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0187-62-5480 〒014-0068
0187-66-1955 大仙市大曲飯田町1-8 mcaakita@gray.plala.or.jp
0187-63-1187 〒014-0015
0187-63-1187 大仙市大曲白金町4-12 jsuzukiao@tw.drive-net.jp
0187-62-3511 〒014-0041 http://www.toho-eng.co.jp
0187-62-3428 大仙市大曲丸子町2-13 info@toho-eng.co.jp
0187-62-4320 〒014-0062
0187-62-0213 大仙市大曲上栄町13-60 nagaki@mx4.et.tiki.ne.jp
0187-62-4321 〒014-0014 http://www.takakichi.co.jp
0187-63-0607 大仙市大曲福住町6-6 aotk4321@takakichi.co.jp
0187-63-4933 〒014-0055
0187-62-4717 大仙市大曲あけぼの町14-25 tatearch@obako.or.jp
0187-63-6355 〒014-0064
0187-63-6395 大仙市小貫高畑字中荒所60-47 toshi01@io.ocn.ne.jp
0187-63-1370 〒014-0001
0187-63-1372 大仙市花館字間倉157-6 marushi@obako.or.jp
0187-54-3559 〒014-0347
0187-54-3599 仙北市角館町小勝田中川原139-6 shima@hana.or.jp
0187-54-2311 〒014-0368 http://www.takigami.jp/
0187-54-2710 仙北市角館町小館54 info@takigami.jp
0182-32-3960 〒013-0021 http://www.ito-ken.co.jp
0182-32-3964 横手市大町5-19 itoken645@eagle.ocn.ne.jp
0182-32-8864 〒013-0046 http://www.endoh.jp/
0182-32-8862 横手市神明町9-20 info@endoh.jp
0182-33-1412 〒013-0055 http://www2.ocn.ne.jp/~oshimake/

0182-33-2729 横手市朝日が丘三丁目6-2 oshima@ruby.ocn.ne.jp
090-5186-8373 〒013-0028

横手市朝倉町9-4 a.yukikakizaki@gmail.com
0182-32-1347 〒013-0035 http://www.kumekume.co.jp
0182-32-1319 横手市平和町6-3 kume2@sea.plala.or.jp
0182-36-2264 〒013-0038
0182-33-3055 横手市前郷一番町1-15 sinoki@sea.plala.or.jp
0182-32-2680 〒013-0036 www.sowa-kensetsu.co.jp
0182-32-7500 横手市駅前町13-8 mail@sowa-kensetsu.co.jp
0182-53-2650 〒019-1108
0182-53-3450 横手市山内土渕字茂竹8-5 tkuto@jade.pla
0182-33-0300 〒013-0043 http://www.handa0300.co.jp
0182-33-0303 横手市安田字堰端9-1 staff@hannda0300.co.jp
0182-33-1011 〒013-0035
0182-38-8488 横手市平和町11-5 y-mitui@wonder.ocn.ne.jp
0182-32-3434 〒013-0035 http://yamatogumi.jp/
0182-32-3499 横手市平和町10-30 kkyamato.akira@samba.ocn.ne.jp
0182-32-1697 〒013-0037 http://www.yokte-ken.co.jp
0182-33-4821 横手市前郷二番町7-13 sibata@yokote-ken.co.jp
0182-22-3532 〒013-0205
0182-22-2600 横手市雄物川町今宿字高花147 o-n-o@amber.plala.or.jp
0182-42-1388 〒019-0503
0182-42-1399 横手市十文字町西原一番町8 konsekkei@h3.dion.ne.jp
0182-42-2039 〒019-0502
0182-42-2575 横手市十文字町西原2-17 takahashi-k@diamond.broba.cc
0182-52-2149 〒013-0306
0182-52-2107 横手市大雄字田村66-5 toshiharu@komatumoko.co.jp
0183-52-4257 〒019-0204
0183-52-3502 湯沢市横堀字六郎川原22-9 kksanyu@guitar.ocn.ne.jp
0183-73-6797 〒012-0037
0183-73-6837 湯沢市字沖鶴194-12 siguma.k@peach.plala.or.jp
0183-72-2653 〒012-0855
0183-72-2760 湯沢市愛宕町2-5-18 soarch@yutopia.or.jp
0183-73-9380 〒012-0036
0183-73-9381 湯沢市字両神125-4 torokukk@opal.plala.or.jp
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武田一級建築
　　　　　設計事務所

武田　公治

柿﨑雄己建築設計事務所 柿﨑　雄己

篠木建築・
　　　構造設計事務所

創和建設㈱
　　一級建築士事務所

照井郁人建築
　　　　　設計事務所

㈱半田工務店
　　一級建築士事務所

横手建設
　　一級建築士事務所

㈲ミツイ設計

㈱大和組
　　一級建築士事務所

25

23

24

高橋　裕樹

㈱近建築設計事務所

小野一級建築
　　　　　設計事務所

小野　　稔

佐藤　時彦
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19

照井　郁人

半田　志保子

武茂　広行
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㈱遠藤建築
　　　　　設計事務所

㈲大嶋建築
　　　　　設計事務所

㈲久米一級建築
　　　　　設計事務所

9

10 佐藤　　慎

嶋崎　辰雄

中村　清昭

響同設計協同組合

伊藤建設工業㈱
　一級建築士事務所

㈲館設計 松塚　　榮

7

8 ㈱丸茂組 三浦　尚

㈲都市設計 泉谷　昭一

2
㈲鈴木淳耕
　　　建築設計事務所

東邦技術㈱3

正　　　会　　　員　

　県　南　支　部

No 事　務　所　名 代　表　者

1

4 草薙　渉

5
高吉建設㈱
　　一級建築設計事務所

佐藤　利昭

小原　　朗

㈱長岐建築
　　　　　　設計事務所

㈱瀧神巧業
　一級建築士事務所

11

6

遠藤　　暁

大嶋　輝男

久米　征子

篠木　　肇

石塚　三雄

小松　俊晴

㈲創建築
　　　　　設計事務所

清水川　隆

㈱高橋建業
　　一級建築士事務所

小林　康彦
㈱エムシーエー
　　　　　　　建築設計

鈴木　淳耕

金沢　純治

大和　康範

26
㈱小松木工
　二級建築設計事務所

㈱三友建築所
　　一級建築士事務所

由利　栄一

28 シグマ企画加納設計 加納　静佳

29
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0183-73-2889 〒012-0823 http://www.ie-monogatari.jp
0183-72-0185 湯沢市湯の原2-2-51 info-marushin@ie-monogatari.jp
0183-73-5107 〒012-0826 http://www.waga.co.jp/
0183-73-8788 湯沢市柳町二丁目2-40 info@waga.co.jp
0183-62-2124 〒012-1126
0183-62-3317 雄勝郡羽後町杉宮字東腰廻63

柴田　　晋

㈱和賀組 和賀　幸雄

33

32

㈱柴田組
　　一級建築士事務所

No 事　務　所　名

㈱丸臣高久建設
   　一級建築設計事務所

高久　臣平31

代　表　者
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