本日は灘サクラまつり会場の、事務所協会・すまいるネットのブースにお立ち寄りいただきまして、誠に有難うございました。
我々、＇一社)兵庫県建築士事務所協会は、全国組織で、建築設計等を業務としている設計事務所が集まった職能団体です。
建築基準法・建築士法第27条に記載されている法定団体で、建築为の立場になって業務を遂行する事を旨として活動しております。
そのため行政と連携する事が多く、神戸市の推し進めている安全で安心なまちづくりにも協力しており
今回の耐震診断・改修工事の普及活動もその一環で、灘サクラまつりを介して広報活動をしております。

一般社団法人 兵庫県建築士事務所協会 神戸支部では、
神戸信用組合と提携しており、ローン金利のサービスを行なっております。
神戸支部会員の事務所で設計や監理をされ、神戸信用金庫の各支店において、
ローンの制度を活用されると、住宅資金については最優遇金利を1.075％とし、
その他のローンについては、所定の金利より0.2％引き下げられます＇条件あり（。」

兵庫県本部 URL: http://www.hyogo-aaf.org/
神戸支部 URL: http://www.kobe-aaf.org/
〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目5番18号 (兵庫県林業会館 2F)
TEL (078) 351-6779

FAX (078) 371-7913

東灘地区
事務所名
(株)エトスアソシエイツ
(株)上浦企画設計
清原建築事務所
リファイン御影
(有)大路工務店一級建築士事務所
ＯＫＵ構造研究室
積和管理関西(株)一級建築士事務所
メルコエステートサービス＇株（関西支店耐震診断センター
(株)トーアコーポレーション一級建築士事務所
日本技術サービス(株)
(株)アトリエフルタ建築研究所
一級建築士事務所YURI DESIGN
(株)山岸建設一級建築士事務所

住所
東灘区森北町1丁目7-1
東灘区森北町2-3-16
東灘区魚崎北町5-4-3
東灘区御影中町2丁目1-4
東灘区御影本町2丁目12-9
尼崎市西昆陽2-22-1-407
東灘区向洋町中5-13
尼崎市南塚口町2-1-2
東灘区森南町1丁目7-8
東灘区住吉東町3-11-2
芦屋市東山町12-8504
東灘区御影3丁目8-4 5
東灘区住吉本町1-5-8

電話番号
078-862-3500
078-436-0090
078-411-3821
078-851-8060
078-811-1985
06-4962-3936
078-857-0008
06-6424-1341
078-452-6500
078-841-4585
0797-31-6550
078-846-5125
078-842-1822

灘地区
事務所名
(有)アムワークス建築設計事務所
(株)ＩＤＡ
(株)アール・アイ・エー神戸支社
(株)財田建築設計事務所
(株)レンゴー建設一級建築士事務所
(株)トキタホーム
成瀬設計事務所
長谷川建築設計事務所
前田信行一級建築士事務所
(有)和田建築事務所

住所
灘区山田町2-5-15
灘区城内通4-7-25
灘区桜口町3-1-1-301
灘区山田町3-1-15
灘区鹿ノ下通1丁目4-12
灘区城内通4丁目7-16
灘区船寺通4-5-21
灘区千旦通4-3-23
灘区畑原通3-8-12-101
灘区高羽町2丁目4-22

電話番号
078-843-2448
078-861-2001
078-822-3901
078-821-7443
078-802-2331
078-861-0220
078-862-0810
078-871-9054
078-881-5640
078-841-5818

葺合地区
事務所名
まこと建築工房一級建築士事務所
神鋼不動産(株)住宅分譲部
都住建(株)
神鋼興産建設(株)
大津建築事務所
徹建築設計事務所
(株)アグル建築事務所
神鋼不動産ジークレフサービス(株)一級建築士事務所
北風建築設計事務所
(株)小池建築事務所
(株)ＮＡＫ建築事務所
神戸中央設計
(有)エー・シー設計事務所
一級建築士事務所大和船舶土地(株)
1級建築士事務所朝日共同設計
(株)エムイーシー
(株)山田工務店一級建築士事務所
(株)益田工務店1級建築士事務所
住友林業(株) 住宅事業本部 神戸支店
(有)原田デザイン
一級建築士事務所創企(株)
廣原一級建築士事務所
一級建築士事務所水野建設設計(株)
(株)神鋼環境ソリューション一級建築士事務所
(株)山本設計

住所
中央区野崎通3-1-29-401
中央区脇浜町海岸通2-2-4
中央区熊内町1-1-13
中央区脇浜町2丁目8-20
中央区熊内町1-1-7
中央区御幸通4-2-2
中央区御幸通4-2-2
中央区脇浜町2丁目8-20
中央区葺合町馬止1-4
中央区旗塚通1-6-16
中央区磯辺通3-2-4-101
中央区御幸通3-1-25-1002
中央区浜辺通3-1-3301
中央区小野柄通3-1-15
中央区雲井通2-1-29-203
中央区磯上通4-1-6
中央区雲井通4-1-3
中央区二宮町1-2-3
中央区浜辺通5丁目1-14
中央区浜辺通3-1-31-1001
中央区小野柄通4-1-15
中央区浜辺通3-1-3-706
中央区琴ノ緒町1-10-4
中央区脇浜町1-4-78
中央区二宮町4-11-10

電話番号
078-200-4850
078-261-2240
078-221-6147
078-231-4553
078-241-6241
078-271-3933
078-265-0665
078-261-4550
078-221-6485
078-271-9401
078-251-3566
078-242-5621
078-231-2567
078-232-3131
078-221-9781
078-221-0511
078-232-1800
078-222-5233
078-232-3751
078-221-4688
078-261-0202
078-241-5532
078-231-1931
078-232-8010
078-231-2921

須磨地区
事務所名
(株)佐伯設計
(株)左成工務店一級建築士事務所
(株)富士澤一級建築士事務所
(有)宮北建築
(株)y&M design office
八木啓祐建築研究所

住所
須磨区大田町2丁目2-8-302
須磨区多井畑字筋替道41-1
須磨区妙法寺字牛の子1014-16
須磨区神の谷6-3-109-101
須磨区弥栄台3-3-7
須磨区堀池町2-1-8

電話番号
078-735-5370
078-741-0954
078-741-7637
078-794-0803
078-891-7616
078-731-4988

西地区
事務所名
(株)丹田工務店一級建築士事務所
阪本建築事務所
長田建築設計事務所
一級建築士事務所アクト建築設計事務所
ＷＩＮＧ建築設計事務所
(株)興建社一級建築士事務所

住所
西区櫨谷町栃木小谷484
西区玉津町高津橋456-7
西区神出町東923-2
西区岩岡町古郷961-7
明石市松が丘北町3784-13-1009
三木市志染町東自由が丘2-91

電話番号
078-996-1060
078-917-3352
078-965-2590
078-967-2869
078-914-5115
0794-85-1283

生田地区
事務所名
一級建築士事務所 伊丹工房
協立建築事務所
(株)戎真弓建築研究室
(株)カワサキライフコーポレーション 一級建築士事務所
(株)小田設計事務所
(株)アーキノヴァ設計工房
北澤建築事務所
(株)NBC一級建築士事務所
(株)兵庫県公社住宅サービス一級建築士事務所
(株)いるか設計集団
(株)瀬戸本淳建築研究室
協同組合 都市設計連合
ＤＡＮ構造設計室
(株)ナックス建築設計事務所
神戸ビル管理(株)一級建築士事務所
(有)Ｔ＆Ｈ設計一級建築士事務所
福元建築設計事務所
(株)藤木設計事務所
アトリエsae
(株)エーアンドディー設計企画
阪神測建(株)一級建築士事務所
(株)吉田設計事務所

住所
伊丹市大鹿2-80
中央区加納町2丁目1-14
中央区元町通1-10-11
中央区東川崎町1-1-3
中央区北長狭通4-9-26
中央区北野町2-7-18-12
中央区下山手2丁目13-11
中央区京町79-801
中央区下山手通4-18-2
中央区海岸通3丁目1-5
中央区海岸通1-1-1
中央区生田町1-4-20
中央区北長狭通5-4-7-205
中央区北長狭通6-2-15-204
中央区浪花町15番地
中央区東町116-2-801
中央区花隈町5-21-314
中央区相生町5-12-18-202
中央区三宮町3-5-4-802
中央区下山手通4-6-13
中央区楠町6-3-11
中央区東町116-2

電話番号
072-785-0264
078-261-2351
078-391-8071
078-360-5414
078-391-1371
078-222-3231
078-392-1327
078-332-4107
078-230-8831
078-332-4902
078-333-0138
078-262-8900
078-382-1350
078-599-7940
078-334-3810
078-325-5780
078-341-7463
078-576-4351
078-332-7280
078-391-7038
078-360-8481
078-332-2720

兵庫地区
事務所名
(株)黒田建築設計事務所
(株)市来建築設計事務所
(株)東洋工業一級建築士事務所
今津建設(株)一建建築士事務所
寄神建設＇株（一級建築士事務所
(株)川﨑設計
(株)創建設計事務所
志水一級建築士事務所
一級建築士事務所ブラ－マ１９０
近畿菱重興産(株)一級建築士事務所
(株)ディ・オー
(有)竹久建築設計事務所
ヒロセ一級建築士事務所
(株)盤設計
(株)正井建築設計事務所
山岸建築設計

住所
兵庫区下沢通2丁目1-17
兵庫区駅前通1-3-14-201
兵庫区下沢通7丁目2番28号
兵庫区吉田町2-27-10
兵庫区七宮町2丁目1-1
兵庫区永沢町3-1-10-301
兵庫区門口町1-33
兵庫区荒田町3-73-11
兵庫区菊水町9-1-1
兵庫区笠松通9-2-19
兵庫区中道通3-3-1
兵庫区中道通3-4-26
兵庫区荒田町3-2-13
兵庫区三川口町3-3-3-303
兵庫区水木通5-3-16
兵庫区三川口町1-2-9

電話番号
078-574-0678
078-575-0088
078-576-0053
078-671-3632
078-681-6662
078-576-1820
078-652-9007
078-579-2370
078-511-8555
078-672-4739
078-515-2460
078-575-4448
078-521-6549
078-576-6436
078-575-8281
078-652-2552

北地区
事務所名
(株)ii-Sumai
兵庫六甲農業協同組合一級建築士事務所
(株)クローバーハウス一級建築士事務所
(株)ジョインウッド一級建築士事務所
本郷正人建築設計事務所

住所
北区山田町小部字妙賀10-8
北区有野中町2-12-13
北区東有野台1-5-5
篠山市栗栖野27-1
北区藤原台北町7丁目8-12-201

電話番号
078-595-2731
078-981-6955
078-981-2516
079-595-1517
078-981-4090

長田地区
事務所名
(有)北池技建
(株)迫水建築設計事務所
前田建築設計事務所
丸正建設(株)一級建築士事務所

住所
長田区大谷町2-13-17
長田区細田町6-1-7-205
長田区御蔵通6-10-3
長田区房王寺町7-2-7

電話番号
078-612-4328
078-611-2001
078-575-5624
078-621-8661

垂水地区
事務所名
(有)有井建築設計事務所
(有)大田建設一級建築士事務所
ジェネシス建築事務所
(株)田口建築事務所
(株)三宗都市建築研究所
ＬＡＲＣ建築事務所

住所
垂水区千鳥が丘2-7-12
垂水区御霊町7-16
垂水区神陵台6丁目3-5-197
垂水区中道4-1-15
垂水区西舞子9丁目13-6
垂水区塩屋町5-16-30

電話番号
078-708-8322
078-709-8880
078-754-7735
078-755-2081
078-784-2319
078-752-7849

会場近くの神戸信用金庫の支店
神戸信用金庫 石屋川支店
神戸信用金庫 西灘支店

神戸市灘区記田町２－３－１９
神戸市灘区水道筋４－２－１

078-841-2681
078-802-2031

神戸信用金庫 本店営業部

神戸市中央区浪花町６１

(Ｔ) 078-321-7711

