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改設(2022)-001 令和4年6月22日 福山建築 二級建築士事務所 松本　晃一
倉吉市山根539-1MARUWA39pulaza2F 山田　穣次
代表者　松本　晃一 第30-2366号 阪下　統之
0858-27-0112 永見　庸大

山田　瑠菜
改設(2022)-002 令和4年6月22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03-883号
0857-29-0586

改設(2022)-003 令和4年6月22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１丁目452-2 望月　洋志
取締役　西村　純一 第04-760号
0857-23-4888

改設(2022)-004 令和4年6月22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
代表者　高木　秀員 第03-2329号
0857-30-0810

改設(2022)-005 令和4年6月22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

改設(2022)-006 令和4年6月22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03-327号
0859-25-1127

改設(2022)-007 令和4年6月22日 有限会社高野工務店建築士事務所 一級建築士事務所 高野　淳
東伯郡三朝町本泉356-1 高野　敦
代表取締役　高野　淳 第03-891号 木村　富裕
0858-43-0108

改設(2022)-008 令和4年6月22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
東伯郡琴浦町大字松谷5番地1
代表取締役　川瀬　光知夫 第03-1323号
0858-55-0726

改設(2022)-009 令和4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 松本　龍之佑
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

改設(2022)-010 令和4年6月22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

改設(2022)-011 令和4年6月22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 安部　裕之
代表取締役社長　田中　健志 第03-595号
0857-22-8061

改設(2022)-012 令和4年6月22日 株式会社海南建築設計事務所 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

改設(2022)-013 令和4年6月22日 株式会社寿一級設計事務所 一級建築士事務所 近藤　貞和
倉吉市駄経寺町2丁目38番地3 磯江　由紀
代表取締役　杉島　篤美 第04-902号 森内　秀美
0858-22-0400 長田　由紀子

改設(2022)-014 令和4年6月22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

改設(2022)-015 令和4年6月22日 タウン建設設計事務所 二級建築士事務所 土堂　美代子
鳥取市福部町高江53-31
代表者　出井　拓也 第02-2376号
0857-75-2255

改設(2022)-016 令和4年6月22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
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とっとり健康省エネ住宅建築士事務所登録台帳



公表番号
公表（更新）

年月日
事務所の名称、所在地、
代表者氏名、電話番号

建築士事務所の
区分及び登録番号

雇用する
登録設計技術者の氏名

様式第４号（第９条関係）

とっとり健康省エネ住宅建築士事務所登録台帳

改設(2022)-017 令和4年6月22日 やまのすみか株式会社 二級建築士事務所 田上　真由
八頭郡智頭町大字埴師45-2
代表取締役　田上　知明 第03-2431号
0858-71-0018

改設(2022)-018 令和4年6月22日 大松建設デザインワークス 二級建築士事務所 田中　秀樹
米子市彦名町1847番地１
代表者　松浦　啓介 第01-2370号
0859-29-6281

改設(2022)-019 令和4年6月22日 クリバー一級建築士事務所 一級建築士事務所 穐近　亮士
倉吉市東巌城203-1
代表者　穐近　亮士 第04-1407号
0858-27-1971

改設(2022)-020 令和4年6月22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3丁目515番地
代表者　太田　栄市 第02-2382号
0857-22-8558

改設(2022)-021 令和4年6月22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 安田　真崇
鳥取市杉崎558番地
代表者　花田　圭一 第02-560号
0857-53-4875

改設(2022)-022 令和4年6月29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
代表者　渡邉　浩二 第02-1315号
0859-42-5357

改設(2022)-023 令和4年6月29日 株式会社辻工務店建築設計事務所 一級建築士事務所 辻　能実
米子市二本木1088-1
代表取締役　辻　一郎 第30-926号
0859-39-3388

改設(2022)-024 令和4年6月29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
代表者　長尾　裕昭 第03-2335号
0857-84-2252

改設(2022)-025 令和4年6月29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
代表者　三崎　雅史 第30-2405号
0857-82-2074

改設(2022)-026 令和4年6月29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
代表者　村上　一男 第02-1726号
0859-27-0332

改設(2022)-027 令和4年6月29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 安井　修
代表取締会長　砂原　英二 第29-622号 新本　暢子
0859-27-4040 門脇　真由美

改設(2022)-028 令和4年6月29日 懸樋一級建築事務所 一級建築士事務所 牧田　賢一
鳥取市桂見573番地
代表取締役　懸樋　義樹 第01-1102号
0857-28-4788

改設(2022)-029 令和4年6月29日 株式会社小椋設計事務所 二級建築士事務所 小椋　大樹
東伯郡北栄町西園509-1
代表取締役　小椋　大樹 第03-2438号
0858-37-3823

改設(2022)-030 令和4年6月29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 安田　康汰
代表取締役社長　谷野　利宏 第29-1344号 米川　剛志
0859-34-3111 小谷　萌

森　良平
松本　祐季

改設(2022)-031 令和4年6月29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
代表取締役　藤原　賢治 第03‐889号
0858-47-0058

改設(2022)-032 令和4年6月29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41号
代表者　木下　俊哉 第02-544号
0859-33-3725
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改設(2022)-033 令和4年6月29日 ホームズ設計 一級建築士事務所 牧井　健一
倉吉市八屋140-1 福江　元美
代表取締役　牧井　健一 第01‐1371号
0858-26-8255

改設(2022)-034 令和4年6月29日 株式会社UKP 二級建築士事務所 内田　拓郎
鳥取市緑ケ丘3-6-14
代表取締役　内田　勉 第01-2414号
0857-24-4139

改設(2022)-035 令和4年6月29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
代表者　並河　元 第30-1204号
0859-32-2316

改設(2022)-036 令和4年6月29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132-51
代表取締役　尾崎　知典 第04‐767号
0857-31-0205

改設(2022)-037 令和4年6月29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 下田　悠樹
鳥取市二階町3丁目210番地
代表取締役　荒田　潤之介 第04‐613号
0857-27-5280

改設(2022)-038 令和4年6月29日 音田一級建築設計事務所 一級建築士事務所 石賀　恵理子
米子市米原8丁目10番39号
代表取締役　音田　猛 第02‐554号
0859-34-7743

改設(2022)-039 令和4年6月29日 シンセイホーム株式会社設計事務所 二級建築士事務所 森　誠
鳥取市湖山町東5丁目114
代表者　森　大輔 第29-2399号
0857-38-8988

改設(2022)-040 令和4年6月29日 株式会社池内二級建築士事務所 二級建築士事務所 池内　健
鳥取市古海338-3
代表取締役　池内　健 第04-2391号
0857-51-0990

改設(2022)-041 令和4年7月7日 マツワ建築設計事務所 一級建築士事務所 遠越　美由紀
鳥取市杉崎字大政476番地
代表取締役　松岡　力也 第31-1367号
0857-53-3050

改設(2022)-042 令和4年7月7日 建販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
代表者　山内　智晃 第02-2261号
0857-38-4910

改設(2022)-043 令和4年7月11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
代表者　福本　晴夫 第03-1330号
0857-38-9161

改設(2022)-044 令和4年7月11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

改設(2022)-045 令和4年8月2日 有限会社ミュー設計工房 一級建築士事務所 小椋　昭典
倉吉市清谷町１丁目８６－２
代表取締役　讃岐　英夫 第02-561号
0858-48-1003

改設(2022)-046 令和4年9月5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
代表者　影山　幸寿 第01-1235号
0859-21-3513

改設(2022)-047 令和4年10月18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
代表者　白石　博昭 第01-1376号
0859-24-2762

改設(2022)-048 令和4年11月8日 大協建築設計事務所 一級建築士事務所 小山　博之
米子市蚊屋235番地2 秦　貴美子
代表者　小山　典久 第03-316号
0859-27-0611

改設(2022)-049 令和4年11月25日 有限会社瀬戸商店二級建築士事務所WoodZone 二級建築士事務所 中垣　眞
鳥取市吉成49-44SKビル3F
代表者　瀬戸　和由 第01-2368号
0857-50-0882


