
BLCJ 連携部会　名簿 【連携1-1】

1 東京都立大学 都市環境学部 客員教授 山本 康友

2 ㈱日建設計 ３Dセンター室 室長 吉田　哲

3 (一社)buildingSMART Japan CIラボ㈱ 代表理事 山下 純一

4 (一財)建築保全センター 理事・所長 寺本 英治

5 応用技術(株) 事業戦略本部 片山　高嗣

6 オートデスク(株) 三井まさのり

7 河村電器産業(株) ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進G 受注改革ｿﾘｭｰｼｮﾝ課 榎 寿哲

8 (株)久米設計 設計本部設計推進室 主管 田中　武

9 (株)佐藤総合計画 情報開発ｾﾝﾀｰ 主任 糸島 光洋

10 (株)佐藤総合計画 情報開発ｾﾝﾀｰ 主任 三宅 奈美

11 (株)佐藤総合計画 情報開発ｾﾝﾀｰ 主任 斎藤 崇志

12 (株)佐藤総合計画 情報開発ｾﾝﾀｰ 主任 大澤 未希

13 住友セメントシステム開発(株) FMｿﾘｭｰｼｮﾝ部 CAFM開発ﾁｰﾑ ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 佐藤 文隆

14 東急建設(株) BIM推進部 部長 林　征弥

15 東急建設(株) BIM推進部 小河原　直人

16 東急建設(株) BIM推進部 課長 吉村 知郎

17 東急建設(株) BIM推進部 課長 邊見 一考

18 戸田建設(株) 建築設計統轄部 BIM設計部BIM設計室 主任 矢号 智也

19 戸田建設(株) 建築設計統轄部　BIM設計部BIM推進室 主任 井上　玲

20 ＴＯＴＯ(株) パブリック推進グループ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 鈴木 雅大

21 ＴＯＴＯ(株) パブリック推進グループ ＢＩＭチーム 長谷川義之

22 ＴＯＴＯ(株) パブリック推進グループ ＢＩＭチーム 企画主査 小嶋 香織

23 (株)日積サーベイ 東京ｵﾌｨｽ 建築ｺｽﾄ部 BIMｿﾘｭｰｼｮﾝ室 ﾁｰﾌ 高橋 肇宏

24 工学院大学((株)日本設計) 建築学部(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理部 BIM室) 教授(シニアマネージャー) 岩村　雅人

25 日本郵政(株) 不動産部門 施設部 DX推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ 小林　伸樹

26 日本郵政(株) 不動産部門 施設部 DX推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 担当 冨谷　亮介

27 日本メックス(株) 技術本部 LCｺﾝｻﾙ部 部長 野口 順二

28 野原ホールディングス(株) VDCｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 能勢 平太郎

29 野原ホールディングス(株) VDCｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 石田　渉

30 福井コンピュータアーキテクト(株) BIM事業部 J-BIM支援室 主任 飯島　勇

31 福井コンピュータアーキテクト(株) 建材事業部 部長 石井孝和

32 三菱電機照明(株)　 営業本部ｿﾘｭｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝﾝｸﾞ部 主幹 鳥居 龍太郎

33 (株)安井建築設計事務所 ICT室 情報技術主幹 戸泉　協

34 (株)大塚商会 PLMｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 専任課長 飯田 千恵

35 (株)シスプロ 技術担当 執行役員 本田 礼之

36 清水建設(株) 設計本部 デジタルデザインセンターBIM推進G 設計長 三戸　景資

37 日立グローバルライフソリューションズ(株) 空調ソリューション事業部 経営管理室 部長代理 森　　崇
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38 (株)LIXIL LWTJ営業本部 設備プロジェクト営業部 関東市場開発グループ ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞ 二瓶 伸夫

39 キャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株) 営業部 村田　靖彦

40 ㈱吉村建築事務所 福崎　伸悟

41 (地法)日本下水道事業団 情報ｼｽﾃﾑ室 室長代理 金澤 純太郎

42 (地法)日本下水道事業団 事業統括部 上席調査役 富樫 俊文

43 (地法)日本下水道事業団 技術戦略部　技術基準課 課長代理 井上　賀雅

44 (一財)建設業振興基金 経営基盤整備支援ｾﾝﾀｰ情報化推進室 上席特別専門役 帆足 弘治

45 (一社)日本建築積算事務所協会 副会長 楠山 登喜雄

46 (公社)日本建築積算協会 理事 森谷 靖彦

47 (一社)日本リノベーションマネジメント協会 理事 山本 隆彦

48 (公社)ロングライフビル推進協会 事業推進部 課長 高倉 智志

事務局

1 (一財)建築保全センター 事務局 山口 浩史

2 (一財)建築保全センター 事務局 山中　隆

3 (一財)建築保全センター 事務局 平田　昌美

4 (一財)建築保全センター 事務局 福島 孝治

5 (一財)建築保全センター 事務局 渋田　玲

No 会 社 名 所　属 役　職 氏　名

2/2


