
正会員　１９２

【都道府県　　４０】 【市区町村　１１５】

北海道 札幌市 荒川区 豊中市

青森県 八戸市 葛飾区 門真市

宮城県 盛岡市 江戸川区 神戸市

秋田県 仙台市 八王子市 姫路市

山形県 大崎市 武蔵野市 明石市

福島県 秋田市 三鷹市 芦屋市

茨城県 横手市 小金井市 加古川市

栃木県 山形市 横浜市 三田市

群馬県 酒田市 川崎市 和歌山市

埼玉県 福島市 横須賀市 岡山市

千葉県 郡山市 藤沢市 倉敷市

東京都 いわき市 厚木市 広島市

神奈川県 水戸市 座間市 福山市

新潟県 土浦市 新潟市 下関市

富山県 宇都宮市 長岡市 山口市

石川県 小山市 富山市 岩国市

福井県 真岡市 高岡市 周南市

山梨県 前橋市 金沢市 徳島市

長野県 高崎市 福井市 高松市

岐阜県 太田市 甲府市 松山市

静岡県 さいたま市 塩尻市 今治市

愛知県 川口市 岐阜市 宇和島市

三重県 千葉市 大垣市 高知市

滋賀県 船橋市 静岡市 北九州市

京都府 松戸市 浜松市 福岡市

兵庫県 習志野市 沼津市 久留米市

奈良県 千代田区 三島市 長崎市

和歌山県 中央区 伊東市 佐世保市

島根県 港区 富士市 諫早市

岡山県 新宿区 掛川市 大村市

広島県 文京区 名古屋市 熊本市

山口県 台東区 豊橋市 鹿児島市

香川県 江東区 一宮市 霧島市

愛媛県 品川区 豊川市 那覇市

高知県 大田区 刈谷市 沖縄市

福岡県 渋谷区 東海市

長崎県 中野区 知立市

熊本県 杉並区 津市

大分県 豊島区 大津市

宮崎県 北区 堺市

会員一覧
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【組合等　　３】 【施設・管理　３】

札幌都市再開発促進協議会 （株）新都市ライフホールディングス

中野二丁目地区市街地再開発組合 高松丸亀町まちづくり（株）

（有）濱屋 博多リバレイン管理(株)

【機構公社等　２０】 【個人　１１】

（独）都市再生機構 大   村   謙二郎

首都高速道路(株) 大   村   芙美雄

（一社）全国住宅供給公社等連合会 大   屋   道   夫

東京都住宅供給公社 岡   本   圭   司

横浜市住宅供給公社 城   戸   義   雄

大阪府住宅供給公社 小   林   重   敬

（一財）首都圏不燃建築公社 佐   藤   圭   二

（一財）住宅改良開発公社 瀧   　    金   好

（公財）東京都都市づくり公社 西   尾   信   次

（一財）中央区都市整備公社 沼　 田   政   博

（公財）　都市計画協会 日   端   康   雄

（公財）大阪府都市整備推進センター

（一社）再開発コーディネーター協会

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター

（公財）名古屋まちづくり公社

（一社）日本建設業連合会

（一社）日本住宅協会

（一社）日本ビルヂング協会連合会

（一社）不動産協会

特定非営利活動法人　福岡県市街地再開発協会

特別賛助会員　２

（独）住宅金融支援機構

（株）日本政策投資銀行
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賛助会員　２１５

【あ行】

（株）アール・アイ・エー 関電不動産開発（株）

（株）アールアンドディ新建築都市研究所 （株）企画社

（株）アーレックス 協和補償コンサルタント（株）

（株）ＩＮＡ新建築研究所 近鉄不動産（株）

（株）アイテック計画 （株）楠山設計

旭化成不動産レジデンス（株） （株）国建

（株）あず計画 （株）熊谷組

（株）梓設計 （株）久米設計

（株）アバンアソシエイツ （株）グローブマネージメント

（株）アプレイザルジャパン （株）計画技術研究所

（株）アルク設計事務所 京阪ホールディングス（株）

（株）アルメックVPI 京浜急行電鉄（株）

（株）安藤・間 （株）コーエーコンサルタント

（株）石井アーバンデザインリサーチ （株）国際開発コンサルタンツ

（株）市浦ハウジング＆プランニング （株）国土評価研究所

伊藤忠都市開発（株） （株）コクドリサーチ

（株）入江三宅設計事務所 五洋建設（株）

（株）上野計画事務所

（株）エイト日本技術開発 【さ行】

（株）エーシーエ設計 （株）再開発計画技術

（株）エス・イー・シー計画事務所 （株）再開発評価

（株）エス・ジー都市経営 税理士法人　笹本税務会計社

（株）エスパシオコンサルタント サステナブル税理法人

（株）NTTアーバンソリューションズ総合研究所 佐藤工業（株）

エヌ・ティ・ティ都市開発（株） （株）佐藤総合計画

（株）NTTファシリティーズ （株）佐藤不動産鑑定コンサルティング

（株）オーク計画研究所 （株）サンワコン

（株）鳳建築設計事務所 （株）ＧＡ建築設計社

大野木総合会計事務所 （株）ＪＲ東日本建築設計

（株）オオバ （株）シグマ開発計画研究所

（株）大林組   （株）シティコンサルタンツ

（株）奥村組   （株）シティ・プランニング・コンサルタンツ

小田急不動産（株） 清水建設（株）

（株）オリエンタルコンサルタンツ （株）社会空間研究所

（株）住宅・都市問題研究所

【か行】 （株）首都圏総合計画研究所

鹿島建設(株) （株）象地域設計

川口都市開発（株） 昭和（株）

（株）環境企画設計 （株）昭和設計

（株）環境計画 （株）新日
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（株）新都 （株）東急設計コンサルタント

(株)新都市開発機構 東急不動産（株）

（株）ズコーシャ 東京瓦斯（株）

住友不動産（株） 東京地下鉄（株）

(株)西武リアルティソリューションズ 東京建物（株）

積水ハウス（株） 東京都市開発（株）

（株）創建 東電不動産(株)

総合地所（株） （株）東畑建築事務所

（株）総合不動産鑑定コンサルタント （株）トーニチコンサルタント

（株）相鉄アーバンクリエイツ （株）都市・計画・設計研究所

相鉄不動産(株) （株）都市環境開発研究所

（株）都市環境計画研究所

【た行】 （株）都市環境研究所

（株）大京 （株）都市企画

（株）大建設計 （株）都市企画工房

（株）大建設計工務 （株）都市空間研究所

大成建設（株） （株）都市計画同人

大成有楽不動産㈱ （株）都市研究所スペーシア

大日本コンサルタント（株） （株）都市構造研究センター

大和ハウス工業（株） （株）都市生活研究所

大和不動産鑑定㈱ （株）都市整備

（株）タウンプランニングパートナー （株）都市設計連合

（株）タカハ都市科学研究所 （株）都市デザイン

（株）タカラレーベン （株）都市ぷろ計画事務所

（株）竹中組 （株）都市まち再生サポート

（株）竹中工務店 （株）都市問題経営研究所

（株）谷澤総合鑑定所 戸田建設（株）

（株）地域計画建築研究所 大阪事務所

（株）地域計画連合 【な行】

（株）地域経済研究所 西松建設（株）

（株）地域総合計画研究所 （株）日建設計

（株）地域デザイン 日生不動産（株）

中央日本土地建物（株） （株）NISSO

（株）テーオーシー 日鉄興和不動産（株）

（株）ティー・オー・エム計画事務所 （株）NIPPO

（株）ディデレクト （株）日本海コンサルタント

東亜建設工業(株) （株）日本建築住宅センター

東急（株） 日本工営都市空間(株)

東急建設（株） （株）日本設計

（株）東急コミュニティー 日本測地設計(株)
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日本都市技術（株） 三井住友建設（株）

日本土地評価システム（株） 三井不動産（株）

（一財）日本不動産研究所 三菱商事都市開発(株)

（一社）日本補償コンサルタント協会 三菱地所（株）

（株）ネクスト・ワン （株）三菱地所設計

野村不動産（株） 三菱地所パークス（株）

野村不動産コマース（株） 三菱地所レジデンス（株）

（株）三菱UFJ銀行

【は行】 （株）三四五建築研究所

ハイビックス(株) ミサワホーム（株）

パシフィックコンサルタンツ（株） 森トラスト（株）

（株）長谷工コーポレーション 森ビル（株）

（株）パブリッヂデザイン 森ビル都市企画(株)

阪急阪神不動産(株）

（株）東日本エンジニアリング 【や行】

東日本旅客鉄道(株) （株）安井建築設計事務所

ファーストコーポレーション(株) 八千代エンジニヤリング（株）

（有）フォアキャスト （株）山下設計

（株）フォルテックス 土地家屋調査士法人・司法書士法人　山田合同事務所

（株）フージャースコーポレーション （株）ユニオンリサーチ

（株）福田組 （株）ＵＲリンケージ

（株）フジタ （株）ＵＧ都市建築

ふどう総研(株) （株）ユーディー都市建築研究所

(有)プラウド （株）ユーデーコンサルタンツ

（株）ポリテック・エイディディ 横浜エンジニアリング（株）

（株）本郷計画事務所

【ら・わ行】

【ま行】 （株）ランド・コンサルタント

前田印刷（株）　東京支店 リエゾン-コンサルティング（株）

前田建設工業（株） （株）立地評価研究所

（株）間瀬コンサルタント （株）類設計室

司法書士　まつばやし事務所 （株）ワコープラネット

（株）まちづくりカンパニー・シープネットワーク

（株）まちづくり研究所

（株）松田平田設計 令和４年度会員構成

（株）マヌ都市建築研究所 　　　　　　　　　　　　　　正会員（団体）……１８１団体

(株)マリモ 　　　　　　　　　　　　　　正会員（個人）……　１１名

丸紅（株） 　　　　　　　　　　　　　　特別賛助会員……　　２団体

丸紅都市開発（株） 　　　　　　　　　　　　　　賛助会員…………２１６団体

みずほ信託銀行（株） 　　　　　　　　　　　　　　合計………………４１０団体
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