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p-30-31 設　計　者／株式会社大林組東京本社一級建築士事務所　山中昌之　神道浩
　　　　　　〒108-8502東京都港区港南2-15-2
施　工　者／株式会社大林組東北支店　執行役員支店長　高槻幹雄
                  〒980-0011宮城県仙台市青葉区上杉1-6-11
左　　　官／有限会社前沢左官工業　千田渉
                  〒029-4201岩手県奥州市前沢区古城字比良53-8

TEL：03-5769-1572 　FAX ：03-5769-1739

TEL ：022-267-8500 　FAX： 022-267-4961

TEL ：0197-56-2004 　FAX ：0197-56-7522

設　計　者／白川在建築設計事務所
                  〒107-0052東京都港区赤坂7-2-6赤坂ナショナルコート302
施　工　者／株式会社竹中工務店　取締役執行役員社長　宮下正裕
                  〒541-0053大阪府大阪市中央区本町4-1-13　
左　　　官／株式会社濱﨑組　代表取締役社長　濱﨑増司
                  〒790-0038愛媛県松山市和泉北1-13

p-24-25
TEL ：03-5413-5037 　FAX： 03-5413-5038

TEL ：06-6252-1201　 FAX ：06-6263-9783

TEL： 089-946-1811　  FAX ：089-946-1822

設　計　者／有限会社武田設計　武田正義　
                  〒810-0014福岡県福岡市中央区平尾3-30-27

左　　　官／株式会社松村工業　松村幸徳
                 〒814-0151福岡県福岡市城南区堤1-32-25
写　　　真／石井紀久

p-28-29
TEL ：092-524-3030 　FAX： 092-524-2626

TEL ：092-731-3510　 FAX ：092-731-3981

TEL： 092-407-5891 　FAX： 092-407-5892

p-34-35

TEL ：093-452-3526　 FAX ：093-452-3527

TEL ：093-451-5513 　FAX ：093-451-5513

設　計　者／古民家蘇生工房　柳本隆彦
　　　　　　〒803-0186福岡県北九州市小倉南区新道寺106-1
施　工　者／古民家蘇生工房　柳本隆彦
                  〒803-0186福岡県北九州市小倉南区新道寺106-1
左　　　官／清賀工務店　清賀貴志
                  〒803-0187福岡県北九州市小倉南区母原413-9

TEL ：093-452-3526　 FAX ：093-452-3527

施　工　者／有限会社昇陽建築工業　村上昇陽
                  〒861-8010熊本県熊本市東区上南部2-22-35-610　
左　　　官／東口工業　東口信幸
                 〒861-3204熊本県上益城郡御船町木倉1023-13

p-26-27
TEL ：096-389-0336　 FAX ：096-389-0247

TEL： 096-282-3208　 FAX ：096-282-3208

List of A
ddress

設　計　者／西松建設株式会社一級建築士事務所
　　　　　　〒105-8401東京都港区虎ノ門1-20-10 　
　　　　　　株式会社久米設計　建築設計部　櫻井伸
　　　　　　〒135-8567東京都江東区潮見2-1-22
　　　　　　株式会社 cou architects&elements Inc　梅園真咲
　　　　　　〒542-0081大阪府大阪市中央区南船場1-1-7-801 
施　工　者／西松建設株式会社関東建築支社　担当所長　岩本正己
                  〒105-8401東京都港区虎ノ門1-20-10
左　　　官／淡路島の左官職人（総合建築植田内）　植田俊彦
                  〒656-2131兵庫県淡路市志筑1462-6

p-22-23
TEL ：03-3502-7625　 FAX ：03-3502-0244

TEL ：03-5632-7334　 FAX ：03-5632-7832

TEL ：03-3502-0294 　FAX： 03-3597-0544

TEL ：06-6267-0317　 FAX ：06-6267-0317

TEL： 0799-62-3184 　FAX ：0799-62-7184

p-32-33

TEL： 0575-22-3111 　FAX ：0575-24-2565

TEL ：0574-43-1821 　FAX ：0574-43-1821

設　計　者／株式会社川上建築事務所
　　　　　　〒501-3947岐阜県関市上白金1215-24
施　工　者／青協建設株式会社
                  〒501-3936岐阜県関市倉知3204-4
左　　　官／プラスター工房カワムラ　代表者　川村勇人
                  〒505-0303岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志1047-6

TEL ：0575-28-3348

玉川学園礼拝堂

栄福寺 演仏堂

満徳寺改修工事

S邸
（スローライフ・ハウス）

中尊寺本堂耐震補強
改修工事

金竜小学校校舎
改築工事

アールデコでまとめた
現代の洋館

施　工　者／有限会社　井工房社　代表取締役　村上基幸
                  〒810-0045福岡県福岡市中央区草香江2-4-10
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p-36-37

TEL ：0867-98-2602　 FAX ：0867-98-3559

設　計　者／有限会社玉木工務店
　　　　　　〒719-3504岡山県新見市大佐永富1608
施　工　者／有限会社玉木工務店　玉木正志　古玉裕文　木曽田義政　玉木孝典
                  〒719-3504岡山県新見市大佐永富1608
左　　　官／安達勇市　玉木孝典

TEL ：0867-98-2602　 FAX ：0867-98-3559

※掲載は応募順になっております。

p-46-47 設　計　者／株式会社TEAM STUDIO ARCHITECTS　藤原伸一
　　　　　　〒683-0831鳥取県米子市皆生5-6-66
施　工　者／株式会社先本組　常務取締役　河瀬裕樹
          　     〒683-0804鳥取県米子市米原5-10-20
左　　　官／有限会社山崎組　影山実
                  〒689-3425鳥取県米子市淀江町佐陀1077-86

TEL：0859-35-3155　 FAX ：0859-21-0135

TEL ：0859-22-9391    FAX： 0859-22-9393

TEL ：0859-56-6932 　FAX ：0859-56-6932

設　計　者／ J-Nine 建築事務所　重松直樹
                  〒185-0014東京都国分寺市東恋ヶ窪3-8-30-302
施　工　者／ J-Nine 建築事務所　重松直樹
                  〒185-0014東京都国分寺市東恋ヶ窪3-8-30-302
左　　　官／有限会社秋葉プラスタル工業　秋葉秀一
　　　　　　〒 278-0017千葉県野田市大殿井83-145

p-38-39

TEL ：042-326-0515　 FAX ：042-401-0005

TEL ：042-326-0515　 FAX ：042-401-0005

TEL ：04-7124-2594　 FAX ：04-7124-2591

設　計　者／もくや設計工房　杢屋恵子
                  〒213-0033神奈川県川崎市高津区下作延3-1-12-501
                   泉秀知建築構造設計事務所　泉秀知

p-42-43
TEL ：044-877-0224 　FAX： 044-877-0224

TEL： 042-492-1392 　FAX ：042-492-0725

設　計　者／本多環境・建築設計事務所　本多友常　吉永規夫
                  〒640-8035和歌山県和歌山市万町19米由ビル3F
施　工　者／株式会社坂井組　代表取締役　坂井勝　木下涼
                  〒649-3502和歌山県東牟婁郡串本町潮岬856　
左　　　官／佐野眞一
                 〒649-4112和歌山県東牟婁郡串本町田原290
写　　　真／河合止揚

p-40-41
TEL ：073-424-4300 　FAX： 073-424-4300

TEL ：0735-62-3984　 FAX ：0735-62-1781

TEL ：0735-74-0031　 FAX ：0735-74-0031

List of A
ddress

p-44-45 設　計　者／有限会社増田左官工業　増田静一
　　　　　　〒204-0001東京都清瀬市下宿2-457-3
施　工　者／有限会社市川工務店　市川一郎
          　     〒204-0004東京都清瀬市野塩1-350

施　工　者／鎌倉建設株式会社　鎌倉茂
          　    〒433-8112静岡県浜松市北区初生町1177

左　　　官／有限会社増田左官工業　増田信行
                  〒204-0001東京都清瀬市下宿2-457-3

左　　　官／有限会社久米左官工業　代表取締役　久米真
                  〒431-3124静岡県浜松市東区半田町105-2
写　　　真／淺川敏

TEL：042-492-1392 　FAX ：042-492-0725

TEL ：042-491-1741　 FAX ：042-491-3953

TEL ：053-436-0127    FAX： 053-438-1389

TEL ：053-434-4709 　FAX ：053-435-3446

Q家 キュウカ

秋谷医院

樫野埼灯台旧官舎改修

K-HOUSE

よみがえる想い出の蔵

旗ヶ崎の家
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What a great Shikkui.
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