
　　　　　　　　≪設計事務所≫  

登録事業者名
高知県木造住宅
耐震化促進事業

登録番号
住所 TEL 地域

1 ㈱猪野工務店 設H20-171 高知市潮江新町1丁目14-9 088-831-2345 高知南

2 ㈱共力社 設H19-75 高知市桟橋通5丁目5番61号メゾンR101号 088-855-7296 高知南

3 ㈱建築企画 設H19-25 高知市役知町２１番３号 088-831-3459 高知南

4 ㈱滝石建設 設H25-247 高知市仲田町14番8号 088-831-1283 高知南

5 (合)DIY設計工房 設H19-51 高知市春野町南ヶ丘９丁目３－１５ 088-841-3176 高知南

6 城南エーティー 設H19-85 高知市北竹島町４４９ 088-833-0303 高知南

7 匠設計室 設H21-192 高知市役知町9-17　BONVOYAGE301 088-832-3960 高知南

8 安本建築設計事務所 設H22-205 高知市介良135 088-803-9889 高知南

9 (有)創栄工務店 設H22-209 高知市春野町西分2028番地2 088-894-2722 高知南

10 (有)創建築事務所 設H19-65 高知市鴨部８７８－２１ 088-840-6616 高知南

11 (有)プラザデザインコンサルタント 設H22-208 高知市大原町131-6 088-834-2266 高知南

12 渡邉雅信建築設計事務所 設H20-172 高知市潮見台3丁目913番地 090-9556-7904 高知南

13 アートヴィラ設計 設H24-236 高知市万々374-5 088-871-5748 高知北

14 ECO設計ミズタ 設H21-191 高知市長尾山町157 088-840-3979 高知北

15 m+建築デザイン 設H20-136 高知市一ツ橋町1丁目219-1　ｵﾘｵﾝﾊｲﾂ一ツ橋３０２ 088-822-2434 高知北

16 ㈱かめお設計 設H19-106 高知市一ツ橋町２－５３－２ 088-82-0597 高知北

17 キリコ設計事務所 設H27-279 高知市上町1-11-3　明神ビル2Ｆ 088-825-1268 高知北

18 CROSS建築設計事務所 設H19-96 高知市高埇6-19　ｾﾌﾞﾝｼｰｽﾞﾈｸｽﾄ308号室 088-879-9344 高知北

19 小林建築設計事務所 設H22-214 高知市中万々146 090-7628-5370 高知北

20 セクマ設計事務所 設H19-113 高知市一宮中町３丁目１４－８ 088-846-2664 高知北

21 次丸建築 設H26-261 高知市行川147 088-874-3891 高知北

22 土佐ハイム 設H23-231 高知市福井町1428-33 088-875-8850 高知北

23 原健設計 設H26-265 高知市宝町7－3 088-824-0025 高知北

24 廣井建築事務所 設H23-233 高知市比島町2丁目7-24桃園荘1F-3 088-826-6464 高知北

25 宮地電気㈱建築設計事務所 設Ｈ24-237 高知市本町三丁目3番1号 088-831-3271 高知北

26 (有)Ike Construction ＆ Building Material 設H25-248 高知市本町4丁目2-19 088-826-0770 高知北

27 (有)タケムラ建築設計事務所 設H20-149 高知市北本町２丁目２－２９－７０１号 088-882-2078 高知北

28 (有)前里工務店 設H19-90 高知市高埇５２番地 088-883-1044 高知北

29 (有)丸和工務店 設H20-166 高知市南はりまや町2丁目15-14 088-883-5868 高知北

30 横山設計事務所 設H20-132 高知市越前町２丁目５番２号 090-8647-7551 高知北

31 片岡建設（有） 設Ｈ19-3 土佐市中島２０９番地 088-852-0576 中央西

32 薦田建築 設H26-273 高岡郡中土佐町久礼6493-2 0889-40-1140 中央西

33 高木建築設計事務所 設H22-213 高岡郡佐川町本郷耕1999-6 090-1325-0004 中央西

34 野村建築 設H24-241 土佐市高岡町甲686-2 088-852-1504 中央西

35 (有)大﨑建築 設H19-27 須崎市吾井郷乙２５５３番地１ 0889-45-0800 中央西

36 (有)窪川工務店 設H27-277 高岡郡四万十町家地川671-4 0880-22-2129 中央西

37 (有)大成システム 設H20-154 高岡郡越知町越知甲1623番地4 0889-26-2281 中央西

38 (有)矢野工務店 設H19-45 須崎市浜町２丁目３－５ 0889-42-2062 中央西

39 大久保設計事務所 設Ｈ19-18 香美市土佐山田町北本町上一丁目９１－６ 0887-53-0125 中央東

40 企画室30 設H19-34 南国市岡豊町小蓮５０２－１ 088-866-0300 中央東

41 三共設計 設Ｈ22-199 香美市土佐山田町598-7 0887-52-4657 中央東

42 (有)岩城建築設計事務所 設H19-36 香南市野市町東野１９３６－３ 0887-55-5286 中央東

43 (有)橋田工務店 設H19-87 南国市前浜６番地１ 088-865-1288 中央東

44 （有）ユー・ホーム 設H19-19 南国市大埇甲６９３－６ 088-864-3576 中央東

45 中宏文建築設計事務所 設Ｈ20-153 安芸郡安田町安田２６９０ 0887-38-7055 東部

46 ㈱尾上工務店 設H19-77 四万十市中村上小姓町８番地 0880-34-3373 幡多

47 建築創造工房ヤマモト 設H19-24 四万十市実崎１１０８－１ 0880-36-2257 幡多

48 大知不動産鑑定㈱一級建築士事務所 設H27-278 四万十市右山五月町8-25-302号 0880-34-9101 幡多

49 谷建築設計事務所 設H24-238 幡多郡黒潮町入野2198 0880-43-4319 幡多


