡部荘 共同住宅 耐震診断 木造・2F 60.86

2014 東京都武蔵野市 岡部荘 共同住宅 耐震診断 木造・2F 177.92

2014 東京都武蔵野市 矢島邸 住宅 耐震診断 木造・2F 98.54

2014 東京都武蔵野市 綿貫邸 住宅 耐震診断 木造・2F 85.40

2014 東京都武蔵野市 茂在邸 住宅 耐震診断 木造・2F 105.56
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2014 東京都武蔵野市 Rマンション 共同住宅 補強設計 RC・4F 2,588.76

2014 東京都武蔵野市 平邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 149.01

2014 東京都杉並区 谷中邸（大規模改修） 住宅 設計・監理 木造・BF1＋2F 364.82

2014 東京都武蔵野市 池田邸 住宅 耐震診断 木造・2F 123.26

2014 東京都武蔵野市 大月邸 住宅 耐震診断 木造・3Ｆ 234.16

2014 東京都中野区 トーオンビル 事務所 建物調査 RC・3F 753.76

2013 神奈川県川崎市 森岡邸邸（増築＋大規模改修） 住宅 設計・監理 木造・2F 101.20

2013 東京都杉並区 大森邸 住宅 監理 RC・2F 120.72

2013 東京都杉並区 関邸 住宅 監理 RC・1F 64.17

2013 東京都武蔵野市 Yビル 店舗＋住宅
耐震診断
都沿道耐震化事業

S造・4F 242.96

2013 東京都武蔵野市 山内邸 住宅＋店舗
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 46.27

2013 東京都武蔵野市 飯塚邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 103.29

2013 東京都武蔵野市 藤野邸 住宅 補強設計 RCB＋木造・2F 150.17

2013 東京都武蔵野市 Yビル 店舗＋共同住宅
耐震診断
都沿道耐震化事業

RC・4F 440.21

2013 東京都武蔵野市 今中邸 住宅 耐震診断 木造・2F 113.22

2013 東京都東村山市 I畳店 店舗＋住宅
耐震診断
都沿道耐震化事業

木造・2F 174.92

2013 東京都武蔵野市 梅本邸 住宅 耐震診断 木造・2F 78.51

2013 東京都武蔵野市 Rマンション 共同住宅 耐震診断 RC・4F 2,588.76

2013 東京都武蔵野市 井上邸 住宅 耐震診断 木造・2F 115.92

2013 東京都武蔵野市 高橋邸 住宅 耐震診断 木造・2F 143.25
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2012 東京都武蔵野市 別府邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 95.86

2012 東京都武蔵野市 八木邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 216.65

2012 東京都武蔵野市 小島邸 住宅
耐震診断
補強工事監理

木造・2F 149.25

2012 東京都武蔵野市 狩野邸 住宅 補強設計・監理 木造・2F 175.57

2012 東京都武蔵野市 田中邸 住宅 耐震診断 木造・2F 101.23

2012 東京都武蔵野市 田村邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 134.56

2012 東京都西東京市 渡辺邸 住宅 耐震診断 木造・2F 125.86

2012 東京都武蔵野市 Cマンション武蔵野 共同住宅
耐震診断
都沿道耐震化事業

RC・6F 2,491.98

2012 東京都武蔵野市 NKマンション 共同住宅
耐震診断
都沿道耐震化事業

RC・3F 1,880.15

2012 東京都武蔵野市 作道邸 住宅 耐震診断 木造・2F 128.74

2012 東京都武蔵野市 原ビル 共同住宅＋店舗
耐震診断
都沿道耐震化事業

RC/3F 196.48

2014 東京都武蔵野市 長鳥邸-S 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 92.74

2014 東京都武蔵野市 長鳥邸-N 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 74.54

2014 東京都武蔵野市 大田垣邸 住宅 耐震診断 木造・2F 165.61

2014 東京都西東京市 大島邸 住宅 耐震診断 木造・2F 87.99

2012 東京都武蔵野市 田代邸 住宅 耐震診断 木造・2F 114.37

2012 東京都武蔵野市 足立邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 100.61

2012 東京都武蔵野市 大林邸 住宅 耐震診断 木造・2F 171.90

2012 東京都武蔵野市 木村邸 住宅 耐震診断 木造・2F 104.18

2012 東京都武蔵野市 高石邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 105.79
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2012 東京都武蔵野市 二見邸 住宅 耐震診断 木造・2F 92.43

2012 東京都武蔵野市 大月邸 住宅 耐震診断 木造・2F 127.10

2012 東京都武蔵野市 岸野邸 住宅 耐震診断 木造・2F 120.72

2011 東京都武蔵野市 藤田邸 住宅 耐震診断 木造・2F 116.23

2011 東京都武蔵野市 千葉邸 住宅 耐震診断 木造・2F 155.43

2011 東京都武蔵野市 長尾邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 98.32

2011 東京都小平市 川島邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 53.79

2011 東京都武蔵野市 藤野邸 住宅 耐震診断 RCB＋木造・2F 150.17

2011 東京都武蔵野市 Ｍハウス デイ・サービスセンター
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 121.20

2011 東京都武蔵野市 船越邸 住宅 耐震診断 木造・2F 115.53

2011 東京都武蔵野市 宮田邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 126.37

2011 東京都小平市 鈴木邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 115.00

2011 東京都武蔵野市 狩野邸 住宅 耐震診断 木造・2F 175.57

2011 東京都武蔵野市 柳田邸 住宅 耐震診断 木造・2F 112.16

2011 東京都武蔵野市 天野低 住宅 工事監理 木造・2F 111.23

2011 東京都小金井市 石川邸 住宅 耐震診断 木造・2F 121.65

2011 東京都武蔵野市 佐藤邸 住宅 耐震診断 木造・2F 178.86

2010 東京都武蔵野市 小高邸 住宅 耐震診断 木造・3Ｆ 143.81

2010 東京都武蔵野市 熊谷邸 店舗＋住宅 耐震診断 木造・2F 124.65

2010 東京都武蔵野市 野尻邸 住宅（リフォーム工事） 設計・監理 木造・2F 201.18

業務経歴書　　　一級建築士事務所　株式会社　Ｋ設計工房 4／18



年次 建築地 建築名称 主要用途 業務種別 構造・階数 延面積(㎡)

業務経歴書

2010 東京都武蔵野市 水上邸 住宅 耐震診断 木造・2F 166.36

2010 東京都西東京市 大沢邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 122.23

2010 東京都武蔵野市 田村邸 住宅 補強設計・監理 木造・2F 127.79

2010 東京都武蔵野市 楠邸 住宅＋音楽室 補強設計・監理 木造・2F 98.00

2010 東京都小平市 真田邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 125.03

2010 東京都武蔵野市 宮道邸 住宅 耐震診断 木造・2F 91.08

2010 東京都武蔵野市 星邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 93.04

2009 東京都武蔵野市 大石邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2F 79.76

2009 東京都三鷹市 ＪＫＫ東京 共同住宅 耐震診断 RC・5F 965.00

2009 東京都武蔵野市 田村邸 住宅 耐震診断 木造・2F 127.79

2009 東京都武蔵野市 H荘 共同住宅 耐震診断 木造・2F 130.00

2009
東村山市、西東京
市、東久留米市

ＪＫＫ東京 共同住宅・24棟 耐震診断 RC・5F 合計 40,770

2009 神奈川県藤沢市 市川邸 住宅（増築工事） 設計 木造・2F 109.71

2009 東京都小平市 清水邸 住宅
耐震診断
補強工事監理

木造・2F 82.11

2009 東京都武蔵野市 楠邸 住宅＋音楽室 耐震診断 木造・2F 98.00

2009 東京都武蔵野市 Ｋ荘 共同住宅 耐震診断 木造・2F 109.45

2009 東京都狛江市 ＪＫＫ東京 共同住宅・8棟 耐震診断 RC・5F 合計 14,223

2009 東京都武蔵野市 山田邸 住宅 耐震診断 木造・2F 59.26

2009 東京都武蔵野市 内田邸 住宅
耐震診断
補強工事監理

木造・2F 98.26

2009 東京都小平市 安彦邸 住宅 耐震診断 木造・2F 131.98
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2009 東京都小平市 河野邸 住宅
耐震診断
補強設計監理

木造・2Ｆ 95.64

2009 東京都小金井市 渥美邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 391.34

2008 東京都小平市 長岡邸（是正工事） 住宅 工事監理 木造・2Ｆ 95.90

2008 東京都武蔵野市 畠山邸 住宅 劣化診断 木造・2Ｆ 232.69

2008 東京都武蔵野市 安部邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2Ｆ 171.40

2008 東京都武蔵野市 アヴァンベール吉祥寺北町（継続-7） 住宅（全11戸）
擁壁
修復工事設計

木造・2Ｆ
敷地：1759.54
住戸：1136.20

2008 東京都西東京市 浦野邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 165.06

2008 東京都武蔵野市 丸井邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 149.88

2008 東京都武蔵野市 川口邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 152.15

2008 東京都武蔵野市 伊藤邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 117.85

2008 東京都武蔵野市 宮地邸 住宅 耐震補強設計・監理 木造・2Ｆ 106.75

2008 東京都武蔵野市 頼母木邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 142.89

2008 東京都武蔵野市 栗木邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2Ｆ 90.25

2008 東京都武蔵野市 佐藤邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 178.86

2008 東京都武蔵野市 浅野邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 83.35

2008 東京都武蔵野市 布施邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 134.50

2008 東京都荒川区 安田邸 住宅 設計 木造・1Ｆ 46.37

2008 東京都武蔵野市 山口邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 169.54

2008 東京都小平市 河野邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 95.64

2008 東京都杉並区 かふぇ＆ほーる with遊 店舗（カフェ・ホール） 工事監理 ＲＣ･1Ｆ 108.44
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2007 東京都武蔵野市 安部邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 171.40

2007 東京都小平市 北川邸 住宅（耐震補強） 設計 木造・2Ｆ 108.75

2007 東京都武蔵野市 アヴァンベール吉祥寺北町（継続-6） 住宅（全11戸）
不同沈下調査
修復工事設計

木造・2Ｆ
敷地：1759.54
住戸：1136.20

2007 東京都武蔵野市 野間邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 162.56

2007 東京都武蔵野市 高橋邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 128.80

2007 東京都小平市 北川邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 108.75

2007 東京都国立市 西郷邸 住宅
家屋調査
（耐震診断を含む）

木造・3Ｆ 93.56

2007 東京都杉並区 かふぇ＆ほーる with遊 店舗（カフェ・ホール） 実施設計 ＲＣ･1Ｆ 108.44

2007 東京都武蔵野市 日本臓器製薬株式会社吉祥寺社宅 住宅（耐震診断・補強） 設計監理 木造・2Ｆ 235.64

2007 埼玉県所沢市 松沢邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2Ｆ 112.34

2007 東京都武蔵野市 尾上邸 住宅（耐震補強・改修） 設計監理 木造・2Ｆ 109.30

2007 東京都武蔵野市 寺岡邸 住宅（耐震補強・改修） 設計監理 木造・2Ｆ 201.18

2006 東京都杉並区 I/Oビル 会館（斎場） 企画設計 S造・5F 511.22

2006 東京都武蔵野市 平松邸 住宅（耐震補強・改修） 補強設計・監理 木造・2Ｆ 136.70

2006 東京都武蔵野市 奥川邸 住宅（耐震補強・改修） 補強設計・監理 木造・2Ｆ 151.94

2006 東京都杉並区 かふぇ＆ほーる with遊 店舗（カフェ・ホール） 基本設計 ＲＣ･1Ｆ 108.44

2006 東京都武蔵野市 州崎邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 96.95

2006 東京都武蔵野市 山路邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 73.32

2006 東京都武蔵野市 若林邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 150.36

2006 東京都武蔵野市 奥川邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 136.70
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業務経歴書

2006 東京都武蔵野市 寺岡邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 201.18

2006 東京都武蔵野市 廣瀬邸 住宅 耐震診断 木造・1Ｆ 114.00

2006 東京都武蔵野市 浅原邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 130.01

2006 東京都武蔵野市 アヴァンベール吉祥寺北町（継続-5） 住宅（全11戸）
不同沈下調査
修復工事設計

木造・2Ｆ
敷地：1759.54
住戸：1136.20

2006 東京都武蔵野市 八木邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 217.05

2006 東京都武蔵野市 太田邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 81.31

2006 東京都小平市 増田邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 118.51

2006 東京都小平市 大嶋邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 196.45

2006 東京都武蔵野市 山口邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 136.63

2005 東京都武蔵野市 古賀邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 105.98

2005 東京都武蔵野市 竹川邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 105.16

2005 東京都武蔵野市 富野邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 75.02

2005 東京都武蔵野市 川崎邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 120.44

2005 東京都武蔵野市 井部邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 172.92

2005 東京都武蔵野市 尾上邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 109.30

2005 東京都三鷹市 山田邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 77.82

2005 神奈川県川崎市 中辻邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 72.09

2005 東京都武蔵野市 浜島邸 住宅 耐強設計・監理 木造・2Ｆ 128.73

2005 東京都小平市 黒田邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 122.42

2005 東京都武蔵野市 粕谷邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 79.47
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2005 東京都武蔵野市 大矢邸（改修） 住宅 設計監理 木・2Ｆ 92.74

2005 長野県軽井沢町 Ｍ山荘 山荘 設計 ＲＣ+木　Ｂ1/2Ｆ 226.86

2005 東京都武蔵野市 アヴァンベール吉祥寺北町（継続-4） 住宅（全11戸）
不同沈下調査
修復工事設計

木造・2Ｆ
敷地：1759.54
住戸：1136.20

2005 東京都調布市 世古邸 住宅 不同沈下調査 木造・2Ｆ 89.50

2005 東京都世田谷区 河田邸 住宅（重層長屋）
外装・構造
調査

木造・3Ｆ 170.00

2005 東京都世田谷区 和氣邸 住宅（改修工事） 設計監理 木造・2F 104.58

2005 東京都町田市 林邸 住宅
基本計画
免震計画

木造・2F 272.02

2005 東京都杉並区
"with you"
（仮称）地域総合福祉センター

地域センター・銭湯 計画-3 ＲＣ造・3Ｆ 526.16

2005 東京都武蔵野市 室生邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 145.55

2005 東京都三鷹市 南　邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2Ｆ 132.49

2005 東京都武蔵野市 平井邸 住宅
耐震診断
補強設計・監理

木造・2Ｆ 126.41

2005 東京都武蔵野市 菊地邸 住宅
耐震診断
補強提案

木造・2Ｆ 63.25

2005 東京都三鷹市 重野邸 住宅
耐震診断
補強提案

木造・B1/2Ｆ 116.05

2005 東京都武蔵野市 増田邸 住宅
耐震診断
補強提案

木造・2Ｆ 146.56

2005 東京都武蔵野市 浅沼邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 112.59

2005 東京都武蔵野市 石田邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 109.07

2005 東京都武蔵野市 中谷邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 86.10

2005 東京都武蔵野市 倉光邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 101.00

2005 東京都武蔵野市 藤原邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 96.92

2005 東京都武蔵野市 中島邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 147.23
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2005 東京都武蔵野市 丸山邸 住宅 耐震診断 木造・1Ｆ 94.94

2004 東京都武蔵野市 牛込邸 住宅 耐震診断 木造・2F 99.45

2004 東京都武蔵野市 花輪邸 共同住宅
耐震診断
補強提案

木造・2F 119.19

2004 東京都武蔵野市 アヴァンベール吉祥寺北町（継続-3） 住宅（全11戸） 不同沈下調査 木造・2Ｆ
敷地：1759.54
住戸：1136.20

2004 東京都三鷹市 千代乃湯　"デイサービスセンターゆや" 銭湯・デイケアーセンター 事業者指定取得 ＲＣ造・3Ｆ 522.05

2004 東京都武蔵野市 高橋邸 住宅
耐震診断
補強提案

木造・2Ｆ 117.81

2004 東京都武蔵野市 山崎邸 共同住宅
耐震診断
補強提案

木造・2Ｆ 141.17

2004 東京都武蔵野市 芦川邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 120.24

2004 東京都武蔵野市 岡田邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 126.69

2004 東京都武蔵野市 落合邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 93.50

2004 東京都武蔵野市 山口邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 115.90

2004 東京都中野区 坂上マンション 共同住宅 耐震診断 ＲＣ造・4Ｆ 300.29

2004 東京都杉並区 （仮称）地域総合福祉センター 地域センター・銭湯 計画-2 ＲＣ造・Ｂ1/6Ｆ 1,270.98

2004 東京都渋谷区 森井邸（改修） 住宅 設計監理 木造・2Ｆ 88.87

2004 東京都新宿区 （仮称）新宿富久町ハイツ 共同住宅 監理 Ｓ造・3Ｆ 313.68

2003 東京都武蔵野市 浜島邸 住宅
耐震診断
補強提案

木造・2Ｆ 128.73

2003 東京都武蔵野市 川名邸 住宅
耐震診断
補強提案

木造・2Ｆ 135.78

2003 東京都武蔵野市 脇坂邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 143.23

2003 東京都武蔵野市 小笠原邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 82.71

2003 東京都武蔵野市 田中邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 128.73
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2003 東京都武蔵野市 中西邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 115.90

2003 東京都武蔵野市 アヴァンベール吉祥寺北町（継続-2） 住宅（全11戸） 不同沈下調査 木造・2Ｆ
敷地：1759.54
住戸：1136.20

2003 東京都品川区
新生湯・"湯～亀"（ゆ～き）
（公衆浴場をデイケアーサービスセンターと並存・
併設に改修）

銭湯・デイケアーセン
ター
（介護保険事業認定施
設）

設計監理 木造・1Ｆ 117.71

2003 東京都三鷹市 千代乃湯デイサービスセンター改装 銭湯・デイケアーセンター 設計監理 ＲＣ造・3Ｆ 522.05

2003 東京都杉並区 （仮称）地域総合福祉センター 地域センター・銭湯 計画 ＲＣ造・Ｂ1/6Ｆ 1,270.98

2002 静岡県御殿場市 ㈱ボゾリサーチセンター御殿場研究所第3研究棟 研究所　増築工事 設計 ＲＣ・4Ｆ 4,877.60

2002 千葉県市原市 遠藤邸 住宅 監理 木造・2Ｆ 140.00

2002 東京都世田谷区 Ｋビル 共同住宅 設計 ＲＣ・3Ｆ 338.27

2002 東京都武蔵野市 外山邸 住宅 監理 木造・2Ｆ 164.78

2002 東京都武蔵野市 アヴァンベール吉祥寺北町（継続-1） 住宅（全11戸） 不同沈下調査 木造・2Ｆ
敷地：1759.54
住戸：1136.20

2001 東京都品川区 トキワ工業ビル 住宅・工場 設計監理 Ｓ造・4Ｆ 226.34

2001 東京都品川区 新生湯（ホールその他改修） 公衆浴場 設計監理 木造・1Ｆ 50.40

2001 東京都武蔵野市 『堀さんの家』 住宅 競技設計 木造・2Ｆ 117.50

2001 東京都武蔵野市 外山邸 住宅
耐震診断
補強提案

木造・2Ｆ 112.25

2001 東京都武蔵野市 アヴァンベール吉祥寺北町 住宅（全11戸） 不同沈下調査 木造・2Ｆ
敷地：1759.54
住戸：1136.20

1F
2000 栃木県益子町 西明寺文化財収蔵展示施設 文化財保存施設 基本計画

ＲＣ造・ＢＦ＋1
Ｆ

328.14

1999 東京都武蔵野市 岸野邸 住宅 基本設計 木造・2Ｆ 127.90

1999 東京都武蔵野市 太田邸 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 100.10

1998 長崎県長崎市 延命寺本堂・会館・納骨堂 寺院 設計 RC+W造・BF+1F 1,209.70
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1998 東京都杉並区 笹屋酒店 店舗付き住宅 設計 木造・2Ｆ 115.57

1998 東京都品川区 新井邸（増築・改修） 住宅 設計 木造・2Ｆ 55.60

1998 東京都中野区 佐藤邸 住宅 設計 木造・2F 142.40

1998 東京都目黒区 赤沼邸 住宅 設計 木造・2Ｆ 89.20

1998 東京都武蔵野市 Ｎ邸・木造住宅耐震診断 住宅 耐震診断 木造・2Ｆ 115.80

1998 佐賀県佐賀市 佐賀千代田館新ホテル ホテル 設計 ＲＣ＋Ｓ造・5Ｆ 3,215.00

1997 長野県原村 深叢寺伽藍復原図 寺院 考証復原 木造・1Ｆ ───

1997 群馬県前橋市 「ぐんまの家」競技設計参加 住宅 基本計画 木造・2Ｆ 4棟

1997 東京都世田谷区 横溝邸 住宅 設計 木造・2Ｆ 252.60

1996 東京都武蔵野市 安藤邸（増築） 住宅 確認申請 木造・2Ｆ 36.40

1996 埼玉県東松山市 西友東松山店　（増築） 店舗 設計 Ｓ造・1Ｆ 50.40

1996 長崎県長崎市 延命寺本堂・会館・納骨堂 寺院 基本設計 RC+W造・BF+1F 1,209.70

1995 東京都世田谷区 ＴＭ－ＰＲＯＪ．邸 共同住宅 設計
RC 造 ・
BF+2F/RF

568.40

1995 長崎県長崎市 延命寺本堂・会館 寺院 実施設計 RC+W造・BF+1F 543.80

1995 東京都武蔵野市 竹内・川田邸 （増築） 住宅 設計監理 木造・2F 166.20

1995 栃木県真岡市 （仮称）般若寺伽藍整備計画-2 本堂・庫裏 基本計画 木造・2Ｆ 323.80

1995 東京都武蔵野市 陶山邸（増築） 住宅 確認申請 木造・2Ｆ 94.70

1995 長野県軽井沢町 間組軽井沢保養施設 保養所 設計 木造・1Ｆ 519.60

1994 神奈川県藤沢市  伊藤・森邸（増築） 住宅 設計監理 木造・2F 141.70

1994 東京都狛江市 原岡邸 住宅 設計監理 木造・2F+RF 173.70
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大師堂（仏堂） 設計監理 RC+木造・B1+1F 220.40

庫裏他 設計監理 木造・2F 336.70

幼稚園舎 設計監理 S造・2F 352.50

1993 栃木県真岡市 （仮称）般若寺伽藍整備計画 本堂・幼稚園他 現況調査 木造/S造・2F 307.29

1993 埼玉県東松山市 （仮称）西照寺伽藍整備事業 本堂・庫裏他 調査企画 RC+W造・B1+2F 700.00

1992 山梨県韮崎市 雲岸寺山門・観音堂他 寺院 改修計画 木造・2F 90.10

1992 東京都八王子市 多摩南部給水所排水池階段棟 水道施設 設計 RC造・B2+1F 147.30

1992 東京都八王子市 多摩南部給水所ポンプ棟 ポンプ場 設計 RC造・B2+1F 909.00

1992 兵庫県香住町 大乗寺応挙障壁画保存建物 保存施設 計画－2 S造・B1+2F 1,214.10

1992 埼玉県桶川市 丸九桶川工場稲荷社覆屋 神社 設計 木造・1F 9.90

1992 兵庫県香住町 大乗寺応挙障壁画保存建物 保存施設 計画－1 S造・B1+2F 564.20

1992 栃木県真岡市 荘厳寺本堂他 寺院 木造・1F 247.40

1992 栃木県宇都宮市 大運寺本堂・客殿・庫裏他 寺院 基本設計 木造・2F 879.70

1992 福岡県福岡市 清楽寺本堂・客殿・庫裏他 寺院 計画 木造・2F 1,163.30

1991 東京都港区 ＪＲ青山旅行センター 旅行代理店 設計 テナント工事 173.60

1991 新潟県佐渡郡 薬泉寺本堂（向拝等増築） 寺院 設計 木造・1F 37.70

1990 東京都小平市 東京都小平福祉園（改修） 盲精薄弱者施設 設計 RC造・2F 32.90

1990 東京都小平市 東京都むさしが丘学園（改修） 児童福祉施設 設計 約600.0

1990 神奈川県横浜市 日本工営上大岡社宅 共同住宅 設計 RC造・3F 1,840.30

1990 東京都練馬区 野田邸 住宅 設計監理
RC+W 造 ・
B1F+2F

233.30

栃木県小山市 興法寺伽藍整備事業1993
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年次 建築地 建築名称 主要用途 業務種別 構造・階数 延面積(㎡)

業務経歴書

1990 東京都武蔵野市 ギャラリー　レンツ 画廊 設計監理 テナント工事 20.80

1989 千葉県市原市 （仮称）高滝浄水場管理棟他 事務所他 設計 RC造・2F 3,168.40

1989 北海道札幌市  真宗高田派　専修寺　本堂 寺院 設計 SC造・1F 463.90

1989 東京都瑞穂町  石畑送水ポンプ場 ポンプ場 監理 RC造・B1F+1F 652.80

1989 福島県桧枝岐村 『茱菟の木』 ペンション 設計 木造・2F 600.00

1989 東京都豊島区 帝都交通東池袋ビル 事務所 設計 RC造・4F 559.50

1989 神奈川県葉山町 北川邸 住宅 設計監理 RC造・3F 136.90

1989 東京都練馬区 榎本マンション 共同住宅 設計 RC造・3F 377.70

1989 神奈川県横浜市 川向ポンプ場雨水調整池上屋 排水ポンプ場 設計 RC造・1F 2,446.00

1989 埼玉県川越市 延命寺本堂 寺院 設計監理 木造・1F 224.30

1989 東京都港区 海蔵寺山門 寺院（門） 設計 RC造・2F 16.50

1988 埼玉県大宮市 盆栽町マンション 共同住宅 計画 RC造・3F 471.20

1988 埼玉県久喜市 明王院本堂・庫裏他 寺院 設計監理 木造・1F、2F 460.40

1988 東京都新宿区 穴八幡神社／ 拝殿他 拝殿・会館他 設計-1
S+PC 造 ・
B1F+2F

2,120.70

1988 宮城県白石市 （仮称）Ｋ伝承館 能楽堂・茶室 計画 S造+木造・1F 385.10

1988 神奈川県厚木市 藤吉邸 住宅 設計監理 木造・B1F+1F 109.70

1988 東京都中央区 箱崎ビル 事務所・店舗他 計画 SRC造・B1F+7F 1,137.70

1987 千葉県野田市 『アクア・スクエアー』 店舗・事務所他 計画-2 S+RC造・3F 3,925.00

1987 東京都北区 生田目邸 共同住宅 設計監理 S造・3F 187.80

1987 埼玉県久喜市 明王院本堂・庫裏他 寺院 計画 木造・1F、2F 460.40
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年次 建築地 建築名称 主要用途 業務種別 構造・階数 延面積(㎡)

業務経歴書

1987 東京都新宿区 穴八幡神社／ 拝殿他 拝殿・会館他 設計-1
S+PC 造 ・
B1F+2F

2,120.70

1987 香川県庵治町 庵治町新庁舎 庁舎 計画 RC造・3F 2,509.30

1985 東京都世田谷区 原岡邸　（増築） 住宅 設計監理 木造・2F 78.90

1985 千葉県千葉市 越川邸（増築） アトリエ 設計監理 木造・1F 19.20

1985 東京都杉並区 千ヶ崎・谷中邸
二世帯住宅／アトリエ住
宅

設計監理 木造・B1F+2F 349.50

1985 千葉県市川市 カフェテラス　妖精の森 喫茶店 設計監理 テナント工事 71.60

1985 千葉県野田市 『アクア・スクエアー』 店舗・事務所他 計画-1 S+RC造・3F 3,784.50

1985 東京都武蔵野市 伊藤邸　（増築） 住宅 設計監理 木造・2F 109.70

1985 千葉県鴨川市 打墨神社　御拝殿 拝殿 設計 木造・1F 33.10

1985 埼玉県秩父市 我妻邸 住宅 設計監理 木造・2F 185.00

1984 東京都杉並区 谷中邸 アトリエ 設計監理 S造・1F 27.10

1984 東京都杉並区 喫茶　ＬＥＮＺ 店舗 設計監理 テナント工事 33.00

1984 山梨県鳴沢村 天馬山荘 山荘 設計監理 木造・2F 64.60

1984 プロジェクト参画 通産省新住宅開発プロジェクト 昭和59年度 構法開発 ［第四次］ ───

1984 神奈川県川崎市 レンガパネル耐力壁式構造住宅 住宅 設計
特 殊 RCB 構 造 ・
2F

137.05

1984 プロジェクト参画 通産省新住宅開発プロジェクト／実験住宅 住宅／建築ｾﾝﾀｰ認定 設計
特 殊 RCB 構 造 ・
2F

137.05

1984 千葉県野田市 泉亭（四畳半茶室・露地庭付） レストラン 設計監理 S造・3F 343.00

1984 東京都品川区 高野山東京別院　本堂 寺院 設計 S造・1F 739.30

1984 東京都杉並区 鴨邸 共同住宅 設計監理 S造・3F 223.80

1984 東京都青梅市 石川邸 アトリエ住宅 設計監理 木造・2F 157.60
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年次 建築地 建築名称 主要用途 業務種別 構造・階数 延面積(㎡)

業務経歴書

1984 千葉県野田市 （株）中村商店　社屋 店舗併用住宅 設計監理 S造・3F 269.30

1984 神奈川県藤沢市 古川邸 住宅（ピアノ室付） 設計監理 木造・2F 272.90

1984 東京都渋谷区 相馬千駄ヶ谷ビルデイング 貸事務所 監理 RC造・B1F+3F 1,819.40

1984 神奈川県藤沢市 堀内・小野邸 二世帯住宅 設計 木造・2F 204.20

1983 秋田県田沢湖町 ホテル観光亭  ホテル 設計 RC造・5F 3,506.10

1983 秋田県象潟町 ＴＤＫ象潟観光ホテル ホテル 計画 RC造・B1F+5F 9,093.00

1983 山形県山形市 蔵王スキーホテル  ホテル 計画 RC造・3F 3,300.00

1983 秋田県象潟町 象潟プラザホテル ホテル 計画 RC造・5F 2,695.90

1983 岩手県室根町 室根町立津谷川小学校 小学校 計画 RC造・3F 1,799.80

1983 岩手県千厩町 千厩町立清田小学校 小学校 設計 RC造+S造・2F 2,596.80

1983 兵庫県神戸市 中上邸 住宅 計画 RC造・B1F+2F 295.90

1983 東京都世田谷区 藤村商店 店舗併用住宅 設計監理 木造・2F 96.70

1982 千葉県野田市 野水邸 住宅 設計監理 木造・2F 141.00

1982 東京都日野市 ハイツ安達　 （増築） 住宅 設計 S造・2F 96.40

1982 千葉県野田市 森下ビル 事務所 設計監理 S造・2F 303.30

1982 東京都中央区 横田歯科診療所 歯科診療所 設計監理 テナント工事 75.50

1982 プロジェクト参画 通産省新住宅開発プロジェクト 昭和58年度 構法開発 ［第三次］ ───

1982 千葉県野田市 渡辺邸 住宅 設計監理 木造2F 238.10

1981 東京都港区 篠崎製菓株式会社　本社社屋 事務所・倉庫 設計 RC造・3F 757.00

1981 千葉県岬町 竹内邸 住宅 設計監理 木造・2F 131.00
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業務経歴書

1981 岐阜県土岐郡
（株）ＰＳミノレン管理棟（レンガパネル工法の開
発）

事務所 設計 S造・2F 175.40

1981 プロジェクト参画 通産省新住宅開発プロジェクト 昭和55年度 構法開発 ［第一次］ ───

1981 東京都品川区 東京倉庫運輸（株）／倉庫 倉庫 設計 RC造・6F 10,000.00

1981 神奈川県川崎市 森岡邸 住宅 設計監理 木造・2F 94.30

1981 岩手県宮古市 宮古市立図書館 図書館・資料館 計画 RC造・2F 2,334.90

1981 岩手県大槌町 大槌第二小学校 小学校  計画 RC造・2F 4,933.90

1981 プロジェクト参画 通産省新住宅開発プロジェクト 昭和57年度 構法開発 ［第二次］ ───

1981 宮城県若柳町 若柳町立若柳小学校 小学校 計画 RC造・2F 5,785.10

1981 千葉県野田市 割烹レストラン芳春　（改修）  レストラン 設計監理 S造・2F 328.90

1981 東京都目黒区 中島邸 マンション住戸 設計監理 テナント工事 60.00

1980 東京都多摩市 斉藤邸 住宅 設計監理 RC造・B1F+2F 238.50

1980 山梨県高根町清里 小林邸 アトリエ山荘 設計監理 木造・1F 53.00

1980 東京都中野区 林邸 住宅 設計監理 木造・2F 139.70

1980 東京都中野区 喫茶店  イソップ 店舗 設計 木造・2F 150.00

1980 神奈川県横浜市 緑樹会／中里ホーム 老人ホーム 計画 RC造・3F 1,680.00

1980 福岡県金田町 金子医院　診療所棟 診療所 設計 RC造・2F 264.00

1980 福岡県金田町 金子医院  住宅棟 住宅 設計 木造・1F 210.00

1980 プロジェクト参画 通産省新住宅開発プロジェクト 昭和55年度 部材開発 ───

1980 千葉県野田市 脇谷邸 アトリエ住宅 設計監理 木造・2F 129.60

1980 千葉県野田市 山西邸  （改修） 住宅 設計監理 木造・2F 112.60
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1979 神奈川県横浜市 第二福沢保育センター 保育園 設計監理 RC造・B1F+2F 993.00

1979 静岡県中伊豆町 海外経済協力基金／狩野川荘 保養所（改修） 設計 RC造・2F 900.00

1979 愛知県瀬戸市 加藤邸（レンガパネル工法の開発） 実験住宅 設計監理 S造・2F 181.80

1978 東京都五日市町 小林邸 アトリエ住宅 設計監理 木造・2F 102.10

1978 東京都文京区 亀山邸 二世帯住宅 設計監理 RC造・3F 256.10

1978 東京都世田谷区 増淵邸 アトリエ住宅 設計監理 木造・2F 185.60

1977 千葉県千葉市 越川邸 アトリエ住宅 設計監理 木造・2F 110.50

1977 東京都新宿区 島田商店ビル 店舗併用住宅 設計監理 RC造・3F 235.90

1977 長野県軽井沢町 イソップ山荘 山荘 設計 木造・2F 26.80

1977 神奈川県葉山町 高柳邸　（増築） アトリエ住宅 設計 木造+S造・2F 100.00

1977 長野県岡谷市 炉亭 レストラン 設計監理 木造・2F 314.90
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