船橋支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
支部役職
04-004

〒

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
〒 273-0005

（株）船橋建築設計事務所

e-mail

０４７－４０９－０５５１

０４７－４０９－０５５２

船橋市本町 3-31-4山崎荘
矢部 明義
04-013

矢部 明義

矢部 明義
〒 273-0866

（有）江川建築設計事務所

a.arch-y@alto.ocn.ne.jp
０４７－４３９－６８８０

０４７－４３９－９９８１

船橋市夏見台 1-13-21
江川 保雄
04-017

江川 保雄

東洋エンジニアリング（株）一級建築士事務所

江川 保雄
〒 275-0024

習志野市茜浜 2-8-1
加賀谷 祐治
04-021

永松 治夫

（株）長谷川清次郎設計事務所

egawa-a-o@mx10.ttcn.ne.jp
０４７－４５４－１６２８

０４７－４５４－１８３７

http://www.toyo-eng.com/jp/
加賀谷 祐治

yuji.kagaya@toyo-eng.com

〒 273-0005

０４７－４３４－０２２２

船橋市本町 2-21-24

０４７－４３４－２１４２

http://arc.kkhasegawa.co.jp

長谷川 清次郎 長谷川 清次郎 長谷川 清次郎 arc@kkhasegawa.co.jp
04-030

監事

高木 憲一

高木 憲一

高木 憲一
〒 274-0817

（株）持井工務店 一級建築士事務所
船橋市高根町 1488-1
持井 大輔

04-045

０４７－４６５－７７８１

０４７－４６５－７２８１

船橋市高根台 6-2-22ロイヤルSXﾋﾞﾙ302

会計
04-031

〒 274-0065

（株）都市造形事務所

０４７－４３９－１６７８

０４７－４３９－１６７９

http://www.mochii.co.jp

持井 大輔

（有）川治邦夫建築設計事務所

t_zoukei@ybb.ne.jp

髙地 典晃

customer@mochii.co.jp

〒 273-0003

０４７－４３３－７２１７

川治 邦夫

LEK07751@nifty.ne.jp

〒 274-0825

０４７－４７３－５８６６

０４７－４３３－７２１２

船橋市宮本 3-4-5
川治 邦夫
04-047

川治 邦夫

（株）西澤設計事務所
構造ＷＧ・耐震診断業務

船橋市前原西 1-23-6ｼｬﾙﾑ泰和1F
西澤 博文

04-053

高山 晃

(株)K GRIT一級建築士事務所

西澤 博文

hiro-nishi@dream.com

〒 273-0003

０４７－４４７－４３２１

船橋市宮本 9-11-1
井藤 元希
04-054

０４７－４７５－７９００

井藤 元希

http://www.kgrit.co.jp
井藤 元希
〒 274-0813

デザインハウス オガワ

０４７－４３７－４３２０

info@kgrit.co.jp
０４７－４４０－８２６４

０４７－４４０－８２６５

船橋市南三咲 4-6-1-503
小川 夏子
04-055

小川 夏子

（株）リンクス・ビルド 一級建築士事務所

小川 夏子
〒 273-0005

船橋市本町 7-10-6
島田 義之
04-056

目谷 一幸

島田 義之

船橋市西習志野 4-12-12
成瀬 正泰
04-059

成瀬 正泰

（有）真明エンジニアリング 一級建築士事務所

2019年2月4日

奥田 明久

０４７－４６０－５２２０

shimada@linksbuild.com
０４７－４６９－１８００

０４７－４６９－１８０２

http://www.fuji-sk.co.jp
成瀬 正泰
〒 273-0002

船橋市東船橋 7-1-18
奥田 明久

０４７－４６０－５２２２

http://www.linksbuild.com

〒 274-0815

（株）フジ設計企画

dhogawa@beige.ocn.ne.jp

fujisekkeikikaku@titan.ocn.ne.jp
０４７－４２６－８２０２

０４７－４２３－２５２３

http://www.shimmei-e.co.jp
奥田 明久

sd@shimmei-e.co.jp
1/3 ページ

船橋支部
会員№

事

務

所

名

本部役職

ＴＥＬ

FAX

事務所所在地

支部役職
04-060

〒

登録会員名

開設者氏名

HP
管理建築士名
〒 273-0026

(有)Ｋ&Ｋ

e-mail

０４７－４３５－１３５６

０４７－４３５－１３５６

船橋市山野町 177-4エステートピアクレスト103
井上 孝一
04-061

井上 孝一

(株)クロスファクトリー 一級建築士事務所

井上 孝一
〒 273-0032

船橋市葛飾町 2-340フロントンビル３階
齋藤 智紀
04-063

福眞建築設計事務所
指導

（株）テクニカルアート一級建築士事務所
指導

〒 274-0063

０４７－４０４－２２７１

福眞 節歳
〒 274-0825

星野 正行

（株）渋谷建築設計室 一級建築士事務所

星野 正行
〒 273-0031

０４７－４３２－１８１３

http://www.cross-f.co.jp
t.saito@cross-f.co.jp

船橋市前原西 1-26-18ハシモトビル2階
星野 正行

04-066

福眞 節歳

０４７－４３３－８２２５

齋藤 智紀

船橋市習志野台 4-45-18リエス習志野台207
福眞 節歳

04-064

齋藤 智紀

qqf888km9@star.ocn.ne.jp

０４７－４６８－５８７９

http://www.fukuma-sekkei.com
fukuma@ever.ocn.ne.jp
０４７－４７０－３３４５

０４７－４７１－５７７０

http://t-art.click/
t-art.chiba@green.ocn.ne.jp
０４７－４３４－６４４４

０４７－４３４－６４４３

船橋市西船 4-21-10ｳｴｽﾄﾋﾙ306
渋谷 正男
04-068

渋谷 正男

渋谷 正男
〒 273-0003

京成建設（株）一級建築士事 務所
船橋市宮本 4-17-3
米﨑 数成

04-070

幹事
04-071

幹事
04-072

天野 貴夫

米﨑 数成
〒 274-0801

０４７－４３５－６３３０

kazunari.yonezaki@keisei-const.co.jp
０４７－４４８－５９１０

０４７－４４８－５９１０

船橋市高野台 4-4-53
井上 雅司

井上 雅司

井上 雅司
〒 273-0011

アトール建築研究所
理事・技術

０４７－４３５－６３２１

http://www.keisei-const.co.jp/

井上構造設計 一級建築士事務所
副会長・広報・規程審議・指導

s-masao@world.ocn.ne.jp

spq54hu9@pure.ocn.ne.jp
０４７－４１９－７３９９

０４７－４１３－７８７９

船橋市湊町 2-13-11-301
東 博之

東 博之

（株）東部カトー設計 一級建築士事務所

東 博之
〒 273-0005

atoll.arc.lab@chiba.nifty.jp
０４７－４２４－９６５５

０４７－４２３－２２５２

船橋市本町 5-14-15
花坂 敏行
04-073

支部長

店橋 周司
〒 274-0065

出堀建築設計室
デザインＷＧ

04-074

花坂 敏行

船橋市高根台 1-8-3織戸ビル202
出堀 義夫

出堀 義夫

(有)佐藤建築構造設計事務所

toubu@d2.dion.ne.jp
０４７－４９７－８９６７

０４７－４９７－８９６８

http://redpiment.art.coocan.jp
出堀 義夫

deboriarch@nifty.com

〒 274-0074

０４７－４６６－７１１０

０４７－４６６－７１２７

船橋市滝台 2-1-28薬園台ヒルズ301号
佐藤 暢彦
04-075

佐藤 暢彦

佐藤 暢彦
〒 274-0825

山田建築Ｄ&Ｍ (株)

船橋市前原西 2-14-1ダイアパレス津田沼908号
山田 晃正
04-078

山田 晃正

山田 晃正
〒 273-0122

(株) ハルク一級建築士事務所
鎌ケ谷市東初富 4-36-5 1F
書記

2019年2月4日

佐々木 教之

佐々木 教之

sato0303@tiara.ocn.ne.jp
０４７－４７１－２３２１

０４７－４７１－２３２２

http://www.ydm-inc.com
ydm@ydm-inc.com
０４７－４９８－８０１０

０４７－４０４－２８０２

http://www.hulkhome.jp
佐々木 教之

sasaki@hulkhome.jp
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船橋支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
登録会員名

坂田 暁

川村 秀之

有久 敏彦
〒 274-0812

船橋市三咲 4-11-6
佐竹 康裕

04-082

〒 262-0033

土佐工業（株）一級建築士事 務所
近未来

柴田 久恵

ｉＴ建築技術研究所(株)
池島 美緒

住宅相談室長

中野 佑輔

細木 正盛

sakata@green-land.co.jp
０４７－４４９－７３０５

〒 274-0825

０４７－４７６－８０１０

０４７－４４９－７３０６

山奥 努

丸山 昭夫
〒 263-0001

mio@ito-kun.co.jp
０４３－２１５－４１０６

０４３－２１５－４１０７

http://www.woodyhome.com
田中 勝人

y-nakano@woodyhome.com
０４７－３７８－７８９１

０４７－３７８－７９２２

http://www.top-p.net
鈴木 仁
〒 273-0123

T＆T設計事務所

０４７－４７５－１４９６

http//www.ito-kun.co.jp

〒 272-0023

（有）トップ･プランナー
山奥 努

０４３－２１２－００８７

http//www.green-land.co.jp

honsha@tosa-c.com

市川市南八幡 4-4-16

04-086

０４３－２７２－００５０

髙木 俊行

千葉市稲毛区長沼原町 286-1

支部業務委員長
04-085

伊藤 利枝

（株）ウッディホーム 一級建築士事務所
近未来

e-mail

http://www.tosa-c.com/

船橋市前原西7-1-18

04-084

FAX
HP

管理建築士名

千葉市花見川区幕張本郷 1-3-5大岩ﾋﾞﾙ4F

副支部長
04-081

開設者氏名

（株）グリーンランド 一級建築士事務所
規程審議

ＴＥＬ

事務所所在地

支部役職
04-079

〒

top-p@f4.dion.ne.jp
０４７－４４３－２６３１

０４７－４４３－２６３１

鎌ケ谷市南初富 2-13-25-3
高橋 俊幸
04-087

高橋 俊幸

一級建築士事務所アールユー建築工房

高橋 俊幸
〒 273-0865

船橋市夏見 6-6-5
宇佐美 亮
04-090

宇佐美 亮

宇佐美 亮
〒 273-0851

（有）門井工務店一級建築士事務所
門井 亮了

０４７－４２９－８２５８

０４７－４２９－８２５９

http//www.rukoubo.com

船橋市馬込町 919-2

04-091

t24-takahashi@jcom.home.ne.jp

門井 光三

０４７－４３９－０８１５

０４７－４３０－５８８８

http://www.geocities.jp/kadoi919/
門井 亮了
〒 273-0012

松山龍夫一級建築士事務所

usami@rukoubo.com

yosinori1223jp@gmail.com
０４７－４３４－２６２０

０４７－４３４－２０９８

船橋市浜町 1-6-5-103
松山 龍夫
04-092

松山 龍夫

松山 龍夫
〒 274-0825

(株)Ｃ-style. 一級建築士事務所

matarchitect77@ybb.ne.jp
０４７－４７０－１７７６

０４７－４７６－７０３８

船橋市前原西 2-13-2パークヒルズ3階
萬燈 進

2019年2月4日

萬燈 智恵子

萬燈 進

s-mandou@c-net46.com
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