市川浦安支部
会員№

事

務

所

名

本部役職
支部役職
15-004

〒

ＴＥＬ

FAX

事務所所在地
登録会員名

開設者氏名

（株）松井不動産建築事務所

HP
管理建築士名

e-mail

〒 272-0138

０４７－３９７－３７０１

０４７－３９７－３７０２

松井 成人

sekkei@matsui-co.jp

〒 272-0022

０４７－３３４－２６８７

０４７－３３４－２６６７

０４７－７１１－４７１１

０４７－３９９－３３８８

市川市南行徳 3-1-8
松井 成人
15-006

松井 努

（株）銅浪湯浅建築設計研究所
市川市鬼越 2-9-1
湯浅 起市郎

15-010

湯浅 起市郎

湯浅 起市郎
〒 272-0127

（株）大倉企画設計

市川市塩浜 4-2-52-401ﾊｲﾀｳﾝ塩浜
大倉 優

支部長
15-016

大倉 優

http://www.okura-ks.co.jp
大倉 優

〒 272-0802

（有）柿田設計 二級建築士事務所

masaru-24@okura-ks.co.jp
０４７－３３８－４９３６

０４７－３３９－５５９５

市川市柏井町 2-58-1
柿田 宏

幹事
15-019

幹事・会計

柿田 宏
〒 272-0144

（有）設計同人あこーる
理事・既存住宅

15-037

柿田 宏

市川市新井 3-9-6 あこーるビル
鈴木 兼次

鈴木 慎吾

田丸屋建設（株） 一級建築士事務所

15-042

０４７－３９６－１１７９

０４７－３９５－９４８０

http://accord-architecture.cool.coocan.jp/
鈴木 慎吾

vyg02630@nifty.ne.jp

〒 272-0832

０４７－３７３－９５０４

市川市曽谷 8-2-6
池田 仁

maki213@ieans.ocn.ne.jp

０４７－３７５－４０４９

https://tamaruya.jp
池田 仁

池田 仁
〒 272-0138

長谷川総合企画設計事務所

tama@tamaruya.jp
０４７－３５８－７６７０

０４７－３５８－９３０１

市川市南行徳 1-18-15-101
長谷川 長二郎 長谷川 長二郎 長谷川 長二郎 bqe05073@nifty.ne.jp
15-048

〒 273-0115

財部好史建築設計事務所

０４７－４４３－０５６３

０４７－４４３－０５６８

鎌ケ谷市東道野辺 7-3-17
財部 好史
15-051

財部 好史

財部 好史
〒 272-0812

上條建設 一級建築士事務所
市川市若宮 3-1-18
上條 隆志

15-053

上條 憲司

小髙 忠
〒 272-0132

市川市湊新田 2-2-21

15-055

吉田 充志

吉田 充志

吉田 充志

船橋市本中山 4-4-1-106

15-062

平山 郁夫

０４７－３３５－２７０１

平山 郁夫

０４７－３９６－４１１１

０４７－３９６－５１００

yoshida@reform-a.co.jp
０４７－３１２－６６７８

０４７－３３６－６６８７

http://www.ku-sekkei.com
平山 郁夫
〒 272-0015

リブ設計 一級建築士事務所

kamijyo@vesta.ocn.ne.jp

https://www.reform-a.co.jp/

〒 273-0035

（株）空設計
副支部長

０４７－３３５－０２３４

http://www.kamijyo.co.jp/

(株)リフォーム青山二級建築士事務所
副支部長

y-takarabe@jcom.home.ne.jp

ih@ku-sekkei.com
０４７－３２０－３７６７

０４７－３１７－３８１７

市川市鬼高 3-13-6-414
平林 実
15-063

平林 実

平林 実
〒 272-0121

（株）トラバース 一級建築士事務所
市川市末広 2-4-10
林 勝博

2022年8月4日

佐藤 克彦

lib-mh@ab.auone-net.jp
０４７－３５９－４１１１

０４７－３５９－４１１５

http://www.travers.co.jp
林 勝博

hayashi@travers.co.jp
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市川浦安支部
会員№

事

務

所

名

本部役職

事務所所在地

支部役職
15-066

〒

登録会員名

開設者氏名

浦安市猫実 1-6-8
岩田 美佐男
15-068

FAX
HP

管理建築士名
〒 279-0004

(株)ティーケーエス 一級建築士事務所

ＴＥＬ
e-mail

０４７－３８０－８８８１

０４７－３８０－８８８３

http://www.tks-urayasu.co.jp

岩田 美佐男

小澤 朋香
〒 272-0805

（有）細井工務店 一級建築士事務所

info@tks-urayasu.co.jp
０４７－３３７－８２３４

０４７－３３９－３０５４

市川市大野町 3-2141-11
実藤 恵一
15-070

細井 勇

井上建築設計

実藤 恵一

hosoikoumuten@lily.ocn.ne.jp

〒 276-0033

０４７－４１９－５４３９

井上 修次郎

ino-a0120@mail.zaq.jp

〒 272-0144

０４７－３６９－６５０１

０４７－４１９－７８０７

八千代市八千代台南 2-31-47
井上 修次郎
15-071

井上 修次郎

アグリ構造設計 (株)

０４７－３６９－６５０２

市川市新井 3-21-20ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ市川304
上田 弘樹
15-072

上田 弘樹

上田 弘樹
〒 272-0033

中野一級建築設計事務所

ueda-agri@diary.ocn.ne.jp
０４７－３２４－３３０１

０４７－３２２－４８００

市川市市川南 4-8-14
中野 光郎
15-073

中野 栄吉

中野 栄吉
〒 285-0837

（有）ナカタニ設計
佐倉市王子台 6-10-4
仲谷 正勝

15-074

仲谷 正勝

(株)アービック建設 一級建築士事務所

main@nakano-komuten.co.jp
０４３－４６２－０６５３

０４３－４６２－１７４８

http//www.nakatanisekkei.jp/
仲谷 正勝

nakatani-arc@titan.ocn.ne.jp

〒 272-0034

０４７－３２２－１１７５

関根 章司

m-kato@urbic-k.co.jp

〒 279-0001

０４７－３５１－９０１２

０４７－３２６－６０３２

市川市市川 1-23-9
加藤 敏夫
15-075

加藤 敏夫

（有）藤川設計
浦安市当代島 1-18-11
藤川 智之

15-076

藤川 智之

http://www.fujikawasekkei.jp
藤川 智之
〒 279-0021

わたらい設計事務所

０４７－３５１－９０２７

fujikawasekkei@nifty.com
０４７－３５１－４６５７

０４７－３５１－４６５７

浦安市富岡 3-3-F409
度会 紀子
15-077

度会 紀子

(有)大和田社寺工務店二級建築設計事務所

度会 紀子
〒 272-0805

watnor@jcom.home.ne.jp
０４７－３３７－２６２３

０４７－３３７－２６２３

０４７－７０４－８２７０

０４７－７０４－８２８０

市川市大野町 4-2405-1
大和田 儀巳
15-079

大和田 儀巳

(株)ＰＡＮＧＺＩ ＴＲＵＳＴ一級建築士事務所

大和田 儀巳
〒 272-0824

市川市菅野 3-4-1
村越 恒一
15-080

http://www.pangzitrust.com
村越 恒一

村越 恒一
〒 272-0114

山本建築測量事務所

k.murakoshi@pangzitrust.com
０４７－３９６－３７０１

０４７－３０３－３９３６

市川市塩焼 2-2-3-810
山本 重一

2022年8月4日

山本 重一

山本 重一

yamamotos@ivory.plala.or.jp
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