宮城県土地家屋調査士会 （仙台支部）（仙台市 青葉区内）
事務所
登録
氏名
S35.9.30 鈴木 健一郎 〒980-0802 仙台市青葉区二日町11番1３号
S44.1.20 三笠 知也
〒980-0802 仙台市青葉区二日町１０番１２号
S45.12.23 星 貞行
〒980-0023 仙台市青葉区北目町１番２２号
S48.1.5 山内 充一
〒980-0021 仙台市青葉区中央三丁目２番１６号
S48.2.21 阿部 久夫
〒980-0821 仙台市青葉区春日町７番３５号
S48.4.5 山岸 留吉
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目５番１７-１０２号
S48.10.11 亀山 一宏
〒980-0871 仙台市青葉区八幡二丁目７番１３号
S49.6.6 遠藤 勝之助 〒989-3127 仙台市青葉区愛子東一丁目１１番７号
S50.3.24 遠藤 勱
〒980-0801 仙台市青葉区木町通一丁目１番１１－５１０号
S50.12.9 小酒井 敏継 〒980-0011 仙台市青葉区上杉六丁目１０番８号
S51.1.28 鈴木 武久
〒980-0802 仙台市青葉区二日町１３番２５ ネオハイツ勾当台５０６号
S51.2.25 井上 義武
〒989-3203 仙台市青葉区中山吉成一丁目２番１１号
S51.3.16 鈴木 正昭
〒980-0821 仙台市青葉区春日町３番３１号春日ビル５０５
S51.6.17 齋藤 洋
〒980-0014 仙台市青葉区本町二丁目１９番２５号
S51.7.29 佐竹 幸三
〒980-0802 仙台市青葉区二日町６番１３号 グリ－ンコ－ポ３０１号
S52.12.6 南城 正剛
〒980-0873 仙台市青葉区広瀬町３番４９号
S54.1.5 吉田 尚可
〒980-0873 仙台市青葉区広瀬町５番８号
S54.1.9 粟野 憲治
〒981-0943 仙台市青葉区国見三丁目７番８号
S55.3.3 大山 明政
〒980-0802 仙台市青葉区二日町１１番１２号
S56.2.4 田中 吉之
〒980-0805 仙台市青葉区大手町９番１０号
S56.3.3 鈴木 修
〒980-0802 仙台市青葉区二日町１６番２０号
S56.3.10 高橋 徳夫
〒980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目４番１５－９０４号
S57.3.2 岩渕 正知
〒980-0805 仙台市青葉区大手町９番１０号
S58.1.6 木皿 美淑
〒980-0821 仙台市青葉区春日町７番７号 第５大同ビル３０１号
S58.4.18 和井内 貞明 〒980-0802 仙台市青葉区二日町１６番１号 二日町東急ビル１階
S59.1.10 小野 孝義
〒989-3214 仙台市青葉区みやぎ台四丁目２３番１号
S59.3.6 齋藤 良一
〒980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目１０番３０号 永瀬ビル５０２号
S60.5.1 西塚 勝
〒980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目８番１７号
S61.1.13 佐藤 祐一
〒989-3125 仙台市青葉区下愛子字峯岸前２１番地の１
S63.1.8 渡邊 治
〒989-3125 仙台市青葉区下愛子字町１９番地の１３
S63.12.1 佐藤 淳一
〒980-0802 仙台市青葉区二日町１４番４号 オオバ東北ビル
H1.6.20 千葉 忠孝
〒980-0821 仙台市青葉区春日町１１番３３号 ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ春日町第2-101
H1.9.1 松田 淳一
〒980-0804 仙台市青葉区大町二丁目４番２４号

電話
(090)-7660-8488
(022)-223-6060
(022)-221-1034
(022)-263-4248
(022)-264-2350
(022)-262-7986
(022)-274-0798
(022)-392-8892
(022)-224-0955
(022)-274-6335
(022)-261-9164
(022)-279-9066
(022)-262-2343
(022)-265-1374
(022)-222-4056
(022)-261-1030
(022)-261-8635
(022)-275-8550
(022)-225-2161
(022)-266-5472
(022)-215-1655
(022)-223-6845
(022)-266-6175
(022)-225-3269
(022)-748-7501
(022)-394-2522
(022)-223-0961
(022)-262-0566
(022)-392-3443
(022)-392-2110
(022)-261-8861
(022)-221-8006
(022)-214-1734

ＦＡＸ
(022)-262-2341
(022)-263-9247
(022)-227-4388
(022)-263-4249
(022)-264-2371
(022)-225-3307
(022)-274-0802
(022)-392-8980
(022)-261-7182
(022)-274-6335
(022)-265-2043
(022)-279-5836
(022)-262-2341
(022)-251-1645
(022)-262-1909
(022)-225-7227
(022)-261-8641
(022)-233-0451
(022)-265-7757
(022)-266-5473
(022)-226-8995
(022)-223-0749
(022)-266-5473
(022)-225-3284
(022)-748-7344
(022)-394-2111
(022)-223-5042
(022)-392-5581
(022)-392-6392
(022)-217-1440
(022)-221-8009
(022)-263-4997

宮城県土地家屋調査士会 （仙台支部）（仙台市 青葉区内）
事務所
登録
氏名
H3.4.1 高橋 潔
〒980-0802 仙台市青葉区二日町１６番２０号－６０８号
H4.4.1 結城 輝夫
〒989-3124 仙台市青葉区上愛子字平治１９番地の２０
H4.7.20 齊藤 悦子
〒980-0011 仙台市青葉区上杉二丁目９番２７号
H4.9.21 本郷 学
〒980-0801 仙台市青葉区木町通一丁目１番１１－７０９号
H5.2.1 須藤 篤志
〒980-0801 仙台市青葉区木町通一丁目１番１８号
H5.2.20 佐々木 義輝 〒981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘三丁目１０番２０号 恒産ハイツ１ＦＢ号
H6.10.20 尾形 淳
〒981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目２５番１－１０１号
H7.3.20 永沼 健二
〒980-0022 仙台市青葉区五橋二丁目８番１５－８０７号
H8.2.20 小林 努
〒981-0952 仙台市青葉区中山三丁目２番１４号
H8.2.20 二関 王穂
〒980-0802 仙台市青葉区二日町１１番１２号
H9.12.22 鈴木 幸司
〒981-0944 仙台市青葉区子平町５番１５－１０１号
H10.1.20 高橋 一秀
〒981-0952 仙台市青葉区中山一丁目１２番８－１０３号
H11.1.11 龍田 龍男
〒980-0804 仙台市青葉区大町一丁目２番１７－２０１号
H13.1.22 鈴木 洋一
〒980-0802 仙台市青葉区二日町１６番２０号
H13.3.21 藤原 鋭枝
〒989-3122 仙台市青葉区栗生二丁目１３番地の７
H14.12.20 松川 光夫
〒980-0003 仙台市青葉区小田原四丁目２番２８号 小田原コーポ２０１号
H15.2.20 中村 渉
〒981-0931 仙台市青葉区北山一丁目１番１５号
H16.1.20 小野 正和
〒980-0821 仙台市青葉区春日町７番１９号４階
H17.2.1 菅原 春彦
〒980-0815 仙台市青葉区花壇５番３４号
H18.7.20 八巻 真人
〒981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘五丁目３１番７号
H19.2.20 倉島 清一
〒981-0922 仙台市青葉区鷺ヶ森一丁目３５番１０号
H20.8.20 杉山 智彦
〒989-3292 仙台市青葉区南吉成三丁目１番地の７
H23.5.2 西原 正德
〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目１番３１号 山口ビル６F
H23.6.20 芹沢 佳人
〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 仙台興和ビル１３階
H23.12.1 佐藤 誠
〒980-0802 仙台市青葉区二日町１５番７号
ｻﾝﾛｰﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ二日町101
H24.2.1 粟野 博之
〒981-0915 仙台市青葉区通町一丁目６番１２－１００３号
H24.6.1 田中 正平
〒980-0805 仙台市青葉区大手町９番１０号
H24.6.20 鎌田 正己
〒980-0014 仙台市青葉区本町二丁目５番１号 オーク仙台ビルディング
H24.7.20 佐藤 洋輔
〒989-3122 仙台市青葉区栗生四丁目１１番地の７
H24.10.22 春日 欣也
〒980-0023 仙台市青葉区北目町７番２５ ハイネス北目５０５号
H26.2.3 砂金 圭介
〒980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目８番１７号
H26.3.3 澤山 武之
〒981-0915 仙台市青葉区通町一丁目６番１２－１００３号
H28.1.20 鈴木 聖臣
〒980-0802 仙台市青葉区二日町１３番２５－５０６号

電話
(022)-217-8668
(022)-392-6471
(022)-722-2001
(022)-223-3645
(022)-261-0604
(022)-278-2197
(022)-719-0669
(022)-222-4058
(022)-277-9181
(022)-225-2161
(022)-347-3081
(022)-725-8071
(022)-225-8690
(022)-224-2588
(022)-391-0270
(022)-716-1722
(022)-341-6426
(022)-796-3297
(022)-214-7610
(022)-343-0897
(022)-271-2034
(022)-303-4567
(022)-716-0085
(022)-722-3003
(022)-261-1088
(022)-765-3769
(022)-266-5472
(022)-722-5662
(022)-796-4431
(022)-797-1747
(022)-302-7105
(022)-702-2412
(022)-261-9164

ＦＡＸ
(022)-217-8668
(022)-392-7817
(022)-722-2002
(022)-223-1160
(022)-261-0603
(022)-278-7330
(022)-348-9004
(022)-222-4834
(022)-277-9182
(022)-265-7757
(022)-774-1528
(022)-725-8077
(022)-225-8725
(022)-215-1186
(022)-392-7414
(022)-264-0231
(022)-341-6428
(022)-796-3298
(022)-221-6006
(022)-343-0898
(022)-343-8869
(022)-303-4510
(022)-716-0086
(022)-722-3004
(022)-261-1087
(022)-702-2412
(022)-266-5473
(022)-722-5667
(022)-796-4432
(022)-797-1748
(022)-302-7106
(022)-702-2412
(022)-265-2043

宮城県土地家屋調査士会 （仙台支部）（仙台市 青葉区内）
事務所
登録
氏名
H28.9.1 岩渕 民典
〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目１番３１号
H29.4.3 梅津 健太郎 〒980-0801 仙台市青葉区木町通一丁目１番１８号
H29.4.3 大友 裕和
〒980-0801 仙台市青葉区木町通一丁目１番１８号
H29.4.3 齋藤 元
〒980-0014 仙台市青葉区本町二丁目１９番２５号
H29.5.1 小山 昭弘
〒980-0014 仙台市青葉区本町二丁目２番３号

山口ビル６F

電話
(022)-716-0085
(022)-261-0604
(022)-261-0604
(022)-223-5905
(022)-263-2977

ＦＡＸ
(022)-716-0086
(022)-261-0603
(022)-261-0603
(022)-251-1374
(022)-263-2977

