
電　話　番　号 〒 ホームページ
F A X 番 号 住　　　　　所 E　メ　ー　ル
018-874-7301 〒010-0877 http://archilab-ai.com
018-874ｰ7302 秋田市千秋矢留町5-1ﾒｿﾞﾝドｾﾄﾞｰﾙ102 archilab-ai@sky.plala.or.jp
018-839-1219 〒010-1423 http://www.kitazima-kenchiku.com
018-853-1719 秋田市仁井田字中新田233-1 info@irie-s.jp
018-838-0327 〒010-1425
018-838-0352 秋田市御野場新町2-7-26ﾌｧｰｽﾄﾊｲｾﾚｰﾙA101 ast-hiwa@mbr.sphere.ne.jp
018-866-1144 〒010-0065
018-866-1144 秋田市茨島二丁目10-26 rdskham2@cna.ne.jp
018-869-7772 〒010-0803 www.alpha999.jp
018-869-7773 秋田市外旭川八柳三丁目15-13 info@alpha999.jp
018-893-3342 〒010-0951
018-893-3343 秋田市山王五丁目1-15朝日ﾌﾟﾗｻﾞ欅通り1006号 itsuki-arc@iaa.itkeeper.ne.jp
018-868-2246 〒010-0813
018-868-2748 秋田市泉一ノ坪9-31 itoju@tkcnet.ne.jp
018-865-1511 〒010-0921 http://www.o-u.jp/
018-865-1609 秋田市大町二丁目6-29 o-u-1@alto.ocn.ne.jp
018-888-4551 〒010-0923 http://www.d-cm.co.jp
018-888-4552 秋田市旭北錦町3-14 ono@d-cm.co.jp
018-863-0136 〒010-0951
018-863-0129 秋田市山王三丁目1-7東カンビル3F i-obata@air.ocn.ne.jp
018-853-0770 〒010-0041
018-853-0771 秋田市広面字川崎85-5 kgh05761@nifty.ne.jp
018-839-7770 〒010-1434
018-839-5036 秋田市仁井田蕗見町10-18 info@boring.jp
018-831-4315 〒010-0003 http://www.issei-design.com
018-831-4316 秋田市東通一丁目6-5 info@issei-design.com
018-862-7947 〒011-0916 http://www.kato-kensetsu.com
018-862-5667 秋田市泉北三丁目4-20 kato-01@kato-kensetsu.com
010-893-6304 〒010-0966
018-893-6305 秋田市高陽青柳町1-38丸孝山王ﾏﾝｼｮﾝ401 kato-tamaki@nifty.com
018-866-2723 〒010-0951
018-866-2724 秋田市山王三丁目8-34山王ﾂｲﾝﾋﾞﾙ4F kinoe@poplar.ocn.ne.jp
018-865-3892 〒010-0964
018-865-3892 秋田市八橋鯲沼町5-31ｺｰﾎﾟ石川2-202 artu-kyo@bz04.plala.or.jp
018-865-3868 〒010-0902
018-865-3869 秋田市保戸野金砂町1-20 kyoritsu@cna.ne.jp
018-833-5555 〒010-0001 https://www.kusakai.co.jp
018-832-3353 秋田市中通二丁目2-32山二ビル kusakai@f8.dion.ne.jp
018-868-5352 〒010-0802
018-868-5348 秋田市外旭川字三後田266-2 creativelife@iaa.ikeeper.ne.jp
018-838-5330 〒010-0913

秋田市保戸野鉄砲町3-30 info@clorie.jp
018-824-0048 〒010-0941
018-888-3455 秋田市川尻町字大川反233-49ﾈｯﾂﾄﾖﾀ秋田ﾋﾞﾙ info@cosmosat.jp
018-823-4602 〒010-0951 http://www.kominami-akita.co.jp

018-862-3717 秋田市山王一丁目8-14 k.k@kominami-akita.co.jp
018-824-0234 〒010-0904 http://www.zaisan-consulting.co.jp
018-824-0230 秋田市保戸野原の町8-27 zcsk@zaisan-consulting.co.jp
018-832-2396 〒010-0012
018-832-7811 秋田市南通みその町4-73
018-828-8095 〒010-1638 http://sasakikenchiku.com/
018-874-8196 秋田市新屋表町10-14-2F sasakikenchiku2010@gmail.com
018-827-6880 〒011-0947
018-827-6881 秋田市飯島新町一丁目11-1 ss5884@ae.auone-net.jp
018-868-0655 〒010-0802 http://www.sibuya-k.co.jp/
018-868-0659 秋田市外旭川字三後田266-1 sibuya-k@cna.ne.jp
018-836-6808 〒010-0029 http://www.sumiken-t.co.jp
018-836-6807 秋田市楢山川口境7-19 sumiken@guitar.ocn.ne.jp
018-893-5445 〒010-0942
018-893-5446 秋田市川尻大川町1-27グレースメモリー秋田2A101 seisekisan@nifty.com

25 ㈱佐々木組

24 ㈱財産コンサルティング 納谷　崇

27

29
㈱住建トレーディング
　　一級建築士事務所

工藤　源聖

小林　健太

㈱シブヤ建設工業

ｉｒｉｅ㈱
ｉｒｉｅ一級建築士事務所

北嶋　洋一

㈱樹設計工房

21

㈱小畑設計事務所 小林　昌則

アスト構造設計

加藤　一成

伊藤　和雄

石塚　英公

㈱Clorie Design 池田　宇史

加賀谷　亨

㈲小柳建築設備
　　　　　　設計事務所

12 ㈱加賀伊ボーリング

13

加藤　環

加藤建設㈱

小柳　永興

㈱加藤一成建築
　　　　　　設計事務所

加藤　俊介

小南　　淳

佐々木建築㈱

㈱三光企画設計

23

19

淡路　孝次㈱クリエイテブライフ

26

京野　一博

㈱小南工務店
      建築設計事務所

㈱草階建築創作所

佐々木　展

佐藤　幸喜

㈱コスモス設計 安田　勇二

10

11

㈱ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗﾝｳｪｰﾌﾞ
    　　　 建築研究所

17

18

㈱伊藤住宅

㈱甲設計事務所

　中　央　支　部

堀井　圭亮

小野泰太郎

5

中村　瑞樹

事　務　所　名

㈱小野建築研究所

皆川　歩美

樋渡　正人

2

正　　　会　　　員　

4

22

20

7

14

代　表　者

吉田谷昭仁

佐藤　幸雄

9

R設計事務所

28

㈱間建築設計事務所

高橋　良平

齊藤　　実

奥羽住宅産業㈱

㈲京設計事務所

加藤環建築
            設計事務所

㈱共立総合設計

No

1

3

16

8

6

15

渋谷　守寿

30 星建築積算設計室 櫻庭　星治
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電　話　番　号 〒 ホームページ

F A X 番 号 住　　　　　所 E　メ　ー　ル
018-863-8431 〒010-0954 http://wordpress50301.wordpress.com

018-863-8432 秋田市山王沼田町6-8 JDV03652@nifty.com
018-846-2081 〒010-0902 http://www.sokuchi.ecnet.jp/
018-846-3661 秋田市寺内堂ノ沢二丁目1-1
018-866-8765 〒010-0951
018-866-8770 秋田市山王7-2-14
018-892-7152 〒010-1414 http://www.daiwalease.co.jp
018-892-7153 秋田市御所野元町一丁目1-1 m-enomoto@daiwalease.jp
018-863-1258 〒010-0912
018-863-1972 秋田市保戸野通町5-34 takumi_imura@wine.plala.or.jp
018-824-8025 〒010-0944
018-824-8028 秋田市川尻若葉町3-9 tac1@coral.ocn.ne.jp
018-893-5841 〒010-0921
018-893-5844 秋田市大町一丁目3-8秋田ﾃﾞｨﾗｲﾄﾋﾞﾙ１F info@chuoudoken.co.jp
018-888-3666 〒010-0941 http://www.k-chiyoda.jp
018-888-3667 秋田市川尻町字大川反170-19 fujimori@k-chiyoda.jp
018-862-8241 〒010-1611
018-865-4578 秋田市新屋天秤野1-36 shinn@chinnda-k.com
018-828-8111 〒010-1633
018-828-8100 秋田市新屋鳥木町1-47 doko@ruby.ocn.ne.jp
018-824-8240 〒011-0916
018-863-1648 秋田市泉北一丁目7-11 tomonori_ota@home.misawa.co.jp
018-868-1411 〒010-0802 https://tokusin-k.secure.idchosting.jp/

018-868-5311 秋田市外旭川字松崎221-1 tokusin@m21.alpha-net.ne.jp
018-824-1868 〒010-0973 https://www.tokumitsu-arch.co.jp/
018-824-1898 秋田市八橋本町六丁目11-14 tokumitu@jmail.plala.or.jp
018-864-3211 〒010-0951 https://www.nakata-k.jp
018-864-3216 秋田市山王五丁目9-2 info@nakata-k.jp
018-862-8731 〒010-0964
018-862-8733 秋田市八橋鯲沼町1-23 akita@higashinihon.co.jp
018-834-5445 〒010-0013
018-834-5437 秋田市南通築地8-10 info@hasekoma.com
018-823-2417 〒010-0917 hanada-dp.com
018-862-2012 秋田市泉中央二丁目9-13 info@hanada-dp.com
018-845-1863 〒011-0943 http://akita-hayashikoumuten.co.jp/
018-845-6930 秋田市土崎港南一丁目14-37 hayashi-a884@hb.tp1.jp
018-864-7603 〒010-0972
018-864-8530 秋田市八橋田五郎1-5-22 kharata@kharata.co.jp
018-862-3449 〒010-0911
018-862-3289 秋田市保戸野すわ町14-23 han_0416@cna.ne.jp
018-866-3231 〒010-0973
018-866-1080 秋田市八橋本町3-1-20 p-rex@arion.ocn.ne.jp
018-853-4280 〒010-1424
018-853-4221 秋田市御野場七丁目2-3ｻﾝﾊｲﾂ103号 binkozo@sea.plala.or.jp
018-869-9123 〒010-0802
018-869-9124 秋田市外旭川字堂ノ前192-4 pia@cna.ne.jp
018-824-3276 〒010-0951
018-824-3276 秋田市山王六丁目9-10山王杉山ﾏﾝｼｮﾝ101 s-hono41@amber.plala.or.jp
018-865-0104 〒010-0953 https://tm-arch.jimdo.com
018-864-9292 秋田市山王中園町10-33 tm-arch@wonder.ocn.ne.jp
018-889-8282 〒010-1413 http://www.matsuminoie.com
018-839-8787 秋田市御所野地蔵田二丁目2-1 one@matsuminoie.com
018-893-4126 〒010-0062
018-893-4128 秋田市牛島東5-6-38-101 miuraao@sky.plala.or.jp
018-862-7331 〒010-0933 http://www.mikisekkei.co.jp/
018-823-7508 秋田市川元松丘町2-14 master@mikisekkei.co.jp
018-862-2601 〒010-0952
018-866-0121 秋田市山王新町18-15 kk.mzhr@f5.dion.ne.jp
018-863-0251 〒010-0065 http://www.mmc-ec.co.jp/
018-863-6353 秋田市茨島3-1-6 jmnsales@mmc.co.jp

㈱測地コンサルタント

35 ㈱匠設計工房 井村　博

58 ㈱三木設計事務所 草皆　次夫

32

No

髙橋　敦

設計チーム
　NEXT-AKITA協同組合

池田　　匠

㈱林工務店

東北ミサワホーム㈱
秋田支店一級建築士事務所

大東建託㈱秋田支店
　　一級建築士事務所

珍田工業㈱
　　一級建築士事務所

中央土建㈱

54

56 ㈱松美造園建設工業 佐藤　正義

57 三浦建築設計事務所 三浦　英明

53
㈱プルーフあい
　　　　　アーキテクツ

佐藤　勝美

(株)日本ﾊｳｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
秋田支店一級建築士事務所

原田　啓咲㈲原田構造設計室

中田　　潤

鈴木　誠一

事　務　所　名

奔建築設計事務所

ＢＩＮ構造設計

㈱松橋設計

44

㈱汎建築設計事務所

㈲花田設計事務所

㈱長谷駒組
　　一級建築士事務所

41

40

川邊　進太郎

50

㈱道光産業

43

42

39

37

㈲ＴＡＣ建築
　　　　　　構造設計室

46

47

55

38

49

48

52

51 ピーレックス㈱

45

34

松田　悦朗

珍田　伸一

小野寺　明

德真建設㈱
　　一級建築士事務所

飯村　勝弘

中田建設㈱

長谷川 尚造

伊藤　敏博

松橋　孝則

藤澤　正義

伊藤　久嗣

千代田興業㈱
　　一級建築士事務所

㈱トクミツ建築企画
　　一級建築士事務所

佐々木 安通

林　　明夫

花田　　順

小松　正和

31

33

36

多田　勝美

大和リース㈱秋田支店
　　一級建築士事務所

北　哲弥

代　表　者

60
三菱ﾏﾃﾘｱﾙ電子化成㈱
　　　一級建築士事務所

西中　啓二

59 ㈱水原工務店 水原　明

徳光　慎太郎

德𠩤　豊
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電　話　番　号 〒 ホームページ

F A X 番 号 住　　　　　所 E　メ　ー　ル
018-862-6354 〒010-0925
018-862-4125 秋田市旭南三丁目7-14 mihira@cna.ne.jp
018-835-7166 〒010-0831
018-835-7166 秋田市旭川清澄町2-12 miyatakakobo@yahoo.co.jp
018-823-4345 〒010-0971 http://www.mrt-arch.co.jp/
018-823-4328 秋田市八橋三和町18-15 mrt@poplar.ocn.ne.jp
018-826-1616 〒010-1415
018-826-1565 秋田市御所野湯本二丁目1-5 AEJO2146@nifty.com
018-835-3905 〒010-0877 http://www.ycoequip.sakura.ne.jp
018-835-3939 秋田市千秋矢留町7-9 y353905t@seagreen.ocn.ne.jp
018-862-3822 〒010-0941 http://www.yurtec.co.jp/
018-824-6001 秋田市川尻町字大川反233-9 sugawara.honoka.a33@yurtec.co.jp
018-874-7797 〒010-0802 ldaico.com
018-874-7798 秋田市外旭川字堂ノ前192-4 life.design.a.i@beetle.ocn.ne.jp
018-882-2059 〒019-2601 http://ashikaga-k.com
018-882-2153 秋田市河辺和田字岡村239 ashikaga@violin.ocn.ne.jp
018-886-2135 〒010-1221 http://www.ito-kogyo.jp
018-886-2749 秋田市雄和平沢字舟津田78-1 info@ito-kogyo.jp
018-878-5050 〒010-0201 http://www.mutsumi-ken.co.jp
018-878-5001 潟上市天王字北野256 t-sasaki@mutsumi-ken.co.jp
0185-25-3001 〒010-0342
0185-25-2234 男鹿市脇本脇本字向山18-6 soumu@katogumi-oga.co.jp
0185-23-3434 〒010-0511 http://www.sawakigumi.co.jp
0185-23-3333 男鹿市船川港舩川字海岸通り2-6-2 info@sawakigumi.co.jp
0185-35-2011 〒010-0341 http://www.oga-shimizugumi.co.jp

0185-35-2015 男鹿市船越字船越285 ss0285@namahage.ne.jp
0185-27-2620 〒010-0523
0185-27-2766 男鹿市船川港女川字鵜ノ崎7-24 info@marufuku-akita.jp
0184-23-0133 〒015-0872
0184-23-0131 由利本荘市瓦谷地30 aiba-k@max.odn.ne.jp
0184-22-0722 〒015-0011 http://osada-const.co.jp
0184-23-3346 由利本荘市石脇字田頭9-1 build@osada-const.co.jp
0184-23-3588 〒015-0011
0184-23-3558 由利本荘市石脇字尾花沢54-133 kudo.arc55@iris.ocn.ne.jp
0184-24-3744 〒015-0051
0184-24-1741 由利本荘市川口字八幡前19-3 sksj@chive.ocn.ne.jp
0184-22-0630 〒015-0852 http://www.muraken.co.jp/
0184-24-5442 由利本荘市一番堰181 muraoka@muraken.co.jp
0184-55-2211 〒015-0404 http://www.yamashina1967.co.jp/

0184-56-2177 由利本荘市矢島町七日町字曲り渕158-1 info@yamashina1967.co.jp

村岡建設工業㈱ 村岡　兼幸

77 ㈱工藤設計事務所 工藤　博臣

80 山科建設㈱ 山科　　優

78
㈱佐々木建築
　　　　　　設計事務所

佐々木光夫

79

船木　眞之

75 あいば建築設計工房㈱ 熊谷　俊一

76
長田建設㈱
　一級建築設計事務所

長田　史郎

むつみ建設㈱
　　　一級建築士事務所

㈲村田弘
　　　建築設計事務所

㈱足利工務店

山岡工業㈱
　　一級建築士事務所

74
福 まるふく
　　　　建築設計事務所

㈲山下建築設備
　　　　　　設計事務所

㈱沢木組
   一級建築士事務所

㈱加藤組
　　一級建築士事務所

㈱ユアテック秋田支社

宮堀建築設計工房

㈱ライフデザイン
　　　　　　建築研究所

事　務　所　名

㈲三平光一
　　　建設設計事務所

71

No

69

70

61

68

65

62

63

66

67

足利　健

清水　隆成

佐々木　徹

渡辺　政道

沢木　則明

伊藤工業㈱

73
㈱清水組
　　一級建築士事務所

伊藤　　満

72

加藤　義光

宮堀　隆二

茂木　聡

三平　光一

64

村田　良太

代　表　者

山下　隆士

阿部　倫比古

mailto:mihira@cna.ne.jp
mailto:miyatakakobo@yahoo.co.jp
http://www.mrt-arch.co.jp/
mailto:AEJO2146@nifty.com
http://www.ycoequip.sakura.ne.jp/
mailto:y353905t@seagreen.ocn.ne.jp
http://www.yurtec.co.jp/
mailto:sugawara.honoka.a33@yurtec.co.jp
mailto:life.design.a.i@beetle.ocn.ne.jp
http://ashikaga-k.com/
mailto:ashikaga@violin.ocn.ne.jp
http://www.ito-kogyo.jp/
http://www.mutsumi-ken.co.jp/
mailto:t-sasaki@mutsumi-ken.co.jp
http://www.sawakigumi.co.jp/
mailto:info@sawakigumi.co.jp
http://www.oga-shimizugumi.co.jp/
http://osada-const.co.jp/
mailto:kudo.arc55@iris.ocn.ne.jp
http://www.muraken.co.jp/
mailto:muraoka@muraken.co.jp
http://www.yamashina1967.co.jp/

