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国土交通大臣1  一般財団法人ベターリビング 東京都千代田区富士見2-7-2　ステージビルディング 日本全域 03-5211-0599 令和4年3月15日 令和4年3月15日 ● ●

国土交通大臣4  ハウスプラス住宅保証株式会社 東京都港区海岸1丁目11番1号　ニューピア竹芝ノースタワー18階 日本全域 03-4531-7200 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

国土交通大臣5  日本ＥＲＩ株式会社 東京都港区赤坂8-10-24 日本全域 03-5775-1761 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

国土交通大臣6  株式会社住宅性能評価センター 東京都新宿区新宿1-19-8　サン・モール第7ビル 5階 日本全域 03-5367-8781 令和4年3月9日 未定 - -

国土交通大臣7  株式会社日本住宅保証検査機構 東京都江東区亀戸1丁目14番4号 日本全域 03-6861-9214 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● -

国土交通大臣10  株式会社西日本住宅評価センター 大阪府大阪市西区北堀江2-2-25　久我ビル南館 日本全域 06-6539-5430 - 令和4年3月10日 - -

国土交通大臣13  株式会社都市居住評価センター 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 日本全域 03-3504-2385 令和4年4月1日 - - -

国土交通大臣17  富士建築センター株式会社 東京都新宿区西新宿1-17-1　日本生命新宿西口ビル9階
東京都（島嶼部を除く）・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨

城県・山梨県・長野県・群馬県・静岡県（島嶼部を除く）
03-6279-0435 令和4年3月10日 令和4年3月10日 ● ●

国土交通大臣18  株式会社ハウスジーメン 東京都港区西新橋3丁目7番1号　ランディック第2新橋ビル 日本全域 03-5408-8496 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

国土交通大臣21  ビューローベリタスジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿新宿1-6-1　新宿エルタワー17階 日本全域 03-5325-1236 令和4年3月28日 令和4年3月28日 ● ●

国土交通大臣23  一般財団法人住宅金融普及協会 東京都文京区関口1丁目24番2号　関口町ビル
茨城県 、栃木県 、群馬県 、埼玉県 、千葉県 、東京都 、神奈川県

、山梨県 、静岡県
03-3260-9821 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

国土交通大臣32  株式会社グッド・アイズ建築検査機構 東京都新宿区百人町2-16-15　M・Yビル3F 日本全域 03-3362-0667 令和4年3月22日 令和4年3月22日 - -

国土交通大臣37  株式会社確認サービス 愛知県名古屋市中区栄四丁目3番26号　昭和ビル4階 日本全域 052-238-7754 令和4年3月7日 令和4年3月7日 - -

国土交通大臣38  日本建築検査協会株式会社 東京都中央区日本橋3-13-11　油脂工業会館 日本全域 03-6202-3317 令和4年3月15日 令和4年3月15日 ● ●

国土交通大臣41  株式会社確認検査機構トラスト 大阪府大阪市中央区南本町1-3-9　サンコービル4F

茨城県、埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部を除く）、神奈川県、

岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良

県、和歌山県、岡山県、広島県の全域

06-6271-5669 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

国土交通大臣44  株式会社住宅あんしん保証 東京都中央区京橋一丁目6番1号 日本全域 03-3562-8127 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● -

国土交通大臣47  にほんのいえ評価センター株式会社 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9　ｼｸﾞﾅｽﾋﾞﾙ9F 日本全域 06-6945-5600 令和4年3月15日 令和4年4月1日 ● -

国土交通大臣50  一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター 静岡県静岡市駿河区南町14番1 神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県の全域 054-202-5573 令和4年4月1日 令和4年4月1日 ● ●

北海道開発局長1  一般財団法人北海道建築指導センター 北海道札幌市中央区北３条西３丁目１番地 北海道の全域 011-241-1897 令和4年4月11日 令和4年4月11日 ● ●

北海道開発局長2  株式会社サッコウケン 北海道札幌市中央区南1条東2丁目6番地 北海道全域 011-887-6585 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

北海道開発局長3 ＩＮＤＩ株式会社 北海道札幌市清田区真栄3条2丁目10-3 北海道全域 011-889-1150 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

北海道開発局長5  株式会社建築確認検査機構あさひかわ 北海道旭川市5条通11丁目1437番地　シュロス5条502 北海道全域 0166-29-4416 令和4年3月1日 令和4年3月1日 - -
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東北地方整備局長1  株式会社建築住宅センター 青森県青森市本町四丁目5番5号 青森県全域 017-732-7732 令和4年4月1日 令和4年4月1日 ● -

東北地方整備局長2  一般財団法人岩手県建築住宅センター
岩手県盛岡市盛岡駅西通171いわて県民情報交流センター（アイー

ナ）2F
岩手県 019-623-4420 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● -

東北地方整備局長3  一般財団法人秋田県建築住宅センター 秋田県秋田市中通2丁目3番8号　秋田アトリオンビル5階 秋田県全域 018-836-7851 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

東北地方整備局長4  一般財団法人ふくしま建築住宅センター 福島県福島市五月町4番25号　福島県建設センター4F 福島県内全域 024-573-0118 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

東北地方整備局長5  株式会社仙台都市整備センター 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目4番15号　交通局ビル7階 宮城県内 022-212-2633 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

東北地方整備局長6  株式会社東北建築センター 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目2-3　ルーセント21　２F 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 022-772-7880 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

東北地方整備局長8  株式会社山形県建築サポートセンター 山形県山形市城北町一丁目12番26号 山形県 023-645-6600 令和4年4月14日 令和4年4月14日 ● ●

東北地方整備局長9  一般財団法人宮城県建築住宅センター 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目1番20号　ふるさとビル6階 宮城県全域 022-265-3605 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● -

東北地方整備局長10  株式会社秋田建築確認検査機関 秋田県秋田市新屋日吉町9-52 秋田県全域 018-888-9339 令和4年4月1日 令和4年4月1日 ● -

東北地方整備局長11 株式会社北日本建築検査機構 秋田県秋田市楢山川口境13番7号 秋田県全域 018-884-0071 令和4年3月1日 令和4年2月21日 ● ●

関東地方整備局長1  一般財団法人茨城県建築センター 茨城県水戸市笠原町978番30 茨城県 029-305-7300 令和4年3月1日 令和4年3月14日 ● ●

関東地方整備局長3  公益財団法人群馬県建設技術センター 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の7 群馬県内全域 027-251-6749 令和4年4月1日 令和4年4月1日 ● -

関東地方整備局長5  一般財団法人さいたま住宅検査センター 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-3
埼玉県、東京都（島しょ部を除く）、千葉県、茨城県、栃木県、群

馬県及び神奈川県の全域
048-621-5120 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

関東地方整備局長6  株式会社千葉県建築住宅センター 千葉県千葉市中央区中央4-8-5 千葉県全域 043-222-0109 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

関東地方整備局長9  一般財団法人神奈川県建築安全協会 神奈川県横話中区元浜町3丁目21番2号　ヘリオス関内ビル6階 神奈川県全域 045-212-3123 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

関東地方整備局長10  一般財団法人長野県建築住宅センター 長野県長野市大字鶴賀緑町1605番地14 長野県全域 026-219-2310 令和4年4月1日 - - -

関東地方整備局長13  ユーディーアイ確認検査株式会社 千葉県柏市東上町8-25
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部を除く。）、神奈川

県、群馬県、栃木県の全域の区域
04-7166-5222 令和4年3月1日 令和4年4月21日 ● ●

関東地方整備局長15  株式会社神奈川建築確認検査機関 神奈川県相模原市南区相模大野7-8-10　大塚ビル2階

神奈川県：全域、東京都：島しょ部を除いた区域、 埼玉県：全

域、千葉県：全域、茨城県：土浦市、取手市、つくば市、石岡市、

龍ヶ崎市、牛久市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみら

い市、美浦村、阿見町、河内町、利根町

042-701-3935 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● -

関東地方整備局長19  公益社団法人山梨県建設技術センター 山梨県甲府市酒折1丁目 2075-2 山梨県全域 055-232-0527 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

関東地方整備局長21  株式会社湘南建築センター 神奈川県平塚市宮の前13番3号 東京都（島しょ部を除く）及び神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県 0463-22-0667 令和4年4月1日 - - -

関東地方整備局長23  株式会社安心確認検査機構 茨城県水戸市中央1-8-17 茨城県全域 029-224-8522 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●
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関東地方整備局長33  シー・アイ建築認証機構株式会社 東京都千代田区飯田橋1丁目4番8号　アイルズBMビル601
東京都（島嶼部を除く）、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃

木県、群馬県、山梨県、長野県の全域とする。
03-3516-2418 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

関東地方整備局長34  日本タリアセン株式会社 東京都渋谷区代々木1-55-4　山門ビル3階
東京都（島しょ部を除く）・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・

栃木県・群馬県・山梨県・長野県 の全域
03-5309-2442 令和4年6月13日 - - -

関東地方整備局長35  株式会社総研 栃木県宇都宮市小幡2丁目4-56 栃木県、群馬県、茨城県 028-622-99121 令和4年4月1日 令和4年4月1日 - -

関東地方整備局長37  ＡＩ確認検査センター株式会社 東京都町田市原町田1-7-17　ガレリア町田ビル4F
長野県、茨城県、栃木 県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（島

しょ部を除く。）及び神奈川県の全域
042-785-4075 令和4年4月4日 令和4年4月4日 ● ●

関東地方整備局長38  株式会社ビルディングナビゲーション確認評価機構 東京都豊島区南大塚3丁目37番5号　大塚台パークサイドビル7階
東京都（島しょ部を除く）、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、

栃木県、群馬県、山梨県、長野県の全域
03-5960-3410 令和4年4月4日 令和4年4月4日 ● -

北陸地方整備局長1  一般財団法人にいがた住宅センター 新潟県新潟市中央区新光町15-2　公社総合ビル7階 新潟県 025-283-0851 令和4年3月15日 令和4年3月15日 ● ●

北陸地方整備局長2  一般財団法人富山県建築住宅センター 富山県富山市舟橋北町4番19号 富山県全域 076-439-0248 令和4年4月1日 令和4年4月1日 ● -

北陸地方整備局長4  株式会社新潟建築確認検査機構 新潟県新潟市中央区新光町10番地3（技術士センタービルⅡ 6階） 新潟県の全域 025-283-2112 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

中部地方整備局長4  一般財団法人愛知県建築住宅センター 愛知県名古屋市中区栄四丁目3番26号　昭和ビル 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 052-264-4052 令和4年4月1日 令和4年4月1日 - -

中部地方整備局長8  株式会社トータル建築確認評価センター 三重県四日市市安島1丁目2番13号 三重県、愛知県、岐阜県 059-350-8610 令和4年3月15日 令和4年3月15日 ● -

中部地方整備局長10  株式会社ＣＩ東海 愛知県名古屋市中区金山1丁目12-14　金山総合ビル4Ｆ 愛知県・岐阜県の全域及び三重県・静岡県の各都市計画区域内 052-321-7311 令和4年3月15日 令和4年3月15日 ● -

中部地方整備局長11  株式会社愛知建築センター 愛知県安城市横山町浜畔上26-1 愛知県全域 0566-91-8003 令和4年4月1日 令和4年4月1日 - -

中部地方整備局長13 株式会社名古屋建築確認・検査システム 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目2番19号　シティコーポ東照1階 愛知県全域 052-229-1080 令和4年4月11日 令和4年4月18日 ● -

近畿地方整備局長2  一般財団法人滋賀県建築住宅センター 滋賀県草津市南草津三丁目12番地6 滋賀県全域、京都府全域 077-569-6501 令和4年3月15日 令和4年3月1日 ● ●

近畿地方整備局長3  株式会社京都確認検査機構 京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町82　宮崎ビル4階 京都府 075-256-8984 令和4年4月1日 令和4年4月1日 ● -

近畿地方整備局長4  一般財団法人大阪住宅センター 大阪府大阪市中央区南船場4-4-3　心斎橋東急ビル4F 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県の全域 06-6253-0238 令和4年3月1日 - - -

近畿地方整備局長7  一般財団法人なら建築住宅センター 奈良県奈良市大森町57番3　奈良県農協会館5

奈良県全域、大阪府全域、京都府のうち京都市・宇治市・城陽市・

向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・木津川市・乙訓郡大山崎

町・久世郡久御山町・綴喜郡井手町・宇治田原町・相楽郡笠置町・

和束町・精華町及び南山城村、和歌山県のうち和歌山市・橋本市・

紀の川市・岩出市・伊都郡かつらぎ町・九度山町及び高野町

0742-27-6555 令和4年3月15日 令和4年3月15日 ● ●

近畿地方整備局長8  一般財団法人和歌山県建築住宅防災センター 和歌山県和歌山市ト半町38番地（建築士会館2F） 和歌山県全域 073-402-3380 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● -

近畿地方整備局長9  株式会社技研 大阪府大阪市北区天満 4丁目12番9号 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県 06-6356-3695 令和4年3月1日 令和4年3月1日 - -

近畿地方整備局長12  株式会社確認検査機構アネックス 滋賀県大津市末広町7番1号　大津パークビル1号
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県及び福井県の

全域
077-511-4170 令和4年3月16日 令和4年3月16日 ● ●

近畿地方整備局長13  株式会社日本確認検査センター 大阪府大阪市中央区北浜3丁目1-21 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県 06-6231-1950 令和4年3月1日 令和4年3月1日 - -
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近畿地方整備局長14  株式会社兵庫確認検査機構 兵庫県姫路市南条426 番地2 兵庫県、大阪府、京都府 079-289-3558 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

近畿地方整備局長15  株式会社ジェイネット 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の全域 06-6435-8271 令和4年3月15日 令和4年3月15日 ● -

近畿地方整備局長16  株式会社近確機構 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-10　大阪建築会館7階 大阪府・京都府・滋賀県・兵庫県・奈良県及び和歌山県の全域 06-6942-7764 令和4年3月25日 令和4年4月1日 - -

近畿地方整備局長19  株式会社Ｉ－ＰＥＣ 京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地の2 京都府・滋賀県・ 大阪府 075-254-8250 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

近畿地方整備局長21  アール・イー・ジャパン株式会社 大阪府守口市本町2-5-18 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、および和歌山県 06-4250-5271 令和4年3月15日 令和4年3月15日 ● -

近畿地方整備局長22  株式会社オーネックス 大阪府寝屋川市本町16番1号　かわちビル 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 072-811-6000 令和4年4月1日 令和4年3月15日 ● -

近畿地方整備局長23  株式会社確認検査機構プラン２１ 奈良県橿原市八木町1丁目7-39　林田ビル２階
奈良県 、 大阪府 、 兵庫県 、 滋賀県 、 京都府 、 和歌山県 の 各

全域
0744-20-2005 令和4年3月15日 令和4年2月28日 ● ●

近畿地方整備局長24  株式会社総合確認検査機構 大阪府大阪市中央区難波2丁目3-11　難波八千代ビル 大阪府、兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県 06-6484-2251 令和4年3月1日 令和4年3月1日 - -

近畿地方整備局長27  株式会社阪確サポート 尼崎市七松町2丁目1番5号 大阪府、兵庫県、滋賀県、京都府 06-4869-5466 令和4年4月1日 令和4年4月1日 - -

近畿地方整備局長28 特定非営利活動法人　都市づくり建築技術研究所 京都府舞鶴市字喜多1105番1 京都府全域 0773-75-8770 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

中国地方整備局長1  一般財団法人鳥取県建築住宅検査センター 鳥取県鳥取市田園町3丁目375番地 鳥取県全域 0857-21-6702 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

中国地方整備局長2  一般財団法人島根県建築住宅センター 島根県松江市東本町二丁目60番地 島根県内全域 0852-33-7238 令和4年3月8日 令和4年3月8日 ● ●

中国地方整備局長3  岡山県建築住宅センター株式会社 岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目17番24号 岡山県内全域 086-243-3266 令和4年3月1日 令和4年2月21日 ● ●

中国地方整備局長4  株式会社広島建築住宅センター 広島県広島市中区八丁堀15-10　セントラルビル3階 広島県全域 082-228-2220 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

中国地方整備局長5  ハウスプラス中国住宅保証株式会社 広島県広島市中区国泰寺町1丁目3番32号 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 082-545-0790 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

中国地方整備局長6  一般財団法人山口県建築住宅センター 山口県山口市大手町3-6 大手町第一ビル 山口県内 083-921-8722 令和4年3月10日 令和4年3月10日 ● -

中国地方整備局長7  有限会社広島県東部建築確認センター 広島県福山市南手城町一丁目12番6号

広島県福山市、府中市（上下町を除く。）、尾道市、三原市（久井

町及び大和町を除く。）、岡山県笠岡市及び井原市で福山市田島、

横島、尾道市向島、岩子島、因島、生口島及び高根島以外の各島嶼

部を除く区域

084-973-8178 令和4年5月9日 令和4年5月9日 - -

四国地方整備局長1  株式会社とくしま建築住宅センター 徳島県徳島市川内町平石住吉209-5 徳島県の全域 088-665-6577 令和4年4月1日 令和4年4月1日 ● -

四国地方整備局長2  株式会社香川県建築住宅センター 香川県高松市松島町1丁目13番14号 香川県 087-832-5270 令和4年3月1日 令和4年3月1日 - -

四国地方整備局長3  株式会社愛媛建築住宅センター 愛媛県松山市三番町4丁目4番地7 松山建設会館3階 愛媛県の全域 089-931-3336 - 令和4年3月1日 - -

四国地方整備局長4  公益社団法人高知県建設技術公社 高知県高知市塩田町8-1 高知県全域 088-879-0250 - 令和4年3月10日 - -
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九州地方整備局長1  一般財団法人福岡県建築住宅センター 福岡県福岡市中央区1-1-1　アクロス福岡東ｵﾌｨｽ3階 福岡県内 092-713-1527 令和4年4月1日 令和4年4月1日 ● ●

九州地方整備局長2  九州住宅保証株式会社 福岡県福岡市中央区薬院1丁目13番8号　九電不動産ビル2階 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 092-771-7614 - 令和4年4月1日 - -

九州地方整備局長3  一般財団法人長崎県住宅・建築総合センター 長崎県長崎市元船町17-1　長崎県大波止ビル2階 長崎県の全域 095-825-6944 令和4年3月10日 令和4年3月10日 ● -

九州地方整備局長5  一般財団法人大分県建築住宅センター 大分県大分市生石二丁目1番30号 大分県の全域 097-537-0300 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

九州地方整備局長6  一般財団法人宮崎県建築住宅センター 宮崎県宮崎市恒久1丁目7番地14 宮崎県全域 0985-50-5586 令和4年3月15日 令和4年3月15日 ● -

九州地方整備局長7  公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター 鹿児島県鹿児島市新屋敷町16番228号 鹿児島県全域 099-224-4548 令和4年3月22日 令和4年3月22日 ● ●

九州地方整備局長10  公益財団法人佐賀県建設技術支援機構 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田912番地 佐賀県全域 0952-97-5610 令和4年3月1日 - ● -

九州地方整備局長12  一般財団法人熊本建築審査センター 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目32番1号 熊本県内 096-385-0881 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●

沖縄総合事務局長2  沖縄建築確認検査センター株式会社 沖縄県那覇市樋川1-11-3-2F 沖縄県全域 098-851-3382 令和4年3月1日 令和4年3月1日 ● ●
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