事 務 所
電話番号
浅野 一裕 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋﾛ
１級 株式会社アサノ一級建築士事務所
6781233 兵庫県赤穂郡上郡町大持385-1
0791520054
有川 勇
ｱﾘｶﾜ ｲｻﾑ
１級 有川一級建築設計事務所
6712201 兵庫県姫路市書写1019-50
0792944488
井垣 章
ｲｶﾞｷ ｱｷﾗ
２級 井垣建築設計事務所
6696222 兵庫県豊岡市竹野町小丸159
0796471001
井手 洋一 ｲﾃﾞ ﾖｳｲﾁ
１級 いで建築士事務所
6660261 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台2丁目1-11
L-207
0727667515
井上 一幸 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾕｷ 木造 栄建築株式会社木造建築士事務所
6780244 兵庫県赤穂市城西町15-5
0791453898
今井 英光 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞﾐﾂ
１級 光空間設計
6740068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-2
1-706
0789366024
岩本 一志 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞｼ
１級 １級建築士事務所有限会社岩本建築工房
6550039 兵庫県神戸市垂水区霞ヶ丘5丁目1-27
0787053170
大竹 茂
ｵｵﾀｹ ｼｹﾞﾙ
１級 株式会社大竹組
6580044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町3丁目10-8
0788219685
大谷 郁雄 ｵｵﾀﾆ ｲｸｵ
１級 枠建築工房+ステージツー一級建築士事務所
6793104 兵庫県神崎郡神河町川上473-3
0790350304
大村 忠弘 ｵｵﾑﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ １級 水研工業株式会社
6638201 兵庫県西宮市田代町8-5
0798632345
岡田 浩明 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｱｷ
２級 アーク建築デザイン二級建築士事務所
6750012 兵庫県加古川市野口町野口13-1
0794237529
岡田 佑一郎 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ １級 岡田佑一郎一級建築士事務所
6638114 兵庫県西宮市上甲子園4丁目5-7-101
0798261381
小野 孝友 ｵﾉ ﾖｼﾄﾓ
２級 神戸商工株式会社
6511343 兵庫県神戸市北区八多町附物22
0789812280
金尾 祥吾 ｶﾅｵ ｼｮｳｺﾞ
２級 有限会社イーリンク
6750160 兵庫県加古郡播磨町西野添5-18-1
0794357051
金澤 純一 ｶﾅｻﾞﾜ ｽﾐｶｽﾞ １級 有限会社金澤建築設計事務所
6750012 兵庫県加古川市野口町野口636-17
0794247724
兼本 浩一 ｶﾈﾓﾄ ｺｳｲﾁ １級 有限会社ﾋﾞｰﾑｽｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ建築事務所
6530033 兵庫県神戸市長田区苅藻島町3-9-18
0786510855
神谷 泰徳 ｶﾐﾀﾆ ﾔｽﾉﾘ
１級 神谷建築設計事務所
6512102 兵庫県神戸市西区学園東町3丁目1884-35-120
0787946215
河角 茂
ｶﾜｶﾄﾞ ｼｹﾞﾙ
１級 積和管理関西株式会社一級建築士事務所
6580032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-13
0788570008
川口 義孝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ ２級 株式会社売布建設
6650852 兵庫県宝塚市売布4丁目12-3
0797876005
川田 靖
ｶﾜﾀﾞ ｵｻﾑ
１級 川田靖建築設計事務所
6512276 兵庫県神戸市西区春日台9-11-58
09096265970
川田 敬一 ｶﾜﾀ ｹｲｲﾁ
２級 カワタ工房
6650882 兵庫県宝塚市山本南2丁目9-13-401
0797896077
川原 圭一 ｶﾜﾊﾗ ｹｲｲﾁ １級 美樹工業株式会社一級建築設計事務所
6700965 兵庫県姫路市東延末2丁目50
0792815151
川本 哲史 ｶﾜﾓﾄ ﾃﾂｼ
１級 川本一級建築士事務所
6520811 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目1-17
イーデンハイツ神戸102号
0783625555
岸田 誠
ｷｼﾀﾞ ﾏｺﾄ
１級 株式会社セイケン一級建築士事務所
6610975 兵庫県尼崎市下坂部3丁目17-1
0664980110
岸本 任司 ｷｼﾓﾄ ｱﾂｼ
2級 岸本木材建築士事務所
6711252 兵庫県姫路市網干区垣内東町155番地
0792733631
北村 勉
ｷﾀﾑﾗ ﾂﾄﾑ
１級 北村設計室一級建築士事務所
6590012 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町4番
7-501
0797318738
衣川 正道 ｷﾇｶﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ １級 有限会社衣川工夢一級建築士事務所
6620873 兵庫県西宮市一ｹ谷町1-1
0798727723
木村 英一 ｷﾑﾗ ｴｲｲﾁ
２級 株式会社木村工務店
6728088 兵庫県姫路市飾磨区英賀西町2丁目116
0792392731
熊田 宏章 ｸﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ
１級 株式会社くまだ建工社一級建築設計事務所
6670102 兵庫県養父市十二所316
0796640076
黒目 高史 ｸﾛﾒ ﾀｶｼ
１級 黒目工務店一級建築士事務所
6510095 兵庫県神戸市中央区旭通2丁目7-5
0782210531
小島 一
ｺｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ
１級 有限会社こじま建築設計事務所
6560122 兵庫県南あわじ市広田広田144-3
0799450046
坂井 孝二 ｻｶｲ ｺｳｼﾞ
１級 株式会社徳網建設一級建築事務所
6680254 兵庫県豊岡市出石町中村938
0796523259
酒井 裕
ｻｶｲ ﾕﾀｶ
１級 一級建築士事務所酒井設計事務所
6692355 兵庫県篠山市大野281
0795520710
崎尾 豊継 ｻｷｵ ﾄﾖﾂｸﾞ
１級 株式会社中川工務店一級建築士事務所
6696201 兵庫県豊岡市竹野町竹野2508-1
0796471120
佐野 寛志 ｻﾉ ﾋﾛｼ
１級 佐野設計
6650035 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目16-22
307
0797989926
四位 春義 ｼｲ ﾊﾙﾖｼ
１級 株式会社四位設計
6740057 兵庫県明石市大久保町高丘3丁目19-11
0789351603
塩津 耕平 ｼｵﾂ ｺｳﾍｲ
１級 株式会社セルビーハウジング一級建築士事務所 6780246 兵庫県赤穂市六百日町8
0791451459
滋田 誠三 ｼｹﾞﾀ ｾｲｿﾞｳ １級 一級建築士事務所SGT設計室
6590064 兵庫県芦屋市精道町3-21-201
0787325946
篠田 勝
ｼﾉﾀﾞ ﾏｻﾙ
１級 篠田設計
6712201 兵庫県姫路市書写1993-4
0792663257
柴山 英明 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ １級 スケール株式会社
6695221 兵庫県朝来市和田山町秋葉台4-41
0796702155
嶋 孝之
ｼﾏ ﾀｶﾕｷ
１級 嶋工務店一級建築士事務所
6696124 兵庫県豊岡市気比4235
0796282162
清水 正己 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾐ
２級 清水工務店二級建築士事務所
6680203 兵庫県豊岡市出石町袴狭1269-2
0796522321
砂田 安雄 ｽﾅﾀﾞ ﾔｽｵ
１級 砂田設計事務所
6562132 兵庫県淡路市志筑新島6-18
0799623467
関 孝志
ｾｷ ﾀｶｼ
１級 一級建築士事務所有限会社Koji建設
6780228 兵庫県赤穂市松原町2-8
0791436435
瀬戸 耕二 ｾﾄ ｺｳｼﾞ
１級 SETO事務所一級建築士事務所
6620836 兵庫県西宮市大畑町9-11-301
0798646821
多賀 義治 ﾀｶﾞ ﾖｼﾊﾙ
１級 株式会社宇田川建築設計事務所
6510087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20
ｼﾞｲﾃｯｸｽ・ｱｾﾝﾄﾋﾞﾙ7-1-3
0782419611
高田 眞
ﾀｶﾀ ﾏｺﾄ
１級 株式会社イザワデコム
6751101 兵庫県加古郡稲美町下草谷401-107
0794950007
孝橋 真治郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞﾛｳ ２級 有限会社孝橋建設二級建築設計事務所
6795312 兵庫県佐用郡佐用町仁方284-1
0790840440
髙原 千尋 ﾀｶﾊﾗ ﾁﾋﾛ
１級 高原一級建築士事務所
6760827 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀1137
0794486475
武内 大輔 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ ２級 武内大輔二級建築士事務所
6540081 兵庫県神戸市須磨区高倉台4-2
1-309
09088215654
竹内 雅美 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾐ
１級 竹内一級建築設計事務所
6512311 兵庫県神戸市西区神出町東1188-163
0789643236
竹中 芳隆 ﾀｹﾅｶ ﾖｼﾀｶ
２級 株式会社竹中HOUSE二級建築士事務所
6700095 兵庫県姫路市新在家1-2-21
0792922828
田代 芳信 ﾀｼﾛ ﾖｼﾉﾌﾞ
１級 たしろ工房一級建築設計事務所
6760003 兵庫県高砂市今市1-6-8
0794430050
田中 昭
ﾀﾅｶ ｱｷﾗ
２級 田中昭建築設計事務所
6580012 兵庫県神戸市東灘区本庄町2-8-1
0784311889
田中 市郎 ﾀﾅｶ ｲﾁﾛｳ
１級 たなか設計
6671341 兵庫県美方郡香美町村岡区森脇104
0796960464
玉櫛 正泰 ﾀﾏｸｼ ﾏｻﾋﾛ ２級 BAU二級建築士設計室
6540141 兵庫県神戸市須磨区竜が台1丁目1-2
18-103
0787912454
ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ神戸403 0783355512
槻橋 久仁子 ﾂｷﾊｼ ｸﾆｺ
株式会社ティーハウス建築設計事務所
6510082 兵庫県神戸市中央区小野浜町1-4
戸田 優子 ﾄﾀﾞ ﾕｳｺ
１級 グローバル建設株式会社一級建築士事務所
6793301 兵庫県朝来市生野町口銀谷2287
0796705255
仲谷 隆史 ﾅｶﾀﾆ ﾀｶｼ
１級 寄神建設株式会社
6520831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目1-1
0786816662
成瀬 晃彦 ﾅﾙｾ ｱｷﾋｺ
２級 株式会社ナルセ二級建築士事務所
6730534 兵庫県三木市緑が丘町本町1丁目234-2
0794851160
難波 孝至 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｼ
１級 住まい工房難波一級建築士事務所
6650844 兵庫県宝塚市武庫川町4-3-911
0797866940
西岡 勝義 ﾆｼｵｶ ｶﾂﾖｼ １級 西岡建設株式会社一級建築設計事務所
6752223 兵庫県加西市三口町132-1
0790482343
西田 清
ﾆｼﾀﾞ ｷﾖｼ
１級 西田建築コンサルタント
6711204 兵庫県姫路市勝原区朝日谷167-5
0792730139
西村 誠
ﾆｼﾑﾗ ﾏｺﾄ
１級 株式会社中川工務店一級建築士事務所
6696201 兵庫県豊岡市竹野町竹野2508-1
0796471120
仁部 徹
ﾆﾝﾍﾞ ﾄｵﾙ
１級 株式会社仁部工務店建築設計事務所
6660252 兵庫県川辺郡猪名川広根字奥ノ谷14
0727660454
納庄 正
ﾉｳｼｮｳ ﾀﾀﾞｼ １級 納庄建築設計事務所
6750003 兵庫県加古川市神野町神野1281
0794382633
野崎 哲弘 ﾉｻﾞｷ ﾃﾂﾋﾛ
１級 有限会社野崎工務店一級建築士事務所
6670312 兵庫県養父市大屋町山路87
0796691726
袴田 吉彦 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｺ １級 一級建築士事務所袴田吉彦建築事務所
6590086 兵庫県芦屋市三条南町5-15
0797223946
萩原 靖士 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾔｽｼ １級 萩原建築研究所
6580032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-6-611
605
0788581937
橋本 政明 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｱｷ １級 橋本企画設計一級建築士事務所
6660121 兵庫県川西市平野2丁目20-23
1-A
0727930135
畠 嘉一郎 ﾊﾀ ｶｲﾁﾛｳ
２級 畠建築設計工房
6751105 兵庫県加古郡稲美町加古982-1
0794927026
林 昭
ﾊﾔｼ ｱｷﾗ
１級 アキ建築工房一級建築士事務所
6792115 兵庫県姫路市山田町西山田717-2
0792632771
原 芳男
ﾊﾗ ﾖｼｵ
１級 昭和住宅株式会社一級建築士事務所
6750101 兵庫県加古川市平岡町新在家117
0794230050
原田 廣志 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ
２級 原田二級建築・設計事務所
6781251 兵庫県赤穂郡上郡町井上147-4
0791524319
東原 正義 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾏｻﾖｼ １級 株式会社寺西工務店
6562212 兵庫県淡路市佐野1330-1
0799650707
平田 章治 ﾋﾗﾀ ｼｮｳｼﾞ
２級 株式会社ヒラタ二級建築設計事務所
6795214 兵庫県佐用郡佐用町西徳久845-2
0790780256
平髙 佑治 ﾋﾗﾀｶ ﾕｳｼﾞ
１級 株式会社髙翔
6590062 兵庫県芦屋市宮塚町12-21
0797213313
船間 富弘 ﾌﾅﾏ ﾄﾐﾋﾛ
１級 有限会社船間建設
6650867 兵庫県宝塚市売布東の町15-26
0797841778
古家 國博 ﾌﾙｲｴ ｸﾆﾋﾛ ２級 設計事務所國博
6752362 兵庫県加西市西上野町384-7
0790425130
星野 成男 ﾎｼﾉ ﾅﾙｵ
１級 有限会社ゼン建築設計
6500022 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-4
元町WESTﾋﾞﾙ8階
0783613955
細見 俊晴 ﾎｿﾐ ﾄｼﾊﾙ
１級 北摂建設工業株式会社
6511501 兵庫県神戸市北区道場町道場61
0789511640
堀田 秀明 ﾎｯﾀ ﾋﾃﾞｱｷ
１級 株式会社ARTESA
6511223 兵庫県神戸市北区桂木2丁目7-13
0785839536
前原 通克 ﾏｴﾊﾗ ﾐﾂﾖｼ
１級 株式会社マエハラ一級建築士事務所
6700057 兵庫県姫路市北今宿3丁目16-57
0792987474
牧野 文人 ﾏｷﾉ ﾌﾐﾄ
１級 牧野一級建築士事務所
6751303 兵庫県小野市池田町281
0794670506
増田 泰昌 ﾏｽﾀ ﾔｽﾖｼ
２級 マスタ建築設計室
6751104 兵庫県加古郡稲美町野寺993-8
09081907848
松岡 栄治 ﾏﾂｵｶ ｴｲｼﾞ
２級 松岡建築事務所
6750156 兵庫県加古郡播磨町東本荘3丁目4-12
0794377862
松﨑 和秀 ﾏﾂｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾃﾞ １級 株式会社加藤工務店一級建築士事務所
6711154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町1-35-3
0792364351
松島 慶太 ﾏﾂｼﾏ ｹｲﾀ
２級 松島建築設計事務所
6700945 兵庫県姫路市北条梅原町91
0792811353
松本 美由紀 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｷ
２級 マスタードリフォーム二級建築士事務所
6550041 兵庫県神戸市垂水区神陵台8丁目1-9
新和ビル3階
0787872037
松本 康利 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾄｼ １級 大松建設株式会社1級建築士事務所
6600077 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目6-23
0664190021
松芳 節
ﾏﾂﾖｼ ﾐｻｵ
２級 みさお建築設計事務所
6700072 兵庫県姫路市御立東1丁目9-5
0792933535
三木 克伸 ﾐｷ ｶﾂﾉﾌﾞ
２級 有限会社三木ホーム二級建築士事務所
6560054 兵庫県洲本市宇原1474
0799230402
水口 勝
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾙ １級 一級建築士事務所宇津原株式会社
6530012 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目2-1
0785751481
湊 勝彦
ﾐﾅﾄ ｶﾂﾋｺ
１級 ミナト建築一級建築士事務所
6700083 兵庫県姫路市辻井6-9-23
0792964800
三船 安貞 ﾐﾌﾈ ﾔｽｻﾀﾞ
１級 一級建築士事務所三船建築設計事務所
6752241 兵庫県加西市段下町847-9
0790482970
宮宅 勇二 ﾐﾔｹ ﾕｳｼﾞ
１級 株式会社宮宅建設一級建築士事務所
6750024 兵庫県加古川市尾上町長田526-18
0794236646
宮澤 弘行 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ １級 株式会社大樹一級建築士事務所
6700944 兵庫県姫路市阿保甲74番地
0792665543
村上 浩士 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ
２級 サンライズ株式会社
6560122 兵庫県南あわじ市広田広田547-2
0799443301
森川 和彦 ﾓﾘｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ ２級 森川建設二級建築士事務所
6711573 兵庫県揖保郡太子町上太田204
0792761061
森崎 芳行 ﾓﾘｻｷ ﾖｼﾕｷ １級 もりさき一級建築士事務所
6700009 兵庫県姫路市鍵町20
ﾏﾖ姫路303
0792261018
森元 隆
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｼ
２級 森元工務店
6795314 兵庫県佐用郡佐用町大木谷122－1
0790840520
八木 浩之 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾕｷ
１級 株式会社八木工務店一級建築士事務所
6700073 兵庫県姫路市御立中8-8-18
0792937624
柳谷 和也 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ ｶｽﾞﾔ
株式会社中川工務店一級建築士事務所
6696201 兵庫県豊岡市竹野町竹野2508-1
0796471120
矢野 恒男 ﾔﾉ ﾂﾈｵ
１級 株式会社矢野工務設計事務所
6650034 兵庫県宝塚市小林4丁目7-69
0797716054
矢幡 稔
ﾔﾊﾀ ﾐﾉﾙ
１級 株式会社貝塚工務店一級建築士事務所
6760002 兵庫県高砂市末広町4-1
0794431230
山口 政勝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶﾂ １級 株式会社カイヤマグチ一級建築士事務所
6712216 兵庫県姫路市飾西60-2
0792671212
山下 加奈美 ﾔﾏｼﾀ ｶﾅﾐ
２級 KOMAKUSA建築事務所
6760812 兵庫県高砂市中筋1-4-5
0794395160
山根 俊郎 ﾔﾏﾈ ﾄｼﾛｳ
１級 株式会社ヤマネ工務店一級建築士事務所
6520802 兵庫県神戸市東灘区森北町5丁目5-18
0785755702
山本 建志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾃｼ
１級 千種建設株式会社一級建築士事務所
6780232 兵庫県赤穂市中広1245-7
0791433831
山本 良昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ １級 垣本建設工業株式会社1級建築士事務所
6693606 兵庫県丹波市氷上町上成松188-8
0795821201
湯口 博文 ﾕｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ
１級 株式会社建人プラン一級建築士事務所
6680255 兵庫県豊岡市出石町上村729-2
0796525593
弓削 弘
ﾕｹﾞ ﾋﾛﾑ
２級 弓削建設株式会社二級建築士事務所
6751234 兵庫県加古川市平荘町西山711-1
0794280242
用田 正道 ﾖｳﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ
１級 株式会社アイディール・デザイン
6600893 兵庫県尼崎市西難波町6丁目3-15
0664801122
吉田 直生 ﾖｼﾀﾞ ｽﾅｵ
１級 株式会社吉田設計事務所
6500031 兵庫県神戸市中央区東町116-2
ｵｰﾙﾄﾞ・ﾌﾞﾗｲﾄ5階
0783322720
吉本 功
ﾖｼﾓﾄ ｲｻｵ
１級 シーラック工務一級建築士事務所
6610045 兵庫県尼崎市武庫豊町2丁目12-14
0664371245
寄神 裕佑 ﾖﾘｶﾞﾐ ﾕｳｽｹ
寄神建設株式会社
6520831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目1-1
0786813120
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