松戸支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
支部役職
03-001

登録会員名

青山 貴仁

管理建築士名

e-mail

０４７－３６３－３５７８

０４７－３６３－３５７９

青山 貴仁

青山 貴仁
〒 270-2203

ao-kenchiku@mbp.ocn.ne.jp
０４７－３８５－１２６６

０４７－３８５－９９９４

松戸市六高台 8-191-1
宮崎 輝紘

幹事

宮崎 輝紘

宮崎 輝紘
〒 271-0051

山本建築設計事務所
松戸市馬橋 1843山本ﾋﾞﾙ101
山本 忠明

03-013

FAX

松戸市小根本 84-5

（有）東葛 一級建築士事務所
規程審議

ＴＥＬ
HP

〒 271-0073

支部長

03-007

開設者氏名

（有）青山建築設計
常任理事・広報

03-002

〒
事務所所在地

山本 忠明

０４７－３４４－７０００

０４７－３４８－４８００

http://www.sekkei-y.com
山本 忠明
〒 271-0073

（株）中村詔雄社寺建築設計事務所

t-ken-jm@jcom.zaq.ne.jp

sekkei-y@juno.ocn.ne.jp
０４７－３６２－０３６９

０４７－３６６－７０５０

松戸市小根本 142-2
中村 雄一
03-017

中村 詔雄

中村 雄一
〒 271-0065

（株）鈴木建築設計事務所
松戸市南花島 1-5-11
鈴木 泰久

幹事
03-022

平山 光信

鈴木 泰久

松戸市日暮 5-25
時田 晋
03-029

０４７－３６７－００７７

０４７－３６７－６１４１

http://www.suzuki-archi.co.jp

〒 270-2253

（株）湯浅建設一級建築士事務所

n.nakamura@dolphin.ocn.ne.jp

design@suzuki-archi.co.jp
０４７－３８７－２２８１

０４７－３８７－２２８５

http://www.yuasakensetu.co.jp
湯浅 健司

時田 晋
〒 277-0923

涌井豊建築設計室

kirishiki@yuasakensetu.co.jp
０４－７１９２－０８２５

０４－７１９２－０７２８

柏市塚崎 1-1コスモ柏東707
涌井 豊
03-032

涌井 豊

涌井 豊
〒 270-2213

（株）山岡設計事務所
松戸市五香 6-1-12
山岡 豊

副支部長
03-043

03-045

神谷 繁樹

会計

山岡 治

y.y@yama-archi.com

〒 271-0088

０４７－３６２－８４０１

神谷 繁樹
〒 270-2213

福田企画設計
理事・建築相談調査

03-047

山岡 豊

松戸市二十世紀が丘柿の木町 16-2
神谷 繁樹

松戸市五香 7-23-1
福田 幸則

福田 幸則

（株）エドケンハウス 一級建築士事務所

03-061

福田 幸則
〒 271-0064

大澤 信孝

伊藤 哲也
〒 270-2218

（株）グッドユース一級建築士事務所
髙橋 克夫

髙橋 克夫

髙橋 孝夫

松戸市松戸 133-3-101
石井 武雄
2017年11月1日

石井 武雄

http://www.kamiya-ark.co.jp/
kamiyas@aqua.ocn.ne.jp
０４７－３８６－９２６４

０４７－３８９－１３４１

j5@fukudaks.com
０４７－３６６－３１１１

０４７－３６１－８９６３

info@edokenhouse.co.jp
０４７－３１１－２２１１

０４７－３８８－６５１１

http://www.gooduse.co.jp

〒 271-0092

（有）構造社 一級建築士事務所

０４７－３６２－８４１２

http://www.edokenhouse.co.jp

松戸市五香西 1-11-8

03-066

０４７－３８８－１０５４

http://www.fukudaks.com

松戸市上本郷 2-3785
伊藤 哲也

０４７－３８５－２６２６

http://www.yama-archi.com

（有）神谷建築事務所
総務

wakui-se@cameo.plala.or.jp

katsuo-takahashi@gooduse.co.jp
０４７－３６３－０１４１

０４７－３６３－１８４１

http://www.ne.jp/asahi/kouzou/sya/
石井 武雄

xv4m-isi@asahi-net.or.jp
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松戸支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
支部役職
03-072

〒

FAX

事務所所在地
登録会員名

開設者氏名

HP
管理建築士名
〒 271-0064

（株）新葉アベニュー 一級建築事務所
松戸市上本郷 895-2
吉田 憲司

03-073

ＴＥＬ

吉田 憲司

（株）アート設計

e-mail

０４７－３６４－１２１２

０４７－３６４－１７１１

http://www.shinyo-avenue.co.jp/
小室 栄一郎

info@shinyo-avenue.co.jp

〒 270-0034

０４７－３４２－６５６５

０４７－３４２－６８４８

松戸市新松戸 4-56-2松正ﾋﾞﾙ3F
副支部長
03-081

権田 武人

権田 武人

権田 武人
〒 273-0125

（有）鎌田建築設計事務所

artmail@wa3.so-net.ne.jp
０４７－４４４－８９３３

０４７－４４４－９４２２

鎌ケ谷市初富本町 1-22-19
鎌田 義弘
03-082

鎌田 義弘

鎌田 義弘
〒 271-0044

北新建設（株) 二級建築士事務所
松戸市西馬橋 5-33
佐藤 良治

03-083

佐藤 雅典

和田建設設計（有）

kamatakentiku@ybb.ne.jp
０４７－３４４－１７１４

０４７－３４５－０７７４

http://www.hokusin-k.com
佐藤 良治

hokusin@song.ocn.ne.jp

〒 270-0025

０４７－３０９－８０８３

和田 至弘

shihiro01@icloud.com

〒 271-0074

０４７－３６５－８８８６

０４７－３０９－８０９０

松戸市中和倉 423-2
和田 至弘
03-084

（有）ソメヤメタル 建築設計所
建築相談調査

染谷 孝幸

(株)ミヤザワホームズ一級建築士事務所

染谷 孝幸
〒 271-0077

松戸市根本 2-12ミヤザワビル10F
宮澤 健治
03-086

０４７－３６５－８８０８

松戸市緑ケ丘 1-85-1
染谷 孝幸

03-085

和田 至弘

宮澤 健治

０４７－３６８－１３１３

０４７－３６８－８５８５

http//www.miyazawahomes.co.jp
小杉 光貴
〒 270-0011

(有)西田建築事務所

someya-metal@aqua.plala.or.jp

info@miyazawahomes.co.jp
０４７－３４６－２１４９

０４７－３４６－２１４９

松戸市根木内 353-46
西田 秀次
03-087

西田 秀次

西田 秀次
〒 271-0092

コスモ建設(株)一級建築士事務所

nisiken@yf7.so-net.ne.jp
０４７－３６１－０８１１

０４７－３６１－２２８２

松戸市松戸 2061-6
益田 正勝
03-088

益田 正勝

益田 正勝
〒 270-2261

（株）クリエート建築事務所

info@kosumo.co.jp
０４７－３８６－３１１５

０４７－３８７－４００８

松戸市常盤平 5-20-1
水野 武明
03-089

水野 武明

(株)山野辺建設 一級建築士事務所

水野 武明

create-kenchiku@nifty.com

〒 270-0027

０４７－３４４－４８９５

山野辺 淳平

mail@yamanobe.co.jp

〒 271-0092

０４７－３０８－７８７３

０４７－３４５－８５５５

松戸市二ツ木 1423
山野辺 淳平
03-090

山野辺 孝夫

(株)武士構造設計

０４７－３０８－７８７４

松戸市松戸 2296-3-302
武士 洋之
03-091

武士 洋之

武士 洋之
〒 270-2254

（株）アバン設計 二級建築士事務所
松戸市河原塚 431-39
伊藤 昌幸

2017年11月1日

伊藤 昌幸

t-kohzoh@aboxb.so-net.ne.jp
０４７－３１１－３３４４

０４７－３１１－３３４８

http://www.avantnethome.com/
伊藤 昌幸

avant-m@nifty.ne.jp
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松戸支部
会員№

事

務

所

名

本部役職

ＴＥＬ

FAX

事務所所在地

支部役職
03-093

〒

登録会員名

開設者氏名

HP
管理建築士名
〒 273-0111

松原設計

e-mail

０４７－４４５－６８５９

０４７－４４６－５１９９

鎌ケ谷市北中沢 2-4-18
松原 勇二
03-094

松原 勇二

松原 勇二
〒 270-0032

西崎寿志建築研究所

松戸市新松戸北 2-1新松戸ファミールハイツ2-10
西崎 寿志
03-095

西崎 寿志

（株）信和開発一級建築士事務所

matsubara.sekkei@gmail.com
０４７－３４２－３８３８

０４７－７０２－７２０３

http://www.nishizaki-ken.jp

西崎 寿志

info@nishizaki-ken.jp

〒 270-0013

０４７―３４４－６３７７

０４７－３４４－８０１１

松戸市小金きよしケ丘 3-20-2
橋本 健
03-097

橋本 健

橋本 健
〒 271-0044

(株)山司建築設計一級建築士事務所

hasiken@ec5.technowave.ne.jp
０４７－７１０－８４１７

０４７－７１０－９１０４

松戸市西馬橋 5-10-3
山本 昇司
03-098

山本 昇司

（有）アーネストホーム 一級建築士事務所

山本 昇司
〒 270-2204

松戸市六実 2-33-1
仁木 俊和
03-099

yamaji-arc@soleil.ocn.ne.jp
０４７－３８９－６５１１

０４７－３８９－６５１２

http//www.earnesthome.co.jp

仁木 俊和

サムライ一級建築士事務所

小澤 登志広

info@earnesthome.co.jp

〒 271-0067

０４７－３３１－２１５８

松戸市樋野口 548ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ松戸つつみ公園40
松村 刀志嗣
03-100

松村 刀志嗣

プランニング オフィス エム

松村 刀志嗣

toshi@samurai-arch.com

〒 270-2253

０４７－７０２－３３８３

０４７－７０２－３３８３
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北村 学

2017年11月1日

北村 学

北村 学

office-m@ark.ocn.ne.jp
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