
氏　名 事務所名 事務所所在地 郵便番号

酒井　貴之 （株）千葉住宅サービス社 一級建築士事務所 千葉市中央区本千葉町 10-23 2600014

吉本　光宏 （株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲 3-20-38 2610004

山田　雅敏 （株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂 3-1-2 2610011

戸村　貴裕 （株）戸村建設 二級建築士事務所 千葉市花見川区花園町 41 2620021

宮下　登久子 （株）宮下 一級建築士事務所 千葉市花見川区検見川町 5-2336-5 2620023

加藤　一政 （株）佐久間工務店二級建築士事務所 千葉市稲毛区作草部町 1349-1 2630014

杉本　裕 （株）杉本建装 二級建築士事務所 千葉市若葉区みつわ台 5-1-83 2640032

藤平　佳壱 叶建設（株） 一級建築士事務所 千葉市緑区平山町 2025-5 2660002

伯田　民男 伯田設計監理事務所 千葉市緑区おゆみ野南 2-1-5 2660033

志見　壮一 アーキッツホーム(株) 流山市江戸川台東 2-252-1 2700111

高橋　啓介 一級建築士事務所 （有）丸忠高橋工務店 流山市鰭ケ崎 1408-6 2700161

古川　敏夫 （有）日本建築研究所 流山市鰭ケ崎 1321-1 2700161

泉川　安雄 泉川建築事務所 我孫子市天王台 3-1-9 2701143

渋谷　龍男 渋谷 一級建築士事務所 白井市根 41-11 2701431

宮崎　輝紘 （有）東葛 一級建築士事務所 松戸市六高台 8-191-1 2702203

中村　薫 （株）グッドユース一級建築士事務所 松戸市五香西 1-11-8 2702218

越智　明子 （株）アバン設計 一級建築士事務所 松戸市河原塚 431-39 2702254

佐藤　良治 北新建設（株) 二級建築士事務所 松戸市西馬橋 5-33 2710044

山本　忠明 山本建築設計事務所 松戸市馬橋 1843 2710051

染谷　孝幸 （有）ソメヤメタル 建築設計所 松戸市緑ケ丘 1-85-1 2710074

神谷　繁樹 （有）神谷建築事務所 松戸市二十世紀が丘柿の木町 16-2 2710088

平林　実 （有）リブ設計 一級建築士事務所 市川市鬼高 3-13-6-414 2720015
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大倉　優 （株）大倉企画設計 市川市稲荷木 1-1-14 2720024

吉田　充志 (株)リフォーム青山二級建築士事務所 市川市湊新田 2-2-21 2720132

長谷川　長二郎 長谷川総合企画設計事務所 市川市南行徳 1-18-15-101 2720138

鈴木　兼次 （有）設計同人あこーる 市川市新井3-9-6　 2720144

坂本　稔 （株）カナガワファニチュア 船橋市宮本 9-11-1 2730003

梶原　栄次 （株）カナガワファニチュア 船橋市宮本 9-11-1 2730003

長谷川　清次郎 （株）長谷川清次郎設計事務所 船橋市本町 2-21-24 2730005

井上　孝一 (有)Ｋ&Ｋ 船橋市山野町 177-4 2730026

高木　憲一 （株）都市造形事務所 船橋市高根台 6-2-22 2740065

西澤　博文 （株）西澤設計事務所 船橋市前原西 1-23-6 2740825

長塚　克彦 杉山建設工業(株)一級建築士事務所 習志野市実籾 5-4-9 2750002

宍倉　義昭 （株）シュウ設計 習志野市実籾 2-12-50 2750002

久永　誠 キリン住宅（株）一級建築士事務所 習志野市実籾 2-41-30 2750002

林　章弘 杉山建設工業(株)一級建築士事務所 習志野市実籾 5-4-9 2750002

久保田　賀三 久保田 一級建築士事務所 八千代市八千代台北 16-13-13 2760031

沢井　仁 東海住宅（株） 二級建築士事務所 八千代市八千代台東 1-2-11 2760032

中村　良広 千葉測量企画 一級建築士事務所 八千代市大和田新田 348 2760046

下橋　祐次 特定非営利活動法人八千代建築設計・検査機構 一級建八千代市緑が丘 1-1-1 2760049

湯澤　榮治 （株）湯沢建設 一級建築設計事務所 柏市西原 6-7-27 2770885

染谷　等 染谷建築設計事務所 野田市木野崎 896-1 2780002

寺田　勝実 建築設計ファナコム一級建築士事務所 野田市吉春 29 2780042

藤川　智之 (有)藤川設計 浦安市当代島 1-18-11 2790001

江澤　尚茂 二級建築士事務所(株) 江沢建設Ａｉ建築設計室 浦安市海楽 2-9-4 2790003

平山　郁夫 （株）空設計 浦安市猫実 5-12-6 2790004
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松代　邦男 大昌建設（株） 一級建築士事務所 佐倉市大崎台 1-4-15 2850817

小杉　敬太郎 小杉建築設計事務所 佐倉市井野 1567-1 2850855

松原　正 山万（株）ユーカリが丘支店一級建築士事務所 佐倉市南ユーカリが丘 1-1 2850859

小泉　弥生 山万（株）ユーカリが丘支店一級建築士事務所 佐倉市南ユーカリが丘 1-1 2850859

小坂　明宮己 （株）小坂建設工業 一級建築士事務所 印旛郡酒々井町上岩橋 296 2850905

齋藤　博行 サンライト設計事務所 香取市観音 771-9 2870036

宮内　美千雄 宮内建築設計事務所 銚子市春日町 30-8 2880814

内田　久雄 （株）内田設計事務所 山武市姫島 522-1 2891327

林　正弘 （株）畔蒜工務店 一級建築士事務所 山武郡横芝光町木戸　10110 2891726

伊藤　哲也 フジ設計 山武郡横芝光町宮川　5630 2891727

廣瀬　稔 （株）青柳建設 一級建築士事務所 山武郡横芝光町横芝 2095-1 2891732

佐久間　崇夫 (株)ビルテック 二級建築士事務所 木更津市朝日 2-7-26 2920055

遠山　茂一 （有）結設計 一級建築士事務所 富津市青木 1573-1 2930012

小原　正博 （株）サン建築総合事務所 鴨川市横渚 1067-3 2960001

市川　政義 市川一級建築設計事務所 茂原市高師 180-2 2970029

見山　眞 真企画設計事務所 いすみ市大原 6493-1 2980004

伴流　忠夫 伴流建築設計事務所 南房総市吉沢 878-1 2992213

高野　一 オフィス・イチ２級建築設計 南房総市高崎 1206-3 2992223

佐久間　勝洋 サクマエンジニアリング 一級建築士事務所 南房総市大井 2407-1 2992507

間宮　幸男 間宮建築設計事務所 南房総市和田町花園 897-6 2992701

森　康弘 （有）森工務店 一級建築士事務所 南房総市和田町中三原 566 2992716

加増利　利雄 東日総業（株） 一級建築士事務所 長生郡一宮町東浪見 2620 2994303

井桁　正昭 （有）日昭設計 長生郡長生村一松 373 2994327

早川　恵美 （有）千葉建築設計事務所 勝浦市市野川 268 2995202
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