
支　部 氏　　名 ふりがな 〒 住　所 勤務先名 勤務先℡

1 佐久 出澤　潔 いでざわ きよし 385-0007 佐久市新子田1910-19 0267-68-0306

2 佐久 小林　由美子 こばやし ゆみこ 384-0301 佐久市臼田80 0267-82-2257

3 佐久 井出　正臣 いで まさおみ 384-0503 南佐久郡佐久穂町大字海瀬267 0267-86-2222

4 佐久 片井　英治 かたい ひではる 385-0007 佐久市新子田952-16 0267-68-3063

5 佐久 高橋　美貴 たかはし みき 385-0051 佐久市中込2-8-2 0267-62-1023

6 佐久 佐藤　伸浩 さとう のぶひろ 384-0301 佐久市臼田80 0267-82-2257

7 上小 田中　喜光 たなか よしみつ 386-0001 上田市大字上田1945-7 0268-25-1786

8 上小 池田　福慈 いけだ よしのり 386-0003 上田市大字上野514-4 0268-25-1308

9 上小 齊藤　久夫 さいとう ひさお 386-0405 上田市中丸子878-4 0268-42-2300

10 上小 宮原　仁史 みやはら ひとし 386-0151 上田市芳田1151 0268-43-2034

11 上小 清水　国寿 しみず くにとし 386-2202 上田市真田町本原1415 0268-72-5078

12 上小 太田　政敏 おおた まさとし 386-1101 上田市下之条1506-10 0268-24-1573

13 埴科 北村　洋子 きたむら ようこ 387-0012 千曲市大字桜堂483-3 026-272-0075

14 埴科 市川　哲夫 いちかわ てつお 389-0804 千曲市大字戸倉1626-1 026-276-4611

15 

16 諏訪 唐澤　宏行 からさわ ひろゆき 394-0031 岡谷市田中町2-2-4 0266-23-7788

17 諏訪 吉川　一久 きっかわ かずひさ 391-0011 茅野市玉川7392 0266-79-5761

18 諏訪 村松　健敏 むらまつ たけとし 391-0216 茅野市米沢4333-1 0266-82-0907

19 諏訪 五味　光一 ごみ こういち 392-0012 諏訪市大字四賀2802 0266-58-5351

20 諏訪 窪寺　弘行 くぼでら ひろゆき 394-0035 岡谷市天竜町3-9-22 0266-22-9823

21 諏訪 宮澤　正輝 みやざわ　まさてる 393-0053 諏訪郡下諏訪町5496-23 0266-78-3847

22 上伊那 金澤　直樹 かなざわ なおき 399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8488-9 0265-79-2479

23 上伊那 吉川　貴久 よしかわ たかひさ 399-4117 駒ヶ根市赤穂497-603 0265-81-6011

24 上伊那 下平　文隆 しもだいら ふみたか 399-3702 上伊那郡飯島町飯島2332-2 0265-86-3833

25 木曽 中村　一美 なかむら かずみ 397-0001 木曽郡木曽町福島6200-13 0264-22-2707

26 松筑 田淵　　悟 たぶち さとる 399-8204 安曇野市豊科高家3815-5-503 0263-72-1885

27 安曇野 中沢　倫明 なかざわ みちあき 390-1702 松本市梓川村梓185-1

28 松筑 宮澤　み江 みやざわ みえ 390-0822 松本市神田3-11-12 0263-55-3975

29 松筑 川島　宏一郎 かわしま こういちろう 390-0852 松本市島立610-3 050-1550-5678

30 松筑 奥山　美里 おくやま みさと 390-8639 松本市宮渕1-3-30 0263-32-8855

31 松筑 筒木　佐生里 つつき さおり 399-8211 安曇野市堀金烏川3144 0263-88-7933

32 松筑 須澤　　仁 すざわ　ひとし 390-0876 松本市開智2-8-4 0263-33-5330

33 松筑 岩原 　忍 いわはら しのぶ 390-0221 松本市里山辺3390-20 0263-32-1368

34 松筑 佐々木  洋司 ささき ようじ 399-0033 松本市大字笹賀5087-49
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35 松筑 中野　久彰 なかの ひさあき 399-0033 松本市大字笹賀5905-3 ㈱中野工務店 0263-25-4645

36 松筑 保髙　治紀 ほたか はるき 399-0744 塩尻市大門70-13 ㈱保高建築設計事務所 0263-54-0554

37 松筑 中島　靖彦 なかじま やすひこ 390-0823 松本市大字中山2828-1 四季二級建築事務所 0263-86-3003

38 松筑 桐沢　明雄 きりさわ あきお 390-8620 松本市丸の内3-7 松本市 都市計画課 0263-34-3000

39 松筑 米山　文香 よねやま ふみか 390-0221 松本市里山辺3189-2 一級建築士事務所工房風花　 0263-34-9115

40 松筑 荒井　萬喜子 あらい まきこ 390-0304 松本市大字大村1030 荒井建築事務所 0263-33-1837

41 安曇野 場々　洋介 ばば ようすけ 399-8301 安曇野市穂高有明4062 ㈱フジ設計 0263-83-2318

42 安曇野 青栁　悟 あおやぎ さとる 399-8205 安曇野市豊科4482 バイオ一級建築士事務所 0263-71-5675

43 安曇野 髙井　健慈 たかい けんじ 399-8101 安曇野市三郷明盛2846-1 ㈲ひだまりミュゼ 0263-55-6782

44 松筑 吉原　和通 よしはら　かずみち 399-7501 東筑摩郡筑北村西条4358 ピークデザイン（２級）

45 安曇野 齋藤　明美 さいとう あけみ 390-1703 松本市梓川上野676-1 ㈲芝開堂建設 0263-78-4300

46 安曇野 髙師　智江 たかし  さとえ 399-8205 安曇野市豊科1847-4 ㈱カラム建築構造事務所 0263-26-6669

47 更級 大久保　靖啓 おおくぼ　やすひろ 381-2224 長野市川中島町原687 ㈱みずず綜合コンサルタント 026-274-4862

48 須高 近藤　洋輔 こんどう ようすけ 382-0033 須坂市大字亀倉204-16 須坂市役所 026-248-9007

49 須高 北村　あや香 きたむら あやか 382-0098 須坂市墨坂南2-3-8 ㈲幸建築設計須坂支店 026-242-4191

50 須高 吉澤　まゆみ よしざわ まゆみ 382-0099 須坂市墨坂5-5-3 ＭＡ創造舎 026-248-4613

51 長野 関　邦則 せき くにのり 380-0871 長野市西長野2-4 ㈲関建築とまち研究室 026-233-5566

52 長野 森 　望 もり のぞむ 381-2205 長野市青木島町大塚1498-1 ㈱美登利屋工務店 026-285-7484

53 長野 寺澤　雄治 てらさわ ゆうじ 389-0822 千曲市上山田1170-5 ㈱寺沢雄治アート設計工房 026-214-3566

54 長野 勝山　敏雄 かつやま としお 382-0012 須坂市大谷町325 かつやま設計工房 026-248-2898

55 長野 池森　　梢 いけもり こずえ 380-0947 長野市大字平柴660-1 萌建築設計工房 026-214-3088

56 長野 土倉　武幸 つちくら たけゆき 389-1226 上水内郡飯綱町川上2237 ㈱ツチクラ住建 026-253-2109

57 長野 西澤　嘉雄 にしざわ よしお 381-0012 長野市柳原2255-10 ㈲エヌ設計 026-292-7833

58 安曇野 小川原　吉宏 おがわら よしひろ 399-8205 安曇野市豊科4235-8 小川原設計 0263-72-4683

59 大北 下條　勇 しもじょう いさむ 398-0002 大町市大町5395-1 ㈱大八木建設 0261-22-1809

60 大北 篠　伊知郎 しの　いちろう 398-0002 大町市大町3626-5 篠伊知郎建築設計事務所 0261-22-7915

61 佐久 山浦  伸一 やまうら しんいち 384-2100 佐久市駒寄585 ㈱ＤＯ建築設計企画 0267-58-4600

62 上小 長島  三夫 ながしま みつお 386-0411 上田市生田2348-21 創風設計室 0268-41-1155

63 上伊那 堀口  隆 ほりぐち たかし 399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪11943-2 堀口設計事務所 0265-79-8836

64 飯伊 牧内  幸雄 まきうち ゆきお 399-2431 飯田市川路1211-1 イソップハウス㈱ 0265-74-2107

65 飯伊 矢澤  秀勇 やざわ ひでお 395-0153 飯田市上殿岡354 ㈱矢沢設計 0265-25-2397

66 飯伊 松下  重雄 まつした しげお 399-2563 飯田市時又299 ㈲みすゞ設計 0265-52-1638

67 木曽 中田  充謙 なかた みつのり 397-0001 木曽郡木曽町福島6701 中田建築 0264-24-2837

68 安曇野 中村　滋宏 なかむら しげひろ 399-8303 安曇野市穂高8122-4ベルゾーネ伊藤B-102 ナカムラアーキスタジオ 0263-88-5194

69 長野 久米  えみ くめ えみ 380-0816 長野市三輪田町1287-1ﾄﾞﾐｰﾙ三輪512号 設計工房  CRESS 026-235-5772
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70 佐久 中島  進 なかじま すすむ 385-0051 佐久市中込3713-134 ㈲中島進設計事務所 0267-62-8690

71 佐久 佐野　孝太郎 さの　こうたろう 389-0111 北佐久郡軽井沢町大字長倉711-12 軽井沢造形研究所 080-5081-3590

72 佐久 武重　直人 たけしげ なおと 384-2206 佐久市茂田井2202 ㈱アーキプラン 026-227-4831

73 佐久 飯田　篤 いいだ あつし 385-0011 佐久市猿久保457-6 東洋住建 0267-68-9836

74 佐久 佐藤　守英 さとう もりひで 384-2102 佐久市塩名田558-3 山川建築設計事務所 0267-58-2639

75 上小 有賀  健一 あるが けんいち 386-0004 上田市大字殿城1354 ㈱有賀技建 0268-24-6888

76 上小 森田  正 もりた ただし 386-0603 小県郡長和町古町1250-5 ㈱モリケン 0268-68-2225

77 埴科 宮下  利光 みやした としみつ 389-0823 千曲市大字新山475-2 宮下一級建築設計事務所 026-276-0515

78 諏訪 五味  広幸 ごみ  ひろゆき 399-0213 富士見町乙事5812 五味工務店 0266-62-7838

79 諏訪 向山  淳 むかいやま あつし 394-0086 岡谷市長地源2-6-48 ㈲向山工務店 0266-27-3880

80 諏訪 藤森  健一 ふじもり けんいち 394-0027 岡谷市中央町2-9-10 アルテ建築設計事務所 0266-22-4691

81 上伊那 清水　剛 しみず　つよし 399-4432 伊那市大字東春近8912-3 ㈱匠・しょう・建築事務所 0265-78-5332

82 上伊那 小林　和教 こばやし かずのり 399-4117 駒ヶ根市赤穂3954-1ＨＭマーブル5-4Ａ ㈱小林福村設計事務所 0265-98-7680

83 飯伊 中家　博之 なかいえ ひろゆき 395-0806 飯田市鼎上山1587-5 ㈲みすゞ設計 0265-52-1638

84 木曽 尾崎　太 おざき ふとし 399-6101 木曽郡木曽町日義3469 ㈲尾崎建築 0264-22-4308

85 松筑 塩原  秀幸 しおはら ひでゆき 390-0312 松本市大字岡田松岡411-15 アトリエ　アートコモ 0263-35-7130

86 松筑 三田　美佐子 みた みさこ 390-0221 松本市里山辺3719-3 みた設計事務所 0263-39-5680

87 松筑 三浦  保男 みうら　やすお 399-6461 塩尻市大字宗賀牧野3636-4 (有)三浦創建 0263-52-6117

88 安曇野 武藤　正義 むとう まさよし 399-8303 長野県安曇野市穂高4788-5 武藤正義建築設計事務所 0263-88-6470

89 大北 竹内　祐一 たけうち　ゆういち 398-0004 大町市常盤6906-15 竹内設計工房 0261-26-4725

90 須高 戸松  陽子 とまつ ようこ 382-0025 須坂市大日向町194 戸松一級建築士事務所 026-245-9728

91 須高 戸松　清一郎 とまつ せいいちろう 382-0025 須坂市大日向町194 ㈱守谷商会 026-223-6930

92 飯水 嶋津  正道 しまづ まさみち 389-2416 飯山市大字緑1334-3 嶋津建築 0269-62-1074

93 飯水 吉越　伸吾 よしごえ しんご 389-2322 飯山市瑞穂6398-4 中野市役所 0269-22-2111

94 長野 相野　律子 あいの りつこ 389-1203 上水内郡飯綱町大字赤塩195-17 ㈱相互 026-241-1121

95 飯水 近藤　正勝 こんどう まさかつ 389-2602 飯山市一山535 ㈲江口建設 0269-65-2215

96 安曇野 丸山　弘子 まるやま　ひろこ 399-7103 安曇野市明科光 廣住 0263-62-2991

97 松筑 赤羽  直美 あかはね　なおみ 390-0847 松本市笹部1-2-17-103 ㈱赤羽設計事務所 0263-24-3450

98 松筑 矢ヶ崎  昭三郎 やがさき　しょうざぶろう 390-0877 松本市沢村3-4-21 矢ケ崎一級建築士事務所 0263-31-0640

99 大北 小林　秀徳 こばやし　ひでのり 399-8601 池田町大字池田1979-5 ㈲志ちや設計 0261-62-9236


