
P.1
しまね住宅総合相談員名簿

【令和４年９月改訂】

管内 氏名 ふりがな 連絡先名称 連絡先所在地 連絡先電話番号 連絡先Email 保有資格１ 保有資格２

隠岐 重栖 慶 おもす けい ㈱金田建設 隠岐郡隠岐の島町港町大津ノニ13-4 08512-2-8181 k-omosu@gr-kaneda.co.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

隠岐 野津 淳 のつ じゅん ㈱吉崎工務店 隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻5-1 08512-2-1574

隠岐 藤田 安晴 ふじた やすはる 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 kaimu65f@road.ocn.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

隠岐 吉田 辰則 よしだ たつのり ㈱吉崎工務店 隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻5-1 08512-2-1574 yoshida@yoshizaki.co.jp １級建築施工管理技士

松江 青山 和敏 あおやま かずとし ㈲丸兵商店 松江市鹿島町佐陀本郷1763-2 0852-82-2260

松江 安達 次雄 あだち つぐお ㈲安達工務店 松江市東津田町605番地 0852-21-1020 tsuguo.adachi@dream.com 二級建築士

松江 足立 正智 あだち まさのり 建築設計事務所飴屋工房 安来市大塚町355-3 0854-27-9308 ncc00364@nifty.com 一級建築士

松江 安部 清春 あべ きよはる ㈱藤原技研工業 松江市八幡町33 0852-37-1591 giken.abe@fujiharagiken.co.jp 一級建築士 一級建築大工技能士

松江 荒木 沙織 あらき さおり 一畑工業㈱ 松江市千鳥町24 0852-21-5242 sa-araki@kogyoichibata.co.jp 二級建築士 宅地建物取引士

松江 家原 祐二 いえはら ゆうじ イエハラ建装 松江市宍道町佐々布687番地 0852-66-2457 iehara.san@gmail.com 二級建築施工管理技士

松江 池田 眞治 いけだ しんじ ㈲池田工務店 松江市東津田町1879-1 0852-21-1230 info@ikeda-koumu.com 一級建築士

松江 石原 隆司 いしはら たかし ㈱ひらぎの 松江市学園1-16-6 0852-24-3882 一級建築士 島根県木造住宅耐震診断士

松江 板持 潤一 いたもち じゅんいち ㈱大島工務所 安来市西赤江町741-3 0854-28-8358 kk.ohshima@dojyokko.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

松江 市後崎 美由紀 いちござき みゆき 林谷工業㈱ 松江市東津田町804-1 0852-24-3990 mokou@hayashitani.co.jp

松江 入江 香織 いりえ  かおり 丸永建設㈱ 安来市黒井田町1895-3 0854-22-2478 marunaga@crocus.ocn.ne.jp

松江 遠藤 誠治 えんどう せいじ 西日本ホーム㈱増改築プラザ 松江市袖師町2-32 0852-61-0777 s-endou@n-zoukaichiku.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

松江 大石 星次 おおいし せいじ ㈱藤栄工業 松江市北田町22-13 0852-21-2055 koumu02@toei-k.co.jp 二級建築士

松江 太田 仁志 おおた ひとし 太田一級建築士事務所 安来市広瀬町広瀬666-7 0854-32-2069 ota1942@dojokko.ne.jp 一級建築士

松江 小川 純司 おがわ じゅんじ 小川アトリエ 松江市秋鹿町3405-47 0852-88-3241 junji@ogawa74.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

松江 奥村 光平 おくむら こうへい 島根電工㈱　本社 松江市東本町5-63 0852-26-2833 kokmr@sdgr.co.jp １級電気工事施工管理技士

松江 梶谷 彩乃 かじたに あやの 西日本ホーム㈱増改築プラザ米子店 鳥取県米子市皆生3丁目12-11 0859-36-8088 a-kazitani@n-zoukaichiku.jp

松江 梶野 孝彦 かじの たかひこ ㈱梶野工務店 松江市島根町野波3644の2 0852-85-9085 t.kajino@mable.ne.jp 二級建築士 ２級建築施工管理技士

松江 門脇 史知 かどわき みさと 西日本ホーム㈱増改築プラザ米子店 米子市皆生3-12-11 0859-36-8088 m-kadowaki@n-zoukaichiku.jp 二級建築士

松江 加納 博 かのう ひろし ハウジングスタッフ㈱ 松江市東津田町1211-14 0852-67-3852 一級建築士 一級建築施工管理技士

松江 神村 誠治 かみむら せいじ ㈱コーアガス島根 松江市東長江町902-43 0852-36-6661 info@koagas-s.co.jp 液化石油ガス設備士

松江 亀山 純一 かめやま じゅんいち 岩田建設㈲ 松江市八雲町西岩坂343-1 0852-54-9333

松江 川橋 裕次 かわはし ゆうじ まるなか建設㈱ 松江市玉湯町布志名767-52 0852-60-2288 一級建築士

松江 岸本 秀幸 きしも とひでゆき ㈲岸本建築 松江市東出雲町出雲郷1677-6 0852-52-4123 info@fp-kishimoto.co.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

松江 岸本 久美 きしもと くみ ㈲岸本建築 松江市東出雲町出雲郷1677-6 0852-52-4123

松江 木戸 良美 きど よしみ ㈲キドデザイン 松江市黒田町485-5 0852-32-4700 kidodesign.matsue@gmail.com 一級建築士 １級建築施工管理技士

松江 木下 聡 きのした さとし ㈱木下工務店 安来市安来町917-3 0854-22-1029 kino-home@violet.plala.or.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

松江 木村 隆博 きむら たかひろ ㈱金見工務店 松江市上乃木2-18-1 0852-25-6025 t.kimura@kanami-k.jp 一級建築士

松江 黒﨑 忍 くろさき  しのぶ (特非)プロジェクトゆうあい 松江市北堀町35-14 0852-32-8645 kuro34@khc.biglobe.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

松江 古藤 勇 ことう いさむ ㈱佐藤組 松江市堂形町737-3 0852-78-0363 kotoh@satohgumi.co.jp

松江 瀬崎 雄太 せざき ゆうた 協和通信工業㈱ 松江市平成町182-37 0852-23-8650

松江 曽田 広 そた ひろし ㈱大同建設 松江市古志原二丁目22-31 0852-26-2220 kenchiku@daidoh-gr.co.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

松江 高橋 宏行 たかはし  ひろゆき 松江土建㈱ 松江市学園南2-3-5 0852-21-3001 一級建築士 １級建築施工管理技士

松江 高橋 恵 たかはし めぐみ ㈱金見工務店 松江市上乃木2-18-1 0852-25-6025 m.takahashi@kanami-k.jp 二級建築士 木造建築士

松江 武田 幸弘 たけだ  ゆきひろ ㈲家電のタケダ 松江市中原町192 0852-24-5367

松江 武田 泉 たけだ いずみ 一畑住設㈱TDS事業部 松江市東朝日町275番地1 0852-26-5562 i-takeda@ichibata-jyusetsu.jp 第一種電気工事士 消防設備士甲種４類

松江 武部 雅子 たけべ まさこ ㈱豊洋 松江市西川津町2108-3 0852-28-1111 mtakebe@hoyo-ltd.jp 二級建築士

松江 多々納 均 たたの ひとし ㈱豊洋 松江市西川津町2108-3 0852-28-1111 htatano@hoyo-ltd.jp 二級建築士

松江 田中 学 たなか まなぶ 相互建設㈱ 松江市浜乃木4-1-13 0852-26-5366 tanaka.7@web-sanin.co.jp 二級建築士 一級建築施工管理技士

松江 田中 良紀 たなか よしのり ㈲共栄工業 松江市東朝日町151-51 0852-31-1212

松江 築谷 昭典 つくたに あきのり 丸永建設㈱ 安来市黒井田町1895-3 0854-22-2478 marunaga@crocus.ocn.ne.jp 宅地建物取引士

松江 角森 泰二 つのもり たいじ ㈲角森一級建築士事務所 安来市安来町1840-16 0854-22-0753 jsbx01@gaea.ocn.ne.jp 二級建築士

松江 坪倉 孝明 つぼくら たかあき 坪倉建設 松江市東津田町1371-46 0852-24-0217 tsubokura23105@yahoo.co.jp ２級建築施工管理技士 木造建築士

松江 長沢 成彦 ながさわ なるひこ まるなか建設㈱ 松江市玉湯町布志名767-52 0852-60-2357

松江 永島 和子 ながしま かずこ 丸永建設㈱ 安来市黒井田町1895-3 0854-22-2478 marunaga@crocus.ocn.ne.jp 宅地建物取引士

松江 永島 昴太 ながしま こうた 丸永建設㈱ 安来市黒井田町1895-3 0854-22-2478 marunaga@crocus.ocn.ne.jp

松江 永島 太地 ながしま たいち 丸永建設㈱ 安来市黒井田町1895-3 0854-22-2478 marunaga@crocus.ocn.ne.jp １級建築施工管理技士

松江 永島 三保 ながしま みほ 丸永建設㈱ 安来市黒井田町1895-3 0854-22-2478 marunaga@crocus.ocn.ne.jp
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しまね住宅総合相談員名簿

【令和４年９月改訂】

管内 氏名 ふりがな 連絡先名称 連絡先所在地 連絡先電話番号 連絡先Email 保有資格１ 保有資格２

松江 中林 俊治 なかばやし としはる ㈱ひらぎの 松江市学園1-16-6 0852-24-3882 一級建築士 一級建築施工管理技士

松江 中村 博志 なかむら ひろし ㈱テクニカルカンパニー 松江市鹿島町名分1326-1 0852-82-3911 technical139@mable.ne.jp 一級建築士 一級建築施工管理技士

松江 中村 真 なかむら まこと ㈱豊洋 松江市西川津町2108-3 0852-28-1111 mnakamura@hoyo-ltd.jp １級建築施工管理技士 二級建築士

松江 南場 敦 なんば あつし ㈱豊洋 松江市西川津町2108-3 0852-28-1111 ananba@hoyo-ltd.jp １級建築施工管理技士 二級建築士

松江 野々内 善文 ののうち よしふみ ㈱大同建設 松江市古志原2-22-31 0852-26-2220 nonouchi@daidoh-gr.co.jp １級土木施工管理技士

松江 橋本 恵莉菜 はしもと えりな 一畑工業㈱ 松江市千鳥町24 0852-21-5245 er-hsmt@kogyoichibata.co.jp 二級建築士

松江 秦 徳和 はた のりかず 秦建築 松江市八雲町日吉333-69 0852-54-2636

松江 平澤 太朗 ひらさわ たろう 住友不動産㈱山陰営業所 松江市玉湯町湯町1191-1 0852-62-9876

松江 深田 真二 ふかだ しんじ ㈱深田建設 松江市東朝日町279-2 0852-23-5266 info@fkdm.co.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

松江 福島 秀和 ふくしま ひでかず 西日本ホーム㈱ハウスドゥ松江店 松江市西津田5-1-1 0852-33-7778 二級建築士 二級建築施工管理技士

松江 福庭 毅 ふくば たけし カナツ技建工業㈱ 松江市春日町636 0852-26-5468 fukuba@kanatsu.co.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

松江 藤﨑 俊介 ふじさき しゅんすけ ㈱豊洋 松江市西川津町2108-3 0852-28-1111 sfujisaki@hoyo-ltd.jp １級建築施工管理技士 二級建築士

松江 舟木 裕一 ふなき ゆういち ㈲共栄工業 松江市東朝日町151-51 0852-31-1212

松江 舟越 隆明 ふなこし たかあき ㈲舟越建設 松江市国屋町791-17 0852-21-1231 himawali@fine.ocn.ne.jp 二級建築 一級建築施工管理技士

松江 古川 謙司 ふるかわ けんじ ㈱藤栄工業 松江市北田町22-13 0852-21-2055 info@toei-k.co.jp

松江 細田 健太朗 ほそだ けんたろう ㈱日商 松江市宍道町西来待872-30 0852-66-7722 nissho@luck.ocn.ne.jp １級建築施工管理技士

松江 堀本 敬子 ほりもと けいこ ㈱岩崎組安来事務所 安来市島田町466 0859-33-1954 二級建築施工管理技士

松江 槙原 宏幸 まきはら  ひろゆき 円建創㈱ 松江市東津田町1280-1 0852-26-2532 二級建築施工管理技士 木造建築士

松江 増野 昭史 ましの あきふみ 島根電工㈱本社 松江市東本町5丁目63 0852-26-2833 mashino@sdgr.jp １級電気工事施工管理技士

松江 松浦 健吉 まつうら けんきち まるなか建設㈱ 松江市玉湯町布志名767-52 0852-60-2288

松江 松田 絹代 まつだ きぬよ ㈱豊洋 松江市西川津町2108-3 0852-28-1111 kmatsuda@hoyo-ltd.jp

松江 松本 由美 まつもと ゆみ ㈱太陽水道工事 松江市学園南一丁目16-6 0852-22-3204 matsumoto@taiyousk.co.jp

松江 三島 幸恵 みしま さちえ 丸永建設㈱ 安来市黒井田町1895-3 0854-22-2478 marunaga@crocus.ocn.ne.jp

松江 村松 佳雄 むらまつ  よしお ㈱ビルドアップ山陰 松江市古曽志町567-366 0852-67-3244 y.muramatsu@buildupsanin.jp １級建築施工管理技士

松江 持田 幸治 もちだ こうじ 幸陽建設㈱ 松江市浜乃木3丁目3-12 0852-23-2611 k-mochida@koyo-kk.jp ２級建築施工管理技士

松江 木綿 宏 もめん ひろし 木綿建築設計室 松江市末次本町4 0852-22-7084 h.momen@mable.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

松江 森山 直紀 もりやま なおき シンセイ技研㈱ 松江市平成町182-37 0852-21-5466 nokmrym@sdgr.co.jp １級管工事施工管理技士 ２級建築施工管理技士

松江 森脇 清一郎 もりわき  せいいちろう シンセイ技研㈱ 松江市平成町182-37 0852-21-5466 １級管工事施工管理技士

松江 森脇 一樹 もりわき かずき 伊藤建設㈱ 松江市上乃木3-16-25 0852-26-0612 sumai@itou-kensetsu.com 二級建築士 １級建築施工管理技士

松江 森脇 順子 もりわき じゅんこ カナツ技建工業㈱ 松江市春日町642-1 0852-23-6449 j-moriwaki@kanatsu.co.jp 二級建築士

松江 森脇 睦 もりわき むつみ ㈱豊洋 松江市西川津町2108-3 0852-28-1111 mmoriwaki@hoyo-ltd.jp

松江 矢田 裕光 やた ひろみつ ㈲環境計画建築研究所 松江市浜佐田町982-1 0852-36-8266 kankyou@ceres.ocn.ne.jp 一級建築士

松江 山口 秀一 やまぐち しゅういち シンセイ技研㈱ 松江市平成町182-37 0852-21-5466 symgc@sdgr.co.jp ２級管工事施工管理技士 技能士

松江 山口 留衣 やまぐち るい 西日本ホーム㈱ハウスドゥ松江店 松江市西津田5-1-1 0852-33-7778 r-yamaguchi@n-zoukaichiku.jp

松江 山根 良介 やまね  りょうすけ ㈲三上電器 松江市古志原5-2-80 0852-23-8620

松江 山本 哲治 やまもと てつじ ㈱豊洋 松江市西川津町2108-3 0852-28-1111 teyamamoto@hoyo-ltd.jp １級建築施工管理技士 二級建築士

松江 米田 祥 よねだ しょう 若林建設㈱ 松江市西津田2-1-24 0852-21-2333 一級建築士 一級建築施工管理技士

松江 余村 美敏 よむら みとし 寺本建築設計事務所 松江市法吉町617-17 0852-25-5332 t-sekkei@mable.ne.jp 一級建築士

松江 若林 洋一 わかばやし よういち 丸永建設㈱ 安来市黒井田町1895-3 0854-22-2478 marunaga@crocus.ocn.ne.jp １級建築施工管理技士

松江 渡部 良佑 わたなべ りょうすけ まるなか建設㈱ 松江市玉湯町布志名767-52 0852-60-2288

雲南 吾郷 薫 あごう かおる ㈲吾郷建築 雲南市大東町下佐世1005-11 0854-43-3331 daikusan@hotaru.yoitoko.jp 二級建築士 一級建築大工技能士

雲南 糸賀 恭平 いとが きょうへい ㈲糸賀工務店 仁多郡奥出雲町三成285 0854-54-1555 k-itoga@crest.ocn.ne.jp ２級建築施工管理技士

雲南 祝原 聡 いわいばら  さとし ㈲槙原商事 飯石郡飯南町頓原1592-1 0854-72-0321

雲南 勝山 慶子 かつやま けいこ ㈲勝山建設 仁多郡奥出雲町三成223 0854-54-0575 info@katsu-ken.com 一級建築士 １級建築施工管理技士

雲南 神田 幸吉 かんだ こうきち 神田建築 雲南市三刀屋町中野783-1 0854-45-4765

雲南 小池 充盛 こいけ みつもり ㈱都間土建 雲南市三刀屋町給下622-1 0854-45-2521 koike.m@tsuma.co.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

雲南 小山 朋 こやま とも ㈲大東建材店 雲南市大東町大東977 0854-43-2161 sumaiko@iaa.itkeeper.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

雲南 上代 仁美 じょうだい  ひとみ 幸和建設㈱ 雲南市木次町新市176 0854-42-0506 info@kowa.shimane.jp ２級管工事施工管理技士

雲南 杉原 秀樹 すぎはら ひでき ㈱陶山建設 雲南市木次町寺領468-3 0854-42-0207 sugihara-aihome@honey.ocn.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

雲南 千葉 絢子 ちば じゅんこ 一級建築士事務所アトリエ素と 雲南市三刀屋町三刀屋287-3 050-1464-9042 atelier.soto.koto@gmail.com 一級建築士

雲南 常松 光政 つねまつ みつまさ ㈱都間土建 雲南市三刀屋町給下622-1 0854-45-2521 tsunematsu.mit@tsuma.co.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

雲南 角森 宏一 つのもり こういち ㈲三ツ和 雲南市大東町大東1463-3 0854-43-2833 mi.777@tfb.so-net.ne.jp 一級建築士
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雲南 秦 友美 はた  ともみ ㈲建人 雲南市大東町須賀66 0854-43-6818

雲南 正木 喜代隆 まさき きよたか ㈲正木建設 飯石郡飯南町上来島126 0854-76-2359 masaki-ken@iinan-net.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

雲南 三澤 将太 みざわ しょうた ㈲三沢建設 仁多郡奥出雲町小馬木43 0854-53-0718 mizawa-s@okuizumo.ne.jp 一級建築士

雲南 三澤 善利 みざわ よしとし ㈲三沢建設 仁多郡奥出雲町小馬木43 0854-53-0718 mizawa_y@okuizumo.ne.jp 一級建築士

雲南 安原 剛広 やすはら  たかひろ ㈱都間土建 雲南市三刀屋町給下622-1 0854-45-2521 yasuhara@tsuma.co.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

雲南 山根 隆 やまね たかし 梅木建設㈱ 雲南市三刀屋町三刀屋122-1 0854-45-3777 yamane.t@umeki-kk.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

雲南 山本 幸司 やまもと こうじ (有)山根建設 雲南市大東町中湯石936-1 0854-43-2467 webadmin@yamane-const.jp 二級建築士

雲南 若槻 繁 わかつき しげる 雲南市三刀屋町須所282 0854-45-4837 二級建築士

出雲 青木 繁 あおき  しげる 青木水道㈲ 出雲市大社町杵築西2288番地 0853-53-3341

出雲 青木 美紗 あおき  みさ 昭和開発工業㈱ 出雲市平田町1620 0853-25-7681 nagomi2@showa-dev.co.jp

出雲 阿川 哲也 あがわ てつや ㈲協友建設 出雲市斐川町併川1348-4 0853-72-8050 agawa＠kyouyuu-kensetsu.co.jp 二級建築士 ２級建築施工管理技士

出雲 朝日山 裕子 あさひやま ゆうこ ㈲アサヒ技研工業 出雲市枝大津町13-5 0853-23-3444 yuko.kenkoasahi@gmail.com

出雲 安食 勝 あじき まさる ㈲安食住建 出雲市島村町220 0853-63-3718 ajikijiiken@izumo-net.ne.jp ２級建築施工管理技士

出雲 小豆澤 敏久 あずきざわ としひさ ㈲協友建設 出雲市斐川町併川1348-4 0853-72-8050 t-azukizawa@kyouyuu-kensetsu.co.jp 二級建築士

出雲 足立 一紀 あだち かずのり ㈱中村組 出雲市大津町620-1 0853-21-5505 一級建築施工管理技士 二級建築士

出雲 天野 美明 あまの よしあき ㈱フ ク ダ 出雲市斐川町沖洲1080 0853-72-0201 amano@fukuda-corp.co.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 飯塚 達也 いいつか たつや いいつか建築 出雲市口宇賀町92 0853-25-7685

出雲 池田 嘉明 いけだ よしあき タマホーム㈱ 出雲市中野美保南2丁目4-1 0853-24-7982 yo-ikeda@tamahome.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 石川 昭弘 いしかわ あきひろ リハウスふるーる㈱ 出雲市渡橋町327-2 0853-81-2074 rehousefleur@blue.megaegg.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 石田 丈晴 いしだ たけはる ㈱グッドライフ 出雲市塩冶町南町3-1-21 0853-24-8015 未記入

出雲 伊東 慶 いとう けい (有)伊東工務店 出雲市大津町3614-55 0853-22-2031 info@ito-izumo.com 二級建築士 一級建築士

出雲 今若 良悟 いまわか りょうご ㈱小林建設 出雲市里方町1052-1 0853-21-3631 info@yume-kobayashi.com  一級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 入江 巧 いりえ たくみ ㈱グッドライフ 出雲市塩冶町南町3-1-21 0853-24-8015 goodlife.group.co@gmail.com 二級建築士 ２級建築施工管理技士

出雲 岩﨑 博司 いわさき ひろじ 須山木材㈱ 出雲市白枝町48番地 0853-28-3333 iwasaki@suyamalumber.co.jp

出雲 岩成 透 いわなり とおる ㈱小林建設 出雲市里方町1052-1 0853-21-3631 iwanari38@feel.ocn.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 岩野 幸子 いわの さちこ 岩野建築 出雲市今市町321-8 0853-21-3049 ma-iwano@krf.biglobe.ne.jp インテリアコーディネーター 福祉住環境コーディネーター３級

出雲 宇佐美 淳 うさみ あつし 宇佐美建築設計室 出雲市今市町25-12 0853-23-0590 u.633@ia6.itkeeper.ne.jp 一級建築士

出雲 大平 堅 おおひら けん ㈱岩崎建設 出雲市白枝町222-1 0853-28-9641 ken.ohira@iwa-ken.co.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 小川 直己 おがわ なおき ㈱　御船組 出雲市今市町311-9 0853-21-0808 ogawa.n@mifune.info 一級建築士

出雲 隂山 稔 かげやま みのる ㈲山田工務店 出雲市斐川町荘原 2850-2 0853-72-0848 mamenagaitiban@yahoo.co.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 笠谷 修一 かさや  しゅういち いずも建装合同会社 出雲市大津町3737 0853-22-8330 一級建築士

出雲 嘉本 健二 かもと けんじ 山陰クボタ水道用材㈱出雲営業所 出雲市長浜町1372-3 0853-25-7965 k.kamoto@saninkubota.co.jp ２級電気工事施工管理技士 １級管工事施工管理技士

出雲 川瀬 敬 かわせ たかし ㈲杉原本店 島根県出雲市大社町杵築西2438-1 0853-53-2950 sugihon4@theia.ocn.ne.jp 二級建築士

出雲 神田 一美 かんだ かずみ 久文建設㈱ 出雲市斐川町併川1671-2 0853-27-9281 kanda.k@qbic.jp 二級建築士

出雲 木原 弘揮 きはら ひろき ㈲ごとう美建 出雲市荒茅町1201-1 0853-28-0733 u-gotobk@world.ocn.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 来間 裕子 くるま  ゆうこ ㈲高橋工務店 出雲市斐川町荘原3968 0853-72-2277

出雲 神門 博美 ごうど ひろみ 建築相談室 神門 出雲市塩冶町446 0853-22-2640 hiro-godo@watch.ocn.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 児玉 晴人 こだま はるひと ㈲西工務店 出雲市斐川町中州545 0853-72-8202 nishi24@juno.ocn.ne.jp

出雲 小林 悟 こばやし さとる ㈱小林建設 出雲市里方町1052-1 0853-21-3631 info@yume-kobayashi.com 一級建築士 木造住宅耐震診断士

出雲 塩野 裕士 しおの ひろし ㈲塩野建築設計事務所 出雲市今市町1154-3 0853-21-3450 h-shiono@m1.izumo.ne.jp 一級建築士

出雲 杉原 龍馬 すぎはら りょうま ㈱おおやしろ工業 出雲市高岡町259 0853-22-7768 o-yasiro@my.izumo-net.ne.jp ２級管工事施工管理技士

出雲 園山 慶佳 そのやま  けいか 愛宕林業㈲ 出雲市平田町656-2 0853-62-2370 atagosan@smn.enjoy.ne.jp ２級建築施工管理技士

出雲 高田 敬司 たかだ けいじ 出雲家合同会社 出雲市荒茅町399 0853-28-1182

出雲 高田 康司 たかた こうじ ㈱フ ク ダ 出雲市斐川町沖洲1080 0853-72-0201 takata@fukuda-corp.co.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 高橋 さつき たかはし  さつき ㈲高橋工務店 出雲市斐川町荘原3968 0853-72-2277 建設業経理事務士二級

出雲 高橋 紀子 たかはし  のりこ ㈲高橋工務店 出雲市斐川町荘原3968 0853-72-2277

出雲 高橋 孝義 たかはし たかよし 高橋建築 出雲市本庄町457-9 0853-63-1658 t.takahashi@ia9.itkeeper.ne.jp 二級建築士 一級建築大工技能士

出雲 田中 寛治 たなか かんじ ㈱中筋組 出雲市姫原町262 0853-23-8530 tanaka@nakasuji.co.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 田中 稔 たなか みのる イワタニ山陰㈱ 出雲市駅南町3-11-3 0853-23-0101 m.tanaka@group.iwatani.co.jp 二級建築士 宅地建物取引士

出雲 手銭 和人 てぜん かずと 山陰クボタ水道用材㈱ 出雲市長浜町1372-3 0853-25-7965 tezen@saninkubota.co.jp １級電気工事施工管理技士 １級管工事施工管理技士

出雲 長岡 慶子 ながおか けいこ 長岡建築 出雲市多久町120 0853-63-0626 nkenchiku.kei@gmail.com 二級建築士

出雲 中村 和男 なかむら かずお ㈱中村組 出雲市大津町620-1 0853-21-5505
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出雲 浜村 雅男 はまむら まさお 浜村木材㈲ 出雲市佐田町反辺1440-20 0853-84-0607 hamamoku@m1.izumo.ne.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 原 栄一郎 はら えいいちろう 岩成工業㈱ 出雲市大社町杵築西1892 0853-53-5151 hara@iwanari.co.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 福井 容子 ふくい ようこ ヒロシ㈱ 出雲市塩冶町2453-3 0853-23-4479 fukui.y@itkr.jp 二級建築士

出雲 持田 英之 もちだ ひでゆき 一級建築士事務所英設計室 出雲市渡橋町353-1-105号 0853-25-2275 hideyukitaguchi197599@yahoo.co.jp 一級建築士

出雲 森立 裕男 もりたち ひろお ありがとう住研 出雲市知井宮町561-5 0853-77-6710 arigatow@mail.zaq.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 山本 祐生 やまもと ゆうき ㈱グッドライフ 出雲市塩冶町南町3-1-21 0853-24-8015 yamagoodlife@gmail.com しろあり防除施工士

出雲 吉田 悟 よしだ さとる スペース建築設計室 出雲市朝山町281-1 0853-77-4084 sattuan@icv.ne.jp 一級建築士

出雲 吉留 武志 よしどめ たけし ㈱グッドライフ 出雲市塩冶町南町3-1-21 0853-24-8015 goodlife.yoshidome@blue.ocn.ne.jp 古民家鑑定士１級 床下診断士

出雲 若林 由佳子 わかばやし ゆかこ ㈱浜村建設 出雲市大津町597 0853-21-1673 二級建築士 一級建築施工管理技士

出雲 渡部 幸子 わたなべ さちこ ㈱イズコン 出雲市稲岡町262-4 0853-25-2298 nabehome@piano.ocn.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

出雲 渡部 大輔 わたなべ だいすけ ㈲ミノル建築 出雲市灘分町10-4 0853-63-2312 info@minoru-home.com 二級建築士 宅地建物取引士

出雲 渡部 倫法 わたなべ とものり 昭和開発工業㈱住宅のなごみ 出雲市平田町571-3 0853-25-8753

出雲 渡部 実 わたなべ みのる ㈲ミノル建築 出雲市灘分町10-4 0853-63-2312 info@minoru-home.com 一級建築士 ２級建築施工管理技士

県央 青木 浩 あおき ひろし ㈱コーユー 大田市久手町刺鹿1831 0854-82-8126 koyu@kkkoyu.jp １級建築施工管理技士 二級建築士

県央 熱田 慎治 あつた しんじ ㈲藤井工務店 大田市大田町大田イ622-3 0854-82-9036 一級建築士 １級建築施工管理技士

県央 安藤 卓哉 あんどう たくや 林商事㈱ 大田市長久町長久イ506-1 0854-82-1013 ガラス施工一級技能士

県央 石川 ひろみ いしかわ ひろみ ㈱コラム建築設計事務所 大田市久手町波根西777-1 0854-82-8121 ishikawa@column-arc.jp 一級建築士

県央 泉 冨次夫 いずみ ふじお ㈱はたの産業 大田市大田町大田イ660-13 0854-82-0468 izumi@hatano-s.jp 二級建築士

県央 伊東 政弘 いとう まさひろ ㈲伊藤工務店 邑智郡邑南町矢上3492 0855-95-1344 carpenter.m.i@docomo.ne.jp 二級建築士 ２級建築施工管理技士

県央 生越 厚男 おごし あつお ㈲生越工務店 大田市長久町長久ハ23-1 0854-82-3369 ogoshiko@oh-net.com １級建築施工管理技士 二級建築士

県央 神門 敦 かんど あつし ㈲神門組 大田市大田町吉永1648-2 0854-82-2689 k-yu-nao@mx.miracie.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

県央 小泉 篤 こいずみ あつし 石見工業㈱ 邑智郡邑南町矢上7486-1 0855-95-0220 info@iwami-kougyou.com 二級建築士 １級建築施工管理技士

県央 小泉 賢咲 こいずみ けんさく 石見工業㈱ 邑智郡邑南町矢上7486-1 0855-95-0220 info@iwami-kougyou.com 二級建築士 １級建築施工管理技士

県央 洲濵 稔 すはま みのる 協和建設㈲ 邑智郡邑南町下亀谷321-2 0855-83-0516 kyowa@pure.ocn.ne.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

県央 高本 一博 たかもと かずひろ ㈱溝辺組 邑智郡邑南町矢上5824-4 0855-95-0285 takamoto@mizoken.com １級建築施工管理技士 二級建築士

県央 田中 紀幸 たなか のりゆき ㈱はたの産業 大田市大田町大田イ660-13 0854-82-0468 n.tanaka@hatano-s.jp 一級建築士

県央 林 洋介 はやし ようすけ 林商事㈱ 大田市長久町長久イ506-1 0854-82-1013

県央 福間 秀武 ふくま ひでたけ ㈲福間工務店 邑智郡美郷町酒谷7-6 0855-76-0076 ２級建築施工管理技士

県央 藤井 太志 ふじい ふとし ㈲藤井工務店 大田市大田町大田イ1263-1 0854-82-2327 info@fujiikoumuten.jp 二級建築士

県央 前谷 建治 まえたに けんじ ㈲前谷工務店 大田市仁摩町仁万169-3 0854-88-2605 maetani7@ginzan-tv.ne.jp 二級建築士 ２級建築施工管理技士

県央 松浦 潤 まつうら じゅん 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 o.veneer@oh-net.com 一級建築士

県央 松浦 隆之 まつうら たかゆき 松浦工務店 大田市仁摩町天河内84-3 0854-88-4205 一級建築士 一級建築施工管理技士

県央 村田 幸司 むらた こうじ むらた建築 大田市川合町吉永144-2 0854-83-7011 m.k-daikoya@biglobe.jp

県央 森 義博 もり よしひろ ㈱中電工大田営業所 大田市長久町長久ロ181-3 0854-82-0780 y.mori@chudenko.co.jp １級電気工事施工管理技士

県央 森脇 弘明 もりわき ひろあき 森脇工務店 邑智郡邑南町矢上4271-1 0855-95-1389 yamamoto-m@ohtv.ne.jp 二級建築士 二級建築施工管理技士

県央 森脇 大和 もりわき やまと 森脇工務店 邑智郡邑南町矢上4271-1 0855-95-1389 yamato-m@ohtv.ne.jp 二級建築士 ２級建築施工管理技士

県央 山田 輝人 やまだ てると ㈱はたの産業 大田市大田町大田イ660-13 0854-82-0468 yamada@hatano-s.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

県央 吉田 隆 よしだ たかし 大田市長久町長久ロ333-34 0854-82-5707 ty.ooda-ng34@hi.enjoy.ne.jp 一級建築士 インテリアプランナー

県央 和田 隆行 わだ たかゆき ㈱島根建材公社 大田市大田町大田イ431-7 0854-82-0860 wada@shimanekenzai.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

県央 渡邊 元文 わたなべ もとふみ 渡邊建築工房㈱ 大田市鳥井町鳥井729 0854-83-7552 mo1115@bloom.ocn.ne.jp 一級建築士

浜田 石田 正明 いしだ まさあき 森下建設㈱ 江津市桜江町市山543-16 0855-92-1360

浜田 石橋 恒 いしばし ひさし 宮田建設工業㈱ 浜田市朝日町91-13 0855-22-3388 ishibashi@miyatakk.co.jp ２級建築施工管理技士

浜田 岩谷 和文 いわたに かずふみ 岩谷住建 浜田市旭町和田726 0855-45-0017 iwatanijuken@iwamicatv.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

浜田 上野 隆二 うえの りゅうじ イワタニ島根㈱ 浜田市熱田町1456-1 0855-26-1250 r.ueno@group.iwatani.co.jp ２級管工事施工管理技士

浜田 緒形 信 おがた まこと ㈱佐々木組 浜田市相生町3880 0855-22-1936 ogata@sasakigumi-kk.co.jp

浜田 梶見 聡 かじみ さとし 日興建材(有) 江津市浅利町208-2 0855-55-1020 nikko-kenzai@ia0.itkeeper.ne.jp 二級建築士

浜田 鹿取 義一 かとり よしかず ㈲鹿取建材 江津市和木町606-2 0855-52-2946 katorikenzai@nifty.com 二級建築士 ２級建築施工管理技士

浜田 金﨑 達生 かねざき たつお ㈲金﨑住建 江津市有福温泉町37-2 0855-56-2615 info@kane-jyu.com 二級建築士 ２級建築施工管理技士

浜田 金﨑 祐介 かねざき ゆうすけ ㈲金﨑住建 江津市有福温泉町37-2 0855-56-2615 info@kane-jyu.com 一級建築大工技能士 解体工事施工技士

浜田 来須 公博 くるす きみひろ ㈱中山工務店 浜田市竹迫2920 0855-22-4074 nakasun@bronzeocn.ne.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

浜田 河野 良二 こうの りょうじ ㈲河野良工務店 浜田市下府町871-5 0855-28-1769 kouno_1@iwami.or.jp ２級建築施工管理技士 木造建築士

浜田 國分 俊幸 こくぶ としゆき いわみデザイン工房 浜田市天満町64-3 0855-22-6087 kokubu@hamada21.com 二級建築士 インテリアプランナー
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浜田 佐々木 徹 ささき とおる ㈲佐々木建設 浜田市蛭子町36 0855-22-6150 二級建築施工管理技士

浜田 笹野 陽子 ささの ようこ ㈱建匠 浜田市長沢町1710-1 0855-22-6509 info@kensho-hamada.co.jp インテリアコーディネーター 福祉住環境コーディネーター2級

浜田 白瀬 光 しらせ ひかる ㈱　佐々木組 浜田市相生町3880 0855-22-1936 sirase@sasakigumi-kk.co.jp

浜田 高﨑 浩喜 たかさき ひろき ㈱三浦工務店 浜田市天満町2-1 0855-22-2135 miura-koumu@saninjyoho.com 一級建築士 １級建築施工管理技士

浜田 田中 勝行 たなか かつゆき ㈲柏久工務店 江津市嘉久志町イ1345-1 0855-52-3063 ky20cqaym73@joy.ocn.ne.jp １級建築施工管理技士 １級造園施工管理技士

浜田 田中 昌昭 たなか まさあき 田中建築設計事務所 浜田市国分町223-3 0855-28-3280 一級建築士 一級建築施工管理技士

浜田 辻野 正幸 つじの まさゆき 和幸建設㈱ 浜田市原井町957 0855-23-5720 wako-cp@wako-corporation.co.jp 一級建築士 １級建築施工管理技士

浜田 寺田 和博 てらだ かずひろ ㈲田原建築設計事務所 浜田市田町116-17 0855-22-3320 二級建築士

浜田 永岡 由紀夫 ながおか ゆきお 永岡建築設計事務所 浜田市竹迫町2876 0855-22-2260 izf00072@nifty.ne.jp 一級建築士

浜田 中本 慎也 なかもと しんや 森下建設㈱ 江津市桜江町市山543-16 0855-92-1360 sinya..nakamoto@morishita-co.jp １級建築施工管理技士

浜田 野上 克巳 のがみ かつみ 野上建設 浜田市三隅町古市場568 0855-32-2301 paradiso@mx.miracle.ne.jp 二級建築士 ２級建築施工管理技士

浜田 藤田 稔之 ふじた としゆき ㈲フジタ建設 浜田市後野町723-24 0855-22-3644 fuzita3@view.ocn.ne.jp 二級建築施工管理技士

浜田 螺山 奈都子 ほらやま  なつこ ㈱建匠 浜田市長沢町1710-1 0855-22-6509 info@kensho-hamada.co.jp 美空間収納コンサルタント二級

浜田 松岡 幸子 まつおか さちこ 宮田建設工業㈱ 浜田市朝日町91-13 0855-25-8822 matuoka@miyatakk.co.jp

浜田 松原 技 まつばら たくみ ㈱三木工務店 浜田市原町51 0855-23-1622 miki21@galaxy.ocn.ne.jp 二級建築士 １級建築施工管理技士

浜田 山縣 眞須夫 やまがた ますお ㈱サンクラフト 浜田市熱田町1598 0855-27-0077 m-yamagata@sankraft.com 一級建築士

浜田 横手 慎一 よこて しんいち 森下建設㈱ 江津市都野津町2342-3 0855-53-0557 shinichi.y@morishita-co.jp 二級建築士

益田 安野 亮 あんの りょう 大畑建設㈱ 益田市大谷町36-3 0856-31-1710

益田 石川 貴己 いしかわ たかみ ㈲大広建設 益田市高津6丁目1-18 0856-22-1746 takami-i@taiko16.com 二級建築士 既存住宅状況調査技術者

益田 植木 誠司 うえき せいじ エディオン益田サービスステーション 益田市高津7-10-3 0856-23-1211 二級建築士 １級建築施工管理技士

益田 大畑 正一 おおはた しょういち ㈲いまみや電器 益田市かもしま西町3-5 0856-22-0094 iwamiya@aurora.ocn.ne.jp 電気工事士 給水装置工事主任技術者

益田 河上 契三 かわかみ けいぞう 河上木造建築 益田市美都町宇津川ロ350 0856-52-7117 木造建築士 一級建築大工技能士

益田 齋藤 由希子 さいとう ゆきこ 宮田建設工業㈱益田支店 益田市高津7-16-23 0856-23-3361 saitou@miyatakk.co.jp 一級建築士

益田 佐々木 啓介 ささき けいすけ ㈱佐々木木造建築 益田市駅前町4-1 0856-23-5730 二級建築士

益田 佐々木 則道 ささき のりみち ㈱佐々木木造建築 益田市駅前町4-1 0856-23-5730 sasakimokuzou@yahoo.co.jp 木造建築士 ２級建築施工管理技士

益田 田原 操 たばら みさお 田原水道工業㈲ 益田市東町13-47 0856-23-1128 tabara.w.p.e@gmail.com 給水装置工事主任技術者 下水道排水設備工事責任技術者

益田 寺井 泰允 てらい やすまさ 寺井建築事務所 益田市三宅町10-33 0856-23-4496 arcterai-1982.3@silk.ocn.ne.jp 一級建築士

益田 長嶺 近人 ながみね ちかと 長嶺建設㈱ 鹿足郡津和野町青原777-1 0856-75-0030 chikato@sun-net.jp 二級建築士 ２級建築施工管理技士

益田 長嶺 真理子 ながみね まりこ 長嶺建設㈱ 鹿足郡津和野町青原777-1 0856-75-0030

益田 長嶺 幸学 ながみね ゆきのり 長嶺建設㈱ 鹿足郡津和野町青原777-1 0856-75-0030

益田 永吉 伯亨 ながよし のりゆき ㈲ナガヨシ技建 鹿足郡津和野町高峯566-1 0856-72-1615 n-giken@sun-net.jp ２級建築施工管理技士 一級配管技能士

益田 伏谷 忠義 ふしたに ただよし ㈲住宅産業 益田市神田町イ716 0856-31-5250 二級建築士

益田 吉田 喜佐登 よしだ きさと 長嶺建設㈱ 鹿足郡津和野町青原777-1 0856-75-0030 nagaken1@sun-net.jp 二級建築士 一級建築施工管理技士

益田 渡邉 隆 わたなべ たかし 丸共建材㈱ 益田市幸町1-10 0856-22-0678 watanabe@marukyo.co.jp 二級ガラス施工技能士 ２級管工事施工管理技士


