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「しまねの木」活用建築士登録名簿
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建02001 藤田　安晴 カイム建築事務所 隠岐郡隠岐の島町上西蔵見10-1 08512-2-6565 R2.7.28
建02002 藤田　祐貴 カイム建築事務所 隠岐郡隠岐の島町上西蔵見10-1 08512-2-6565 R2.7.28
建02003 田中　紀幸 株式会社はたの産業建築設計事務所 大田市大田町大田イ660-13 0854-82-0468 R2.7.28
建02004 山田　輝人 株式会社はたの産業建築設計事務所 大田市大田町大田イ660-13 0854-82-0468 R2.7.28
建02005 泉　冨次夫 株式会社はたの産業建築設計事務所 大田市大田町大田イ660-13 0854-82-0468 R2.7.28
建02006 松浦　潤 大田ベニヤ商会設計監理部 大田市大田町大田イ443-5 0854-82-0208 R2.7.28
建02007 三澤　将太 有限会社三沢建築一級建築士事務所 仁多郡奥出雲町小馬木43 0854-53-0718 R2.7.28
建02008 石飛　榮 一級建築士事務所榮設計 出雲市湖陵町三部1022 0853-43-3315 R2.7.28
建02009 藤井　克己 有限会社藤井工務店設計事務所 大田市大田町大田イ1263-1 0854-82-2327 R2.7.28
建02010 藤井　太志 有限会社藤井工務店設計事務所 大田市大田町大田イ1263-1 0854-82-2327 R2.7.28
建02011 熱田　愼治 有限会社藤井工務店設計事務所 大田市大田町大田イ1263-1 0854-82-2327 R2.7.28
建02012 松原　忠治 有限会社藤井工務店設計事務所 大田市大田町大田イ1263-1 0854-82-2327 R2.7.28
建02013 石川　貴己 大広建設設計事務所 益田市高津6丁目1-18 0856-22-1746 R2.7.28
建02014 石川　ひろみ 株式会社コラム建築設計事務所 大田市久手町波根西777-1 0854-82-8121 R2.7.28
建02015 田原　辰男 株式会社コラム建築設計事務所 大田市久手町波根西777-1 0854-82-8121 R2.7.28
建02016 藤原　操 さんもく工業株式会社建築設計事務所 松江市八幡町888 0852-37-0211 R2.7.28
建02017 仲佐　望 さんもく工業株式会社建築設計事務所 松江市八幡町888 0852-37-0211 R2.7.28
建02018 増田　新 有限会社増田住建 邑智郡邑南町山田72-3 0855-83-0251 R2.7.28
建02019 竹田　康彦 有限会社増田住建 邑智郡邑南町山田72-3 0855-83-0251 R2.7.28
建02020 原田　詩織 有限会社増田住建 邑智郡邑南町山田72-3 0855-83-0251 R2.7.28
建02021 小澤　浩 小沢建築事務所 松江市馬潟町356-5 0852-37-2511 R2.7.28
建02022 青木 和範 桜木設計 出雲市大津新崎町1-56-1　フォレストビル210 090-8990-2742 R2.8.31
建02023 辻野　正幸 和幸建設株式会社一級建築士設計事務所 浜田市原井町957 0855-23-5720 R2.8.31
建02024 田中　亜有 ヒロシ建築設計事務所 出雲市上塩冶町2453-3 0853-23-4479 R2.8.31
建02025 並松　康一 ヒロシ建築設計事務所 出雲市上塩冶町2453-3 0853-23-4479 R2.8.31
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建02026 増本　健次 増本建設有限会社二級建築士事務所 益田市美都町都茂1221-3 0856-52-2138 R2.8.31
建02027 大島　未久 株式会社大島工務所 安来市西赤江町741-3 0854-28-8358 R2.8.31
建02028 板持　潤一 株式会社大島工務所 安来市西赤江町741-3 0854-28-8358 R2.8.31
建02029 福島　美好 株式会社大島工務所 安来市西赤江町741-3 0854-28-8358 R2.8.31
建02030 広田　哲也 栂野建築工房 出雲市白枝町839-2 0853-23-1010 R2.8.31
建02031 勝部　雅之 栂野建築工房 出雲市白枝町839-2 0853-23-1010 R2.8.31
建02032 広田　麻希 栂野建築工房 出雲市白枝町839-2 0853-23-1010 R2.8.31
建02033 田中　忠 machinami建築士事務所 出雲市塩冶有原町2-4-11 0853-25-2272 R2.8.31
建02034 松原　達也 松原木材産業有限会社 仁多郡奥出雲町三成357-1 0854-54-1250 R2.8.31
建02035 岸　弘 有限会社協友建設1級建築設計事務所 出雲市斐川町併川1348-4 0853-72-8050 R2.8.31
建02036 阿川　哲也 有限会社協友建設1級建築設計事務所 出雲市斐川町併川1348-4 0853-72-8050 R2.8.31
建02037 渡辺　栄三 株式会社渡辺工務店建築士事務所 隠岐郡隠岐の島町栄町1188 08512-2-1251 R2.8.31
建02039 寺本　正則 株式会社渡辺工務店建築士事務所 隠岐郡隠岐の島町栄町1188 08512-2-1251 R2.8.31
建02040 竹下　友弘 美建設計事務所 出雲市里方町1090　 0853-22-5665 R2.8.31
建02041 竹下　佳織 美建設計事務所 出雲市里方町1090　 0853-22-5665 R2.8.31
建02042 角森　宏一 三ツ和建築デザイン 雲南市大東町大東777 0854-43-2833 R2.8.31
建02043 日野　邦雄 有限会社日野工務店 出雲市西郷町464 0853-62-3720 R2.8.31
建02044 恩村　章文 株式会社内藤組 出雲市今市町257-1 0853-21-0572 R2.8.31
建02045 吾郷　秀男 株式会社内藤組 出雲市今市町257-1 0853-21-0572 R2.8.31
建02046 温湯　昌之 株式会社内藤組 出雲市今市町257-1 0853-21-0572 R2.8.31
建02047 原田　俊介 徳栄建設設計事務所 益田市下本郷町454-1 0856-22-8103 R2.8.31
建02048 次藤　恵美 徳栄建設設計事務所 益田市下本郷町454-1 0856-22-8103 R2.8.31
建02049 常松　光政 株式会社都間建築設計事務所 雲南市三刀屋町三刀屋給下622-1 0854-45-2521 R2.8.31
建02050 小池　充盛 株式会社都間建築設計事務所 雲南市三刀屋町三刀屋給下622-1 0854-45-2521 R2.8.31
建02051 安原　剛広 株式会社都間建築設計事務所 雲南市三刀屋町三刀屋給下622-1 0854-45-2521 R2.8.31
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建02052 天野　弘行 かぼちゃ設計 浜田市長沢町116-5 0855-23-0724 R2.8.31
建02053 福田　勝 大畑建設株式会社一級建築士事務所 益田市大谷町36-3 0856-23-3530 R2.8.31
建02054 渡部　由美子 ゆみ設計室 出雲市高松町1881 0853-28-1085 R2.8.31
建02055 伊藤　雅彦 株式会社三協住宅建築設計事務所 松江市宍道町宍道803-2 0852-66-0326 R2.8.31
建02056 福島　亘 有限会社糸賀工務店建築設計部 仁多郡奥出雲町三成285 0854-54-1555 R2.8.31
建02057 山縣　眞須夫 サンクラフト一級建築士事務所 浜田市熱田町1598 0855-27-0077 R2.8.31
建02058 田村　浩一 KAKIアーキテクツ 鹿足郡吉賀町柿木村柿木625-3 0856-79-2535 R2.8.31
建02059 山﨑　哲也 株式会社山崎工務店建築設計事務所 大田市大田町大田ハ307-2 0854-86-7778 R2.8.31
建02060 佐々木　紗恵 藤原木材産業設計事務所 出雲市白枝町790-3 0853-23-9381 R2.8.31
建02061 角田　雄一 有限会社角田工務店 松江市東出雲町揖屋1164-8 0852-52-2848 R2.8.31
建02062 安達　千春 有限会社角田工務店 松江市東出雲町揖屋1164-8 0852-52-2848 R2.8.31
建02063 松浦　美和 有限会社角田工務店 松江市東出雲町揖屋1164-8 0852-52-2848 R2.8.31
建02064 有田　明光 明光建設株式会社 浜田市日脚町252-1 0855-24-7388 R2.8.31
建02065 池田　晃 池田建築設計事務所 隠岐郡隠岐の島町都万2146-6 08512-6-2262 R2.8.31
建02066 大津　崇也 大津建築設計 隠岐郡隠岐の島町中町名田の二6-6 08512-2-6234 R2.8.31
建02067 曽田　広 株式会社大同建設 松江市古志原2-22-31 0852-26-2220 R2.8.31
建02068 渡辺　健司 有限会社渡辺眞工務店 大田市久利町久利628-2 0854-82-6125 R2.8.31
建02069 越峠　久志 株式会社KD建築設計室 大田市大田町大田ロ1327-17 0854-82-2536 R2.8.31
建02070 重栖　慶 株式会社金田建設一級建築士事務所 隠岐郡隠岐の島町城北町376 08512-2-1156 R2.8.31
建02071 伊藤　順一 有限会社所原製材所伊藤設計事務所 出雲市所原町1673 0853-48-2016 R2.8.31
建02072 田村　さやか 有限会社北峯工務店 隠岐郡海士町福井765-1 08514-2-1031 R2.8.31
建02073 塩野　映美子 有限会社塩野不動産建築設計室 出雲市今市町1165-9 0853-21-0086 R2.8.31
建02074 城納　剛 合同会社Design Office　Sukimono 江津市江津町1099-15 0855-52-1182 R2.8.31
建02075 中島　信也 合同会社Design Office　Sukimono 江津市江津町1099-15 0855-52-1182 R2.8.31
建02076 吉崎　博章 株式会社吉崎工務店 隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻5-1 08512-2-1574 R2.8.31



4 / 6 
令和2年11月20日時点

「しまねの木」活用建築士登録名簿
認定番号 認定者氏名 所属事務所名 事務所住所 電話番号 認定日
建02077 森　政美 株式会社吉崎工務店 隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻5-1 08512-2-1574 R2.8.31
建02078 土山　隆明 株式会社吉崎工務店 隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻5-1 08512-2-1574 R2.8.31
建02079 岳野　瑞樹 株式会社吉崎工務店 隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻5-1 08512-2-1574 R2.8.31
建02080 伊藤　広司 伊藤建築設計事務所 出雲市国富町47-4 0853-62-2544 R2.8.31
建02081 伊藤　晃章 伊藤建築設計事務所 出雲市国富町47-4 0853-62-2544 R2.8.31
建02082 天津　敏郎 株式会社森本建設一級建築士事務所 益田市あけぼの本町9-8 0856-23-2888 R2.8.31
建02083 佐伯　紀和 株式会社森本建設一級建築士事務所 益田市あけぼの本町9-8 0856-23-2888 R2.8.31
建02084 江角　雄二 周藤建工 出雲市斐川町学頭127 0853-72-1685 R2.8.31
建02085 志田尾　隆司 有限会社志田尾工務店 浜田市杉戸町2328-7 0855-23-2345 R2.8.31
建02086 謝敷　宗嗣 有限会社志田尾工務店 浜田市杉戸町2328-7 0855-23-2345 R2.8.31
建02087 後藤　浩二 株式会社後藤建設 飯石郡飯南町頓原2144 0854-72-0103 R2.8.31
建02088 石飛　智久 株式会社後藤建設 飯石郡飯南町頓原2144 0854-72-0103 R2.8.31
建02089 藤原　恭二 株式会社後藤建設 飯石郡飯南町頓原2144 0854-72-0103 R2.8.31
建02090 三島　章利 株式会社後藤建設 飯石郡飯南町頓原2144 0854-72-0103 R2.8.31
建02091 室田　一男 室田建築設計事務所 浜田市熱田町1554-1 0855-27-1371 R2.8.31
建02092 大矢　悟 株式会社浜村建設 出雲市大津町597 0853-21-1673 R2.8.31
建02093 若林　由佳子 株式会社浜村建設 出雲市大津町597 0853-21-1673 R2.8.31
建02094 梶　正城 株式会社浜村建設 出雲市大津町597 0853-21-1673 R2.8.31
建02095 本田　秀和 株式会社出雲木材市場 出雲市上塩冶町890-1 0853-21-1855 R2.8.31
建02096 金築　孝佳 有限会社スエヨシ建設 出雲市浜町1142-1 0853-22-8699 R2.8.31
建02097 布野　修二 有限会社スエヨシ建設 出雲市浜町1142-1 0853-22-8699 R2.8.31
建02098 江角　俊則 一級建築士事務所江角アトリエ 出雲市古志町2571 0853-31-8211 R2.8.31
建02099 清水　優里 一級建築士事務所江角アトリエ 出雲市古志町2571 0853-31-8211 R2.8.31
建02100 渡邊　元文 渡邊建築工房（株） 大田市鳥井町鳥井330-4 0854-83-7552 R2.8.31
建02101 渡邊　紳 渡邊建築工房（株） 大田市鳥井町鳥井330-4 0854-83-7552 R2.8.31
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建02102 渡邊　ハルミ 渡邊建築工房（株） 大田市鳥井町鳥井330-4 0854-83-7552 R2.8.31
建02103 安藤　かおり 一級建築士事務所安藤建築設計室 安来市切川町653-1 0854-27-7650 R2.8.31
建02104 安藤　大輔 一級建築士事務所安藤建築設計室 安来市切川町653-1 0854-27-7650 R2.8.31
建02105 長嶺 近人 長嶺建設建築設計事務所 鹿足郡津和野町青原777-1 0856-75-0030 R2.11.20
建02106 吉田　喜佐登 長嶺建設建築設計事務所 鹿足郡津和野町青原777-1 0856-75-0030 R2.11.20
建02107 椿　真弓 長嶺建設建築設計事務所 鹿足郡津和野町青原777-1 0856-75-0030 R2.11.20
建02108 伊藤　雅之 伊藤木材工業株式会社設計室 出雲市斐川町直江3193 0853-72-1103 R2.11.20
建02109 北脇　樹二 有限会社北脇建築設計事務所 出雲市高岡町615 0853-21-0497 R2.11.20
建02110 森広　勇治 有限会社北脇建築設計事務所 出雲市高岡町615 0853-21-0497 R2.11.20
建02111 金築　辰志 有限会社北脇建築設計事務所 出雲市高岡町615 0853-21-0497 R2.11.20
建02112 北脇　祥大 有限会社北脇建築設計事務所 出雲市高岡町615 0853-21-0497 R2.11.20
建02113 前田　昭治 前田工務店 松江市東津田町419-2 0852-21-7247 R2.11.20
建02114 上代　悟史 株式会社かみしろ　設計部 雲南市大東町大東1015-8 0854-43-2651 R2.11.20
建02115 藤原　広実 八雲工房 松江市八雲町西岩坂343-1 0852-54-1020 R2.11.20
建02116 福間　優子 福間優子建築設計事務所 邑智郡美郷町酒谷7-6 0855-76-0076 R2.11.20
建02117 日下　雅彦 クサカ建築設計事務所 出雲市矢野町808-1 0853-21-5110 R2.11.20
建02118 渡部 竜二 クサカ建築設計事務所 出雲市矢野町808-1 0853-21-5110 R2.11.20
建02119 福間　徹 福間建築設計 安来市広瀬町奥田原854 0854-35-0330 R2.11.20
建02120 吾郷　薫 有限会社吾郷建築 雲南市大東町下佐世1005-11 0854-43-3331 R2.11.20
建02121 中島　祐司 株式会社中島工務店 大田市長久町長久ハ36 0854-82-2416 R2.11.20
建02122 湯浅　和久 昭和建築設計事務所 浜田市黒川町97-10 0855-23-3600 R2.11.20
建02123 神門　敦 有限会社神門組 大田市大田町吉永1648-2 0854-82-2689 R2.11.20
建02124 川村　彰宏 有限会社神門組 大田市大田町吉永1648-2 0854-82-2689 R2.11.20
建02125 石田　冬子 都間建築設計事務所 雲南市三刀屋町給下622-1 0854-45-2521 R2.11.20
建02126 神門　一志 株式会社フル技建 松江市古志原1-6-1-201 0852-25-4181 R2.11.20



6 / 6 
令和2年11月20日時点

「しまねの木」活用建築士登録名簿
認定番号 認定者氏名 所属事務所名 事務所住所 電話番号 認定日
建02127 古瀬　貴大 株式会社たなべの杜 松江市乃木福富町340 0852-60-5800 R2.11.20
建02128 金田　隆志 株式会社たなべの杜 松江市乃木福富町340 0852-60-5800 R2.11.20
建02129 高見　定男 株式会社たなべの杜 松江市乃木福富町340 0852-60-5800 R2.11.20
建02130 永野　新 株式会社たなべの杜 松江市乃木福富町340 0852-60-5800 R2.11.20
建02131 森脇　真理 カナツ技建工業株式会社 松江市春日町636 0852-23-6449 R2.11.20
建02132 多々納　光弘 一級建築士事務所タミツアーキテクツ 出雲市塩冶神前6-5-10 0853-25-9300 R2.11.20
建02133 新宮　美華 一級建築士事務所タミツアーキテクツ 出雲市塩冶神前6-5-10 0853-25-9300 R2.11.20
建02134 小川　純司 小川アトリエ一級建築士事務所 松江市秋鹿町3405-47 0852-88-3241 R2.11.20
建02135 紅盛　宣彦 矢野建築設計事務所有限会社 松江市上乃木4-1-8 0852-22-0007 R2.11.20
建02136 篠原　享 有限会社万設計 益田市白岩町イ133 0856-25-2727 R2.11.20
建02137 小川　直己 みふね一級建築士事務所 出雲市今市町311-9 0853-21-0808 R2.11.20
建02138 岩本　浩太郎 株式会社古藤工務所 浜田市熱田町968-2 0855-27-1455 R2.11.20
建02139 安達　盛二 円建創株式会社１級建築士事務所 松江市東津田町1280-1 0852-26-2532 R2.11.20
建02140 吉岡　智久 円建創株式会社１級建築士事務所 松江市東津田町1280-1 0852-26-2532 R2.11.20
建02141 井野下　秀次 井野下建築 邑智郡邑南町日貫3666-17 080-6311-6795 R2.11.20
建02142 原　浩二 原浩二建築設計事務所 出雲市塩冶町1065-4 0853-23-2023 R2.11.20
建02143 幸本　寛 株式会社藤栄工業 松江市北田町22-13 0852-21-2055 R2.11.20
建02144 田中　雅実 株式会社藤栄工業 松江市北田町22-13 0852-21-2055 R2.11.20
建02145 渡邊　智月 今井産業株式会社一級建築士事務所 江津市桜江町川戸472-1 0855-92-1200 R2.11.20
建02146 伊藤　弘 今井産業株式会社一級建築士事務所 江津市桜江町川戸472-1 0855-92-1200 R2.11.20
建02147 佐藤　啓 佐藤建築設計事務所 出雲市大津町2800 0853-21-0498 R2.11.20


