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担当 及び 委員会名簿 

 Ⅰ. 担当 

(1) 総務担当理事  藤原孝行（専務理事） 

 (2) 渉外担当理事  藤原孝行（専務理事） 

(3)  会員担当理事  藤原孝行（専務理事） 

 

Ⅱ. 常設委員会    

１ 総務委員会   担当理事  藤原 孝行 ・ 望月 温 ・ 三原 一伸 

委 員   大渕 圭子（事務局） 

小林 享子（事務局） 

笠井 良祐（税理士法人サクセスサポート） 

             

２ 広報・情報委員会   担当理事  泉 祐三 ・ 袖川 政憲 

(1) 協会だより小委員会 

委員長   佐藤 芳伸 （㈱ベイテクノ） 

委 員   市川 憲一 （㈱ＬＩＸＩＬ） 

梅津 武彦 （㈱現代空調研究所） 

             本多 裕司 （㈱西原衛生工業所） 

            櫛引 考一 （ジョンソンコントロールズ㈱） 

 

   (2) 編集小委員会 

      委員長   田中 清久 （㈱エム・エー・ケー設計） 

      副委員長  山本 一吉 （ホーコス㈱） 

委 員   池田 賢志 （㈱ショウエイ） 

加藤  浩 （㈱エム・エー・ケー設計） 

栗原 珠実 （㈱三晃空調） 

佐藤 芳伸 （㈱ベイテクノ） 

多賀谷 聡 （ピーエス工業㈱） 

玉川 厚志 （新晃工業㈱） 

中上 尚之 （斎久工業㈱） 

原  道雄 （㈱シーティーエス） 

彦坂 あゆみ（㈱川本製作所） 

日出間 峻 （東京ガス㈱） 

婦木  徹 （㈱婦木建築設備事務所） 
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３ 環境・技術委員会   担当理事  柿沼 整三 ・ 吉岡 成晃   

委員長  今井 雅博 （㈱空間設備コンサルタント） 

委 員  宇田川 正臣（㈱荏原製作所） 

川地 政昭 （因幡電機産業㈱） 

倉橋 宏和 （テクノ矢崎㈱） 

齋藤 尚武 （㈱ユニ設備設計） 

下田 耕作 （㈱ピーエーシー） 

土肥 英晴 （須賀工業㈱） 

松根  進 （高砂熱学工業㈱） 

宮下 真一 （日本ピーマック㈱） 

山岡 貫太郎（テクノ矢崎㈱） 

山本 廣資 （㈲環境設備コンサルタント） 

吉本 健二 （㈱明野設備研究所） 

渡辺  忍 （㈱設備計画） 

 

 ４ 事業委員会   担当理事  下原 秀彦 ・ 千田 信義 

委員長    浜野 新太 （㈱ピーエーシー） 

副委員長  佐藤 芳伸 （㈱ベイテクノ） 

      副委員長  松崎 慎哉 （東洋熱工業㈱） 

委 員   岡本 暁史 （朝日機器㈱） 

加藤 真里奈（大成温調㈱） 

倉本 和徳 （日立グローバルライフソリューションズ㈱） 

永井 智雄 （日比谷通商㈱） 

住田 章夫 （木村工機㈱） 

巻口  裕 （ダイキン工業㈱） 

 

５ 業務環境改善委員会  担当理事  遠藤 和広 ・ 西黒 塁 ・ 箱田 晃一 

(1) 後継者育成小委員会 

委員長   竹森 ゆかり（㈲ＺＯ設計室） 

副委員長  遠藤 和広 （㈲EOS plus） 

委 員   飯島 一政 （日比谷総合設備㈱） 

大谷  博 （能美防災㈱） 

佐藤 浩司 （新菱冷熱工業㈱） 

清水 智明 （ニッタン㈱） 

清水 康成 （芝工業㈱） 

棚瀬 敏弘 （ホーチキ㈱） 

谷口  徹 （日本ドライケミカル㈱） 

西川 雅喬 （日本リーテック㈱） 

畑山 克仁 （東芝ライテック㈱） 

堀川 一郎 （㈱前田鉄工所） 



 3

 (2) 保険小委員会 

委員長   遠藤 和広 （㈲EOS plus） 

副委員長  徳永 正己 （㈱産研設計） 

委 員   奥野 政幸 （㈱ＬＩＸＩＬ） 

川井 幹夫 （須賀工業㈱） 

高橋 勝美 （㈱喬設備計画） 

三舟 敏夫 （三建設備工業㈱） 

村瀨 豊  （㈱テーテンス事務所） 

吉本 健二 （㈱明野設備研究所） 

 (3) ＢＩＭ小委員会 

委員長   箱田 晃一 （㈱空間設備コンサルタント） 

副委員長  赤松 直道 （㈱蒼設備設計） 

委 員   上野 優子 （㈱Ｔ・Ｓ・Ｇ） 

岡庭 洋一 （㈱トーエネック） 

      川上 裕二 （㈱ＮＹＫシステムズ） 

坂尾 圭亮 （㈱富士通四国インフォテック） 

桜沢 正行 （㈱ヤマト） 

田辺 恵一 （新菱冷熱工業㈱） 

早川 和宏 （㈱ダイテック） 

 

６ 賛助会（賛助会運営委員会）   担当理事  藤原 孝行 ・ 望月  温 

委員長    三原 一伸  (東京都市サービス㈱) 

副委員長   大串 保浩 （ＴＯＴＯ㈱） 

〃     小野 浩一 （ダイキン工業㈱） 

〃     佐々木 一宏（㈱関電工） 

事務局長   本多 右近 （アズビル㈱） 

委 員        植竹 幸也 （新菱冷熱工業㈱） 

小布施 隆士（三菱電機住環境システムズ㈱） 

金沢 久哉 （東京ガス㈱） 

川地 政昭 （因幡電機産業㈱） 

佐藤 勝彦 （㈱ユニパック） 

佐藤  弘 （高砂熱学工業㈱） 

柴田 泰寿  (空研工業㈱) 

末﨑 宗久 （パナソニック㈱） 

住田 章夫 （木村工機㈱） 

田中 雅弘 （㈱総合資格）  

天明 大知 （㈱荏原製作所） 

益田 政信  (㈱九電工) 

三舟 敏夫 （三建設備工業㈱） 

                宮下 俊之 （東京電力エナジーパートナー㈱） 


