れきけん会員名簿【正会員】（2019.11.30現在）
氏名

会員区分
正会員

角

正会員

渡辺

正会員

東田

正会員

幸博

所属

電話

ＮＰＯ法人歴史的地域資産研究機構

090-3468-3741

一幸

建築ヘリテージサロン（北電総合設計（株）勤務）

080-7068-0633

秀美

ＮＰＯ法人歴史的地域資産研究機構

090-3468-3741

神長

敬

株式会社KITABA

011-522-5070

正会員

橋本

敏明

ＮＰＯ法人歴史的地域資産研究機構

090-3118-4901

正会員

齋藤

徹

北翔大学短期大学部名誉教授

011-571-2585

正会員

照井

康穂

（株）照井康穂建築設計事務所

011-211-4005

正会員

奈良 謙伸

（有）奈良建築環境設計室

011-762-9510

正会員

高村

雅彦

法政大学

03-5228-1483

正会員

石本

正明

北の歴まち研究処（主宰）

090-9524-6455

正会員

江崎

幹夫

（株）AI建築

011-806-2077

正会員

大條

理乃

正会員

横山

隆

正会員

西澤

泰彦

正会員

片山 英男

日本防水総業（株）

011-231-7511

正会員

山内

一男

（株）建築企画山内事務所

0138-55-8138

NPO法人

0138-55-1488

正会員

武田

明純

正会員

岡崎

憲秀

正会員

加藤

守

正会員

小野寺

正会員

北室

正会員

飯田 信男

正会員

越野

武

正会員

大町

清仁

正会員

仮屋園 朋久

（株）乃村工藝社

正会員

小林

NPO法人 歴史的地域資産研究機構

011-642-1477
株式会社

一彦
かず子

孝二

開発工営社

はこだて街なかプロジェクト

011-207-3666

室蘭工業大学

0143-46-5252

北海道建築設計監理（株）

011-210-2155

（有）設計工房アーバンハウス

0155-23-7011

フリーライター・編集者、（一財）北海道文化財保護協会 090-8425-7702
IWS（株）

011-582-2521
011-571-4063
011-896-5279
北海道支店

011-231-3350
080-6074-7265

E-mailアドレス
hmodern@me.com
dawa-wa@nifty.com
hidemitouda@gmail.com
kaminaga@kitaba.co.jp
toshashi@amber.plala.or.jp
tsaitoh@email.plala.or.jp
teru-arch@dream.com
nara@sapporo.email.ne.jp
takamura@hosei.ac.jp
m.ishimoto@snow.plala.or.jp
info@aikentiku.com
lynngenn@bg7.so-net.ne.jp
t091_yokoyama@kai-koei.co.jp
nszw@lion.odn.ne.jp
nb@nihonbousui.co.jp
info@kchik-yamauchi.org
info@h-machi.com
atake1@mmm.muroran-it.ac.jp
kazo81@aol.com
m.katoh@do-sekkei.co.jp
urbann@seagreen.ocn.ne.jp
kazuko1981@outlook.jp
iida@iimado.com
tkossy@jcom.home.ne.jp
oomachi@tuba.ocn.ne.jp
t.kariyazono@nomura-g.jp
xiaolinkouji5218@gmail.com

れきけん会員名簿【賛助会員】（2019.11.30現在）
団体名

会員区分

担当

電話

賛助団体会員 （株）梵陶石

林 文浩

011-772-2218

賛助団体会員 亀田工業株式会社

亀田 宏

0139-52-1185

賛助団体会員 一般財団法人北海道建築指導セン

辻井 久幸

011-241-1893

賛助団体会員 辻石材工業株式会社

辻 昌之

011-591-3939

賛助団体会員 （株）鈴木工業所

鈴木 成一

011-716-1539

賛助団体会員 公益財団法人

配島 淳

0152-45-2411

賛助団体会員 （有）ファインテクノ

哘 良一

011-788-9159

賛助団体会員 （株）川島建築板金工業所

川島 直行

011-831-5418

賛助団体会員 （株）サンキット・エーイー

松井 為人

011-572-1110

賛助団体会員 （株）大林組

坂田 孝哲

011-210-7249

賛助団体会員 （有）吉田工業所

吉田 健司

090-1521-3053

賛助団体会員 清水建設（株）北海道支店

岩崎 克典

011-214-3567

賛助団体会員 北電総合設計（株）

大日向 宣也

011-222-1516

賛助団体会員 北海道建築設計監理（株）

加藤 守

会員区分

網走監獄保存財団

011-210-2155

所属

氏名

電話

賛助個人会員 猿田

昭治

一二三北路（株）

090-9081-7109

賛助個人会員 津山

正幹

一般社団法人 日本民俗建築学会

03-5228-1403

賛助個人会員 伊藤

徳彦

一般社団法人 北海道開発技術センター

011-738-3363

賛助個人会員 広田

まゆみ

賛助個人会員 小川

光代

CREEK空間設計

賛助個人会員 中嶋

奈弓

（株）安藤ハザマ

賛助個人会員 萩

011-860-8666
090-1521-5251
札幌支店

E-mailアドレス
info@bontouseki.com
sa-kameda01@cronos.ocn.ne.jp
tsujii@hokkaido-ksc.or.jp
tsuji-sekizai@tsuji-nanseki.com
sei@suzuki-kgs.com
a-haizima@kangoku.jp
saso-ftg5@eos.ocn.ne.jp
kawashimabankin@minos.ocn.ne.jp
matsui.t@sunkit-ae.com
sakata.takaaki@obayashi.co.jp
mail@yoshidarenga.co.jp
iwasaki.k@shimz.co.jp
n-oohinata@hokuss.co.jp
m.katoh@do-sekkei.co.jp
E-mailアドレス
saruta@hifukita.co.jp
m-tsuyama@nifty.com
t-ito@decnet.or.jp
inclusionjapan@hotmail.com
t2011kuma@gmail.com
nakashima.nayumi@ad-hzm.co.jp

佑

賛助個人会員 高久

忠明

北海道文化遺産活用活性化実行委員会

011-271-4220

賛助個人会員 柏谷

秀一

第一建興江島（株）

011-771-1381

賛助個人会員 中田

光治

株式会社アイネス

011-222-4455

賛助個人会員 高井

真希子

賛助個人会員 山下

昌彦

日本データーサービス（株）

011-780-1121

賛助個人会員 金子

ゆかり

有限会社 金子設計事務所

090-3110-1574

北海道建築設計監理（株）

011-210-2155

賛助個人会員 加藤 守

takaku@energy.ocn.ne.jp
kashiwayas@hoppo-group.co.jp
nakata@inesnet.co.jp
mkkt1970@gmail.com
m-yamashita@ndsinc.co.jp
kaneko-archi1968@themis.ocn.ne.jp
m.katoh@do-sekkei.co.jp

