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（一社）北海道建築士事務所協会

庄司 雅美 〒060-0042 札幌市中央区大通西5-11 大五ビル６Ｆ

011-231-3165

011-241-1517

（一社）青森県建築士事務所協会

相場

017-773-1596

017-773-1599

（一社）岩手県建築士事務所協会

新沼 義雄 〒020-0016 盛岡市名須川町18-16 建築会館

019-651-0781

019-651-8677

（一社）宮城県建築士事務所協会

栗原 憲昭 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-2-40 宮城県建築設計会館

022-223-7330

022-223-7319

（一社）秋田県建築士事務所協会

齊藤

巧 〒010-0951 秋田市山王3-1-7 東カンビル６Ｆ

018-865-1225

018-865-1293

（一社）山形県建築士事務所協会

藤原

薫 〒990-0023 山形市松波4-1-15 山形県自治会館３Ｆ

023-615-4739

023-615-4749

（一社）福島県建築士事務所協会

渡邊

武 〒960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター５Ｆ

024-521-4033

024-521-5087

（一社）茨城県建築士事務所協会

横須賀満夫 〒310-0852 水戸市笠原町978-30 建築会館２Ｆ

029-305-7771

029-305-7791

（一社）栃木県建築士事務所協会

佐々木宏幸 〒320-0032 宇都宮市昭和2-5-26

028-621-3954

028-627-2364

（一社）群馬県建築士事務所協会

栗原 信幸 〒371-0846 前橋市元総社町2-23-7

027-255-1333

027-255-1066

（一社）埼玉県建築士事務所協会

栗田 政明 〒336-0031 さいたま市南区鹿手袋4-1-7 埼玉建産連会館５Ｆ

048-864-9313

048-864-9381

（公社）千葉県建築士事務所協会

金子 康男 〒260-0012 千葉市中央区本町2-1-16 千葉本町第一生命ビル２Ｆ

043-224-1640

043-225-2066

（一社）東京都建築士事務所協会

児玉 耕二 〒160-0022 新宿区新宿5-17-17 渡菱ビル３Ｆ

03-3203-2601

03-3203-2602

（一社）神奈川県建築士事務所協会

白井

045-228-0755

045-212-3807

（一社）新潟県建築士事務所協会

坂本 忠志 〒951-8131 新潟市中央区白山浦1-614 白山ビル６Ｆ

025-265-4748

025-231-6553

（一社）長野県建築士事務所協会

小河 節郎 〒380-0936 長野市岡田町124-1 長水建設会館２Ｆ

026-225-9277

026-225-9278

（一社）山梨県建築士事務所協会

飯窪 功児 〒400-0031 甲府市丸の内1-14-19 山梨県建設業協同組合会館２Ｆ

055-225-1251

055-232-5959

（一社）富山県建築士事務所協会

堂田 重明 〒930-0094 富山市安住町7-1 富山県建築設計会館２Ｆ

076-442-1135

076-442-1180

（一社）石川県建築士事務所協会

西川 英治 〒921-8035 金沢市泉が丘2-14-7 金沢宏正ビル４Ｆ

076-244-5152

076-244-8472

（一社）福井県建築士事務所協会

櫻川 幸夫 〒910-0859 福井市日之出5-4-7 福井県建築会館３Ｆ

0776-54-1552

0776-54-8490

（一社）静岡県建築士事務所協会

遠藤 正幸 〒420-0853 静岡市葵区追手町2-12 静岡安藤ハザマビル７Ｆ

054-255-8931

054-255-8955

（公社）愛知県建築士事務所協会

朝岡 市郎 〒460-0003 名古屋市中区錦1-18-24 いちご伏見ビル５Ｆ

052-201-0500

052-201-0508

（一社）三重県建築士事務所協会

濱出

進 〒514-0037 津市東古河町8-17 システックビル４F

059-226-4416

059-224-9297

（一社）滋賀県建築士事務所協会

井島

均 〒520-0801 大津市におの浜1-1-18 建設会館３Ｆ

077-526-4476

077-522-9610

（一社）京都府建築士事務所協会

上野 浩也 〒602-8031 京都市上京区釜座通椹木町上る東裏辻町417 大和ビル内

075-222-1717

075-222-1700

（一社）大阪府建築士事務所協会

佐野 吉彦 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-10 大阪建築会館２Ｆ

06-6946-7065

06-6946-0004

（一社）兵庫県建築士事務所協会

柏本

078-351-6779

078-371-7913

（一社）奈良県建築士事務所協会

植村 吉延 〒630-8115 奈良市大宮町2-5-7 奈良県建築士会館

0742-34-8850

0742-34-8886

（一社）和歌山県建築士事務所協会

佐藤 和夫 〒640-8045 和歌山市ト半町38 建築士会館３Ｆ

073-432-6539

073-432-6559

（一社）鳥取県建築士事務所協会

霜村 將博 〒680-0022 鳥取市西町2-102 西町フロインドビル

0857-23-1728

0857-21-6112

（一社）島根県建築士事務所協会

矢野 敏明 〒690-0883 松江市北田町35-3 建築会館

0852-23-2582

0852-26-1690

（一社）岡山県建築士事務所協会

宮﨑 勝秀 〒700-0824 岡山市北区内山下1-3-19 建築会館３Ｆ

086-231-3479

086-231-4575

（一社）広島県建築士事務所協会

小西 郁吉 〒730-0013 広島市中区八丁堀5-23 オガワビル２Ｆ

082-221-0600

082-221-8400

（一社）山口県建築士事務所協会

伊藤 光洋 〒753-0072 山口市大手町3-8 山口県建築士会館内

083-925-6701

083-925-6763

（一社）徳島県建築士事務所協会

小西 誠一 〒770-0847 徳島市幸町3-55 自治会館２Ｆ

088-652-5862

088-653-5201

（一社）香川県建築士事務所協会

富岡

087-812-3201

087-812-3202

（一社）愛媛県建築士事務所協会

白石 春夫 〒790-0002 松山市二番町4-1-5 建築士会館３Ｆ

089-945-5200

089-945-5318

（一社）高知県建築士事務所協会

西森 敬祐 〒780-0870 高知市本町4-2-15 高知県建設会館３Ｆ

088-825-1231

088-822-1170

（一社）福岡県建築士事務所協会

岩本 茂美 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-14-18 福岡建設会館５Ｆ

092-473-7673

092-473-7278

（一社）佐賀県建築士事務所協会

平野 直人 〒840-0041 佐賀市城内2-2-37 建設会館内

0952-22-3541

0952-22-3668

（一社）長崎県建築士事務所協会

岡村 則満 〒850-0874 長崎市魚の町3-33 長崎県建設総合会館４Ｆ

095-826-7010

095-826-7968

（一社）熊本県建築士事務所協会

福島 正継 〒862-0976 熊本市中央区九品寺4-8-17 熊本県建設会館別館２Ｆ

096-371-2433

096-371-2450

（一社）大分県建築士事務所協会

仲摩 和雄 〒870-0016 大分市新川町2-4-48

097-537-7600

097-537-7695

（一社）宮崎県建築士事務所協会

金丸 啓洋 〒880-0805 宮崎市橘通東2-9-19 宮崎県建設会館４Ｆ

0985-29-1188

0985-38-9418

（一社）鹿児島県建築士事務所協会

東條 正博 〒890-0055 鹿児島市上荒田町29-33 鹿児島建築設計会館

099-251-9887

099-251-9871

（一社）沖縄県建築士事務所協会

野原

098-879-1311

098-870-1611

博 〒030-0803 青森市安方2-9-13 青森県建設会館５Ｆ

勇 〒231-0032 横浜市中区不老町3-12 第３不二ビル２Ｆ

保 〒650-0011 神戸市中央区下山手通5-9-18 古河ビル４Ｆ

學 〒760-0018 高松市天神前5-18 ルモンド田中ビル３Ｆ

勉 〒901-2101 浦添市西原1-4-26 沖縄建築会館

