印旛支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
支部役職
07-005

〒

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
〒 270-1326

（有）小川一級建築士設計事務所

e-mail

０４７６－４２－２３３７

０４７６－４２－７６５７

印西市木下 1697
小川 陽之
07-010

小川 陽之

小川 陽之
〒 285-0845

（株）ナカムラ 一級建築士事務所
佐倉市西志津 5-14-6
森 勇市

07-013

07-015

森 勇市
〒 285-0905

千葉県建築監視モニター

印旛郡酒々井町上岩橋 296

副支部長

小坂 明宮己

０４３－４６１－２４９７

mori@nakamuranet.co.jp
０４３－４９６－０２３１

０４３－４９６－８０１７

http://www.kosaka-kk.co.jp

小坂 明宮己

大木晨喜建築士事務所

０４３－４６１－６６６６

http://www.nakamuranet.co.jp

安東 理一郎

（株）小坂建設工業 一級建築士事務所

ogawa-archi@msg.biglobe.ne.jp

小坂 公江

info@kosaka-kk.co.jp

〒 289-1124

０４３－４４５－４３９９

大木 晨喜

oto8@aurora.ocn.ne.jp

〒 285-0817

０４３－４８５－１２３６

０４３－４４５－４３９９

八街市山田台 674-15
大木 晨喜
07-018

大木 晨喜

大昌建設（株）一級建築士事 務所
佐倉市大崎台 1-4-15
熱田 雄造

07-020

http://www.daisho-kensetu.com

宍倉 勝己

（株）テスク 二級建築士事務所

熱田 雄造

daisho-s@lily.ocn.ne.jp

〒 285-0017

０４３－４８６－８１８１

佐倉市城内町 91-11
平野 武男
07-022

平野 武男
〒 284-0006

四街道市下志津新田 2521-12
冨沢 マミ

支部長
07-030

冨沢 マミ
〒 285-0014

佐倉市栄町 20-7

０４３－４２２－２８５１

０４３－４２２－８７４６

tomizawa@tomi-k.com
０４３－４８６－５５５５

０４３－４８４－０７７５

http://www5.ocn.ne.jp/~treebell/

鈴木 尚
07-042

hirano@tsc-kk.jp

http://tomi-k.com

冨沢 マミ

（株）鈴木建築設計事務所

０４３－４８４－０７０７

http://www.tsc-kk.jp

平野 武男

（株）富沢工務店 二級建築士事務所

０４３－４８５－６８４７

鈴木 尚

鈴木 尚
〒 285-0923

一級建築士事務所本名設計

treebell@suzuki-sekkei.com
０４３－４９６－７３７７

０４３－４９６－２６０１

印旛郡酒々井町東酒々井 2-2-320
本名 嘉門
07-047

海宝 弘和

海宝 弘和
〒 260-0016

（株）カトウ建築事務所

千葉市中央区栄町 36-10ＹＳ千葉中央ビル
加藤 義道

07-050

info@honna.co.jp
０４３－４４３－１１２３

０４３－４４３－１１２３

八街市八街ほ 235
海宝 弘和

建築相談調査

本名 嘉門
〒 289-1115

（有）海宝建築設計事務所
理事

07-048

本名 嘉門

加藤 義道

山万（株）一級建築士事 務所

kaihouk@agate.plala.or.jp
０４３－２０１－１２７７

０４３－２０１－１２８０

http://www.kato-arc.biz/

加藤 義道

kato@kato-arc.co.jp

〒 285-0859

０４３－４６３－５５６５

０４３－４６３－５５６９

佐倉市南ユーカリが丘 1-1
松原 正
07-053

嶋田 哲夫

松原 正
〒 285-0855

小杉建築設計事務所
佐倉市井野 1567-1
副支部長

2018年10月1日

小杉 敬太郎

小杉 敬太郎

matsubara@yamaman.co.jp
０４３－４６１－３９６９

０４３－４６１－９４１２

http://www.kosugi-architecture.com/
小杉 敬太郎

kosugi-arc@river.ocn.ne.jp
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印旛支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
支部役職
07-054

〒
事務所所在地

登録会員名

開設者氏名

〒 284-0003

一級建築士事務所ドゥ設計工房
齊藤 弘史

齊藤 弘史

齊藤 弘史

佐倉市ユーカリが丘 2-32-1
沖 広美
07-064

山本 優

四街道市四街道 1551-7
小野 真路

小野 真路

小野 真路

佐倉市上志津 1061-3
小田 俊丸
07-066

小田 俊丸

doux@hiro.nifty.jp
０４３－４６２－９７５１

０４３－４６２－９７０４

soumubu@koyo-yukari.co.jp
０４３－３０９－７６９８

info@ono-sekkeisha.jp
０４３－４６２－１００１

０４３－４６２－１００２

http://www.oda-ken.jp
小田 俊丸
〒 270-1616

(株)竹下設計

０４３－４３３－１９２５

http://www.ono-sekkeisha.jp

〒 285-0846

オダ一級建築士事務所

０４３－３０７－３１３０

http://www.koyo-yukari.co.jp

〒 284-0005

(株)小野設計社一級建築士事務所
広報

07-065

沖 広美

e-mail

http://homepage2.nifty.com/doux/

〒 285-0858

光陽（株）一級建築士事 務所

FAX
HP

管理建築士名

四街道市鹿渡 1150-63

07-059

ＴＥＬ

toshimaru@odakensetsu.jp
０４７６－８５－８１００

０４７６－９９－０１５０

印西市岩戸 2595
竹下 衞司

2018年10月1日

竹下 衞司

高木 準一

takeshitasekkei@crux.ocn.ne.jp
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