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企業・団体名  〒　　　　　       住　所 電　話
（順不同）

千葉県耐震判定協議会
（一社）日本建築構造技術者協会	JSCA千葉
（株）総合資格
（株）鈴木ユニット
三協立山（株）三協アルミ社
東京ガス株式会社
大多喜ガス株式会社
千葉県建設防水工事業協同組合
株式会社千葉県建築住宅センター
京葉ガス（株）
日本ERI 株式会社　
株式会社レスト
日建学院
日本ファイリング（株）
安達文宏建築設計事務所
株式会社岡村製作所
株式会社日立ビルシステム
協同組合　千葉県鐵骨工業会
千葉県室内装飾事業協同組合
一般社団法人千葉県建設業協会
株式会社ピタコラム
児玉コンクリート工業株式会社
コトブキシーティング株式会社
三和シヤッター工業株式会社
（有）荒井設計事務所
株式会社千葉測器
コクヨマーケティング株式会社
株式会社ムトーエンジニアリング
ロンシール工業（株）
田島ルーフィング株式会社
コニシ株式会社
浜田商事（株）
（株）サンゲツ
株式会社角藤
（株）国際技術コンサルタンツ
（株）イトーキ　
立川ブラインド工業株式会社　千葉支店　
TOTO（株）
東リ株式会社千葉営業所
リリカラ株式会社
ユーディーアイ確認検査株式会社
（有）ミノル商事
（株）須藤黒板製作所
（株）青井黒板製作所　
株式会社技研基礎
孝和建商株式会社
大成造園（株）
株式会社恩田商工
（株）千興商事
千葉幕張ロータリークラブ
株式会社 LIXIL
エスケー化研（株）
ディックプルーフィング株式会社
文化シヤッター（株）
前田製管（株）
日本高圧コンクリート株式会社千葉営業所
三和タジマ株式会社
昭和フロント株式会社
（株）セキノ興産
（株）ビルテック二級建築士事務所
河原泰建築研究所
（株）かもう設計事務所
（株）格設計

〒260-0013　千葉市中央区中央4-8-5	建築会館5F
〒260-0013　千葉市中央区中央3-17-1-1011
〒273-0005　船橋市本町5-4-2	森ビル６階
〒262-0012　千葉市花見川区千種町241-11
〒261-0023　千葉市美浜区中瀬1-7-1	幕張テクノガーデンB棟20階
〒261-0001　千葉市美浜区幸町1-6-8
〒266-0031　千葉市緑区おゆみ野3-12-1
〒260-0013　千葉市中央区中央4-14-1	千葉不動産ビル2階
〒260-0013　千葉市中央区中央4-8-5	建築会館2F
〒272-8580　市川市市川南2-8-8　
〒260-0028　千葉市中央区新町3-13	千葉TNビル3F
〒167-0043　東京都杉並区上萩1-5-８	直長ビル4F
〒273-0005　船橋市本町1-26-2	SFビル1F
〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台3-2	新お茶ノ水アーバンビル８F
〒264-0014　千葉市若葉区北大宮台41-7
〒260-0027　千葉市中央区新田町１-１　
〒260-0014　千葉市中央区本千葉町2-13	石渡ビル７F
〒260-0031　千葉市中央区新千葉2-1-6
〒261-0014　千葉市中央区本千葉町10-25	DIKマンション703　
〒260-0024　千葉市中央区中央港1-13-1	建設業センター5Ｆ
〒461-0004　名古屋市東区葵3-19-7
〒260-0045　千葉市中央区弁天1-2-3	石橋弁天ビル12階A室
〒101-0052　東京都千代田区神田駿河台1-2-1
〒260-0843　千葉市中央区末広4-19-16
〒299-1152　君津市久保4-4-20
〒260-8567　千葉市中央区都町2-19-3
〒260-0045　千葉市中央区弁天1-15-1	細川ビル4F
〒154-8560　東京都世田谷区池尻3-1-3
〒130-8570　東京都墨田区緑4-15-3
〒260-0032　千葉市中央区登戸1-26-1	朝日生命千葉登戸ビル9Ｆ
〒101-0005　東京都千代田区神田錦町2-3	竹橋スクエア
〒160-0022　東京都新宿区新宿5-15-1
〒261-8501　千葉市美浜区中瀬１-３
〒260-0031　千葉市中央区新千葉2-7-2
〒272-0035　市川市新田5-4-4
〒261-0013　千葉市中央区中央1-11-1	千葉中央ツインビル１号館８F
〒260-0044　千葉市中央区松波2-8-1
〒263-0016　千葉市稲毛区天台1-5-5
〒260-0843　千葉市中央区末広4-18-1
〒275-0023　千葉市花見川区幕張本郷5-2-11	アトレー幕張101
〒260-0026　千葉市中央区千葉港2-1	千葉中央コミュニティセンター10Ｆ
〒260-0001　千葉市中央区都町1-9-2	植草ビル
〒132-0035　東京都江戸川区平井7-17-35
〒165-0026　東京都中野区新井1-1-5
〒260-0843　千葉中央区末広5-8-6　
〒260-0034　千葉市中央区汐見丘16-12
〒262-0019　千葉市花見川区朝日ヶ丘2-2-29-201
〒260-0023　千葉市中央区出洲港９－１０
〒264-0003　千葉市若葉区千城台南4-11-5
〒260-0027　千葉市中央区新田町12-1	トーシン千葉ﾋﾞﾙ７F　
〒260-0842　千葉市中央区南町3-2-13
〒263-0003　千葉市稲毛区小深町122-1
〒151-0053　東京都渋谷代々木3-24-3	新宿スリーケービル5F
〒264-0025　千葉市若葉区都賀3-33-23
〒260-0007　千葉市中央区祐光4-7-10
〒260-0021　千葉市中央区新宿2-1-20
〒171-0014　東京都豊島区池袋2-77-5	フォーラムアイエスビル1F
〒260-0843　千葉市中央区末広4-19-16
〒267-0055　千葉市緑区越智町747-21
〒292-0055　木更津朝日2-7-26
〒103-0024　東京都中央区日本橋小舟町14-10	中町ビル28
〒274-0815　船橋市習志野3-26-8	ファインコート習志野2B
〒262-0024　千葉市花見川区浪花町531-1

043-221-7313
043-310-3824
047-425-8941
043-257-5754
043-299-0321
043-246-7704
043-291-1563
043-222-4751
043-222-0109
047-325-4515
043-203-8551
03-5335-6263
047-422-7501
03-5294-3025
043-209-6634
043-204-5790
043-223-0910
043-247-2631
043-222-6575
043-246-7624
052-935-2485
043-290-0507
03-5280-5608
043-265-3030
0439-52-2555
043-232-2541
043-207-5581
03-6758-7130
03-5600-1866
043-244-3711
03-5259-5737
03-3352-0441
043-276-8000
043-246-1131
047-326-5951
043-227-8766
043-252-2821
0570-023301
043-208-1381
043-382-3375
043-203-6870
043-231-8450
03-3617-8701
03-3387-3330
043-266-6812
043-245-4111
043-275-8880
043-242-1377
043-236-3211
043-245-3206
043-209-2871
043-304-0411
03-6859-5020
043-231-2100
043-221-2051
043-242-4311
03-5954-5866
043-266-2050
043-205-6251
0438-25-7267
03-3664-5887
047-463-9901
043-272-4193

千葉県には、建築設計に関係する団体として四つの団体があります。それぞれに役
割を分担・協力し郷土の理想的な建築文化の構築に努力しております。

●千葉県建築家協会 ／公益社団法人 日本建築家協会 千葉地域会
　	建築の設計監理を行う千葉県内の建築家個人及び団体。会員は、専業建築設計事
務所の主宰者、協同者、所員、官公庁、学校等に所属する建築家。

●一般社団法人　日本建築学会 関東支部 千葉支所
　	建築に関する学術・技術・芸術の進歩発展を目的とする公益法人。全国9支部
35支所の一。会員は、研究教育機関、設計事務所、建設業、メーカー、コンサル
タント、学生等多岐にわたる。

●一般社団法人　千葉県建築士会
　	建築士法により各都道府県に設立された1級・2級・木造建築士の団体。会員は、
建設業、設計事務所、官公庁、学校、建材業、不動産業、プレファブ業等に勤務す
る建築士。

●公益社団法人　千葉県建築士事務所協会 
　	建築士法により開設された建築士事務所の団体。会員は、建築設計事務所、建設
会社設計事務所、不動産会社建築設計事務所、プレファブ業建築設計事務所等。

企画・発行 
会　　長
直前会長
審査委員長
副審査委員長
審査委員

審査コーディネーター
得点表示
審査会場委員会
表彰式企画委員会
高校・専門学校委員会
作品受入委員会
広報委員会

広報協力
編集委員会
ポスター・チラシ
協賛委員会

市民賞アンケート
JIA 出展委員会
交流委員会
オブザーバー
歴代会長会

事務局

千葉県建築学生賞協議会 
安達 文宏
柳田 富士雄
柳瀬 寛夫
矢野 裕之
鳴海 雅人　海老原 智子　佐倉　 桂　古川 　洋
佐久間 達也　
関谷 和則
伊藤 哲也　加藤 文男
渡邉 哲夫　飯沼 竹一　星野　 治　石井 勅帥　富田 高之
小島　 聡　遠藤 啓史　小島 広行　桑田 浩司　石井 　和
林　 祐介　高旨 清仁　徳野 淳哉　金子 裕行　
神成　 健　佐々木 達郎　大岩 義充　田端 友康
矢野 裕之　柳田 富士雄　古里 　正　加藤 文男
森田 敬介　安達 文宏　星野 　治　大岩 義充
寺川 典秀　宇野 武夫　清水　 怡　麓　 佳正　飯島 茂信
林 美栄子　栗本 克巳　
皆川　 拓　鶴海 秀一郎　岡松 利彦　堀 寛太朗
多田 剛裕　鈴木 周二　平宅 武司　井上 英治　坂本 浩史
山田 紀夫
中野 正也
森田 敬介
平宅 武司
寺川 典秀　宇野 武夫　清水　 怡　麓　 佳正　飯島 茂信
明智 克夫　清水　 怡　麓 　佳正　櫻井　 修　宇野 武夫
佐竹 良造　寺川 典秀　加藤 文男　森田 敬介　星野 　治
古里 　正　大岩 義充　柳田 富士雄
千葉県建築家協会（兼JIA千葉）　矢内 美恵
〒260-0013 千葉市中央区中央4-8-5 建築会館5F
TEL 043-225-7881

協  賛団体 主  催者団体


