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Ｈ２８ 足立心也 建築設計事務所

〒870-1113

　大分市大字中判田186-5ハイム野畑102
足立 心也 ＨＰ： http://www.saao.info

Ｈ２８ 一級建築士事務所 もりのわ設計室

〒870-0165

　大分市明野北3丁目23-11
板場 奈美 ＨＰ： http://morinowasekkei.com/

Ｈ２８ 一級建築士事務所 Yama Design
〒〒870-0943
　大分市片島18組パステル中の坪102

山﨑 真司 ＨＰ： http://yamadesign.jp/

E-mail： hrdichar@gmail.com

ＨＰ： https://hrdichar.wordpress.com/

Ｈ２８ 尾垣俊夫建築設計
〒871-0105
　中津市三光原口1018-1

尾垣 俊夫

Ｈ２８ 株式会社 アイビック
〒870-0137
　大分市寺崎町2丁目3番6号

財津 紀敏

Ｈ２８ 株式会社 アイビック
〒870-0137
　大分市寺崎町2丁目3番6号

相良 宗一郎

Ｈ２８ 株式会社 ヴィン設計工房
〒870-0003
　大分市生石5丁目6番7号

衞藤 良

Ｈ２８ 株式会社 神力設計
〒870-0816
　大分市田室町9-80アーバン田室121

花宮 亮

Ｈ２８ 株式会社 セキ土建
〒879-2201
　大分市大字佐賀関4の3341番地の4

嵯峨 彰仁 ＨＰ： http://sekidoken.com/

Ｈ２８ 株式会社 髙橋洋一建築設計事務所
〒870-1168
　大分市大字小野鶴1522番地の11

甲斐 啓大

Ｈ２８ 株式会社 玉井木材センター
〒879-7761
　大分市大字中戸次5170番地の3

東 康裕 ＨＰ： http://tamamoku.jp/

Ｈ２８ 株式会社 玉井木材センター
〒879-7761
　大分市大字中戸次5170番地の3

篠田 尚 ＨＰ： http://tamamoku.jp/

Tel／Fax： 097-574-6149

E-mail： info@shusakumatsuda.com
ＨＰ： http://shusakumatsuda.com/

Facebook： https://www.facebook.com/shusakumatsudaarchitects

Instagram： https://www.instagram.com/shusaku_matsuda/

ＨＰ： http://www.benet.co.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/benets.co.ltd/

Instagram： https://www.instagram.com/benets_taketa/

Ｔｅｌ： 097-536-1530

ＨＰ： http://www.saikikensetsu.co.jp/

Ｔｅｌ： 090-2850-2461

E-mail： wjgxt991@yahoo.co.jp

Facebook： https://www.facebook.com/mokunosumai/

ＨＰ： http://mkp.main.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/pg/mkparch/posts/

Ｈ２９ 株式会社 ＥＥ設計
〒870-0021
　大分市府内町１－６－４０

金田 勝美 ＨＰ： http://www.eesekkei.jp

Ｈ２９ 有限会社 佐藤建築設計事務所
〒870-0022
　大分市大手町2丁目2-16

小野　有以

Ｈ２９ ［ フリーランス ］ 湯浅 裕樹

Ｈ２９ 秀研究室
〒870-0917
　大分市高松1丁目8―4ソフイアライト505

山内 秀文

Ｔｅｌ： 0977-23-6231

ＨＰ： http://www.k-yuki.co.jp

Facebook： https://www.facebook.com/yukiken.fcbk

Ｈ２９ 小川建築設計事務所
〒870-0146
　大分市乙津港町1-2-3

小川 公一 ＨＰ： http://www.o-ace.com/

URL： http://ada-ichika.jimdo.com/

E-mail： ichika@oct-net.ne.jp

Ｔｅｌ： 0972-23-7258

E-mail： y.satokensetsu@gmail.com

Ｈ２９ － 安東 歩

Ｔｅｌ： 097-544-0051
Ｆａｘ： 097-543-9975
ＨＰ： http://zennohkyushuarchit.wixsite.com/zennoh-archi-oita

E-mail： zennoh.kyushu.architect.oita@gmail.com
Ｔｅｌ： 0977-23-6231
Ｆａｘ： 0977-24-7026
ＨＰ： http://www.k-yuki.co.jp

E-mail： yukikensetu@k-yuki.co.jp
Facebook： https://www.facebook.com/yukiken.fcbk
Instagram： https://www.instagram.com/yuki_noie/

Ｔｅｌ： 097-567-1831

ＨＰ： http://www.madoi.jp

E-mail： atelier-madoi@madoi.jp

Ｔｅｌ： 080-1707-8787

E-mail： kimikainhaltdorf@gmail.com
R１ ストックバウム

〒870-0872
　大分市高崎1丁目8－3

小関　公香

Ｈ２８ 松田周作建築設計事務所
〒870-0021
　大分市府内町2-4-8若竹ビル451

松田 周作

Ｈ２８ 有限会社 ベネッツ一級建築士事務所
〒878-0011
　竹田市大字会々字平2793-17

伊東 哲也

Ｈ２９ 株式会社 佐伯建設
〒870-8611
　大分市中島西３丁目５番１号

野口 浩平

Ｈ２９ 杢のすまい設計室
〒870-1106
　大分市敷戸台2丁目13-2

和田 恵利子

　　　　大分県木造マイスター育成研修 修了者 一覧表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（敬称略・順不同）

備　考（会社ＨＰ、連絡先など）

Ｈ２８ 原大地ケンチク設計室
〒870-0039
　大分市中春日町4-25 ２Ｆ

原 大地

Ｈ２８
日本ハウジング 株式会社

（府内町家・府内町家リノベーション）
〒870-0943
　大分市大字片島７５－１

御手洗 早織 http://www.nihonhousing.co.jp　ＨＰ：

Ｈ２９ ミウラクワノパートナーシップ有限会社
〒870-0901
　大分市西新地1-3-5サンビル1階

桑野 恭子

Ｈ２９ 株式会社 幸建設
〒874-0919
　別府市石垣東1丁目9番31号

清家 奈夏

Ｈ２９ 設計工房一嘉
〒870-1136
　大分市光吉台１４組２３８

一宮 嘉宏

Ｈ２９ 有限会社 佐藤建設
〒87６-0824
　佐伯市新女島6899-2

佐藤 啓之

Ｈ３０
（Ｒ１）

有限会社 アトリエ間居
〒870-1132
　大分市光吉556-1 かわのビル3Ｆ

重田　信爾

〒870-8635
大分市大字古国府1220番地

JA全農九州一級建築士事務所
大分管理センター

株式会社 幸建設
〒874-0919
　別府市石垣東1丁目9番31号

幸　康史
Ｈ３０
（Ｒ１）

Ｈ３０
（Ｒ１）

佐藤　誠
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Ｔｅｌ： 097-551-1872

E-mail： taisei@oct-net.ne.jp 

Ｔｅｌ： 097-540-6002
Ｆａｘ： 097-540-6003
ＨＰ： http://nukumorihouse.com/

E-mail： satohiro1013@gmail.com

R１ アトリエ古松堂一級建築士事務所
〒870-0883
　大分市大字永興1-1-41

首藤　泰比古 Ｔｅｌ： 097-514-1335

Ｔｅｌ： 097-574-7785
Ｆａｘ： 097-574-7786
ＨＰ： https://dai-yu.jp/

E-mail： r-takase@dai-yu.jp

Ｔｅｌ： 097-574-7785

ＨＰ： https://dai-yu.jp/

Ｔｅｌ： 097-507-5870 

E-mail： takahashi@takayu-arch.com

Ｔｅｌ： 097-503-7065

Facebook： https://www.facebook.com/ateliertake

Ｔｅｌ： 0974-22-8033
0974-22-0111

E-mail： even@amail.plala.or.jp
Facebook： https://www.facebook.com/一級建築士事務所ｅｖｅｎ-116335838469146

Instagram： https://instagram.com/even_oita?igshid=16gp7i6lvolcb
Ｔｅｌ： 097-569-2670
Ｆａｘ： 097-567-0158
ＨＰ： http://www.fujitenso.com

E-mail： shuji-matsuyama@fujitenso.com

Ｔｅｌ： 097-504-3087

ＨＰ： http://mkp.main.jp/

E-mail： nrc47986@nifty.com

R１ M's.. design and architecture
〒870-0935
　大分市古ケ鶴1-7-5

三重野　恵

Ｔｅｌ： 097-573-4288

ＨＰ： https://www.uv-arch.com

E-mail： urban@uv-arch.com

Ｔｅｌ： 097-503-7065

Facebook： https://www.facebook.com/ateliertake

Ｔｅｌ： 097-536-1285

ＨＰ： https://e-hokoku.com/

Ｔｅｌ： 0977-24-0287

Facebook： https://ja-jp.facebook.com/atelierarks/

ＨＰ： http://www-pub.nbu.ac.jp/~kimurast/

Ｔｅｌ： 090-1920-8056

ＨＰ： https://jyuwa.com/

Ｔｅｌ： 097-567-7321

Ｔｅｌ： 0979-22-6006

Ｔｅｌ： 0973-28-6811

ＨＰ： https://mokuzou.wixsite.com/ki-plan

Ｔｅｌ： 097-503-7065

Facebook： https://www.facebook.com/ateliertake

Ｔｅｌ： 0977-72-5960

ＨＰ： http://asano-kensetu.com/

Ｔｅｌ： 0972-63-7832

Ｔｅｌ： 097-567-1831

ＨＰ： http://www.madoi.jp

E-mail： atelier-madoi@madoi.jp

Ｔｅｌ： 097-544-1061

ＨＰ： https://www.sanai-sanbesuto.co.jp/

http://tamamoku.jp/ＨＰ：

ＨＰ： http://tamamoku.jp/

〒879-7761
　大分市大字中戸次5170番地の3

〒870-0882
　大分市竹の上10番22号

〒879-7761
　大分市大字中戸次5170番地の3

R２
（R３）

R３

R３

R３

R３

R３

R３

R３

R３

R３

有限会社 アトリエ間居
〒870-1132
　大分市光吉556-1 かわのビル3Ｆ

R３

山本 伸二

吉本 優哉

アトリエテイク一級建築士事務所

(株)浅野建設/浅野住環境デザイン

(有)芝設計

(株)玉井木材センター

工藤雅史建築研究所

(株)三愛

(有)ケイシン設計

(株)玉井木材センター

〒870-0820
　大分市西大道2丁目5-18

〒879-1505
　速見郡日出町大字川崎523番地

〒875-0041
　臼杵市大字臼杵祇園西2

竹宮　浩一郎

秋山 拓万

浅野 健治

有馬 憲子

板井 徹次

梶谷 翔梧

工藤 雅史

近廣 薫平

衛藤 麻世

R２ HIRO建築設計工房
〒871-0011
　中津市大字下池永325番地

中尾　忠廣

R２ きいぷらん
〒877-0006
　日田市港町6-11

山下　智

R２ 日本文理大学　工学部　建築学科
〒870-0397
　大分市一木1727

木村　智

R２ 住和設計市一級建築士事務所
〒870-1165
　大分市雄城台5-25

工藤　武範

R２  慧設計一級建築士事務所
〒870-1135
　大分市光吉新町6-2

後藤　洋一

R1
（R2）

豊國建設株式会社
〒870-0045
　大分県大分市城崎町1丁目3-28

池邉　慶太

R２ 光綜合工業㈱一級建築士事務所
〒874-0919
　別府市石垣東8丁目1番13号

足立　久徳

R２ atelier arks 荒木　明

R１ 有限会社 アーバンビジョン建築事務所
〒870-0805
　大分市上白木7-2

宮﨑　隆博

〒870-0820
　大分市西大道2丁目5-18

若松　加奈子アトリエテイク一級建築士事務所R１

吉田　颯太
〒870-0943
　大分市大字片島７５－１

日本ハウジング 株式会社
（府内町家・府内町家リノベーション）

R１

後藤　靖二
〒870-0932
　大分市東浜1-1-19

大靖設計工房一級建築士事務所R１

佐藤　宏和
〒870-0025
　大分市顕徳町3-1-16

JP HOUSE 株式会社R１

髙瀬　亮平

〒870-0942
　大分市羽田1058-3

有限会社 富士店装R１

髙山　鮎美アトリエテイク一級建築士事務所R１

高橋　由美

http://www.nihonhousing.co.jpＨＰ：

〒870-0035
大分市中央町3丁目7-21-204

高橋由美建築設計R１

〒870-0933
　大分市花津留2丁目172番

株式会社 大有設計R１

髙橋　大介
〒870-0933
　大分市花津留2丁目172番

株式会社 大有設計R１

〒870-0820
　大分市西大道2丁目5-18

R１

戸高　沙織
〒879-7111
　豊後大野市三重町赤嶺1226-4

一級建築士事務所evenR１

松山　周二

ミウラクワノパートナーシップ 有限会社 三浦　逸朗
〒870-0901
　大分市西新地1-3-5サンビル1階


