東葛支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
支部役職
02-010

〒
事務所所在地

登録会員名

開設者氏名

二級建築士事務所 （株）スズキ建築設計事務所
鈴木 明

FAX
HP

管理建築士名
〒 277-0884

柏市みどり台 5-2-8

02-025

ＴＥＬ
e-mail

０４－７１３２－２０４１

０４－７１３２－２０４２

http://suzuki-naturaldesign.com

鈴木 道貴

鈴木 明
〒 277-0852

高建築計画事務所

info@suzuki-naturaldesign.com
０４－７１４９－５６８８

０４－７１４９－９９３０

０４－７１６３－１０１１

０４－７１６３－８９１３

柏市旭町 8-4-43
高橋 達也
02-029

高橋 達也

高橋 達也
〒 277-0005

（株）助川工務店 一級建築士事務所
柏市柏 6-6-18

http://www.sukegawanet.com

山岸 大介
02-039

助川 廣

山岸 大介
〒 270-1456

飯島測量設計(株)一級建築士事務所

０４－７１９２－２７０２

０４－７１９１－４４３０

柏市泉 357
飯島 和敏
02-041

飯島 和敏

飯島 敏夫
〒 278-0037

愛宕建設工業（株）二級建築士事務所

kazu-ii@mvb.biglobe.ne.jp
０４－７１２４－５７７１

０４－７１２３－３８２４

野田市野田 792
戸邉 昌之
02-051

戸邉 昌之

戸邉 昌之
〒 278-0037

山本建設工業（株）一級建築士事務所
野田市野田 807
山本 和広

02-055

atagokk-honten@mua.biglobe.ne.jp
０４－７１２３－３１１１

０４－７１２４－１１６３

http://www.yama-ken.co.jp
山本 和広

菊池一級建築士事務所

斉藤 修

infor@yama-ken.co.jp

〒 270-1166

０４－７１８２－４４７２

０４－７１８２－０２０２

０４－７１４４－７７３６

０４－７１４４－７７３６

０４－７１５９－５１９５

０４－７１５９－７４０７

我孫子市我孫子 1861
菊池 行紘
02-074

菊池 行紘

菊池 行紘
〒 270-0143

本間建築事務所
流山市向小金 1-245-8
本間 寔

02-078

本間 寔
〒 270-0161

（有）日本建築研究所
理事・総務

流山市鰭ケ崎 1321-1ｸﾚｽﾄ南流山106
古川 敏夫

02-079

本間 寔

古川 敏夫

（有）池澤材木店 二級建築設計事務所

http://www.jalab.co.jp/

古川 敏夫
〒 278-0222

０４－７１９８－０２２３

０４－７１９８－０２２２

０４－７１９６－０５１９

０４－７１９６－２１９１

０４－７１８２－７０００

０４－７１８２－６１７０

野田市木間ヶ瀬 5190
澤田 利雄
02-081

澤田 利雄

澤田 和豊
〒 270-0212

大島一級建築設計事務所
野田市新田戸 318-2
大島 富士男

02-083

大島 富士男
〒 270-1143

泉川建築事務所
耐震診断業務

我孫子市天王台 3-1-9
泉川 安雄

02-086

大島 富士男

泉川 安雄

http://members.jcom.home.ne.jp/yaso.i/
泉川 安雄
〒 270-1119

日建ホーム一級建築士事務所
我孫子市南新木 2-17-20
塩毛 康弐

2017年11月1日

塩毛 康弐

yaso.i@jcom.home.ne.jp
０４－７１８８－５２２２

０４－７１８８－５２２３

http://www.n-home.co.jp
塩毛 康弐

nikken@n-home.co.jp
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東葛支部
会員№

事

務

所

名

本部役職

ＴＥＬ

事務所所在地

支部役職
02-092

〒

登録会員名

開設者氏名

（株）創建エンジニアリング 一級建築士事務所

FAX
HP

管理建築士名
〒 277-0862

e-mail

０４－７１４７－０９０１

０４－７１４７－０９０２

柏市篠籠田 1401-9K&ｺﾊﾞﾔｼ202
山崎 信悟
02-097

山崎 信悟

一級建築士事務所 （有）ＭＡＳＡ建築構造設計 室

山崎 信悟
〒 270-0163

流山市南流山 4-1-4
真崎 雄一
02-105

真崎 雄一

真崎 雄一

柏市豊住 4-4-5
増田 亮太郎
02-107

０４－７１５９－５７５２

０４－７１５９－６２１８

http://www.geocities.jp/grapmasa2/masa

〒 277-0071

エコ住研総合設計 一級建築士事務所

shingo-y@juno.ocn.ne.jp

grapmasa@yahoo.co.jp
０４－７１６７－９３３３

０４ー７１６７－９３３４

http://www.ecojuken.co.jp
増田 亮太郎

古川建設（株）一級建築士事 務所

増田 亮太郎

r-masuda@ecojuken.co.jp

〒 277-0008

０４－７１６３－７２０２

０４－７１６７－６７２４

柏市戸張 1373-5
古川 三昭
02-122

柏市大津ケ丘 3-53-4-504
杉山 裕一

畔上 廣司

sds@sdssugi.co.jp
０４－７１２７－１６０１

０４－７１２７－１３０６

古里 正

hi-azegami@aqua.plala.or.jp
０４－７１７０－５６６６

０４－７１７０－５６６２

http://www.frst.co.jp
古里 正

tf@frst.co.jp

〒 270-0157

０４－７１５９－１１６５

池田 博俊

池田 博俊

yqv01115@nifty.ne.jp

桜田建設（株）一級建築士事 務所

〒 277-0814

０４－７１３２－０９６９

柏市正連寺 386
櫻田 慎太郎
02-133

０４－７１９１－６５４１

０４－７１５９－１１６５

流山市平和台 1-7-7
池田 博俊

02-130

畔上 廣司

柏市豊四季 678-63レジデンス柏502

池田構造設計研究室
耐震診断業務

杉山 友裕

〒 277-0863

古里 正
02-128

０４－７１９１－６５３７

http://www.sdssugi.co.jp

〒 278-0055

（有）古里設計 一級建築士事務所
デザインWG

furukawa-kensetsu@jcom.home.ne.jp

野田市岩名 2-57-14
畔上 廣司

02-126

杉山 裕一

（有）畔上建築設計事務所
理事・規程審議

古川 三昭
〒 277-0921

（有）エス･ディ･エス
技術・構造ＷＧ・耐震診断業

02-124

古川 三昭

０４－７１３３－６４２３

http://www.e-sakurada.co.jp
櫻田 慎太郎

長谷川 江理子 info@e-sakurada.co.jp
〒 277-0855

（株）新設計

０４－７１４４－０２２５

０４－７１４４－３４５５

柏市南柏 1-5-18染谷ビル5F
染谷 昭二
02-135

染谷 昭二

染谷 昭二
〒 270-0034

ＫＡＺＵ構造設計

sssomeya@amber.plala.or.jp
０４７－３４５－５２６４

０４７－３４５－５２６４

松戸市新松戸 7-63 5-Ｃ-715
畠山 一宏
02-136

畠山 一宏

(株)エムアンドエー設計工房 二級建築士事務所

畠山 一宏
〒 277-0832

柏市北柏 1-6-6昭信ﾋﾞﾙ3号館3F
宮崎 浩行
02-137

宮崎 浩行

富士技術サービス 一級建築士事務所

hatakeyama111@nifty.com
０４－７１６４－８０８１

０４－７１６４－８０７１

http://www.m-a-sekkei.co.jp
宮崎 浩行
〒 270-0235

info@m-a-sekkei.co.jp
０４－７１２９－２８００

０４－７１２９－２８０３

野田市尾崎 32-1
渡辺 司
2017年11月1日

井内 信照

渡辺 司

fts-h@io.ocn.ne.jp
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東葛支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
登録会員名

岡田 和明

岡田 和明

岡田 和明

海老原 智子

宮崎建設（有) 一級建築士事務所
宮崎 功哉

海老原 智子

t.o.m-lab@jcom.home.ne.jp

〒 277-0863

０４－７１７４－４７８６

宮崎 功哉

宮崎 功哉
〒 277-0854

立澤 博

一級建築士事務所 （有）丸忠高橋工務店
高橋 啓介

高橋 忠司

立澤 博
〒 270-0161

高橋 啓介

柏市豊四季 99
小髙 潔

０４－７１４６－８１０５

dream1@ado-living.co.jp
０４－７１５８－３４６７

０４－７１５８－３４６８

info@ki-ie.net
０４－７１４４－９９０６

小髙 潔

k.a.d.o@chive.ocn.ne.jp

〒 270-0146

０４－７１７８－８６６８

流山市芝崎 161-4
大貫 正一

02-157

０４－７１４３－１９６０

０４－７１４３－２７７３

http://www.2.ocn.ne.jp/~kotaka/

奥羽建築設計事務所
千葉県建築監視モニター

info@miyazaki.e-const.jp

http://ki-ie.net

〒 277-0863

（有）コタカ建築設計事務所
小髙 潔

０４－７１７４－８６８３

http://ado-living.co.jp/

流山市鰭ケ崎 1408-6

02-155

０４－７１６９－８１００

http://www.miyazaki.e-const.jp

アド・リビング企画設計室
立澤 博

02-153

Kz.okada@jcom.home.ne.jp
０４－７１６９－８１００

柏市豊町 1-2-1

02-151

０４－７１６７－７１０９

〒 277-0033

柏市豊四季 590-1

02-149

０４－７１６７－７１０９

柏市増尾 2-20-1
海老原 智子

02-146

e-mail

柏市千代田 3-1-10

Ｔ．Ｏ．Ｍ建築設計室
技術

FAX
HP

管理建築士名
〒 277-0025

支部長
02-144

開設者氏名

（有）東和設計
理事・事業

ＴＥＬ

事務所所在地

支部役職
02-141

〒

０４－７１５０－０１４３

http://www.ohu-build.com
大貫 正一

NPO法人 建築なんでも相談建築設計事務所

大貫 正一
〒 277-0813

info@ohu-build.com
０４－７１３７－０８８６

０４－７１３７－０８８７

柏市大室 244-18
鈴木 晃司
02-158

鈴木 晃司
〒 270-0101

安岡建築設計事務所
耐震診断業務

安岡 潔

安岡 潔
〒 270-0111

アーキッツホーム(株)
流山市江戸川台東 2-252-1
志見 壮一

02-160

志見 壮一

青木建設一級建築士事務所 樹・空間工房
青木 一男

志見 壮一
〒 277-0081

０４－７１４０－５８８６

青木 一男

青木 一男
〒 277-0861

一級建築士事務所 建創(株)
池田 法夫

yasuoka-k@grape.plala.or.jp
０４－７１５７－３８９５

０４－７１５７－３８９６

arkizhome@song.ocn.ne.jp
０４－７１７４－１１４５

０４－７１７４－１１４８

http://www.iiie-aoki.co.jp

柏市高田 537-1

02-162

０４－７１４０－５８８５

http//www.arkiz-h.com

柏市富里 2-3-26

02-161

koma2134@yahoo.co.jp

流山市東深井 484-6
安岡 潔

02-159

本間 寔

info@iiie-aoki.co.jp
０４－７１２８－６１２０

０４－７１２８－６１２１

http//www.kenso-on.com
清水 隆史

池田 法夫
〒 270-0236

遠藤二級建築設計事務所

someone@kenso-on.com
０４－７１２９－４１２６

０４－７１２９－４１２６

野田市東金野井 1112
遠藤 桂子
2017年11月1日

遠藤 桂子

遠藤 桂子

kei-shun@cpost.plala.or.jp
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東葛支部
会員№

事

務

所

名

本部役職

事務所所在地

支部役職
02-163

登録会員名

開設者氏名

ＴＥＬ

FAX
HP

管理建築士名
〒 278-0002

染谷建築設計事務所
インスペクションＷＧ・指導

e-mail

０４－７１３８－１８０４

０４－７１３８－１８０４

野田市木野崎 896-1
染谷 等

副支部長
02-164

〒

染谷 等

染谷 等
〒 270-0121

細川建築構造研究室

someyasekkei@gmail.com
０４－７１５６－２４０３

０４－７１５６－２４０３

流山市西初石 3丁目1456-1ﾏｲｷｬｯｽﾙ初石 508
細川 洋治
02-165

細川 洋治

細川 洋治
〒 277-0831

山陽建設（株）二級建築士事 務所
柏市根戸 225
清水 貢

02-166

神田 泰宏

清水 貢
〒 270-0163

木の建築設計一級建築士事務所
江原 幸一

江原 幸一

江原 幸一
〒 277-0832

（株）木の国工房 二級建築士事務所
髙梨 正樹

遠藤 又四郎

髙梨 正樹
〒 277-0871

小倉建設（株）一級建築士事 務所
小倉 宏庸

sanyou.kensetsu@nifty.com
０４－７１５７－１５２５

０５０－３７３０－５７６４

ehara@kinokenchiku.net
０４－７１６６－３４００

０４－７１６７－０１７８

http//www.kinokuni-koubou.com

柏市若柴 162-1

02-171

０４－７１９７－１８２２

http//www.kinokenchiku.net

柏市北柏 4-2-2

02-170

０４－７１９７－１８１１

http//www.sanyo1963.co.jp

流山市南流山1-23-10-102

02-169

pi160044-8251@tbz.t-com.ne.jp

kinokuni-honsha@kinokuni-koubou.com
０４－７１３２－３５５６

０４－７１３２－２２７３

http://www.ogura-kensetsu.co.jp
小倉 宏庸

小倉 宏庸
〒 277-0921

渡部設計

abe@ogura-kensetsu.co.jp
０４－７１９１－２３９６

０４－７１９１－２３９６

柏市大津ケ丘 3-1-5-203
渡部 精
02-172

渡部 精

渡部 精
〒 270-1158

幕田設計

kuwashi_watanabe@yahoo.co.jp
０４－７１８４－２２９０

０４－７１８４－２２９０

我孫子市船戸 2-6-4
幕田 圭一
02-173

幕田 圭一

幕田 圭一
〒 270-1119

安藤建築二級建築士事務所
我孫子市南新木 3-10-6
安藤 賀一

02-174

安藤 賀一

水上哲也建築設計事務所一級建築士事務 所

2017年11月1日

水上 哲也

０４－７１８７－６６６１

０４－７１８７－６６６１

http://www.andoukenchiku.com
安藤 賀一
〒 277-0871

柏市若柴 178-4柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ148-2ｵﾌｨｽ棟5F
水上 哲也

makuta@asahi-net.email.ne.jp

水上 哲也

info@andoukenchiku.com
０４－７１４７－１１７０
http://tetsuyamizukami.com
mail@tetsuyamizukami.com
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