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千代田・中央 23 竹　内　　俊　雄 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｵ 101-0051 千代田区神田神保町１－４６ 斉藤ビル2階 03-3295-8686 05844 昭和60年12月28日

千代田・中央 38 山　本　　勝　美 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ 101-0065 千代田区西神田1－3－6 03-3291-9218 05181 昭和60年12月28日

千代田・中央 39 吉　村　　正　人 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾄ 103-0004 中央区東日本橋１－２－５ 03-3862-3208 04913 昭和60年12月28日

千代田・中央 51 志　村　　寿　夫 ｼﾑﾗ ﾄｼｵ 104-0028 中央区八重洲2－11－2　 城辺橋ビル3階 03-5941-6211 06754 平成7年5月26日

千代田・中央 55 金　井　　政　廣 ｶﾅｲ ﾏｻﾋﾛ 101-0054 千代田区神田錦町３－１３　 旺巧ビル3階 03-3233-1456 05886 平成12年6月19日

千代田・中央 60 小　沢　　　　宏 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 104-0051 中央区佃２－２０－１ 03-3532-1438 07082 平成16年1月30日

千代田・中央 65 北　原　　　 　篤 ｷﾀﾊﾗ ｱﾂｼ 104-0042 中央区入船2－5－6 入船大野ビル802 03-3551-5005 06662 平成19年3月16日

千代田・中央 67 四　元　　康　夫 ﾖﾂﾓﾄ ﾔｽｵ 100-2101 小笠原村父島字西町 04998-2-2708 06852 平成19年4月20日

千代田・中央 74 斎　藤　　孝　道 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾐﾁ 100-1401 八丈島八丈町大賀郷7957 04996-2-2185 05055 昭和60年12月28日

千代田・中央 80 藪　谷　　　　寛 ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾋﾛｼ 101-0025 千代田区神田佐久間町３－２１－６ 露崎ビル１０３ 03-5825-4586 07825 平成28年10月24日

千代田・中央 81 武　田　　成　広 ﾀｹﾀﾞ ﾅﾙﾋﾛ 101-0003 千代田区西神田１－３－１３ F.T.SQUARE４０１ 03-6265-6030 07942 平成28年12月22日

千代田・中央 83 竹　内　　和　昌 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏｻ 103-0004 中央区東日本橋１－２－１０ ＨＯＫＩ ビル東日本橋６Ｆ 03-5846-9517 07598 平成30年12月21日

千代田・中央 84 原　田　盛比古 ﾊﾗﾀﾞ ﾓﾘﾋｺ 101-0054 千代田区神田錦町３－１６ 三光ビル３階 03-6273-7660 07735 令和2年2月21日

千代田・中央 85 築　添　　徹　也 ﾂｷｿﾞｴ ﾃﾂﾔ 102-0082 千代田区一番町１５－２０ 一番町フェニックスビル402 03-6256-9275 07971 令和3年3月17日

千代田・中央 86 横　山　　孝次郎 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 102-0082 千代田区一番町４番地５－１０１ 03-5357-1985 05091 昭和60年12月28日

千代田・中央 法第10号
土地家屋調査士法人

アーバンコンサルタンツ
101-0021 千代田区外神田2－3－7 03-3252-2752 01-0030 平成24年4月18日

千代田・中央 法第24号
土地家屋調査士法人

丸の内レジストリィ
100-6314 千代田区丸の内２－４－１ 03-3211-1351 01-0027 平成31年2月22日

文京 1 安　藤　　新一郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 113-0022 文京区千駄木2－34－8 03-3821-1591 05917 昭和60年12月28日

文京 11 徳　久　　徳　博 ﾄｸﾋｻ ﾉﾘﾋﾛ 113-0033 文京区本郷2－30－14　 03-3813-7042 05785 昭和60年12月28日

文京 19 成　住　　哲　雄 ﾅﾘｽﾞﾐ ﾃﾂｵ 112-0001 文京区白山５－１１－１４ 03-3946-0521 06380 昭和62年3月28日

文京 22 奥　山　　　　 慎 ｵｸﾔﾏ ｼﾝ 112-0001 文京区白山５－31－13 03-5689-4976 06514 平成3年7月19日

文京 23 内　野　　　　 篤 ｳﾁﾉ ｱﾂｼ 112-0012 文京区大塚1－11－4 03-3945-6026 06860 平成9年6月16日

文京 26 松　原　　浩　子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ 113-0022 文京区千駄木5－42－3－301 03-3827-7375 07278 平成16年7月30日

文京 27 石　井　　健　太 ｲｼｲ ｹﾝﾀ 113-0033 文京区本郷１－15－２ 三澤第一ビル301 03-5840-8055 07358 平成17年12月16日

文京 29 間　部　　一　功 ﾏﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 113-0033 文京区本郷１－15－２ 三澤第一ビル301 03-6801-6016 07476 平成20年10月17日

文京 31 奥　山　　琢　人 ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾄ 112-0001 文京区白山５－31－13 03-6323-0685 07931 平成28年4月21日
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文京 32 冨　永　　雅　樹 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｷ 113-0023 文京区向丘２－１６－９ 03-5656-0327 07962 平成28年7月15日

文京 33 穂　積　　安　昭 ﾎﾂﾞﾐ ﾔｽｱｷ 112-0001 文京区白山２－１－１５ 03-6801-6192 07561 平成30年4月20日

文京 34 大　南　　貴　紀 ｵｵﾐﾅﾐ ﾀｶｷ 113-0033 文京区本郷１－１５－２－３０１ 03-4283-6971 08075 令和2年3月19日

文京 35 平　　　　星　児 ﾀｲﾗ ｾｲｼﾞ 113-0033 文京区本郷１－１５－２ 三澤第一ビル301 03-6754-2241 08152 令和2年12月17日

文京 36 成　住　　郁　雄 ﾅﾘｽﾞﾐ ｲｸｵ 112-0001 文京区白山５－１１－１４ 03-3946-0521 08141 令和3年4月16日

港 16 古　川　　英　夫 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 105-0003 港区西新橋3－15－3　 上地ビル4階 03-3437-3757 06534 平成13年7月27日

港 25 小野寺　　宏輔 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳｽｹ 105-0004 港区新橋5－17－6 03-3431-1449 07454 平成20年6月20日

港 26 知　念　　一　夫 ﾁﾈﾝ ｶｽﾞｵ 105-0014 港区芝1－14－4 芝桝田ビル 03-6400-3599 07293 平成17年6月15日

港 27 安　島　　公　平 ｱｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 105-0011 港区芝公園１－２－１７－７０５ 03-6479-1675 07978 平成29年10月23日

港 法第26号
土地家屋調査士法人
なないろ合同事務所

108-0074 港区高輪２－１５－１９ 03-6722-0593 01-0018 令和1年7月19日

港 法第27号 桜土地家屋調査士法人 105-0003 港区西新橋３－２４－１０ ハリファックス御成門ビル　６階 03-3436-0919 01-0061 令和1年12月20日

港 法第25号
土地家屋調査士法人
共生ライズアクロス

105-0001 港区虎ノ門３－４－１０ 虎ノ門３５森ビル　７階 03-6712-6580
43-0003
-01-0058

令和1年6月13日

台東 8 國　吉　　正　和 ｸﾆﾖｼ ﾏｻｶｽﾞ 111-0031 台東区千束2－14－4 03-3875-2500 06105 昭和60年12月28日

台東 11 菅　原　　伸　雄 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞｵ 110-0016 台東区台東1－14－11　 広木ビル3階 03-3836-2279 05507 昭和60年12月28日

台東 22 星　野　　喜三雄 ﾎｼﾉ ｷﾐｵ 111-0042 台東区寿1－21－10　 I.Nビル2階 03-3845-4057 06050 昭和60年12月28日

台東 27 大　瀧　　善　雄 ｵｵﾀｷ ﾖｼｵ 111-0035 台東区西浅草1－2－13　 リブロイヤル101号 03-3844-4898 06426 昭和63年3月19日

台東 29 浅　川　　正　雄 ｱｻｶﾜ ﾏｻｵ 110-0016 台東区台東1－14－9 03-3831-1646 07305 平成20年6月20日

台東 31 佐　藤　　廣　志 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 110-0003 台東区根岸5－21－10 03-3871-3345 05621 平成20年7月18日

台東 32 黒　川　　俊　也 ｸﾛｶﾜ ﾄｼﾔ 110-0015 台東区東上野３－２１－２ 越前ビル２０３ 03-5818-6882 07243 平成21年6月19日

台東 33 木　下　　 　 満 ｷﾉｼﾀ ﾐﾂﾙ 111-0042 台東区寿４－１－６ 03-6802-7313 07049 平成29年9月20日

台東 34 土　屋　　貴　弘 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ 110-0005 台東区上野５－７－４ 浅野ビル２階 03-3831-6769 07814 平成30年7月20日

墨田 19 丸　山　　　　 旭 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷﾗ 131-0044 墨田区文花3－19－1 03-3611-1202 03001 昭和60年12月28日

墨田 26 栁　堀　　秀　夫 ﾔﾅｷﾞﾎﾞﾘ ﾋﾃﾞｵ 131-0043 墨田区立花１－２３－１－７０１ 03-6657-2701 06429 平成2年7月21日

墨田 27 中　島　　雄之介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾉｽｹ 130-0025 墨田区千歳1－7－5 03-3631-9364 06587 平成3年4月19日

墨田 34 小　川　　　　洋 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 131-0041 墨田区八広2－41－5 03-5247-0772 07000 平成14年5月24日

墨田 35 丸　山　　晴　広 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙﾋﾛ 131-0044 墨田区文花3－19－1 03-3611-1246 07162 平成15年1月31日
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墨田 36 伊　澤　　滋　憲 ｲｻﾞﾜ ｼｹﾞﾉﾘ 131-0043 墨田区立花1－3－20 03-3611-6640 06906 平成15年5月23日

墨田 37 八　巻　　和　幸 ﾔﾏｷ ｶｽﾞﾕｷ 131-0046 墨田区京島1－43－4 第一吉田マンション306 03-6338-9607 07312 平成17年4月22日

墨田 38 中　嶋　　啓　介 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 131-0046 墨田区京島2－7－9 03-3619-9899 07302 平成19年6月15日

墨田 40 藤　井　　一　嘉 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾖｼ 131-0033 墨田区向島2－20－9 レクシオ向島302 03-3625-5047 07268 平成20年7月18日

墨田 41 菅　井　　利　真 ｽｶﾞｲ ﾄｼﾏｻ 130-0013 墨田区錦糸4－13－7 TMイースト1階 03-6914-1902 07513 平成20年9月19日

墨田 46 小　椋　　俊　輔 ｵｸﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ 130-0012 墨田区太平4－6－17 シェグランほり川906号 03-5637-7393 07630 平成23年4月22日

墨田 47 瀧　下　　俊　明 ﾀｷｼﾀ ﾄｼｱｷ 131-0043 墨田区立花1－23－5－205 03-3612-8518 06494 平成25年5月16日

墨田 48 丸　山　　英　樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 130-0025 墨田区千歳3－9－10 エルビル2階 03-6751-9665 07544 平成27年3月20日

墨田 49 名　塚　　慎　哉 ﾅﾂﾞｶ ｼﾝﾔ 130-0011 墨田区石原４－２７－１ 03-4405-3496 08042 平成30年7月20日

墨田 50 佐　藤　　利江子 ｻﾄｳ ﾘｴｺ 130-0012 墨田区太平４－１８－９ 03-6755-2553 07685 令和3年8月20日

墨田 法第3号
土地家屋調査士法人

測量舎
130-0003 墨田区横川３－７－２ 03-6658-8448 01-0012 平成18年5月19日

江東 11 佐　野　　正　実 ｻﾉ ﾏｻﾐ 136-0072 江東区大島8－29－7 03-3684-0191 05986 昭和60年12月28日

江東 18 村　木　　保　吉 ﾑﾗｷ ﾔｽﾖｼ 136-0071 江東区亀戸6－55－19　 ルミエール6階 03-3683-5900 05626 昭和60年12月28日

江東 27 菊　地　　三　男 ｷｸﾁ ﾐﾂｵ 136-0072 江東区大島2－11－6－103号 03-3636-4653 06425 平成2年5月21日

江東 30 山　上　　喜　也 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾖｼﾅﾘ 135-0015 江東区千石1－5－15 03-3644-1739 06578 平成15年10月31日

江東 31 山　本　　憲　一 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 135-0042 江東区木場6－9－5　 山本工業ビル2階 03-5632-9500 07061 平成17年1月28日

江東 33 岩　切　　秀　仁 ｲﾜｷﾘ ﾋﾃﾞﾋﾄ 135-0013 江東区千田7－10 第２三英ビル302号 03-5677-3771 07674 平成25年5月16日

江東 35 関　口　　恭　史 ｾｷｸﾞﾁ ﾔｽｼ 135-0007 江東区新大橋2－7－4 ブリック石倉ビル301 03-5625-2822 07250 平成19年10月19日

江東 36 甲　斐　　慶　一 ｶｲ ﾖｼｶｽﾞ 136-0076 江東区南砂4－5－15 03-3648-5569 07300 平成27年8月24日

江東 37 二　瓶　　浩　彰 ﾆﾍｲ ﾋﾛｱｷ 135-0045 江東区古石場1－1－1 門前仲町CBタワー401 03-3642-4311 07306 平成27年10月30日

江東 38 岩　館　　　　稔 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾐﾉﾙ 135-0016 江東区東陽５－３１－５ 03-5606-7355 08095 平成31年4月19日

江東 39 定　榮　　　　豪 ｼﾞｮｳｴｲ ｺﾞｳ 135-0053 江東区辰巳１－６－１０－１０２ 03-3875-2964 07838 令和3年9月17日

足立 17 高　橋　　藤　男 ﾀｶﾊｼ ﾌｼﾞｵ 120-0012 足立区青井２－２８－１２ 03-3889-3255 04815 昭和60年12月28日

足立 30 宮　崎　　十　三 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭｳｿﾞｳ 121-0075 足立区一ツ家２－１０－１ 03-3850-6771 05159 昭和60年12月28日

足立 42 西　川　　俊　治 ﾆｼｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ 123-0852 足立区関原２－１２－６ 03-3887-9838 05756 昭和60年12月28日

足立 46 小　林　　　　 求 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾑ 120-0006 足立区谷中３－５－５ 03-3605-0845 06548 平成7年5月26日
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足立 47 安　達　　一　之 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 123-0853 足立区本木１－２２－９ 03-3889-2221 06617 平成7年6月22日

足立 51 関　塚 　 晃　司 ｾｷﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ 120-0012 足立区青井３－３３－２２　 レックスガーデン青井アールステージ510 03-5681-7625 06909 平成10年3月27日

足立 53 大　野  　義　雄 ｵｵﾉ ﾖｼｵ 120-0004 足立区東綾瀬３－５－１ 03-3629-1555 05730 平成10年12月25日

足立 55 四　役　  伸　一 ﾖﾂﾔｸ ｼﾝｲﾁ 120-0003 足立区東和１－１６－１４ 03-3605-3403 06919 平成13年3月23日

足立 56 土　舘　　照　久 ﾂﾁﾀﾞﾃ ﾃﾙﾋｻ 121-0064 足立区保土間５－２－２ 03-3858-3739 07033 平成13年4月27日

足立 57 齋　藤　　臣　文 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 120-0034 足立区千住２－２　 佐藤ビル3階 03-3879-9118 07234 平成16年2月27日

足立 58 平　井　　克　巳 ﾋﾗｲ ｶﾂﾐ 120-0032 足立区千住柳町２２－１－１０３ 03-5813-2435 07246 平成16年5月21日

足立 59 星　　　　 和　雄 ﾎｼ ｶｽﾞｵ 121-0051 足立区神明３－２５－１４ 03-3606-9907 07208 平成17年2月25日

足立 60 馬　場　　雄　太 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ 120-0011 足立区中央本町１－１９－２２ 03-6807-2765 07326 平成17年4月22日

足立 61 藤　枝　　一　郎 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 121-0814 足立区六月３－１－１６ 03-5851-1611 07422 平成19年3月16日

足立 62 新　井　　照　雄 ｱﾗｲ ﾃﾙｵ 121-0801 足立区東伊興１－７－１８ 03-5809-5351 07459 平成20年5月23日

足立 63 千　葉　　和　宏 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 120-0004 足立区東綾瀬２－１６－２２－１０１ 03-3628-7122 07388 平成20年7月18日

足立 64 佐　藤　　尚　伸 ｻﾄｳ ﾋｻﾉﾌﾞ 121-0824 足立区西伊興３－１－８ 03-6802-5920 07492 平成20年8月22日

足立 65 宮　﨑　　裕　子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｺ 121-0075 足立区一ツ家２－１０－１ 03-3858-2774 07341 平成21年3月19日

足立 66 伊　藤　　鐘　二 ｲﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 121-0836 足立区入谷８－９－３ 03-3856-4077 07233 平成21年4月24日

足立 68 佐　藤　　光　輝 ｻﾄｳ ｺｳｷ 123-0841 足立区西新井２－１５－１４－１０７ 03-5647-8426 07720 平成24年5月17日

足立 70 矢尾板　　真　吾 ﾔｵｲﾀ ｼﾝｺﾞ 120-0026 足立区千住旭町７番２７号 海老原ビル１階 03-6806-2550 07812 平成27年1月23日

足立 71 平　井　　孝　育 ﾋﾗｲ ﾀｶﾔｽ 120-0013 足立区弘道１－３０－９ 03-3887-7850 07881 平成27年6月19日

足立 72 三　柴　　靖　征 ﾐｼﾊﾞ ﾔｽﾕｷ 121-0801 足立区東伊興１－３－４ ファミアーレ横山B１０３ 03-6807-1942 07925 令和2年10月16日

江戸川 30 濱　野　　秀　次 ﾊﾏﾉ ｼｭｳｼﾞ 133-0065 江戸川区南篠崎町２－20－４ 03-3676-8758 06562 平成3年3月15日

江戸川 32 加　藤　　友　章 ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ 134-0083 江戸川区中葛西６－１－１－８０３号 03-6874-7848 06636 平成4年4月17日

江戸川 38 村　上　　和　義 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾖｼ 134-0083 江戸川区中葛西5－15－13 03-5605-2790 06722 平成9年6月16日

江戸川 42 阿久津　　康　弘 ｱｸﾂ ﾔｽﾋﾛ 132-0021 江戸川区中央1－13－16 03-5663-5061 07044 平成13年4月27日

江戸川 47 硯　川　　俊　浩 ｽｽﾞﾘｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 132-0021 江戸川区中央1－3－1 03-5607-5649 06992 平成20年9月19日

江戸川 51 細　井　　斉　明 ﾎｿｲ ﾅﾘｱｷ 132-0033 江戸川区東小松川2－25－5 03-3656-5456 07526 平成22年11月19日

江戸川 52 飯　田　　　　 裕 ｲｲﾀﾞ ﾕﾀｶ 134-0083 江戸川区中葛西2－13－7 03-3687-0876 07650 平成25年5月16日
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江戸川 54 土　屋　　知　人 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾋﾄ 134-0084 江戸川区東葛西8－40－15－105 03-3877-0224 07601 平成26年3月11日

江戸川 55 林　　　　利　幸 ﾊﾔｼ ﾄｼﾕｷ 133-0054 江戸川区上篠崎4－30－7 エトワール21－101号室 03-6638-9296 07889 平成27年6月19日

江戸川 法第29号
土地家屋調査士法人
川村登記測量事務所

132-0023 江戸川区西一之江１－１７－１ 03-5678-5297 01-0086 令和2年10月16日

葛飾 5 大柄根　　　　忍 ｵｵｶﾞﾗﾈ ｼﾉﾌﾞ 124-0021 葛飾区細田1－16－5 03-3658-9875 05720 昭和60年12月28日

葛飾 34 佐　藤　　隆　司 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 124-0006 葛飾区堀切2－24－10　 03-3695-7560 06566 平成3年5月17日

葛飾 42 田　中　　良　知 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄﾓ 125-0061 葛飾区亀有３－３７－１８ 03-6662-7224 07902 平成28年2月19日

葛飾 43 諏　訪　　泰　弘 ｽﾜ ﾔｽﾋﾛ 124-0025 葛飾区西新小岩５－２１－３ 03-5876-5784 07995 平成30年4月20日

葛飾 44 諸　岡　　修　一 ﾓﾛｵｶ ｼｭｳｲﾁ 125-0052 葛飾区柴又６－３７－２－４０２ 03-3657-2296 08043 令和2年10月16日

葛飾 45 勝　田　　晶　子 ｶﾂﾀ ｱｷｺ 125-0061 葛飾区亀有３－３７－１８ エミネンス亀有環七ビル３階 03-4500-8236 08201 令和3年9月17日

新宿 69 竹　内　　孝　至 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ 169-0075 新宿区高田馬場3－23－2　 内藤ビル203 03-5348-3566 07069 平成14年6月25日

新宿 72 小　澤　　宏　之 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 160-0023 新宿区西新宿8－14－17 アルテール新宿1108号 03-3363-5725 06128 平成14年11月29日

新宿 76 風　晴　　　　淳 ｶｾﾞﾊﾚ ｼﾞｭﾝ 169-0073 新宿区百人町2－11－25 新戸山ビル6A 03-5331-7431 06861 平成21年7月24日

新宿 77 津　村　　浩　平 ﾂﾑﾗ ｺｳﾍｲ 169-0073 新宿区百人町2－11－25 新戸山ビル6A　㈲合同測量内 03-3368-3519 07429 平成21年7月24日

新宿 78 城　間　　　　健 ｼﾛﾏ ﾀｹｼ 160-0023 新宿区西新宿5－17－9－101 03-3379-9800 06937 平成14年8月23日

新宿 79 小　澤　　敏　昭 ｵｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ 160-0023 新宿区西新宿７－５－６－８０１ 03-6908-5940 07395 平成18年10月20日

新宿 80 平　良　　真　吾 ﾀｲﾗ ｼﾝｺﾞ 162-0805 新宿区矢来町109 神楽坂ローズビル5階A 03-6265-3008 07714 平成26年1月24日

新宿 81 柴　﨑　　　　叶 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｶﾉｳ 169-0073 新宿区百人町2－13－1 浜谷ビル１階 03-3362-7128 06688 平成26年5月21日

新宿 82 今　江　　信　之 ｲﾏｴ ﾉﾌﾞﾕｷ 160-0004 新宿区四谷４－３３ ニシダ第一ビル３階 03-6457-7220 08096 令和1年9月20日

中野 9 五　味　　道　雄 ｺﾞﾐ ﾐﾁｵ 164-0001 中野区中野1－55－1 03-3361-2060 04483 昭和60年12月28日

中野 21 内　藤　　五　郎 ﾅｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 164-0003 中野区東中野4－6－5 03-3367-0961 04828 昭和60年12月28日

中野 24 楢　崎　　正　人 ﾅﾗｻｷ ﾏｻﾄ 164-0001 中野区中野2－28－8 03-3381-3302 00378 昭和60年12月28日

中野 25 野　城　　　　 宏 ﾉｼﾛ ﾋﾛｼ 165-0025 中野区沼袋2－11－9－104 03-5318-3372 06079 昭和60年12月28日

中野 36 大　野　　信　義 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞﾖｼ 165-0026 中野区新井2－10－9　 窪寺工業ビル2階 03-3385-9277 05075 昭和60年12月28日

中野 37 上　野　　慎　治 ｳｴﾉ ｼﾝｼﾞ 164-0012 中野区中央5－28－3 03-3380-2169 06327 昭和61年4月26日

中野 38 田　中　　　　 茂 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 165-0025 中野区沼袋2－11－12 03-3386-1610 06604 平成3年9月20日

中野 40 内　藤　　和　成 ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞｼｹﾞ 164-0003 中野区東中野4－6－5 03-3367-0961 06717 平成6年11月25日



一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会 令和３年９月30日現在

ビル名
土地家屋調査
士登録番号

TEL 協会入会年月日
従たる事
務所又は
支所名

社員
番号

社　員　名 事務所所在地社員フリガナ 郵便番号

中野 41 工　藤　　千　治 ｸﾄﾞｳ ﾁﾊﾙ 165-0027 中野区野方6－14－9 03-5327-4683 06838 平成9年2月27日

中野 43 石　野 　　貢　男 ｲｼﾉ  ﾐﾂｵ 164-0013 中野区弥生町４ー２５－５ ラディアスウィング中野南３０１号 03-6276-6131 06934 平成10年5月22日

中野 44 高　井　　　 　仁 ﾀｶｲ ﾋﾄｼ 164-0001 中野区中野5－68－8－609 03-5318-7230 07009 平成12年2月25日

中野 45 橋　本　　　　 茂 ﾊｼﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 165-0027 中野区野方6－33－12 03-5327-5772 07122 平成14年3月29日

中野 46 籾　田　　孝　弘 ﾓﾐﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 165-0034 中野区大和町１－４１－９ ビームＫⅢ－Ｂ 03-6336-3100 07181 平成15年3月28日

中野 47 松　井　　隆　明 ﾏﾂｲ ﾀｶｱｷ 164-0003 中野区東中野2－1－5 03-3361-2818 07192 平成15年5月23日

中野 48 井　藤　　賢　作 ｲﾄｳ ｹﾝｻｸ 165-0022 中野区江古田2－22－9 03-3319-6641 06705 平成15年10月31日

中野 51 吉　田　　 　　清 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖｼ 165-0021 中野区丸山2－12－22 03-6905-6718 07486 平成20年4月18日

中野 52 遠　藤　　祥　悟 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞ 165-0023 中野区江原町2－31－5 03-6431-8489 07468 平成21年5月22日

中野 56 竹　内　　　　晋 ﾀｹｳﾁ ｽｽﾑ 164-0003 中野区東中野2－1－5 03-3361-2818 07515 平成23年5月20日

中野 57 田　中　　尋　崇 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾀｶ 165-0025 中野区沼袋1－40－3 03-3385-6326 07608 平成23年7月21日

中野 58 渡　辺　　良　市 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 165-0032 中野区鷺宮5－3－16 03-6671-0531 07692 平成24年3月21日

中野 59 小　穴　　善　明 ｵｱﾅ ﾖｼｱｷ 164-0002 中野区上高田４－31－11－401 03-3385-5877 07345 平成19年2月16日

中野 60 髙　𣘺　　　　俊 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 164-0003 中野区東中野１－30－５ SPACE-M201 03-5937-6347 07347 平成27年7月24日

中野 61 山　内　　尚　人 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾄ 164-0003 中野区東中野１－５０－４ 03-3227-9075 06968 平成30年4月20日

中野 62 秦　　　　篤　彦 ﾊﾀ ｱﾂﾋｺ 165-0026 中野区新井５－１５－６ 片岡ビル３０７ 03-5942-7059 08100 令和1年5月17日

中野 63 田　中　　　　彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 165-0025 中野区沼袋２－１１－９ プレステージ中野１０８号 03-3386-1610 08136 令和2年3月19日

中野 64 西　村　　和　樹 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 165-0026 中野区新井３－２５－２ 03-6338-5075 08159 令和2年8月21日

中野 65 五十嵐　　　一 ｲｶﾞﾗｼ ﾊｼﾞﾒ 164-0001 中野区中野５－２１－１３ 03-3388-6944 07577 令和2年9月18日

杉並 53 本　間　　茂　次 ﾎﾝﾏ ｼｹﾞｼﾞ 167-0042 杉並区西荻北2－37－4　 03-5311-0325 06197 昭和60年12月28日

杉並 54 小　田　　武　美 ｵﾀﾞ ﾀｹﾐ 167-0051 杉並区荻窪5－21－8　 中建ビル3階 03-3392-8030 06524 平成5年3月19日

杉並 59 松　原　　義　人 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾄ 166-0003 杉並区高円寺南4－19－7 03-3314-4902 06793 平成7年12月22日

杉並 61 仲　村　　武　文 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾌﾐ 167-0042 杉並区西荻北4－3－2　 ベルメゾン西荻401号 03-3390-0785 06898 平成9年9月26日

杉並 62 松　本 　 雅　也 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾔ 166-0014 杉並区松ノ木3－26－11 第ニ日信ビル4階 03-5377-7453 06939 平成10年9月25日

杉並 63 加々見　　　　光 ｶｶﾞﾐ ﾋｶﾘ 167-0054 杉並区松庵3－20－13 03-3333-6512 06870 平成11年4月22日

杉並 64 五十嵐　　智　一 ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓｶｽﾞ 166-0004 杉並区阿佐谷南1－14－15 森山ビル2階 03-3312-7334 07014 平成13年3月23日
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杉並 68 太　田　　　　近 ｵｵﾀ ﾁｶｼ 166-0012 杉並区和田1－34－1 03-5328-7058 07116 平成14年6月25日

杉並 71 吉　田　　百合子 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘｺ 166-0023 杉並区成田東5－39－12　 榎本ビル２階 03-3392-5640 07252 平成16年3月26日

杉並 73 上　原　　敏　市 ｳｴﾊﾗ ﾄｼｲﾁ 166-0004 杉並区阿佐谷南1－47－21 プラザ阿佐谷409号 03-5305-5181 07410 平成19年2月16日

杉並 75 林　　　　 潤　一 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 166-0015 杉並区成田東5－39－12　 榎本ビル2階 03-5875-3780 07090 平成19年9月19日

杉並 76 光　宗　　太　郎 ﾐﾂﾑﾈ ﾀﾛｳ 166-0004 杉並区阿佐谷南1－22－2　 グリ－ンコーポ101 03-3315-1188 07413 平成20年3月21日

杉並 78 奥　村　　　　忠 ｵｸﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 168-0064 杉並区永福1－21－10 03-3323-3431 07479 平成20年3月21日

杉並 81 久　永　　陽　一 ﾋｻﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ 168-0072 杉並区高井戸東２－６－２６ 03-6794-7186 07511 平成21年10月23日

杉並 83 大古田　 昌　也 ｵｵﾌﾀ ﾏｻﾔ 167-0034 杉並区桃井１－１－２２ 小美野ビル２０２ 03-6755-9502 07034 平成22年5月14日

杉並 87 山　田　　高　志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 166-0003 杉並区高円寺南1－18－19 高円寺セントラルホームズ　1階 03-3312-3269 07484 平成23年10月18日

杉並 88 木　塚　　和　人 ｷﾂｶ ｶｽﾞﾋﾄ 167-0031 杉並区本天沼2－4－1 03-6913-7428 07683 平成23年10月18日

杉並 89 和　泉　　壽　夫 ｲｽﾞﾐ ﾄｼｵ 168-0064 杉並区永福２－36－５ 050-3556-9098 07232 平成25年6月13日

杉並 90 曽　根　　芳　文 ｿﾈ ﾖｼﾌﾐ 166-0015 杉並区成田東2－12－3 03-3312-9355 06984 平成11年7月23日

杉並 91 福　島　　英　男 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 167-0033 杉並区清水3－8－9 03-3395-0159 07180 平成25年9月3日

杉並 92 雨　宮　　秀　仁 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾃﾞﾋﾄ 168-0072 杉並区高井戸東3－28－32 03-3247-5550 07821 平成26年10月7日

杉並 93 落　合　　　　司 ｵﾁｱｲ ﾂｶｻ 168-0064 杉並区永福２－３６－５ 050-1136-1394 07967 平成28年8月19日

杉並 94 星　川　　雅　俊 ﾎｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 167-0054 杉並区松庵３－２０－１３ 03-6823-5099 08049 平成30年6月15日

杉並 95 川　上　　隆　行 ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾕｷ 167-0041 杉並区善福寺４－１０－８－１０１ 03-6670-5306 08116 令和1年8月22日

杉並 96 鈴　木　　伸　治 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 168-0064 杉並区永福２－３６－５ 050-1074-5265 08119 令和1年8月22日

杉並 97 長谷川　　　亮 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 168-0065 杉並区浜田山４－５－１９ 03-3312-3413 08180 令和3年3月17日

練馬 3 石　瀬　　正　憲 ｲｼｾ ﾏｻﾉﾘ 178-0063 練馬区東大泉1－30－3 03-3922-0812 04683 昭和60年12月28日

練馬 19 小　関　　正　秋 ｺｾｷ ﾏｻｱｷ 176-0012 練馬区豊玉北5－4－2 03-3991-4951 05477 昭和60年12月28日

練馬 27 榊　　　　　　  弘 ｻｶｷ ﾋﾛｼ 178-0065 練馬区西大泉3－24－27 03-3925-0371 04940 昭和60年12月28日

練馬 31 鈴　木　　　　 明 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 179-0074 練馬区春日町5－32－1－205号 03-3970-4800 05269 昭和60年12月28日

練馬 36 髙　橋　　茂　夫 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｵ 178-0063 練馬区東大泉1－12－8 プレステージ 03-3925-1315 05637 昭和60年12月28日

練馬 39 千　葉　　慶　吉 ﾁﾊﾞ ｹｲｷﾁ 178-0061 練馬区大泉学園町6－28－2 03-3978-3992 06282 昭和60年12月28日

練馬 64 村　田　　春　夫 ﾑﾗﾀ ﾊﾙｵ 176-0012 練馬区豊玉北5－24－21 03-3948-8069 06106 昭和60年12月28日
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練馬 67 和　田　　千　秋 ﾜﾀﾞ ﾁｱｷ 178-0061 練馬区大泉学園町1－1－5　 高陣屋ビル202号 03-3924-5394 06391 平成1年4月22日

練馬 79 鈴　木　　政　哉 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 176-0005 練馬区旭丘1－34－1 03-5996-1100 06487 平成9年3月28日

練馬 81 関　　　　 雅　己 ｾｷ  ﾏｻﾐ 179-0074 練馬区春日町6－16－20 03-3999-5512 06848 平成9年12月25日

練馬 88 齋　藤　　浩　之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 179-0073 練馬区田柄2－32－21　 ＫＹビル2階 03-6802-3692 07046 平成13年2月23日

練馬 90 井　上　　博　司 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 178-0065 練馬区西大泉2－18－18 03-5947-4288 07019 平成14年2月21日

練馬 92 望　月　　保　典 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 176-0022 練馬区向山4－17－13　 グラン杉ハウス1Ｆ 03-6761-7085 07141 平成14年9月27日

練馬 94 齋　藤　　剛　文 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 177-0033 練馬区高野台4－5－3 03-3996-8143 07207 平成15年8月29日

練馬 95 小木曽　　　　聡 ｵｷﾞｿ ｻﾄﾙ 179-0075 練馬区高松1－37－3－301 03-6760-2237 07067 平成15年12月19日

練馬 96 石　瀬　　正　毅 ｲｼｾ ﾏｻｷ 178-0063 練馬区東大泉1－30－3 03-3922-0812 07173 平成16年4月23日

練馬 97 入　江　　政　徳 ｲﾘｴ ﾏｻﾉﾘ 177-0052 練馬区関町東2－1－12 03-5991-9379 07215 平成16年4月23日

練馬 100 滝　田　　泰　伸 ﾀｷﾀ ﾔｽﾉﾌﾞ 177-0044 練馬区上石神井4－27－12 03-6766-6155 07339 平成18年5月19日

練馬 104 石　田　　　　稔 ｲｼﾀ ﾞﾐﾉﾙ 177-0031 練馬区三原台２－８－８ 03-5947-6226 07496 平成20年8月22日

練馬 107 佐　藤　　太　士 ｻﾄｳ ﾌﾄｼ 178-0062 練馬区大泉町5－20－9－A2 03-5935-4926 07587 平成24年4月18日

練馬 109 田　中　　晴　行 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾕｷ 177-0053 練馬区関町南3－28－13 ハウスタカダ1F 03-6794-4940 07647 平成25年10月18日

練馬 110 池　添　　公　也 ｲｹｿﾞｴ ｷﾝﾔ 176-0012 練馬区豊玉北6－13－3 03-3991-1514 07110 平成26年2月14日

練馬 111 村　岡　　　　隆 ﾑﾗｵｶ ﾀｶｼ 177-0031 練馬区三原台3－25－27－203号 03-5935-9185 07730 平成26年2月21日

練馬 113 柳　瀬　　貴　史 ﾔﾅｾ ﾀｶｼ 179-0074 練馬区春日町１－９－９ 03-6914-5872 07874 平成27年3月20日

練馬 114 酒　井　　俊　明 ｻｶｲ ﾄｼｱｷ 178-0063 練馬区東大泉１－12－８ プレステージ 03-6319-2137 07943 平成28年5月20日

練馬 115 小　林　　良　和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 178-0064 練馬区南大泉５－３８－２４ フィリアＦＭＴ２０２ 03-4296-0503 08038 平成30年4月20日

練馬 116 川　口　　省　三 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｿﾞｳ 177-0053 練馬区関町南４－４－６ 03-5991-5255 06564 令和2年8月21日

品川 21 西　川　　尚　男 ﾆｼｶﾜ ﾋｻｵ 142-0062 品川区小山5－9－3 03-3786-0181 04880 昭和60年12月28日

品川 37 三　本　　　　 聡 ﾐﾓﾄ ｻﾄｼ 140-0014 品川区大井4－20－12 03-5746-0441 07074 平成13年7月27日

品川 41 山　田　　泰　行 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｺｳ 141-0031 品川区西五反田５－６－２１－４階 03-5719-7563 08005 平成31年3月22日

品川 42 畔　田　　充　則 ｱｾﾞﾀ ﾐﾂﾉﾘ 142-0062 品川区小山４－８－１６ 網谷ビル１０１ 03-6426-6089 07564 令和3年7月16日

大田 3 有　馬　　禎　男 ｱﾘﾏ ｻﾀﾞｵ 143-0016 大田区大森北4－12－21　 ハイツ21－101号 03-3761-8026 04636 昭和60年12月28日

大田 4 飯　田　　和　彦 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 145-0074 大田区東嶺町40－13 03-3756-6551 05542 昭和60年12月28日
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大田 7 石　本　　勝　彦 ｲｼﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 146-0094 大田区東矢口3－25－3 イーグル蒲田102号 03-3734-3381 02635 昭和60年12月28日

大田 9 井　出　　清　一 ｲﾃﾞ ｾｲｲﾁ 143-0016 大田区大森北4－12－21 03-3762-6221 05899 昭和60年12月28日

大田 15 上　森　　勝　弘 ｳﾜﾓﾘ ｶﾂﾋﾛ 146-0082 大田区池上3－32－5 03-3754-5115 05735 昭和60年12月28日

大田 20 菊　池　　千　春 ｷｸﾁ ﾁﾊﾙ 143-0016 大田区大森北3－4－18 吾妻ビル205号 03-3766-3353 05697 昭和60年12月28日

大田 25 清　水　　武　紀 ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾉﾘ 145-0064 大田区上池台3－18－8－401 03-5751-7826 05913 昭和60年12月28日

大田 27 杉　本　　敏　行 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 144-0054 大田区新蒲田3－27－23　 メゾンニューカマタ101号 03-3738-0612 05929 昭和60年12月28日

大田 35 天　明　　　　 誠 ﾃﾝﾐｮｳ ﾏｺﾄ 145-0067 大田区雪谷大塚町11－2 03-3729-5571 06212 昭和60年12月28日

大田 50 前　里　　吉　一 ﾏｴｻﾄ ﾖｼｶｽﾞ 146-0092 大田区下丸子4－1－3 03-3750-6937 05376 昭和60年12月28日

大田 54 松　本　　辰　巳 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾐ 143-0016 大田区大森北1－26－15 03-3761-0008 06102 昭和60年12月28日

大田 63 星　野　　　　 実 ﾎｼﾉ ﾐﾉﾙ 146-0083 大田区千鳥3－11－1 03-3758-3431 06320 昭和63年6月21日

大田 64 鈴　木　　博　敏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄｼ 144-0054 大田区東矢口３－13－14 ２階 03-5710-3677 06482 平成1年2月25日

大田 65 川　崎　　　　 健 ｶﾜｻｷ ﾀｹﾙ 146-0085 大田区久が原5－28－6 03-3751-6101 05945 昭和60年12月28日

大田 66 藤　川　　　　 晃 ﾌｼﾞｶﾜ ｱｷﾗ 144-0052 大田区蒲田５－36－５　３階 03-3739-1062 06503 平成1年5月20日

大田 67 北　嶋　　文　孝 ｷﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾀｶ 146-0093 大田区矢口2－17－2 Ｋ’ｓハウス2Ｆ 03-3759-4517 06586 平成3年4月19日

大田 68 栗　田　　　　 覚 ｸﾘﾀ ｻﾄﾙ 143-0016 大田区大森北4－15－14　 ダイヤハイツ大森 03-5471-1628 06598 平成3年5月17日

大田 70 粕　谷　　清　一 ｶｽﾔ ｾｲｲﾁ 144-0052 大田区蒲田５－36－５　３階 03-3739-1062 06221 平成6年3月18日

大田 76 小　泉　　　　 晋 ｺｲｽﾞﾐ ｽｽﾑ 145-0064 大田区上池台2－37－27 03-3720-3215 06807 平成8年4月23日

大田 77 藤　代　　直　哉 ﾌｼﾞｼﾛ ﾅｵﾔ 143-0024 大田区中央７－６－１０ 03-5748-0741 06771 平成7年9月22日

大田 78 白　木　　英　治 ｼﾛｷ ｴｲｼﾞ 145-0071 大田区田園調布1－15－12 03-3721-8821 06871 平成9年6月16日

大田 81 田　原　　　　 大 ﾀﾊﾗ ﾋﾛｼ 146-0091 大田区鵜の木3－12－14 03-5482-9220 06978 平成11年5月28日

大田 82 松　原　　宣　介 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞｽｹ 146-0091 大田区鵜の木2－14－6 03-5741-7770 07093 平成13年11月30日

大田 84 池　本　　圭　一 ｲｹﾓﾄ ｹｲｲﾁ 146-0091 大田区鵜の木２－１５－１１－１０１号 03-5741-3340 07144 平成14年10月25日

大田 86 上　森　　博　之 ｳﾜﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 146-0082 大田区池上3－32－5 03-3754-2628 07298 平成17年5月27日

大田 90 髙　田　　健　司 ﾀｶﾀ ｹﾝｼﾞ 146-0091 大田区鵜の木２－３０－１４ パストラルA棟　１階 03-3757-7533 07537 平成21年4月23日

大田 91 飯　田　　和　行 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 145-0074 大田区東嶺町40－13 03-3756-6551 07527 平成21年4月23日

大田 92 青　木　　智　幸 ｱｵｷ ﾄﾓﾕｷ 143-0027 大田区中馬込3－25－15 03-3777-3991 07535 平成21年4月23日
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大田 95 大　場　　健　児 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 145-0064 大田区上池台１－１２－５ 長原ビル２階Ｂ号室 03-3728-5281 07802 平成26年4月18日

大田 96 栗　原　　直　樹 ｸﾘﾊﾗ ﾅｵｷ 145-0062 大田区北千束１－６７－７ 本橋メゾン２０３ 03-3724-7167 07885 平成27年4月24日

大田 97 小　川　　　實 ｵｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 146-0092 大田区下丸子４－７－７ 梅澤ハイム１０１－１０２号 03-3750-0226 08071 平成30年12月21日

大田 98 泉　水　　修　司 ｾﾝｽｲ ｼｭｳｼﾞ 153-0065 大田区中馬込１－７－７ 03-6479-2295 07847 平成26年10月28日

大田 法第7号
土地家屋調査士法人

玉川測量設計
145-0062 大田区北千束2－45－13 03-6421-8433 01-0025 平成23年3月18日

大田 法第28号
創友土地家屋調査士法

人
144-0053 大田区蒲田本町１－３－８ 03-3739-3682 01-0082 令和2年4月24日

世田谷 37 佐　藤　　義　人 ｻﾄｳ ﾖｼﾄ 154-0014 世田谷区新町3－29－13 03-3428-7636 05962 昭和60年12月28日

世田谷 38 日　野　　　　 正 ﾋﾉ ﾀﾀﾞｼ 156-0041 世田谷区大原1－36－14 03-3468-2422 06311 昭和62年2月21日

世田谷 40 福　田　　祐一郎 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 158-0083 世田谷区奥沢5－33－11 03-3721-3722 06630 平成4年1月10日

世田谷 46 千　種　　素　子 ﾁｸﾞｻ ﾓﾄｺ 156-0044 世田谷区赤堤4－22－5 03-3324-3111 06764 平成7年2月1日

世田谷 60 丸　田　　　　 稔 ﾏﾙﾀ ﾐﾉﾙ 158-0091 世田谷区中町5－31－1 船橋ビル201 03-3701-0505 06396 平成13年3月23日

世田谷 62 黒　済　　泰　行 ｸﾛｽﾞﾐ ﾔｽﾕｷ 154-0017 世田谷区世田谷3－18－20 03-3428-2333 07086 平成14年3月29日

世田谷 63 岡　林　　立　也 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 157-0073 世田谷区砧6－11－3 03-3417-5351 06780 平成14年8月23日

世田谷 66 牛　山　　陽　一 ｳｼﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 158-0083 世田谷区奥沢6－28－11 03-5758-8777 06945 平成17年9月15日

世田谷 68 奈　良　　秀　則 ﾅﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 154-0012 世田谷区駒沢3－26－9 オーク駒沢101 03-5787-5881 05780 昭和60年12月28日

世田谷 69 海老原　　民　夫 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀﾐｵ 156-0053 世田谷区桜３－５－２０ 03-6413-5527 06930 平成11年8月27日

世田谷 72 篠　崎　　英　樹 ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 154-0004 世田谷区太子堂5－29－16－706 03-6311-1641 07682 平成25年2月22日

世田谷 73 浮　島　　康　裕 ｳｷｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 154-0014 世田谷区新町1－24－16 03-6326-1322 07441 平成25年3月22日

世田谷 74 本　多　　　　崇 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 156-0043 世田谷区松原5－36－12 03-5376-7457 07786 平成25年8月23日

世田谷 76 若　山　　　　誠 ﾜｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 157-0068 世田谷区宇奈根１－２６－１２ 03-5727-3263 07423 平成26年3月24日

世田谷 77 澁　谷　　隆　史 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶｼ 154-0023 世田谷区若林３－１１－１１ 03-6279-6283 07833 平成26年10月7日

世田谷 78 関　　　　京　子 ｾｷ ｷｮｳｺ 157-0062 世田谷区北烏山6－１－１２ 03-5969-9520 07684 平成27年4月24日

世田谷 81 原　田　　眞知子 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾁｺ 157-0062 世田谷区南烏山１－29－７－３０１ 03-5888-5404 07309 平成29年3月17日

世田谷 82 村　松　　春　茂 ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾙｼｹﾞ 158-0082 世田谷区等々力２－５－４　 ボヌール２　３０５ 03-6809-7430 07988 平成30年3月16日

世田谷 83 橋　本　　　　 賢 ﾊｼﾓﾄ ｻｶｼ 157-0077 世田谷区鎌田４－１５－２６ 03-3415-0295 05580 平成30年5月18日

世田谷 84 萩　原　　和　弥 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ 158-0093 世田谷区上野毛１－２０－５ 03-6809-7433 08134 令和2年3月19日
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世田谷 85 常　行　　将　司 ﾂﾈﾕｷ ｼｮｳｼﾞ 154-0011 世田谷区上馬２－３５－１１－１０１ 03-6450-9372 07603 令和2年3月19日

世田谷 法第8号
土地家屋調査士法人

キクネット
158-0091 世田谷区中町3－15－16 ロア石田205号 03-6809-8055 01-0023 平成24年2月22日

世田谷 法第21号
土地家屋調査士法人
みらい測量登記事務所
世田谷従たる事務所

156-0052 世田谷区経堂５－13－２０ 03-6413-1621
04-0014-01-

0037
平成29年3月17日

世田谷 法第22号
メディール

土地家屋調査士法人
158-0096 世田谷区玉川台２－１－１５ 03-6805-6222 01-0067 平成30年3月26日

世田谷 法第23号
土地家屋調査士法人

二葉登記事務所
155-0032 世田谷区代沢３－７－１０ 03-3413-2011 01-0071 平成30年6月15日

渋谷 8 大　島　　章　新 ｵｵｼﾏ ｱｷﾖｼ 150-0001 渋谷区神宮前3－33－8　 神宮前マンション101号 03-3478-0078 05761 昭和60年12月28日

渋谷 12 小田島　　　　滿 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 150-0041 渋谷区神南1－5－4　 ロイヤルパレス原宿508号 03-3461-8462 05411 昭和60年12月28日

渋谷 23 津　村　　勇二郎 ﾂﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 150-0041 渋谷区神南1－12－14　 星ビル3階 03-3463-3583 05759 昭和60年12月28日

渋谷 49 石　川　　裕　一 ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ 150-0043 渋谷区道玄坂１－１５－３ プリメーラ道玄坂９０４号 03-3461-0327 06685 平成6年7月22日

渋谷 52 水　越　　　　 博 ﾐｽﾞｺｼ ﾋﾛｼ 151-0073 渋谷区笹塚1－38－13 小泉ビル2階 03-5790-3520 06760 平成9年6月16日

渋谷 53 佐々木　　博　昭 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 150-0002 渋谷区渋谷1－10－7－605号 03-5485-7722 06038 平成9年11月28日

渋谷 57 佐　藤　　秀　一 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 151-0073 渋谷区笹塚1－38－13 小泉ビル2階 03-3468-7301 06749 平成11年9月24日

渋谷 62 伊　藤　　和　美 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾐ 151-0063 渋谷区富ヶ谷1－51－8 03-3465-2780 07318 平成18年7月21日

渋谷 66 青　木　　太　一 ｱｵｷ ﾀｲﾁ 151-0064 渋谷区上原1－42－7 トップヒルズ上原101号 03-6407-8832 07508 平成20年7月18日

渋谷 68 小名木　政　美 ｵﾅｷﾞ ﾏｻﾐ 150-0031 渋谷区桜丘町１３－９－２０５ 03-6455-2857 07321 平成30年12月21日

渋谷 69 柴　山　　真　人 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾏｻﾄ 150-0043 渋谷区道玄坂１－１５－３ プリメーラ道玄坂９０４号 03-3577-2728 07050 平成31年2月22日

渋谷 法第15号
土地家屋調査士法人

ソシオ総合事務所
150-0043 渋谷区道玄坂1－20－1 大沢ビル８階 03-3461-1235 01-0044 平成26年9月19日

渋谷 法第30号
土地家屋調査士法人

橋立事務所
150-0002 渋谷区渋谷3－5－1 東日ビル203号 03-3797-1775 01-0092 令和3年2月19日

目黒 5 小　泉　　尚　三 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｿﾞｳ 152-0011 目黒区原町2－16－5 03-3791-0495 05728 昭和60年12月28日

目黒 8 田　村　　　　 章 ﾀﾑﾗ ｱｷﾗ 152-0011 目黒区原町1－9－9 03-3716-4336 05273 昭和60年12月28日

目黒 13 山　口　　禮　弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 153-0064 目黒区下目黒5－35－6 03-3716-6068 06261 昭和60年12月28日

目黒 16 安　西　　弘　康 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛﾔｽ 153-0053 目黒区五本木2－34－7 03-3713-2228 06365 平成2年7月21日

目黒 19 安　井　　弘　雄 ﾔｽｲ ﾋﾛｵ 153-0051 目黒区上目黒3－1－14 メイツ中目黒605号 03-3791-8354 06555 平成6年2月18日

目黒 22 田　中　　唯　治 ﾀﾅｶ ﾀﾀﾞﾊﾙ 152-0002 目黒区目黒本町3－8－9 03-5704-0530 06715 平成14年6月25日

目黒 23 古　厩　　幸　男 ﾌﾙﾏﾔ ﾕｷｵ 152-0013 目黒区南２－14－11－210 ライオンズマンション都立大学第２ 03-3725-6543 06982 平成14年11月29日
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目黒 24 三　浦　　清　美 ﾐｳﾗ ｷﾖﾐ 152-0013 目黒区南3－10－4　 ハイツ小林103号 03-5729-1753 07240 平成16年2月27日

目黒 27 古　家　　桂　一 ﾌﾙﾔ ｹｲｲﾁ 152-0022 目黒区柿の木坂2－4－7－105 03-3718-9173 07386 平成21年5月22日

板橋 18 中三川　　孝　幸 ﾅｶﾐｶﾜ ﾀｶﾕｷ 173-0004 板橋区板橋1－14－6 岩永ビル4階 03-3962-5462 05947 昭和60年12月28日

板橋 27 森　　　　 幸　夫 ﾓﾘ ﾕｷｵ 173-0031 板橋区大谷口北町35－1 03-3972-0648 05631 昭和60年12月28日

板橋 38 渡　辺　  八重子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｴｺ 174-0065 板橋区若木2－16－3－106号 03-3933-6429 05140 平成11年2月26日

板橋 39 板　鼻　　一　郎 ｲﾀﾊﾅ ｲﾁﾛｳ 175-0092 板橋区赤塚3－19－20 03-6785-7174 07115 平成14年9月27日

板橋 41 井　上　　宣　幸 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾕｷ 173-0004 板橋区板橋1－48－4　4F 03-5375-5277 07124 平成16年5月21日

板橋 43 山　下　　公　史 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾌﾐ 175-0083 板橋区徳丸3－11－6 03-6906-6316 07092 平成16年5月21日

板橋 45 橋　田　　顕　彦 ﾊｼﾀﾞ ｱｷﾋｺ 174-0041 板橋区舟渡3－9－11 03-5939-8571 07880 平成27年4月24日

板橋 46 三　石　　隆　司 ﾐﾂｲｼ ﾀｶｼ 173-0004 板橋区板橋3－56－6 03-6905-6470 07668 平成27年4月24日

板橋 48 髙　栁　　雅　之 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾕｷ 175-0083 板橋区徳丸3－37－17－307 03-6906-5955 07897 平成27年12月18日

板橋 49 加　藤　　博　永 ｶﾄｳ ﾋﾛﾅｶﾞ 173-0013 板橋区氷川町１２－６－４０１ 03-3961-9118 07980 令和1年6月13日

豊島 14 堀　江　　三　朗 ﾎﾘｴ ｻﾌﾞﾛｳ 170-0003 豊島区駒込１－２８－７ 03-3949-4011 05914 昭和60年12月28日

豊島 23 高　野　　俊　晴 ﾀｶﾉ ﾄｼﾊﾙ 170-0013 豊島区東池袋2－60－13 03-3986-2224 06147 昭和60年12月28日

豊島 32 竹　田　　雅　人 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾄ 171-0014 豊島区池袋2－51－1　 ビラ・アコルデ2F 03-3980-2898 07043 平成14年6月25日

豊島 36 神　村　　　　 浩 ｶﾐﾑﾗ ﾋﾛｼ 170-0013 豊島区東池袋４－17－２ 03-5950-2548 07518 平成21年1月23日

豊島 37 元　木　　高　志 ﾓﾄｷ ﾀｶｼ 171-0032 豊島区雑司が谷1－37－3 03-6755-1515 07862 平成27年7月24日

豊島 38 遠　藤　慎之介 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾉｽｹ 171-0051 豊島区長崎２－１２－１４　２階 03-3955-6688 07923 平成28年10月24日

北 8 瀬　山　　克　彦 ｾﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 114-0002 北区王子3－22－23 03-3919-5240 06230 昭和60年12月28日

北 11 中　込　　七　男 ﾅｶｺﾞﾒ ｼﾁｵ 114-0024 北区西ヶ原3－32－7 03-3917-3473 06232 昭和60年12月28日

北 18 藤　田　　秀　輝 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 114-0023 北区滝野川7－36－9 03-3915-5043 04597 昭和60年12月29日

北 26 臼　田　　　　 護 ｳｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ 115-0055 北区赤羽西1－33－3　 ライオンズタワー赤羽407号 03-3907-6595 06096 平成9年10月24日

北 27 佐　藤　　　　 全 ｻﾄｳ ﾏﾀｼ 115-0042 北区志茂4－27－13 03-3902-3103 06312 平成12年2月25日

北 28 増　田　　賢　司 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 115-0044 北区赤羽南２－４－７－２０２ 03-6903-8827 07016 平成13年7月27日

北 29 高　橋　　智　志 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 115-0052 北区赤羽北２-10-１ コーポオーヤ202 03-5963-8300 07133 平成15年5月23日

北 32 塚　田　　　 　勝 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻﾙ 114-0022 北区王子本町2－9－10 鈴木ビル202号 03-5963-6837 07402 平成19年5月18日
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北 33 坂　爪　　啓　一 ｻｶﾂﾒ ｹｲｲﾁ 114-0023 北区滝野川2－58－1 03-3910-7758 07461 平成20年2月15日

北 34 佐　藤　　桂　介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 115-0042 北区志茂4－27－13 03-3902-3103 07534 平成21年6月19日

北 35 辰　間　　敬　司 ﾀﾂﾏ ﾀｶｼ 114-0032 北区中十条1－16－19 03-5948-5246 07491 平成21年10月23日

北 37 山　本　　英　司 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ 114-0023 北区滝野川７－２－７－２０３号 03-5972-1411 07813 平成26年9月19日

北 38 久　田　　浩　司 ﾋｻﾀ ｺｳｼﾞ 115-0052 北区赤羽北１－11－９ 03-6454-3612 07409 平成28年5月20日

北 39 大　川　　武　則 ｵｵｶﾜ ﾀｹﾉﾘ 115-0056 北区西が丘１－８－４ 03-3907-3232 08121 令和2年4月17日

北 40 矢　嶋　　宏　大 ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ 114-0002 北区王子１－１８－２ ＹＫビル２０２ 03-6780-4736 08195 令和3年6月10日

荒川 8 依　田　　俊　雄 ﾖﾀﾞ ﾄｼｵ 116-0001 荒川区町屋3－6－14 03-3892-6092 05918 昭和60年12月28日

荒川 15 清　野　　伊勢吉 ｾｲﾉ ｲｾｷﾁ 116-0012 荒川区東尾久5－39－19 扶桑ハイツ田端401 03-6458-2453 06790 平成7年10月27日

荒川 16 川　原　　洋　一 ｶﾜﾊﾗ ﾖｳｲﾁ 116-0001 荒川区町屋3－2－10 ＩＳＥビル５Ｆ 03-6807-6201 07617 平成25年7月19日

荒川 17 大　島　　　　卓 ｵｵｼﾏ ﾀｸ 116-0013 荒川区西日暮里６－５４－８ 椎野ビル　１階 03-5901-9665 08050 平成30年8月17日

荒川 18 逸　見　　一　夫 ﾍﾝﾐ ｶｽﾞｵ 116-0011 荒川区西尾久１－１１－８ スズヨシ・コテージ２０２号 03-5692-5840 06405 平成31年3月22日

荒川 19 小　宅　　久　史 ｺﾔｹ ﾋｻﾌﾞﾐ 116-0001 荒川区町屋１－３５－２１ 木村ビル２０１ 03-6240-8733 08125 令和2年11月19日

荒川 法第5号
土地家屋調査士法人

アーバン測量
116-0011 荒川区西尾久7－3－16 03-3819-9984 01-0021 平成22年10月22日

八王子 5 伊　藤　　　　 保 ｲﾄｳ ﾀﾓﾂ 192-0153 八王子市西寺方町1001－175 042-651-2255 05509 昭和60年12月28日

八王子 9 岡　田　　和　己 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 192-0907 八王子市長沼町1121－10 042-636-2744 05734 昭和60年12月28日

八王子 10 岡　田　　伸　六 ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾛｸ 192-0056 八王子市追分町22－4 042-626-3461 05559 昭和60年12月28日

八王子 29 杉　山　　勝　人 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾋﾄ 193-0942 八王子市椚田町583－17 042-664-0514 05240 昭和60年12月28日

八王子 31 関　根　　正　明 ｾｷﾈ ﾏｻｱｷ 192-0051 八王子市元本郷町2－6－14 042-626-0827 05425 昭和60年12月28日

八王子 33 高　橋　　敏　夫 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 192-0041 八王子市中野上町3－28－14 042-625-8937 06146 昭和60年12月28日

八王子 35 田　島　　徹　夫 ﾀｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 192-0024 八王子市宇津木町583 042-644-2605 05059 昭和60年12月28日

八王子 45 福　田　　邦　人 ﾌｸﾀﾞ ｸﾆﾋﾄ 192-0062 八王子市大横町3－6 042-621-2332 05993 昭和60年12月28日

八王子 57 早　川　　政　人 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾄ 192-0364 八王子市南大沢5－7－10－104 042-675-7372 06729 平成6年5月20日

八王子 61 山　本　　康　弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 192-0051 八王子市元本郷町3－17－11 042-627-3443 06502 平成7年5月26日

八王子 62 黒　田　　憲　二 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 192-0352 八王子市大塚１７１３番地１ ベルナティオ５号室 042-678-2035 06781 平成7年5月26日

八王子 64 大　石　　和　春 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾊﾙ 192-0063 八王子市元横山町2－15－29 042-620-5705 06423 平成9年11月28日
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八王子 65 持　田　　和　也 ﾓﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 192-0043 八王子市暁町３－３－２ 042-625-3522 06819 平成10年5月22日

八王子 67 阪　井　  利　行 ｻｶｲ ﾄｼﾕｷ 192-0154 八王子市下恩方町1493－19 042-651-3871 06948 平成10年9月25日

八王子 69 野　口　　　　 豊 ﾉｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 193-0802 八王子市犬目町448 042-628-0006 06441 平成11年8月27日

八王子 73 小　野　　靖　彦 ｵﾉ ﾔｽﾋｺ 192-0063 八王子市元横山町２－６－２４ フジタ八王子マンション１０２ 042-649-1982 07096 平成14年4月26日

八王子 75 田　中　　隆　司 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 192-0046 八王子市明神町2－10－10 042-682-5788 07148 平成16年4月23日

八王子 80 小　川　　貴　啓 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 193-0826 八王子市元八王子町1－382－3 042-622-1618 07430 平成20年6月20日

八王子 81 岡　田　　大　成 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｾｲ 192-0051 八王子市元本郷町2－7－1 042-623-3416 06765 平成22年5月14日

八王子 82 佐　藤　　英　昭 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 192-0051 八王子市元本郷町2－16－4 042-625-5482 05990 平成22年7月23日

八王子 83 関　根　　正　広 ｾｷﾈ ﾏｻﾋﾛ 192-0051 八王子市元本郷町2－6－14 042-626-0827 07449 平成22年7月23日

八王子 84 持　田　　信　夫 ﾓﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 192-0033 八王子市高倉町23－38 042-631-5147 07218 平成15年8月1日

八王子 85 五　味　　貞　幸 ｺﾞﾐ ｻﾀﾞﾕｷ 193-0816 八王子市大楽寺町584 042-625-5353 07719 平成24年4月18日

八王子 86 佐　藤　　大　輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 193-0944 八王子市館町198－17 042-697-7108 07653 平成25年7月19日

八王子 87 土　井　　賢太郎 ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 192-0045 八王子市大和田町7－18－3 レクシオ大和田201 042-644-9919 07415 平成25年8月23日

八王子 88 野　﨑　　雅　康 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾔｽ 192-0046 八王子市明神町4－1－9 シャンボール八王子705号 042-689-4050 07131 平成27年7月24日

八王子 89 滝　本　　幸　雄 ﾀｷﾓﾄ ﾕｷｵ 192-0023 八王子市久保山町１－39－２　１－204 042-692-4175 07920 平成28年2月19日

八王子 90 杉　山　　　　貴 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 193-0942 八王子市椚田町583－17 042-664-0514 07489 平成28年3月18日

八王子 91 小　池　　俊　也 ｺｲｹ ﾄｼﾔ 192-0904 八王子市子安町３－１７－６ 八王子パークファミリア３０２号 042-621-2645 07937 平成29年11月21日

町田 2 石　阪　　克　男 ｲｼｻﾞｶ ｶﾂｵ 194-0021 町田市中町1－10－15 042-725-3191 05742 昭和60年12月28日

町田 6 内　田　　三　郎 ｳﾁﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 194-0013 町田市原町田3－14－1－202 042-728-4556 06057 昭和60年12月28日

町田 13 酒　井　　幸　司 ｻｶｲ ｺｳｼﾞ 194-0023 町田市旭町1－16－3 042-727-2665 05643 昭和60年12月28日

町田 21 福　澤　　章　裕 ﾌｸｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 194-0043 町田市成瀬台1－17－21 042-725-5558 04666 昭和60年12月28日

町田 25 脇　島　　隆　常 ﾜｷｼﾏ ﾀｶﾂﾈ 194-0212 町田市小山町2457 2F 042-797-7190 06052 昭和60年12月28日

町田 28 笹　本　　紀　一 ｻｻﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 194-0202 町田市下小山田町2733－2 042-797-1972 06437 平成5年12月17日

町田 32 中　坪　　共　和 ﾅｶﾂﾎﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 194-0214 町田市矢部町2760－1　 リバティハイツ102 042-797-1470 06961 平成11年7月23日

町田 34 石　川 　 清　和 ｲｼｶﾜ ｷﾖｶｽﾞ 194-0037 町田市木曾町4-28-10 042-789-5122 06965 平成12年2月25日

町田 40 松　浦　　竜之介 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾂﾉｽｹ 195-0073 町田市薬師台2－19－8 042-810-1134 07696 平成27年5月22日
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町田 41 伊　藤　　聖　之 ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ 195-0054 町田市三輪町９０番地９ 044-986-0076 07715 平成30年3月16日

府中 3 稲　葉　　瑞　穂 ｲﾅﾊﾞ ﾐｽﾞﾎ 183-0053 府中市天神町4－29－21 042-361-4643 06265 昭和60年12月28日

府中 23 関　根　　英　夫 ｾｷﾈ ﾋﾃﾞｵ 183-0053 府中市天神町4－27 042-369-2345 02873 昭和60年12月28日

府中 48 吉　澤　　榮　一 ﾖｼｻﾞﾜ ｴｲｲﾁ 183-0004 府中市紅葉丘3－21－12 042-361-8579 05470 昭和60年12月28日

府中 56 仁　科　　　　 渡 ﾆｼﾅ ﾜﾀﾙ 183-0022 府中市宮西町3－16－2　 コーポ清水201号 042-334-6331 06480 平成1年2月25日

府中 57 阿　藤　　晋一郎 ｱﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 184-0014 小金井市貫井南町2－7－8 042-387-0020 06521 平成2年12月21日

府中 61 宮　下　　竜　一 ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳｲﾁ 184-0014 小金井市貫井南町2－10－9 042-380-4577 06706 平成6年5月20日

府中 64 吉　田　　潤　一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 183-0042 府中市武蔵台1－4－8 042-302-5800 06731 平成9年12月25日

府中 65 田　中　　宏　行 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 183-0005 府中市若松町3－37－9 042-369-1548 06891 平成10年2月27日

府中 66 小　澤 　　　  博 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 183-0027 府中市本町1－9－2 042-363-4326 06928 平成10年12月25日

府中 75 山　本　　義　教 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 183-0031 府中市西府町3－1－12 042-362-5983 07220 平成16年4月23日

府中 77 濱　口　　秀　生 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 183-0051 府中市栄町2－22－2 042-369-5360 07227 平成19年2月16日

府中 78 工　藤　　 　　博 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 184-0013 小金井市前原町5－17－7　 コーポ前原V102 042-388-2660 07336 平成19年2月16日

府中 81 中津川　　雅　之 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 184-0004 小金井市本町5－22－21 042-388-1750 07055 平成21年4月23日

府中 82 渡　邉　　輝　夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙｵ 183-0016 府中市八幡町2－3－8 朝日プラザ府中Ⅱ　103 042-315-9297 07800 平成26年1月24日

府中 83 藤　川　　典　夫 ﾌｼﾞｶﾜ ﾉﾘｵ 206-0031 多摩市豊ヶ丘1－61－1 042-339-4493 06692 平成6年2月18日

府中 84 福　島　　善　広 ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 206-0804 稲城市百村86 042-377-0245 07539 平成21年4月23日

府中 85 坂　本　　　　 勝 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ 183-0004 府中市紅葉丘1－19－23 042-365-4978 05614 昭和60年12月28日

府中 86 砂子田　　幸　男 ｽﾅｺﾀ ﾕｷｵ 183-0045 府中市美好町３－４－９　 ３－３０２ 042-360-5836 06348 平成29年3月17日

府中 87 持　丸　　康　和 ﾓﾁﾏﾙ ﾔｽｶｽﾞ 184-0004 小金井市本町５－１３－１ ホワイトキャッスル小金井３０２ 042-403-6384 08058 平成31年4月19日

府中 89 伊　賀　　雄　史 ｲｶﾞ ﾕｳｼﾞ 183-0042 府中市武蔵台２－２６－２４  042-323-0696 06360 平成8年6月28日

府中 90 奥　山　　政　知 ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾄﾓ 184-0012 小金井市中町２－９－１０ メゾン・ブランシュ３０１ 042-384-4540 07807 令和2年11月19日

#REF! 91 清　水　　　　実 ｼﾐｽﾞ ﾐﾉﾙ 186-0004 国立市中１－１９－２５ 042-843-0694 08189 令和3年4月16日

調布 26 松　澤　　　　 博 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 182-0003 調布市若葉町2－26－8 03-3326-2666 05970 昭和60年12月28日

調布 34 井　上　　茂　夫 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞｵ 182-0005 調布市東つつじヶ丘1－2－5　 井上ビル 03-3326-8011 06364 平成2年11月16日

調布 41 鈴　木　　　　 一 ｽｽﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 182-0016 調布市佐須町3－3－3 042-482-3358 06805 平成8年2月23日
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調布 44 高　橋 　　　  武 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 201-0004 狛江市岩戸北1－17－17 03-3489-0079 06638 平成10年7月24日

調布 46 北　澤 　　　  勉 ｷﾀｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 182-0025 調布市多摩川3－68－1 042-481-2703 06427 平成11年10月22日

調布 50 小　池　　　　 哲 ｺｲｹ ﾃﾂ 182-0012 調布市深大寺東町4－31－56 042-487-6077 06619 平成15年4月27日

調布 51 恒　松　　孝　典 ﾂﾈﾏﾂ ﾀｶﾉﾘ 201-0015 狛江市緒方3－21－12 03-3480-1210 07117 平成16年1月30日

調布 52 望　月　　文　雄 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌﾐｵ 182-0003 調布市若葉町2－4－3 03-5314-1407 07114 平成16年1月30日

調布 57 瀧　栁　　惠久雄 ﾀｷﾔﾅｷﾞ ｴｸｵ 182-0017 調布市深大寺元町５－２－５ 042-487-5680 07632 平成25年4月17日

調布 60 市　村　　幸　一 ｲﾁﾑﾗ ｺｳｲﾁ 182-0023 調布市染地２－８－219 ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ調布桜堤通り315 042-430-6994 07894 平成28年6月18日

調布 61 小野里　　勇　二 ｵﾉｻﾞﾄ ﾕｳｼﾞ 182-0033 調布市富士見町３－１４－７６ 042-445-0369 08012 平成29年10月20日

調布 62 滝　澤　　太　朗 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀﾛｳ 182-0003 調布市若葉町１－３６－６ 03-6909-1984 08015 平成29年11月17日

調布 63 円　藤　　拓　郎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾛｳ 182-0006 調布市西つつじヶ丘１－１１－３ コーポ石井１０４ 042-449-4710 08037 平成30年5月18日

調布 64 加　藤　　隆　一 ｶﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 182-0021 調布市調布ケ丘３－２８－２ ウエストサイド 042-444-6930 07155 令和2年4月17日

調布 65 粒　良　　正　和 ﾂﾌﾞﾗ ﾏｻｶｽﾞ 182-0007 調布市菊野台２－６１－３５ 042-490-1636 06620 平成3年8月10日

調布 法第14号
土地家屋調査士法人

渡司・田﨑事務所
182-0007 調布市菊野台2－53－23 042-483-3031 01-0042 平成26年8月22日

調布 法第17号
土地家屋調査士法人

松尾・佐藤事務所
182-0006 調布市西つつじヶ丘1－10－4 睦エンゼルハイムつつじヶ丘110 042-481-4168 01-0053 平成28年2月19日

武蔵野 10 田　畑　　寛　久 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾋｻ 180-0006 武蔵野市中町1－20－2－602 0422-53-9068 05278 昭和60年12月28日

武蔵野 23 吉　川　　純　一 ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 180-0023 武蔵野市境南町１-１-15 0422-33-0755 06193 昭和60年12月28日

武蔵野 31 杉　田　　喜久雄 ｽｷﾞﾀ ｷｸｵ 180-0022 武蔵野市境１－６－２ 0422-36-4566 06462 平成6年9月22日

武蔵野 32 羽　鳥　　光　明 ﾊﾄﾘ ﾐﾂｱｷ 180-0006 武蔵野市中町２－６－５ アルファ武蔵野2－311 0422-56-3450 06700 平成7年10月27日

武蔵野 34 山　田　　就　康 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾘﾔｽ 181-0014 三鷹市野崎１－２－２ 0422-49-7800 06873 平成9年10月24日

武蔵野 35 中　村　　　　 宏 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 181-0004 三鷹市新川２－14－18 0422-42-0208 06988 平成11年10月22日

武蔵野 36 土　田　　哲　也 ﾂﾁﾀﾞ ﾃﾂﾔ 181-0014 三鷹市野崎３－18－22 0422-30-5963 06850 平成12年3月24日

武蔵野 40 三　浦　　広　志 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 180-0023 武蔵野市境南町2－28－15－4B 0422-33-9844 07225 平成23年2月18日

武蔵野 41 渡　見　　文　雄 ﾄﾞﾐ ﾌﾐｵ 181-0015 三鷹市大沢1－2－55 0422-30-9657 07559 平成23年7月21日

武蔵野 43 松　島　　伸　二 ﾏﾂｼﾏ ｼﾝｼﾞ 180-0022 武蔵野市境1ー9－9－301 0422-55-5903 07872 平成27年4月24日

武蔵野 44 山　下　　考　志 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 180-0023 武蔵野市境南町2－5－10－201 0422-33-4343 07376 平成27年4月24日

武蔵野 46 西　村　　恵　介 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町３－１３－３ ジェノス吉祥寺１０２ 0422-29-3006 07529 平成21年5月22日
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武蔵野 47 川　野　　巌　夫 ｶﾜﾉ ｲﾂﾞｵ 180-0021 武蔵野市桜堤１－１－３０ 0422-38-9005 07733 令和3年1月14日

田無 15 篠　宮　　　　 進 ｼﾉﾐﾔ ｽｽﾑ 203-0023 東久留米市南沢2－17－14 042-471-3546 05839 昭和60年12月28日

田無 32 原　島　　吉　德 ﾊﾗｼﾏ ﾖｼﾉﾘ 187-0043 小平市学園東町448－3 セシリア101号 042-341-9549 04864 昭和60年12月28日

田無 36 細　田　　信　一 ﾎｿﾀﾞ ﾉﾌﾞｲﾁ 203-0013 東久留米市新川町1－2－21 042-471-2913 05659 昭和60年12月28日

田無 43 阿　部　　直　人 ｱﾍﾞ ﾅｵﾄ 187-0002 小平市花小金井8－31－6 042-467-0877 05793 昭和60年12月29日

田無 59 志　村　　直　樹 ｼﾑﾗ ﾅｵｷ 189-0022 東村山市野口町1－22－4 042-394-3659 06629 平成5年9月17日

田無 60 細　田　　久　義 ﾎｿﾀﾞ ﾋｻﾖｼ 189-0025 東村山市廻田町4－23－1 042-392-2477 06074 平成7年2月24日

田無 65 村　岡　　道　修 ﾑﾗｵｶ ﾐﾁﾉﾌﾞ 187-0041 小平市美園町3－29－5 042-334-9889 06803 平成9年4月24日

田無 66 土　屋　　雅　樹 ﾂﾁﾔ ﾏｻｷ 203-0031 東久留米市南町4－3－7 042-497-6735 06863 平成9年4月24日

田無 70 原　田　　克　明 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂｱｷ 204-0012 清瀬市中清戸1－442 042-491-0556 06879 平成9年5月21日

田無 71 塩　野 　　　　均 ｼｵﾉ ﾋﾄｼ 203-0042 東久留米市八幡町2－5－12 042-471-8739 06880 平成9年5月21日

田無 74 味　田　　昌　也 ﾐﾀ ﾏｻﾔ 203-0053 東久留米市本町1－3－20 ヤマサビル503 042-420-9731 06745 平成9年6月16日

田無 75 秋　山 　　　　登 ｱｷﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 187-0002 小平市花小金井７－３－８ 042-449-6211 06675 平成9年6月16日

田無 81 林　　　　 桂　吾 ﾊﾔｼ ｹｲｺﾞ 203-0032 東久留米市前沢5－4－9 042-475-1189 07083 平成14年6月25日

田無 82 土　屋　　国　和 ﾂﾁﾔ ｸﾆｶｽﾞ 187-0023 小平市上水新町3－14－4 042-344-0740 07446 平成22年3月18日

田無 83 大　賀　　邦　雄 ﾀｲｶﾞ ｸﾆｵ 188-0011 西東京市田無町4－6－8 042-464-8411 07245 平成22年6月11日

田無 84 稲　垣　　靖　之 ｲﾅｶﾞｷ ﾔｽﾕｷ 202-0015 西東京市保谷町6－23－12 042-462-5990 07125 平成23年3月18日

田無 85 松　﨑　　光太郎 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 202-0012 西東京市東町2－11－17 042-422-7707 07590 平成25年6月13日

田無 86 岩　﨑　　祐　一 ｲﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 188-0001 西東京市谷戸町2－15－5 キャナルひばりヶ丘305号室 042-439-3865 07751 平成25年8月23日

田無 87 矢　野　　信　義 ﾔﾉ ﾉﾌﾞﾖｼ 202-0021 西東京市東伏見4－6－15 エムアッシュⅢ 4階 042-452-5387 07809 平成25年12月20日

田無 88 高　橋　　宣　行 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 204-0002 清瀬市旭が丘1－612－2 コンフォール清瀬107号 042-493-6304 06577 平成26年2月14日

田無 89 下　平　　翔　吾 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳｺﾞ 188-0012 西東京市南町3－9－14 042-462-6119 07797 平成26年8月22日

田無 90 岸　　　　広　美 ｷｼ ﾋﾛﾐ 187-0045 小平市学園西町2－12－3－1 042-346-2257 06840 平成27年6月19日

田無 91 白　澤　　俊　也 ｼﾗｻﾜ ﾄｼﾔ 187-0002 小平市花小金井8－28－55 042-427-7058 07633 平成27年6月19日

田無 93 村　野　　幸　一 ﾑﾗﾉ ｺｳｲﾁ 204-0003 清瀬市中里3－1732 042-491-2028 06383 平成27年10月30日

田無 94 小　俣　　俊　輔 ｵﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ 187-0032 小平市小川町２－1987－103 042-312-1851 07918 平成28年5月20日



一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会 令和３年９月30日現在

ビル名
土地家屋調査
士登録番号

TEL 協会入会年月日
従たる事
務所又は
支所名

社員
番号

社　員　名 事務所所在地社員フリガナ 郵便番号

田無 95 大　原　　将　土 ｵｵﾊﾗ ﾏｻﾄ 188-0011 西東京市田無町４－９－２ レイルビル２０１号 042-497-4145 07959 平成28年8月19日

田無 96 井　上　　智　義 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾖｼ 204-0003 清瀬市中里1－699－1 フォレストヴィラ301号 042-497-8830 07756 平成28年10月24日

田無 97 塩　野　　麻　里 ｼｵﾉ ﾏﾘ 203-0042 東久留米市八幡町２－５－１２ 042-471-8739 07698 平成28年11月18日

田無 98 後　藤　　英　二 ｺﾞﾄｳ ｴｲｼﾞ 189-0013 東村山市栄町３－30-11 042-398-7341 06467 平成1年11月18日

田無 99 竹　村　　嘉　洋 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 204-0013 清瀬市上清戸２－１０－１７ 042-455-1749 08104 令和1年5月17日

田無 101 登　内　　信　吾 ﾄﾉｳﾁ ｼﾝｺﾞ 189-0024 東村山市富士見町５－８－４ 042-393-2162 06981 令和1年6月13日

田無 102 冨　所　　勇　太 ﾄﾐﾄﾞｺﾛ ﾕｳﾀ 189-0025 東村山市廻田町１－１９－２９ 042-843-9596 07788 令和2年9月18日

田無 法第16号
土地家屋調査士法人

佐々木事務所
189-0003 東村山市久米川町4－7－6 042-392-2525 01-0035 平成27年9月18日

立川 18 佐　藤 　　　　豊 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 207-0033 東大和市芋窪3－1577－12 042-563-4168 05432 昭和60年12月28日

立川 23 武　本　　孝　史 ﾀｹﾓﾄ ﾀｶｼ 190-0023 立川市柴崎町5－17－2 042-524-7731 04792 昭和60年12月28日

立川 40 松　井　　信　雄 ﾏﾂｲ ﾉﾌﾞｵ 190-0004 立川市柏町3－3－5－203　 ニュー柏ビル 042-534-4411 06430 平成2年3月19日

立川 44 萩　原　　崇　史 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 190-0012 立川市曙町1－24－13 ＫＳビル2階 042-540-2553 07100 平成14年8月23日

立川 45 山　﨑　　和　則 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 190-0031 立川市砂川町4－53－3 042-505-7601 07138 平成15年6月20日

立川 47 山　本　　晋　士 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 196-0033 昭島市東町3－7－6 042-541-2575 07310 平成18年2月17日

立川 49 小　林　　庄　次 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｼﾞ 207-0013 東大和市向原4－14－6 042-507-4155 05183 平成23年6月17日

立川 50 桐　生　　雅　章 ｷﾘｭｳ ﾏｻｱｷ 196-0022 昭島市中神町1364－29 042-544-5197 07667 平成23年9月21日

立川 54 三　輪　　親　弘 ﾐﾜ ﾁｶﾋﾛ 191-0034 日野市落川12－17 042-599-7635 06733 平成8年11月22日

立川 55 金　井　　宣　之 ｶﾅｲ ﾉﾘﾕｷ 208-0022 武蔵村山市榎３－86－４ 042-569-8640 06701 平成28年2月19日

立川 56 関　本　　広　文 ｾｷﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 208-0003 武蔵村山市本町１－３－1－111 シティコーポパルナス武蔵村山 042-561-8630 06381 平成28年2月19日

立川 58 入　谷　　宗　輔 ｲﾘﾔ ｿｳｽｹ 196-0003 昭島市松原町２－８－８ シャトレー昭島３０２ 042-519-7344 07888 平成28年12月22日

立川 59 上　野　　博　邦 ｳｴﾉ ﾋﾛｸﾆ 196-0031 昭島市福島町２－１７－２４ 042-507-9592 07642 平成28年12月22日

立川 61 八　島　　大　介 ﾔｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 190-0015 立川市泉町1156-４ トミンハイム立川泉町1013 042-526-1376 07368 平成27年6月19日

立川 62 齋　木　　勝　幸 ｻｲｷ ｶﾂﾕｷ 208-0002 武蔵村山市神明４－３２－１８ 042-843-9317 07030 平成30年6月15日

立川 64 比留間　直　幸 ﾋﾙﾏ ﾅｵﾕｷ 208-0004 武蔵村山市本町２－５３－１０ 042-531-5687 08166 令和3年9月17日

立川 法第9号
土地家屋調査士法人

えん
190-0022 立川市錦町２－３－１２　２階 01-0029 平成24年3月21日

西多摩 2 伊　倉　　淳　一 ｲｸﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 197-0821 あきる野市小川1－1 042-558-2365 06073 昭和60年12月28日
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西多摩 5 内　山　　順　策 ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾝｻｸ 197-0013 福生市武蔵野台2－20－21 042-513-0958 06188 昭和60年12月28日

西多摩 36 沖　倉　　利　久 ｵｷｸﾗ ﾄｼﾋｻ 190-0144 あきる野市山田648 042-595-1322 05596 平成2年7月21日

西多摩 43 滝　口　　督　人 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 197-0011 福生市大字福生914 042-552-3896 07576 平成26年6月13日

西多摩 44 武　藤　　宏　治 ﾑﾄｳ ｺｳｼﾞ 198-0053 青梅市駒木町1－692 0428-22-3005 07028 平成26年8月22日

西多摩 45 石　川　　忠　紀 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞﾉﾘ 197-0825 あきる野市雨間236 042-558-7102 07091 平成27年2月20日

西多摩 46 柳　川　　貞　誉 ﾔﾅｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾉﾘ 190-0152 あきる野市留原129 042-596-3102 07851 平成27年9月18日

国分寺 3 山　口　　　　 誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 185-0022 国分寺市東元町1－24－17 042-321-7622 05491 昭和60年12月28日

国分寺 4 北　島　　章　雄 ｷﾀｼﾞﾏ ｱｷｵ 185-0022 国分寺市東元町2－20－10　 ライオンズマンション国分寺301 042-326-6939 06744 平成7年2月24日

国分寺 5 池　田　　輝　彦 ｲｹﾀﾞﾃﾙﾋｺ 185-0013 国分寺市西恋ヶ窪2－5－25 グリーンボックスビル１階 042-325-3589 07142 平成15年1月31日

国分寺 6 稲　場　　正　史 ｲﾅﾊﾞﾏｻﾌ゛ﾐ 185-0021 国分寺市南町3－29－7 042-324-1229 06985 平成15年4月27日

国分寺 7 長　田　　拓　也 ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾔ 185-0013 国分寺市西恋ヶ窪２－２５－１－１０６ 042-312-2506 07891 平成28年2月19日

国分寺 8 八　島　　隆　晃 ﾔｼﾏ ﾀｶｱｷ 185-0022 国分寺市東元町２－２０－１０ ライオンズマンション国分寺301 042-326-6939 08110 令和1年7月19日
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