
登録番号 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 勤務先 郵便番号 勤務先住所

H30-0001 久原忠寛 ﾋｻﾊﾗ　ﾀﾀﾞﾋﾛ （株）山本設計 780-0832 高知市九反田12-6

R01-0003 榮田隆文 ｻｶｴﾀﾞ　ﾀｶﾌﾐ セキスイハイム東四国株式会社　 7818121 高知市葛島4丁目1-16

R01-0005 秋森吉彦 ｱｷﾓﾘ　ﾖｼﾋｺ 秋森建築工房 7815106 高知市介良乙2675-2

R01-0007 和智達雄 ﾜﾁ　ﾀﾂｵ 和智設計事務所 7808040 高知市神田2141-8

R01-0010 田内優次 ﾀﾉｳﾁ　ﾕｳｼﾞ 有限会社　山善工務店 780-0974 高知市円行寺1769-7

R01-0011 垣内斉 ｶｷｳﾁ　ﾋﾄｼ 垣内建築事務所 7800901 高知市上町3丁目11-29

R01-0012 島田浩二 ｼﾏﾀﾞ　ｺｳｼﾞ 株式会社　島田工務店 7808018 高知市竹島町148番地39

R01-0015 楠瀬昌男 ｸｽﾉｾ　ﾏｻｵ 株式会社　ネクスト・オカモト 7800073 高知市北金田10番3号

R01-0017 清水正博 ｼﾐｽﾞ　ﾏｻﾋﾛ アイワールド有限会社　 7810010 高知市薊野586-23

R01-0019 益岡良博 ﾏｽｵｶ　ﾖｼﾋﾛ 株式会社　益岡工務店 7818121 高知市葛島2丁目7番9号

R01-0022 川添清 ｶﾜｿﾞｴ　ｷﾖｼ 有限会社　アイビー設計 7820033 香美市土佐山田町旭町1丁目1番10号

R01-0024 立道和男 ﾀﾃﾐﾁ　ｶｽﾞｵ ホームデザイン設計事務所 7800052 高知市大川筋1丁目6-21

R01-0025 小林照征 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾃﾙﾕｷ 小林建築設計事務所 7800972 高知市中万々146

R01-0027 岡林龍治 ｵｶﾊﾞﾔｼ　ﾘｭｳｼﾞ ＦＵＪＩ設計室 7812103 吾川郡いの町幸町34

R01-0030 恒石健臣 ﾂﾈｲｼ　ﾀｹｵﾐ 株式会社　恒石建設 7810011 高知市薊野北町4丁目21番28号

R01-0031 高村努 ﾀｶﾑﾗ　ﾂﾄﾑ 有限会社　高村建設 7800045 高知市幸町10-13

R01-0032 泉康博 ｲｽﾞﾐ　ﾔｽﾋﾛ 株式会社泉設計 7813601 長岡郡本山町本山608

R01-0033 岡﨑泰弘 ｵｶｻﾞｷ　ﾔｽﾋﾛ 岡﨑設計 7820039 香美市土佐山田町栄町6-1

R01-0036 中澤貞雄 ﾅｶｻﾞﾜ　ｻﾀﾞｵ 株式会社　北村建築工業 7800064 高知市和泉町6番1号

R01-0038 片岡裕明 ｶﾀｵｶ　ﾋﾛｱｷ 片岡建設有限会社　 7811151 土佐市中島209番地

R01-0039 山原太一 ﾔﾏﾊﾗ　ﾀｲﾁ 四国近代建設株式会社　 7800026 高知市秦南町2-8-3

R01-0041 松浦清ノ助 ﾏﾂｳﾗ　ｾｲﾉｽｹ エム建築設計室 7800022 高知市北秦泉寺188-1

R03-0045 西本隆康 ﾆｼﾓﾄ　ﾀｶﾔｽ 株式会社　宮崎技建 7808070 高知市本町3丁目6-23

R01-0046 原田正明 ﾊﾗﾀﾞ　ﾏｻｱｷ 有限会社　土佐住建 7830029 南国市西山466番地1

R01-0047 乾博 ｲﾇｲ　ﾋﾛｼ 有限会社　土佐住建 7830029 南国市西山466番地1

R01-0048 山口潤一 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 有限会社　土佐住建 7830029 南国市西山466番地1

R01-0050 溝渕和彦 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ　ｶｽﾞﾋｺ 有限会社　溝渕建設 7830005 南国市大埇乙2214-3

R01-0051 溝渕由香 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ　ﾕｶ － － －

R01-0053 高橋秀雄 ﾀｶﾊｼ　ﾋﾃﾞｵ 高橋建築設計事務所 7808007 高知市仲田町10-8

R01-0055 井上大輔 ｲﾉｳｴ　ﾀﾞｲｽｹ 有限会社　井上工務店 7811153 土佐市塚地719-1

R01-0056 千頭輝雄 ﾁｶﾐ　ﾃﾙｵ 一般社団法人　高知県建築士事務所協会 7800870 高知市本町4-2-15

R01-0057 大倉充雄 ｵｵｸﾗ　ﾐﾂｵ 有限会社　有生 7808086 高知市針木東町26番51号

R01-0058 山本武行 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｹﾕｷ 株式会社　かめお設計 7800981 高知市一ツ橋町2丁目53番地2

R01-0061 高橋光輝 ﾀｶﾊｼ　ﾐﾂｷ 光計画事務所 7800850 高知市丸ノ内2丁目5-14

R01-0062 山本幸廷 ﾔﾏﾓﾄ　ﾖｼﾀｶ 山本構造設計事務所 7808085 高知市大谷公園町20番15号エスコートいさむⅠ201号

R01-0063 山本俊成 ﾔﾏﾓﾄ　ﾄｼﾅﾘ 山本構造設計事務所 7808085 高知市大谷公園町20番15号エスコートいさむⅠ201号室

R01-0064 上原幸弘 ｳｴﾊﾗ　ﾕｷﾋﾛ 有限会社　ユー・ホーム 7830004 南国市大埇甲693-6

R01-0065 髙田建作 ﾀｶﾀ　ｹﾝｻｸ 有限会社　ユー・ホーム 7830004 南国市大埇甲693-6

R01-0067 日浦晶夫 ﾋｳﾗ　ｱｷｵ ひうら設計 7800931 高知市玉水町60-1ハイツリバーサイド408号

R01-0070 久保寛 ｸﾎﾞ　ﾕﾀｶ 久保建築設計室 7815103 高知市大津乙1949番地11

R01-0071 北岡研二 ｷﾀｵｶ　ｹﾝｼﾞ 株式会社　岸之上工務店 7800033 高知市西秦泉寺435-1

R01-0075 松本好弘 ﾏﾂﾓﾄ　ﾖｼﾋﾛ 有限会社　友結建築事務所 7808039 高知市東石立町106-1吉岡ビル201

R01-0076 中宏文 ﾅｶ　ﾋﾛﾌﾐ 株式会社　中設計 7808023 高知市六泉寺町1－1

R01-0078 太田稔 ｵｵﾀ　ﾐﾉﾙ 株式会社　トラスト建設 7800042 高知市洞ケ島町7-15
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R01-0082 安岡功 ﾔｽｵｶ　ｲｻｵ 三共設計 7820043 香美市土佐山田町598-7

R02-0083 黒岩則水 ｸﾛｲﾜ　ﾉﾘﾐ (株)黒岩設計 7808037 高知市城山町12-14 スカイラーク3F

R01-0084 西村静夫 ﾆｼﾑﾗ　ｼｽﾞｵ デュオ建築設計 7808035 高知市河ノ瀬町149-24メゾン南十字星303号

R01-0085 林孝一 ﾊﾔｼ　ﾀｶｶｽﾞ 大協エンジニアリング株式会社高知営業所 7800056 高知市北本町4丁目6-48笠井ビル3F

R01-0088 三谷長生 ﾐﾀﾆ　ﾀｹｵ T.M建築設計事務所 7815103 高知市大津乙389-26

R01-0089 廣井豊 ﾋﾛｲ　ﾕﾀｶ 廣井建築事務所 7800066 高知市比島町2丁目7-24桃園荘1F-3

R01-0090 中山由子 ﾅｶﾔﾏ　ﾕｳｺ 株式会社　MASAOKA 7850033 須崎市大間西町3-17

R01-0091 石元信明 ｲｼﾓﾄ　ﾉﾌﾞｱｷ 北村商事株式会社　建設部 7810112 高知市仁井田4606-2

R01-0093 森田憲昭 ﾓﾘﾀ　ﾉﾘｱｷ 有限会社　森田設計 7800901 高知市上町3-8-37

R01-0094 猪野幹雄 ｲﾉ　ﾐｷｵ 株式会社　猪野工務店 7808008 高知市潮新町1-14-9

R01-0095 山本紀美 ﾔﾏﾓﾄ　ｷﾐ － － －

R01-0096 濱田規良 ﾊﾏﾀﾞ　ﾉﾘﾖｼ 株式会社　土佐ハイム 7800965 高知市福井町1428-33

R01-0097 山﨑健司 ﾔﾏｻｷ　ｹﾝｼﾞ (株)ライズ設計事務所 7818122 高知市高須新町4-1-18

R01-0098 桐本義久 ｷﾘﾓﾄ　ﾖｼﾋｻ 株式会社　OfficeK 7812152 高岡郡日高村沖名160-7

R01-0100 和田忠彦 ﾜﾀﾞ　ﾀﾀﾞﾋｺ 和田忠彦建築設計事務所 7830031 南国市下野田416-1

R01-0102 吉永精司 ﾖｼﾅｶﾞ　ｾｲｼﾞ 有限会社　久枝建設 7830096 南国市久枝51-1

R01-0103 濱口一平 ﾊﾏｸﾞﾁ　ｲｯﾍﾟｲ 株式会社　濱口建築設計事務所 7808063 高知市朝倉丙434-14

R01-0104 野口隆 ﾉｸﾞﾁ　ﾀｶｼ 株式会社　宗石建設工業所 7800901 高知市上町2丁目11-9

R01-0105 大川内昭宏 ｵｵｶﾜｳﾁ　ｱｷﾋﾛ 株式会社　建築企画 7808002 高知市役知町21-3

R01-0106 濵田円 ﾊﾏﾀﾞ　ﾏﾄﾞｶ 株式会社　建築企画 7808002 高知市役知町21-3

R01-0107 今井淳一 ｲﾏｲ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 有限会社　前里工務店 7800071 高知市高埇8番14号

R01-0108 田能茂 ﾀﾉｳ　ｼｹﾞﾙ 株式会社　轟組 7808006 高知市萩町1丁目5-13

R01-0113 中澤速雄 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾊﾔｵ 大方綜合建設株式会社　一級建築設計事務所 7891931 幡多郡黒潮町入野2996

R01-0114 大原竹夫 ｵｵﾊﾗ　ﾀｹｵ 大塚建設株式会社 7880783 宿毛市平田町戸内1034-18

R01-0116 川添力生 ｶﾜｿﾞｴ　ﾘｷｵ 川添工務店 7870151 四万十市竹島3836

R01-0118 溝渕幸孝 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ　ﾖｼﾀｶ 株式会社　西和コンサルタント 7880011 宿毛市宿毛5344-10

R01-0119 山﨑二三夫 ﾔﾏｻｷ　ﾌﾐｵ 前田建築有限会社 7870310 土佐清水市浦尻5-10

R01-0120 門脇正宏 ｶﾄﾞﾜｷ　ﾏｻﾋﾛ 株式会社　彩都建設 7800071 高知市高埇3-21

R01-0124 澤田守市 ｻﾜﾀﾞ　ﾓﾘｲﾁ 丸和建設株式会社　 7800971 高知市南万々59－2

R01-0126 岡本英男 ｵｶﾓﾄ　ﾋﾃﾞｵ 岡本建築設計事務所 7815212 香南市野市町土居1479-6

R01-0127 髙橋康一 ﾀｶﾊｼ　ｺｳｲﾁ 高橋設計 7800964 高知市横内380番地

R03-0129 上田博史 ｱｹﾞﾀ　ﾋﾛﾌﾐ 株式会社　上田建築事務所 7800850 高知市丸ノ内2丁目8-7

R01-0132 岡林広一 ｵｶﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛｲﾁ ＩＤＥＡＬ設計 7800870 高知市本町5丁目2-11　アートビル2F

R01-0133 松本琢史 ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｸｼﾞ 松本琢史建築設計事務所 781-0251 高知市瀬戸西町1丁目354

R03-0135 岡田良嗣 ｵｶﾀﾞ　ﾘｮｳｼﾞ 株式会社　ライト岡田設計 780-0088 高知市北久保5番7号

R02-0136 前田竜誠 ﾏｴﾀﾞ　ﾘｭｳｾｲ 竜誠の設計工房合同会社 7810270 高知市長浜3503-1

R02-0140 樫尾勝弘 ｶｼｵ　ｶﾂﾋﾛ ログ工房Ｐｕｕ．ＴＡＬＯ 7814222 香美市香北町五百蔵13-1

R01-0141 中山隆俊 ﾅｶﾔﾏ　ﾀｶﾄｼ 竹村産業株式会社　 7880001 宿毛市中央2-2-1

R01-0142 西尾好正 ﾆｼｵ　ﾖｼﾏｻ 竹村産業株式会社　 7880001 宿毛市中央2-2-1

R01-0144 尾田安広 ｵﾀﾞ　ﾔｽﾋﾛ クラフト設計 7820032 香美市土佐山田町西本町1丁目4-7

R01-0147 吉本秀蔵 ﾖｼﾓﾄ　ｼｭｳｿﾞｳ 和建設株式会社　 7800056 高知市北本町4丁目3-25

R02-0148 山本徹 ﾔﾏﾓﾄ　ﾄｵﾙ ヤマト建築設計事務所 7812120 吾川郡いの町枝川784-43

R01-0149 笠井修身 ｶｻｲ　ｵｻﾐ 有限会社　笠井建築設計事務所 7800965 高知市福井町1784番地99

R01-0151 青木能生 ｱｵｷ　ﾖｼｵ 株式会社　総合企画設計 7800033 高知市西秦泉寺138番地
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R01-0152 中澤康夫 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾔｽｵ 有限会社　中澤設計事務所 7800806 高知市知寄町1-6-11

R01-0157 島田晴江 ｼﾏﾀﾞ　ﾊﾙｴ シンクタンクスタジオ株式会社 7800984 高知市西久万52-7

R01-0159 中越敬典 ﾅｶｺﾞｼ　ｹｲｽｹ ケイズ設計 7850610 高岡郡梼原町梼原1354-2

R02-0164 江西章 ｴﾆｼ　ｱｷﾗ エニシ建築設計事務所 7800946 高知市上本宮町136-2

R02-0168 大﨑政幸 ｵｵｻｷ　ﾏｻﾕｷ 大﨑建築 7812123 吾川郡いの町天王南2丁目3-3

R02-0169 川﨑弘行 ｶﾜｻｷ　ﾋﾛﾕｷ フクヤ建設株式会社　 7810015 高知市薊野西町2-18-19

R01-0170 下元俊也 ｼﾓﾓﾄ　ｼｭﾝﾔ 有限会社　下元住研 7850201 高岡郡津野町永野89-2

R01-0171 田中規雄 ﾀﾅｶ　ﾉﾘｵ 田中設計 7870010 四万十市古津賀1328-1

R02-0172 山本敬三 ﾔﾏﾓﾄ　ｹｲｿﾞｳ 豚座建設 (株) 7870010 四万十市古津賀2丁目6番地

R01-0173 山本哲夫 ﾔﾏﾓﾄ　ﾃﾂｵ 企画室３０ 7830043 南国市岡豊町小蓮502-1

R01-0174 依光成元 ﾖﾘﾐﾂ　ｼｹﾞﾓﾄ 依光建築設計事務所 7800066 高知市比島町1-15-2ロイヤルT102号

R01-0175 梶浦哲夫 ｶｼﾞｳﾗ　ﾃﾂｵ 依光建築設計事務所 7800066 高知市比島町1-15-2ロイヤルT102号

H30-0176 足達康宏 ｱﾀﾞﾁ　ﾔｽﾋﾛ 建築工房望(有) 7815106 高知市介良乙998-5

R01-0178 門脇正道 ｶﾄﾞﾜｷ　ﾏｻﾐﾁ 冨士設計株式会社　 7808015 高知市百石町1丁目12番15号

R02-0180 萩野裕一 ﾊｷﾞﾉ　ﾕｳｲﾁ CROSS建築設計事務所 7810245 高知市長浜蒔絵台一丁目28番2

R02-0181 井上健 ｲﾉｳｴ　ﾂﾖｼ 株式会社　上岡工務店 仁淀川支店 7811532 吾川郡仁淀川町相能269番地

R01-0182 高瀨一也 ﾀｶｾ　ｶｽﾞﾔ 高瀬工務店株式会社 7880013 宿毛市片島15-5

R01-0183 西岡憲幸 ﾆｼｵｶ　ﾉﾘﾕｷ 西岡設計 7840028 安芸市黒鳥181-3

R01-0184 岡島俊夫 ｵｶｼﾞﾏ　ﾄｼｵ 岡島建築設計室 7800002 高知市重倉578-12

R02-0185 西岡由樹 ﾆｼｵｶ　ﾕｷ 克建株式会社 7818121 高知市葛島4丁目6番6号

R02-0186 中村成博 ﾅｶﾑﾗ　ﾅﾙﾋﾛ (有)中村工務店 7818114 高知市高須西町1-9

R01-0188 永冨達也 ﾅｶﾞﾄﾐ　ﾀﾂﾔ プラス１設計室 7870021 四万十市中村京町1-12-1

R02-0189 大久保昌幸 ｵｵｸﾎﾞ　ﾏｻﾕｷ 大久保設計事務所 7820002 香美市土佐山田町船谷11-1

R01-0190 山本正人 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏｻﾄ 山本正人建築設計事務所 7800944 高知市水源町29-11

R01-0192 渡邉雅信 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏｻﾉﾌﾞ 渡邉雅信建築設計事務所 7815108 高知市潮見台3丁目913番地

R02-0194 竹本宜弘 ﾀｹﾓﾄ　ﾖｼﾋﾛ 株式会社　開洋 7800862 高知市鷹匠町1丁目2番53号

R03-0198 岡林孝明 ｵｶﾊﾞﾔｼ　ﾀｶｱｷ （株）ダックテック 7812108 吾川郡いの町駅東町105番地

R02-0201 福原善隆 ﾌｸﾊﾗ　ﾖｼﾀｶ 福原建築 7808052 高知市鴨部2丁目10-1-302

R01-0202 山本和希 ﾔﾏﾓﾄ　ｶｽﾞｷ 建築創造工房ヤマモト 7870158 四万十市実崎1108-1

R01-0203 矢野久幸 ﾔﾉ　ﾋｻﾕｷ 有限会社　矢野工務店 7850006 須崎市浜町2-3-5

R01-0204 村上弘晃 ﾑﾗｶﾐ　ﾋﾛﾃﾙ 株式会社　MASAOKA 7850033 須崎市大間西町3-17

R01-0205 伊野満雄 ｲﾉ　ﾐﾂｵ 伊野設計事務所 7808010 高知市桟橋通3丁目4-5

R01-0206 小松弘房 ｺﾏﾂ　ﾋﾛﾌｻ 株式会社　晃立 7800929 高知市桜馬場8番20号

R01-0207 小笠原孝雄 ｵｶﾞｻﾜﾗ　ﾀｶｵ 株式会社　晃立 7800929 高知市桜馬場8番20号

R01-0208 小栗登志 ｵｸﾞﾘ　ﾄｼ 三建設計　有限会社 7800806 高知市知寄町1-5-1三建ビル5F

R01-0211 佃久幸 ﾂｸﾀﾞ　ﾋｻﾕｷ 丸和建設株式会社　 7800971 高知市南万々59-2

R01-0212 濵渦清海 ﾊﾏｳｽﾞ　ｷﾖﾐ 浜渦工務店株式会社 7818132 高知市一宮東町5丁目25-6

R01-0213 津野暢彦 ﾂﾉ　ﾉﾌﾞﾋｺ 株式会社　津野工務店 7830026 南国市上末松858-1

R01-0215 仙頭康司 ｾﾝﾄｳ　ﾔｽｼ 全国農業協同組合連合会高知県本部 7818510 高知市五台山5015番地1

R02-0217 間城久仁夫 ﾏｼﾛ　ｸﾆｵ 有限会社　窪内建築設計事務所 7800929 高知市桜馬場8-19

R02-0219 池俊孝 ｲｹ　ﾄｼﾀｶ (株)池工務店 7870305 土佐清水市天神町6-19

R01-0220 伊勢𦚰貢 ｲｾﾜｷ　ﾐﾂｸﾞ 伊勢𦚰建築 7800032 高知市加賀野井2-27-19

R01-0221 益岡博史 ﾏｽｵｶ　ﾋﾛﾌﾐ 株式会社　益岡工務店 7818121 高知市葛島2丁目7番9号

R01-0222 岡村清 ｵｶﾑﾗ　ｷﾖｼ Hata設計事務所 7870033 四万十市中村大橋通7丁目1-24
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R01-0223 樋口康彦 ﾋｸﾞﾁ　ﾔｽﾋｺ HF設計 7808072 高知市曙町1-5-48

R01-0226 津野英樹 ﾂﾉ　ﾋﾃﾞｷ 有限会社　津野建設 7850034 須崎市大間本町19-1

R01-0228 山西良一 ﾔﾏﾆｼ　ﾘｮｳｲﾁ 株式会社　公文建設 7840042 安芸市土居1690-1

R03-0229 上村幸与 ｶﾐﾑﾗ　ｻﾁﾖ 上村工務店(株) 7800972 高知市中万々57-21

R02-0230 山下博央 ﾔﾏｼﾀ　ﾋﾛｼ 有限会社　関西建工 7800949 高知市鳥越54-38

R01-0231 芳谷雄司 ﾖｼﾀﾆ　ﾕｳｼﾞ － － －

R02-0233 濱田浩二 ﾊﾏﾀﾞ　ｺｳｼﾞ 浜田建築設計 7880013 宿毛市片島13-22-13

R01-0235 横山高廣 ﾖｺﾔﾏ　ﾀｶﾋﾛ 横山設計事務所 7800928 高知市越前町2丁目5番2号

R01-0236 松田安夫 ﾏﾂﾀﾞ　ﾔｽｵ 松田建築設計室 7880012 宿毛市高砂4-7-4

R01-0237 橋田考司 ﾊｼﾀﾞ　ｺｳｼﾞ 有限会社　橋田工務店 7830094 南国市前浜6-1

R01-0238 大﨑光彦 ｵｵｻｷ　ﾐﾂﾋｺ 有限会社　大﨑建築 7850044 須崎市吾井郷乙2553-1

R02-0239 吉村純一 ﾖｼﾑﾗ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 吉村建設 7800833 高知市南はりまや町1丁目14-20-101

R01-0240 西田洋 ﾆｼﾀﾞ　ﾖｳ 株式会社　福田工務店 7870024 四万十市中村於東町27

R01-0241 小笠原正朗 ｵｶﾞｻﾜﾗ　ｾｲﾛｳ Be設計 7800803 高知市弥生町5-31-105

R01-0242 山本久嗣 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋｻﾂｸﾞ あーとらいふ・SUN建築設計事務所 7808002 高知市役知町21-2

R01-0243 中上康介 ﾅｶｶﾞﾐ　ｺｳｽｹ 株式会社　中成 7850502 高岡郡津野町北川4965番地

R01-0244 小松信利 ｺﾏﾂ　ﾉﾌﾞﾄｼ 株式会社　トラスト建設 7800042 高知市洞ケ島町7-15

R02-0245 門脇達也 ｶﾄﾞﾜｷ　ﾀﾂﾔ 門脇設計 7840003 安芸市久世町6-25

R01-0246 堀江寿之 ﾎﾘｴ　ﾄｼﾕｷ 寿・アトリエ 7808019 高知市北竹島町168-11

R01-0248 森岡昌隆 ﾓﾘｵｶ　ﾖｼﾀｶ 森岡建築士事務所 7830005 南国市大埇乙1324-2

R01-0249 津野英雄 ﾂﾉ　ﾋﾃﾞｵ 有限会社　津野白蟻研究所 7800821 高知市桜井町2-2-37

R01-0250 門田義仁 ｶﾄﾞﾀ　ﾖｼﾋﾄ 有限会社　創建築事務所 7808050 高知市鴨部878-21

R01-0251 久保光一 ｸﾎﾞ　ｺｳｲﾁ セクマ設計事務所 7818134 高知市一宮中町3丁目14-8

R01-0252 髙橋泉 ﾀｶﾊｼ　ｲｽﾞﾐ － - －

R01-0256 橋田修作 ﾊｼﾀﾞ　ｼｭｳｻｸ 有限会社　ハウス橋田建設 7830006 南国市篠原920番地

R01-0257 清藤和孝 ｷﾖﾄｳ　ｶｽﾞﾀｶ アトリエ都市・建築設計室ｋ．ｋ 7830003 南国市西野田町4丁目1番5-3号

R01-0258 井上和重 ｲﾉｳｴ　ｶｽﾞｼｹﾞ (株)井上建築設計工場 7800026 高知市秦南町一丁目8番9号

R01-0259 岩戸啓子 ｲﾜﾄﾞ　ｹｲｺ いわと設計事務所 7800021 高知市中秦泉寺96　秦泉寺ハイツ1F西

R01-0260 岩戸洋雄 ｲﾜﾄﾞ　ﾋﾛｵ いわと設計事務所 7800021 高知市中秦泉寺96　秦泉寺ハイツ1F西

R01-0261 門田健一郎 ｶﾄﾞﾀ　ｹﾝｲﾁﾛｳ 和建設株式会社　 7800056 高知市北本町4-3-25

R01-0262 島村博通 ｼﾏﾑﾗ　ﾋﾛﾐﾁ アーキ設計 7800062 高知市新本町1丁目13-18

R01-0264 片岡正治 ｶﾀｵｶ　ﾏｻﾊﾙ 有限会社　岩城建築設計事務所 7815213 香南市野市町東野1936-3

R01-0265 山本春比古 ﾔﾏﾓﾄ　ﾊﾙﾋｺ ヤマモト建築設計事務所 7891931 幡多郡黒潮町入野915

R03-0266 竹村俊彦 ﾀｹﾑﾗ　ﾄｼﾋｺ (有)タケムラ建築設計事務所 7800056 高知市北本町2丁目2番29-701号

R01-0269 森野保臣 ﾓﾘﾉ　ﾔｽｵﾐ アイハウジング 7808065 高知市朝倉戊530-5

R01-0271 藤田猛 ﾌｼﾞﾀ　ﾀｹｼ セキスイハイム東四国株式会社 7818121 高知市葛島4-1-16

R01-0272 楠瀬路易子 ｸｽﾉｾ　ﾙｲｺ 楠瀬るいこ設計事務所 7815106 高知市介良乙2692-4

R01-0274 板原博文 ｲﾀﾊﾗ　ﾋﾛﾌﾐ 板原工務店 7811105 土佐市蓮池872-1

R01-0276 片岡重則 ｶﾀｵｶ　ｼｹﾞﾉﾘ Ｋ・建築設計事務所 7800072 高知市杉井流1-11　マリーハウスⅡ1F

R01-0277 尾﨑保雄 ｵｻｷ　ﾔｽｵ 匠設計室 7808002 高知市役知町9-17BONVOYAGE301号

R01-0278 猪野耕児 ｲﾉ　ｺｳｼﾞ 有限会社　安岡建築研究所 7840005 安芸市港町1丁目2-3

R01-0279 加藤一仁 ｶﾄｳ　ｶﾂﾋﾄ 有限会社　中澤設計事務所 7800806 高知市知寄町1-6-11

R01-0280 福家照起 ﾌｹ　ﾃﾙﾕｷ ハウジング企画福家 7800066 高知市比島町4-5-13

R01-0281 松本正子 ﾏﾂﾓﾄ　ﾏｻｺ ｍ＋建築デザイン 7800911 高知市新屋敷2丁目25-8
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R01-0282 北川宗功 ｷﾀｶﾞﾜ　ﾑﾈﾉﾘ 有限会社　北宗建設 7800965 高知市福井町1191-1

R01-0283 北川智規 ｷﾀｶﾞﾜ　ﾄﾓﾉﾘ 有限会社　北宗建設 7800965 高知市福井町1191-1

R02-0285 弘井輝彦 ﾋﾛｲ　ﾃﾙﾋｺ 有限会社　下元住研 7850201 高岡郡津野町永野89-2

R02-0286 遠山真由子 ﾄｵﾔﾏ　ﾏﾕｺ ｍ＋建築デザイン 7800911 高知市新屋敷2丁目25-8

R01-0288 前田誉範 ﾏｴﾀﾞ　ﾀｶﾉﾘ 株式会社　朝日コンサルタント 7810113 高知市種崎780-1

R01-0290 藤田豊士 ﾌｼﾞﾀ　ﾄﾖｼ 城南エーティー 7808019 高知市北竹島町449

R01-0292 小松久雄 ｺﾏﾂ　ﾋｻｵ 住友不動産株式会社　新築そっくりさん戸建事業部高知事業所 7800073 高知市北金田11番30号アクティオカザキ1F

R01-0293 西森敏博 ﾆｼﾓﾘ　ﾄｼﾋﾛ 西陽建設株式会社　 7808040 高知市神田2141-6

R02-0294 池上福雄 ｲｹｶﾞﾐ　ﾌｸｵ 入交道路施設 (株) 7810114 高知市十津6-2-10

R01-0295 米林利雄 ﾖﾈﾊﾞﾔｼ　ﾄｼｵ 株式会社　共力社 7808027 高知市高見町23番地やいろ別館

R03-0296 筒井伸祐 ﾂﾂｲ　ｼﾝｽｹ 筒井伸祐建築設計事務所 7800953 高知市長尾山町191-20

R01-0298 二宮淳一 ﾆﾉﾐﾔ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 二宮設計事務所 7818101 高知市高須砂地275-18

R01-0299 芝速三 ｼﾊﾞ　ﾊﾔﾐ 株式会社　アーム 7830093 南国市物部258-3

R01-0300 山川寿彦 ﾔﾏｶﾜ　ﾄｼﾋｺ 有限会社　山川工務店 7816832 室戸市吉良川町2112-5

R01-0301 前田平 ﾏｴﾀﾞ　ﾀｲﾗ 前田建築有限会社　 7870310 土佐清水市浦尻5-10

R01-0302 小島一修 ｵｼﾞﾏ　ｶｽﾞﾅｶﾞ 株式会社　ライト岡田設計幡多事務所 7870027 四万十市中村天神橋52

R01-0304 吉本貴志 ﾖｼﾓﾄ　ｱﾂｼ Meet's　Home 7830086 南国市緑ヶ丘2丁目1335

R01-0305 安田理香 ﾔｽﾀﾞ　ﾘｶ 有限会社　ツトム建設 7880302 幡多郡大月町弘見1854

R01-0306 江口久夫 ｴｸﾞﾁ　ﾋｻｵ 江口建築設計事務所 7870025 四万十市中村一条通1丁目27-2

R01-0307 中村浩平 ﾅｶﾑﾗ　ｺｳﾍｲ 有限会社　久枝建設 7830096 南国市久枝51-1

R01-0310 梶本源一郎 ｶｼﾞﾓﾄ　ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ カジモト建築設計事務所 7870332 土佐清水市汐見町5-4

R01-0313 山本克彦 ﾔﾏﾓﾄ　ｶﾂﾋｺ 株式会社　ワタリコンサルタント 7870011 四万十市右山元町3丁目3番12-7号

R02-0314 久米成功 ｸﾒ　ｾｲｺｳ 久米建設(株) 7880302 幡多郡大月町弘見1604-1

R02-0315 川井陽二 ｶﾜｲ　ﾖｳｼﾞ - - －

R01-0316 森澤伸次 ﾓﾘｻﾜ　ｼﾝｼﾞ シカタ開発株式会社　一級建築士事務所 7812151 高岡郡日高村下分77番地1

R01-0318 佐藤八尋 ｻﾄｳ　ﾔﾋﾛ 株式会社　若竹まちづくり研究所 7808031 高知市大原町87杉本ビル２F

R01-0319 橋田正幸 ﾊｼﾀﾞ　ﾏｻﾕｷ ハシダ建築士事務所 7850028 須崎市上分丙1824-2

R02-0320 辻信一 ﾂｼﾞ　ｼﾝｲﾁ 和建設株式会社　 7800056 高知市北本町4-3-25

R01-0326 野瀬武 ﾉｾ　ﾀｹｼ 野瀬武建築設計事務所 7891233 高岡郡佐川町中組884-4

R01-0330 山本卓助 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｸｽｹ 卓建築設計事務所 7880783 宿毛市平田町戸内1747-2

R01-0331 山脇敏明 ﾔﾏﾜｷ　ﾄｼｱｷ 山脇建築設計事務所 7808074 高知市朝倉横町7番7号

R01-0333 西一夫 ﾆｼ　ｶｽﾞｵ 株式会社　晃立 7800929 高知市桜馬場8-20

R01-0334 掛水敬一 ｶｹﾐｽﾞ　ｹｲｲﾁ 株式会社　晃立 7800929 高知市桜馬場8-20

R01-0335 小﨑肇 ｺｻｷ　ﾊｼﾞﾒ 株式会社　晃立 7800929 高知市桜馬場8-20

R01-0336 土居祐滋 ﾄﾞｲ　ﾕｳｼﾞ 株式会社　土居工務店 7818102 高知市高須本町8-3

R01-0337 土居良平 ﾄﾞｲ　ﾘｮｳﾍｲ 株式会社　土居工務店 7818102 高知市高須本町8-3

R01-0338 谷脇則彦 ﾀﾆﾜｷ　ﾉﾘﾋｺ 則建築事務所有限会社　 7810270 高知市長浜1516-13

R02-0340 戸梶英雄 ﾄｶｼﾞ　ﾋﾃﾞｵ 戸梶建設　株式会社 7808010 高知市桟橋通3丁目2-13

R01-0341 酒井公一 ｻｶｲ　ｺｳｲﾁ 株式会社　酒井建設 7810011 高知市薊野北町1-8-41

R01-0343 富田賢士 ﾄﾐﾀ　ｹﾝｼﾞ タカ・ホーム　株式会社 7808063 高知市朝倉丙680番地7

R01-0347 山﨑直隆 ﾔﾏｻｷ　ﾅｵﾀｶ 黒岩工業株式会社　 7820034 香美市土佐山田町宝町5丁目5番25号

R01-0349 土居歳幸 ﾄﾞｲ　ﾄｼﾕｷ 合同会社DIY設計工房 7810314 高知市春野町南ヶ丘9丁目3-15

R01-0350 森岡由華 ﾓﾘｵｶ　ﾕｶ 株式会社　濱田水道工業 7808016 高知市南ノ丸町5-7

R01-0351 大塚善宏 ｵｵﾂｶ　ﾖｼﾋﾛ － - －
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R01-0352 中野量方 ﾅｶﾉ　ｶｽﾞﾏｻ 豚座建設株式会社　一級建築士事務所 7870010 四万十市古津賀2丁目6番地

R01-0356 吉村央 ﾖｼﾑﾗ　ﾋｻｼ － - －

R01-0358 益岡雅充 ﾏｽｵｶ　ﾏｻﾐﾂ 益岡建築設計事務所 7871556 四万十市小西ノ川156-5

R01-0363 加藤雅喜 ｶﾄｳ　ﾏｻﾉﾌﾞ 株式会社　轟組 7808006 高知市萩町1丁目5-13

R01-0364 今井譲二 ｲﾏｲ　ｼﾞｮｳｼﾞ 有限会社　今井工務店 7830085 南国市十市4465-20

R01-0366 本田耕作 ﾎﾝﾀﾞ　ｺｳｻｸ 本田設計 789-1921 幡多郡黒潮町加持3365-1

R03-0367 山下哲彌 ﾔﾏｼﾀ　ﾃﾂﾔ （有）ヤマシタ工業 7880003 宿毛市幸町3-1

R01-0370 徳廣賢一 ﾄｸﾋﾛ　ｹﾝｲﾁ 段建築設計事務所有限会社　 7810250 高知市瀬戸2-1-1

R01-0371 大畠正広 ｵｵﾊﾞﾀｹ　ﾏｻﾋﾛ 巴建築設計事務所 7800901 高知市上町3-8-1-5F

R02-0373 堀洋子 ﾎﾘ　ﾖｳｺ ダグ建築設計工房 7800056 高知市北本町3-2-42

R01-0377 矢野和秀 ﾔﾉ　ｶｽﾞﾋﾃﾞ　 WIDE設計 7870019 四万十市具同7388-10

R02-0378 乾道弘 ｲﾇｲ　ﾐﾁﾋﾛ 乾　設計 7800963 高知市口細山54-165

R01-0379 髙橋正也 ﾀｶﾊｼ　ﾏｻﾔ たかはし建築 7808040 高知市神田2138-14

R01-0380 中村伸一 ﾅｶﾑﾗ　ｼﾝｲﾁ 有限会社　中村建設 7817104 室戸市浮津一番町181番地

R02-0381 西川弘一 ﾆｼｶﾞﾜ　ｺｳｲﾁ (株)高知リフォーム 7800056 高知市北本町1丁目4-4

R01-0382 柴原りさ ｼﾊﾞﾊﾗ　ﾘｻ 有限会社　柴原建設 7816410 安芸郡田野町943-1

R02-0383 井谷昌史 ｲﾀﾞﾆ　ﾏｻﾌﾐ 有限会社　セブン設計 7800812 高知市若松町12-14

R01-0384 中澤あけみ ﾅｶｻﾞﾜ　ｱｹﾐ 有限会社　中澤設計事務所 7800806 高知市知寄町1-6-11

R01-0385 西宏章 ﾆｼ　ﾋﾛｱｷ 高知市農業協同組合 7818551 高知市高須東町4-8

R01-0386 小田憲史 ｵﾀﾞ　ｹﾝｼ － - －

R01-0389 岡田武久 ｵｶﾀﾞ　ﾀｹﾋｻ 有限会社　石井設計 7818121 高知市葛島2-3-9

R01-0390 安本喜一 ﾔｽﾓﾄ　ﾖｼｶｽﾞ 安本建築設計事務所 7815104 高知市介良135

R01-0393 板川浩一 ｲﾀｶﾞﾜ　ｺｳｲﾁ 株式会社　杉本住宅産業 7870019 四万十市具同5114番地

R02-0394 濵田朋子 ﾊﾏﾀﾞ　ﾄﾓｺ 有限会社大成システム 7811301 高岡郡越知町越知甲1623番地4

R01-0395 山影和佳 ﾔﾏｶｹﾞ　ｶｽﾞﾖｼ 株式会社　かめお設計 7800981 高知市一ツ橋町2丁目53-2

R01-0396 山下崇 ﾔﾏｼﾀ　ﾀｶｼ 有限会社　山下建設 7808037 高知市城山町240-24

R01-0397 山中夏樹 ﾔﾏﾅｶ　ﾅﾂｷ 山中建築 7830004 南国市大埇甲1368-2

R01-0398 中山政人 ﾅｶﾔﾏ　ﾏｻﾋﾄ 土佐ガス株式会社 7818543 高知市葛島2丁目3-75

R03-0399 小松政樹 ｺﾏﾂ　ﾏｻｷ マサキ・アーキテクト 7815701 安芸郡芸西村和食甲4510-6

R01-0400 國久由子 ｸﾆﾋｻ　ﾖﾘｺ 由設計事務所 7800981 高知市一ツ橋町2丁目139-3-301

R01-0401 西尾好勝 ﾆｼｵ　ﾖｼｶﾂ 有限会社　西尾設計事務所 7870013 四万十市右山天神町7-8

R01-0403 三谷正郎 ﾐﾀﾆ　ｾｲﾛｳ 中勝建設株式会社　 7818121 高知市葛島4-5-14

R01-0404 安岡学 ﾔｽｵｶ　ﾏﾅﾌﾞ 株式会社　アルファ建築設計室 7808040 高知市神田1060-1

R01-0405 中澤基 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾓﾄｲ 株式会社　土紀住宅 7808051 高知市鴨部上町2-10

R01-0407 田部康夫 ﾀﾍﾞ　ﾐﾁｵ 田部建築設計事務所 7850162 須崎市浦ノ内東分3504

R01-0411 喜多泰之 ｷﾀ　ﾔｽﾕｷ 建築舎ＫＩＴ 7800806 高知市知寄町1-4-5

H30-0412 岡本浩繁 ｵｶﾓﾄ　ﾋﾛｼｹﾞ － - －

R02-0413 篠藤靖行 ｼﾉﾄｳ　ﾔｽﾕｷ 株式会社らんどめいど 7810073 高知市北金田10-28

R02-0414 土居洋二 ﾄﾞｲ　ﾖｳｼﾞ 土居建築事務所 7800901 高知市上町3丁目9-5

R02-0416 和智幹雄 ﾜﾁ　ﾐｷｵ 和智建築事務所 7808040 高知市神田2141-8

R02-0417 城本幸造 ｼﾛﾓﾄ　ｺｳｿﾞｳ 城設計事務所 7800046 高知市伊勢崎町10-7久保川ハイツ1F南

R03-0420 和田晶雄 ﾜﾀﾞ　ｱｷｵ 有限会社　丸和工務店 7800833 高知市南はりまや町2丁目15-14

R02-0422 辻本一英 ﾂｼﾞﾓﾄ　ｶｽﾞﾋﾃﾞ ＡＬ建築設計事務所株式会社 7800806 高知市知寄町1-5-1三建ビル４Ｆ

R02-0423 西岡邦比古 ﾆｼｵｶ　ｸﾆﾋｺ 西岡邦比古　設計室 7816421 安芸郡安田町安田上ミ庄田1961-2
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R02-0425 政岡慶子 ﾏｻｵｶ　ﾖｼｺ Masa建築設計室 7800951 高知市西塚ノ原80-7 2F

R02-0426 伊藤豊 ｲﾄｳ　ﾕﾀｶ 独律建築企画 7818104 高知市高須3丁目4-31

R01-0427 畑平浩 ﾊﾀﾋﾗ　ﾋﾛｼ 株式会社　ネクスト・オカモト 7800073 高知市北金田10番3号

R02-0428 上澤聡 ｳｴｻﾞﾜ　ｱｷﾗ 上澤設計事務所 7860053 高岡郡四万十町弘見400-3

R02-0429 上澤慶祐 ｳｴｻﾞﾜ　ｹｲｽｹ 上澤設計事務所 7860053 高岡郡四万十町弘見400-3

R02-0430 松木貴史 ﾏﾂｷﾞ　ﾀｶｼ 有限会社　ニュートラル建築研究所 7810086 高知市海老ノ丸5番15号

R02-0431 和下田圭典 ﾜｹﾞﾀ　ｹｲｽｹ - - －

R01-0432 鳥谷秀文 ﾄﾘﾔ　ﾋﾃﾞﾌﾐ 有限会社　鳥設計事務所 7870015 四万十市右山383-16

R03-0433 鈴江章宏 ｽｽﾞｴ　ｱｷﾋﾛ 鈴江章宏建築設計事務所 7820016 香美市土佐山田町山田1654

R02-0434 西森敬祐 ﾆｼﾓﾘ　ｹｲｽｹ 株式会社　西森建築設計 7800045 高知市幸町14番7号

R02-0435 國久晴彦 ｸﾆﾋｻ　ﾊﾙﾋｺ 株式会社　ハウジング総合コンサルタント 7800087 高知市南久保16-17

R02-0438 片岡輝久 ｶﾀｵｶ　ﾃﾙﾋｻ 株式会社　総合企画設計 7800033 高知市西秦泉寺138

R02-0441 曽我真二 ｿｶﾞ　ｼﾝｼﾞ 株式会社 建築企画曽我 7808040 高知市神田2607-70

R02-0443 横山紀文 ﾖｺﾔﾏ　ﾉﾘﾌﾐ 株式会社　田邊工務店 7812120 吾川郡いの町枝川652-24

R02-0444 岡林勉 ｵｶﾊﾞﾔｼ　ﾂﾄﾑ 立建株式会社 7808085 高知市大谷公園町17-31

R02-0445 岡林正明 ｵｶﾊﾞﾔｼ　ﾏｻｱｷ 有限会社　大成システム 7811301 高岡郡越知町越知甲1623番地4

R02-0446 中内正人 ﾅｶｳﾁ　ﾏｻﾋﾄ 株式会社　フタガミ住宅部 7800066 高知市比島町4-1-40

R02-0448 岡田弘 ｵｶﾀﾞ　ﾋﾛｼ (有)岡田建設 7860511 高岡郡四万十町昭和661-3

H30-0449 山本哲万 ﾔﾏﾓﾄ　ﾃﾂﾏ 山本長水建築設計事務所 7830022 南国市小籠710番地

R02-0451 松尾二男 ﾏﾂｵ　ﾂｸﾞｵ コウセイアーキテクト 7814212 香美市香北町美良布1257-2

R02-0452 馬場信一 ﾊﾞﾊﾞ　ｼﾝｲﾁ 株式会社　馬場工務店 7808019 高知市北竹島町363番地

R02-0453 西森隆之 ﾆｼﾓﾘ　ﾀｶﾕｷ 株式会社　馬場工務店 7808019 高知市北竹島町363番地

R01-0454 岡林佳代 ｵｶﾊﾞﾔｼ　ｶﾖ エスティハウス有限会社　 7800066 高知市比島町4丁目11-1

R01-0455 谷山誠仁 ﾀﾆﾔﾏ　ﾏｻﾋﾄ 有限会社谷山鉄建 7891301 高岡郡中土佐町久礼6224-33

R02-0457 川渕博 ｶﾜﾌﾞﾁ　ﾋﾛｼ 有限会社　川渕建築事務所 7808015 高知市百石町2丁目9-14

R02-0458 濵田久美 ﾊﾏﾀﾞ　ｸﾐ 有限会社　川渕建築事務所 7808015 高知市百石町2丁目9-14

R02-0459 松本賢一 ﾏﾂﾓﾄ　ｹﾝｲﾁ 株式会社　総合企画設計 7800033 高知市西秦泉寺138

R01-0460 西森太一 ﾆｼﾓﾘ　ﾀｲﾁ 西森工務店 7891202 高岡郡佐川町乙5390-2

R02-0461 濵田浩敬 ﾊﾏﾀﾞ　ﾋﾛﾉﾘ 有限会社　矢野工務店 7850006 須崎市浜町2丁目3番5号

R03-0462 美濃部直文 ﾐﾉﾍﾞ　ﾅｵﾌﾐ (株)岸之上工務店 7800033 高知市西秦泉寺435-1

R02-0464 山﨑和夫 ﾔﾏｻｷ　ｶｽﾞｵ 工房YAMASAKI 7820004 香美市土佐山田町間665

R02-0465 上村満尚 ｶﾐﾑﾗ　ﾐﾂﾅｵ 上村建築事務所 7818014 高知市高須三丁目10-19

R03-0466 田中博伸 ﾀﾅｶﾋﾛﾉﾌﾞ O2建築設計事務所 7800056 高知市北本町3-4-12

H30-0468 青木勉 ｱｵｷﾂﾄﾑ 株式会社　鎌倉建設 7800966 高知市福井扇町1091番地14

R03-0469 朝倉明 ｱｻｸﾗｱｷﾗ
住友不動産株式会社　新築そっくりさん事業本部
戸建第七事業所　高知営業所 7800073 高知市北金田11番30号アクティオカザキ1F

R03-0471 関川健志 ｾｷｶﾞﾜﾀﾃｼ 積水ハウス（株）高知支店 7800072 高知市杉井流２１番10号

R03-0473 夕部美子 ﾕｳﾍﾞﾖｼｺ 株式会社　光テック二級建築設計事務所 7808019 高知市北竹島町363番地

R03-0474 池田慎治 ｲｹﾀﾞｼﾝｼﾞ 池田住宅有限会社　 7800074 高知市南金田3-48-10

R01-0475 高本章徳 ﾀｶﾓﾄｱｷﾉﾘ 高本建築設計事務所 7812110 吾川郡いの町1293-18

R03-0476 濵渦匠 ﾊﾏｳｽﾞﾀｸﾐ 浜渦工務店株式会社　 7818132 高知市一宮東町5丁目25-6

R03-0477 中屋和尊 ﾅｶﾔｶｽﾞﾀｶ 株式会社　中屋建設 7808040 高知市神田2296-6

R03-0478 水田光昭 ﾐｽﾞﾀﾐﾂｱｷ ＥＣＯ設計ミズタ 7800953 高知市長尾山町157

R03-0479 石川博 ｲｼｶﾜﾋﾛｼ 株式会社彩都建設 7800071 高知市高埇3番21号

R03-0480 小松勇美 ｺﾏﾂｲｻﾐ 有限会社　小松工務店 7815101 高知市布師田2258-8
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R03-0481 吉村孝博 ﾖｼﾑﾗﾀｶﾋﾛ 吉村建設 7817109 室戸市領家709-7

R03-0482 矢野和彦 ﾔﾉｶｽﾞﾋｺ 有限会社　矢野工務店 7850006 須崎市浜町2丁目3-5

R03-0488 夕部英明 ﾕｳﾍﾞﾋﾃﾞｱｷ 株式会社　益岡工務店 7818121 高知市葛島2丁目7番9号

R03-0489 近藤瑞紀 ｺﾝﾄﾞｳﾐｽﾞｷ 有限会社　岩城建築設計事務所 7815213 香南市野市町東野1936-3

R01-0490 前田学 ﾏｴﾀﾞﾏﾅﾌﾞ 上工務店 7808015 高知市百石町2丁目27－21エトワール百石201

R03-0491 野村泰司 ﾉﾑﾗﾔｽｼ 野村建築 7811101 土佐市高岡町甲686-2

R03-0492 北添幸誠 ｷﾀｿﾞｴｺｳｾｲ 北添建築研究室 7800841 高知市帯屋町1-14-20ST柳町3F南

R03-0494 中平健三 ﾅｶﾋﾗ　ｹﾝｿﾞｳ ECO設計土佐一級建築士事務所 781-1103 土佐市高岡町丙82-5

R01-0495 吉本瑞基 ﾖｼﾓﾄ　ﾐｽﾞｷ 合同会社　匠ハウス 7800971 高知市南万々75-4川江コーポ1階

R03-0496 竹田龍平 ﾀｹﾀﾞ　ﾘｭｳﾍｲ 和建設(株) 7800023 高知市東秦泉寺5-1

R01-0497 池本正一郎 ｲｹﾓﾄ　ｼｮｳｲﾁﾛｳ － - －

R01-0499 鎌倉誠夫 ｶﾏｸﾗ　ｾｲｵ 株式会社　鎌倉建設 7800966 高知市福井扇町1091番地14

R01-0500 宮内香織 ﾐﾔｳﾁ　ｶｵﾘ セキスイハイム東四国株式会社 7818121 高知市葛島4丁目1番16号

R01-0501 小栗一城 ｵｸﾞﾘ　ﾋﾄｷ 小栗建築設計事務所 7880012 宿毛市高砂21番16号

R01-0502 山本直子 ﾔﾏﾓﾄ　ﾅｵｺ 聖建築研究所 7820031 香美市土佐山田町東本町5-2-11

R01-0503 小南朗 ｺﾐﾅﾐ　ｱｷﾗ ＳＹＯＮＡＮ 7815232 香南市野市町西野257-6

R01-0504 山﨑知幸 ﾔﾏｻｷ　ﾄﾓﾕｷ アートヴィラ設計 7800973 高知市万々374-5

R01-0505 阿部和彦 ｱﾍﾞ　ｶｽﾞﾋｺ アーキテクト阿部建築 7871607 四万十市西土佐江川2702

R01-0506 宮内宏卓 ﾐﾔｳﾁ　ﾋﾛﾀｶ 大豊町役場 7890392 長岡郡大豊町高須231

R01-0509 三谷充広 ﾐﾀﾆ　ﾐﾂﾋﾛ 小松建設株式会社　 7818104 高知市高須1-7-26

R01-0510 小松雅人 ｺﾏﾂ　ﾏｻﾄ 小松建設株式会社　 7818104 高知市高須1-7-26

R01-0511 上村真也 ｶﾐﾑﾗ　ｼﾝﾔ 小松建設株式会社　 7818104 高知市高須1-7-26

R02-0512 山﨑秀憲 ﾔﾏｻｷ　ﾋﾃﾞﾉﾘ 山﨑工務店 7808052 高知市鴨部2-1-2

R02-0517 市川智章 ｲﾁｶﾜ　ﾄﾓｱｷ 有限会社　市川工建 7850202 高岡郡津野町姫野々258-1

R01-0518 谷口陽一 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾖｳｲﾁ 有限会社　プラザデザインコンサルタント 7808031 高知市大原町131-6

R01-0519 塩見耕平 ｼｵﾐ　ｺｳﾍｲ 有限会社　勇工務店 7808085 高知市大谷公園町20-1

R01-0521 上村禎身 ｶﾐﾑﾗ　ﾖｼﾐ 株式会社　ハウジング総合コンサルタント 7800087 高知市南久保16-17

R01-0523 間城貴哉 ﾏｼﾛ　ﾀｶﾔ 株式会社フタガミ　フタガミデザインラボ 7800023 高知市東秦泉寺122-1

R01-0524 松浦邦弘 ﾏﾂｳﾗ　ｸﾆﾋﾛ 中央建設 7810250 高知市瀬戸2丁目4-9

R01-0525 小松道就 ｺﾏﾂ　ﾐﾁﾅﾘ 株式会社　若竹まちづくり研究所 7808031 高知市大原町87-1杉本ﾋﾞﾙ2階

R01-0527 高木基至 ﾀｶｷﾞ　ﾓﾄﾕｷ 高木建築設計事務所 7891221 高岡郡佐川町本郷耕1999-6

R01-0528 武市均 ﾀｹﾁ　ﾋﾄｼ － － －

R01-0529 吉村志里 ﾖｼﾑﾗ　ﾕｷﾉﾘ 有限会社　創栄工務店 7810304 高知市春野町西分2028-2

R02-0533 濱口佳久 ﾊﾏｸﾞﾁ　ﾖｼﾋｻ 北村商事株式会社　建設部 7810112 高知市仁井田4606－2

R02-0534 大﨑明 ｵｵｻｷ　ｱｷﾗ 住友不動産（株） 7800073 高知市北金田11-30　アクティブオカザキ１F

R02-0535 今村勝彦 ｲﾏﾑﾗ　ｶﾂﾋｺ NV建設 7808027 高知市高見町208－8

R02-0536 藤本修 ﾌｼﾞﾓﾄ　ｵｻﾑ 藤本建築設計事務所 7800066 高知市比島町4丁目5-32

R02-0539 鉄野絵里奈 ﾃﾂﾉ　ｴﾘﾅ 有限会社　川渕建築事務所 7808015 高知市百石町2丁目9-14

R01-0540 大和田伸矢 ｵｵﾜﾀﾞ　ｼﾝﾔ 株式会社　総合企画設計 7800033 高知市西秦泉寺138番地

R01-0541 井上卓 ｲﾉｳｴ　ﾀｸ 株式会社　丸中木材 7810112 高知市仁井田新築4650

R02-0542 森達雄 ﾓﾘ　ﾀﾂｵ 株式会社　日日陽建設 7810011 高知市薊野西町2丁目23番5号

R02-0543 德廣剛 ﾄｸﾋﾛ　ｺﾞｳ 段建築設計事務所有限会社　 7810250 高知市瀬戸2丁目1-1

R02-0544 鈴木淳平 ｽｽﾞｷ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 有限会社　矢野工務店 7850006 須崎市浜町2丁目3番5号

R02-0545 佐竹隆 ｻﾀｹ　ﾀｶｼ 佐竹建築設計事務所 7871550 四万十市大用587-2
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R02-0546 谷栄一 ﾀﾆ　ｴｲｲﾁ 株式会社　谷建築 7891931 幡多郡黒潮町入野2198

R02-0547 宮地弥一郎 ﾐﾔｼﾞ　ﾔｲﾁﾛｳ 株式会社MYM設計 7800065 高知市塩田町13-14

R02-0548 安田晃 ﾔｽﾀﾞ　ｱｷﾗ 有限会社　シグマ建設 7808081 高知市若草町6-38

R02-0549 窪内香菜子 ｸﾎﾞｳﾁ　ｶﾅｺ 和建設株式会社 7800023 高知市東秦泉寺5-1

H30-0551 合田康博 ｺﾞｳﾀﾞ　ﾔｽﾋﾛ 建築工房望有限会社 7815106 高知市介良乙998-5

R03-0553 市原忠幸 ｲﾁﾊﾗ　ﾀﾀﾞﾕｷ 建築設計室　いちはら 7870019 四万十市具同7326-12

R03-0554 小松敦 ｺﾏﾂ　ｱﾂｼ 株式会社  トラスト建設 7800042 高知市洞ヶ島町7-15

R01-0555 青木俊夫 ｱｵｷ　ﾄｼｵ 株式会社  トラスト建設 7800042 高知市洞ヶ島町7-15

R03-0558 岡﨑香保里 ｵｶｻﾞｷ　ｶﾎﾘ 有限会社  中澤設計事務所 7800806 高知市知寄町1丁目6-11

R03-0559 川北敬彦 ｶﾜｷﾀ  ﾕｷﾋｺ 有限会社  石井設計 7818121 高知市葛島2-3-9

R03-0561 小松英輔 ｺﾏﾂ  ｴｲｽｹ YOHAKU DESIGN　株式会社 7820051 香美市土佐山田町楠目972-1

R03-0562 田畑喜幸 ﾀﾊﾞﾀ  ﾖｼﾕｷ 有限会社  ヨシコー建設 7800815 高知市二葉町4番3-102号

R03-0565 高本加奈 ﾀｶﾓﾄ  ｶﾅ 高本建築設計事務所 7812110 吾川郡いの町1293-18

R03-0566 川村健三 ｶﾜﾑﾗ  ｹﾝｿﾞｳ （株）ライト岡田設計 7800066 高知市北久保5番7号

R03-0567 宮脇直人 ﾐﾔﾜｷ  ﾅｵﾄ 宮脇建築 7800002 高知市重倉1479-29

H30-0570 新階将史 ｼﾝｶﾞｲ  ﾏｻｼ SJP 7810323 高知市春野仁ノ1849

R03-0571 近澤春彦 ﾁｶｻﾞﾜ  ﾊﾙﾋｺ 有限会社  澤匠 7810112 高知市仁井田新築4650

R03-0572 濱口昌也 ﾊﾏｸﾞﾁ  ﾏｻﾔ 有限会社  澤匠 7810112 高知市仁井田新築4650

R02-0573 濱口和也 ﾊﾏｸﾞﾁ  ｶｽﾞﾔ 住友不動産株式会社 7800073 高知市北金田11番30号アクティオカザキ1F

R03-0574 栄枝克哲 ｻｶｴﾀﾞ  ｶﾂﾉﾘ 株式会社  のりぞう工務店 7808075 高知市朝倉南町6-4

R03-0576 竹村晴夫 ﾀｹﾑﾗ  ﾊﾙｵ 有限会社  三好建設 7800927 高知市山ノ端町219-1

R03-0577 種田啓一 ﾀﾈﾀﾞ  ｹｲｲﾁ 種田建築 7811105 土佐市蓮池685-3

R03-0578 山﨑晴男 ﾔﾏｻｷ  ﾊﾙｵ 片岡建設有限会社 7811151 土佐市中島209

R03-0579 内田福子 ｳﾁﾀﾞ  ﾓﾄｺ フクヤ建設株式会社　 7810015 高知市薊野西町2-18-19

R03-0580 島﨑令子 ｼﾏｻｷ  ﾚｲｺ (株)第一コンサルタンツ 7815105 高知市介良甲828-1

R03-0581 水野智史 ﾐｽﾞﾉ  ｻﾄｼ フクヤ建設株式会社　 7810015 高知市薊野西町2-18-19

R03-0582 濵田隆志 ﾊﾏﾀﾞ  ﾀｶｼ フクヤ建設株式会社　 7810015 高知市薊野西町2-18-19

R03-0583 神﨑健史 ｶﾝｻﾞｷ  ﾀｹｼ 神﨑建築設計事務所 7811102 土佐市高岡町乙197-10

R03-0584 岩松正剛 ｲﾜﾏﾂ  ﾏｻﾀｶ 界設計室 7800055 高知市江陽町1-13-2F

R01-0585 田中将人 ﾀﾅｶ　ﾏｻﾄ 結建築設計事務所 7808040 高知市神田132-1

R01-0586 池八郎 ｲｹ　ﾊﾁﾛｳ 有限会社　Ｉｋｅ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ＆Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ 7800870 高知市本町4丁目2番19号

R01-0587 山本司郎 ﾔﾏﾓﾄ　ｼﾛｳ 山本司郎一級建築士事務所 7812120 吾川郡いの町枝川776-4

R01-0589 永野富昭 ﾅｶﾞﾉ　ﾄﾐｱｷ 永野組 7813201 高知市土佐山476

R01-0590 高橋俊博 ﾀｶﾊｼ　ﾄｼﾋﾛ アスカ建設株式会社 7815102 高知市大津甲372-5

R01-0591 伊藤光雄 ｲﾄｳ　ﾐﾂｵ 株式会社　アットホーム四国 7830091 南国市立田957-3

R01-0592 坂東由枝 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ　ﾖｼｴ 株式会社　トラスト建設 7800042 高知市洞ヶ島町7-15

R01-0593 長﨑哲也 ﾅｶﾞｻｷ　ﾃﾂﾔ 楽建築工房 7830063 南国市植田963-2

R01-0594 山下智徳 ﾔﾏｼﾀ　ﾄﾓﾉﾘ 建築生活空間研究企画室 7800002 高知市重倉525-102

R01-0595 貞廣圭一郎 ｻﾀﾞﾋﾛ　ｹｲｲﾁﾛｳ 山和木材　株式会社 7840043 安芸市川北甲5762番地

R01-0596 沖野礼知 ｵｷﾉ　ﾋﾛﾉﾘ 有限会社　高知建工舎 7815101 高知市布師田39-10

R01-0597 小原隆弘 ｵﾊﾗ　ﾀｶﾋﾛ 有限会社　小原水道工務店 7840006 安芸市日ノ出町4-1

R01-0599 西村昌泰 ﾆｼﾑﾗ　ﾏｻﾔｽ 株式会社　照和建設 7810112 高知市仁井田4641番地3

R01-0600 宍戸元香 ｼｼﾄﾞ　ﾓﾄｶ なひろ建築設計工房 7800870 高知市本町3丁目6-40ｱﾙﾌｧｶﾞｰﾃﾞﾝ本町307号

R01-0603 加藤早人 ｶﾄｳ　ﾊﾔﾄ 有限会社　ヨシコー建設 7800815 高知市二葉町4番3-102号
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R02-0604 唐岩愛 ｶﾗｲﾜ　ｱｲ カライワアイ設計事務所 7800026 高知市秦南町二丁目4-15

R01-0607 山本恭正 ﾔﾏﾓﾄ　ﾔｽﾏｻ 聖建築研究所 7820031 香美市土佐山田町東本町5丁目2-11

R01-0609 上山哲成 ｳｴﾔﾏ　ﾃﾂﾅﾘ 有限会社　ヨシコー建設 7800815 高知市二葉町4-3-102号

R01-0611 溝渕大記 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ　ﾀﾞｲｷ 溝渕木材工業株式会社 7830005 南国市大埇乙1234

R01-0612 又野勝彦 ﾏﾀﾉ　ｶﾂﾋｺ 次丸建築 7800992 高知市行川147

R02-0613 薦田健 ｺﾓﾀﾞ　ｹﾝ 薦田建築士事務所 7891301 高岡郡中土佐町久礼6493-2

R02-0614 山口由美子 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕﾐｺ 株式会社フタガミ　フタガミデザインラボ 7800023 高知市東秦泉寺122-1

R02-0616 仙頭章二 ｾﾝﾄｳ　ｼｮｳｼﾞ 大和ハウスリフォーム株式会社 7800056 高知市北本町4丁目3番16号

R02-0618 安田剛 ﾔｽﾀﾞ　ﾀｹｼ 有限会社　シグマ建設　シグマ一級建築士事務所 7808081 高知市若草町6-38

R02-0619 山川弘光 ﾔﾏｶﾜ　ﾋﾛﾐﾂ 有限会社　山川工務店 7816832 室戸市吉良川町甲2112-5

R02-0620 大原克仁 ｵｵﾊﾗ　ｶﾂﾋﾄ ジョンマン・コーポレーション有限会社 7808012 高知市天神町4-21

R02-0621 田嶋秀行 ﾀｼﾞﾏ　ﾋﾃﾞﾕｷ タジマVE研究所 7808010 高知市桟橋通3丁目16-8

R02-0622 組坂裕一 ｸﾐｻｶ　ﾕｳｲﾁ 株式会社フタガミ　フタガミデザインラボ 7800023 高知市東秦泉寺122-1

R02-0623 市川尚史 ｲﾁｶﾜ　ﾅｵﾌﾞﾐ 市川建築 7840006 安芸市日ノ出町1-19

R02-0624 石川健 ｲｼｶﾜ　ﾀｹｼ ㈱酒井建設 7810011 高知市薊野北町1丁目8-41

R02-0625 大原果林 ｵｵﾊﾗ　ｶﾘﾝ 株式会社　フタガミ建築士事務所 7818010 高知市桟橋通5-7-7

R02-0626 児玉卓也 ｺﾀﾞﾏ　ﾀｸﾔ 株式会社和幸住育事業部 7800982 高知市東久万177-1エリントンハウス101

R02-0627 髙橋宏迪 ﾀｶﾊｼ　ﾋﾛﾐﾁ 有限会社アフェクト 7815103 高知市大津乙2432-7

R02-0628 武内恵子 ﾀｹｳﾁ　ｹｲｺ 和建設株式会社 7800023 高知市東秦泉寺5-1

R02-0629 所谷由美子 ﾄｺﾛﾀﾞﾆ　ﾕﾐｺ Hata設計事務所 7870033 四万十市中村大橋通7-1-24

R02-0630 中川慎太圭 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾉﾘﾀｶ 中川建築設計所 7811610 吾川郡仁淀川町竹ノ谷810

R02-0631 門田理太郎 ｶﾄﾞﾀ　ｱﾔﾀﾛｳ 株式会社建匠 7800072 高知市杉井流10-10

R02-0632 竹村春香 ﾀｹﾑﾗ　ﾊﾙｶ フクヤ建設株式会社 7810015 高知市薊野西町2-18-19

R02-0633 齊藤野の子 ｻｲﾄｳ　ﾉﾉｺ ㈱島村建築事務所 7830027 南国市三畠308-1

R02-0634 澤村光裕 ｻﾜﾑﾗ　ﾐﾂﾋﾛ 有限会社　沢村工務店 7808016 高知市南ノ丸町58-11

R02-0635 林志保 ﾊﾔｼ　ｼﾎ 片岡建築設計事務所 7850202 高岡郡津野町姫野々2274

R02-0636 明坂忠治 ｱｹｻｶ　ﾀﾀﾞﾊﾙ 合同会社DIY設計工房 7810314 高知市春野町南ヶ丘9-3-15

R02-0638 武藤龍一 ﾑﾄｳ　ﾘｭｳｲﾁ 武藤建築事務所 7810113 高知市種崎612-1

R02-0640 橋本健 ﾊｼﾓﾄ　ｹﾝ 大豊建設 7880032 宿毛市錦446

R02-0641 濵口三紗 ﾊﾏｸﾞﾁ　ﾐｻ 積和建設四国株式会社高知事業所 7815103 高知市大津乙2127-4

R02-0642 福井大 ﾌｸｲ　ﾏｻﾙ （株）福井総合建築 7820047 香美市土佐山田町2658

R02-0643 楠瀨朋葉 ｸｽﾉｾ　ﾄﾓﾊ 聖建築研究所 7820031 香美市土佐山田町東本町5丁目2-11

R02-0644 西森正実 ﾆｼﾓﾘ　ﾏｻﾐ 住友不動産株式会社 7800073 高知市北金田11-30アクティオカザキ１F

R03-0645 上森こくとう ｳｴﾓﾘ　ｺｸﾄｳ キリコ設計事務所 7800901 高知市上町1-11-3明神ビル2F

R03-0646 山下遊兒 ﾔﾏｼﾀ　ﾕｳｼﾞ ヤハネ建築事務所 7808007 高知市仲田町14-2

R03-0649 門田勝利 ｶﾄﾞﾀ　ｶﾂﾄｼ 大知不動産鑑定㈱一級建築士事務所 7870011 四万十市右山元町1丁目6番10号

R03-0650 黒井博美 ｸﾛｲ ﾋﾛﾐ モッコク江舎 7870242 土佐清水市下ノ江3427-5

R03-0651 岡野二男 ｵｶﾉ ﾂｷﾞｵ 有限会社  アフェクト 7815103 高知市大津乙2432-7

R03-0654 渡辺康浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ   

R03-0655 山本良正 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 織田建設(有) 7811301 高岡郡越知町越知甲1874番地

R03-0656 伊与田貴章 ｲﾖﾀ ﾀｶｱｷ 伊与田建築設計事務所 7800051 高知市愛宕町3丁目4-24

R03-0657 熊澤真紀 ｸﾏｻﾞﾜ ﾏｷ ㈱フタガミ建築士事務所 7800023 高知市東秦泉寺122-1

R03-0658 中町公彦 ﾅｶﾏﾁ ｷﾐﾋｺ 住友林業ホームテック㈱高知営業所 7810088 高知市北久保2-43　フェアリーコート１階

R03-0659 川田貴之 ｶﾜﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 和建設㈱ 7800023 高知市東秦泉寺5-1
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R03-0660 杉本貴之 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾕｷ ㈱田邊建設 7860301 高岡郡四万十町大正230番地8

R03-0661 下元久惠 ｼﾓﾓﾄ ﾋｻｴ 有限会社　大﨑建築 7850044 須崎市吾井郷乙2553-1

R03-0662 村上直樹 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｷ 村上建築 7870051 四万十市具同田黒3丁目2-14

R03-0663 田邉建樹 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾃｷ (有)窪川工務店 7860064 高岡郡四万十町家地川671-4

R03-0665 佐々木尊一 ｻｻｷ ﾀｶｲﾁ (有)窪内建築設計事務所 7800929 高知市桜馬場8-19

R03-0666 西田一成 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 合同会社　匠ハウス 7800971 高知市南万々75-4川江コーポ1階

R03-0668 土居靖幸 ﾄﾞｲ ﾔｽﾕｷ ㈱四電技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ高知支店 7811101 土佐市高岡町甲718番地4

R03-0670 田中弘大 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ 田中設計 7870010 四万十市古津賀1328-1

R03-0671 岡部早苗 ｵｶﾍﾞ ｻﾅｴ あしすと設計 7800971 高知市南万々35番地フルーツバスケット1階

R03-0672 水口結理 ﾐﾅｸﾁ ﾕﾘ ㈱アルファ建築設計室 7808040 高知市神田1060-1

R03-0673 中屋孝志 ﾅｶﾔ ﾀｶｼ ㈱滝石建設 7808007 高知市仲田町14-8

R03-0674 今西伴仁 ｲﾏﾆｼ　ﾄﾓﾋﾄ Atelier tomato 7891901 幡多郡黒潮町上川口731-12

R03-0675 山中智博 ﾔﾏﾅｶ　ﾄﾓﾋﾛ 依光建築設計事務所 7800066 高知市比島町1-15-2ロイヤルT102号

R03-0676 竹内丈子 ﾀｹｳﾁ　ﾀｹｺ (有)画樂設計巧房 7818121 高知市葛島3-14-1

R03-0677 片岡弘 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｼ 片岡建設(有) 7811151 土佐市中島209番地

R03-0678 山上庄一 ﾔﾏｳｴ ｼｮｳｲﾁ 香作舎 7880014 宿毛市大島8-2

R03-0679 小松亜矢子 ｺﾏﾂ ｱﾔｺ 全農西日本一級建築士事務所高知管理センター 7818125 高知市五台山5015-1

R01-0680 黒岩秀一 ｸﾛｲﾜ　ｼｭｳｲﾁ ホームデザイン設計事務所 780-0052 高知市大川筋1丁目6番21号

R01-0681 梅原佑司 ｳﾒﾊﾞﾗ　ﾕｳｼﾞ 梅原佑司建築事務所 7800983 高知市中久万49-12エントランスパークビル200

R01-0684 西内誠 ﾆｼｳﾁ　ﾏｺﾄ (株)照和建設 7810112 高知市仁井田4641番地3

R01-0685 山﨑昌広 ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾋﾛ デュオ建築設計 7808035 高知市河ノ瀬町149-24ﾒｿﾞﾝ南十字星303号

R01-0686 北村雅幸 ｷﾀﾑﾗ　ﾏｻﾕｷ (有)山口英治建築設計事務所 7800870 高知市本町5-1-10ﾖﾝｶﾌﾞﾙｰﾋﾞﾙ4F

R01-0687 中平博 ﾅｶﾋﾗ　ﾋﾛｼ プラス建築設計工房 7808002 高知市役知町16-18ライムハウス201

R01-0688 河野恭一 ｺｳﾉ　ｷｮｳｲﾁ 河野建築工房 7860011 高岡郡四万十町香月ヶ丘6-29-3

R01-0689 西森勇誠 ﾆｼﾓﾘ　ﾕｳｾｲ 西森工務店 7850214 高岡郡津野町杉ノ川甲98-4

R01-0690 内川輝好 ｳﾁｶﾜ　ﾃﾙﾖｼ 内川建築 7840046 安芸市下山1461-6

R01-0691 斎藤雅也 ｻｲﾄｳ　ﾏｻﾔ (株)MASAOKA 7850033 須崎市大間西町3-17

R01-0692 山﨑円 ﾔﾏｻｷ　ﾏﾄﾞｶ ○ケンチクジムショ 7800055 高知市江陽町1-13　2F

R01-0693 杉之内大地 ｽｷﾞﾉｳﾁ　ﾀﾞｲﾁ 住友林業ホームテック㈱高知営業所 7810088 高知市北久保2-43　フェアリーコート１階

R01-0694 吉田奈津子 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ コウセイアーキテクトデザイン（有）凸凹設計事務所 7808050 高知市鴨部979-7

R01-0695 吉田孝生 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｾｲ コウセイアーキテクトデザイン（有） 7808050 高知市鴨部979-7

R01-0696 岩松葉奈 ｲﾜﾏﾂ　ﾊﾅ 界設計室 7800055 高知市江陽町1-13-2F

R01-0697 市川幸平 ｲﾁｶﾜ　ｺｳﾍｲ (株)若竹まちづくり研究所 7808031 高知市大原町87-1

R01-0698 成田勝一 ﾅﾘﾀ　ｼｮｳｲﾁ (有)イチケン 7800813 高知市青柳町51-26

R01-0699 上岡友和 ｶﾐｵｶ　ﾄﾓｶｽﾞ 建築工房comfort 7870037 四万十市中村四万十町7

R01-0700 矢部勇介 ﾔﾍﾞ　ﾕｳｽｹ 矢部建築 7870151 四万十市竹島43-1

R01-0703 濱田直隆 ﾊﾏﾀﾞ　ﾅｵﾀｶ 四国プレコン(株) 7800813 高知市青柳町24-5

R01-0704 濱田将弘 ﾊﾏﾀﾞ　ﾏｻﾋﾛ 四国プレコン(株) 7800813 高知市青柳町24-5

R01-0705 西村衣代 ﾆｼﾑﾗ　ｷﾇﾖ 山ノ桜　設計部 7800914 高知市宝町31-18

R01-0706 岡部智也 ｵｶﾍﾞ　ﾄﾓﾔ 日之出商事(株) 7808076 高知市朝倉東町51-28

R01-0707 林靖二 ﾊﾔｼ　ﾔｽｼﾞ － － －

R01-0708 田村良 ﾀﾑﾗ  ﾘｮｳ 田村建築事務所 7891231 高岡郡佐川町永野688

R01-0709 町田麻美 ﾏﾁﾀﾞ ﾏﾐ 株式会社　谷建築 7891931 幡多郡黒潮町入野2198

R01-0710 髙橋麻矢 ﾀｶﾊｼ　ﾏﾔ 高橋設計 7800964 高知市横内380

R01-0711 髙橋奈央 ﾀｶﾊｼ　ﾅｵ 高橋設計 7800964 高知市横内380
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R03-0712 弘井明誠 ﾋﾛｲ　ｱｷﾏｻ アキマアーキテクツ 7810270 高知市長浜5007

R01-0713 武政正樹 ﾀｹﾏｻ ﾏｻｷ － － －

R01-0715 大田高志 ｵｵﾀ　ｺｳｼﾞ － － －

R01-0716 藤田俊広 ﾌｼﾞﾀ　ﾄｼﾋﾛ 藤田工務店 7808061 高知市朝倉甲607-13

R02-0717 熊澤敬輔 ｸﾏｻﾞﾜ ﾖｼｽｹ (有)熊沢構造設計事務所 7808063 高知市朝倉丙1414-36

R01-0718 永峰正規 ﾅｶﾞﾐﾈ　ﾏｻﾉﾘ (有)熊沢構造設計事務所 7808063 高知市朝倉丙1414-36

R01-0719 川村巖 ｶﾜﾑﾗ　ｲﾜｵ ヒューマン・設計 7810114 高知市十津1-1-63コーポ幸310

R01-0720 今橋伸也 ｲﾏﾊｼ　ｼﾝﾔ (有)下元住研 7850201 高岡郡津野町永野89番地2

R01-0721 長﨑亜紀 ﾅｶﾞｻｷ　ｱｷ 楽建築工房 783-0063 南国市植田963-2

R01-0722 岩﨑弘樹 ｲﾜｷｻ　ﾋﾛｷ － － －

R01-0723 稲葉優子 ｲﾅﾊﾞ　ﾕｳｺ 小林優子建築設計 7813610 長岡郡本山町下関311番地

R01-0725 大井達司 ｵｵｲ　ﾀﾂｼ (有)ARCHI.WAVE建築アトリエ 7800032 高知市加賀野井2丁目18-26

R01-0726 尾﨑至展 ｵｻﾞｷ　ｼﾉﾌﾞ - 7800087 高知市南久保16-17

R01-0727 公文宏 ｸﾓﾝ　ﾋﾛｼ 三建設計(有) 7800806 高知市知寄町1-5-1三建ビル5F

R01-0728 青木正博 ｱｵｷﾏ　ｻﾋﾛ (有)青木建設 7816832 室戸市吉良川町甲587-2

R01-0729 中島敏雄 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｵ 谷建築 7891931 幡多郡黒潮町入野2198

R01-0730 堀部俊一 ﾎﾘﾍﾞｼｭﾝｲﾁ 堀部建設(株) 7800966 高知市福井扇町10-15

R01-0731 小松大起 ｺﾏﾂ　ﾀﾞｲｷ 建築士事務所王建 7812123 吾川郡いの町天王南5丁目11-7

R01-0732 城田和典 ｼﾛﾀ　ｶｽﾞﾉﾘ ジョンマン・コーポレーション有限会社　 7808012 高知市天神町４番２１号

R01-0733 桑名平 ｸﾜﾅ ﾀｲﾗ 桑名平建築研究所 7808085 高知市大谷公園町20-1エスコートいさむ2-2Ａ

R01-0734 小松美香子 ｺﾏﾂ　ﾐｶｺ ㈱高知総合メンテナンス工業 7810083 高知市北御座12-13

R01-0735 野川忠男 ﾉｶﾞﾜ　ﾀﾀﾞｵ (有)三谷工務店 7800983 高知市中久万509-2

R01-0736 三谷潤 ﾐﾀﾆ　ﾋﾛｼ 記念住宅(株) 7800912 高知市八反町2丁目10番2号

R01-0737 松元克己 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾐ （有）弘瀬建設 7891721 幡多郡黒潮町佐賀1990

R01-0738 中川龍一 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾘｭｳｲﾁ (有)山川工務店 7816832 室戸市吉良川町甲2112-5

R01-0739 山本督志 ﾔﾏﾓﾄ　ﾄｸｼ (有)山川工務店 7816832 室戸市吉良川町甲2112-5

R01-0740 芝利忠 ｼﾊﾞ　ﾄｼﾀﾀﾞ 芝工務店 7860504 高岡郡四万十町十川1070

R01-0741 水野良太 ﾐｽﾞﾉ　ﾘｮｳﾀ 水野淳一建築設計事務所 7808052 高知市鴨部2-4-10

R01-0743 宮川敬太 ﾐﾔｶﾞﾜ　ｹｲﾀ 四国日東エース株式会社 7870019 四万十市具同7361-2

R01-0744 公文陽一 ｸﾓﾝ　ﾖｳｲﾁ くもん建築 7814211 香美市香北町韮生野851-1-4

R01-0745 岩川泰子 ｲﾜｶﾜ　ﾔｽｺ もえ建築工房一級建築士事務所 7800066 高知市比島町4丁目4-11

R02-0747 柿内正利 ｶｷｳﾁ　ﾏｻﾄｼ 高知県立中村高等技術学校 7870019 四万十市具同5179

R02-0748 髙松勇成 ﾀｶﾏﾂ　ﾕｳｾｲ 株式会社龍建設 780-8027 高知市高見町192-22

R02-0749 坂本章吏 ｻｶﾓﾄ　ﾀｶﾌﾐ (株)益岡工務店 7818121 高知市葛島2丁目7-9

R02-0750 前田洋佑 ﾏｴﾀﾞ　ﾖｳｽｹ (株)益岡工務店 7818121 高知市葛島2丁目7-9

R02-0751 池日出男 ｲｹ　ﾋﾃﾞｵ 佐川町産業振興課 7891292 高岡郡佐川町甲1650番地2

R02-0752 山下洋夢 ﾔﾏｼﾀ　ﾋﾛﾑ (有)橋本設計室 7810314 高知市春野町南ヶ丘9丁目5-1

R02-0753 筒井浩利 ﾂﾂｲ　ﾋﾛﾄｼ (有)筒井工務店 7813331 土佐郡土佐町地蔵寺2177

R02-0754 安岡靖展 ﾔｽｵｶ　ﾔｽﾉﾌﾞ クリエイティブスタジオ　ディアル 7808050 高知市鴨部998-3

R02-0755 桑尾雅己 ｸﾜｵ　ﾏｻﾐ 桑尾建築設計事務所 7818122 高知市高須新町3-7-8楠永マンション101

R02-0756 田中希枝 ﾀﾅｶ　ｷｴ 株式会社龍建設 780-8027 高知市高見町192-22

R02-0757 井上侑也 ｲﾉｳｴ　ﾕｳﾔ (株)井上建築設計工場 7800026 高知市秦南町1-8-9

R02-0758 酒井千温 ｻｶｲ　ﾁﾊﾙ 三建設計(有) 7800806 高知市知寄町1-5-1三建ビル5F

R02-0759 濱田俊一 ﾊﾏﾀﾞ　ｼｭﾝｲﾁ (株)益岡工務店 7818121 高知市葛島2丁目7-9

R02-0760 桐本英典 ｷﾘﾓﾄ　ﾋﾃﾞﾉﾘ (株)Office K 7812152 高岡郡日高村沖名160-7
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R02-0761 山田知明 ﾔﾏﾀﾞ　ﾄﾓｱｷ 山知建築設計事務所 787-0302 土佐清水市以布利1101

R02-0763 小林德弘 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾉﾘﾋﾛ 築二級建築士事務所 7800051 高知市愛宕町2丁目12-1

R02-0764 杉本絢哉 ｽｷﾞﾓﾄ　ｼﾞｭﾝﾔ (株)杉本住宅産業 787-0019 四万十市具同5114番地

R02-0765 森本高広 ﾓﾘﾓﾄ　ﾀｶﾋﾛ エスティハウス（有） 7800066 高知市比島町4丁目11-1

R02-0766 田村増男 ﾀﾑﾗ　ﾏｽｵ 田村建築事務所 7891231 高岡郡佐川町永野688

R02-0767 山下博史 ﾔﾏｼﾀ　ﾋﾛｼ － － －

R02-0768 武中翔平 ﾀｹﾅｶ　ｼｮｳﾍｲ (有)下元住研 7850201 高岡郡津野町永野89-2

R02-0769 森本春雄 ﾓﾘﾓﾄ　ﾊﾙｵ ジョンマン・コーポレーション(有) 7808012 高知市天神町4-21

R02-0770 植村佳史 ｳｴﾑﾗ　ﾖｼﾌﾐ (株)ライズ設計事務所 7818122 高知市高須新町4-1-18

R02-0772 渡邊祐二 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳｼﾞ 記念住宅(株) 780-0912 高知市八反町2-10-2

R02-0773 三宮敦 ｻﾝﾉﾐﾔ　ｱﾂｼ 三宮金物店 7811134 土佐市家俊1091

R02-0774 中村光孝 ﾅｶﾑﾗ　ﾐﾂﾀｶ ヒカリ一級建築士事務所 7830094 南国市前浜13-2

R02-0775 沖村三代明 ｵｷﾑﾗ　ﾐﾖｱｷ 沖村建築設計エステート 7850012 須崎市西糺町2-26

R02-0777 田邊愛美 ﾀﾅﾍﾞ　ｱﾐ 大和ハウスリフォーム(株) 7800056 高知市北本町4丁目3番16号3F

R02-0778 梅原宣明 ｳﾒﾊﾞﾗ　ﾉﾌﾞｱｷ 梅原設計事務所 7891301 高岡郡中土佐町久礼6761-10

R02-0779 長野宏郁 ﾅｶﾞﾉ　ﾋﾛﾌﾐ 幸創建設(株) 7800814 高知市稲荷町7-25

R02-0780 古味亜弓実 ｺﾐ　ｱﾕﾐ フクヤ建設(株) 7810015 高知市薊野西町2-18-19

R02-0781 岡村拓 ｵｶﾑﾗ　ﾀｸ フクヤ建設(株) 7810015 高知市薊野西町2-18-19

R02-0782 中越有紀子 ﾅｶｺﾞｼ　ﾕｷｺ (株)滝石建設 7808007 高知市仲田町14-8

R02-0783 西村晴佳 ﾆｼﾑﾗ　ﾊﾙｶ (株)黒岩設計 7808037 高知市城山町12-14 スカイラーク3F

R02-0784 井村亨 ｲﾑﾗ　ﾄｵﾙ 井村総合建築 7870665 四万十市森沢3521-15

R02-0785 岸本松男 ｷｼﾓﾄ　ﾏﾂｵ 岸本建築設計事務所 7870559 土佐清水市下川口566

R02-0786 山田修平 ﾔﾏﾀﾞ　ｼｭｳﾍｲ (有)矢野工務店 7850006 須崎市浜町2丁目3番5号

R02-0787 矢野裕大 ﾔﾉ　ﾕｳﾀﾞｲ (有)矢野工務店 7850006 須崎市浜町2丁目3番5号

R02-0788 細川博史 ﾎｿｶﾜ　ﾋﾛﾌﾐ 細川商店 7870559 土佐清水市下川口961-3-2

R02-0789 横井忍耶 ﾖｺｲ　ｼﾞﾝﾔ   

R03-0790 上田麻依子 ｳｴﾀ　ﾏｲｺ 株式会社泉設計 781-3601 長岡郡本山町本山608

R03-0791 北添太三 ｷﾀｿﾞｴ　ﾀｿﾞｳ 北添建築設計事務所 781-1301 高岡郡越知町越知甲1787-3

R03-0792 宮丸盛行 ﾐﾔﾏﾙ　ｼｹﾞﾕｷ 朝倉工務店 780-8063 高知市朝倉丙2108番地122

R03-0793 加藤文浩 ｶﾄｳ　ﾌﾐﾋﾛ 加藤建築設計事務所 781-5213 香南市野市町東野80-4

R03-0794 山本優太 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳﾀ (株)ハウジング総合コンサルタント 780-0087 高知市南久保16－17

R03-0795 濵渦良史 ﾊﾏｳｽﾞ　ﾖｼﾌﾐ (有)柴原建設 781-6410 安芸郡田野町943-1

R03-0796 濱口尚広 ﾊﾏｸﾞﾁ　ﾀｶﾋﾛ プラージュ建築設計事務所 787-0019 四万十市具同8588-17

R03-0797 向阪奈美 ｻｷｻｶ　ﾅﾐ 大和ハウスリフォーム(株) 780-0056 高知市北本町4丁目3番16号

R03-0798 宮内佐和 ﾐﾔｳﾁ　ｻﾜ (有)大﨑建築 785-0044 須崎市吾井郷乙2553番地1

R03-0799 久保直也 ｸﾎﾞ　ﾅｵﾔ プラス１設計室 787-0010 四万十市古津賀2939-8

R03-0800 公文渉 ｸﾓﾝ　ﾜﾀﾙ (株)eステップ 780-0805 高知市東雲町4-36

R03-0801 保志場朋宏 ﾎｼﾊﾞ　ﾄﾓﾋﾛ 住友不動産(株) 780-0073 高知市北金田11番30アクティオカザキ1階

R03-0802 南部憲史 ﾅﾝﾌﾞ　ｹﾝｼ (株)ヒワサキ 780-0831 高知市中の島2-75

R03-0803 後藤孝一 ｺﾞﾄｳ  ｺｳｲﾁ (一社)高知県建築士事務所協会 780-0870 高知市本町4丁目2-15

R03-0804 岡村信明 ｵｶﾑﾗ　ﾉﾌﾞｱｷ (株)cozy house 781-1103 土佐市高岡町丙220-8

R03-0805 依光昭昌 ﾖﾘﾐﾂ　ｱｷﾏｻ 高知県林業大学校 782-0078 香美市土佐山田町大平80

H30-0806 土居哲郎 ﾄﾞｲ　ﾃﾂﾛｳ (株)杉本住宅産業 787-0019 四万十市具同5114番地

R03-0807 安田彩 ﾔｽﾀﾞ　ｱﾔ (株)杉本住宅産業 787-0019 四万十市具同5114番地

R03-0808 吉田守 ﾖｼﾀﾞ　ﾏﾓﾙ 吉田工務店 781-5606 香南市夜須町上夜須1284
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R03-0809 大野慎 ｵｵﾉ　ｼﾝ （株）トラスト建設 780-0042 高知市洞ヶ島町7-15

R03-0810 大石健二 ｵｵｲｼ　ｹﾝｼﾞ （株）彩都建設 780-0071 高知市高埇3-21

R03-0811 谷内有希 ﾀﾆｳﾁ　ﾕｷ はりー一級建築士事務所 782-0047 香美市土佐山田町421番地

R03-0812 山本乃夫 ﾔﾏﾓﾄ　ﾉﾌﾞ 株式会社　のりぞう工務店 780-8075 高知市朝倉南町6-4

H30-0813 下元智博 ｼﾓﾓﾄ　ﾄﾓﾋﾛ 下元建築 780-8063 高知市朝倉丙1397-7

R03-0814 黒萩幹男 ｸﾛﾊｷﾞ　ﾐｷｵ 三建設計(有)宿毛営業所 788-0010 宿毛市駅前町1丁目402

R03-0815 益岡良典 ﾏｽｵｶ　ﾘｮｳｽｹ (株)益岡工務店 781-8121 高知市葛島2丁目7番9号

R03-0816 竹﨑加奈恵 ﾀｹｻﾞｷ　ｶﾅｴ   

R03-0817 平松和憲 ﾋﾗﾏﾂ　ｶｽﾞﾉﾘ (有)平松建築事務所 781-5103 高知市大津乙443-4

R03-0818 西村洋平 ﾆｼﾑﾗ　ﾖｳﾍｲ PLATS一級建築士事務所 781-5106 高知市介良乙2815-5

R03-0819 中山善弘 ﾅｶﾔﾏ　ﾖｼﾋﾛ 株式会社ナカヤマ 781-2151 高岡郡日高村下分644-2

R03-0820 岩永康信 ｲﾜﾅｶﾞ　ﾔｽﾉﾌﾞ 岩永設計事務所 787-0311 土佐清水市グリーンハイツ36番3号

R03-0821 種田一男 ﾀﾈﾀﾞ　ｶｽﾞｵ (有)藤戸組 781-5703 安芸郡芸西村西分甲695

R03-0822 芝美緒子 ｼﾊﾞ　ﾐｵｺ 家猫設計 780-0043 高知市寿町9-22

R03-0823 小松政澄 ｺﾏﾂ　ﾏｻｽﾞﾐ (有)高広工業 781-5103 高知市大津乙1000-1

H30-0824 西村紋子 ﾆｼﾑﾗ　ｱﾔｺ (株)らんどめいど 780-0073 高知市北金田10番28号

R03-0825 上岡昌生 ｶﾐｵｶ　ﾏｻｵ (株)開成開発 780-0928 高知市越前町2丁目8-2

H30-0826 北添絢己 ｷﾀｿﾞｴ　ｱﾔﾅ (株)開成開発 780-0928 高知市越前町2丁目8-2

R03-0827 野本知佳 ﾉﾓﾄ　ﾁｶ (有)門平工務店 780-0002 高知市重倉578-4

H30-0828 山﨑幸子 ﾔﾏｻｷ　ｻﾁｺ ヤマサキハウジング(株) 781-8122 高知市高須新町四丁目5番4号

R03-0829 岡村雅仁 ｵｶﾑﾗ　ﾏｻﾋﾄ 岡村建築設計事務所 781-2127 吾川郡いの町鎌田145-7

R03-0830 清岡有喜子 ｷﾖｵｶ　ﾕｷｺ イオ一級建築士事務所 780-0051 高知市愛宕町2-4-9　1階

R03-0831 坂本陽子 ｻｶﾓﾄ　ﾖｳｺ 土佐ガス(株) 781-8121 高知市葛島2丁目3番75号

H30-0832 山本直也 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 山本建築 785-0502 高岡郡津野町北川279-2

R01-0833 三浦真寛 ﾐｳﾗ　ﾏｻﾋﾛ 三浦建築 780-0956 高知市北端町122-39

R01-0834 野波昌平 ﾉﾅﾐ　ｼｮｳﾍｲ （有）下原工務店 781-8114 高知市高須西町3番3号

R01-0835 島内祥宏 ｼﾏﾉｳﾁ　ﾖｼﾋﾛ   

R01-0836 氏原康宏 ｳｼﾞﾊﾗ　ﾔｽﾋﾛ 栄宝生建設（株） 780-0952 高知市塚ノ原352番地

R01-0837 藤原真吾 ﾌｼﾞﾜﾗ　ｼﾝｺﾞ 住友不動産（株） 780-0073 高知県高知市北金田11－30アクティオカザキ１F

R01-0838 村田翔 ﾑﾗﾀ　ｼｮｳ 村田建築 780-8075 高知市朝倉南町2－30－5シャーメゾンヒルズⅡ102

R01-0839 岡村さつき ｵｶﾑﾗ　ｻﾂｷ （株）和幸　ハートホームズ 780-0982 高知市東久万177-1ｴﾘﾝﾄﾝﾊｳｽ101

R01-0840 宮田裕友 ﾐﾔﾀ　ﾋﾛﾄﾓ 大宮技建（有） 780-0026 高知市秦南町1-8-5-7

R01-0841 明神裕子 ﾐｮｳｼﾞﾝ　ﾕｳｺ （株）ライフラインサービス 781-8105 高知市高須東町1-25

R01-0842 中内絵理華 ﾅｶｳﾁ　ｴﾘｶ （有）さくら建設 780-0943 高知市旭上町26－2

R01-0843 堀内啓介 ﾎﾘｳﾁ　ｹｲｽｹ （株）堀内計画設計研究所 780-0027 高知市愛宕山南町3-11

R01-0844 田邊耕介 ﾀﾅﾍﾞ　ｺｳｽｹ 東山建設（株） 781-8122 高知市高須新町3丁目5番1号

R01-0845 清藤真行 ｷﾖﾄｳ　ﾏｻﾕｷ 東山建設（株） 781-8122 高知市高須新町3丁目5番1号

R01-0846 伊藤弘喜 ｲﾄｳ　ﾋﾛｷ （株）アットホーム四国 783-0091 南国市立田957‐3

R01-0847 安並忠拡 ﾔｽﾅﾐ　ﾀﾀﾞﾋﾛ 積和建設四国（株）高知事業所 781-5103 高知市大津乙2127番地４

R01-0848 端野紀子 ﾊｼﾉ　ﾉﾘｺ （有）岩城建築設計事務所 781-5213 香南市野市町東野1936-3

R01-0849 上川慎也 ｳｴｶﾜ　ｼﾝﾔ (有)岩城建築設計事務所 781-5213 香南市野市町東野1936‐3

R01-0850 中平健一 ﾅｶﾋﾗ　ｹﾝｲﾁ （有）中平建設 785-0031 須崎市山手町14-24

R01-0851 堀内健汰 ﾎﾘｳﾁ　ｹﾝﾀ ジョンマン・エンジニアリング（株） 780-8012 高知市天神町4-21

R01-0852 森澤孝文 ﾓﾘｻﾜ　ﾀｶﾌﾐ （有）土佐土建 781-1111 土佐市北地202-1

R01-0853 森下将彦 ﾓﾘｼﾀ　ﾏｻﾋｺ （株）タカヤ 780-0813 高知市青柳町34-5
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R01-0854 野口正晃 ﾉｸﾞﾁ　ﾏｻｱｷ 南国市役所 783-8501 南国市大埇甲2301

R01-0855 髙岡紘子 ﾀｶｵｶ　ﾋﾛｺ （株）高岡設計一級建築士事務所 780-8063 高知市朝倉丙1871-6

R01-0856 西森文昭 ﾆｼﾓﾘ　ﾌﾐｱｷ 西森建築設計事務所 781-1301 高岡郡越知町越知甲914-3

R01-0857 西村剛治 ﾆｼﾑﾗ　ﾀｹｼﾞ - － －

R02-0858 能勢薫俊 ﾉｾ　ﾏｻﾄｼ （株）トラスト建設 780-0042 高知市洞ヶ島町7-15

R02-0859 石川啓考 ｲｼｶﾜ　ﾋﾛﾀｶ （株）酒井建設 781-0011 高知市薊野北町一丁目8番41号

R02-0860 佐竹裕司 ｻﾀｹ　ﾕｳｼﾞ （有）アフェクト 781-5103 高知市大津乙2432-7

R02-0861 清遠由美子 ｷﾖﾄｳ　ﾕﾐｺ （有）アフェクト 781-5103 高知市大津乙2432-7

R02-0862 岡野優貴 ｵｶﾉ　ﾕｳｷ （有）アフェクト 781-5103 高知市大津乙2432-7

R02-0864 谷山康雄 ﾀﾆﾔﾏ　ﾔｽｵ 谷山建築設計事務所 788-0025 宿毛市西町5丁目7-8

R02-0865 杉内美友 ｽｷﾞｳﾁ　ﾐﾕ （株）eステップ 781-0805 高知市東雲町4-36

R02-0866 大久保有基 ｵｵｸﾎﾞ　ﾕｳｷ 株式会社フタガミ　フタガミデザインラボ 7800023 高知市東秦泉寺122-1

R02-0867 竹村悟史 ﾀｹﾑﾗ　ｻﾄｼ （株）ネクスト・オカモト 781-0073 高知市北金田10-3

R02-0868 石田計志 ｲｼﾀﾞ　ｹｲｼ 和建設株式会社 780-0023 高知市東秦泉寺5-1

R02-0869 池田静男 ｲｹﾀﾞ　ｼｽﾞｵ (有)藤川工務店 781-3601 長岡郡本山町本山365

R02-0870 松本成香 ﾏﾂﾓﾄ　ﾐﾁｶ 松本琢史建築設計事務所 781-0251 高知市瀬戸西町1-354

R02-0871 中久保高地 ﾅｶｸﾎﾞ　ｺｳﾁ (有)ウッディー 785-0411 高岡郡津野町船戸1188番地4

R03-0872 宮地倫幸 ﾐﾔｼﾞ ﾉﾘﾕｷ サイバラ建設(株) 787-0010 四万十市古津賀4丁目108番地

R03-0873 秦泉寺健史 ｼﾞﾝｾﾞﾝｼﾞ ﾀｹｼ 三建設計(有) 781-0806 高知市知寄町1-5-1三建ビル5F

R03-0874 有光亜希子 ｱﾘﾐﾂ ｱｷｺ (株)アリケン 781-5103 高知市大津乙1059-1ハートフルY・S101

R03-0875 小松弘宜 ｺﾏﾂ ﾋﾛｷ 黒岩工業(株) 782-0034 香美市土佐山田町宝町5-5-25

R03-0876 小松義典 ｺﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ (有)小松工務店 781-5101 高知市布師田2258-8

R03-0877 川﨑和久 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾋｻ 川﨑建築設計事務所 780-0066 高知市比島町2丁目10-45-1201

R03-0878 馬地章介 ｳﾏｼﾞ ｼｮｳｽｹ (株)酒井建設 781-0011 高知市薊野北町一丁目8番41号

R03-0879 和田南実希 ﾜﾀﾞ ﾅﾐｷ 株式会社フタガミ　フタガミデザインラボ 780-0023 高知市東秦泉寺122-1

R03-0880 前田矩仁子 ﾏｴﾀﾞ ｸﾆｺ (株)センプラン研究所 780-0842 高知市追手筋1-6-3

R03-0881 福山一寿 ﾌｸﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ 福山水道工事(有) 787-0315 土佐清水市足摺岬380番地

R03-0882 乾智也 ｲﾇｲ ﾄﾓﾔ (株)総合企画設計 780-0033 高知市西秦泉寺138番地

R03-0883 須賀査地 ｽｶ ｻﾁ (株)フタガミ 781-8010 高知市桟橋通5-7-7

R03-0884 田中未央 ﾀﾅｶ ﾐｵ ヴェルテクノ(株) 780-8019 高知市北竹島町220-5

R03-0885 須賀誠 ｽｶ ﾏｺﾄ 住友林業ホームテック(株) 781-0088 高知市北久保2-43フェアリーコート1階

R03-0886 長島隆 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｼ - － －

R03-0887 元吉麻瑚 ﾓﾄﾖｼ ﾏｺ (株)益岡工務店 781-8121 高知市葛島2丁目7-9
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