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17-146 山端　正人 二級建築士 アーキ･プランニング 二級 760-0079 高松市 松縄町1081-12 090-1005-0530 087-897-5005 建設業

12-129 永井　康太 二級建築士 アースハウジング株式会社 二級 761-8071 高松市 伏石町2140-1 087-815-0701 087-815-0702 二級建築士事務所　建設業

14-200 伊賀  進 一級建築士 IS  設計 一級 761-8084 高松市 一宮町2008-76 087-886-9803 087-886-9803 一級建築士事務所

11-043 池田　頼彦 二級建築士 株式会社　アイケイデイテクノ 二級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼2997-1 087-845-5708 087-845-6463 二級建築士事務所

12-056 廣瀬　憲明 一級建築士 アイケーコート株式会社一級建築士事務所 一級 760-0066 高松市 福岡町2丁目26-13 087-822-1514 087-851-2514 一級建築士事務所

08-011 山口　勝 ㈲アイティーリキ 761-1703 高松市 香川町浅野2947-17 087-888-0735 087-888-0735 建設業

07-119 赤松　和俊 一級建築士 赤松設計工房 一級 761-8084 高松市 一宮町766-1宮本ビル3Ｆ 087-886-1841 087-886-1909 建築士事務所

05-121 井上　克明 一級建築士 ㈲アキ建築設計事務所 一級 761-8084 高松市 一宮町1643-9 087-886-2660 087-886-2372 建築設計事務所

05-122 小山　義雄 二級建築士 ㈲アキ建築設計事務所 一級 761-8084 高松市 一宮町1643-9 087-886-2660 087-886-2372 建築設計事務所

11-236 田岡　治 一級建築士 ㈲アキ建築設計事務所 一級 761-8084 高松市 一宮町1643-9 087-886-2660 087-886-2372 建築設計事務所

14-135 秋山　智和 一級建築士 秋山建築設計 一級 760-0066 高松市 福岡町4丁目12-14 087-821-0455 087-821-0455 一級建築士事務所

11-180 櫛橋　範行 二級建築士 株式会社アクセル 761-0450 高松市 三谷町5090 087-889-8841 087-889-8840 建設業・不動産業

13-032 碓井　勝幸 一級建築士 朝日住宅株式会社 一級 760-0080 高松市 木太町2161番地4 087-834-5444 087-834-5425 一級建築士事務所

16-066 北川　健二 二級建築士 朝日リフォーム 二級 761-8073 高松市 太田下町2647－6 087-865-0196 087-865-0196 二級建築士事務所　建設業

18-146 髙木　由朝 二級建築士 ASIARTON 二級 761-8084 高松市 一宮町169-5 087-816-8163 087-816-8165 二級建築士事務所

12-078 十河　良次 一級建築士 株式会社　アトムアソート 一級 761-8071 高松市 伏石町2119-5 087-815-3777 087-815-3888 一級建築士事務所　建設業

05-035 豊田　文夫 二級建築士 株式会社　アトムアソート 一級 761-8071 高松市 伏石町2119-5 087-815-3777 087-815-3888 一級建築士事務所　建設業

08-068 池内　修 一級建築士 アトリエＵ海 761-0122 高松市 牟礼町大町385 087-845-8561 087-845-8561 建築士事務所

12-036 石田　雅浩 一級建築士 株式会社　穴吹建設 一級 760-0071 高松市 藤塚町1-11-22 087-835-7288 087-835-7299 一級建築士事務所　建設業

13-097 逢坂　佳秀 二級建築士 あなぶきホーム株式会社 一級 760-0078 高松市 今里町10番地1 087-815-1383 087-815-1391 一級建築士事務所　不動産業

11-247 織野　浩司 一級建築士 あなぶきホーム　株式会社 760-0078 高松市 今里町10-1 087-815-1383 087-815-1391 建設業

12-014 柴田　貴志 二級建築士 あなぶきホーム株式会社 760-0078 高松市 今里町10番地1 087-815-1395 087-815-1391 建設業

12-016 玉木　慎五 二級建築士 あなぶきホーム株式会社 760-0078 高松市 今里町10番地1 087-815-1395 087-815-1391 建設業

12-013 別枝　大輔 一級建築士 あなぶきホーム株式会社 760-0078 高松市 今里町10番地1 087-815-1395 087-815-1391 建設業

12-015 細田　一成 二級建築士 あなぶきホーム株式会社 760-0078 高松市 今里町10番地1 087-815-1395 087-815-1391 建設業

16-014 川崎　耕平 一級建築士 あなぶきホーム株式会社 一級 760-0078 高松市 今里町10-1 087-815-1383 087-815-1391 一級建築士事務所　建設業　不動産業

18-169 中西　晃 二級建築士 あなぶきホーム株式会社 760-0078 高松市 今里町10-1 087-815-1383 087-815-1391 建設業

16-095 谷口　兼一 一級建築士 あなぶきホーム㈱ 一級 760-0078 高松市 今里町10-1 087-815-1383 087-815-1391 一級建築士事務所

12-007 松岡　孝禎 二級建築士 株式会社　ALIVE 二級 761-0311 高松市 元山町619-2 087-866-6160 087-866-6869 二級建築士事務所　建設業

06-022 石川　要 二級建築士 ㈱荒木建設 一級 761-8011 高松市 香西北町59-3 087-881-4485 087-881-5576 建設業

06-023 山原　敏昭 二級建築士 ㈱荒木建設 一級 761-8011 高松市 香西北町59-3 087-881-4485 087-881-5576 建設業
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16-158 有友　宏明 一級建築士 有友建築設計事務所 一級 760-0077 高松市 上福岡町945-25 090-4338-0126 087－832－0630 一級建築士事務所

16-168 有馬　文雄 一級建築士 有馬建築設計事務所 一級 761-0104 高松市 高松町1811-5 087-841-5447 087-841-5447 一級建築士事務所

19-114 杉口　将志 一級建築士 株式会社アルファ建築空間 一級 761-8032 高松市 鶴市町895-1 087-832-8212 087-832-8213 一級建築士事務所

11-222 長原　健二 株式会社　アレックスワーク 761-0303 高松市 六条町432-5 087-840-3380 087-840-3372 不動産業

11-184 藤　忠司 二級建築士 株式会社アレックスワーク 761-0303 高松市 六条町432-5 087-840-3380 087-840-3372 不動産業

13-057 中村　竜平 二級建築士 株式会社イーグルハウス興業 一級 760-0052 高松市 瓦町２-２-８-５Ｆ 087-843-4445 087-843-4450 一級建築士事務所　建設業　不動産業

13-055 西岡　正憲 一級建築士 株式会社イーグルハウス興業 一級 760-0052 高松市 瓦町２-２-８-５Ｆ 087-843-4445 087-843-4450 一級建築士事務所　建設業　不動産業

19-310 安部　憲治 一級建築士 株式会社イーグルハウス興業 一級 760-0052 高松市 瓦町２-２-８-５Ｆ 087-843-4445 087-843-4450 一級建築士事務所

19-320 池田　勝義 池田住設 761-8071 高松市 伏石町1321-46 087-866-3347 087-888-2818 建設業

19-319 亀谷　周平 池田住設 761-8071 高松市 伏石町1321-46 087-866-3347 087-888-2818 建設業

16-069 井坂　俊士 二級建築士 ㈱井坂工務店 二級 761-0321 高松市 前田西町935－15 087-847-3331 087-847-3553 二級建築士事務所

07-012 井坂　省吾 ㈱井坂工務店 一級 761-0321 高松市 前田西町935-15 087-847-3331 087-847-3553 建設業

16-068 石尾　健司 一級建築士 石尾建築設計事務所 一級 761-0103 高松市 新田町乙11－133 087-818-0544 087-818-0549 一級建築士事務所

18-303 大山　泰弘 二級建築士 有限会社いずみ 760-0068 高松市 松島町3-4-20 087-887-7259 087-887-8751 建設業

19-049 泉　龍治 一級建築士 泉龍治建築設計事務所 一級 761-8015 高松市 香西西町331-5 087-867-4744 087-867-4744 一級建築士事務所

19-208 北畠　実 一級建築士 有限会社115 一級 761-8084 高松市 一宮町590-1 087-816-0556 087-816-0556 建設業　不動産業

06-060 一田山　隆広 二級建築士 一田山建築設計事務所 二級 761-8075 高松市 多肥下町1526番地2 087-868-0510 087-868-0510 建築設計事務所

18-088 市原　卓 二級建築士 株式会社 市原建設 二級 761-1612 高松市 塩江町安原上東2728-10 087-893-0268 087-893-0281 二級建築士事務所

11-100 伊藤　知一 一級建築士 有限会社　いとう建築事務所 一級 769-0103 高松市 国分寺町福家甲2754 087-875-0277 087-875-0252 一級建築士事務所

13-028 井上　秀人 一級建築士 井上商環境設計株式会社 一級 760-0080 高松市 木太町2014番地7 087-834-4335 087-834-5737 一級建築士事務所

09-058 猪熊　眞 一級建築士 株式会社猪熊眞建築設計事務所 一級 769-0102 高松市 国分寺町国分939-1 087-874-5665 087-874-5699 一級建築士事務所

11-232 津村　正弘 一級建築士 株式会社　入屋工務店 一級 761-8044 高松市 円座町1124番地6 087-886-6655 087-885-3531 一級建築士事務所・建設業

16-067 井藁　博通 一級建築士 イワラ建築設計事務所 一級 761-0104 高松市 高松町1584－5 087-843-8357 087-843-8358 一級建築士事務所

09-093 植原　英之 株式会社植原建設 一級 760-0075 高松市 楠上町1-9-31 087-861-5037 087-837-4772 一級建築士事務所・建設業

06-103 松原　浩紀 ㈱植原建設 一級 760-0075 高松市 楠上町1-9-31 087-861-5037 087-837-4772 建設業

11-101 松尾　晋次郎 二級建築士 有限会社　植松工務店高松営業所 二級 760-0080 高松市 木太町4222-3 087-813-6651 087-813-6652 二級建築士事務所　　建設業

08-054 岡崎　伸彦 二級建築士 ㈱三創ホームテック 二級 761-0301 高松市 林町2217-8 087-869-3000 087-869-4214 建設業

10-104 楠　美和子 二級建築士 株式会社　ウッドホーム 一級 761-0301 高松市 林町2217-8 087-866-2050 087-867-5122 一級建築士事務所　　建設業

10-105 多田　州作 一級建築士 株式会社　ウッドホーム 一級 761-0301 高松市 林町2217-8 087-866-2050 087-867-5122 一級建築士事務所　　建設業

10-102 平山　知弘 二級建築士 株式会社　ウッドホーム 一級 761-0301 高松市 林町2217-8 087-869-3722 087-866-3200 一級建築士事務所　　建設業

15-024 坂本　幸雄 一級建築士 株式会社　ウッドホーム 761-0301 高松市 林町2217-8 087-869-3722 087-866-3200 建設業
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09-042 浦　章二 二級建築施工管理技士 浦建設工業 761-0130 高松市 庵治町557-2 087-871-2722 087-871-2907 建築工事業

12-187 篠森　忠信 一級建築士 栄光建設　株式会社 一級 761-8044 高松市 円座町807-2 087-886-1010 087-886-8282 一級建築士事務所

12-188 髙橋　末雄 一級建築士 栄光建設　株式会社 一級 761-8044 高松市 円座町807-2 087-886-1010 087-886-8282 一級建築士事務所

16-026 天羽　智博 一級建築士 永住建設株式会社 一級 760-0013 高松市 扇町2丁目8番32号 087-823-3606 087-823-3607 一級建築士事務所　建設業

14-046 本田　重孝 二級建築士 HBS 760-0080 高松市 木太町3727-4 080-8638-4471 087-831-1739 その他

16-098 溝渕　啓雄 一級建築士 エース総合設計 一級 761-8084 高松市 一宮町３９８番地5 087-885-1477 087-885-3714 一級建築士事務所

07-041 大山　健 一級建築士 ＡＴ建築設計事務所 一級 760-0020 高松市 錦町2-8-16 087-821-3621 087-821-3621 建築士事務所

14-001 佐々木　光忠 一級建築士 SMCリフォーム株式会社 一級 761-8082 高松市 鹿角町293-1 087-864-5333 087-867-7077 一級建築士事務所　建設業

16-072 十河　寛 一級建築士 エスオーコンサルタント 一級 761-0441 高松市 由良町544-8 087-848-3907 087-848-3907 一級建築士事務所

11-106 佐野　勲 二級建築士 エヌケー建設　株式会社 760-0080 高松市 木太町5098番地4 087-868-1777 087-868-1700 建設業

08-078 浜　圭司 一級建築士 エヌケー建設㈱ 760-0080 高松市 木太町5098-4 087-868-1777 087-868-1700 建設業

15-021 中川　貴子 二級建築士 エヌケー建設株式会社 一級 760-0080 高松市 木太町5098番地4 087-868-1777 087-868-1700 一級建築士事務所　建設業　不動産業

15-022 山崎　美子 二級建築士 エヌケー建設株式会社 一級 760-0080 高松市 木太町5098番地4 087-868-1777 087-868-1700 一級建築士事務所　建設業　不動産業

15-023 亀山　俊廣 二級建築士 エヌケー建設株式会社 一級 760-0080 高松市 木太町5098番地4 087-868-1777 087-868-1700 一級建築士事務所　建設業　不動産業

18-100 髙尾　皓司 二級建築士 エヌケー建設株式会社 二級 760-0080 高松市 木太町5098番地4 087-868-1777 087-868-1700 一級建築士事務所　建設業　不動産業

10-083 松田　保文 一級建築士 有限会社　MO環境設計 一級 761-0112 高松市 屋島中町166-7 087-844-2814 087-844-2814 一級建築士事務所

08-046 三井　武一 一級建築士 Ｍ計画設計室 一級 769-0101 高松市 国分寺町新居2350-10 087-874-8301 087-874-8303 建築士事務所

12-279 續　充雄 二級建築士 エムズ建築設計事務所 二級 760-0080 高松市 木太町4439-5 087-887-4372 087-869-0525 二級建築士事務所

12-294 長尾　賢 一級建築士 株式会社　旺建 一級 761-0101 高松市 春日町163-1 087-843-5500 087-843-5501 一級建築士事務所

12-296 増田　昇太 二級建築士 株式会社　旺建 一級 761-0101 高松市 春日町163-1 087-843-5500 087-843-5501 一級建築士事務所

12-124 安守　直敏 二級建築士 株式会社　旺建 761-8071 高松市 伏石町2078-10 087-868-3939 087-868-3941 建設業

06-117 逢坂　亘 一級建築士 逢坂建築事務所 一級 760-0004 高松市 西宝町1-5-34 087-861-4076 087-833-1637 建築設計事務所

07-113 大谷　政富 一級建築士 ㈲オオタニ建築設計事務所 一級 760-0079 高松市 松縄町1065-9 087-865-4717 087-865-8739 建築士事務所

11-135 岡田　和司 二級建築士 岡田建設株式会社 二級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼2653-7 087-845-4354 087-845-4389 二級建築士事務所　　建設業

12-273 奥平　修一 二級建築士 奥平設計室 二級 76.0-0068 高松市 松島町2-1-28 087-831-4124 087-831-4124 二級建築士事務所

05-136 奥平　博 二級建築士 奥平建設 二級 760-0005 高松市 宮脇町1-1-18 087-831-7866 087-831-7866 建設業

19-206 木村　拓実 一級建築士 オクタント建築都市研究所 一級 760-0062 高松市 塩上町3-19-13 087-899-2660 087-899-2661 建築士事務所（一級）

11-110 徳永　真彦 一級建築士 株式会社　奥村組 一級 760-0020 高松市 錦町1-8-41 087-851-9008 087-821-1353 一級建築士事務所

18-127 小椋　敬弘 一級建築士 有限会社小椋建築設計 一級 760-0080 高松市 木太町824-6 087-868-5081 087-868-5082 一級建築士事務所

15-134 小田　正一 一級建築士 おだ正一建築事務所 一級 761-8057 高松市 田村町86-9 087-866-8054 087-866-8054 一級建築士事務所

19-044 立石　有希 二級建築士 ochicochi 二級 760-0076 高松市 観光町533-1-307 090-9779-5214 二級建築士事務所
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19-030 小野　寿幸 一級建築士 小野建築事務所 一級 761-0113 高松市 屋島西町1748 087-841-0327 087-841-0327 一級建築士事務所

16-063 三好　健造 一級建築士 OFFICE　KENZO 一級 761-1703 高松市 香川町浅野3474－13 087-888-0420 087-888-0755 一級建築士事務所、建設業

19-324 中條　隆 一級建築士 一般社団法人　香川県総合建設センター 760-0077 高松市 上福岡町984-1 087-862-3691 087-862-3633 その他

12-256 岩田　光正 一級建築士 香川県農業協同組合　一級建築士事務所 一級 761-8084 高松市 一宮町刷塚1431-1 087-818-4192 087-818-4199 一級建築士事務所

12-253 東條　博文 一級建築士 香川県農業協同組合　一級建築士事務所 一級 761-8084 高松市 一宮町刷塚1431-1 087-818-4192 087-818-4199 一級建築士事務所

12-252 林　正文 一級建築士 香川県農業協同組合　一級建築士事務所 一級 761-8084 高松市 一宮町刷塚1431-1 087-818-4192 087-818-4199 一級建築士事務所

12-255 古川　哲行 一級建築士 香川県農業協同組合　一級建築士事務所 一級 761-8084 高松市 一宮町刷塚1431-1 087-818-4192 087-818-4199 一級建築士事務所

12-254 山口　敏幸 一級建築士 香川県農業協同組合　一級建築士事務所 一級 761-8084 高松市 一宮町刷塚1431-1 087-818-4192 087-818-4199 一級建築士事務所

05-075 遠藤　貴司 一級建築士 ㈱カガワ設計一級建築士事務所 一級 761-8072 高松市 三条町278-12 087-867-0088 087-865-4546 建築設計事務所

05-073 笠井　幸治 二級建築士 ㈱カガワ設計一級建築士事務所 一級 761-8072 高松市 三条町278-12 087-867-0088 087-865-4546 建築設計事務所

18-092 谷﨑　拓也 二級建築士 株式会社カガワ設計 761-8072 高松市 三条町278番地12 087-867-0088 087-865-4546 ニ級建築士事務所　

15-087 笠井　幸治 二級建築士 カガワ設計 二級 761-8072 高松市 三条町278-12 087-867-0088 087-865-4546 二級建築士事務所

13-091 藤川　正博 二級建築士 株式会社　蔭久設計事務所 一級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼376-64 087-813-9788 087-813-9787 一級建築士事務所

18-081 笠井　章司 一級建築士 笠井建築設計事務所 一級 761-8033 高松市 飯田町34-61 087-882-0136 087-882-0392 一級建築士事務所

14-020 片山　和平 一級建築士 片山建築設計研究所 一級 761-8032 高松市 鶴市町2009-10 087-882-1695 一級建築士事務所

11-053 山下　剛史 二級建築士 株式会社　カルナック　くらしあんしん事業部 761-8072 高松市 三条町31-7 090-8694-5338 087-847-3118 その他（コンサルタント）

11-151 兼近　賢 一級建築士 兼近賢建築設計事務所 一級 761-0443 高松市 川島東町1351-12 087-848-2665 087-848-4105 一級建築士事務所

14-105 土居　良助 一級建築士 一級建築士事務所CAVOK Architects 一級 760-0052 高松市 瓦町1-4-10 087-851-5799 087-826-8133 一級建築士事務所

12-153 釜野　義孝 一級建築士 釜野建設総業有限会社 一級 761-0445 高松市 西植田町4398-1 087-849-0804 087-849-0487 一級建築士事務所　建設業

19-210 鎌野　清弘 一級建築士 有限会社　鎌野工務店 一級 761-0113 高松市 屋島西町1486 090-1320-2757 087-841-9731 一級建築士事務所　　建設業

06-035 上枝　茂 一級建築士 ㈱上枝工務店 一級 760-0005 高松市 宮脇町1-13-19 087-833-5856 087-862-8604 建設業

12-131 亀井　明 一級建築士 亀井明建築設計室 一級 761-0122 高松市 牟礼町大町1274-1 087-845-9315 一級建築士事務所

15-180 横井　久広 二級建築士 Ｇｕｌｌｉｖｅｒ’ｓ　Ｄｅｓｉｇｎ 二級建築士 761-1401 高松市 香南町岡929-2 087-899-5538 087-899-5537 二級建築士事務所

17-059 川口　洋子 一級建築士 川口洋子建築設計 一級 760-0004 高松市 西宝町1-8-18 087-897-4020 087-897-4021 一級建築士事務所

16-180 川田　義美 二級建築士 川田建造 761-0113 高松市 屋島西町870-1 087-816-2224 087-844-3443 建設業

06-077 川部　秀樹 一級建築士 川部建築設計事務所 一級 761-1703 高松市 香川町浅野381-16 087-888-4526 087-888-4526 建築設計事務所

19-205 渡辺　昭 一級建築士 一級建築士事務所・環境設計工房 一級 760-0005 高松市 宮脇町2丁目33-23 090-3789-5233 087-834-2858 一級建築士事務所

06-016 木内　久 一級建築士 木内建設㈱ 一級 761-0104 高松市 高松町2374-10 087-841-1155 087-841-1158 建築設計事務所

14-170 木村　邦宏 二級建築士 木太建材株式会社 二級 760-0080 高松市 木太町5036-6 087-865-3202 087-865-3219 二級建築士事務所･建設業

14-116 木村　隆宏 木太建材株式会社 760-0080 高松市 木太町5036-6 087-865-3202 087-865-3219 建設業

11-020 北原　正敬 一級建築士 北原建築工房 一級 761-8071 高松市 伏石町987-8 087-874-4468 087-815-3039 一級建築士事務所　　建設業
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11-007 木内　三四郎 二級建築士 木内建設　株式会社 一級 761-0104 高松市 高松町2374-10 087-841-1155 087-841-1158 一級建築士事務所　　建設業

06-051 木村　均 二級建築士 木村建築 761-0450 高松市 三谷町5088 087-889-0743 087-888-4112 建設業

07-025 木村　真理子 二級建築士 株式会社  木村建設 一級 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 建設業

14-203 木村  真弓 二級建築士 株式会社　木村建設 一級 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 一級建築士事務所･建設業

11-299 鈴木　祥弘 二級建築士 株式会社  木村建設 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 建設業

18-085 谷　良浩 一級建築士 株式会社　木村建設 一級 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 一級建築士事務所・建設業

14-204 三原  真理子 二級建築士 株式会社  木村建設 一級 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 一級建築士事務所･建設業

12-021 山口　朋也 一級建築士 株式会社　木村建設 一級 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 一級建築士事務所

11-014 山地　茂樹 二級建築士 株式会社  木村建設 一級 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 一級建築士事務所　　建設業

11-013 山原　克彦 一級建築士 株式会社　木村建設 一級 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 一級建築士事務所　　建設業

15-095 宮武　敏則 二級建築士 株式会社  木村建設 一級 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 一級建築士事務所　建設業

15-096 小林　正 一級建築士 株式会社　木村建設 一級 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 一級建築士事務所　建設業

15-097 鈴木　祥弘 二級建築士 株式会社　木村建設 一級 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 一級建築士事務所　建設業

15-098 雪森　康啓 二級建築士 株式会社　木村建設 一級 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 一級建築士事務所　建設業

16-111 木村　直樹 一級建築士 株式会社  木村建設 761-8043 高松市 中間町869-1 087-886-1008 087-886-1007 建設業

11-264 木村　清 二級建築士 キムラ建築 二級 761-0303 高松市 六条町1303-3 087-869-0312 087-869-0845 二級建築士事務所・建設業

12-073 藤原　勢士 一級建築士 CUBE建築設計事務所 一級 760-0080 高松市 木太町4384-12-2F 087-813-5806 087-813-5807 一級建築士事務所

12-318 大西　將之 二級建築士 有限会社　國方工務店 761-0323 高松市 亀田町449-5 087-847-8513 087-847-8225

12-173 大野　佳紀 二級建築士 株式会社　久保田工務店 760-0022 高松市 西内町7-21 087-851-5392 087-851-5546 建設業

12-174 松原　健 二級建築士 株式会社　久保田工務店 760-0022 高松市 西内町7-21 087-851-5392 087-851-5546 建設業

16-079 久保田　敏朗 一級建築士 ㈱久保田工務店 一級 760-0022 高松市 西内町7-21 087-851-5392 087-851-5546 建設業　一級建築士事務所

11-081 公文　敏則 一級建築士 くもん建築環境計画 一級 761-8078 高松市 仏生山町甲1626-8 087-889-7919 087-889-7919 一級建築士事務所

19-301 佐野　太常 Creative Cube 761-0104 高松市 高松町1211-8 087-813-8487 087-813-8487 その他（個人工務店）

17-009 栗本　隼次 二級建築士 株式会社　栗・家 二級 761-0441 高松市 由良町86－1 087-848-6999 087-848-6998 二級建築士事務所　建設業　不動産業

17-008 石原　博 二級建築士 株式会社　栗・家 二級 761-0441 高松市 由良町86－1 087-848-6999 087-848-6998 二級建築士事務所　建設業　不動産業

13-052 山川　勉 二級建築士 グリュック 761-8012 高松市 香西本町87 087-881-5012 087-881-5013 建設業　不動産業

10-011 多田　一郎 一級建築士 株式会社　黒木建築設計事務所 一級 760-0062 高松市 塩上町3ｰ3-3 087-861-8211 087-861-8247 一級建築士事務所

09-061 山口　忠志 二級建築士 株式会社黒木建築設計事務所 一級 760-0062 高松市 塩上町3-3-3 087-861-8211 087-861-8247 一級建築士事務所

16-096 黒渕　忍 一級建築士 黒渕忍建築設計事務所 一級 760-0017 高松市 番町2丁目4-1 087-813-0152 087-813-0153 一級建築士事務所

19-126 溝淵　利夫 一級建築士 有限会社　建築工房サムシング 一級 761-8002 高松市 生島町305 087-880-2686 087-882-1934 一級建築士事務所　建設業

11-160 笠井　康司 一級建築士 有限会社　建人建設 一級 760-0080 高松市 木太町6区2718-4 087-861-3349 087-861-3348 一級建築士事務所・建設業
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10-027 小泉　一夫 二級建築士 小泉二級建築士事務所 二級 760-0080 高松市 木太町3059 087-861-3833 087-861-3833 二級建築士事務所　　建設業

19-029 堀川　昭史 二級建築士 株式会社光健 二級 761-8077 高松市 出作町284-1 087-864-8250 087-864-8251 建築士事務所（二級）

13-058 香西　一寿 一級建築士 有限会社香西建設 761-1703 高松市 香川町浅野381-11 087-889-2611 087-889-2202 建設業

12-070 植田　正義 二級建築士 ㈱香西工務店 761-8061 高松市 室町1919-1 087-867-1875 087-867-1882 建設業

09-081 平見　龍司 二級建築士 ㈱香西工務店 761-8061 高松市 室町1919-1 087-867-1875 087-867-1882 建設業

11-224 福崎　隆仁 ㈱香西工務店 761-8061 高松市 室町1919番地1 087-867-1875 087-867-1882 建設業

11-225 藤本　陽介 ㈱香西工務店 761-8061 高松市 室町1919番地1 087-867-1875 087-867-1882 建設業

19-017 矢野　龍彦 一級建築士 ㈱香西工務店 761-8061 高松市 室町1919番地1 087-867-1875 087-867-1882 建設業

12-148 井上　貴広 二級建築士 株式会社　合田工務店 760-0018 高松市 天神前9-5 087-861-9155 087-861-9159 建設業

12-146 片岡　賢美 二級建築士 株式会社　合田工務店 760-0018 高松市 天神前9-5 087-861-9155 087-861-9159 建設業

07-028 兼若　知広 ㈱合田工務店 一級 760-0018 高松市 天神前9-5 087-861-9155 087-837-2604 建設業

11-098 関　直樹 一級建築士 株式会社　合田工務店 760-0018 高松市 天神前9-5 087-861-9155 087-862-7624 建設業

07-027 千葉　規広 ㈱合田工務店 一級 760-0018 高松市 天神前9-5 087-861-9155 087-837-2604 建設業

12-147 真部　誠 二級建築士 株式会社　合田工務店 760-0018 高松市 天神前9-5 087-861-9155 087-861-9159 建設業

12-145 宮前　忠弘 二級建築士 株式会社　合田工務店 760-0018 高松市 天神前9-5 087-861-9155 087-861-9159 建設業

06-119 川西　修 一級建築士 香南建設㈱ 一級 761-8078 高松市 仏生山町甲40 087-889-0861 087-888-2076 建設業

11-203 河原　政則 一級建築士 香南建設　株式会社 761-8078 高松市 仏生山町甲40 087-889-0861 087-888-2076 建設業

11-131 三浦　静雄 二級建築士 香南建設　株式会社 761-8078 高松市 仏生山町甲40番地 087-889-0861 087-888-2076 建設業

17-128 倉本　善光 高陽建設株式会社 二級 761-0301 高松市 林町793-11 087-867-6841 087-867-6861 二級建築士事務所　建設業

12-134 小坂　重樹 一級建築士 有限会社　小坂工務店 761-8078 高松市 仏生山町甲360番地6 087-888-5453 087-888-5464 建設業

06-134 小竹　義孝 一級建築士 小竹興業㈱ 一級 760-0066 高松市 福岡町4-28-30 087-851-9096 087-822-6975 建設業

16-061 溝渕　眞司 一級建築士 小竹興業㈱ ７６０－００６６ 高松市 福岡町4-28-30 087-851-9096 087-887-0310 建設業

16-074 高橋　里枝 二級建築士 小竹興業㈱ ７６０－００６６ 高松市 福岡町4-28-30 087-851-9096 087-822-9433 建設業

14-199 後藤  雅彦 一級建築士 後藤建設工業  株式会社 一級 761-8032 高松市 鶴市町653番地1 087-882-4224 087-882-4221 一級建築士事務所･建設業･不動産業

16-075 臼杵　實 一級建築士 ㈱小西企画　高松支店 761-8033 高松市 飯田町817-1 087-802-1592 087-802-1593 建設業

13-077 田所　幸子 二級建築士 有限会社　小松秀行建築工房 一級 761-8076 高松市 多肥上町1882-36 087-889-7871 087-889-7872 一級建築士事務所　建設業

19-109 小松　秀行 一級建築士 有限会社小松秀行建築工房 一級 761-8076 高松市 多肥上町1882-36 087-889-7871 087-889-7872 一級建築士事務所　建設業

19-110 都留　悠菜 二級建築士 有限会社小松秀行建築工房 一級 761-8076 高松市 多肥上町1882-36 087-889-7871 087-889-7872 一級建築士事務所　建設業

13-071 高畑　英雄 一級建築士 株式会社　コモン 一級 760-0032 高松市 本町1-9 087-823-4566 087-823-6323 一級建築士事務所

11-044 小山　泰彦 一級建築士 有限会社　小山建築設計事務所 一級 761-0113 高松市 屋島西町2480-10 087-844-3351 087-844-3351 一級建築士事務所

06-174 鹿谷　公三 一級建築士 ㈲コラム建築事務所 一級 760-0013 高松市 扇町2-2-2 087-851-2710 087-851-3470 建築設計事務所
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14-023 植田　浩司 一級建築士 株式会社　コンパース 一級 760-0004 高松市 西宝町3-1-11 087-834-8577 087-834-2133 一級建築士事務所

11-268 戸田　友一 一級建築士 株式会社　コンパース 一級 760-0004 高松市 西宝町3-1-11 087-834-8577 087-834-2133 一級建築士事務所

05-102 中島  徹 一級建築士 ㈱コンパース 一級 760-0004 高松市 西宝町3-1-11 087-834-8577 087-843-2133 建築設計事務所

14-024 西岡　航 二級建築士 株式会社　コンパース 一級 760-0004 高松市 西宝町3-1-11 087-834-8577 087-834-2133 一級建築士事務所

15-123 植松　直樹 一級建築士 ㈱コンパース 一級 760-0004 高松市 西宝町3-1-11 087-834-8577 087-834-2133 一級建築士事務所

14-026 片山　和富 一級建築士 株式会社　サーティファイド 761-8076 高松市 多肥上町2340-2 087-887-6113 087-887-6114 建設業

19-043 平島　奈緒子 二級建築士 有限会社　斎賀建築設計事務所　高松事務所 一級 761-8047 高松市 岡本町1624番地3 087-885-9611 087-885-9612 一級建築士事務所

11-026 溝渕　弘明 一級建築士 有限会社　斎賀建築設計事務所　高松事務所 一級 761-8047 高松市 岡本町1624番地3 087-885-9611 087-885-9612 一級建築士事務所

17-007 安倍　一夫 一級建築士 株式会社　雑賀工務店 一級 760-0074 高松市 桜町2丁目8-10 087-833-5544 087-837-3565 一級建築士事務所　建設業　不動産業

17-049 蒲生　亜季 二級建築士 株式会社　雑賀工務店 一級 760-0074 高松市 桜町2丁目8-10 087-833-5544 087-837-3565 一級建築士事務所　建設業　不動産業

15-028 三谷　勝規 一級建築士 株式会社　雑賀工務店 一級 760-0074 高松市 桜町2丁目8-10 087-833-5544 087-837-3565 一級建築士事務所　建設業　不動産業

10-113 齋木　陽一 一級建築士 齋木建築設計事務所 一級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼2082-9 087-845-1614 087-845-2881 一級建築士事務所

19-115 佐伯　博英 一級建築士 株式会社 佐伯工務店 一級 761-8085 高松市 寺井町1012-5 087-864-7440 087-864-7441 一級建築士事務所　建設業　不動産業

17-077 金崎　有香 二級建築士 株式会社　坂井工務店 一級 761-8044 高松市 円座町610-5 087-885-2105 087-885-0916 一級建築士事務所　建設業　不動産業

11-069 野田　政宏 二級建築士 株式会社　坂井工務店 一級 761-8044 高松市 円座町610-5 087-885-2105 087-885-0916 一級建築士事務所　建設業

15-150 坂井　亮介 二級建築士 株式会社　坂井工務店 一級 761-8044 高松市 円座町610-5 087-885-2105 087-885-0916 一級建築士事務所

18-173 馬場　正文 一級建築士 ㈲桜設備設計 一級 760-0017 高松市 番町2-7-21 087-825-9220 087-823-3318 一級建築士事務所

06-013 横田　竜平 一級建築士 ㈲佐々木環境工房 一級 760-0071 高松市 扇町一丁目16－10 087-802-2151 087-802-2156 一級建築士事務所

16-040 西村　正信 一級建築士 ㈲佐々木環境工房 一級 760-0013 高松市 扇町一丁目16－10 087-802-2151 087-802-2156 一級建築士事務所

18-132 横田　里美 一級建築士 ㈲佐々木環境工房 一級 760-0013 高松市 扇町一丁目16－10 087-802-2151 087-802-2156 一級建築士事務所

15-181 佐藤　好美 一級建築士 佐藤好美建築工房 一級 761-0433 高松市 十川西町500-1 087-848-4254 087-848-4254 一級建築士事務所

06-005 松熊　秀樹 サン建設興業㈱ 一級 761-8084 高松市 一宮町1127-5 087-886-1151 087-886-1153 建設業

06-130 佐々木　正美 一級建築士 ㈱三建設計 一級 760-0005 高松市 宮脇町2-12-40 087-835-1462 087-835-1462 建築設計事務所

18-317 森　充教 一級建築士 サン建設工業株式会社 一級 761-8084 高松市 一宮町1127-5 087-886-1151 087-886-1153 一級建築士事務所　建設業

12-302 川西　克典 一級建築士 株式会社　讃住まいる 一級 761-8071 高松市 伏石町2137番地11 087-815-2434 087-815-2433 一級建築士事務所

14-144 井原　英允 二級建築士 株式会社　ｻﾝﾌﾗﾜｰ 760-0066 高松市 福岡町4-10-13 087-823-7145 087-823-2321 建設業

16-170 塩田　和久 二級建築士 ㈱サンフラワー 二級 760-0066 高松市 福岡町4-10-13 087-823-7145 087-823-7165 二級建築士事務所

18-113 平井　賢司 一級建築士 株式会社三和建設 一級 760-0080 高松市 木太町2887-2 087-833-4911 087-833-4913 一級建築士事務所　建設業

16-146 池田　広実 二級建築士 シーイージー・プランニング建築事務所 二級 761-0130 高松市 庵治町5983-1 087-880-5403 087-880-5403 二級建築士事務所

16-076 塩田　雅英 一級建築士 塩田住宅建設㈱ 一級 761-8004 高松市 中山町792-1 087-882-1138 087-882-1139 一級建築士事務所　建設業

15-155 北原　和司 一級建築士 四国産業㈱ 一級 760-0066 高松市 福岡町4丁目10-13 087-851-2626 087-823-1415 一級建築士事務所　建設業　不動産業
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15-156 鈴木　正人 二級建築士 四国産業㈱ 一級 760-0066 高松市 福岡町4丁目10-13 087-851-2626 087-823-1415 一級建築士事務所　建設業　不動産業

12-152 黒長　勝 一級建築士 四国旅客鉄道株式会社 760-8580 高松市 浜ノ町8番33号 087-825-1642 その他

17-136 西岡　和則 一級建築士 ㈲篠原建築設計事務所 一級 760-0009 高松市 峰山町1822-17 087-833-5166 087-833-5254 一級建築士事務所

15-148 清水　健太郎 一級建築士 清水健太郎建築設計事務所 一級 761-8046 高松市 川部町1866-4 087-886-5934 087-886-5938 一級建築士事務所

18-098 大北　和則 一級建築士 有限会社住空間設計 一級 761-8053 高松市 西ハザ町333-1　5階 087-814-7035 087-814-7036 一級建築士事務所

19-105 石川　ゆかり 二級建築士 有限会社住空間設計 一級 761-8053 高松市 西ハザ町333-1　5階 087-814-7035 087-814-7036 一級建築士事務所

19-106 大西　育美 二級建築士 有限会社住空間設計 一級 761-8053 高松市 西ハザ町333-1　5階 087-814-7035 087-814-7036 一級建築士事務所

19-107 玉木　米雄 二級建築士 有限会社住空間設計 一級 761-8053 高松市 西ハザ町333-1　5階 087-814-7035 087-814-7036 一級建築士事務所

17-140 篠原　敬造 一級建築士 住宅工作舎 一級 761-0113 高松市 屋島西町2274-15-3-504 087-844-2719 087-844-2719 一級建築士事務所

15-077 白石　雄三 一級建築士 白石雄三建築設計室 一級 761-0301 高松市 林町2573-12 087-868-0680 087-868-0870 一級建築士事務所

14-161 白川　浩 一級建築士 白川設計事務所 一級 760-0011 高松市 浜ノ町60-25-805 087-822-1749 087-821-0484 一級建築士事務所

13-009 山口　克己 二級建築士 株式会社　新名 760-0036 高松市 城東町2-13-4 087-821-6651 087-851-8438 建設業

13-064 河合　和夫 二級建築士 株式会社　新名工務店 761-8051 高松市 西春日町1130番地 087-867-1344 087-867-1338 建設業

05-061 新名　孝司 一級建築士 ㈱新名工務店 一級 761-8051 高松市 西春日町1130 087-867-1344 087-867-1338 建設業

13-065 西川　徹 二級建築士 株式会社　新名工務店 761-8051 高松市 西春日町1130番地 087-867-1344 087-867-1338 建設業

13-066 山本　真也 二級建築士 株式会社　新名工務店 761-8051 高松市 西春日町1130番地 087-867-1344 087-867-1338 建設業

16-118 定浪　純子 二級建築士 株式会社　新名工務店 二級 761-8051 高松市 西春日町1130 087-867-1344 087-867-1338 二級建築士事務所　建設業

13-045 和田　直樹 二級建築士 有限会社ズーム 二級 761-0313 高松市 下田井町130-17 087-813-3507 087-813-3508 二級建築士事務所　建設業

16-177 髙橋　秀太 二級建築士 有限会社ズーム 二級 761-0313 高松市 下田井町130-17 087-813-3507 087-813-3508 二級建築士事務所　建設業　不動産業

17-098 河西　範幸 一級建築士 Spell Design Works（スペルデザインワークス） 一級 761-8053 高松市 西ハゼ町59-1 090-4781-7220 087-887-6265 一級建築士事務所

11-096 土井　康広 一級建築士 住友不動産　株式会社　住宅再生事業本部　香川事業所 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 建設業

10-089 池本　克典 一級建築士 住友不動産株式会社　香川事業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所　　建設業　　不動産業

10-090 大西　孝彦 二級建築士 住友不動産株式会社　香川事業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所　　建設業　　不動産業

12-303 大西　孝彦 二級建築士 住友不動産株式会社　四国事業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所

10-086 木村　清隆 住友不動産株式会社　香川事業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所　　建設業　　不動産業

12-308 髙橋　英幸 住友不動産株式会社 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所　建設業　不動産業

10-087 出葉　謙二 二級建築士 住友不動産株式会社　香川事業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所　　建設業　　不動産業

12-306 中村　裕二 一級建築士 住友不動産株式会社 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所　建設業

12-311 西井　大介 一級建築士 住友不動産株式会社　四国事業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所　建設業　不動産業

10-091 温井　健次 一級建築士 住友不動産株式会社　香川事業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所　　建設業　　不動産業

12-107 濵﨑　浩二 二級建築士 住友不動産株式会社 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 不動産業
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12-105 濱田　俊一 二級建築士 住友不動産株式会社　香川事業所 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 建設業

10-092 藤田　寿 住友不動産株式会社　香川事業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所　　建設業　　不動産業

11-097 松岡　良子 一級建築士 住友不動産　株式会社　住宅再生事業本部　香川事業所 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 建設業

12-307 宮武　昌孝 住友不動産株式会社 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 建設業

10-085 村岡　秀則 住友不動産株式会社　香川事業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所　　建設業　　不動産業

10-101 山﨑　清 一級建築士 住友不動産株式会社　香川事業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2061-8 087-816-7091 087-816-7092 一級建築士事務所　　建設業　　不動産業

11-218 芦澤　克美 一級建築士 住友林業ホームテック　株式会社 一級 760-0053 高松市 田町11-5　セントラル田町ビル5階 087-812-2560 087-812-2563 一級建築士事務所

11-248 礒野　慎也 住友林業ホームテック　株式会社 一級 760-0053 高松市 田町１１－５セントラル田町ビル５階 087－812-2560 087-812-2563 一級建築士事務所

12-297 小松　愛実 住友林業ホームテック　株式会社 一級 760-0053 高松市 田町11-5 ｾﾝﾄﾗﾙ田町ﾋﾞﾙ 5F 087-812-2560 087-812-2563 一級建築士事務所

12-276 水野　裕麻 住友林業ホームテック　株式会社 一級 760-0053 高松市 田町11-5 ｾﾝﾄﾗﾙ田町ﾋﾞﾙ 5F 087-812-2560 087-812-2563 一級建築士事務所

11-228 宮本　直季 住友林業ホームテック　株式会社 一級 760-0053 高松市 田町１１－５セントラル田町ビル５階 087-812-2560 087-812-2563 一級建築士事務所・建設業

11-240 大村　佐知子 二級建築士 住友林業ホームテック　株式会社 一級 760-0053 高松市 田町１１－５セントラル田町ビル５階 087－812-2560 087-812-2563 一級建築士事務所

11-237 福原　学 住友林業ホームテック　株式会社 一級 760-0053 高松市 田町１１－５セントラル田町ビル５階 087-812-2560 087-812-2563 一級建築士事務所

08-006 坂尾　功 一級建築士 ㈲セキ 769-0101 高松市 国分寺町新居402-1 087-874-8115 087-874-8513 建設業

08-005 平田　秀亞　 一級建築士 ㈲セキ 769-0101 高松市 国分寺町新居402-1 087-874-8115 087-874-8513 建設業

12-137 関元　亜樹 二級建築士 有限会社関元工務店 760-0066 高松市 福岡町4-4-17 087-802-3087 087-802-3088 建設業

14-141 上本　法昭 二級建築士 設計工房UEMOTO 二級 769-0105 高松市 国分寺町柏原777-3 087-874-5727 087-874-5727 二級建築士事務所

19-033 角谷　靖子 一級建築士 センコー産業株式会社一級建築士事務所 一級 761-0101 高松市 春日町1642-4 087-844-8030 087-841-0302 一級建築士事務所　建設業

07-085 水尾　政義 一級建築士 センコー産業株式会社一級建築士事務所 一級 761-0101 高松市 春日町1642-4 087-844-8030 087-841-0302 一級建築士事務所　建設業

19-032 角井　典子 一級建築士 センコー産業株式会社一級建築士事務所 一級 761-0101 高松市 春日町1642-4 087-844-8030 087-841-0302 一級建築士事務所　建設業

19-123 三浦　修一 センコー産業株式会社一級建築士事務所 一級 761-0101 高松市 春日町1642-4 087-844-8030 087-841-0302 一級建築士事務所　建設業

17-053 久保　勇人 一級建築士 株式会社創芸 一級 761-0301 高松市 林町76-32 087-869-8815 087-869-8817 一級建築士事務所　その他

09-057 穴吹　善隆 二級建築士 創建設計事務所 一級 760-0066 高松市 福岡町1丁目7-6 087-822-3280 087-851-1688 一級建築士事務所

06-170 岡　敬郎 一級建築士 創建設計事務所 一級 760-0066 高松市 福岡町1-7-6 087-822-3280 087-851-1688 建築設計事務所

11-076 佐野　隆一 一級建築士 株式会社　相互設計工務 一級 761-0113 高松市 屋島西町1402-1 087-841―2381 087-844-3744 一級建築士事務所　　建設業　　不動産業

11-280 篠崎　博見 一級建築士 ダイキ　株式会社 一級 761-0443 高松市 川島東町504 087-848-5660 087-848-6456 一級建築士事務所・建設業

14-154 清水　満 一級建築士 ㈱大京穴吹建設 760-0071 高松市 藤塚町1-11-22 087-835-7291 087-835-7299 建設業

15-141 松田　忠 二級建築士 ㈱大京穴吹建設 760-0071 高松市 藤塚町1丁目11-22 080-6382-0094 087-835-7299

18-133 真砂　純一 一級建築士 大賢企画設計 一級 760-0080 高松市 木太町2716-8 087-833-3198 087-833-3196 一級建築士事務所

13-086 真鍋　啓恵 二級建築士 泰祥建設有限会社 一級 761-8071 高松市 伏石町2042-17 087-866-8819 087-866-8869 一級建築士事務所　建設業

12-206 尾畠　建治 一級建築士 大成建設　株式会社　四国支店設計部 760-0019 高松市 サンポート2-1高松ｼﾝﾎﾞﾙﾀﾜｰ19階 087-825-3438 087-825-3447 建設業
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11-207 井上　雅仁 一級建築士 大成建設株式会社　四国支店 760-0019 高松市 サンポート2-1　高松シンボルタワー19階 087-825-3435 087-825-3447 建設業

18-310 西　武夫 一級建築士 太洋木材株式会社一級建築士事務所 一級 761-8031 高松市 郷東町796-47 087-882-1311 087-881-1974 一級建築士事務所　建設業

10-036 石井　学 一級建築士 ダイワハウス・リニュー株式会社　西日本支店　中四国営業所　香川駐在所 761-8071 高松市 伏石町2078-7 087-815-1381 087-867-1377 建設業

16-106 扇谷　玲子 一級建築士 大和ハウスリフォーム㈱香川営業所 761-0301 高松市 林町2529-1 087-815-1380 087-867-1377 建設業

16-172 中村　廣助 一級建築士 大和ハウスリフォーム㈱中四国支店香川営業所 761-0301 高松市 林町2529番地1 087-865-1380 087-867-1377 建設業

18-171 川口　智枝 二級建築士 大和ハウスリフォーム㈱中四国支店香川営業所 一級 761-0301 高松市 林町2529番地1 087-865-2317 087-865-2253 一級建築士事務所

18-172 岡　芳子 二級建築士 大和ハウスリフォーム㈱中四国支店香川営業所 一級 761-0301 高松市 林町2529番地1 087-865-2317 087-865-2253 一級建築士事務所

10-035 藤澤　佳弘 一級建築士 大和ハウスリフォーム㈱中四国支店香川営業所 一級 761-0301 高松市 林町2529番地1 087-865-2317 087-865-2253 建設業

12-119 池田　浩二 二級建築士 大和ハウスリフォーム㈱中四国支店香川営業所 一級 761-0301 高松市 林町2529番地1 087-865-2317 087-865-2253 一級建築士事務所

12-259 高木　智治 一級建築士 高木建築設計室 一級 761-0111 高松市 屋島東町476-1 087-841-9544 087-841-9544 一級建築士事務所

12-059 葛西　正弘 一級建築士 ㈱高岸工務店 一級 761-8053 高松市 西ハゼ町180番地 087-867-2121 087-866-9574 一級建築士事務所　建設業　不動産業

12-060 富田　勲 一級建築士 ㈱高岸工務店 一級 761-8053 高松市 西ハゼ町180番地 087-867-2121 087-866-9574 一級建築士事務所　建設業　不動産業

19-034 高岸　雄三 一級建築士 ㈱高岸工務店 一級 761-8053 高松市 西ハゼ町180番地 087-867-2121 087-866-9574 一級建築士事務所　建設業　不動産業

16-185 髙砂　正元 木造建築士 有限会社　タカサゴ建築 761-0130 高松市 庵治町1806-3 087-871-5003 087-871-5003 建設業

19-204 高砂　清一 一級建築士 高砂設計事務所 一級 761-0130 高松市 庵治町735番地3 087-871-5558 087-871-5553 一級建築士事務所

10-038 藤井　一美 一級建築士 株式会社　タカネ設計 一級 761-8052 高松市 松並町968-5 087-866-3211 087-866-8345 一級建築士事務所

07-132 山上　紀麿 一級建築士 ㈱タカネ設計 一級 761-8052 高松市 松並町968-5 087-866-3211 087-866-8345 建築士事務所

15-069 尾野　智紀 二級建築士 ㈱タカネ設計 一級 761-8052 高松市 松並町968-5 087-866-3211 087-866-8345 一級建築士事務所

11-092 高橋　淳子 二級建築士 株式会社　高橋建設興業 一級 761-0312 高松市 東山崎町270番地 087-847-8590 087-847-4087 一級建築士事務所　　建設業

06-064 髙﨑　康弘 髙崎建築 761-1701 高松市 香川町大野2068-32 087-885-3517 087-885-3517 建設業

16-099 中条　和豊 一級建築士 ㈱高松ハウジング 一級 761-8056 高松市 上天神町419-4 087-869-1437 087-868-3270 一級建築士事務所　建設業

17-078 清水　雄司 二級建築士 株式会社高松アセットビルディング高松リフォームプラザ 761-8083 高松市 三名町739-9 087-802-5599 087-802-5595 建設業　不動産業

18-156 山下　剛史 二級建築士 有限会社高松相互住宅 761-8072 高松市 三条町31-7 087-865-3535 087-865-3535 建設業 不動産業

08-032 古川　義之 二級建築士 ㈲匠建築設計事務所 761-1706 高松市 香川町川東上1819-1 087-815-8808 087-815-8858 建築士事務所

12-299 近藤　雅之 株式会社　橘一吉工務店 一級 760-0072 高松市 花園町2-2-5 087-861-5470 087-861-7987 一級建築士事務所　建設業

16-033 橘　伸太郎 一級建築士 株式会社　橘一吉工務店 一級 760-0072 高松市 花園町2-2-5 087-861-5470 087-861-7987 一級建築士事務所　建設業

17-093 山根　遥 株式会社　橘一吉工務店 一級 760-0072 高松市 花園町2-2-5 087-861-5470 087-861-7987 一級建築士事務所　建設業

11-193 田中　俊春 一級建築士 有限会社　田中建設 一級 760-0080 高松市 高松市木太町４１８４ 087-867-1980 087-867-1994 一級建築士事務所

06-094 江本　和彦 二級建築士 建築工房ライズ　株式会社 二級 761-8075 高松市 多肥下町429-1 087-865-3559 087-816-8881 建設業

09-091 太田　光俊 二級建築士 谷口建設興業株式会社 761-0394 高松市 上林町473-1 087-889-3009 087-889-3560 建設業

11-137 大西　修市 二級建築士 谷口建設興業　株式会社 761-0394 高松市 上林町473番地1 087-889-3009 087-889-3560 建設業
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11-138 宮下　信也 一級建築士 谷口建設興業　株式会社 761-0394 高松市 上林町473番地1 087-889-3009 087-889-3560 建設業

09-092 山本　保隆 谷口建設興業株式会社 761-0394 高松市 上林町473-1 087-889-3009 087-889-3560 建設業

12-223 多田　博樹 二級建築士 谷口建築株式会社 二級 761-0433 高松市 十川西町786番地12 087-848-2121 087-848-2150 二級建築士事務所　建設業

12-222 中橋　昭二 二級建築士 谷口建築株式会社 二級 761-0433 高松市 十川西町786番地12 087-848-2121 087-848-2150 二級建築士事務所　建設業

12-084 岡田　浩二 二級建築士 株式会社　谷口工務店 一級 761-8046 高松市 川部町462-4 087-886-1356 087-886-1461 一級建築士事務所　建設業

09-087 中村　美則 一級建築士 株式会社谷口工務店 一級 761-8046 高松市 川部町462-4 087-886-1356 087-886-1461 一級建築士事務所・建設業

10-041 谷　信夫 二級建築士 谷建築 761-1402 高松市 香南町由佐401-1 087-879-3151 087-879-1381 建設業

14-137 谷　文男 一級建築士 有限会社谷建築設計事務所 760-0072 高松市 花園町1-9-4 087-862-0612 087-887-2793 建築士事務所

07-109 谷本　孝明 一級建築士 ㈲谷本建築設計事務所 一級 769-0103 高松市 国分寺町福家甲274-1 087-874-5320 087-874-7452 建築士事務所

16-093 玉木　幸一 一級建築士 玉木・西本建築設計事務所 一級 761-8044 高松市 円座町1463-2 087-886-6170 087-886-6648 一級建築士事務所

19-323 田村　博 一級建築士 田村設計室 一級 761-8055 高松市 紙町53 087-887-4280 087-889-7789 一級建築士事務所

11-008 野口　実 二級建築士 株式会社　Team匠家 761-1703 高松市 香川町浅野2193-63 087-889-6012 087-889-6043 建設業

07-069 馬場　茂 一級建築士 ㈱チェリーコンサルタント 一級 760-0073 高松市 栗林町3-7-23 087-834-5111 087-862-5095 建築士事務所

05-148 中條　晴夫 一級建築士 中條一級建築士事務所 一級 761-0445 高松市 西植田町3352-1 087-849-1534 087-849-1534 建設業

07-037 塚田　義照 一級建築士 ㈲ツカダ建築設計研究所 一級 761-8071 高松市 伏石町2110-8 087-866-5640 087-866-5640 建築士事務所

11-147 津下　和則 二級建築士 津下住宅　有限会社 761-0322 高松市 前田東町237-30 087-847-8971 087-847-8973 建設業

11-194 辻　卓男 木造建築士 辻商会 761-0121 高松市 牟礼町2377番地1 087-845-5132 087-845-5132 建設業

15-083 常包　隆志 二級建築士 常包建設 二級 761-8047 高松市 岡本町147-51 087-885-3245 987-885-4178 二級建築士事務所　建設業

11-211 山下　強 一級建築士 強建築事務所 一級 761-0113 高松市 屋島西町678-2ｻﾝﾋﾙｽﾞB棟201号 087-887-4719 087-887-4719 一級建築士事務所

11-305 谷本　浩章 二級建築士 有限会社T・アクア工業 二級 769-0101 高松市 国分寺町新居3710-19 090-1174-4195 087-874-1922 二級建築士事務所・建設業

12-208 出井　陽 一級建築士 有限会社　出井建築設計事務所 一級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼2390-7 087-845-2565 087-845-2565 一級建築士事務所

15-122 出井　戰 一級建築士 ㈲出井建築設計事務所 一級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼2390-7 087-845-2565 087-845-2565 一級建築士事務所

12-117 松崎　努 二級建築士 デザインリゾート株式会社 二級 761-8073 高松市 太田下町2602番地3 S-Yﾋﾞﾙ 1E 087-813-7207 087-813-7208 二級建築士事務所　建設業

12-076 寺村　好記 一級建築士 株式会社寺村建設興業 一級 761-0111 高松市 屋島東町1136-1 087-843-1868 087-843-9790 一級建築士事務所　建設業

11-130 秋山  信夫 一級建築士 東海工業　株式会社 761-8081 高松市 成合町28 087-885-6006 087-885-6007 建設業

16-073 木村　善隆 二級建築士 東建工業 760-0066 高松市 福岡町2-14-27 087-821-1355 087-821-1386 建設業

18-177 藤堂　誠司 一級建築士 藤堂建築設計事務所 一級 761-0113 高松市 屋島西町2072-8 080-7023-2925 087-816-0628 建築士事務所（一級）

15-109 土岐　幸宣 一級建築士 ㈲土岐建築設計事務所 一級 760-0054 高松市 常磐町2丁目5-6 087-862-2005 087-862-2005 一級建築士事務所

15-110 土岐　明菜 一級建築士 ㈲土岐建築設計事務所 一級 760-0054 高松市 常磐町2丁目5-6 087-862-2005 087-862-2005 一級建築士事務所

07-039 井上　喬 一級建築士 ドコモエンジニアリング四国一級建築士事務所 一級 760-0018 高松市 天神前9-12 087-832-2280 087-832-2209 建築士事務所

06-018 三宅　忠紀 一級建築士 ㈲都市企画設計 一級 760-0063 高松市 多賀町3-5-13 087-833-8511 087-833-8281 建築設計事務所
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08-085 富岡　学 一級建築士 ㈲富岡建築研究所 一級 760-0018 高松市 天神前3-1 087-831-1266 087-833-4290 建築士事務所

07-006 細川　洋一 二級建築士 ㈱富田工務店 一級 760-0008 高松市 中野町3-23 087-833-6767 087-831-3553 建設業

14-030 木村　飛鳥 一級建築士 株式会社　富田工務店 一級 760-0008 高松市 中野町3-23 087-833-6767 087-831-3553 一級建築士事務所　建設業

12-005 山本　治 一級建築士 株式会社　富田工務店 760-0008 高松市 中野町3番23号 087-833-6767 087-831-3553 建設業

15-066 冨田　妃登志 一級建築士 冨田妃登志建築地域研究所 一級 760-0018 高松市 天神前5-35　中央第一ﾋﾞﾙ6F 087-837-2333 087-837-2332 一級建築士事務所

18-124 冨森　正弘 二級建築士 冨森建築士事務所 二級 761-8076 高松市 多肥上町212-3 087-889-2582 087-889-2582 二級建築士事務所　建設業

12-051 青木　忍 二級建築士 どんぐり工房あおき 二級 761-8032 高松市 鶴市町666-46 087-881-8368 087-881-8369 二級建築士事務所　建設業

18-197 中尾　臣裕 中尾建窓 761-8041 高松市 檀紙町1729-2　グラスランドレジデンスA201 090-5913-3962 建設業

08-070 井上　由紀 一級建築士 長尾建築設計事務所 760-0002 高松市 茜町19-6 087-833-0412 087-833-0413 建築士事務所

14-130 長尾　和夫 一級建築士 長尾建築設計事務所 一級 760-0002 高松市 茜町19番6 ACT2ﾋﾞﾙ2F 087-833-0412 087-833-0413 一級建築士事務所･設備設計事務所

16-108 長尾　成彬 二級建築士 長尾工務店（長尾二級建築士事務所　長尾成彬） 二級 760-0079 高松市 松縄町1042-13 087-867-4458 087-867-4463 二級建築士事務所

17-054 長尾　賢 一級建築士 長尾賢建築設計事務所 一級 761-0312 高松市 東山崎町215-2　1.st 2F 090-8282-3647 087-887-1297 一級建築士事務所

09-001 中村　哲 一級建築士 ＮＡＫＡ建築設計事務所 一級 760-0055 高松市 観光通2-7-17 087-836-9110 087-836-9110 一級建築士事務所

15-154 長田　慶太 一級建築士 長田慶太建築要素 一級 760-0009 高松市 峰山町1838-65 087-834-3489 087-834-3489 一級建築士事務所

06-127 植条　秀樹 一級建築士 ㈱中塚工業 一級 761-8071 高松市 伏石町1299-11 087-866-5565 087-867-4970 建設業

11-030 中塚　康裕 一級建築士 株式会社　中塚工業 761-8071 高松市 伏石町1299-11 087-866-5565 087-867-4970 建設業

06-070 阿部　三郎 一級建築士 中庭住宅株式会社 一級 760-0080 高松市 木太町8区3839-7 087-867-4128 087-869-4848 一級建築士事務所　建設業

06-096 田井　照仁 中庭住宅株式会社 一級 760-0080 高松市 木太町8区3839-7 087-867-6767 087-869-4646 一級建築士事務所　建設業

06-072 矢藤　昇 一級建築士 タマホーム株式会社　高松支店 一級 761-8058 高松市 勅使町1112-1 087-814-9622 087-814-9623 建設業

16-123 野村　由美子 一級建築士 中庭住宅株式会社 760-0080 高松市 木太町8区3839-7 087-867-6767 087-869-4848 建設業

16-101 中庭　和博 二級建築士 中庭リフォーム㈱ 761-0303 高松市 六条町1391-6 087-813-6666 087-813-9939 建設業

08-004 中美　國廣 一級建築士 761-8011 高松市 香西北町30-6 087-882-3444 087-882-3444

05-097 中村　賢治 一級建築士 ㈲中村建築設計事務所 一級 760-0018 高松市 天神前11-1 087-831-6302 087-834-6341 建築設計事務所

13-049 河野　孝二 一級建築士 有限会社　中村建築設計事務所 一級 760-0018 高松市 天神前11-1 087-831-6302 087-834-6341 一級建築士事務所

13-050 中村　一之 一級建築士 有限会社　中村建築設計事務所 一級 760-0018 高松市 天神前11-1 087-831-6302 087-834-6341 一級建築士事務所

16-047 塚本　修 二級建築士 ㈱ナカヤマ高松支店 761-8012 高松市 香西本町106－3 087-832-8530 087-832-8530 建設業

11-323 浪尾　勝彦 二級建築士 浪尾工務店 761-1406 高松市 香南町西庄2180-1 087-879-2379 087-879-1254 建設業

13-024 松川　直弘 一級建築士 南海建設株式会社　一級建築士事務所　 一級 761-8032 高松市 鶴市町2053-8 087-882-2251 087-882-2775 一級建築士事務所　建設業

11-191 南條　弘忠 一級建築士 株式会社　南條建築 一級 760-0077 高松市 上福岡町1200 087-831-4894 087-831-3894 一級建築士事務所・建設業

06-093 山本　誠 二級建築士 ㈲西春日建設 二級 761-8051 高松市 西春日町1499-4 087-867-1708 087-867-1708 建設業

12-202 西川　泰博 一級建築士 西川設計事務所 一級 761-1405 高松市 香南町池内343-7 087-879-6140 087-879-6140 一級建築士事務所
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11-284 西村　誠 西村建設 761-8033 高松市 飯田町1121-20 090-8978-5121 087-821-6761 建設業

06-097 井上　龍生 一級建築士 ㈱日栄建設 一級 760-0008 高松市 中野町6-15 087-861-5880 087-861-5885 建設業

11-039 田村　恵介 一級建築士 株式会社　日栄建設 一級 761-0008 高松市 中野町6-15 087-861-5880 087-861-5885 一級建築士事務所

11-038 広瀬　英治 一級建築士 株式会社　日栄建設 一級 761-0008 高松市 中野町6-15 087-861-5880 087-861-5885 一級建築士事務所

11-035 松浦　利尚 二級建築士 株式会社　日栄建設 一級 761-0008 高松市 中野町6-15 087-861-5880 087-861-5885 一級建築士事務所

11-034 宮本　清一 二級建築士 株式会社　日栄建設 一級 761-0008 高松市 中野町6-15 087-861-5880 087-861-5885 一級建築士事務所

06-076 村尾　浩幸 ㈱日栄建設 一級 760-0008 高松市 中野町6-15 087-861-5880 087-861-5885 建設業

14-205 安本  和正 一級建築士 株式会社日栄建設 一級 760-0008 高松市 中野町6-15 087-861-5880 087-861-5885 一級建築士事務所

11-036 山﨑　光代 二級建築士 株式会社　日栄建設 一級 761-0008 高松市 中野町6-15 087-861-5880 087-861-5885 一級建築士事務所

12-091 浦部　雅子 二級建築士 株式会社　日進堂 761-8071 高松市 伏石町2037番地18 087-866-6100 087-866-6139 建設業

12-092 岡崎　恵莉 二級建築士 株式会社　日進堂 761-8071 高松市 伏石町2037番地18 087-866-6100 087-866-6139 建設業

14-146 岡田　健作 二級建築士 株式会社　日進堂 一級 761-8071 高松市 伏石町2037-18 087-866-6100 087-866-6139 一級建築士事務所

14-149 川口　貴紀 二級建築士 株式会社　日進堂 一級 761-8071 高松市 伏石町2037番地18 087-866-6100 087-866-6139 一級建築士事務所・建設業

14-145 酒井　一貴 二級建築士 株式会社　日進堂 一級 761-8071 高松市 伏石町2037-18 087-866-6100 087-866-6139 一級建築士事務所

14-147 鈴木　貴大 株式会社　日進堂 761-8071 高松市 伏石町2037番地18 087-866-6100 087-866-6139 建設業

12-090 松永　信一郎 一級建築士 株式会社　日進堂 761-8071 高松市 伏石町2037番地18 087-866-6100 087-866-6139 建設業

12-093 三宅　貴之 二級建築士 株式会社　日進堂 761-8071 高松市 伏石町2037番地18 087-866-6100 087-866-6139 建設業

12-094 宮地　理江 二級建築士 株式会社　日進堂 761-8071 高松市 伏石町2037番地18 087-866-6100 087-866-6139 建設業

12-098 山田　真美 二級建築士 株式会社　日進堂 761-8071 高松市 伏石町2037番地18 087-866-6100 087-866-6139 建設業

16-138 小林　智恒 二級建築士 ㈱日本ハウスHD　高松営業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2128-5　丸忠第一ビル 087-876-9600 087-867-6999 一級建築士事務所　建設業

06-021 河西　宏樹 一級建築士 ㈲ニレの樹建築 一級 761-8041 高松市 檀紙町118 087-885-1346 087-885-1346 建設業

17-065 川田　宣久 一級建築士 ネクストウッド 一級 761-1705 高松市 香川町川東下39-1 087-879-2448 087-879-3138 一級建築士事務所　建設業

16-144 野村　正人 一級建築士 ㈲野村正人建築研究所 一級 761-0301 高松市 林町385-15 087-814-6650 087-814-6651 一級建築士事務所

19-215 林　泰博 一級建築士 パインコーポレーション株式会社 一級 761-0444 高松市 池田町1026-1　 087-880-7222 087-880-7223 建築士事務所（一級）、建設業

19-321 田口　晃穂 パインコーポレーション株式会社 一級 761-0444 高松市 池田町1026-1　 087-880-7222 087-880-7223 建築士事務所（一級）、建設業

15-078 渡邊　敬造 二級建築士 ㈲ハウジングサービス 二級 761-0102 高松市 新田町甲1905-2 087-841-0155 087-841-0602 二級建築士事務所　建設業

14-156 松村　絵美 二級建築士 株式会社　ハウスインハウス 761-8078 高松市 仏生山町甲75-5 087-899-5171 087-899-5172 建設業

14-005 鹿庭　洋介 二級建築士 株式会社　ハウスプロジェクト 二級 760-0079 高松市 松縄町1019-22 087-802-9060 087-802-9070 二級建築士事務所　建設業

10-097 冨江　浩一 有限会社蓮井興業 一級 761-0322 高松市 前田東町44-5 087-847-6301 087-847-9892 建設業

13-048 篠原　博睦 二級建築士 有限会社蓮井興業 二級 761-0322 高松市 前田東町44番地5 087-847-6301 087-847-9892 二級建築士事務所　建設業

08-058 早谷川　悟 一級建築士 ㈲早谷川建築設計事務所 一級 760-0073 高松市 栗林町2-8-1 087-831-2934 087-831-2965 建築士事務所
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05-016 早谷川　渡 一級建築士 ㈲早谷川建築設計事務所 一級 760-0073 高松市 栗林町2-8-1 087-831-2934 087-831-2965 建築設計事務所

16-143 畑　雄介 二級建築士 ㈱ハタ 二級 761-0450 高松市 三谷町1089-5 087-888-0163 087-888-0143 二級建築士事務所

16-110 塩田　英範 二級建築士 passive design house MiRaie 二級 761-8076 高松市 多肥上町2394-5 087-880-2655 087-880-3566 二級建築士事務所

17-125 中谷　幹夫 一級建築士 パナソニックESテクノストラクチャ－(株) 761-0113 高松市 屋島西町字百石1960 087-843-7336 087-841-3862 その他

16-054 山本　真之 二級建築士 パナソニックリフォーム㈱西部支社東中四国営業部香川営業所 二級 761-8071 高松市 伏石町2150－8 087-815-1590 087-868-3590 二級建築士事務所　建設業

16-016 新田　義博 一級建築士 パナソニックリフォーム㈱西部支社東中四国営業部香川営業所 二級 761-8071 高松市 伏石町2150－8 087-815-1590 087-868-3590 二級建築士事務所　建設業

11-122 馬場　健司 一級建築士 株式会社　馬場建設 761-8052 高松市 松並町750番地2 087-865-5040 087-865-5121 建設業

17-099 濱川　敏夫 一級建築士 濱川建築設計事務所 一級 760-0080 高松市 木太町1855-6 087-861-4910 087-861-4910 一級建築士事務所

15-121 坂東　誠治 二級建築士 ㈱坂東建築 二級 761-0442 高松市 川島本町834番地2 087-848-1096 087-848-0907 二級建築士事務所　建設業

12-053 蘆田　行宏 一級建築士 東日本ハウス株式会社　高松営業所 一級 761-8071 高松市 伏石町2128-5　丸忠第一ビル 087-867-9600 087-867-6999 一級建築士事務所

11-208 東原　正則 一級建築士 有限会社　東原工務店一級建築士事務所 一級 761-8074 高松市 太田上町1038-1 087-867-2656 087-867-0571 一級建築士事務所

06-048 久本　保夫 二級建築士 久本　保夫 761-0444 高松市 池田町1348-2 087-848-0188 087-848-0188 建設業

05-103 高橋　繁二 一級建築士 ㈲ビス計画 一級 760-0011 高松市 浜ノ町66-2-214 087-851-4308 087-826-3884 建築設計事務所

13-006 北谷　和宏 一級建築士 有限会社　桧建設 一級 761-8023 高松市 鬼無町佐藤574番地5 087-882-8214 087-881-6005 一級建築士事務所

16-020 滝　龍馬 一級建築士 ビヨンド　デザイン　オフィス 一級 761-0122 高松市 牟礼町大町103-2 080-4034-2370 一級建築士事務所

06-078 平井　武義 二級建築士 ㈲平井建設 二級 761-8025 高松市 鬼無町山口603 087-882-0892 087-882-2838 建設業

11-313 平野　祐一 一級建築士 平野地域計画 一級 761-0101 高松市 春日町1477-11 087-841-0729 087-841-0734 一級建築士事務所

12-217 太田　裕之 一級建築士 hiro建築設計工房 一級 761-0102 高松市 新田町甲572-2 087-843-3346 087-841-1260 一級建築士事務所

07-096 廣瀬　康人 一級建築士 株式会社広瀬建設一級建築士事務所 一級 761-8072 高松市 三条町92-6 087-865-6907 087-865-6000 建設業

15-074 廣田　和正 一級建築士 廣田建築事務所 一級 761-0111 高松市 屋島東町456-16 087-843-2201 087-843-2201 一級建築士事務所

12-250 大西　将斗 二級建築士 有限会社　ヒロデザインオフィス 761-8011 高松市 香西北町326-11 087-882-4005 087-881-7377 建設業

06-148 山地　美保 二級建築士 ㈱ファミリーホーム 二級 761-8085 高松市 寺井町1024-2 087-813-7702 087-813-7746 不動産業

11-183 山田　一雄 一級建築士 フォーアール株式会社 一級 761-0303 高松市 六条町432-5 087-840-3366 087-840-3372 一級建築士事務所・建設業

12-046 新谷　勲 二級建築士 株式会社　福島工務所 760-0066 高松市 福岡町四丁目20番19号 087-851-6481 087-851-7021 建設業

07-009 福島　秀孝 二級建築士 ㈱福島工務所 一級 760-0066 高松市 福岡町4-9-6 087-851-6481 087-851-7021 建設業

11-174 福島　智巳 二級建築士 株式会社　福島工務所 760-0066 高松市 福岡町4-9-6 087-851-6481 087-851-7021 建設業

14-087 福島　秀孝 二級建築士 株式会社　福島工務所 二級 760-0066 高松市 福岡町4-20-19 087-851-6481 087-851-7021 ニ級建築士事務所　建設業

12-047 溝渕　章仁 二級建築士 株式会社　福島工務所 760-0066 高松市 福岡町四丁目20番19号 087-851-6481 087-851-7021 建設業

11-175 山崎　伊津子 二級建築士 株式会社　福島工務所 760-0066 高松市 福岡町4-9-6 087-851-6481 087-851-7021 建設業

11-275 福田　末広 二級建築士 福田建築設計事務所 二級 760-0066 高松市 福岡町2丁目26-16 087-821-6761 087-821-6761 二級建築士事務所

18-084 藤川　五郎 一級建築士 藤川設計事務所 一級 761-0311 高松市 元山町704-3 087-868-3690 087-868-2606 一級建築士事務所
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09-040 石川　充 株式会社藤木工務店四国支店 760-0077 高松市 上福岡町778-1 087-837-7272 087-837-7295 建設業

09-038 井原　英明 一級建築士 株式会社藤木工務店四国支店 760-0077 高松市 上福岡町778-1 087-837-7272 087-837-7295 建設業

17-089 岸本　秋里 一級建築士 株式会社藤木工務店四国支店 760-0077 高松市 上福岡町778-1 087-837-7272 087-837-7294 建設業

09-036 清時　康之 一級建築士 株式会社藤木工務店四国支店 760-0077 高松市 上福岡町778-1 087-837-7272 087-837-7295 建設業

09-008 藤川　直樹 一級建築士 株式会社藤木工務店四国支店 760-0077 高松市 上福岡町778-1 087-837-7272 087-837-7295 建設業

09-035 松原　廣 一級建築士 株式会社藤木工務店四国支店 760-0077 高松市 上福岡町778-1 087-837-7272 087-837-7295 建設業

14-015 藤澤　宏次 二級建築士 有限会社　藤沢建築鉄工 一級 761-1701 高松市 香川町大野1741 087-886-1898 087-886-9101 一級建築士事務所　建設業

08-057 片山　範幸 二級建築士 ㈱フジサワ工務店 760-0071 高松市 藤塚町2-9-1 087-833-1800 087-833-1812 建設業

08-001 藤川　和伸 一級建築士 ㈱フジテックラボ 769-0104 高松市 国分寺町新名470-4 087-874-3218 087-874-8885 建築士事務所

16-002 吉田　敏男 二級建築士 ㈱富士店舗管理 760-0061 高松市 築地町13-7 087-834-2244 087-834-2279 不動産業

13-062 藤野　譲二 一級建築士 藤野建設株式会社 一級 761-0101 高松市 春日町1572-38 087-843-6600 087-843-6646 一級建築士事務所

11-141 藤本　洋行 二級建築士 有限会社　フジモトスチール 760-0066 高松市 福岡町3-17-9 087-821-3768 - 建設業

11-142 藤本　光春 二級建築士 有限会社　フジモトスチール 760-0066 高松市 福岡町3-17-9 087-821-3768 - 建設業

11-322 小林　輝彦 二級建築士 扶桑建材工業㈱ 二級 761-8031 高松市 郷東町216 087-882-5711 087-881-1997 二級建築士事務所・建設業

15-173 須崎　徹 二級建築士 扶桑建材工業㈱ 二級 761-8031 高松市 郷東町216 087-882-5711 087-881-1997 二級建築士事務所　建設業

11-320 辻井　憲治 二級建築士 扶桑建材工業㈱ 二級 761-8031 高松市 郷東町216 087-882-5711 087-881-1997 二級建築士事務所・建設業

15-170 眞鍋　逸美 二級建築士 扶桑建材工業㈱ 二級 761-8031 高松市 郷東町216 087-832-9023 087-832-9033 二級建築士事務所　建設業

15-162 赤松　昭信 一級建築士 双葉興業㈱ 760-0063 高松市 多賀町2丁目5番8号 087-862-5859 087-861-1418 建設業

12-104 池田　哲 一級建築士 有限会社　プラム設計 一級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼2335番地 087-818-9201 087-818-9202 一級建築士事務所

18-166 杉本　三枝 一級建築士 プランニングオフィスMIE 761-8023 高松市 鬼無町佐藤211-1 087-887-0894 087-882--1883 建築士事務所

17-129 髙橋　厚 二級建築士 株式会社　plane(ﾌﾟﾚｲﾝ) 761-0322 高松市 前田東町679-11 087-847-6422 087-813-1842 建設業

11-021 阿南　英寿 二級建築士 有限会社　プロデュース・イチマルイチ 二級 761-0130 高松市 庵治町5527-14 087-871-6355 087-871-6356 二級建築士事務所

12-211 丸尾　一幸 一級建築士 Proposer株式会社A-tech建築事務所 一級 760-0078 高松市 今里町2-14-6 087-816-5331 087-876-5222 一級建築士事務所

05-147 西川　良二 二級建築士 ㈱別枝組 一級 760-0014 高松市 昭和町1-11-7 087-861-2844 087-861-2849 建設業

05-146 別枝　繁 一級建築士 ㈱別枝組 一級 760-0014 高松市 昭和町1-11-7 087-861-2844 087-861-2849 建設業

17-066 吉田　晃 二級建築士 株式会社　槙野ハウジング 二級 760-0080 高松市 木太町1609 087-835-5509 087-833-1815 二級建築士事務所

17-067 赤松　史 二級建築士 株式会社　槙野ハウジング 二級 760-0080 高松市 木太町1609 087-835-5509 087-833-1815 二級建築士事務所

08-062 正木　孝英 一級建築士 マサキ一級建築士事務所 一級 761-8021 高松市 鬼無町是竹81-18 087-842-7577 087-842-7576 建築士事務所

11-093 増田　佳一 二級建築士 増田建築 761-8054 高松市 東ハゼ町919番地 087-865-1548 087-865-1548 建設業

12-210 大川　賢彦 一級建築士 株式会社　松イエミール一級建築士事務所 一級 760-0020 高松市 錦町二丁目9番40号 087-811-2091 087-811-2088 一級建築士事務所

16-150 松井　浩二 一級建築士 松井工務店 769-0102 高松市 国分寺町国分1164-6 087-874-0727 087-874-0899 建設業
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19-116 森　進 二級建築士 株式会社　松崎工務店 一級 760-0003 高松市 西町16-16 087-861-0421 087-862-8365 一級建築士事務所　建設業　不動産業

18-162 森　雅子 一級建築士 株式会社　松崎工務店 一級 760-0003 高松市 西町16-16 087-861-0421 087-862-8365 一級建築士事務所　建設業　不動産業

07-075 松下　知憲 一級建築士 ㈲松下工務店 一級 761-8058 高松市 勅使町1166 087-865-4679 087-868-0140 建設業

11-159 松野　直行 一級建築士 有限会社　マツノ 761-8076 高松市 多肥上町2334 087-889-1428 087-889-1428 建設業

11-158 松野　秀樹 一級建築士 有限会社　マツノ 761-8076 高松市 多肥上町2334 087-889-1428 087-889-1428 建設業

17-058 松野　誠寛 木造建築士 松野不動産　株式会社 761-8507 高松市 出作町383-2 087-888-0011 087-888-0022 木造建築士事務所　不動産業

14-167 川村　和史 二級建築士 株式会社MaMa`sﾘﾌｫｰﾑ 761-0313 高松市 下田井町573-1 087-887-8720 087-887-6337 建設業

12-061 石井　浩二 二級建築士 丸石建築 761-8076 高松市 多肥上町1903 087-889-2327 087-887-5029 建設業

12-100 川田　勝久 一級建築士 マルカワホーム株式会社 一級 761-1705 高松市 香川町川東下39-5 087-879-8204 087-816-2208 一級建築士事務所

10-047 藤本　雅史 木造建築士 株式会社　丸島ハウジングサービス 769-0101 高松市 国分寺町新居563-2 087-875-0637 087-875-0671 建設業

16-001 三宅　規之 二級建築士 ㈱丸島ハウジングサービス 769-0101 高松市 国分寺町新居563-2 087-875-0637 087-875-0671 その他（水道設備）

11-108 三宅　邦彦 二級建築士 有限会社　三宅工務店 二級 761-8042 高松市 御厩町484-3 087-885-1892 087-885-2974 二級建築士事務所　　建設業

11-107 三宅　亮司 二級建築士 有限会社　三宅工務店 二級 761-8042 高松市 御厩町484-3 087-885-1892 087-885-2974 二級建築士事務所　　建設業

05-101 三木　雅愛 一級建築士 ㈱三木建築設計事務所 一級 760-0078 高松市 今里町1-31-5 087-835-0488 087-835-0095 建築設計事務所

12-101 平田　良三 二級建築士 岬産業 761-0301 高松市 林町2217-15香川産業頭脳化ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ305 087-887-5722 087-887-5723 その他

12-102 森　正一 一級建築士 ミサワホームイング四国株式会社 一級 761-0301 高松市 林町2217-50 087-868-4719 087-868-3130 一級建築士事務所

07-125 岡　宏行 一級建築士 ㈲三島建築設計事務所 一級 761-8052 高松市 松並町935-5 087-865-2601 087-865-4931 建築士事務所

12-055 野々井　章雄 二級建築士 有限会社　三島建築設計事務所 一級 761-8052 高松市 松並町935-5 087-865-2601 087-865-4931 一級建築士事務所

12-037 三島　英敬 二級建築士 三島建築設計事務所 一級 761-8052 高松市 松並町935番地5 087-865-2601 087-865-4931 一級建築士事務所

12-079 山本　大輔 二級建築士 有限会社　三島建築設計事務所 一級 761-8052 高松市 松並町935-5 087-865-2601 087-865-4931 一級建築士事務所

07-130 三好　保 一級建築士 ㈲三高建築事務所 一級 760-0029 高松市 丸亀町14-1 087-822-3568 087-822-3579 建築士事務所

12-057 道井　敏明 一級建築士 道井一級建築士設計事務所 一級 760-0013 高松市 扇町1丁目16-10 087-822-5369 087-822-5369 一級建築士事務所

17-011 三好　孝典 一級建築士 株式会社　三登建設 一級 760-0080 高松市 木太町5055-7 087-866-4880 087-867-9566 一級建築士事務所　建設業

19-316 長町　佳祐 株式会社　三登建設 一級 760-0080 高松市 木太町5055-7 087-866-4880 087-867-9566 一級建築士事務所　建設業

11-277 美野　敏勝 二級建築士 有限会社　美野建設 761-0301 高松市 林町1462番地8 087-867-0947 087-867-0966 建設業

11-023 三原　英史 一級建築士 三原英史建築設計事務所 一級 760-0020 高松市 錦町1丁目8番20号 090-4787-5148 087-821-6402 一級建築士事務所

07-046 宮本　廣美 一級建築士 宮本建築事務所 一級 760-0068 高松市 松島町3-19-36 087-834-4346 087-834-4346 建築士事務所

11-019 宮本　博教 一級建築士 宮本建築 一級 761-8071 高松市 伏石町987-8 087-815-3039 087-815-3039 一級建築士事務所

16-089 宮脇　賢弘 一級建築士 宮脇建築設計事務所 一級 761-8033 高松市 飯田町385-1 087-882-0370 087-882-0498 一級建築士事務所

16-136 中村　耕太郎 二級建築士 みんなの工務店 761-8014 高松市 香西南町375-1 087-881-5344 087-881-5344 建設業

05-139 向井　盛泰 一級建築士 向井一級建築設計事務所 一級 761-8033 高松市 飯田町526-1 087-882-1919 087-882-1996 建築設計事務所
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12-023 向井　一晃 二級建築士 有限会社　向井建設 一級 761-8033 高松市 飯田町400番地 087-881-2922 087-882-6873 一級建築士事務所　建設業　不動産業

11-243 秋友　初予 二級建築士 村井建設　株式会社 761-0101 高松市 春日町1739 087-843-0011 087-844-1700 建設業

12-140 岡鼻　隆司 二級建築士 村井建設株式会社 760-0101 高松市 春日町1739番地 087-843-0011 087-844-1700 建設業

11-060 川東　薫 一級建築士 村井建設　株式会社 761-0101 高松市 春日町1739 087-843-0011 087-844-1700 建設業

12-151 竹森　翔子 二級建築士 村井建設株式会社 761-0101 高松市 春日町1739番地 087-843-0011 087-844-1700 建設業

12-139 多田　健一郎 二級建築士 村井建設株式会社 760-0101 高松市 春日町1739番地 087-843-0011 087-844-1700 建設業

14-008 岡橋　涼 二級建築士 有限会社　村尾工務店 761-8085 高松市 寺井町196-2 087-885-1619 087-885-7688 建設業

14-007 村尾　良一 二級建築士 有限会社　村尾工務店 761-8085 高松市 寺井町196-2 087-885-1619 087-885-7688 建設業

18-167 村尾　弘 一級建築士 有限会社　村尾工務店 761-8085 高松市 寺井町196-2 087-885-1619 087-885-7688 建設業

12-154 大野　城司 一級建築士 有限会社　メイゾン岩沢 760-0066 高松市 福岡町4丁目7-5 087-851-8060 087-851-9060 建設業

15-135 谷　宏昭 二級建築士 森勝一建築事務所 一級 高松市 鹿角町88-5 087-867-8000 087-867-8005 一級建築士事務所

18-121 森上　友紀 一級建築士 有限会社　森上工務店 一級 761-8041 高松市 檀紙町1551-7 087-885-5858 087-885-5678 一級建築士事務所・建設業

19-314 森田　利博 一級建築士 森田建築設計事務所 一級 761-0113 高松市 屋島西町1874-9 087-841-7864 087-841-7864 一級建築士事務所

06-098 浜崎　健一 二級建築士 ㈲森勝一建築事務所 一級 761-8082 高松市 鹿角町88-5 087-867-8000 087-867-8005 建築設計事務所

06-082 森　勝一 一級建築士 ㈲森勝一建築事務所 一級 761-8082 高松市 鹿角町88-5 087-867-8000 087-867-8005 建築設計事務所

18-107 森本　英樹 一級建築士 森本英樹建築設計事務所 一級 761-8023 高松市 鬼無町佐藤80-2 087-887-1664 087-887-1664 一級建築士事務所

06-143 山﨑　裕通 一級建築士 山崎建設㈲ 一級 760-0077 高松市 上福岡町908-14 087-861-6516 087-861-6516 建設業

05-034 矢野　和伸 ㈲矢野建設 二級 761-8058 高松市 勅使町54-3 087-865-5105 087-867-4396 建築設計事務所

11-025 宮内　好一 二級建築士 株式会社　籔内建設 761-0113 高松市 屋島西町1932-9 087-843-2233 087-843-5078 建設業

08-063 籔内　清二 一級建築士 ㈱籔内建設 761-0113 高松市 屋島西町1932-9 087-843-2233 087-843-5078 建設業

05-085 籔内　雄二 一級建築士 ㈱籔内建設一級建築士事務所 一級 761-0113 高松市 屋島西町1932-9 087-843-2233 087-843-5078 建設業

08-055 山川　浩 一級建築士 ヤマカワ設計事務所 一級 761-8077 高松市 出作町491-7 087-888-2479 087-888-2479 建築士事務所

16-094 山崎　裕通 一級建築士 山崎建設㈲ 一級 760-0077 高松市 上福岡町908-14 087-861-6516 087-861-6516 一級建築士事務所

09-053 山田　士郎 一級建築士 山田組建設株式会社 760-0061 高松市 築地町9-13 087-851-4747 087-823-0850 建設業

05-126 山田　浩樹 一級建築士 山田建築 761-0121 高松市 牟礼町3114-8 087-845-1886 087-845-7022 建設業

17-112 古谷　智和 一級建築士 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム 一級 761-8056 高松市 上天神町529-5 087-867-3201 087-867-3256 一級建築士事務所

17-114 岸川　好昭 二級建築士 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム 一級 761-8056 高松市 上天神町529-5 087-867-3201 087-867-3256 一級建築士事務所

16-102 山下　博文 二級建築士 山博建設 761-8076 高松市 多肥上町2354-2 087-888-3509 087-888-3510 建設業

16-103 山下　竜司 木造建築士 山博建設 761-8076 高松市 多肥上町2354-2 087-888-3509 087-888-3510 建設業

05-131 大﨑　健一 二級建築士 ㈱山本清工務店 761-0113 高松市 屋島西町1070 087-841-9080 087-841-5008 建設業

18-118 山本　清貴 一級建築士 山本建設株式会社 761-0102 高松市 新田町甲658番地 087-843-3135 087-843-3134 建設業
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18-128 山本　透 一級建築士 山本透設計室 一級 761-8033 高松市 飯田町468-1 087-882-1842 087-882-1862 一級建築士事務所

11-272 上原　正則 U環境建設　有限会社 761-8057 高松市 田村町533-1 087-867-8150 087-866-3545 建設業

13-026 川東　範昌 一級建築士 ユー設計室 一級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼2310-105 087-845-2004 087-845-2326 一級建築士事務所

15-049 中村　光宏 二級建築士 ㈱ユーテック 二級 761-0311 高松市 元山町943-1 087-815-1450 087-815-1451 二級建築士事務所　建設業　不動産業

16-035 植村　茂 二級建築士 ㈲ユービル企画 二級 761-8071 高松市 伏石町2141－18 087-868-3691 087-868-3695 二級建築士事務所　建設業　不動産業

10-111 麓　洋一郎 二級建築士 株式会社　ユメックス 二級 761-0450 高松市 三谷町1840-1 087-816-5750 087-815-5751 二級建築士事務所　　建設業

16-134 松本　芳雄 一級建築士 株式会社　ユメックス 761-0301 高松市 林町2537-10 087-814-3751 087-814-3851 建設業

07-122 山本　秀一 一級建築士 ヨコタニ建築事務所 一級 761-8072 高松市 三条町108-1柴田ビル内 087-865-8388 087-865-8399 建築士事務所

15-041 横谷　信隆 一級建築士 ヨコタニ建築事務所 一級 761-8072 高松市 三条町108-1 柴田ビル内 087-865-8388 087-865-8399 一級建築士事務所

13-081 吉岡　直樹 一級建築士 吉岡直樹建築設計事務所 一級 760-0008 高松市 中野町31-24 087-862-1151 087-862-1159 一級建築士事務所

05-134 吉田　明則 二級建築士 吉建住宅 二級 760-0013 高松市 扇町1-21-18 087-822-5334 建設業

06-010 吉田　健二 一級建築士 吉田建設㈱ 一級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼2109-3 087-845-1188 087-845-2258 建設業

17-006 市原　靖晃 二級建築士 吉田建設株式会社 一級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼2109-3 087-845-1188 087-845-2258 一級建築士事務所　建設業

15-130 吉田　和照 二級建築士 ㈲吉田建築 761-1705 高松市 香川町川東下1343 087-879-4102 087-879-4133 建設業

15-002 吉田　宜哲 一級建築士 吉田設計一級建築士事務所 一級 761-0122 高松市 牟礼町大町1928 090-4501-3331 087-813-9612 一級建築士事務所　建設業

09-027 米澤　みゆき 一級建築士 有限会社米沢建築設計事務所 一級 760-0011 高松市 浜ノ町60-25-306 087-822-6010 087-851-9269 一級建築士事務所

10-004 香川　政秋 一級建築士 有限会社　米沢建築設計事務所 一級 760-0011 高松市 浜ノ町60-25-306 087-822-6010 087-851-9269 一級建築士事務所

06-058 米澤　量 一級建築士 ㈲米沢建築設計事務所 一級 760-0011 高松市 浜ノ町60-25-306 087-822-6010 087-851-9269 一級建築士事務所

16-157 米澤　巧 一級建築士 有限会社米沢建築設計事務所 一級 760-0011 高松市 浜ノ町60-25-306 087-822-6010 087-851-9269 一級建築士事務所

14-121 宮本　佳寿子 二級建築士 有限会社米沢建築設計事務所 一級 760-011 高松市 浜ノ町60-25-306 087-822-6010 087-851-9269 一級建築士事務所

12-178 米田　鉄也 一級建築士 米田建築設計事務所 一級 761-8058 高松市 勅使町1390-2 087-865-3895 087-865-6686 一級建築士事務所

15-031 岸上　正 一級建築士 株式会社　四電技術コンサルタント 一級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼1007番地3 087-887-2300 087-887-2305 一級建築士事務所

16-053 柴岡　敦彦 二級建築士 リノフォーム 761-8057 高松市 田村町996番地ﾏﾝｼｮﾝ大塚 087-802-9365 087-802-9365 建設業

13-016 村上　聡 一級建築士 株式会社リフォームアナブキ 一級 760-0027 高松市 紺屋町3-6 087-851-0325 087-851-0365 一級建築士事務所

18-181 森口　裕司 二級建築士 株式会社　リフォームセンター三野 二級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼2101-2 087-845-2311 087-845-8333 二級建築士事務所　建設業　不動産業

18-180 三野　隆茂 二級建築士 株式会社　リフォームセンター三野 二級 761-0121 高松市 牟礼町牟礼2101-2 087-845-2311 087-845-8333 二級建築士事務所　建設業　不動産業

14-079 藤井　勝之 有限会社リブレフジイ 760-0044 高松市 御坊町4-15 ﾘﾌﾞﾚﾌｼﾞｲﾋﾞﾙ3Ｆ 087-821-6967 087-821-6967 建設業､不動産業

12-242 石井　隆司 二級建築士 リュウエイ建設　有限会社 761-1701 高松市 香川町大野2371-2 087-885-5673 087-885-5675 建設業

18-158 竹内　大顕 一級建築士 両備住宅株式会社 一級 761-8084 高松市 一宮町657-3 087-885-8800 087-886-0808 建築士事務所（一級）、建設業、不動産業

11-083 矢邉　孝一 二級建築士 株式会社　ルーミング 二級 761-0301 高松市 林町2543-1 087-869-2441 087-869-4441 建設業

18-141 川井　茂 株式会社　ルーミング 761-0301 高松市 林町2543-1 087-869-2441 087-869-4441 建設業
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18-142 森　孝司 株式会社　ルーミング 761-0301 高松市 林町2543-1 087-869-2441 087-869-4441 建設業

17-080 伊澤　幸治 二級建築士 株式会社ロータリーハウス 一級 761-8075 高松市 多肥下町1593番地9 087-815-3911 087-815-3913 一級建築士事務所

17-081 安江　郁代 二級建築士 株式会社ロータリーハウス 一級 761-8075 高松市 多肥下町1593番地9 087-815-3911 087-815-3913 一級建築士事務所　

17-082 十河　智恵 二級建築士 株式会社ロータリーハウス 一級 761-8075 高松市 多肥下町1593番地9 087-815-3911 087-815-3913 一級建築士事務所　

17-088 多田　直弘 二級建築士 株式会社ロータリーハウス 一級 761-8075 高松市 多肥下町1593番地9 087-815-3911 087-815-3913 一級建築士事務所　

13-012 石見　和弘 二級建築士 和光住宅2級建築士事務所 二級 760-0080 高松市 木太町638番地2 087-868-2685 087-815-3210 二級建築士事務所

18-131 山口　美芳 二級建築士 一般社団法人ワールド・インスペクション設計事務所 二級 760-0053 高松市 田町5-7　大住ビル101 087-813-3435 087-813-3440 二級建築士事務所

200316_更新_講習会受講技術者リスト(HP公開用).xlsx 高松市


