
          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和4年9月1日現在

正会員 65

所在地 会員登録名 件数

名古屋市 オリエンタルビル株式会社 1

名古屋市 学校法人金城学院 1

名古屋市 宗教法人建中寺 1

名古屋市 宗教法人春江院 7

名古屋市 棚橋　恭子 1

名古屋市 宗教法人長母寺 3

名古屋市 中濵　豊 5

名古屋市 名古屋テレビ塔(株) 1

名古屋市 一般財団法人名古屋陶磁器会館 1

一宮市 森川　覚子 3

犬山市 尾関　立志 2

犬山市 川村　清一郎 1

犬山市 鈴木　満理子 7

犬山市 宗教法人寂光院 4

犬山市 公益財団法人明治村 52

江南市 学校法人滝学園 3

清須市 柴田　正康 1

海部郡 甘強酒造㈱ 4

海部郡 山口　靖之 3

半田市 小栗　宏次 8

常滑市 株式会社　LIXIL 2

岡崎市 岡崎信用金庫 1

岡崎市 合資会社八丁味噌 2

岡崎市 宗教法人本光寺 2

碧南市 九重味淋株式会社 1

豊田市 宗教法人浄照寺 3

安城市 神谷　厚子 14

豊川市 今泉　忠芳 3

豊川市 曽田　治義 1

豊川市 株式会社トヨテック 2

蒲郡市 北区総代　今井拓郎 1

新城市 株式会社スエヒロ産業 3

犬山市 大島　隆俊 1

豊橋市 小野田　益巳 2

名古屋市 筧　清澄 1

知立市 宗教法人知立神社 6

知多市 伊井　基治 1

犬山市 山下　一枝 1

名古屋市 一般財団法人日本陶業連盟 2

名古屋市 鈴木　隆充 1

名古屋市 宗教法人崇覚寺 1

名古屋陶磁器会館

中濵家住宅主屋ほか

名古屋テレビ塔

長母寺本堂ほか

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会　正会員・特別会員名簿

名　　　称

オリエンタルビル屋上観覧車

金城学院高等学校榮光館

建中寺徳興殿（旧名古屋商業会議所本館）

春江院本堂ほか

棚橋家住宅主屋

森川家住宅主屋ほか

尾関家住宅主屋ほか

川村家住宅主屋

小島家住宅主屋ほか

九重味淋大蔵

浄照寺本堂ほか

神谷家住宅座敷ほか

旧今泉医院診療棟ほか

寂光院本堂ほか

本光寺本堂ほか

滝学園本館ほか

柴田家住宅主屋

甘強味淋旧本社事務所ほか

山口家住宅主屋ほか

小栗家住宅主屋ほか

窯のある広場・資料館（倒焔式角窯）ほか

岡崎信用金庫資料館（旧岡崎銀行本店）

八丁味噌本社事務所ほか

明治村第八高等学校正門ほか

旧豊川電話装荷線輪用櫓

トヨテック本社社屋（旧豊川電話中継所本屋）ほか

三谷町北区山車蔵

旧大野銀行（大野宿鳳来館）本館ほか

大島家住宅茶室

旧小守家住宅主屋

日本陶磁器センター旧館ほか

鈴木家住宅主屋

小野田家住宅主屋ほか

筧家住宅主屋

知立神社本殿ほか

知多岡田簡易郵便局

崇覚寺本堂



          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和4年9月1日現在

正会員 65

所在地 会員登録名 件数

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会　正会員・特別会員名簿

名　　　称

知多市 竹内　敦敏 6

知多郡 森田　香子 1

岡崎市 宗教法人善立寺 4

名古屋市 日本福音ルーテル復活教会 1

知立市 宗教法人萬福寺 3

春日井市 NPO法人愛岐トンネル群保存再生員会 3

知多郡 合名会社　中定商店 3

名古屋市 宗教法人蓮教寺 6

津島市 松永　千代子 5

大谷家住宅 豊川市 大谷　登美子 4

豊田市 宗教法人安長寺 1

名古屋市 学校法人　南山学園 1

岡崎市 有限会社　いしはら 3

扶桑町 酒井　外美江 1

七所神社本殿 名古屋市 宗教法人　七所神社 1

為三郎記念館ほか 名古屋市 公益財団法人古川知足会 6

真宗大谷派名古屋別院東門及び土塀 名古屋市 真宗大谷派名古屋別院 1

東海学園大講堂 名古屋市 学校法人　東海学園 1

川原田家住宅 名古屋市 川原田　淳 4

鈴木家住宅主屋ほか 愛西市 大野　陽子 4

高木家住宅主屋ほか 犬山市 高木　文彦 3

岡崎市 一般社団法人常業 2

一宮市 葛谷　聰 9

一宮市 宗教法人真清田神社 3

旧岡田医院主屋ほか

真清田神社本殿及び渡殿ほか

葛利毛織工業株式会社工場ほか

冨田家住宅木南舎ほか

川田家住宅主屋

蓮教寺本堂ほか

旧堀田廣之家住宅

萬福寺本堂ほか

旧中央線玉野第三隧道ほか

安長寺山門

南山学園ライネルス館

旧石原家住宅

中定商店大五蔵ほか

野間郵便局旧局舎

善立寺本堂ほか

日本福音ルーテル復活教会



 令和4年9月1日現在

特別会員 17

所在地 会員登録名 件数

名古屋市 愛知県 1

名古屋市 名古屋城総合事務所 1

名古屋市 名古屋市緑政土木局河川計画課 1

名古屋市 名古屋市観光文化交流局歴史まちづくり推進室 2

豊橋市 豊橋市 8

豊田市 豊田市 9

一宮市 一宮市 4

犬山市 犬山市 12

名古屋市 国立大学法人名古屋大学 4

名古屋市 名古屋市観光文化交流局文化振興室 3

津島市 津島市 1

岡崎市 岡崎市 1

大府市 大府市 2

瀬戸市 瀬戸市 9

武豊町 武豊町 1

半田市 半田市 3

刈谷市 刈谷市 1

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会　正会員・特別会員名簿

名　　　称

黄柳橋

乃木倉庫

旧加藤商会ビル

旧愛知県第二尋常中学校講堂

大倉公園茅葺門ほか

旧山繁商店離れほか

刈谷市郷土資料館(旧亀城小学校本館)

旧川上貞奴邸主屋ほか

旧国鉄武豊港駅転車台

半田赤レンガ建物（旧カブトビール工場）創建時主棟ほか

伊世賀美隧道ほか

旧林家住宅主屋及び裏座敷

旧磯部家住宅主屋ほか

名古屋大学豊田講堂ほか

名古屋市東山荘

豊橋市公会堂ほか

旧津島信用金庫本店



 令和4年9月1日現在

法人会員 19

所在地

株式会社アイチケン 江南市

特定非営利活動法人　犬山城下町を守る会　 犬山市

株式会社魚津社寺工務店 名古屋市

株式会社加納工務店 名古屋市

神谷コンクリート株式会社 安城市

株式会社清水塗工店 名古屋市

株式会社鈴木工務店 新城市

大東電気株式会社 浜松市

田中社寺株式会社　　　　 岐阜市

有限会社千里リースキン 新城市

株式会社中部シー・アイ・アイ 名古屋市

名古屋日建物産株式会社 名古屋市

三登建設株式会社 豊田市

豊川信用金庫　鳳来支店 新城市

特定非営利活動法人あいちヘリテージ協議会 名古屋市

株式会社ミズノ 名古屋市

一般財団法人古橋会 豊田市

株式会社坪井利三郎商店 名古屋市

三州瓦伝統技術保存会 高浜市

会員登録名

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会　賛助会員名簿



令和4年9月1日現在

個人会員 60

所在地

小川芳範 一宮市

川口亜稀子 名古屋市

吉川礒 名古屋市

永谷俊幸 西尾市

日置浩隆 一宮市

今井史朗 名古屋市

澁谷威是 犬山市

岸田裕夫 名古屋市

前田保 一宮市

榊原幸広 岡崎市

滝川裕治 豊橋市

渡邉祐司 名古屋市

村瀬良太 名古屋市

安藤栄子 名古屋市

田中清之 岐阜市

亀井慶美 名古屋市

奥村由美 名古屋市

吉村茂 一宮市

（匿名） 東京都

望月久恵 稲沢市

後藤文俊 尾張旭市

望月昭 豊橋市

山本栄一郎 名古屋市

佐藤博司 北名古屋市

内藤恵子 春日井市

山田美紀子 名古屋市

小笠原文恵 名古屋市

佐滝剛弘 東京都

杉本益集 あま市

伊藤英明 名古屋市

市川真奈美 豊田市

野田美香 大府市

服部竜大 四日市市

蒲珠妙 名古屋市

大田博行 瑞穂市

桜井ひとみ 千葉県

杉浦紫津子 岡崎市

滝本和美 名古屋市

三井その子 名古屋市

新田昭之助 名古屋市

山田勇 小牧市

西本吉宏 東海市

会員登録名

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会　賛助会員名簿



令和4年9月1日現在

個人会員 60

所在地会員登録名

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会　賛助会員名簿

野田和代 新城市

河上ひとみ 尾張旭市

平田唐百美 名古屋市

山内尚子 名古屋市

青木朋子 春日井市

阪口泰子 名古屋市

尾崎武寛 春日井市

井藤雅江 名古屋市

小城加代子 名古屋市

須賀淑郎 名古屋市

篠田 靖世 岐阜市

松田りさ 北名古屋市

前澤恵 豊橋市

末松憲子 名古屋市

中田佳穂里 日進市

日高史帆 大府市

矢野和代 東京都

安江あおい 名古屋市


