
地域区分 事務所名 住所 電話 FAX

石巻市 ＭＲ建築設計事務所 石巻市三輪田字竹ノ迫３ 0225-62-1560 0225-62-1560 三浦 力也

石巻市 （株）木村正友設計事務所 石巻市恵み野４－３－１ 0225-93-1148 0225-93-9894 木村 友洋

石巻市 シグマ建工（株）一級建築士事務所 石巻市湊字須賀松４－７ 0225-23-0258 0225-23-0387 阿部 一郎

石巻市 （有）スガノ建設 石巻市桃生町太田字万才山６－２９９ 0225-76-0011 0225-76-0015 菅野 峻

石巻市 鈴木建築設計事務所 石巻市中里７－８－１３ 0225-93-5248 0225-93-5284 鈴木 哲

石巻市 （株）タケヤマ（一級建築士事務所タケヤマセッケイ） 石巻市中野字新相野田入１４８ 0225-62-2488 0225-62-2731 阿部 順一

石巻市 ヒノケン（株） 石巻市蛇田字中埣５－８ 0225-94-8130 0225-94-8131 猪又 芳行

岩沼市 （株）アクエアホーム 岩沼市吹上３－３－３９ 0223-31-1114 0223-31-1330 竹内 繁

岩沼市 エーシー総合企画一級建築設計事務所 岩沼市松ヶ丘２－３－９ 050-1485-3427 0223-22-2982 安久津 博

岩沼市 雄井建築工房 岩沼市下野郷字中境９－２ 0223-24-5584 0223-24-5584 平井 明雄

岩沼市 （株）渡辺サービスセンター 岩沼市下野郷字新拓１７０－１ 0223-22-1505 0223-22-1506 佐藤 忠和

大崎市 （株）エネサンス東北 大崎市古川稲葉字大江向１８０－１ 0229-23-7511 0229-25-3662 髙橋 朋

大崎市 （有）佐七建設 大崎市三本木字東浦９－２ 0229-52-3244 0229-52-3114 半田 マキ

大崎市 たかはし建業 大崎市田尻沼部字北沢９４ 0229-39-1501 0229-39-1170 髙橋 一壮

大崎市 たかはし建業 大崎市田尻沼部字北沢９４ 0229-39-1501 0229-39-1170 髙橋 佳菜子

牡鹿郡女川町 鈴木建設（株） 牡鹿郡女川町鷲神浜字大道１４－１ 0225-54-2059 0225-54-2059 鈴木 富男

刈田郡蔵王町 （株）佐藤工務店一級建築設計事務所 刈田郡蔵王町宮字松ヶ丘１０８ 0224-32-2301 0224-32-2302 佐藤 広子

気仙沼市 住研建築設計事務所 気仙沼市田中前３－１－１２ 0226-23-0702 0226-23-7598 千葉 仁一

塩釜市 引地建築士事務所 塩釜市杉の入４－１－１９ 022-362-3602 022-362-3666 引地 貢

柴田郡村田町 （株）三浦建設 柴田郡村田町大字小泉字北成生９６－１ 0224-83-2339 0224-83-3853 三浦 稔

仙台市青葉区 （株）あい設計 仙台市青葉区二日町１０－２０ 022-722-5112 022-722-5113 相澤 久男

仙台市青葉区 アトム・アート＆アーキテクチュア一級建築士事務所 仙台市青葉区広瀬町３－３１－３０１ 022-797-0139 022-797-0139 島田 尚武

仙台市青葉区 ＩＴＯ建築設計事務所 仙台市青葉区栗生１－９－１１ 022-391-8089 022-391-8089 伊藤 重俊

仙台市青葉区 （株）エコラ 仙台市青葉区春日町９－１５－３Ｆ 022-395-4131 022-395-4132 齊藤 義明

仙台市青葉区 （株）加藤土地開発 仙台市青葉区北山２－３－２９ 022-272-1377 022-272-1622 加藤 政雄

仙台市青葉区 鎌田建築構造設計 仙台市青葉区木町通１－３－３３　早坂ビル１０１ 022-265-7185 022-265-7185 鎌田 新一

仙台市青葉区 カメイエンジニアリング（株） 仙台市青葉区国分町３－１－１８ 022-264-9559 022-264-6182 大黒谷 義彦

仙台市青葉区 カメイエンジニアリング（株） 仙台市青葉区国分町３－１－１８　カメイビル５Ｆ 022-264-9559 022-264-6182 成田 諭

仙台市青葉区 亀山設計事務所 仙台市青葉区八幡２－７－１３ 022-274-0798 022-274-0802 亀山 賢

仙台市青葉区 （株）環総合設計東北支所 仙台市青葉区二日町７－３２　勾当台ハイツ３０１ 022-225-1261 022-722-8527 板垣 匠

仙台市青葉区 （株）環総合設計東北支所 仙台市青葉区二日町７－３２　勾当台ハイツ３０１ 022-225-1261 022-722-8527 佐藤 和夫

仙台市青葉区 （株）盛総合設計 仙台市青葉区上杉３－３－１６ 022-222-6887 022-224-2397 古田 豊

仙台市青葉区 （株）住文舎 仙台市青葉区川平３－４６－６ 022-342-9583 022-342-9584 牧田 誠司

仙台市青葉区 （株）新日本興発コンサルタント 仙台市青葉区一番町２－２－１３ 022-227-0603 022-227-0603 高橋 正明

仙台市青葉区 （株）鈴木弘人設計事務所 仙台市青葉区八幡１－１０－１４ 022-722-7822 022-722-7823 鈴木 大助

仙台市青葉区 （株）スペースパーツ山形仙台支店 仙台市青葉区愛子中央６－３－１９　ベルハウス愛子Ⅱ１階－Ｂ号 022-797-3118 022-797-3218 長正 時信

仙台市青葉区 スペースパーツ山形仙台支店 仙台市青葉区愛子中央６－３－１９　ベルハウス愛子Ⅱ１階－Ｂ号 022-797-3118 022-797-3218 佐藤 勝義

仙台市青葉区 設計ユニオン（株）田村設計室 仙台市青葉区宮町４－６－１２ 022-268-2961 斎藤 実

仙台市青葉区 竹中マンション管理士・一級建築士事務所 仙台市青葉区一番町１－６－１９　壱番館ビル５０１ 022-265-4321 022-265-7344 竹中 潔

仙台市青葉区 羽鳥建築設計室 仙台市青葉区落合５－１８－１５ 022-392-6033 022-392-6406 羽鳥 誠一

仙台市青葉区 はやさか建築設計室 仙台市青葉区西花苑２－２０－３３ 022-796-1303 022-796-1303 早坂 康宏

仙台市青葉区 （株）丸善建業 仙台市青葉区折立１－２０－１５ 022-397-6731 022-397-6755 菅野 信一

仙台市青葉区 八島建築工房 仙台市青葉区中山８－２４－２５ 022-303-0510 022-303-0515 八島 俊之

仙台市青葉区 ㈱円組仙台支店 仙台市青葉区一番町2-11-12　プレジデント一番町702号 022-738-8408 022-738-8409 阿部 端

仙台市泉区 青建築設計事務所 仙台市泉区南中山２－１２－１１ 022-220-1230 及川 明弘

仙台市泉区 イーホム（有） 仙台市泉区館１－１１－１ 022-348-4353 022-348-4355 遠藤 咲夫

仙台市泉区 （株）エーワンパートナーズ 仙台市泉区南光台３－３０－８ 022-725-2650 022-725-2651 白井 良一

仙台市泉区 工作室齊藤彰一級建築士事務所 仙台市泉区将監９－３－５－２０１ 022-776-7067 022-776-7067 齊藤 彰

仙台市泉区 興正建設設計事務所 仙台市泉区北中山１－１８－８ 022-348-4140 022-348-4205 小倉 航時

仙台市泉区 （有）小林建業社 仙台市泉区南光台南２－３－１５ 022-251-5529 022-251-5585 小林 良寛

仙台市泉区 （有）小林建業社 仙台市泉区南光台南２－３－１５ 022-251-5529 022-251-5585 沼田 太

仙台市泉区 （株）すずの木工務店 仙台市泉区加茂１－１３－１ 022-725-6917 022-725-6918 鈴木 真一

仙台市泉区 （有）髙橋建築設計事務所 仙台市泉区長命ヶ丘３－３１－１７ 022-378-3246 022-378-3769 髙橋 清秋

仙台市泉区 高橋木質建築研究室 仙台市泉区高玉町１１－１　パークシティ泉中央イーストコート８２３ 022-772-6480 022-772-6480 髙橋 正勝

仙台市泉区 （同）ｎｅｇｌａ設計室 仙台市泉区市名坂字石止８２－１－１階 022-725-6082 022-725-6083 原田 大

仙台市泉区 （同）ｎｅｇｌａ設計室 仙台市泉区市名坂字石止８２－１　ヒワタシ倉庫１階 022-725-6082 022-725-6083 高木 剛

仙台市泉区 （同）ｎｅｇｌａ設計室 仙台市泉区市名坂字石止８２－１－１階 022-725-6082 022-725-6083 菅藤 純

仙台市泉区 （株）ミツヤ建設 仙台市泉区野村字二重袋前５－１ 022-374-3437 022-374-3440 和田 明広

仙台市泉区 村越一級建築士事務所 仙台市泉区長命ヶ丘１－１３－７ 022-378-9906 022-378-9906 村越 武蔵

仙台市泉区 明芳設計 仙台市泉区館１－２８－１３ 022-376-2926 佐藤 明芳

仙台市泉区 吉野設計事務所 仙台市泉区市名坂字野蔵５０－５７ 022-375-9042 022-765-8377 吉野 文彦

仙台市太白区 かの設計室 仙台市太白区長町南２－７－２０－１ 070-5473-6865 022-748-7850 鹿野 司

仙台市太白区 佐善建築士事務所 仙台市太白区郡山字穴田東１７－２ 022-249-1551 022-249-1552 佐藤 和隆

仙台市太白区 ＣＢＳ工房 仙台市太白区人来田３－１３－１２ 022-244-7181 022-244-7181 千葉 由布美

仙台市太白区 （有）スカイネット一級建築士事務所 仙台市太白区富田字上野中１２５－７ 022-243-1366 022-307-1535 佐々木 陽子

仙台市太白区 菅田建築研究所 仙台市太白区青山２－２５－１２ 022-239-7255 022-239-7255 菅田 茂

仙台市太白区 （株）センケンホーム 仙台市太白区西中田３－１６－１２ 022-241-9662 022-241-9950 小野 啓太

仙台市太白区 伏見建築設計事務所 仙台市太白区西多賀２－８－１１ 022-244-9615 022-244-9616 伏見 正行

仙台市太白区 （株）フロムアーツ 仙台市太白区茂庭台１－８－８ 022-355-9260 022-355-9261 高橋 信博

仙台市太白区 （株）横山設計企画 仙台市太白区大野田３－９－４０ 022-247-9659 022-247-9659 横山 薫

仙台市宮城野区 ウェルランド（株） 仙台市宮城野区萩野町４－５－５０ 022-349-9118 022-349-9119 佐藤 浩一

仙台市宮城野区 セルコホーム（株）仙台支店 仙台市宮城野区苦竹３－１－１２ 022-283-3111 022-783-9760 小沢 教雄

仙台市宮城野区 セルコホーム（株）仙台支店一級建築士事務所 仙台市宮城野区苦竹３－１－１２ 022-283-3111 022-783-9760 花沢 雅樹

仙台市宮城野区 （株）髙橋豊工務店建築設計事務所 仙台市宮城野区白鳥２－１－４０ 022-258-0022 022-259-6829 鎌田 将行

仙台市宮城野区 （株）ハウジングキサラ 仙台市宮城野区二ノ森１０－２０ 022-291-6888 022-291-6895 木皿 友吉

仙台市宮城野区 （株）橋本店 仙台市宮城野区福室字県道前１６－１ 022-352-0022 022-352-0033 山下 美季

仙台市宮城野区 （有）三都不動産設計 仙台市宮城野区榴岡４－１３－２０ 022-291-5210 022-291-3923 田中 均

仙台市若林区 （株）イズミタハウス一級建築士事務所 仙台市若林区上飯田１－１５－３１ 022-285-0931 022-285-0951 泉田 努

仙台市若林区 （株）イズミタハウス一級建築士事務所 仙台市若林区上飯田１－１５－３１ 022-285-0931 022-285-0951 泉田 光雄

仙台市若林区 （有）岩井紘子建築設計事務所 仙台市若林区石名坂８　ロックウェル石名坂３Ｆ 022-227-8703 022-225-0181 岩井 紘子

仙台市若林区 （株）エスエス 仙台市若林区木ノ下２－６－１２ 022-253-7375 022-253-7360 鳥井 友喜

仙台市若林区 （有）翔設計 仙台市若林区石名坂１０　シャンボール石名坂５１５ 022-264-4969 022-264-4969 石田 勝男

仙台市若林区 （有）東翔建設 仙台市若林区蒲町東７３－２ 022-294-6364 022-294-6361 荒 敏信

仙台市若林区 ワタヒョウ（株） 仙台市若林区卸町３－４－２ 022-232-4281 022-232-4289 佐藤 健彦

登米市 千葉建築設計事務所 登米市中田町石森字加賀野２－１０－２ 0220-34-7404 020-4665-5142 千葉 一夫

名取市 （有）佐幸住建二級建築士事務所 名取市下余田字鹿島２２５ 022-382-3591 022-382-3513 佐藤 勉

名取市 名取市役所建設部都市計画課 名取市増田字柳田８０ 022-724-7123 022-384-2394 今村 信一

宮城郡七ヶ浜町 星二級建築士事務所 宮城郡七ヶ浜町東宮浜字寺島２３ 022-364-8695 022-290-5227 星 孝一

宮城郡利府町 杜和建設（株） 宮城郡利府町中央１－４－３ 022-352-1710 022-352-1711 小幡 幸治

亘理町 萱場建築 亘理郡亘理町字境堤６ 0223-34-2587 0223-34-8948 萱場 俊充
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