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設(2020)-001 令和2年6月5日 福山建築 二級建築士事務所 松本　晃一
倉吉市山根539-1 阪下　統之
代表者　松本晃一 第30-2366号 福山　絵美
0857-27-0112

設(2020)-002 令和2年6月8日 織田建築設計室 一級建築士事務所 織田 泰生
鳥取市興南町55番地2
代表　織田 泰生 第29-920号
0857-23-1245

設(2020)-003 令和2年6月8日 有限会社望月建築設計事務所 一級建築士事務所 西村　純一
鳥取市西町一丁目452-2 望月　洋志
取締役　西村　純一 第29-760号
0857-23-4888

設(2020)-004 令和2年6月9日 有限会社保木本設計 一級建築士事務所 保木本　浩司
鳥取市浜坂3-9-13
代表取締役　保木本啓一 第28-883号
0857-29-0586

設(2020)-005 令和2年6月11日 ヤマタホーム一級建築士事務所 一級建築士事務所 山田　雄作
鳥取市千代水２丁目１３０番地 栂尾　守是
代表取締役　山田　時好 第29-1177号 田中　紀子
0857-30-5211 宇田川　恭平

設(2020)-006 令和2年6月11日 小椋設計事務所 二級建築士事務所 小椋　真美江
東伯郡北栄町西園509-1 小椋　大樹
代表　小椋　真美江 第29-2197号
0858-37-3823

設(2020)-007 令和2年6月11日 北野建築設計事務所 一級建築士事務所 北野　司
境港市中野町5261
代表取締役　北野　博 第28-871号
0859-42-4060

設(2020)-008 令和2年6月11日 株式会社しらいし設計室 一級建築士事務所 白石　博昭
米子市河崎3315-38
代表取締役　白石　博昭 第01-1376号
0859-24-2762

設(2020)-009 令和2年6月11日 株式会社アークス一級建築士事務所 一級建築士事務所 岩根　修二
東伯郡北栄町東園305番地3
代表取締役社長　馬野　慎一郎 第01-1310号
0858-37-3101

設(2020)-010 令和2年6月11日 株式会社日栄住宅一級建築設計事務所 一級建築士事務所 藤原　裕子
鳥取市杉崎558番地
代表取締役社長　花田　圭一 第27-560号
0857-53-4875

設(2020)-011 令和2年6月11日 いなばハウジング株式会社設計事務所 一級建築士事務所 山田　真也
鳥取市青谷町養郷211
代表取締役　山田　真也 第28-876号
0857-85-0313

設(2020)-012 令和2年6月11日 株式会社PLUS CASA 一級建築士事務所 小林　和生
八頭郡智頭町南方442
代表取締役　小林　和生 第28-1026号
0858-75-3670

設(2020)-013 令和2年6月11日 やまこう建設株式会社一級建築士事務所 一級建築士事務所 中島　輝彦
鳥取市南隈255
代表取締役社長　岡田　幸一郎 第01-1375号
0857-28-5511

設(2020)-014 令和2年6月11日 ムラカミ建築設計工務 二級建築士事務所 村上　光一
米子市下新印68
村上　一男 第02-1726号
0859-27-0332

設(2020)-015 令和2年6月11日 株式会社小田原工務店設計事務所 二級建築士事務所 小田原　勤
米子市両三柳161-1 小田原　清
代表取締役　小田原　勤 第28-2064号 生田　貴一
0859-33-1036 福本　泰和

中嶋　元人
岸本　千香

設(2020)-016 令和2年6月12日 株式会社田中建設建築士事務所 一級建築士事務所 保木本　和則
鳥取市叶135-1
代表取締役　山田　敏博 第29-123号
0857-53-1221

設(2020)-017 令和2年6月12日 秀建設計事務所 二級建築士事務所 森原　英雄
鳥取市晩稲534
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代表取締役　高木　秀員 第28-2329号
0857-30-0810
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設(2020)-018 令和2年6月12日 有限会社晃設計事務所 一級建築士事務所 門脇　俊介
境港市渡町1952番地1
代表取締役　門脇　晃 第28-737号
0859-45-3853

設(2020)-019 令和2年6月15日 Ｄｅｎ　Ｗｏｒｋｓ 一級建築士事務所 金岡　茂
岩美郡岩美町本庄604-1 内田　佳之
代表取締役　金岡　茂 第28-1152号
0857-72-3471

設(2020)-020 令和2年6月15日 株式会社若松組　一級建築士事務所 一級建築士事務所 北農　孝
東伯郡琴浦町松谷5番地1
代表取締役　川瀬　光知夫 第28-1323号
0858-55-0726

設(2020)-021 令和2年6月15日 シンセイホーム株式会社建築設計事務所 二級建築士事務所 森　誠
鳥取市湖山町東5丁目114
代表取締役　森　大輔 第29-2399号
0857-38-8988

設(2020)-022 令和2年6月18日 木下俊哉建築設計事務所 一級建築士事務所 柏野　佳那子
米子市三本松２丁目６番１号
木下　俊哉 第02-544号
0859-33-3725

設(2020)-023 令和2年6月18日 こおげ建設株式会社一級建築士事務所 一級建築士事務所 井田　学
八頭郡八頭町宮谷200番地2 山添　孝
代表取締役　山根　敏樹 第28-1264号
0858-72-0029

設(2020)-024 令和2年6月18日 大松建設デザインワークス 二級建築士事務所 松浦　純也
米子市彦名町1847番地1 田中　秀樹
代表取締役　松浦　啓介 第01-2370号 三鴨　涼子
0859-29-6281

設(2020)-025 令和2年6月18日 ハヤシホーム一級建築設計事務所 一級建築士事務所 渡辺　信芳
鳥取市南吉方一丁目112-1
代表取締役　田中　克明 第29-905号
0857-20-5070

設(2020)-026 令和2年6月18日 エール設計事務所 一級建築士事務所 中西　政之
鳥取市湖山町東４丁目２４
代表取締役　国岡　俊彦 第28-1330号
0857-38-9161

設(2020)-027 令和2年6月18日 小谷建築事務所 一級建築士事務所 小谷　博志
倉吉市西福守町721番地3
小谷　博志 第31-511号
0858-28-3369

設(2020)-028 令和2年6月18日 ながお建築設計事務所 二級建築士事務所 山根　裕子
鳥取市鹿野町鹿野2338-12
代表取締役　長尾　裕昭 第28-2335号
0857-84-2252

設(2020)-029 令和2年6月18日 MRデザイン設計事務所 二級建築士事務所 江田　圭豪
西伯郡日吉津村大字今吉467番地
代表取締役　江田　圭豪 第28-2386号
0859-21-7510

設(2020)-030 令和2年6月18日 株式会社グリンコープ建築設計事務所 一級建築士事務所 小椋　栄治
倉吉市越殿町1408番地 山本　憲仁
代表取締役　上本　武 第01-528号
0858-23-3062

設(2020)-031 令和2年6月22日 有限会社セイク設計 一級建築士事務所 小谷　卓也
東伯郡琴浦町徳万168-22
取締役　小谷　真一 第29-1054号
0858-52-2886

設(2020)-032 令和2年6月22日 有限会社赤山建築設計事務所 一級建築士事務所 赤山　渉
鳥取市西町三丁目501番地 寺垣　慎太郎
代表取締役　赤山　善男 第29-168号
0857-22-8611

設(2020)-033 令和2年6月22日 上野環境デザイン計画 二級建築士事務所 上野　直
東伯郡琴浦町徳万420-4
代表取締役　上野　直 第29-2345号
0858-52-6116

設(2020)-034 令和2年6月22日 株式会社千代田工務店一級建築士事務所 一級建築士事務所 坪内　和宏
鳥取市二階町3丁目210番地 駒井　雅俊
代表取締役　荒田　潤之介 第29-613号
0857-27-5280
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設(2020)-035 令和2年6月22日 山陰酸素一級建築士事務所 一級建築士事務所 大内　圭
米子市旗ヶ崎2201番地1
代表取締役社長　並河　元 第30-1204号
0859-32-2780

設(2020)-036 令和2年6月22日 三崎建築設計 二級建築士事務所 三崎　雅史
鳥取市気高町勝見843-99
三崎　雅史 第30-2405号
0857-82-2074

設(2020)-037 令和2年6月22日 有限会社安本設計事務所 一級建築士事務所 米原　知里
倉吉市八屋198番地7 山下　愛子
代表取締役　山下　正喜 第30-385号
0858-26-3469

設(2020)-038 令和2年6月22日 有限会社パルス建築設計事務所 一級建築士事務所 古川　哲次
東伯郡湯梨浜町中興寺236-2 石賀　恵理子
代表取締役　古川　哲次 第30-1092号
0858-47-4030

設(2020)-039 令和2年6月22日 株式会社桑本建築設計事務所 一級建築士事務所 高田　誠一郎
米子市道笑町2丁目126番地 足立　那奈
代表取締役　松山　久 第30-355号
0859-32-3745

設(2020)-040 令和2年6月22日 有限会社フジイ総合設計事務所 一級建築士事務所 永田　靖
倉吉市東巌城町143番地
代表取締役　藤井　泰徳 第30-927号
0858-24-6688

設(2020)-041 令和2年6月22日 株式会社島津組 一級建築士事務所 尾﨑　学
米子市観音寺新町3丁目4番29号
代表取締役　島津　志朗 第27-868号
0859-33-1319

設(2020)-042 令和2年6月22日 渡辺浩二設計室 一級建築士事務所 渡邉　浩二
境港市上道町3256上道ビル6号
渡邉　浩二 第02-1315号
0859-42-5357

設(2020)-043 令和2年6月22日 酒井建設一級建築士事務所 一級建築士事務所 塚本　誉明
倉吉市山根622番地1
代表取締役　酒井　祐一 第03-402号
0858-26-5031

設(2020)-044 令和2年6月25日 株式会社e-MOMENT 一級建築士事務所 山田　大生
倉吉市昭和町一丁目228番地
代表取締役　山田　大生 第02-1380号
0858-24-5755

設(2020)-045 令和2年6月25日 合同会社グラムデザイン一級建築士事務所 一級建築士事務所 木村　智彦
米子市西福原三丁目7-32ホンムラビル301
代表社員　木村　智彦 第30-1353号
0859-34-3552

設(2020)-046 令和2年6月25日 北中建築設計事務所 一級建築士事務所 北中　彰拡
倉吉市上井263-3
北中　彰拡 第29-1347号
0858-33-5363

設(2020)-047 令和2年6月25日 田中工業株式会社設計事務所 一級建築士事務所 聲高　昌可
鳥取市秋里1247
代表取締役社長　田中　健志 第28-595号
0857-22-8061

設(2020)-048 令和2年6月25日 株式会社海南開発建築設計事務所 二級建築士事務所 森下　朋子
鳥取市富安2-161-6
代表取締役　森岡　健一郎 第02-2420号
0857-27-8000

設(2020)-049 令和2年6月25日 株式会社アオキ建設建築設計事務所 一級建築士事務所 若松　高幸
倉吉市関金町郡家721番地1
代表取締役　青木　邦男 第29-1049号
0858-48-7001

設(2020)-050 令和2年6月25日 有限会社向井組一級建築士事務所 一級建築士事務所 穐久　瑞穂
倉吉市上井265番地5
代表取締役　向井　康英 第30-1358号
0858-26-3221

設(2020)-051 令和2年6月25日 株式会社桜や建築設計工房 一級建築士事務所 来田　信浩
鳥取市雲山172-40
代表取締役　来田　裕子 第30-1220号
0857-30-3901
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設(2020)-052 令和2年6月25日 タウン建設設計事務所 二級建築士事務所 花田　武典
鳥取市福部町高江53-31 土堂　美代子
代表取締役　出井　拓也 第02-2376号
0857-75-2255

設(2020)-053 令和2年6月25日 有限会社成美工務店設計事務所 二級建築士事務所 福本　高博
東伯郡琴浦町大字松谷602番地8
代表取締役　福本　高博 第29-2192号
0858-55-7224

設(2020)-054 令和2年6月25日 三協建設設計事務所 一級建築士事務所 景山　勝志
境港市元町108 巽　敏郁
代表取締役　景山　勝志 第29-599号
0859-44-2401

設(2020)-055 令和2年6月25日 有限会社高野工務店建築士事務所 一級建築士事務所 髙野　淳
東伯郡三朝町本泉356-1 髙野　敦
代表取締役　高野　淳 第28-891号 木村　富裕
0858-43-0108

設(2020)-056 令和2年6月25日 株式会社タニシ建築設計事務所 二級建築士事務所 安達　公之
米子市大篠津町688-10 岸本　隆
代表取締役　安達　公之 第29-2086号 渡部　秀樹
0859-28-5501

設(2020)-057 令和2年6月25日 有限会社ミュー設計工房 一級建築士事務所 讃岐　英夫
倉吉市清谷町一丁目86番地2 小椋　昭典
代表取締役　讃岐　英夫 第27-561号 山下　智紀
0858-48-1003

設(2020)-058 令和2年6月25日 一級建築士事務所戸田設計 一級建築士事務所 戸田　雅之
倉吉市南昭和町86
代表　戸田　雅之 第28-741号
0858-23-4407

設(2020)-059 令和2年6月25日 H.M.S一級建築士事務所 一級建築士事務所 山根　美恵子
鳥取市賀露町4045-2
代表取締役　山根　美恵子 第28-1260号
0857-54-1147

設(2020)-060 令和2年6月26日 有限会社砂原建築企画 一級建築士事務所 井田 信人
米子市古豊千58-13 門脇 真由美
代表取締役　砂原　英二 第29-622号 安井 修
0859-27-4040 新本 暢子

設(2020)-061 令和2年6月26日 ミヨシ産業一級建築士事務所 一級建築士事務所 渡部 敏春
米子市両三柳2360-8 森本 愛惟
代表取締役　谷野　利宏 第29-1344号 門城 月穂
0859-34-3111

設(2020)-062 令和2年6月26日 株式会社山下設計工房 一級建築士事務所 大庭 宏明
鳥取市富安一丁目74番地3
代表取締役　山下　卓治 第30-954号
0857-27-5701

設(2020)-063 令和2年6月26日 カノン設計室 一級建築士事務所 安谷 潔美
東伯郡琴浦町浦安370
安谷 潔美 第30-1083号
0858-52-1175

設(2020)-064 令和2年6月26日 株式会社堀尾建築設計事務所 一級建築士事務所 堀尾 一仁
米子市新開6-13-29
代表取締役　堀尾　輝昭 第02-532号
0859-22-6866

設(2020)-065 令和2年6月26日 イーナホーム．株式会社建築事務所 一級建築士事務所 影山 幸寿
西伯郡伯耆町大殿739番地14
代表取締役　影山　朱美 第01-1235号
0859-21-3513

設(2020)-066 令和2年6月26日 ファースト・プランニング奈美事務所 二級建築士事務所 松本 奈美
倉吉市東巌城町154番地3
代表取締役　松本　奈美 第30-2407号
0858-23-5415

設(2020)-067 令和2年6月29日 日海建築設計事務所 二級建築士事務所 東 春夫
米子市諏訪319番地1
代表取締役　長谷尾　岳志 第28-1558号
0859-26-0746

設(2020)-068 令和2年6月29日 北村屋木材株式会社建築事務所 一級建築士事務所 有田 繁博
鳥取市用瀬町鷹狩3番地5
代表取締役　有田　繁博 第29-779号
0858-87-2836
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設(2020)-069 令和2年6月29日 小畑建築設計蔵 二級建築士事務所 小畑 公寛
東伯郡湯梨浜町小鹿谷264
小畑 公寛 第27-2383号
0858-32-2912

設(2020)-070 令和2年6月29日 馬野建設一級建築士事務所 一級建築士事務所 前田　良二
東伯郡琴浦町大字赤碕1840番地1
代表取締役社長　馬野　慎一郎 第30-301号
0858-49-2222

設(2020)-071 令和2年6月29日 上野ハウジング設計事務所 二級建築士事務所 上野 哲也
米子市両三柳2296番地9
代表取締役　上野　栄治 第30-2359号
0859-34-5120

設(2020)-072 令和2年7月1日 株式会社設計事務所N 一級建築士事務所 西谷　哲哉
米子市角盤町一丁目84番地
代表取締役　西谷　哲哉 第29-1275号
0859-21-4300

設(2020)-073 令和2年7月1日 三宅工務店一級建築士事務所 一級建築士事務所 三宅　大輔
鳥取市南安長一丁目3番9号
代表取締役　三宅　広美 第30-656号
0857-24-6027

設(2020)-074 令和2年7月1日 河﨑建築士事務所 一級建築士事務所 安藤　敏
倉吉市上灘町115番地1 山田　茂樹
代表取締役　河﨑　義彦 第29-791号
0858-22-7285

設(2020)-075 令和2年7月1日 ホームズ設計 一級建築士事務所 牧井　健一
倉吉市八屋140番地1 福江　元美
代表取締役　牧井　健一 第01-1371号
0858-26-8255

設(2020)-076 令和2年7月1日 株式会社アイホームズ一級建築士事務所 一級建築士事務所 山本　伸広
鳥取市叶142番地5
代表取締役　林　茂 第29-1277号
0857-51-7171

設(2020)-077 令和2年7月1日 音田一級建築設計事務所 一級建築士事務所 山本　達矢
米子市米原八丁目10番39号 道祖尾　佳範
代表取締役　音田　猛 第02-554号
0859-34-7743

設(2020)-078 令和2年7月1日 有限会社大功建築設計事務所 二級建築士事務所 村中　俊介
鳥取市南町101番地1
代表取締役　村中　俊介 第29-1797号
0857-26-2636

設(2020)-079 令和2年7月1日 マツワ建築設計事務所 一級建築士事務所 山根　好登
鳥取市杉崎字大政476 半田　春香
代表取締役　松岡　力也 第31-1367号 遠越　美由紀
0857-30-6120

設(2020)-080 令和2年7月2日 大協建築設計事務所 一級建築士事務所 秦　貴美子
米子市蚊屋235番地2
代表取締役　小山　典久 第28-316号
0859-27-0611

設(2020)-081 令和2年7月2日 巴ホーム 一級建築士事務所 細砂　修二
鳥取市大杙220番地2 谷口　春華
細砂　修二 第01-978号
0857-26-6662

設(2020)-082 令和2年7月2日 尚建工務店設計事務所 二級建築士事務所 谷口　亘繁
西伯郡日吉津村日吉津31番地5
取締役　谷口　亘繁 第29-2394号
0859-27-4093

設(2020)-083 令和2年7月2日 スマートホーム一級建築士事務所 一級建築士事務所 南波　憲司
倉吉市見日町364番地1
代表取締役　陶山　陽一郎 第28-1337号
0858-24-6948

設(2020)-084 令和2年7月2日 彩家建築設計事務所 二級建築士事務所 高多　恵理
倉吉市見日町709番地高多ビル１F 根鈴　祐里
橋本　章弘 第31-2411号
0858-27-1675

設(2020)-085 令和2年7月2日 有限会社気高木工建築設計事務所 二級建築士事務所 岩竹　浩二
鳥取市鹿野町鹿野2407番地 岩竹　佑貴
代表取締役　岩竹　浩二 第30-1860号
0857-84-2121
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設(2020)-086 令和2年7月2日 AGHouse設計事務所 二級建築士事務所 田中　晃
鳥取市南町717 長谷川　将也
代表取締役　田中　晃 第02-2375号
0857-30-5220

設(2020)-087 令和2年7月2日 株式会社先本組一級建築士事務所 一級建築士事務所 北村　智美
米子市米原五丁目10番地20
代表取締役　先本　英司 第02-1245号
0859-22-9391

設(2020)-088 令和2年7月2日 ついのすみか設計室 二級建築士事務所 山内　智晃
鳥取市叶428番地2 田中　力
代表取締役　山内　智晃 第27-2261号
0857-38-4910

設(2020)-089 令和2年7月2日 コダニ建築環境設計有限会社 一級建築士事務所 小谷　雅昭
鳥取市秋里1148番地 河野　雄一郎
取締役　小谷　雅昭 第30-1066号 中本　麻衣子
0857-27-7590

設(2020)-090 令和2年7月2日 フォーディー設計合同会社 一級建築士事務所 南波　一好
鳥取市興南町61番地2
代表社員　佐藤　実 第01-1311号
0857-30-6147

設(2020)-091 令和2年7月3日 株式会社住工房more 二級建築士事務所 森下　敦史
鳥取市吉方107番地6
代表取締役　森下　敦史 第30-2403号
0857-35-0497

設(2020)-092 令和2年7月3日 wood's　company　architects 二級建築士事務所 藤原　涼平
倉吉市八屋140番地2
代表者　谷本　弘樹 第02-2374号
0858-27-4510

設(2020)-093 令和2年7月3日 株式会社ダンキ 二級建築士事務所 段田　清人
鳥取市賀露町南四丁目24番地19
代表取締役　段田　清人 第29-2299号
0857-38-3601

設(2020)-094 令和2年7月3日 有限会社藤原工務店一級建築士事務所 一級建築士事務所 藤原　拓郎
倉吉市伊木195番地1
代表取締役　藤原　博文 第29-901号
0858-26-0331

設(2020)-095 令和2年7月3日 DaLion二級建築士事務所 二級建築士事務所 山本　博文
鳥取市賀露町4043番地2
代表取締役　福本　隆幸 第02-2419号
0857-32-5400

設(2020)-096 令和2年7月3日 株式会社UKP 二級建築士事務所 内田　拓郎
鳥取市緑ヶ丘三丁目6番地14
代表取締役　内田　勉 第01-2414号
0857-24-4139

設(2020)-097 令和2年7月3日 株式会社白兎設計事務所倉吉事務所 一級建築士事務所 村上　純一
倉吉市山根525番地5
倉吉事務所所長　田中　一義 第31-820号
0858-26-8218

設(2020)-098 令和2年7月8日 クローバーハウス株式会社 二級建築士事務所 森下　忍
西伯郡伯耆町畑池2134
代表取締役　安達　千壽子 第29-2397号
0859-36-8915

設(2020)-099 令和2年7月8日 有限会社小畑建築設計事務所 二級建築士事務所 西尾　誠
鳥取市鹿野町今市字外河原214-1番地
代表取締役　小畑　厚 第29-1962号
0857-84-3250

設(2020)-100 令和2年7月8日 有限会社アーク設計工房 一級建築士事務所 藤原　賢治
倉吉市南昭和町92番地 藤原　圭佑
代表取締役　藤原　賢治 第28-889号
0858-47-0058

設(2020)-101 令和2年7月8日 有限会社松島設計 一級建築士事務所 松島　浩之
鳥取市南吉方二丁目58番地
代表取締役　松島　浩之 第02-852号
0857-27-5014

設(2020)-102 令和2年7月8日 有限会社藤原建築工務店一級建築士事務所 一級建築士事務所 藤原　聡
西伯郡伯耆町古市856番地1 亀尾　徳学
代表取締役　藤原　聡 第28-1267号 亀尾　織恵
0859-62-0954
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設(2020)-103 令和2年7月8日 株式会社白兎設計事務所 一級建築士事務所 中島　直行
鳥取市西町二丁目123番地
代表取締役社長　霜村　將博 第30-142号
0857-22-8381

設(2020)-104 令和2年7月8日 株式会社プラスエム設計 一級建築士事務所 土井　正隆
米子市加茂町二丁目180番地国際ファミリープラ
代表取締役社長　山中　省吾 第30-1290号
0859-23-3343

設(2020)-105 令和2年7月8日 マツモト工務店設計事務所 二級建築士事務所 松本　茂樹
鳥取市千代水三丁目59番地 野際　健太朗
代表取締役　松本　茂樹 第02-1919号
0857-31-4288

設(2020)-106 令和2年7月10日 千種建築士事務所 二級建築士事務所 角田　恵美
米子市彦名町5183
代表取締役　千種　勇 第29-1826号
0859-29-0862

設(2020)-107 令和2年7月10日 美保建築士事務所 一級建築士事務所 阿式　由美
米子市昭和町25 松本　久美子
代表者　野津　健市 第30-302号 荒井　優人
0859-33-9211 高森　知美

坂本　悠典
設(2020)-108 令和2年7月10日 株式会社寿一級設計事務所 一級建築士事務所 加藤 晃

倉吉市駄経寺町二丁目38番地3 近藤 貞和
代表取締役　杉島　篤美 第29-902号 市澤 剛
0858-22-0400 長田 由紀子

磯江 由紀
横山　透
森内　秀美

設(2020)-109 令和2年7月10日 有限会社小林設計事務所 一級建築士事務所 小林　清春
鳥取市下段526番地2
代表取締役　小林　孝行 第29-770号
0857-23-6245

設(2020)-110 令和2年7月10日 株式会社清水設計 一級建築士事務所 岩本　孝
米子市石井322番地 池口　久美子
代表取締役　清水　幸憲 第29-625号
0859-26-6688

設(2020)-111 令和2年7月10日 フィディア一級建築士事務所 一級建築士事務所 武良　靖之
米子市西福原六丁目19番地29
代表取締役　福井　龍介 第28-1022号
0859-33-1073

設(2020)-112 令和2年7月14日 山下建築株式会社 二級建築士事務所 山下　大輔
鳥取市古郡家字広畑ケ244番地
代表取締役　山下　大輔 第30-2408号
0857-30-3736

設(2020)-113 令和2年7月14日 プラスホーム建築設計室 一級建築士事務所 横田　真人
鳥取市庖丁人町30番地2
代表取締役　上手　道彦 第29-1349号
0857-30-1522

設(2020)-114 令和2年7月14日 ヌック・ケンチクコウボウ設計室 二級建築士事務所 若槻　淳司
鳥取市福部町湯山422番
代表取締役　高濱　陽一 第30-2363号
0857-74-3900

設(2020)-115 令和2年7月20日 アース建築設計事務所 二級建築士事務所 谷口　祐子
鳥取市大覚寺13番地1
代表取締役　杉田　博之 第29-2401号
0857-30-0777

設(2020)-116 令和2年7月27日 石賀工務店設計事務所 一級建築士事務所 石賀　將己
東伯郡琴浦町大字八橋1609番地
代表取締役　石賀　將己 第28-589号
0858-53-1358

設(2020)-117 令和2年7月27日 フェリース環境設計事務所 一級建築士事務所 野口　登志雄
米子市博労町四丁目83番地3
代表者　野口　登志雄 第28-1160号
0859-57-3012

設(2020)-118 令和2年8月7日 竹内建築工業有限会社一級建築士事務所 一級建築士事務所 竹内　理
鳥取市湯所町一丁目333番地
代表取締役　竹内　一夫 第02-1126号
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設(2020)-119 令和2年8月7日 有限会社本高建設 二級建築士事務所 向田　渉
西伯郡日吉津村日吉津67番地
代表取締役　本田　透 第31-2412号
0859-27-0617

設(2020)-120 令和2年8月7日 株式会社伊藤建設一級建築士事務所 一級建築士事務所 山本　浩
東伯郡琴浦町逢束873番地 山田　耕彦
代表取締役　伊藤　典章 第02-859号 岩本　直行
0858-53-0251

設(2020)-121 令和2年8月17日 一級建築士事務所株式会社ベリー 一級建築士事務所 和田　潤平
米子市両三柳2864番地11
代表取締役　田中　和也 第02-1379号
0859-31-8722

設(2020)-122 令和2年8月31日 野間田建築設計 一級建築士事務所 野間田　澄幸
東伯郡琴浦町大字赤崎777番地
代表取締役　野間田　澄幸 第30-1081号
0858-55-1096

設(2020)-123 令和2年9月2日 田中正夫建築設計事務所 一級建築士事務所 田中　猛
米子市久米町143番地
代表者　田中　正夫 第28-571号
0859-22-1656

設(2020)-124 令和2年9月2日 有限会社リフォームワン建築設計事務所 二級建築士事務所 都外川　佳千
鳥取市川端一丁目206番地
代表取締役　戸田　雅之 第02-2379号
0857-21-7452

設(2020)-125 令和2年9月2日 加登脇建築設計事務所 一級建築士事務所 加登脇　慎一
東伯郡琴浦町徳万362番地
代表取締役　加登脇　孝彦 第02-1381号
0858-53-1314

設(2020)-126 令和2年9月3日 株式会社本間設計事務所 一級建築士事務所 長見　友子
鳥取市瓦町468番地
代表取締役　小谷　正 第30-483号
0857-27-8711

設(2020)-127 令和2年9月3日 こざさ建設一級建築士事務所 一級建築士事務所 小笹　浩一
米子市西福原九丁目12番24号
代表取締役　小笹　浩一 第29-619号
0859-32-8677

設(2020)-128 令和2年9月3日 懸樋一級建築事務所 一級建築士事務所 髙西　昭生
鳥取市桂見573番地 牧田　賢一
代表取締役　懸樋　義樹 第01-1102号
0857-28-4788

設(2020)-129 令和2年9月3日 有限会社アーキテック 一級建築士事務所 下田　泰子
鳥取市田島797番
取締役　澤　美砂江 第01-690号
0857-26-6888

設(2020)-130 令和2年9月10日 beRIS1NG Architects 二級建築士事務所 堀　菜奈恵
米子市河崎159番地4
代表社員　田中　裕介 第30-2409号
0859-57-6130

設(2020)-131 令和2年9月10日 河本建設設計事務所 二級建築士事務所 藤内　裕士
倉吉市秋喜485番地1
代表取締役　河本　健治 第01-2026号
0858-28-3452

設(2020)-132 令和2年9月11日 有限会社バウハウス 二級建築士事務所 田村　喜之
鳥取市北園二丁目200番地
代表取締役　日下部　慎治 第01-2234号
0857-20-2010

設(2020)-133 令和2年9月15日 中嶋建築計画室 一級建築士事務所 中嶋　研一
鳥取市南吉方二丁目59番地
中嶋　研一 第01-1111号
0857-32-5204

設(2020)-134 令和2年9月18日 独楽建築設計室 一級建築士事務所 嶋田　恭平
東伯郡北栄町弓原403番地1
代表　嶋田　恭平 第30-1352号
0858-36-5060

設(2020)-135 令和2年9月18日 株式会社白兎設計事務所米子事務所 一級建築士事務所 細井　俊学
米子市西福原一丁目4番15号
常務取締役　高村　和也 第29-349号
0859-34-0128
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設(2020)-136 令和2年9月18日 株式会社河本建築工業一級建築士事務所 一級建築士事務所 河本　千恵
東伯郡湯梨浜町はわい長瀬763番地9
代表取締役　河本　尚志 第30-1201号
0858-35-3900

設(2020)-137 令和2年9月29日 株式会社トータルエナジーオオタ 二級建築士事務所 池田　秀和
鳥取市卯垣三丁目515番地
代表取締役　太田　栄市 第02-2382号
0857-22-8558

設(2020)-138 令和2年10月26日 岩崎組建築設計事務所 二級建築士事務所 黒田　匡賢
米子市灘町三丁目147-6
代表取締役　千石　正信 第02-2377号
0859-33-1954

設(2020)-139 令和2年10月26日 有限会社高田技研建築設計事務所 二級建築士事務所 高田　豊実
鳥取市古海305番地8
代表取締役　高田　豊実 第29-2183号
0857-20-2121

設(2020)-140 令和2年11月5日 フジックス一級建築士設計事務所 一級建築士事務所 藤川　知将
東伯郡琴浦町赤崎1796番地2
藤川　正志 第31-1228号
0858-55-2323

設(2020)-141 令和2年11月12日 ぱてぃなでざいん建築設計事務所 一級建築士事務所 白枝　伸
米子市夜見町1830-2
白枝　伸 第29-1182号
080-3887-7327

設(2020)-142 令和2年12月2日 ヨネダ建築設計事務所 二級建築士事務所 米田　有輝
西伯郡大山町鈑戸1521-83
米田　有輝 第28-2385号
090-8482-2423

設(2020)-143 令和3年1月21日 有限会社荒井設計事務所 二級建築士事務所 森田　光信
倉吉市下田中町882番地 荒井　吾一
代表取締役　荒井　芳民 第28-2160号
0858-22-7744

設(2021)-001 令和3年5月31日 ナノ・デザイン建築設計事務所 二級建築士事務所 長谷川　将也
鳥取市今町２－２０４ サンルートジャパン鳥取駅前ビ
ル１F代表　長谷川　将也 第03-2432号
0857-51-0212

設(2021)-002 令和3年6月7日 やまのすみか建築設計事務所 二級建築士事務所 田上　真由
八頭郡智頭町大字波多２０９
代表取締役　田上　知明 第03-2431号
0858-71-0018

設(2021)-003 令和3年6月7日 やくら設計 一級建築士事務所 矢倉　通宏
米子市大崎９３２－２
代表者　矢倉　通宏 第28-327号
0859-25-1127

設(2021)-004 令和3年6月7日 有限会社尾崎設計 一級建築士事務所 尾崎　知典
鳥取市湖山町西３丁目１３２番地５１
代表取締役　尾崎　知典 第29-767号
0857-31-0205

設(2021)-005 令和3年6月7日 株式会社興洋工務店一級設計事務所 一級建築士事務所 河野　裕也
鳥取市岩吉１３０番地３ 平木　弘明
代表取締役　野藤　悦男 第03-581号
0857-28-2244

設(2021)-006 令和3年6月7日 ソラト設計株式会社 一級建築士事務所 中山　公幸
鳥取市商栄町２５１－４
代表取締役　中山　公幸 第01-1378号
0857-68-1607

設(2021)-007 令和3年6月7日 有限会社大工屋一級建築士事務所 一級建築士事務所 須田　泰高
西伯郡大山町所子１３３１番地１
代表取締役　蔵本　晴美 第30-936号
0859-53-4927
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設(2021)-008 令和3年6月9日 あらき建築事務所 二級建築士事務所 荒木　久夫
米子市淀江町淀江８７８
管理建築士　荒木　久夫 第31-1365号
090-1354-7454

設(2021)-009 令和3年6月9日 釜田組一級建築士事務所 一級建築士事務所 釜田　理枝
鳥取市古海３０３番地５
代表取締役　釜田　幸祐 第29-787号
0857-23-1148

設(2021)-010 令和3年6月9日 モガハウス建築士事務所 二級建築士事務所 髙下　洋一
米子市両三柳４４２２番地 髙下　義博
代表取締役　髙下　洋一 第28-2334号
0859-29-1878

設(2021)-011 令和3年6月9日 Build　Oka　建築設計事務所 一級建築士事務所 岡　幹雄
米子市尾高１２５７－５
代表者　岡　幹雄 第03-1398号
0859-27-0709

設(2021)-012 令和3年6月11日 リンクス設計事務所 一級建築士事務所 田仲　勝美
境港市蓮池町５０番地１
代表取締役　池田　幸仁 第30-807号
0859-42-5335

設(2021)-013 令和3年6月11日 有限会社セイク 二級建築士事務所 大黒　裕美
東伯郡琴浦町徳万１６８－２２
代表取締役　小谷　真一 第03-2433号
0858-52-2886

設(2021)-014 令和3年6月11日 もりもと設計事務所 二級建築士事務所 森本　徳春
倉吉市北野１００－５番地
代表者　森本　徳春 第30-2361号
0858-33-4581

設(2021)-015 令和3年6月16日 扇建設株式会社建築士事務所 一級建築士事務所 酒本　康彦
鳥取市扇町７０番地
代表取締役　酒本　康彦 第02-545号
0857-23-7031

設(2021)-016 令和3年7月1日 モア設計工房 一級建築士事務所 治郎丸　徹
倉吉市伊木２８２－２　太陽ビル２－Ｂ
代表者　治郎丸　徹 第30-935号
0858-47-4110

設(2021)-017 令和3年9月30日 TO-BU:建築設計事務所 一級建築士事務所 山涌　雄一郎
鳥取市賀露町西一丁目２９３９－３
代表者　山涌　雄一郎 第03-1148号
0857-28-2360

設(2021)-018 令和3年11月26日 建築工房コージー設計室 二級建築士事務所 房安　美幸
鳥取市青谷町青谷４０３７－４ グリーンハイツあおや
１号代表取締役　房安　美幸 第29-2402号
0857-85-0120

設(2021)-019 令和3年12月2日 hac一級建築士事務所 一級建築士事務所 谷口　俊博
鳥取市栄町６２７旧バラエティ雑貨まつきビル
代表者　谷口　俊博 第02-1382号
090-8575-7918

設(2021)-020 令和4年1月7日 株式会社ジューケン建築士事務所 一級建築士事務所 田渕　賢太
鳥取市賀露町１１３番地２
代表取締役　加藤　辰宏 第03-748号
0857-31-2377


