習志野支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
支部役職
05-002

〒

登録会員名

開設者氏名

管理建築士名
〒 275-0003

岩本嘉三次 二級建築士事務所
岩本 嘉三次

岩本 嘉三次

（株）佐野工務店 一級建築士事務所
佐野 敏之

宍倉 義昭

iwasoku@ktj.biglobe.ne.jp

〒 275-0017

０４７－４７２－１５７３

０４７－４７２－５３４５

http://www.sanokoumuten.co.jp
佐野 敏之

宍倉 義昭
〒 275-0021

矢﨑勝彦一級建築士事務所

info@sanokoumuten.co.jp
０４７－４７５－５０３５

０４７－４７５－５０８０

shusekkei@abelia.ocn.ne.jp
０４７－４５１－１８００

０４７－４５４－３７１１

習志野市袖ケ浦 4-15-7
矢﨑 勝彦

会計
05-016

０４７－４７８－５３７２

習志野市実籾 2-12-50
宍倉 義昭

倫理

０４７－４７４－０６１０

岩本 嘉三次

〒 275-0002

（株）シュウ設計
副会長・技術・近未来

05-014

佐野 敏之

e-mail

http://www.5a.biglobe.ne.jp/cedria~/html

習志野市藤崎 1-11-1

05-009

FAX
HP

習志野市実籾本郷 1-47

05-003

ＴＥＬ

事務所所在地

矢﨑 勝彦

矢﨑 勝彦
〒 275-0016

一級建築士事務所 鼎建築設計事務所

k-yazaki@tbz.t-com.ne.jp
０４７－４５５－００１０

０４７－４５５－００２０

習志野市津田沼 5-6-14
白井 正

支部長
05-017

習志野市実籾 5-4-9
長塚 克彦

副支部長

長塚 克彦
〒 274-0825

田端 友康

０４７－４７４－１１３１

０４７－４７７－５６６４

nagatsuka@sugiyama-const.co.jp
０４７－４７２－３０２７

０４７－４０７－３６９０

http://www.t-a-design.com
田端 友康
〒 276-0046

共同住建（株）二級建築士事 務所

kanae_arc@ruby.bforth.com

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

船橋市前原西 2-4-9
田端 友康

05-019

杉山 芳夫

田端建築デザイン事務所
デザインＷＧ・広報

白井 正
〒 275-0002

杉山建設工業(株)一級建築士事務所
技術

05-018

白井 正

tomoyasu_tabata@t-a-design.com
０４７－４５８－７４１６

０４７－４５８－７４１６

八千代市大和田新田 402-42
村山 茂
05-021

村山 茂

村山 茂
〒 275-0016

（有）大野屋工務店 二級建築士事務所

sp2a5p99@biscuit.ocn.ne.jp
０４７－４５２－３３１０

０４７－４５２－５８２４

習志野市津田沼 5-8-21
大野 勝久
05-022

大野 勝久

大野 勝久
〒 275-0026

（有）名池工務店 二級建築士事務所

oonoya.325@song.ocn.ne.jp
０４７－４７２－５８６０

０４７－４７３－２５６１

習志野市谷津 1-5-3
名池 宏
05-023

名池 宏

名池 康宏
〒 275-0002

橋本建築設計事務所

nachi.koumuten@navy.plala.or.jp
０４７－４７７－２５３７

０４７－４７７－２５３７

習志野市実籾 4-3-35-202
橋本 一
05-024

橋本 一
〒 275-0025

イシグロ設計
建築相談調査

石黒 俊行

石黒 俊行
〒 275-0016

（株）相和技術研究所 東関東支社

習志野市津田沼 1-15-11相和ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ101
佐々木 守
2018年10月1日

archi_jim_hasimoto@dune.ocn.ne.jp
０４７－４５３－３７３６

０４７－４５３－３７３６

習志野市秋津 1-4-3-404
石黒 俊行

05-025

橋本 一

平野 尚久

佐々木 守

icgrt@nifty.com
０４７－４７９－１３６１

０４７－４７９－０６６７

http://www.sowa-giken.co.jp/
chiba@sowa-giken.co.jp
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習志野支部
会員№

事

務

所

名

本部役職

ＴＥＬ

事務所所在地

支部役職
05-026

〒

登録会員名

開設者氏名

HP
管理建築士名
〒 275-0014

（資）佐藤設計

FAX
e-mail

０４７－４５２－７２４４

０４７－４５２－７２４４

習志野市鷺沼 4-4-1
佐藤 二雄
05-029

佐藤 二雄

(有)ﾜﾝﾌﾟﾗｽﾜﾝｱｿｼｴｲﾂ一級建築士事務所

佐藤 二雄
〒 275-0016

習志野市津田沼 1-20-25
吉原 励
05-030

吉原 励

０４７－４０６－３７６１

０４７－４０６－３７６２

http://hosta.co.jp
舘野 和詔
〒 275-0001

三浦彰建築設計事務所

tugio-sato@ml01.rd-net.jp

rey@hosta.co.jp
０４７－４７１－１７５０

０４７－４７１－１７５０

習志野市東習志野 8-18-18-1F
三浦 彰
05-031

三浦 彰

三浦 彰
〒 275-0002

キリン住宅（株）一級建築士事務所
習志野市実籾 2-41-30
久永 誠

05-032

久永 誠

習志野ｶﾞｽ大久保ｾﾝﾀｰ（株）二級建築士事務所

miura_arch@yahoo.co.jp
０４７－４７３－６６６１

０４７－４７３－６６６５

http//www.kirin-juutaku.co.jp
久永 誠
〒 275-0012

hisanaga.m@kirin-juutaku.co.jp
０４７－４７４－１４２６

０４７－４７４－１４２７

習志野市本大久保 2-10-25
松丸 義明
05-034

若菜 正之

松丸 義明
〒 275-0001

秋山木材産業（株）二級建築士事務所
習志野市東習志野 6-12-3
福田 奈穂子

05-035

福田 奈穂子

（株）Hope Home二級建築士事務所
池田 洋三

０４７－４９３－１１３３

０４７－４７４－３３２１

http//www.rfv-narashino.jp
福田 奈穂子

naoko@akiyamalumbers.co.jp

〒 273-0003

０４７－４０７－３５９１

船橋市宮本 4-13-8

05-036

dissidents1118@gmail.com

０４７－４０７－４３６１

http://www.hopehome.biz

池田 洋三

池田 洋三
〒 274-0801

（有）大堀建築事務所

ikeda-h-h@triton.ocn.ne.jp
０４７－４４７－６４２７

０４７－４４７－６４２７

０４７－４５２－８０８２

０４７－４５３－２４２０

船橋市高野台 3-23-16
大堀 憲
05-037

大堀 憲

大堀 憲
〒 275-0016

Ｍ設計
習志野市津田沼 6-1-3-504
藤原 満

05-038

藤原 満

ﾃｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｻｰﾋﾞｽ（株）一級建築士事務所

藤原 満
〒 275-0024

習志野市茜浜 2-6-3
森 竜馬

2018年10月1日

今西 隆美

mitu@msc.biglobe.ne.jp
０４７－４５４－１１７８

０４７－４５４－１５５０

http://www.toyo-eng.com/jp/ja/tps
森 竜馬

ryoma.mori@toyo-eng.com
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