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07-070 馬場　昭次 一級建築士 アーキテクトSHO 一級 769-2104 さぬき市 鴨部6484-2 087-895-3981 087-895-3982 一級建築士事務所

12-305 安藝　陽介 二級建築士 安芸住設　株式会社 二級 769-2401 さぬき市 津田町津田1024 0879-42-2547 0879-42-5748 二級建築士事務所　建設業

19-124 植村　新 一級建築士 有限会社　植村建築設計室 一級 769-2101 さぬき市 志度1310-5 087-894-3987 087-894-3436 一級建築士事務所

10-059 植村　義隆 一級建築士 有限会社　植村建築設計室 一級 769-2101 さぬき市 志度1310-5 087-894-3987 087-894-3436 一級建築士事務所

17-068 岡谷　進 一級建築士 岡谷建築設計事務所 一級 769-2102 さぬき市 鴨庄2485番地 087-895-2137 087-895-2137 一級建築士事務所

13-099 山口　悦代 一級建築士 オリーブホームデザイン 一級 769-2101 さぬき市 志度418-17 070-5056-5702 一級建築士事務所

18-179 多田　安博 二級建築士 香川鉄工株式会社 二級 769-2102 さぬき市 鴨庄2156 087-895-0444 087-895-0443 建築士事務所（二級）・建設業

13-098 河添　亮三 一級建築士 河添建築事務所 一級 769-2301 さぬき市 長尾東973-1 0879-52-6158 0879-52-6158 一級建築士事務所

15-088 川西　真樹 一級建築士 川西工務店一級建築士事務所 一級 769-2312 さぬき市 造田是弘613-21 0879-52-6065 0879-49-1496 一級建築士事務所

12-158 木戸　重光 一級建築士 木戸一級建築士事務所 一級 769-2302 さぬき市 長尾西1158-2 0879-52-2895 0879-52-2895 一級建築士事務所

11-181 森　正二 二級建築士 きりん建築設計工房 二級 769-2322 さぬき市 寒川町石田西343-9 0879-43-0432 0879-43-0432 二級建築士事務所

16-024 佐藤　恭一 一級建築士 有限会社佐藤建築 一級 769-2323 さぬき市 寒川町神前259 0879-43-0091 0879-43-1815 一級建築士事務所　建設業

12-074 石原　大生 二級建築士 さぬきログ株式会社 二級 769-2103 さぬき市 小田733-2 087-869-0280 二級建築士事務所

11-204 大野　明彦 一級建築士 室内楽 一級 769-2102 さぬき市 鴨庄3800-6 087-894-0650 087-894-0764 一級建築士事務所

11-150 山下　剛史 一級建築士 集建築設計所 一級 769-2101 さぬき市 志度1039-1 087-894-2575 087-894-2585 一級建築士事務所

12-028 山下　均 一級建築士 集建築設計所 一級 769-2101 さぬき市 志度1039-1 087-894-2575 087-894-2585 一級建築士事務所

13-063 鈴木　祐介 一級建築士 鈴木祐介建築事務所 一級 769-2101 さぬき市 志度4139-44 087-841-3308 020-4663-9197 一級建築士事務所

07-073 加藤　俊士 二級建築士 大和ハウジングサービス 二級 769-2101 さぬき市 志度1198 087-894-6833 087-894-7188 建築工事業

19-311 谷野　友香 二級建築士 有限会社　谷野設計 一級 761-0901 さぬき市 大川町富田西2911-1 0879-43-6807 0879-43-6816 一級建築士事務所

12-272 谷野　行範 一級建築士 有限会社　谷野設計 一級 761-0901 さぬき市 大川町富田西2911-1 0879-43-6807 0879-43-6816 一級建築士事務所

13-018 野崎　正明 二級建築士 野崎建設 二級 769-2311 さぬき市 造田宮西707 0879-52-2077 0879-52-2528 二級建築士事務所　建設業

08-071 林　敏一 一級建築士 ㈱林建築積算事務所 一級 769-2312 さぬき市 造田是弘920-1 0879-52-4671 0879-52-6504 建築士事務所

14-128 廣瀬  和則 一級建築士 ヒロセ設計株式会社 一級 769-2321 さぬき市 寒川町石田東甲993番地 0879-43-2560 0879-43-2561 一級建築士事務所

16-086 藤井　新一 一級建築士 藤井建設㈱ 一級 769-2102 さぬき市 鴨庄2008-1 087-895-1408 087-895-1166 一級建築士事務所　建設業

11-145 大森　沙緒里 一級建築士 有限会社　藤岡総合設計 一級 769-2302 さぬき市 長尾西864-2 0879-52-1534 0879-52-1524 一級建築士事務所

12-112 永島　武昌 二級建築士 前田等建築設計事務所 一級 769-2101 さぬき市 志度418-11 087-894-4938 087-894-8940 一級建築士事務所

12-111 前田　等 一級建築士 前田等建築設計事務所 一級 769-2101 さぬき市 志度418-11 087-894-4938 087-894-8940 一級建築士事務所

15-165 松家　幸治 二級建築士 株式会社松家建築設計 二級 769-2313 さぬき市 造田野間田752番地5 0879-52-1021 0879-26-9993 二級建築士事務所　建設業

14-054 佐藤　継一郎 有限会社丸新 769-2101 さぬき市 志度912-12 087-894-5858 087-894-5859 不動産業

11-212 宮内　隆 一級建築士 宮内工務店 一級 769-2313 さぬき市 造田野間田151-1 0879-52-2569 0879-52-2579 一級建築士事務所

11-073 村上　正道 二級建築士 村上建設 二級 761-0902 さぬき市 大川町富田中1717 二級建築士事務所

06-036 山下　勝広 一級建築士 山下建設工業㈱ 一級 769-2301 さぬき市 長尾東1115 0879-52-4605 0879-52-3217 建設業

07-081 山下　昇 一級建築士 山下建設工業㈱ 一級 769-2301 さぬき市 長尾東1115 0879-52-4605 0879-52-3217 建設業

20-208 吉原　裕和 一級建築士 株式会社吉原工務店 一級 769-2401 さぬき市 津田町津田2887-6 0879-42-3334 0879-42-2506 一級建築士事務所　建設業　不動産業

19-309 赤山　芳隆 一級建築士 RYO Creative 一級 769-2402 さぬき市 津田町鶴羽601-1 0879-23-7620 0879-23-7621 一級建築士事務所

15-045 藤本　たみ 一級建築士 RYO Creative 一級 769-2402 さぬき市 津田町鶴羽601-1 0879-23-7620 0879-23-7621 一級建築士事務所
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