大分市 1/6
区分

氏

名

設計

新名 孝行

1級建築士事務所新名建築事務所

870-0311 大分市大字木田1896番地

090-7151-3828

設計

三浦 淳一

三浦住宅設計二級建築士事務所

870-0115 大分市大字関園777-5

097-527-2968

設計・施工 池田 政美

有限会社住環境福祉計画建築士事務所

870-1113 大分市中判田444番地の1

097-597-2998

設計

下村正樹建築設計事務所

870-0946 大分市大字曲1225番地

090-7167-9398

設計・施工 平川 謙二

株式会社太平ハウジング

870-0942 大分市大字羽田774番地の3

設計・施工 伊達 正治

こころ建築士事務所

870-0862 大分市大字中尾1036番地の9

097-549-1505

設計・施工 佐藤 勝

三越商事大分株式会社一級建築士事務所

870-0039 大分市中春日町12番32号

097-537-3254

設計・施工 谷原 総

坂井建設設計二級建築士事務所

879-7761 大分市大字中戸次5890番1

097-597-1953

施工

株式会社aZコンストラクション

870-0945 大分市大字津守490番地45

097-529-9888

設計・施工 宇髙 篤史

株式会社aZコンストラクション一級建築士事務所 870-0945 大分市大字津守490番地45

097-529-9888

設計

阿南 春美

有限会社エイチエム建築企画室一級建築士事務所
870-0049 大分市中島中央二丁目1番6号

097-538-2028

施工

朝来野 正弘 株式会社朝来野工務店

870-0856 大分市大字畑中930番地

097-543-5824

施工

行野 富男

住想二級建築士事務所

870-1155 大分市大字玉沢335番地の3

097-541-1840

設計

首藤 澄子

株式会社朝来野工務店一級建築士事務所

870-0856 大分市大字畑中930番地

097-543-5824

設計

衛藤 祐介

株式会社エム・シー・エス環境計画一級建築士事務所
870-0023 大分市長浜町1丁目7番3号 サンライズ長浜608号

設計

佐藤 泰清

株式会社朝来野工務店一級建築士事務所

設計

二宮 和敏

株式会社aZコンストラクション一級建築士事務所 870-0945 大分市大字津守490番地45

施工

藤野 正彦

芙蓉不動産設計

870-0263 大分市横田1丁目17番9号

設計

松本 正春

一級建築士事務所はる建築コンサルト

870-0147 大分市小池原967の3

097-551-2565

設計・施工 佐藤 高良

後藤建設株式会社

870-0278 大分市青崎二丁目3番4号

097-521-1150

設計・施工 鹿出 哲郎

6Design一級建築士事務所

870-0942 大分市羽田107-6

090-1920-6289

設計

板場 奈美

一級建築士事務所もりのわ設計室

870-0165 大分市明野北3丁目23-11

090-6438-5125

設計

高木 克明

高木総合計画建築事務所

870-0135 大分市仲西町1丁目1番24号 第一森和ビル207号

設計・施工 髙岩 義人

坂井建設設計二級建築士事務所

879-7761 大分市大字中戸次5890番1

設計・施工 佐藤 啓之

日本ハウジング建築設計事務所

870-0943 大分市大字片島75-1

施工

桑原 健

株式会社三信工業

870-0911 大分市新貝12-1

097-503-1771

施工

嶋﨑 一夫

株式会社咲八建設

870-0133 大分市大字葛木590番地の36

090-5240-7788

設計・施工 矢野 禎基

法友建設株式会社

870-0109 大分市徳島1丁目3185番地2

097-523-5927

設計・施工 中村 郁哉

法友建設株式会社一級建築士事務所

870-0109 大分市徳島1丁目3185番地2

097-523-5927

下村 正樹

井上 真悟

事務所名

郵便番号

住所

870-0856 大分市大字畑中930番地

電話番号

097-567-8300

097-537-2299
097-543-5824
097-529-9888
097-592-0273

097-552-7486
097-597-1953
097-567-0009

設計

朝来野 正弘 株式会社朝来野工務店一級建築士事務所

870-0856 大分市大字畑中930番地

097-543-5824

設計

姫野 勇次

870-1172 大分市緑が丘5丁目15の3

090-7164-6721

姫野建築構造設計事務所

大分市 2/6
施工

三重野 本之 株式会社ベツダイ

870-0904 大分市向原東2丁目2番30号

097-574-6330

設計

二宮 康明

株式会社アークス建築設計一級建築士事務所

870-0037 大分市東春日町6番1号 つつみビル4F

097-537-1828

設計

山﨑 真司

一級建築士事務所 Yama Design

870-0943 大分市片島18組 パステル中ノ坪102

097-574-5114

設計

江藤 邦雄

一級建築士事務所木の花工舎

870-0128 大分市大字森417番地

090-5087-8241

設計

岡崎 光輝

合同会社 岡崎構造設計一級建築士事務所

879-7762 大分市けやき台2-22-1

050-3444-2689

設計

廣末 浩二

廣末設計工房

870-1176 大分市富士見が丘東1丁目17-1

097-542-1829

施工

髙見 裕司

株式会社三髙産業

870-0951 大分市大字下郡1161番地

097-568-6632

設計

荻野

ｅ－ハウス一級建築士事務所

870-1176 大分市富士見が丘東3丁目18-10

097-541-0206

設計

後藤 泰幸

株式会社後藤泰幸建築工房一級建築士事務所

870-0901 大分市西新地2丁目6番50号 ライオンズマンション大洲207

097-551-4888

設計

佐藤 千代美 株式会社カワノ二級建築士事務所

870-0906 大分市大州浜二丁目6番27号

097-552-7050

晃

設計・施工 杉山 禎

時空屋ｔｅｉ一級建築士事務所

870-0151 大分市明野北2丁目18-18

097-551-0193

施工

荻野

合資会社ｅ－ハウス

870-1176 大分市富士見が丘東3丁目18-10

097-541-0206

設計

右田 恭一

株式会社ジェイテック一級建築士事務所

870-0916 大分市高松東2丁目4番18号

097-503-1005

設計

池田 三郎

有限会社池田設計事務所一級建築士事務所

870-0919 大分市新栄町12番24号 秋月ビル2F

097-551-8128

ぶんごキャドセンター一級建築士事務所

879-7761 大分市大字中戸次1453番地 サニーハイツB101

097-597-2528

870-1151 大分市大字市550-1

097-529-8055

晃

設計・施工 渡海 有二

設計・施工 中島 眞知児 Line woodデザインオフィス
設計・施工 須崎 太郎

住友林業ホームテック株式会社 大分営業所二級建築士事務所
870-0954 大分市下郡中央2-4-11 大分建設新聞社ビル3F

097-554-3122

設計・施工 伊藤 宏樹

住友林業ホームテック株式会社 大分営業所二級建築士事務所
870-0954 大分市下郡中央2-4-11 大分建設新聞社ビル3F

097-554-3122

設計

城全 統一

城全統一一級建築士事務所

870-0864 大分市大字国分1012番地

097-549-3612

施工

平倉 哲雄

平倉建設株式会社

870-0049 大分市中島中央3丁目1番11号

097-534-4480

設計

河瀬 政之

河瀬建築設計事務所

870-1145 大分市田尻南1丁目3番1号

090-4514-1555

設計

甲斐 善信

株式会社ベツダイ一級建築士事務所

870-0904 大分市向原東2丁目2番30号

097-574-6334

設計

河野 堅一

株式会社ベツダイ一級建築士事務所

870-0904 大分市向原東2丁目2番30号

097-574-6334

設計

小川 公一

小川建築設計事務所

870-0146 大分市乙津港町1-2-3

097-594-0060

設計・施工 野口 潤

法友建設株式会社一級建築士事務所

870-0109 大分市徳島1丁目3185番地2

097-523-5927

設計・施工 藤丸 大輔

藤丸建設有限会社一級建築士事務所

870-0125 大分市大字松岡6645番14

097-594-3067

設計

住想二級建築士事務所

870-1155 大分市大字玉沢335番地の3

097-541-1840

設計・施工 梶原 英之

有限会社梶原住研一級建築士事務所

870-0901 大分市西新地1丁目11番15号

097-553-1444

設計・施工 南 朋美

藤丸建設有限会社一級建築士事務所

870-0125 大分市大字松岡6645番14

097-594-3067

施工

田島 栄輔

株式会社田島組

870-0008 大分市王子西町13番3号

097-544-4141

設計

一宮 嘉宏

設計工房一嘉

870-1136 大分市光吉台14組238

090-8298-6220

施工

園田 憲治

園憲一級建築士事務所

870-0818 大分市新春日町1丁目3-27

097-546-1466

行野 富男

大分市 3/6
設計・施工 麻生 公威

法友建設株式会社一級建築士事務所

870-0109 大分市徳島1丁目3185番2

097-523-5927

設計

後藤 洋一

慧設計一級建築士事務所

870-1135 大分市光吉新町6-2

097-567-7321

施工

郭

870-0885 大分市南太平寺5組-1

097-546-2148

設計

藤野 正彦

芙蓉不動産設計

870-0263 大分市横田1丁目17番9号

097-592-0273

設計・施工 松尾 清治

有限会社エムエーディ1級建築士事務所

870-0125 大分市大字松岡5496-1

097-520-1976

設計

三浦 逸朗

ミウラクワノパートナーシップ有限会社

870-0901 大分市西新地1丁目3番5号 サンビル1F

097-504-3087

設計

三浦 恭子

ミウラクワノパートナーシップ有限会社

870-0901 大分市西新地1丁目3番5号 サンビル1F

097-504-3087

設計

高橋 由美

高橋由美建築設計一級建築士事務所

870-0035 大分市中央町3丁目7-21 ｈｏｕｚｚ204

097-507-5870

設計

埋ノ江 宏幸

株式会社松井設計

870-0933 大分市花津留2丁目15-24

097-552-6311

設計・施工 上國料 辰彦 株式会社久光大分

870-0952 大分市下郡北三丁目25番2号

097-567-0881

設計

森田 真

870-1132 大分市大字光吉1108番地の1 ユーミー光吉305

097-511-2801

設計

竹宮 浩一郎 アトリエテイク

870-0820 大分市西大道2丁目5-18

097-503-7065

設計

副 公一

アート住宅設計2級建築士事務所

870-0955 大分市大字下郡南1丁目2950-1

097-554-6484

施工

大家 公弘

有限会社大家住建

870-0142 大分市三川下3丁目5番1号

097-552-3518

設計

三重野 本之 株式会社ベツダイ一級建築士事務所

870-0904 大分市向原東2丁目2番30号

097-574-6330

忠則

一級建築士事務所モリタマコト建築設計室

設計・施工 堀谷 秀利

安東技建株式会社

870-0927 大分市大字津留1941番地 内川ビル1F

097-585-5757

施工

三浦 淳一

三浦住宅設計二級建築士事務所

870-0115 大分市大字関園777-5

097-527-2968

設計

佐藤 勝美

セキスイファミエス九州株式会社中央支社大分支店二級建築士事務所

870-0921 大分市萩原2丁目6番7号

097-573-0818

設計

今村 敬太

有限会社岩賢住宅一級建築士事務所

870-0883 大分市大字永興447番地

097-542-4023

設計

畝﨑 俊秀

MARSE

870-0818 大分市新春日町2-6-45-303

097-560-0744

施工

細野 雅裕

有限会社細野建材店

870-0876 大分市大字賀来1975番地の73

097-544-0279

設計

髙見 裕司

ミタカ二級建築設計事務所

870-0951 大分市大字下郡1161番地

097-568-6632

施工

宿利 和良

大成住建株式会社

870-0017 大分市弁天1丁目1番23号

097-533-6666

施工

森田 博雅

有限会社リフォームもりた

870-1121 大分市大字鴛野834-1

097-504-7266

施工

石川 一生

有限会社一生工務店

870-1123 大分市大字寒田873番地の4

097-568-1377

施工

青山 松一郎 有限会社青山住研

870-1136 大分市大字光吉1456番地の60

097-568-3735

施工

横田 宗哲

有限会社第一住建

870-0253 大分市汐見1丁目2-6

097-593-2558

設計

後藤 定己

東九州設計工務株式会社一級建築士事務所

870-0017 大分市弁天1丁目6番4号

097-529-4648

設計

瀬口 正美

株式会社カワノ二級建築士事務所

870-0906 大分市大州浜二丁目6番27号

097-552-7050

施工

栗山 泉

株式会社竹内工務店

870-0044 大分市舞鶴町1丁目12番19号

097-536-2323

設計

冨髙 裕昭

一級建築士事務所富高建築設計事務所

870-0144 大分市乙津2番地の2 コスモシティ乙津404

097-521-7664

施工

大旗 裕也

870-0100 大分市奥田807-6 アドラブール永興102号

097-545-7300

大分市 4/6
設計・施工 姫野 英二郎 株式会社風雅

870-0943 大分市大字片島551番地の4

097-574-5351

施工

原田 豊彦

870-0935 大分市古ケ鶴2丁目14番3号

097-552-8362

設計

宮部 則男

株式会社セア設計

870-0278 大分市青崎一丁目14番34号

097-527-2220

施工

佐田 睦男

有限会社佐田住建

870-0805 大分市大字神崎745番地の9

097-532-8605

施工

岩本 実

岩本建設株式会社

870-0116 大分市大字常行132番地の1

097-521-3111

施工

佐藤 幸一

有限会社住宅企画

870-0935 大分市古ケ鶴2丁目12番8号

097-552-8815

施工

利光 清二

有限会社利光建設

870-1201 大分市大字廻栖野2088番地

097-588-1721

株式会社藤建設一級建築士事務所

870-0932 大分市東浜1丁目7番21号

097-558-1814

設計・施工 江藤 文生
設計

久保田 哲也 空設計一級建築士事務所

870-0862 大分市大字中尾1149-28

097-586-5123

設計

山道 勉

山道勉建築

870-0854 大分市羽屋9-3 B301

097-546-1565

施工

池田 好光

株式会社平和建設

870-0304 大分市大字久原796番地の1

097-592-2106

施工

三原 学

870-0113 大分市大字家島378

097-521-3667

設計

工藤 雅史

工藤雅史建築研究所

870-1176 大分市富士見が丘東2丁目20番10号

097-542-1552

設計

森

豊國建設株式会社一級建築士事務所

870-0045 大分市城崎町1丁目3番28号

097-536-1285

設計

後藤 洋一

建築検査NETおおいた一級建築士事務所

870-0874 大分市にじが丘1丁目19番4号

097-545-2435

設計

田島 栄輔

株式会社田島組

870-0008 大分市王子西町13番3号

097-544-4141

設計・施工 嵯峨 雄二

株式会社セキ土建一級建築士事務所

879-2201 大分市大字佐賀関4の3341番地の4

097-575-1120

設計・施工 羽野 富明

株式会社羽野住建二級建築士事務所

870-1143 大分市大字田尻900番地の34

097-568-3817

設計

園田 憲治

園憲一級建築士事務所

870-0818 大分市新春日町1丁目3番27号

097-546-1466

設計

後藤 靖二

大靖設計工房一級建築士事務所

870-0932 大分市東浜1丁目1番19号

097-551-1872

設計

井上 信也

有限会社メジャープラン一級建築士事務所

870-0003 大分市生石五丁目6番7号

097-540-5511

設計

芳山 憲祐

一級建築士事務所株式会社大分住宅研究室

870-0024 大分市錦町3丁目8番1号

097-532-1885

設計

安藤 集

安藤一級建築士事務所

870-0114 大分市小中島1丁目2番1号

097-527-3566

設計

宿利 和良

大成住建株式会社一級建築士事務所

870-0017 大分市弁天1丁目1番23号

097-533-6666

設計

石川 一生

二級建築士事務所有限会社一生工務店

870-1123 大分市大字寒田873番地の4

097-568-1377

設計

藤井 秀明

藤井設計一級建築士事務所

870-0147 大分市大字小池原1249番地の7

097-556-1806

設計

若杉 政美

有限会社若杉建築設計一級建築士事務所

870-0822 大分市大道町1丁目7番26号

097-544-0804

設計

栗山 泉

株式会社竹内工務店一級建築士事務所

870-0044 大分市舞鶴町1丁目12番19号

097-536-2323

設計

岡田 俊文

岡田・大宣一級建築士事務所

870-0037 大分市東春日町1-8

097-538-0122

施工

秦 弘俊

有限会社晴屋建築工房一級建築士事務所

870-0016 大分市新川町1丁目7-18

097-537-9600

施工

佐藤 範明

東和宏栄建設有限会社

870-0864 大分市大字国分1621-2

097-549-2659

施工

佐藤 純二郎 株式会社桜住デザイン

870-0007 大分市王子南町9番5号

097-547-0002

法子

大分市 5/6
設計

秦 弘俊

有限会社晴屋建築工房一級建築士事務所

870-0016 大分市新川町1丁目7番18号

097-537-9600

施工

松本 賢

大分県労働者総合生活協同組合

870-0035 大分市中央町4丁目1番32号

097-574-5518

施工

野上 隆市

株式会社ノガミ住建

870-0137 大分市寺崎町1丁目6番9号

097-558-5725

施工

佐藤 宏和

JP HOUSE株式会社

870-0025 大分市顕徳町3丁目1番16号

097-540-6002

施工

小川 清八

株式会社リバーハウス

870-0021 大分市府内町1丁目6番39号

097-576-7820

施工

伊藤 健志

株式会社スケッチ一級建築士事務所

870-0942 大分市大字羽田234番地の20

090-3412-7001

施工

東 直也

有限会社七王建築設計事務所

870-0951 大分市大字下郡1710番地の3

097-554-3111

施工

佐藤 慎也

佐藤孝治建築

870-0126 大分市横尾3110-56

097-520-1072

施工

三浦 陽一

三浦陽一建築設計事務所

870-0820 大分市西大道4丁目2-78 スペリオルS1 406号

097-529-9550

施工

田中 稔

有限会社アロス

870-0147 大分市大字小池原1178番地の3

097-574-6166

施工

矢野 義行

リオ建築設計事務所

870-1121 大分市大字鴛野1019番地の17

097-567-9070

設計

松本 賢

大分県労働者総合生活協同組合一級建築士事務所

870-0035 大分市中央町4丁目1番32号

097-548-5577

設計

野上 隆市

株式会社ノガミ住建一級建築士事務所

870-0137 大分市寺崎町一丁目6番9号

097-558-5725

設計

佐藤 宏和

JP HOUSE株式会社

870-0025 大分市顕徳町3丁目1番16号

097-540-6002

設計

安部 真仁

平倉建設株式会社一級建築士事務所

870-0049 大分市中島中央3丁目1番11号

097-534-4480

設計

小川 清八

二級建築士事務所リバーハウス

870-0021 大分市府内町1丁目6番39号

097-576-7820

設計

衛藤 元弘

一級建築士事務所有限会社アトリエ間居

870-1132 大分市大字光吉556番地の1 かわのビル3F

097-567-1831

設計

重田 信爾

一級建築士事務所有限会社アトリエ間居

870-1132 大分市大字光吉556番地の1 かわのビル3F

097-567-1831

設計

木本 勅

K2構造設計株式会社一級建築士事務所

870-0030 大分市大字三芳459番地

097-545-1835

設計

大石 匡

有限会社橋迫建築設計事務所

870-0047 大分市中島西2丁目3-27

097-536-7744

設計

八坂 浩

西日本コンサルタント株式会社

870-0852 大分市大字奥田646番地の1

097-543-1818

設計

湯浅 裕樹

株式会社エム・シー・エス環境計画一級建築士事務所

870-0023 大分市長浜町1丁目7番3号 サンライズ長浜608号

097-537-2299

設計

青山 松一郎 有限会社青山住研一級建築士事務所

870-1136 大分市大字光吉1456-60

097-568-3735

設計

河合 健太

株式会社かわい企画

870-0128 大分市大字森393番地の2

097-521-3830

設計

伊藤 健志

株式会社スケッチ一級建築士事務所

870-0942 大分市大字羽田234番地の20

090-3412-7001

設計

麻生 典且

有限会社七王建築設計事務所

870-0951 大分市大字下郡1710番地の3

097-554-3111

設計

東 直也

有限会社七王建築設計事務所

870-0951 大分市大字下郡1710番地の3

097-554-3111

設計

黒木 克則

黒木設計一級建築士事務所

870-0857 大分市明磧15組-1

097-543-0305

設計

松尾 公人

有限会社Kartys建築事務所

870-0937 大分市南津留7番3号

097-556-0848

設計

佐藤 慎也

佐藤孝治建築

870-0126 大分市横尾3110-56

097-520-1072

設計

行野 友倫

住想二級建築士事務所

870-1155 大分市大字玉沢335番地の3

097-541-1840

設計

北島 正寛

有限会社岩田設計事務所一級建築士事務所

870-0812 大分市大字駄原2199番地の4

097-534-8813

大分市 6/6
設計

髙岩 義人

坂井建設設計二級建築士事務所

879-7761 大分市大字中戸次5890番1

097-597-1953

設計

山内 秀文

秀研究室

870-0917 大分市高松1丁目8-4 505

097-503-3232

設計

三浦 陽一

三浦陽一建築設計事務所

870-0820 大分市西大道4丁目2-78 スペリオルS1 406号

097-529-9550

設計

山本 伸二

一級建築士事務所有限会社ケイシン設計

870-0029 大分市高砂町4番20号 高砂ビル5M5号

097-538-8111

設計

矢野 義行

リオ建築設計事務所

870-1121 大分市大字鴛野1019番地の17

097-567-9070

別府市 1/2
区分

氏

名

事務所名

施工

足立 久徳

光綜合工業株式会社

874-0919 別府市石垣東8丁目1番13号

0977-24-0287

施工

安東 昭彦

安東住宅工房一級建築士事務所

874-0025 別府市亀川四の湯町1組6

0977-66-8648

設計

佐藤 茂敏

有限会社真和総研一級建築士事務所

874-0839 別府市大字南立石2173番地の4

0977-25-8100

設計

園上

株式会社安部勇建設一級建築士事務所

874-0840 別府市大字鶴見2897番地の2

0977-21-8900

施工

甲斐 健司

有限会社鉱栄工務店

874-0014 別府市大字内竈1222番地の3

設計

首藤

しげる設計一級建築士事務所

874-0910 別府市石垣西4丁目3番11号

0977-22-2164

施工

佐藤 茂敏

有限会社真和総研

874-0839 別府市大字南立石2173番地の4

0977-25-8100

設計

佐藤 茂理

有限会社真和総研一級建築士事務所

874-0839 別府市大字南立石2173-4

0977-25-8100

設計

足立 久徳

光綜合工業株式会社一級建築士事務所

874-0919 別府市石垣東8丁目1番13号

0977-24-0287

設計

糸永 正太郎 糸永正太郎一級建築士建築設計事務所

874-0835 別府市実相寺3-3

0977-25-3948

裕

茂

郵便番号

住所

電話番号

0977-66-6432

設計・施工 山下 公愛

株式会社後藤工務店一級建築士事務所

874-0930 別府市光町7番26号

0977-21-5355

設計

安東 昭彦

安東住宅工房一級建築士事務所

874-0025 別府市亀川四の湯町1組6

0977-66-8648

施工

寺林 貞臣

株式会社ユウキ

874-0907 別府市幸町8番32号

0977-22-1921

設計

濱田 正造

濱田建築設計事務所

871-0919 別府市石垣東1丁目9番32号

0977-22-8340

設計・施工 大野 隆光

株式会社後藤工務店一級建築士事務所

874-0930 別府市光町7番26号

0977-21-5355

設計

ストックバウム

874-0835 別府市実相寺1組1

080-1707-8787

木下一級建築士事務所

874-0835 別府市実相寺3の5組

0977-22-3122

874-0919 別府市石垣東8丁目2番17号

0977-21-0766

小関 公香

設計・施工 木下 義徳
施工

平野 英太郎 株式会社平野工務店

設計・施工 武藤 高志

株式会社創建二級建築士事務所

874-0945 別府市浜町14番2号

0977-25-8994

施工

小野 亮子

トータルハウジング河野建業有限会社

874-0910 別府市石垣西7丁目4番13号

0977-21-9309

設計

寺林 貞臣

株式会社ユウキ一級建築士事務所

874-0907 別府市幸町8番32号

0977-22-1921

設計・施工 藤川 直樹

光綜合工業株式会社一級建築士事務所

874-0919 別府市石垣東8丁目1番13号

0977-24-0287

施工

永田 吉功

菅建材工業株式会社

874-0919 別府市石垣東4丁目1番3号

0977-22-4364

施工

永野 英範

有限会社永野工務店

874-0913 別府市大字北石垣1565

0977-24-3638

施工

大野 勲

有限会社大乃重建設

874-0832 別府市南立石生目町16組-1

0977-24-3691

施工

小原 由正

有限会社北斗建装

874-0012 別府市大字内竈3200-28

0977-75-8836

設計

上岡 伸明

有限会社ハトヤ設計二級建築士事務所

874-0937 別府市秋葉町5番33号

0977-24-3311

施工

園上 裕

株式会社安部勇建設

874-0833 別府市大字鶴見2897番地の2

0977-21-8900

施工

赤松 寛

有限会社榮建リフォーム・システム

874-0904 別府市南荘園町19組

0977-26-7744

設計

端山 一葉

有限会社真和総研一級建築士事務所

874-0839 別府市大字南立石2173番地の4

0977-25-8100

設計

神田 舞子

有限会社真和総研一級建築士事務所

874-0839 別府市大字南立石2173番地の4

0977-25-8100

別府市 2/2
設計

赤松 寛

有限会社榮建リフォーム・システム

874-0904 別府市南荘園町19組

0977-26-7744

設計

岡本 善孝

有限会社榮建リフォーム・システム

874-0904 別府市南荘園町19組

0977-26-7744

中津市
区分

氏

名

事務所名

郵便番号

住所

電話番号

設計

山村 増治

有限会社やまむら一級建築士事務所

871-0024 中津市中央町1-5-24

設計・施工 兎洞 正和

有限会社ウトウ設計一級築士事務所

871-0027 中津市大字上宮永町2丁目182番地

0979-22-3370

設計

瀬口 啓一

有限会社瀬口建築設計事務所

871-0013 中津市大字金手8番地の7

0979-22-6672

施工

中尾 忠廣

一級建築士事務所ＨＩＲO建築設計工房

871-0011 中津市大字下池永325番地

0979-22-6006

設計

中岩 学

中岩建築設計事務所

871-0405 中津市耶馬渓町大字柿坂595-1

0979-54-2933

施工

野田 佳孝

株式会社瀬口組中津支店

871-0024 中津市中央町2丁目7番52号

0979-22-2008

設計・施工 酒盛 みゆき

(有)小野建設2級建築設計事務所

871-0162 中津市大字永添1468

0979-25-0125

設計

松山 桂嗣

株式会社松山設計

871-0003 中津市大字是則744-4

0979-32-0155

設計

佐藤 博昭

株式会社ATAVUS SATOH

871-0024 中津市中央町2丁目1-22

0979-22-1168

設計

中尾 忠廣

一級建築士事務所ＨＩＲO建築設計工房

871-0011 中津市大字下池永325番地

0979-22-6006

施工

山田 博文

有限会社ヤマダ工務店

871-0027 中津市大字上宮永317-2

0979-25-0874

施工

矢永 良雄

871-0012 中津市大字宮夫67-3

0979-23-0263

施工

橋本 洋一

橋本総合建設

871-0006 中津市大字東浜293-5

0979-23-7488

施工

田代 清久

有限会社西部住宅

871-0152 中津市大字加来1765-1

0979-27-6200

設計

野田 佳孝

株式会社瀬口組中津支店一級建築士事務所

871-0024 中津市中央町二丁目7番52号

0979-22-2008

施工

茶屋 博利

株式会社プラスワンホーム

871-0153 中津市大貞366番地の18

0979-53-8755

設計

橋本 洋一

橋本総合建設

871-0006 中津市大字東浜293番地の5

0979-23-7488

設計

上永 剛次

伊藤建設株式会社一級建築士事務所

871-0032 中津市東本町3番地の7

0979-22-1100

設計

西川 悟

豊建設工業株式会社一級建築士事務所

871-0003 中津市大字是則1306番地

0979-32-7878

設計

是本 昭善

是本一級建築士事務所

879-0112 中津市大字福島2522番地86

0979-32-6656

0979-23-5805

日田市
区分

氏

設計

藤原 直樹

独楽・アーキワークス

877-0071 日田市大字渡里1492-8

0973-22-8531

設計

澤熊 祐子

株式会社イーエイチ設計一級建築士事務所

877-0017 日田市大字南豆田475-1

0973-22-4237

設計・施工 椋野 鉄也

川原興業株式会社

877-0062 日田市大字上野614

0973-24-1477

設計

野村一級建築設計事務所

877-0026 日田市田島本町4-1

0973-22-5321

設計・施工 甲能 八束

株式会社中野組一級建築士事務所

877-0038 日田市下井手町90番地1

0973-23-6135

設計

建築設計工房アーキパレット

877-0081 日田市清岸寺町1119-7

0973-22-2132

設計・施工 笠原 健彦

株式会社KAKUDO

877-0076 日田市大字庄手803-2

0973-28-7773

施工

藤原 英則

藤原建築

877-0023 日田市田島町485-3

0973-23-3031

施工

井上 利彦

有限会社イノウエ住宅

877-0078 日田市大字友田1474番地の2

0973-23-8605

設計・施工 桒野 博巳

有限会社桒野組二級建築設計事務所

877-0062 日田市大字上野44-20

0973-23-3046

設計

立花 勝典

株式会社江藤工務店一級建築士事務所

877-0082 日田市大字渡里21番地3

0973-22-3057

設計

藤原 英則

藤原建築

877-0023 日田市田島町485-3

0973-23-3031

設計

野村 晋二

野村一級建築設計事務所

877-0026 日田市田島本町4-1

0973-22-5321

施工

江田 康彦

家康木建企画

877-0111 日田市天瀬町五馬市1471

0973-57-9714

施工

梶原 宏一

かじほーむ設計工房

877-0083 日田市吹上町6-63

090-3322-4591

施工

椋野 鉄也

川原興業株式会社

877-0062 日田市大字上野614番地

0973-24-1477

設計

江田 康彦

家康木建企画

877-0111 日田市天瀬町五馬市1471

0973-57-9714

設計

藤原 秀樹

有限会社藤原設計一級建築士事務所

877-0025 日田市田島1丁目7番43号

0973-24-5190

設計

梶原 宏一

かじほーむ設計工房

877-0083 日田市吹上町6-63

090-3322-4591

設計

鈴木 孝幸

鈴木建築事務所

877-0025 日田市田島1丁目18-21

0973-24-7244

設計

坂本 文利

坂本一級建築士事務所

877-0088 日田市小迫町473

0973-24-5282

施工

安養寺 哲矢 安養寺建設有限会社

877-0054 日田市大字高瀬1548番地3

0973-22-6050

施工

梶原 康輝

新和リファイン株式会社

877-0000 日田市大字三和1760-1

0973-23-7979

施工

伊藤 照幸

有限会社イトウホーム

877-1374 日田市大字東有田字赤坂3584-1

0973-24-1919

設計

安養寺 哲矢 安養寺建設(有)建築士事務所

877-0054 日田市大字高瀬1548番地3

0973-22-6050

設計

梶原 康輝

新和リファイン株式会社

877-0000 日田市大字三和1760-1

0973-23-7979

設計

中野 英男

株式会社江藤工務店一級建築士事務所

877-0082 日田市大字渡里21番地3

0973-22-3057

設計

伊藤 照幸

有限会社イトウホーム一級建築士事務所

877-1374 日田市大字東有田字赤坂3584-1

0973-24-1919

有村

名

事務所名

毅

宮崎 英明

郵便番号

住所

電話番号

佐伯市
区分

氏

名

事務所名

設計

御手洗 正信 有限会社御手洗設計一級建築士事務所

876-0012 佐伯市大字鶴望2379-4

0972-23-4880

設計

藤田 康弘

有限会社御手洗設計一級建築士事務所

876-0012 佐伯市大字鶴望2379-4

0972-23-4880

設計・施工 曽根 慶三

ケイエス建築総合事務所

879-2601 佐伯市上浦浅海井浦398-3

0972-32-2271

設計

髙瀬

髙瀬一級建築士事務所

876-0813 佐伯市長島町1丁目16番22号

0972-23-7000

設計

髙司 隆治

隆一級建築士事務所

876-0101 佐伯市弥生大字大坂本1218-1

0972-46-0346

設計・施工 後藤 堅

後藤建築設計二級建築士事務所

876-1511 佐伯市大字長良998番地

0972-23-6694

設計

志賀 智昭

志賀建築設計事務所

876-0852 佐伯市常盤南町9番2号

0972-23-4359

設計

北口 芳康

北口建築設計室

876-0813 佐伯市長島町1-3-30

0972-22-8289

設計

小川 稔浩

小川設計一級建築士事務所

876-2121 佐伯市木立6511-1

0972-29-2095

泉

郵便番号

住所

電話番号

臼杵市
区分

氏

名

事務所名

施工

上野 英樹

郵便番号

住所

電話番号

上野建築事務所

875-0064 臼杵市大字深田1014-1

0972-65-3039

設計・施工 森尾 英樹

有限会社野津住建一級建築士事務所

875-0233 臼杵市野津町大字宮原1218番地

0974-32-3712

施工

平川 勉

海南二級建築士事務所

875-0051 臼杵市戸室10-2組

0972-63-0688

設計

上野 英樹

上野建築事務所

875-0064 臼杵市大字深田1014-1番地

0972-65-3039

設計

中尾 達

TAN設計一級建築士事務所

875-0053 臼杵市大字福良2048-1

090-3075-9130

設計

赤嶺 竜一

T’ｓ ａｒｃｈｉｔｅｃｔ竜一設計工房

875-0062 臼杵市大字野田2413-3

0972-62-9334

設計

平川

海南二級建築士事務所

875-0051 臼杵市戸室10-2組

0972-63-0688

設計・施工 合澤 浩司

現代建設(株)1級建築士事務所

875-0052 臼杵市大字市浜字京泊り704-4

0972-62-3363

設計

足立 洋平

現代建設(株)1級建築士事務所

875-0052 臼杵市大字市浜字京泊り704-4

0972-62-3363

設計

板井 祐輔

現代建設(株)1級建築士事務所

875-0052 臼杵市大字市浜字京泊り704-4

0972-62-3363

施工

渡邊 一也

有限会社渡辺建築工房

875-0002 臼杵市大字下ノ江781番地

0972-67-2876

施工

工藤 里美

工藤二級建築事務所

875-0224 臼杵市野津町大字西畑5723-4

0974-32-7344

施工

板井 登喜雄 現代建設株式会社

875-0052 臼杵市大字市浜字京泊り704番地の4

0972-62-3363

設計

髙橋 利治

株式会社髙橋設計一級建築士事務所

875-0023 臼杵市大字江無田131番地1

0972-62-4213

設計

椎原 春美

春建築設計室一級建築士事務所

875-0065 臼杵市大字家野576番地の1

0972-63-6001

設計

板井 徹次

有限会社芝設計一級建築士事務所

875-0041 臼杵市大字臼杵18番地の3

0972-63-7832

設計

工藤 里美

工藤二級建築事務所

875-0224 臼杵市野津町西畑5723の4番地

0974-32-7344

設計

板井 登喜雄 現代建設(株)1級建築士事務所

875-0052 臼杵市大字市浜字京泊り704-4

0972-62-3363

勉

津久見市
区分

氏

名

設計

平野 崇

事務所名

郵便番号

住所

電話番号

小代築炉工業株式会社一級建築士事務所

879-2458 津久見市入船西町21番1号

0972-82-4155

設計・施工 金只 昌平

金只建材工業株式会社二級建築設計事務所

879-2451 津久見市新町9-3

0972-82-4807

設計

髙瀬 幸伸

一級建築士事務所たかせａｏ

879-2442 津久見市港町7-22

0972-82-1203

設計

福岡 里予

一級建築士事務所たかせａｏ

879-2442 津久見市港町7-22

0972-82-1203

設計

三嶋 清次

小代築炉工業株式会社一級建築士事務所

879-2456 津久見市入船西町21番1号

0972-82-4155

設計

濱野 一明

濱野一級建築士事務所

879-2475 津久見市大字堅浦421番3

0972-82-1805

竹田市
区分

氏

名

事務所名

郵便番号

住所

電話番号

設計

中園 博之

アトリエ小さな家一級建築士事務所

878-0202 竹田市久住町大字有氏4213番地

施工

小倉 英三

有限会社川野組

878-0013 竹田市大字竹田2601-3

0974-62-2416

設計

橋爪 雅幸

有限会社橋爪一級建築士事務所

878-0005 竹田市大字挟田693番地2

0974-63-1232

施工

河野 直文

有限会社河野建築

878-0005 竹田市大字挟田1500番地

0974-63-4501

設計

小代 里美

すいおん二級建築士事務所

878-0005 竹田市大字挾田670番地

0974-62-3384

設計

小倉 英三

有限会社川野組一級建築士事務所

878-0013 竹田市大字竹田2601の3

0974-62-2416

設計・施工 中尾 一登志 株式会社松井組一級建築士事務所

878-0025 竹田市大字拝田原188番地

0974-63-3245

設計

河野 直文

有限会社河野建築一級建築士事務所

878-0005 竹田市大字挟田1500番地

0974-63-4501

施工

阿南 敦士

有限会社伊藤

878-0033 竹田市大字入田3495番地

0974-63-1121

施工

工藤 榮一

有限会社工藤商店

878-0201 竹田市久住町大字久住6912-1

0974-76-0056

設計

阿南 敦士

有限会社伊藤一級建築士事務所

878-0033 竹田市大字入田3495番地

0974-63-1121

設計

工藤 榮一

有限会社工藤商店二級建築士事務所

878-0201 竹田市久住町大字久住6912-1

0974-76-0056

080-4277-1980

豊後高田市
区分

氏

名

設計

松本 義則

事務所名

郵便番号

住所

電話番号

株式会社キョウワ一級建築士事務所

879-0627 豊後高田市新地1952番地3

0978-24-3062

設計・施工 為成 裕二

有限会社為成建設

879-0603 豊後高田市大字鼎163番地

0978-22-1302

設計

清末 幸生

清末一級建築士事務所

879-0625 豊後高田市水取334番地の2

0978-22-2216

設計

徳永 敬之

徳永敬之設計工房

879-0621 豊後高田市是永町490番地

0978-22-2711

設計・施工 毛利 和博

西日本ホーム株式会社一級建築士事務所

879-0627 豊後高田市新地1719番地2

097-585-5700

施工

株式会社菅組

872-1202 豊後高田市香々地4089番地

0978-54-3312

元兼 孝徳

杵築市
区分

氏

名

事務所名

施工

大谷 哲夫

株式会社大谷建築設計工務

873-0002 杵築市大字南杵築2470番地1

0978-62-4166

設計

大谷 哲夫

株式会社大谷建築設計工務二級建築士事務所

873-0002 杵築市大字南杵築2470番地1

0978-62-4166

設計・施工 阿部 智樹

阿部建築一級建築士事務所

873-0008 杵築市大字熊野510-1

0978-62-0820

施工

北村 昭

有限会社北村建設

873-0006 杵築市大字大内4702-1

0978-62-5465

施工

吉多 富久夫

873-0031 杵築市狩宿2385-3

0978-63-8881

設計

有田 頼正

873-0015 杵築市大字八坂1966番地

0978-62-2382

一級建築士事務所有田建築設計室

郵便番号

住所

電話番号

宇佐市
区分

氏

名

事務所名

郵便番号

住所

電話番号

設計

小野 公博

公設計一級建築士事務所

879-0465 宇佐市大字下拝田396

0978-32-0148

施工

工藤 芳道

株式会社末宗組

879-1135 宇佐市大字和気1023番地

0978-37-0281

設計

衛藤 幹雄

株式会社野村建設

872-0481 宇佐市院内町下恵良793番地の1

0978-42-6173

施工

中園 敏郎

株式会社中園建築

879-0305 宇佐市大字上高家557

0978-32-1736

施工

奥田 和彦

株式会社奥田組

879-0462 宇佐市大字別府590番地の1

0978-32-2220

設計

中園 敏郎

株式会社中園建築一級建築士事務所

879-0305 宇佐市大字上高家557番地

0978-32-1736

施工

藤田 誠司

藤田工務店一級建築士事務所

879-0444 宇佐市大字石田95-12

0978-34-9061

施工

豊永 忍

有限会社大成住建

879-0302 宇佐市大字下乙女498-1

0978-33-5788

設計

藤田 誠司

藤田工務店一級建築士事務所

879-0444 宇佐市大字石田95-12

0978-34-9061

豊後大野市
区分

氏

名

事務所名

郵便番号

住所

電話番号

設計・施工 岡部 達巳

有限会社宮成工務店

879-7305 豊後大野市犬飼町田原2984番地2

0974-37-2216

施工

大迫 雅俊

株式会社大建設

879-7304 豊後大野市犬飼町大寒2215番地

097-578-0292

設計

清水 豊久

有限会社川邊ＴＯＹＯ建築設計室

879-7104 豊後大野市三重町小坂4024番地50

0974-22-4828

設計

大迫 雅俊

株式会社大建設一級建築士事務所

879-7304 豊後大野市犬飼町大寒2215番地

097-578-0292

設計

川邊 武臣

有限会社川邊TOYO建築設計室

879-7104 豊後大野市三重町大字小坂4024番地50

0974-22-4828

設計

工藤 健治

アートオブライフ一級建築士事務所

879-7141 豊後大野市三重町秋葉1351

0974-22-8025

由布市
区分

氏

名

事務所名

郵便番号

住所

電話番号

設計

日野 克敏

精巧エンジニアリング株式会社

879-5103 由布市湯布院町川南11番3

設計

佐伯 吉文

株式会社サン建コンサルタント一級建築士事務所

879-5502 由布市挾間町向原1298番地1

097-583-4218

設計

中山 健剛

K・N設計二級建築士事務所

879-5102 由布市湯布院町川上1536-3

080-2781-9136

施工

利光 直人

利光建築事務所二級建築士事務所

879-5504 由布市挾間町下市744番地

097-583-3009

設計

利光 直人

利光建築事務所二級建築士事務所

879-5504 由布市挾間町下市744番地

097-583-3009

設計

渡邊 豊見

渡辺豊見二級建築士事務所

879-5102 由布市湯布院町川上2478番地1

0977-85-2174

0977-85-3344

国東町
区分

氏

名

事務所名

郵便番号

住所

電話番号

設計

重末 萬隆

重末一級建築士事務所

873-0533 国東市国東町見地1382

0978-76-0337

設計

上野 貢一

ウエノ一級建築士事務所

873-0643 国東市国東町富来浦2110番地2

0978-74-0359

設計

舞

泰弘

株式会社三浦建設一級建築士事務所

873-0503 国東市国東町鶴川1356番地

0978-72-1054

施工

舞

泰弘

株式会社三浦建設

873-0503 国東市国東町鶴川1356

0978-72-1054

設計

宮本 泰彦

ハートフルホーム建築設計

873-0643 国東市国東町富来浦1560

0978-74-0446

施工

穴見 善隆

有限会社穴見建設

873-0401 国東市武蔵町池ノ内1752番地3

0978-68-0055

設計

古庄 真次

古庄設計一級建築士事務所

873-0223 国東市安岐町大添134-22

0978-67-2162

設計

穴見 善隆

有限会社穴見建設二級建築士事務所

873-0401 国東市武蔵町池の内1752番地3

0978-68-0055

施工

田原 暢之

有限会社田原建設

873-0202 国東市安岐町瀬戸田1251-3

0978-67-0166

施工

瀬口 靖教

有限会社双国建設

872-1401 国東市国見町伊美2332番地2

0978-82-1353

施工

北村 豊博

有限会社国東建設

873-0504 国東市国東町安国寺916

0978-72-0834

設計

田原 暢之

有限会社田原建設一級建築士事務所

873-0202 国東市安岐町瀬戸田1251番地の3

0978-67-0166

設計

北村 豊博

有限会社国東建設一級建築士事務所

873-0504 国東市国東町安国寺916

0978-72-0834

日出町
区分

氏

名

事務所名

設計

三ヶ尻

設計

河野 義昭

勝

郵便番号

住所

電話番号

三ヶ尻一級建築士事務所

879-1507 速見郡日出町豊岡6149番3

0977-72-8668

有限会社こうの設計一級建築士事務所

879-1502 速見郡日出町大字藤原2491番地の5

0977-72-0753

設計・施工 恒松 数弘

有限会社新巧住建二級建築士事務所

879-1504 速見郡日出町大字大神2429番地

0977-73-0880

設計

大進建設有限会社一級建築士事務所

879-1506 速見郡日出町3884-16

0977-72-9339

黒谷 尚輝

九重町
区分

氏

名

施工

佐藤 誠司

事務所名

郵便番号

住所

電話番号

佐藤設計一級建築設計事務所

879-4803 玖珠郡九重町大字後野上2205

0973-77-6215

設計・施工 梅木 恵美

EMI設計1級建築士事務所

879-4632 玖珠郡九重町大字松木4415-2

0973-76-3999

設計

佐藤 誠司

佐藤設計一級建築設計事務所

879-4803 玖珠郡九重町大字後野上2205

0973-77-6215

施工

森 高則

有限会社森建築

879-4724 玖珠郡九重町大字菅原412の1

0973-78-8346

玖珠町
区分

氏

名

事務所名

郵便番号

住所

電話番号

設計

尾方 秀則

有限会社尾方設計一級建築士事務所

879-4403 玖珠郡玖珠町大字帆足299-11

0973-72-2662

設計

岩本 泰樹

有限会社尾方設計一級建築士事務所

879-4403 玖珠郡玖珠町大字帆足299-11

0973-72-2662

設計・施工 後藤 喜美男 有限会社後藤工務店二級建築士事務所

879-4522 玖珠郡玖珠町大字山下1606番地の2

0973-72-5287

設計・施工 藤原 敏雄

サンホーム有限会社一級建築士事務所

879-4412 玖珠郡玖珠町大字山田291-2

0973-72-0023

施工

高倉 新太

有限会社高倉ホーム

879-4331 玖珠郡玖珠町大字戸畑3466-1

0973-73-7436

設計

髙倉 新太

髙倉ホーム一級建築士事務所

879-4331 玖珠郡玖珠町大字戸畑3466-1

0973-73-7436

施工

敷津 征男

有限会社敷津工務店

879-4414 玖珠郡玖珠町大字大隈1495-1

0973-72-0661

