千葉支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
支部役職
01-008

〒

ＴＥＬ

FAX

事務所所在地
登録会員名

開設者氏名

HP
管理建築士名
〒 260-0031

ＪＡ全農ちば建築設計事務所

e-mail

０４３－２４５－７３９６

０４３－２４５－７２３０

千葉市中央区新千葉 3-2-6
周東 博之
01-019

礒野 光彦

周東 博之
〒 261-0021

新日本建設（株） 一級建築士事務所
千葉市美浜区ひび野 1-4-3
森山 隆

01-020

森山 隆
〒 266-0002

千葉市緑区平山町 2025-5
藤平 一義
01-022

白井興業 一級建築士事務所
総務
副支部長

01-024

藤平 一義

白井 一裕

（株）齋藤建築設計事務所

０４３－２１３－０７９３

yarita.eri@shinnihon-c.co.jp
０４３－２９２－１７３４

０４３－２９２－１７５４

http://www.chuokai-chiba.or.jp/takuken/me
藤平 一義

fujihira@lime.plala.or.jp

〒 260-0044

０４３－２５１－６１４１

千葉市中央区松波 2-4-13
白井 一裕

０４３－２１３－０９５２

http://www.shinnihon-c.co.jp

髙見 克司

叶建設（株） 二級建築士事務所

sutou-hiroyuki@zennoh.or.jp

０４３－２５４－１６７６

http://www.sirai.co.jp/
白井 一裕

sirai@sirai.co.jp

〒 261-0004

０４３－２７７－５００５

内山 昌俊

XLI03057@nifty.com

〒 261-7125

０４３－２１２－８１１１

０４３－２７７－０９０６

千葉市美浜区高洲 3-14-3
内山 昌俊
01-032

齋藤 智惠子

東京ｾｷｽｲﾊｲﾑ（株）千葉支店 一級建築士事務所

０４３－２１２－８１１７

千葉市美浜区中瀬 2-6-1WBGﾏﾘﾌﾞｲｰｽﾄ25階
古木 亮
01-033

岡田 雅一

（株）峯徳建設 一級建築士事務所

青木 基浩

furuki002@sekisui.com

〒 262-0033

０４３－２７１－４２２２

０４３－２７５－２３３０

白鳥 與四男

yawara44@flute.ocn.ne.jp

〒 264-0014

０４３－２６５－３１１０

千葉市花見川区幕張本郷 2-27-9
白鳥 與四男
01-037

白鳥 與四男

（株）高橋澄雄工務店 二級建築士事務所
千葉市若葉区北大宮台 24-6
高橋 澄雄

01-038

高橋 澄雄

http://www.tks-03.com
高橋 澄雄
〒 264-0023

（有）水口建築設計事務所

０４３－２６６－１７７９

０４３－２３２－２５７３

０４３－２３２－２５７３

０４３－２０８－５５５０

０４３－２０８－２７１１

千葉市若葉区貝塚町 409-20
水口 修次
01-051

水口 修次

水口 修次
〒 260-0834

一級建築士事務所伝計画

千葉市中央区今井 2-18-17D－BOX
座間 淳一
01-060

（株）榎本建築設計事務所
理事・技術
副支部長

01-082

座間 淳一

座間 淳一

kikaku@densoken.com

〒 260-0854

０４３－２２７－９３４５

千葉市中央区長洲 2-8-5
髙梨 修

榎本 雅夫

http://www.enomotosekkei.co.jp
榎本 雅夫
〒 265-0053

片岡 一級建築士事務所

０４３－２２５－４１７８

takanashi@enomotosekkei.co.jp
０４３－２２８－５５７６

０４３－２２８－５００２

千葉市若葉区野呂町 623-78
片岡 弘之
01-085

片岡 弘之

〒 263-0042

（有）西原建築設計事務所
技術
副支部長

2019年2月4日

片岡 弘之

h-purara@agate.plala.or.jp
０４３－２４６－２６２６

０４３－２４６－２６７２

千葉市稲毛区黒砂 1-2-15
西原 忠

西原 忠

西原 忠

nishihara.ken@nifty.com
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千葉支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
支部役職
01-098

〒

ＴＥＬ

FAX

事務所所在地
登録会員名

開設者氏名

戸田建設（株）千葉支店一級 建築士事務所

HP
管理建築士名

e-mail

〒 260-0031

０４３－２４２－４４６６

岩田 直樹

naoki.iwata@toda.co.jp

〒 260-8663

０４３－２６８－７１５２

０４３－２４２－４５９２

千葉市中央区新千葉 1-4-3
岩田 直樹
01-099

今井 雅則

旭建設（株） 一級建築士事務所
千葉市中央区川崎町 1-39
相澤 眞一

01-102

高橋 昌宏

大和ﾊｳｽ工業（株）千葉支社集合 住宅一級建築

http://www.asahikensetsu.com/
相澤 眞一
〒 266-0031

千葉市緑区おゆみ野 3-19-4
粟野 智久
01-105

須藤 克哉

山田 雅敏

山田 雅敏

info@miyashita-sumai.com

〒 260-0001

０４３－２２６－４５０１

中川 昌人

http://www.kankyogiken.co.jp
中村 順
〒 263-0031

田中 修一

田中 修一
〒 260-0844

一級建築士事務所 アスカ設計
明智 孝夫

（株）向後構造設計事務所
向後 勝弘

０４３－２４６－５６９８

LEM00413@nifty.ne.jp
０４３－２６５－５３５６

takaoakechi@aol.com

〒 260-0821

０４３－２６４－３０４１

０４３－２６５－５３８８

向後 勝弘

（株）木内修建築設計事務所
木内 修

木内 修

（株）千葉住宅サービス社 一級建築士事務所

向後 勝弘

stdo.kogo@nifty.com

〒 264-0027

０４３－２１４－２７９７

横田 和昌

木内 修
〒 260-0014

contact@kiuchiosamu.com
０４３－２２４－４１４１

０４３－２２４－７８１７

http://www.ju-sa.com
酒井 貴之
〒 262-0021

（株）戸村建設 二級建築士事務所

０４３－２１４－２７９８

http://www.kiuchiosamu.com/

千葉市中央区本千葉町 10-23
横田 和昌

０４３－２６４－３０４６

http://www.stdo-kogo.com

千葉市若葉区若松台 3-22-11

01-114

０４３－２４６－４６１１

明智 孝夫

千葉市中央区若草 1-2-35

01-113

soumu@kankyogiken.co.jp

千葉市中央区千葉寺町 403第6ｾﾝﾁｭﾘｰﾊｲﾑ404
明智 孝夫

01-111

０４３－２２６－４５０２

千葉市稲毛区稲毛東 3-16-13二葉ﾋﾞﾙ
田中 修一

01-110

０４３－３３２－９７５２

宮下 登久子

宮下 登久子

（株）田中建築設計事務所

常任理事・事業・法定講習Ｗ

０４３－２７１－００５９

宮下 登久子

中川 昌人

01-109

ken-yamada@sent.co.jp

http://www.miyashita-sumai.com

（株）環境技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 一級建築士事務所

倫理

０４３－２７７－３５９２

千葉市花見川区検見川町 5-2336-5

千葉市中央区都町 3-14-4

01-108

０４３－２７７－２２７１
http://www.sent.co.jp

〒 262-0023

（株）宮下一級建築士事務所
事業

01-107

山田 雅敏

０４３－２９１－９６１４

粟野 智久

千葉市美浜区真砂 3-1-2千都ﾋﾞﾙ

01-106

０４３－２９１－９６１５

http://www.daiwahouse.co.jp

〒 261-0011

（株）千都建築設計事務所

０４３－２６８－７１６７

re.form@jusa.co.jp
０４３－２７３－７５３１

０４３－２７３－４５１３

千葉市花見川区花園町 41
戸村 貴裕
01-116

戸村 輝夫

（一財）千葉県まちづくり公社 一級建築士事務所
財務
会計

2019年2月4日

戸村 貴裕
〒 260-0015

千葉市中央区富士見 2-3-1
丹 友彦

髙梨 國雄

tomurakensetu.nanako@mocha.ocn.ne.jp
０４３－２２７－４１３９

０４３－２２２－９１８８

http://www.cue-net.or.jp
丹 友彦

tan@cue-net.or.jp
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千葉支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
支部役職
01-117

01-119

〒
開設者氏名

０４３－３０６－９０１１

茂手木 喜一

茂手木 喜一

moa-sekkei@yk2.so-net.ne.jp

〒 260-0027

０４３－２４５－３３６６

茂手木 喜一

０４３－２４６－３９４６

千葉市中央区新田町 33-1
岩瀬 満

岩瀬 満
〒 266-0031

千葉市緑区おゆみ野 4-40-5
須田 正美

須田 正美

須田 正美
〒 260-0834

(株)構造コンサル東日本
髙橋 勇

０４３－２９２－１７７７

０４３－２９２－１７８５

m-suda@2x4design.or.jp
０４３－２６３－０６７９

０４３－２６３－１３６０

http://kozo-consul.co.jp

髙橋 勇

（株）ジェイユー 一級建築士事務所

iwase@architrain.jp

http://www.2x4design.or.jp/

千葉市中央区今井 1-19-7

01-123

０４３－２７３－３６２０

http://www.geocities.jp/moasekkei_motegi/

NPO法人ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰﾃﾞｻﾞｲﾝ一級建築士事務所
支部長

01-121

e-mail

千葉市花見川区幕張本郷 2-28-8-303

（株）アーキトレイン

副会長・事業・インスペクション

HP
管理建築士名
〒 262-0033

岩瀬 満
01-120

FAX

事務所所在地
登録会員名

ＭＯＡ設計事務所

規程審議

ＴＥＬ

髙橋 勇

takahashi@kozo-consul.co.jp

〒 264-0004

０４３－２９０－９３１０

佐藤 巌

bck08422@nifty.com

〒 263-0014

０４３－２５４－４５１１

０４３－２９０－９３１１

千葉市若葉区千城台西 1-38-1
佐藤 巌
01-124

鵜沢 月子

（株）佐久間工務店建築士事務所
千葉市稲毛区作草部町 1349-1
佐久間 秀一

01-126

佐久間 秀一

(株)あるて設計
事業

http://www.sakuma.co.jp
知野 忠紀

domino@sakuma.co.jp

〒 260-0031

０４３－２１６－２４３２

０４３－２１６－２４３３

千葉市中央区新千葉 2-5-14ﾆｭｰ芳野ﾋﾞﾙ７F－Ｄ
葉山 洋

01-128

０４３－２５３－２３１９

葉山 洋

（株） 田中構造設計事務所

葉山 洋

info@arte-sekkei.net

〒 264-0017

０４３－２３５－１５６９

田中 直樹

tn0017sd@hb.tp1.jp

〒 260-0042

０４３－２５５－１４０８

０４３－２３５－１５６９

千葉市若葉区加曽利町 944-77
田中 直樹
01-129

（株）水野設計
総務

武田 孝義

川村 一宏
〒 263-0022

（有）アルファ技研設計
千葉市稲毛区弥生町 4-19
安田 良一

01-132

０４３－２５５－１４０９

千葉市中央区椿森 1-25-1
武田 孝義

01-130

田中 直樹

安田 良一

（株）イ・クリエイト・ワールド 一級建築士事務所

mizunosekkei@kve.biglobe.ne.jp
０４３－２０６－３４３０

０４３－２０６－３４４０

http://alpha.o.oo7.jp/
安田 良一

alpha.giken@nifty.com

〒 260-0026

０４３－３０１－０００１

長谷川 友善

ecw-h@ymail.plala.or.jp

〒 290-0055

０４３６－２１－５５８５

０４３－３０１－０００２

千葉市中央区千葉港 7番2号
長谷川 友善
01-137

長谷川 友善

（有）松竹 一級建築士事務所

０４３６－２１－８７２９

市原市五井東 2-14-13
松田 竹男
01-143

松田 竹男

(株)Ｅ-プロジェクト 一級建築士事務所

松田 竹男
〒 260-0024

千葉市中央区中央港 1-20-21-1012
江上 俊彦
2019年2月4日

江上 俊彦

江上 俊彦

t.matsuda@twatwa.ne.jp
０４３－２０３－５２２２

０４３－２０３－５２２３

http://www.e-pcm.com
e-project@e-pcm.com
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千葉支部
会員№

事

務

所

名

本部役職

ＴＥＬ

事務所所在地

支部役職
01-144

〒

登録会員名

開設者氏名

HP
管理建築士名
〒 260-0022

（株）潮建築設計事務所

FAX
e-mail

０４３－２０３－８４３３

０４３－２４５－４７２２

千葉市中央区神明町 206-3
星野 治
01-145

星野 治

星野 治
〒 260-0801

（有）工房アヤ 二級建築士事務所

usio-hoshino@ae.auone-net.jp
０４３－２６８－１３６３

０４３－２６８－１５８６

千葉市中央区仁戸名町 682-51
綾田 房枝
01-147

綾田 房枝

綾田 房枝
〒 283-0067

沖田建築設計事務所

info@koboaya.co.jp
０４７５－７１－２８０３

０４７５－７１－２８０４

東金市東上宿 18-3アインズコートサンテラス106
沖田 康治
01-149

沖田 康治

沖田 康治
〒 260-0013

(株)綜企画設計 千葉支店
千葉市中央区中央 3-3-1
久我 八束

01-151

原 澄雄

鵜沢建設（株）一級建築士事 務所
伊藤 清

久我 八束

chiba@soukikaku.co.jp

〒 264-0004

０４３－２３７－１１５５

伊藤 清

千葉市中央区本千葉町 10-23DIK805
小島 広行

小島 広行

小島 広行
〒 266-0033

伯田設計監理事務所
千葉市緑区おゆみ野南 2-1-5
伯田 民男

01-155

伯田 民男

大谷一級建築士事務所

０４３－２２７－３０６１

０４３－２３７－４１６７

http://www.uzawakensetsu.co.jp

〒 260-0014

（株）デ・ステイル建築研究所
デザインＷＧ・千葉県建築学

01-153

鵜沢 朋生

０４３－２２７－３０６０

http://www.soukikaku.co.jp

千葉市若葉区千城台西 1-38-1

01-152

y.y.y.okita@ac.auone-net.jp

eigyo@uzawakensetsu.co.jp
０４３－２２５－５５９５

０４３－２２７－７８８６

http://www.kojima-style.com/
k_destijl@ybb.ne.jp
０４３－２９２－１８６５

０４３－２９２－１８６５

http//www.sanetoki.1234.HA
伯田 民男

1234go@msg.biglobe.ne.jp

〒 262-0021

０４３－２７１－３２７８

０４３－２７１－３２７８

大谷 俊之輔

shunnosuke.otani@gmail.com

〒 261-0003

０４３－３０４－５９３３

千葉市花見川区花園町 2484-10
大谷 俊之輔
01-156

大谷 俊之輔

横川都市研究所(株)一級建築士事務所

０４３－２７８－７８４０

千葉市美浜区高浜 6-16-5
横川 義昭
01-157

横川 義昭

横川 義昭
〒 266-0031

慶総合計画一級建築士事務所

ytr55yokokawa@krc.biglobe.ne.jp
０４３－３１２－５７０１

０４３－３１２－５７０２

千葉市緑区おゆみ野 3-40-8河野ビル201
内山 喜幸
01-159

内山 喜幸

（株）コープサービス一級建築士事務所

内山 喜幸

uchiyama@kei-tp.co.jp

〒 264-0029

０４３－３０９－５８８３

０４３－３０９－５８８５

千葉市若葉区桜木北 2-26-30
稲生 修
01-163

稲生 修

(株)千葉土屋建築研究所一級建築士事務所

髙橋 洋志
〒 261-0023

千葉市美浜区中瀬 1-6エム・ベイポイント幕張
吉本 光宏
01-164

土屋 正

一級建築士事務所（株）ワールド建築研究所

吉本 光宏
〒 260-0017

hiroshi3_takahashi@coopnet.or.jp
０４３－２１３－６３１１

０４３－２１３－６３１２

http://www.tsuchiya-architects.co.jp
m_yoshimoto@tsuchiya-architects.co.jp
０４３－２２２－１５２０

０４３－２２２－１５３０
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土屋 剛
2019年2月4日

土屋 剛

小嶋 浩史

world-ar@estate.ocn.ne.jp
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千葉支部
会員№

事

務

所

名

本部役職

ＴＥＬ

FAX

事務所所在地

支部役職
01-165

〒

登録会員名

開設者氏名

HP
管理建築士名
〒 261-0012

竹中修建築設計室一級建築士事務所

e-mail

０４３－３０４－６４７０

０４３－３０４－６４７０

千葉市美浜区磯辺 6-6-11-404
竹中 修
01-167

竹中 修

竹中 修
〒 260-0013

蓑和建築設計事務所

arc@fork.ocn.ne.jp
０４３－２２５－１２１０

０４３－２２５－２８９０

千葉市中央区中央 2-7-10-402
蓑和 恭一
01-168

蓑和 恭一

(株)翔建築設計事務所

蓑和 恭一

minowaky@snow.plala.or.jp

〒 260-0013

０４３－３０７－８１１１

０４３－３０７－８１１２

奥村 雅明

okumura@shosek.com

〒 260-0802

０４３－２６６－７７５８

０４３－２６６－７７５８

０４３－３０９－７３３１

０４３－３０９－７３３２

千葉市中央区中央 4-12-12
奥村 雅明
01-169

劉 云珍

ＫＩＰ一級建築士事務所
千葉市中央区川戸町 367-11
京田 次則

01-170

京田 次則

（有）細谷工務店１級建築士設計事務所

京田 次則
〒 260-0001

千葉市中央区都町 1-1-1
細谷 光行
01-171

（株）東宏設計事務所
技術・インスペクションＷＧ・耐

細谷 光行

hosoya.co@nifty.com

〒 260-0031

０４３－２４１－０２２８

０４３－２４１－０２２９

千葉市中央区新千葉 2-1-8
大木 建雄

01-172

細谷 光行

http://hsy-bco.com

大木 建雄

大木 建雄
〒 260-0032

アストニッシュ（株）一級建築士事務所

takeo@touko-sekkei.com
０４３－２４６－８７７３

０４３－２４６－８７７４

千葉市中央区登戸 1-15-32
森脇 正孝
01-999

森脇 正孝

(公社)千葉県建築士事務所協会千葉支部事務局

森脇 正孝
〒 266-0031

astonish_hd@live.jp
０４３－２９１－６８５５

０４３－２９１－６８５５

千葉市緑区おゆみ野 4-40-5NPO法人ﾂｰﾊﾞｲﾌｫ
chibashibu@2x4design.or.jp

2019年2月4日
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