大阪市住宅供給公社 設計及び工事監理等入札参加資格者表 【 建 築 】
令和4年1月1日
名

称

所

アーキパークス一級建築士事務所 圓城 宏治

大阪市生野区鶴橋2-14-13

(株)アーバンパイオニア設計

大阪市北区末広町3番3号

（株）アイジェック

大阪市北区東天満2-6-7

在

地

（株）アイプラス設計事務所

大阪市中央区常盤町1丁目4-12 常盤セントラルビル7階

あお建築設計(株)

大阪市中央区南船場2-10-17

（有）アルファ建築設計 大阪支店

大阪市西淀川区御幣島6丁目15番32号

（株）阿波設計事務所

大阪市浪速区元町2丁目2番12号

（株）礎

大阪市北区中津1丁目2番15号 桜井ビル3階

一級建築士事務所 楽建房 井上 博行

豊中市大黒町1-17-7

一級建築士事務所ADD 溝口 清蔵

大阪市北区東天満2-2-17 東天満パークビル８F

（有）一級建築士事務所キーノート

羽曳野市古市6丁目10番20号

一級建築士事務所シゲモリアトリエ 重森 昇

富田林市向陽台3-3-7-215

（株）今木建築設計事務所

富田林市寿町2丁目12番13号

（株）上田茂久・建築設計工房

大阪市北区中津1-12-3 中津パークビル

（株）植松建築事務所

大阪市北区天満3丁目4番5号 タツタビル302

（株）栄和設計事務所

大阪市福島区福島5丁目17番21号

（株）エスディｰネットワーク

大阪市北区堂島2丁目3番5号 大阪堂島ビル4階

HK建築構造設計事務所 久保田 宏

堺市北区北長尾町3丁2-11

（株）大阪メトロサービス

大阪市西区九条南2丁目34番3号 九条MTビル

（株）小笠原設計

大阪市中央区北浜東2丁目19番

（株）金沢設計事務所

大阪市天王寺区生玉前町３番25号

（株）カナヤ建築設計事務所

大阪市平野区平野宮町1丁目7番2-139

（株）技建設計

大阪市西区立売堀1丁目6番8号

（株）can-archi design system

大阪市中央区玉造1-2-32-513

共同設計（株）

大阪市北区西天満5-10-14

（株）協和設計事務所 大阪支店

大阪市中央区本町橋2番22号 内本町ダイワビル6階

（株）空間デザイン

吹田市垂水町3-24-1-402

(株)工藤建築環境設計室 大阪事務所

池田市石橋1-21-23ナカムラニューハイツ410号

クモノスコーポレーション(株)

大阪府箕面市船場東2丁目1番15号

（株）グリーンエコ

大阪市中央区南船場1-17-11 上野BRビル

Ｋプランニング（株）

大阪市中央区瓦町2-4-7

（株）建設環境コンサルティング 大阪支店

大阪市中央区北浜東4番33号

（株）建綜研

大阪市北区大淀中1丁目8番5号

（株）建築環境計画

大阪市中央区北浜東2番19号 橋本センタービル４Ｆ

建築事務所ライク・エイ 髙橋 博俊

大阪市住吉区苅田1丁目5番27号

（株）上坂設計

大阪市北区太融寺町3番24号

(株)構造総研

大阪市中央区東平2丁目3番15号

後藤田工務店 後藤田 修

堺市西区鶴田町30-68

小西防災設備（株）

堺市堺区旭ヶ丘南町4-4-34

（株）小松建築事務所

大阪市中央区島町1丁目4番9号 パークサイドビル601

（株）コム計画研究所

大阪市阿倍野区帝塚山1丁目6-3

コンストラクションインベストメントマネジャーズ（株）

大阪市中央区内本町2丁目4番7号 大阪U2ビル8階

(株)三輝設計事務所 大阪支店

大阪市中央区島町1丁目2-3-203

（株）三弘建築事務所 大阪事務所

大阪市中央区安堂寺町2丁目1番10号 安堂寺第17松屋ビル

（株）三座建築事務所

大阪市西区江戸堀1丁目22番38号 三洋ビル

シーズ建築事務所 星山 啓介

大阪市西淀川区姫里2丁目17番34-202号

(株)住環境

大阪市天王寺区上本町6丁目7番21-405号 朝日プラザ上本町

(株)匠建設計

大阪市西区北堀江2丁目2番17号

(株)新大阪設計事務所

大阪市住吉区長居東4丁目2番6号 メゾン長居

新建築設計事業協同組合

大阪市中央区内平野町1丁目1番6-805号

(株)杉原設計事務所 大阪事務所

大阪市淀川区西中島3-8-14犬飼ビル

（株）スリーエース総合設計

大阪市中央区東心斎橋1丁目6番27号
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称

（株）綜企画設計 大阪支店

所

在

地

大阪市中央区南船場2丁目1番10号

（有）双建社

大阪市阿倍野区昭和町2-3-3

（株）創建社ディーアンドアール設計

大阪市中央区平野町3丁目1番10号

（株）大建設計 大阪事務所

大阪市西区京町堀1丁目13番20号

（株）大匠建築設計事務所

大阪市浪速区桜川1-1-28 三宝ビル3Ｆ

（株）TAU設計事務所

大阪市中央区谷町1丁目4番2号 大阪オルガンビル403

（株）髙橋建築設計事務所

堺市堺区北瓦町2丁3番22号

(株)匠設計

大阪市淀川区宮原5-1-28

（株）田中一級建築士事務所

大阪市生野区林寺5丁目7-28

谷澤設計事務所 谷澤 敏彦

岸和田市上松町610-148

（株）辻井建築設計事務所

大阪市淀川区宮原4丁目4番2-517号

土友産業（株）

大阪市西淀川区野里2丁目13番24号

（株）土屋総合設計

泉佐野市湊4丁目5番22号

（株）TK都市建築設計

大阪市淀川区西中島3丁目11-26-410

（有）Ｔ．Ｇ．Ｔ．楷建築事務所

大阪市中央区南本町2丁目4番6号 日宝本町ビル202号室

（株）藤和設計

大阪市中央区備後町1丁目4番8号

(株)トクオ 大阪事務所

大阪市淀川区西中島5丁目9番1号 新大阪花村ビル602

（有）徳山建築事務所

大阪市西区北堀江1丁目22番3号 マインズ北堀江4E

（株）トシ建築事務所

大阪市西区立売堀4丁目5番27号

（株）内藤設計

大阪市中央区今橋2丁目2番11号

（株）中尾建築事務所

泉佐野市市場東2丁目298-2

ナビ設計工房 渡部 修二

大阪市都島区毛馬町5-4-11

（株）西日本建技

大阪市中央区内本町2丁目1番13号

（株）日匠設計

松原市阿保1丁目3番12号 塩野ビル

日積設計監理（株）

大阪市西区京町堀1丁目10番8号 福岡ビル

（株）楡建築企画設計

大阪市西区北堀江1丁目5番2号

野本設計工房 野本 高裕

大阪市都島区片町１丁目3-6-507

(株)莫建築事務所

大阪市阿倍野区阪南町6丁目8番12号

(株)林設計事務所

大阪市北区天神橋4丁目7番13号

(株)汎設計

大阪市中央区谷町3丁目1番25号

（株）ビーイー設計

大阪市中央区天満橋京町1-24ストーク児島ビル301

（株）ピーピーアイ計画・設計研究所

大阪市中央区北浜東2番19号

（株）福本設計 大阪事務所

大阪市中央区谷町9丁目1番22号

双葉建築企画一級建築士事務所 高橋 秀樹

大阪市住之江区南港中3-9-27-1007

（株）ＨＯＰＥ

大阪市西区江戸堀1-20-11 肥後橋建和ビル3F

（株）前田都市設計

大阪市天王寺区清水谷町7-4 クレオドーレ清水谷

（株）真鍋建築設計事務所

大阪市西区阿波座1丁目11番8号

（株）ＭＩＫＩ建築設計事務所

大阪市中央区高麗橋2丁目2-7 東栄ビル

（株）未来路建築設計

大阪市中央区釣鐘町1-4-1-1001

（株）宮本設計 大阪支店

大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル6F86

（株）メガ建築事務所

大阪市中央区南船場2-6-10

（株）薮内建築事務所

大阪市浪速区日本橋5-14-10

（有）山田建築工房 大阪事務所

大阪市北区西天満3-8-13 大阪司法ビル5階

（株）山田建築事務所 関西支社

大阪市東淀川区東中島1丁目10番26号802

(株)大和建築事務所

大阪市中央区谷町7丁目1番39-303号

（株）URリンケージ 西日本支社

大阪市中央区城見1丁目2番27号

（有）リュウアーキテクツ

東大阪市新喜多2丁目6番27-3025号
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