
構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

【工作物】

表示順番は、認定日の新しい順に表示してあります。 クリックすると対象の表示ページトップに移動します↓

認定区分 明細区分 認定記号 リンク

工作物 工作物 S****** 表示ページに移動
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

統幕下志津通信鉄塔 防衛省北関東防衛局
埼玉県さいたま市中央区新都心
２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館

(一財)日本建築センター SNNN-7287 平成25年03月22日

広島・比治山ＦＭ基幹放送所 日本放送協会広島放送局 広島市中区大手町2-11-10 日本ERI(株) SNNN-7082 平成25年03月21日

(仮称)新南部工場　煙突 福岡都市圏南部環境事業組合 福岡県春日市原町3丁目1番地
5 日本ERI(株) SNNN-6979 平成25年03月21日

秋田･にしめ風力発電所 株式会社ウイネット西目 秋田県秋田市飯島字砂田107
番地4号 日本ERI(株) SNNN-7026 平成25年03月05日

秋田･向浜風力発電所 株式会社ウイネット向浜 秋田県秋田市飯島字砂田107
番地4号 日本ERI(株) SNNN-7025 平成25年03月05日

男鹿風力発電所　風力発電設備　１号機 男鹿風力発電株式会社 秋田県男鹿市払戸字大樋16番
地 (一財)日本建築センター SNNN-7163 平成25年02月19日

田原４区風力発電所１号機 関電エネルギー開発株式会社 大阪市北区中之島六丁目2番4
0号 (一財)日本建築センター SNNN-7213 平成25年02月12日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＴ－８ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7141 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＴ－７ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7140 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＴ－６ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7139 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＴ－５ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7138 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＴ－４ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7137 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＴ－３ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7136 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－３２ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7135 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－３１ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7134 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－３０ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7133 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－２９ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7132 平成25年01月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－２８ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7131 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－２７ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7130 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－２６ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7129 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－２５ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7128 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－２３ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7127 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－２２ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7126 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－２１ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7125 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－２０ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7124 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－１８ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7123 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－１７ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7122 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－１６ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7121 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－１５ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7120 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－１４ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7119 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－１３ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7118 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－１２ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7117 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－１１ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7116 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－１０ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7115 平成25年01月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－９ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7114 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－８ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7113 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－７ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7112 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－６ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7111 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－５ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7110 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－４ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7109 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－３ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7108 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－２ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7107 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－１ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7106 平成25年01月08日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＴ－２ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7023 平成25年01月07日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＴ－１ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7022 平成25年01月07日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－１９ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7021 平成25年01月07日

新青山高原風力発電所　風力発電設備　ＡＩ－２４ 株式会社青山高原ウィンドフ
ァーム 三重県津市博多町５－６３ (一財)日本建築センター SNNN-7020 平成25年01月07日

柳山ウインドファーム風力発電所　１２号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-7004 平成24年12月03日

柳山ウインドファーム風力発電所　１１号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-7003 平成24年12月03日

柳山ウインドファーム風力発電所　１０号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-7002 平成24年12月03日

柳山ウインドファーム風力発電所　９号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-7001 平成24年12月03日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

柳山ウインドファーム風力発電所　８号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-7000 平成24年12月03日

柳山ウインドファーム風力発電所　７号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-6999 平成24年12月03日

柳山ウインドファーム風力発電所　６号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-6998 平成24年12月03日

柳山ウインドファーム風力発電所　５号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-6997 平成24年12月03日

柳山ウインドファーム風力発電所　４号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-6996 平成24年12月03日

柳山ウインドファーム風力発電所　３号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-6995 平成24年12月03日

柳山ウインドファーム風力発電所　２号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-6994 平成24年12月03日

統幕府中通信鉄塔 防衛省北関東防衛局 さいたま市中央区新都心２－
１ (一財)日本建築センター SNNN-6926 平成24年11月28日

柳山ウインドファーム風力発電所　１号機 株式会社柳山ウインドファー
ム

鹿児島県薩摩川内市高江町２
９１８番地１ (一財)日本建築センター SNNN-6925 平成24年11月28日

秋田港ウインドファーム　６号機 株式会社ユーラスエナジー秋
田港

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台3番28 日本ERI(株) SNNN-6970 平成24年11月20日

秋田港ウインドファーム　５号機 株式会社ユーラスエナジー秋
田港

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台3番28 日本ERI(株) SNNN-6688 平成24年11月15日

秋田港ウインドファーム　４号機 株式会社ユーラスエナジー秋
田港

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台3番27 日本ERI(株) SNNN-6687 平成24年11月15日

秋田港ウインドファーム　３号機 株式会社ユーラスエナジー秋
田港

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台3番26 日本ERI(株) SNNN-6686 平成24年11月15日

秋田港ウインドファーム　２号機 株式会社ユーラスエナジー秋
田港

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台3番25 日本ERI(株) SNNN-6685 平成24年11月15日

秋田港ウインドファーム　１号機 株式会社ユーラスエナジー秋
田港

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台3番24 日本ERI(株) SNNN-6684 平成24年11月15日

西発電所４号機用煙突 ＪＦＥスチール株式会社 東京都千代田区内幸町２丁目
２番３号 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-6703 平成24年11月07日

ジェイパワーひびき風力発電所　風力発電設備 電源開発株式会社 東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6806 平成24年10月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

姫路第二発電所設備更新工事に伴う「煙突（４～６号機）」 関西電力株式会社
姫路第二火力建設所

兵庫県姫路市飾磨区妻鹿常盤
町 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-6649 平成24年10月10日

瀬山ウインドファーム　５号機
株式会社　ユーラスエナジーホ
ールディングス 東京都港区虎ノ門4－3－13

神谷町セントラルプレイス7Ｆ 日本ERI(株) SNNN-6829 平成24年09月25日

瀬山ウインドファーム　４号機
株式会社　ユーラスエナジーホ
ールディングス 東京都港区虎ノ門4－3－13

神谷町セントラルプレイス7Ｆ 日本ERI(株) SNNN-6828 平成24年09月25日

瀬山ウインドファーム　３号機
株式会社　ユーラスエナジーホ
ールディングス 東京都港区虎ノ門4－3－13

神谷町セントラルプレイス7Ｆ 日本ERI(株) SNNN-6827 平成24年09月25日

瀬山ウインドファーム　１号機
株式会社　ユーラスエナジーホ
ールディングス 東京都港区虎ノ門4－3－13

神谷町セントラルプレイス7Ｆ 日本ERI(株) SNNN-6826 平成24年09月25日

瀬山ウインドファーム　２号機
株式会社　ユーラスエナジーホ
ールディングス 東京都港区虎ノ門4－3－13

神谷町セントラルプレイス7Ｆ 日本ERI(株) SNNN-6697 平成24年09月21日

ウインドファーム浜田　２９号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6785 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　２６号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6784 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　２５号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6783 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　２４号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6782 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　２３号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6781 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　２２号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6780 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　２０号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6779 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　１９号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6778 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　１８号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6777 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　１７号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6776 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　１６号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6775 平成24年09月10日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウインドファーム浜田　１４号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6774 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　１３号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6773 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　１２号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6772 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　１１号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6771 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　９号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6770 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　８号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6769 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　７号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6768 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　６号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6767 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　５号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6766 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　４号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6765 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　３号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6764 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　２号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6763 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　１号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6762 平成24年09月10日

ウインドファーム浜田　２７号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6632 平成24年09月07日

ウインドファーム浜田　１５号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6631 平成24年09月07日

ウインドファーム浜田　２１号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6630 平成24年09月07日

ウインドファーム浜田　２８号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6629 平成24年09月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウインドファーム浜田　１０号機 株式会社グリーンパワー浜田 東京都港区赤坂2-12-10国際
溜池ビル６Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6628 平成24年09月07日

南愛媛風力発電所9号機 日本クリーンエネルギー開発
株式会社

東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6754 平成24年09月05日

南愛媛風力発電所7号機 日本クリーンエネルギー開発
株式会社

東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6753 平成24年09月05日

南愛媛風力発電所5号機 日本クリーンエネルギー開発
株式会社

東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6752 平成24年09月05日

南愛媛風力発電所3号機 日本クリーンエネルギー開発
株式会社

東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6751 平成24年09月05日

南愛媛風力発電所2号機 日本クリーンエネルギー開発
株式会社

東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6750 平成24年09月05日

南愛媛風力発電所1号機 日本クリーンエネルギー開発
株式会社

東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6749 平成24年09月05日

南愛媛風力発電所8号機 日本クリーンエネルギー開発
株式会社

東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6671 平成24年09月03日

南愛媛風力発電所6号機 日本クリーンエネルギー開発
株式会社

東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6670 平成24年09月03日

南愛媛風力発電所4号機 日本クリーンエネルギー開発
株式会社

東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6669 平成24年09月03日

和歌山共同火力株式会社　和歌山共同発電所新１号機発電設備
排熱回収ボイラー上部煙突支持鉄骨 和歌山共同火力株式会社 和歌山県和歌山市湊1850番地 日本ERI(株) SNNN-6565 平成24年09月03日

河津ウインドファーム１０号機 株式会社ユーラスエナジーホ
ールディングス

東京都港区虎ノ門四丁目３番１
３号
神谷町セントラルプレイス７階

ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6734 平成24年08月30日

河津ウインドファーム９号機 株式会社ユーラスエナジーホ
ールディングス

東京都港区虎ノ門四丁目３番１
３号
神谷町セントラルプレイス７階

ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6733 平成24年08月30日

河津ウインドファーム８号機 株式会社ユーラスエナジーホ
ールディングス

東京都港区虎ノ門四丁目３番１
３号
神谷町セントラルプレイス７階

ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6732 平成24年08月30日

河津ウインドファーム７号機 株式会社ユーラスエナジーホ
ールディングス

東京都港区虎ノ門四丁目３番１
３号
神谷町セントラルプレイス７階

ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6731 平成24年08月30日

河津ウインドファーム６号機 株式会社ユーラスエナジーホ
ールディングス

東京都港区虎ノ門四丁目３番１
３号
神谷町セントラルプレイス７階

ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6730 平成24年08月30日

河津ウインドファーム５号機 株式会社ユーラスエナジーホ
ールディングス

東京都港区虎ノ門四丁目３番１
３号
神谷町セントラルプレイス７階

ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6729 平成24年08月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

河津ウインドファーム４号機 株式会社ユーラスエナジーホ
ールディングス

東京都港区虎ノ門四丁目３番１
３号
神谷町セントラルプレイス７階

ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6728 平成24年08月30日

河津ウインドファーム1号機 株式会社ユーラスエナジーホ
ールディングス

東京都港区虎ノ門四丁目３番１
３号
神谷町セントラルプレイス７階

ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6727 平成24年08月30日

東伊豆風力発電所　１1号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6726 平成24年08月30日

東伊豆風力発電所　１０号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6725 平成24年08月30日

東伊豆風力発電所　９号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6724 平成24年08月30日

東伊豆風力発電所　８号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6723 平成24年08月30日

東伊豆風力発電所　６号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6722 平成24年08月30日

東伊豆風力発電所　４号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6721 平成24年08月30日

東伊豆風力発電所　２号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6720 平成24年08月30日

東伊豆風力発電所　１号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6719 平成24年08月30日

河津ウインドファーム３号機 株式会社ユーラスエナジーホ
ールディングス

東京都港区虎ノ門四丁目３番１
３号
神谷町セントラルプレイス７階

ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6611 平成24年08月30日

河津ウインドファーム２号機 株式会社ユーラスエナジーホ
ールディングス

東京都港区虎ノ門四丁目３番１
３号
神谷町セントラルプレイス７階

ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6610 平成24年08月30日

東伊豆風力発電所　７号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6609 平成24年08月30日

東伊豆風力発電所　５号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6608 平成24年08月30日

東伊豆風力発電所　３号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6607 平成24年08月30日

睦栄風力発電所　３号機 株式会社　岡山建設 青森県上北郡六ケ所村大字倉
内芋ヶ崎324-2 日本ERI(株) SNNN-6707 平成24年08月24日

睦栄風力発電所　５号機 株式会社　岡山建設 青森県上北郡六ケ所村大字倉
内芋ヶ崎324-2 日本ERI(株) SNNN-6625 平成24年08月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

睦栄風力発電所　４号機 株式会社　岡山建設 青森県上北郡六ケ所村大字倉
内芋ヶ崎324-2 日本ERI(株) SNNN-6624 平成24年08月24日

睦栄風力発電所　２号機 株式会社　岡山建設 青森県上北郡六ケ所村大字倉
内芋ヶ崎324-2 日本ERI(株) SNNN-6623 平成24年08月24日

睦栄風力発電所　１号機 株式会社　岡山建設 青森県上北郡六ケ所村大字倉
内芋ヶ崎324-2 日本ERI(株) SNNN-6622 平成24年08月24日

大分共同発電所３号機
排熱回収ボイラー支持鉄骨及び直上煙突支持鉄塔 大分共同火力株式会社 大分県大分市大字西ノ州1番

地 日本ERI(株) SNNN-6406 平成24年07月18日

男鹿風力発電所　風力発電設備　１３号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6558 平成24年07月04日

男鹿風力発電所　風力発電設備　１２号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6557 平成24年07月04日

男鹿風力発電所　風力発電設備　９号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6556 平成24年07月04日

男鹿風力発電所　風力発電設備　７号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6555 平成24年07月04日

男鹿風力発電所　風力発電設備　６号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6554 平成24年07月04日

男鹿風力発電所　風力発電設備　５号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6553 平成24年07月04日

男鹿風力発電所　風力発電設備　４号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6552 平成24年07月04日

男鹿風力発電所　風力発電設備　３号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6551 平成24年07月04日

男鹿風力発電所　風力発電設備　２号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6550 平成24年07月04日

男鹿風力発電所　風力発電設備　１号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6549 平成24年07月04日

男鹿風力発電所　風力発電設備　１１号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6502 平成24年07月02日

男鹿風力発電所　風力発電設備　１４号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6501 平成24年07月02日

男鹿風力発電所　風力発電設備　１５号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6500 平成24年07月02日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

男鹿風力発電所　風力発電設備　１０号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6499 平成24年07月02日

男鹿風力発電所　風力発電設備　８号機 株式会社エンタープライズ秋
田 秋田県男鹿市払戸字大樋16 (一財)日本建築センター SNNN-6498 平成24年07月02日

広川・日高川ウィンドファーム　１０号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6538 平成24年06月27日

広川・日高川ウィンドファーム　９号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6537 平成24年06月27日

広川・日高川ウィンドファーム　８号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6536 平成24年06月27日

広川・日高川ウィンドファーム　７号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6535 平成24年06月27日

広川・日高川ウィンドファーム　５号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6534 平成24年06月27日

広川・日高川ウィンドファーム　４号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6533 平成24年06月27日

広川・日高川ウィンドファーム　３号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6532 平成24年06月27日

広川・日高川ウィンドファーム　２号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6531 平成24年06月27日

広川・日高川ウィンドファーム　６号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6486 平成24年06月26日

広川・日高川ウィンドファーム　１号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-6485 平成24年06月26日

北九州市沖　洋上風況観測塔 電源開発株式会社 東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6484 平成24年06月15日

浮体式洋上風力発電設備　小規模試験機 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目七番
一号 (一財)日本建築センター SNNN-6428 平成24年05月09日

ＮＥＤＯ洋上風況観測システム実証研究　風況観測タワー 東京電力株式会社 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎
町4番1号 (一財)日本建築センター SNNN-6346 平成24年04月17日

ＮＥＤＯ洋上風力発電システム実証研究　洋上風力発電設備 東京電力株式会社　 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎
町4番1号 (一財)日本建築センター SNNN-6345 平成24年04月17日

北九州市沖　洋上風力発電設備 電源開発株式会社 東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6281 平成24年03月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

酒田第二大浜風力発電所
加藤総業株式会社 山形県酒田市東町一丁目９番

地の２１
(一財)日本建築センター SNNN-6276 平成24年03月23日

加藤総業株式会社 山形県酒田市東町一丁目９番
地の２１

上ノ国風力発電所　12号機
株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番

1号
日本ERI(株) SNNN-6313 平成24年03月08日

株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号

上ノ国風力発電所　11号機
株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番

1号
日本ERI(株) SNNN-6312 平成24年03月08日

株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号

上ノ国風力発電所　10号機
株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番

1号
日本ERI(株) SNNN-6311 平成24年03月08日

株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号

上ノ国風力発電所　8号機
株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番

1号
日本ERI(株) SNNN-6310 平成24年03月08日

株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号

上ノ国風力発電所　7号機
株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番

1号
日本ERI(株) SNNN-6309 平成24年03月08日

株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号

上ノ国風力発電所　6号機
株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番

1号
日本ERI(株) SNNN-6308 平成24年03月08日

株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号

上ノ国風力発電所　4号機
株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番

1号
日本ERI(株) SNNN-6307 平成24年03月08日

株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号

上ノ国風力発電所　1号機 株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号 日本ERI(株) SNNN-6306 平成24年03月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

上ノ国風力発電所　1号機 株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号 日本ERI(株) SNNN-6306 平成24年03月08日

ウィンド・パワーかしま洋上風力発電所7号機
株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地

925
日本ERI(株) SNNN-6300 平成24年03月07日

株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地
925

ウィンド・パワーかしま洋上風力発電所6号機
株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地

925
日本ERI(株) SNNN-6299 平成24年03月07日

株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地
925

ウィンド・パワーかしま洋上風力発電所4号機
株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地

925
日本ERI(株) SNNN-6298 平成24年03月07日

株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地
925

ウィンド・パワーかしま洋上風力発電所3号機
株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地

925
日本ERI(株) SNNN-6297 平成24年03月07日

株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地
925

ウィンド・パワーかしま洋上風力発電所2号機
株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地

925
日本ERI(株) SNNN-6296 平成24年03月07日

株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地
925

ウィンド・パワーかしま洋上風力発電所1号機
株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地

925
日本ERI(株) SNNN-6295 平成24年03月07日

株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地
925

上ノ国風力発電所　9号機
株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番

1号
日本ERI(株) SNNN-6232 平成24年03月07日

株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号

上ノ国風力発電所　5号機
株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番

1号
日本ERI(株) SNNN-6231 平成24年03月07日

株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

上ノ国風力発電所　3号機
株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番

1号
日本ERI(株) SNNN-6230 平成24年03月07日

株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号

上ノ国風力発電所　2号機
株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番

1号
日本ERI(株) SNNN-6229 平成24年03月07日

株式会社ジェイウインド 東京都中央区銀座六丁目15番
1号

ウィンド・パワーかしま洋上風力発電所8号機
株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地

925
日本ERI(株) SNNN-6222 平成24年03月06日

株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地
925

ウィンド・パワーかしま洋上風力発電所5号機
株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地

925
日本ERI(株) SNNN-6221 平成24年03月06日

株式会社　ウィンド・パワー 茨城県水戸市見川町2131番地
925

浮体式洋上風力発電設備　小規模試験機 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目七番
一号 (一財)日本建築センター SNNN-6207 平成24年02月23日

高知・早明浦ラジオ中継放送所基部絶縁型支線式36m鋼管柱 日本放送協会高知放送局 高知県高知市本町3-3-12 (一財)日本建築センター SNNN-6195 平成24年02月10日

練馬清掃工場煙突 東急建設株式会社
建築総本部　設計本部

東京都渋谷区渋谷一丁目16番
14号 日本ERI(株) SNNN-6062 平成24年02月08日

深浦風力発電所９号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6122 平成24年01月13日

深浦風力発電所８号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6121 平成24年01月13日

深浦風力発電所７号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6120 平成24年01月13日

深浦風力発電所６号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6119 平成24年01月13日

深浦風力発電所５号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6118 平成24年01月13日

深浦風力発電所４号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6117 平成24年01月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

深浦風力発電所３号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6116 平成24年01月13日

深浦風力発電所２号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6115 平成24年01月13日

深浦風力発電所１号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6114 平成24年01月13日

鹿島共同発電所5号機建設工事のうち煙突 鹿島共同火力株式会社 茨城県鹿嶋市新浜5番地 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-6076 平成23年12月27日

直江津LNG受入基地　ベントスタック 国際石油開発帝石株式会社
直江津LNG受入基地建設事業所 新潟県上越市八千浦12番 日本ERI(株) SNNN-6046 平成23年12月27日

直江津LNG受入基地　フレアスタック 国際石油開発帝石株式会社
直江津LNG受入基地建設事業所 新潟県上越市八千浦12番 日本ERI(株) SNNN-6045 平成23年12月27日

北九州市沖　洋上風況観測塔 電源開発株式会社 東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-6055 平成23年12月13日

風力発電設備　J82-2.0/T754/F7548 株式会社日本製鋼所 東京都品川区大崎一丁目11番
3号 (一財)日本建築センター SNNN-5882 平成23年12月02日

風力発電設備　J82-2.0/T773/F7739 株式会社日本製鋼所 東京都品川区大崎一丁目11番
2号 (一財)日本建築センター SNNN-5881 平成23年12月02日

風力発電設備　J82-2.0/T683A/F6838 株式会社日本製鋼所 東京都品川区大崎一丁目11番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-5880 平成23年12月02日

東京電力㈱広野火力発電所第6号機ボイラ支持鉄骨架構 東京電力株式会社
広野火力建設所

福島県双葉郡広野町大字下北
迫字二ッ沼58番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-6012 平成23年11月25日

このうら市民風力発電所 一般社団法人このうら市民風
力発電

秋田県秋田市飯島字砂田107-
4 日本ERI(株) SNNN-5972 平成23年11月11日

にかほ市民風力発電所 一般社団法人グリーンファン
ド秋田

北海道札幌市中央区南1条西7
丁目16-2 日本ERI(株) SNNN-5971 平成23年11月11日

ＮＥＤＯ洋上風況観測システム実証研究　風況観測タワー 東京電力株式会社 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎
町4番1号 (一財)日本建築センター SNNN-6001 平成23年11月09日

深浦風力発電所９号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6008 平成23年11月02日

深浦風力発電所７号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6007 平成23年11月02日

深浦風力発電所３号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-6006 平成23年11月02日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

深浦風力発電所８号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田2-16-8 (一財)日本建築センター SNNN-5959 平成23年10月28日

深浦風力発電所２号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田2-16-8 (一財)日本建築センター SNNN-5958 平成23年10月28日

深浦風力発電所６号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-5949 平成23年09月29日

深浦風力発電所５号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田２－１
６－８ (一財)日本建築センター SNNN-5948 平成23年09月29日

深浦風力発電所１号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田2-16-8 (一財)日本建築センター SNNN-5907 平成23年09月29日

深浦風力発電所４号機 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田2-16-8 (一財)日本建築センター SNNN-5906 平成23年09月29日

北九州市沖　洋上風況観測塔 電源開発株式会社 東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-5786 平成23年08月30日

風力発電設備　J82-2.0/T663/F663/F6639 株式会社日本製鋼所 東京都品川区大崎1丁目11番1
号 (一財)日本建築センター SNNN-5634 平成23年08月26日

秋田国見山第一風力発電所　5号機 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目2番4
号 (一財)日本建築センター SNNN-5885 平成23年08月25日

秋田国見山第一風力発電所　2号機 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目2番3
号 (一財)日本建築センター SNNN-5884 平成23年08月25日

秋田国見山第一風力発電所　3号機 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-5883 平成23年08月25日

秋田国見山第一風力発電所　４号機 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-5822 平成23年08月25日

秋田国見山第一風力発電所　１号機 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-5821 平成23年08月25日

大田清掃工場煙突 東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷一丁目16番
14号 日本ERI(株) SNNN-5713 平成23年08月15日

木造風力発電所 西つがる風力発電株式会社 東京都千代田区内神田二丁目
16番8号 (一財)日本建築センター SNNN-5756 平成23年07月26日

（仮称）次期環境事業センター整備事業　煙突 平塚市 神奈川県平塚市浅間町９番１
号 日本ERI(株) SNNN-5563 平成23年05月24日

名古屋製鐵所第５コークス炉煙突 新日本製鐵株式会社
名古屋製鐵所

愛知県東海市東海町5丁目3番
地 (一財)日本建築センター SNNN-5547 平成23年05月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

空見スラッジリサイクルセンター（仮称）煙突 名古屋市上下水道局長　三宅
勝

愛知県名古屋市中区三の丸３
丁目１番１号 (株)確認サービス SNNN-5534 平成23年05月24日

姫路第二発電所設備更新工事に伴う「煙突（4～6号機）」 関西電力株式会社
姫路第二火力建設所

兵庫県姫路市飾磨区妻鹿常盤
町 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-5542 平成23年03月24日

姫路第二発電所設備更新工事に伴う「煙突（1～3号機）」 関西電力株式会社
姫路第二火力建設所

兵庫県姫路市飾磨区妻鹿常盤
町 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-5541 平成23年03月24日

高知県幡多郡大月町風況観測鉄塔 株式会社ＮＴシステムズ 東京都千代田区鍛冶町２－８
－１０　神田大野ビル５階

ビューローベリタスジャパン(
株) SNNN-5490 平成23年03月24日

高知・早明浦ラジオ中継放送所　基部絶縁型支線式36ｍ鋼管柱 日本放送協会高知放送局 高知県高知市本町３－３－１
２ (一財)日本建築センター SNNN-5487 平成23年03月18日

ＮＥＤＯ洋上風況観測システム実証研究　風況観測タワー 東京電力株式会社　 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎
町4番1号 (一財)日本建築センター SNNN-5377 平成23年02月01日

ＮＥＤＯ洋上風力発電システム実証研究　洋上風力発電設備 東京電力株式会社　 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎
町4番1号 (一財)日本建築センター SNNN-5376 平成23年02月01日

串木野れいめい風力発電所　８号機 株式会社新エネルギー企画 福岡県福岡市南区那の川１丁
目２３番３０号 日本ERI(株) SNNN-5346 平成23年01月25日

串木野れいめい風力発電所　５号機 株式会社新エネルギー企画 福岡県福岡市南区那の川１丁
目２３番３０号 日本ERI(株) SNNN-5343 平成23年01月25日

串木野れいめい風力発電所　３号機 株式会社新エネルギー企画 福岡県福岡市南区那の川１丁
目２３番３０号 日本ERI(株) SNNN-5341 平成23年01月25日

串木野れいめい風力発電所　１号機 株式会社新エネルギー企画 福岡県福岡市南区那の川１丁
目２３番３０号 日本ERI(株) SNNN-5339 平成23年01月25日

串木野れいめい風力発電所　１０号機 株式会社新エネルギー企画 福岡県福岡市南区那の川１丁
目２３番３０号 日本ERI(株) SNNN-5348 平成23年01月21日

串木野れいめい風力発電所　９号機 株式会社新エネルギー企画 福岡県福岡市南区那の川１丁
目２３番３０号 日本ERI(株) SNNN-5347 平成23年01月21日

串木野れいめい風力発電所　７号機 株式会社新エネルギー企画 福岡県福岡市南区那の川１丁
目２３番３０号 日本ERI(株) SNNN-5345 平成23年01月21日

串木野れいめい風力発電所　６号機 株式会社新エネルギー企画 福岡県福岡市南区那の川１丁
目２３番３０号 日本ERI(株) SNNN-5344 平成23年01月21日

串木野れいめい風力発電所　４号機 株式会社新エネルギー企画 福岡県福岡市南区那の川１丁
目２３番３０号 日本ERI(株) SNNN-5342 平成23年01月21日

串木野れいめい風力発電所　２号機 株式会社新エネルギー企画 福岡県福岡市南区那の川１丁
目２３番３０号 日本ERI(株) SNNN-5340 平成23年01月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

秦野市伊勢原市環境衛生組合　クリーンセンター（熱回収施設）煙突 秦野市伊勢原市環境衛生組合 神奈川県秦野市曽屋4624番地 (一財)日本建築センター SNNN-5411 平成23年01月14日

NHK新甲府放送会館の工作物 日本放送協会甲府放送局 山梨県甲府市飯田3-10-20 (一財)日本建築センター SNNN-5356 平成23年01月11日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備６号機 鷲尾岳風力発電株式会社 長崎県北松浦郡江迎町埋立免
２番地１４ (一財)日本建築センター SNNN-5407 平成22年12月22日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備２号機 鷲尾岳風力発電株式会社 長崎県北松浦郡江迎町埋立免
２番地１４ (一財)日本建築センター SNNN-5406 平成22年12月22日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備１号機 鷲尾岳風力発電株式会社 長崎県北松浦郡江迎町埋立免
２番地１４ (一財)日本建築センター SNNN-5405 平成22年12月22日

ふじみ衛生組合新ごみ処理施設　煙突 ふじみ衛生組合 東京都調布市深大寺東町7丁
目50番地30 (一財)日本建築センター SNNN-5241 平成22年12月03日

福島第二原子力発電所集合排気筒 東京電力株式会社 福島県双葉郡楢葉町大字波倉
字小浜作12 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-5131 平成22年10月28日

鹿島共同発電所５号機建設工事のうち煙突 鹿島共同火力株式会社 茨城県鹿嶋市新浜５番地 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-5092 平成22年10月28日

吹越台地風力発電所　１０号機 吹越台地風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-5155 平成22年09月08日

吹越台地風力発電所　９号機 吹越台地風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-5154 平成22年09月08日

吹越台地風力発電所　８号機 吹越台地風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-5153 平成22年09月08日

吹越台地風力発電所　７号機 吹越台地風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-5152 平成22年09月08日

吹越台地風力発電所　６号機 吹越台地風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-5151 平成22年09月08日

吹越台地風力発電所　５号機 吹越台地風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-5150 平成22年09月08日

吹越台地風力発電所　４号機 吹越台地風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-5149 平成22年09月08日

吹越台地風力発電所　３号機 吹越台地風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-5148 平成22年09月08日

吹越台地風力発電所　２号機 吹越台地風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-5147 平成22年09月01日

18/46 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

吹越台地風力発電所　１号機 吹越台地風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-5146 平成22年09月01日

安佐南工場焼却施設　煙突 広島市 広島県広島市中区国泰寺町一
丁目6番34号 日本ERI(株) SNNN-5040 平成22年08月24日

姫路第二発電所設備更新工事に伴う「煙突（４～６号機）」 関西電力株式会社
姫路第二火力建設所

兵庫県姫路市飾磨区妻鹿常磐
町 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-4995 平成22年08月06日

姫路第二発電所設備更新工事に伴う「煙突（１～３号機）」 関西電力株式会社
姫路第二火力建設所

兵庫県姫路市飾磨区妻鹿常磐
町 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-4994 平成22年08月06日

佐井風力発電所 さくら風力株式会社 東京都千代田区内神田二丁目
16番8号 (一財)日本建築センター SNNN-5047 平成22年07月30日

遊佐日向川風力発電所 株式会社
庄内環境エネルギー

山形県酒田市東町一丁目9番2
1号 (一財)日本建築センター SNNN-5046 平成22年07月30日

胎内風力発電所１０号機 胎内風力開発株式会社 東京都港区新橋2丁目5番5号 日本ERI(株) SNNN-5025 平成22年07月30日

胎内風力発電所７号機 胎内風力開発株式会社 東京都港区新橋2丁目5番5号 日本ERI(株) SNNN-5024 平成22年07月30日

胎内風力発電所６号機 胎内風力開発株式会社 東京都港区新橋2丁目5番5号 日本ERI(株) SNNN-5023 平成22年07月30日

胎内風力発電所４号機 胎内風力開発株式会社 東京都港区新橋2丁目5番5号 日本ERI(株) SNNN-5022 平成22年07月30日

胎内風力発電所３号機 胎内風力開発株式会社 東京都港区新橋2丁目5番5号 日本ERI(株) SNNN-5021 平成22年07月30日

胎内風力発電所２号機 胎内風力開発株式会社 東京都港区新橋2丁目5番5号 日本ERI(株) SNNN-5020 平成22年07月30日

胎内風力発電所１号機 胎内風力開発株式会社 東京都港区新橋2丁目5番5号 日本ERI(株) SNNN-5019 平成22年07月30日

仮称リサイクルパークあさお整備事業ごみ焼却処理施設煙突 荏原環境プラント株式会社 東京都大田区羽田旭町11-1 日本ERI(株) SNNN-5005 平成22年07月30日

ＵＮＩＴ７５０ 第２フレアーシステム　フレアースタック コスモ石油株式会社 東京都港区芝浦1丁目1番1号
東芝ビル 日本ERI(株) SNNN-5056 平成22年07月27日

風太風力発電所7号機 北海道　寿都町 北海道寿都郡寿都町字渡島町
140-1 (一財)日本建築センター SNNN-5007 平成22年07月22日

風太風力発電所6号機 北海道　寿都町 北海道寿都郡寿都町字渡島町
140-1 (一財)日本建築センター SNNN-5006 平成22年07月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

住友金属工業株式会社　鹿島製鉄所　１Ｅコークス炉　煙突 住友金属工業株式会社
鹿島製鉄所 茨城県鹿嶋市大字光3番地 日本ERI(株) SNNN-4980 平成22年07月14日

胎内風力発電所９号機 胎内風力開発株式会社 東京都港区新橋2丁目5番5号 日本ERI(株) SNNN-5018 平成22年07月06日

胎内風力発電所８号機 胎内風力開発株式会社 東京都港区新橋2丁目5番5号 日本ERI(株) SNNN-5017 平成22年07月06日

胎内風力発電所５号機 胎内風力開発株式会社 東京都港区新橋2丁目5番5号 日本ERI(株) SNNN-5016 平成22年07月06日

NHK新甲府放送会館の工作物 日本放送協会甲府放送局 山梨県甲府市飯田3-10-20 (一財)日本建築センター SNNN-4914 平成22年07月06日

由良風力発電所５号機 由良風力開発株式会社 和歌山県日高郡由良町大字吹
井252-2 日本ERI(株) SNNN-4925 平成22年06月09日

由良風力発電所４号機 由良風力開発株式会社 和歌山県日高郡由良町大字吹
井252-2 日本ERI(株) SNNN-4924 平成22年06月09日

由良風力発電所３号機 由良風力開発株式会社 和歌山県日高郡由良町大字吹
井252-2 日本ERI(株) SNNN-4923 平成22年06月09日

由良風力発電所２号機 由良風力開発株式会社 和歌山県日高郡由良町大字吹
井252-2 日本ERI(株) SNNN-4922 平成22年06月09日

遊佐風力発電所７号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4969 平成22年05月27日

遊佐風力発電所４号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4968 平成22年05月27日

遊佐風力発電所３号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4967 平成22年05月27日

遊佐風力発電所２号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4966 平成22年05月27日

遊佐風力発電所１号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4965 平成22年05月27日

由良風力発電所１号機 由良風力開発株式会社 和歌山県日高郡由良町大字吹
井252-2 日本ERI(株) SNNN-4921 平成22年05月27日

竜飛風力発電所２号機 株式会社津軽半島エコエネ　 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹
田高銅屋４４－２ (一財)日本建築センター SNNN-4873 平成22年05月19日

遠州掛川風力第３発電所５号機 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目２番
２号 (一財)日本建築センター SNNN-4871 平成22年05月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

遠州掛川風力第３発電所３号機 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目２番
２号 (一財)日本建築センター SNNN-4869 平成22年05月19日

遠州掛川風力第３発電所２号機 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目２番
２号 (一財)日本建築センター SNNN-4868 平成22年05月19日

遠州掛川風力第２発電所 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目２番
２号 (一財)日本建築センター SNNN-4866 平成22年05月19日

鹿島深芝処理場内風力発電設備 茨城県鹿島下水道事務所 茨城県神栖市北浜９ 日本ERI(株) SNNN-4902 平成22年05月17日

竜飛風力発電所１号機 株式会社津軽半島エコエネ　 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹
田高銅屋４４－２ (一財)日本建築センター SNNN-4872 平成22年05月17日

遠州掛川風力第３発電所４号機 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目２番
２号 (一財)日本建築センター SNNN-4870 平成22年05月17日

遠州掛川風力第３発電所１号機 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目２番
２号 (一財)日本建築センター SNNN-4867 平成22年05月17日

遠州掛川風力第１発電所 くろしお風力発電株式会社 茨城県日立市幸町三丁目２番
２号 (一財)日本建築センター SNNN-4865 平成22年05月17日

鷲尾岳風力発電所 風力発電設備　２号機 鷲尾岳風力発電株式会社 長崎県北松浦郡江迎町埋立免
２番地１４ (一財)日本建築センター SNNN-4861 平成22年05月17日

遊佐風力発電所７号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4837 平成22年03月26日

遊佐風力発電所６号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4836 平成22年03月26日

遊佐風力発電所５号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4835 平成22年03月26日

遊佐風力発電所４号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4834 平成22年03月26日

遊佐風力発電所３号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4833 平成22年03月26日

遊佐風力発電所２号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4832 平成22年03月26日

遊佐風力発電所１号機 庄内風力発電有限会社 茨城県日立市幸町三丁目2番2
号 (一財)日本建築センター SNNN-4831 平成22年03月26日

君津共同火力株式会社　君津共同発電所６号機
排熱回収ボイラ上部煙突支持鉄骨 君津共同火力株式会社 千葉県君津市君津一番地 日本ERI(株) SNNN-4799 平成22年03月11日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

川崎火力発電所2号系列煙突 東京電力株式会社
川崎火力建設所

神奈川県川崎市川崎区千鳥町
5番1号 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-4732 平成22年03月03日

伊達ウィンドファーム　風力発電設備　5号機 株式会社ユーラスエナジー伊
達 北海道伊達市梅本町4番地2 日本ERI(株) SNNN-4754 平成22年02月17日

伊達ウィンドファーム　風力発電設備　4号機 株式会社ユーラスエナジー伊
達 北海道伊達市梅本町4番地2 日本ERI(株) SNNN-4753 平成22年02月17日

伊達ウィンドファーム　風力発電設備　3号機 株式会社ユーラスエナジー伊
達 北海道伊達市梅本町4番地2 日本ERI(株) SNNN-4752 平成22年02月17日

伊達ウィンドファーム　風力発電設備　2号機 株式会社ユーラスエナジー伊
達 北海道伊達市梅本町4番地2 日本ERI(株) SNNN-4751 平成22年02月17日

伊達ウィンドファーム　風力発電設備　1号機 株式会社ユーラスエナジー伊
達 北海道伊達市梅本町4番地2 日本ERI(株) SNNN-4750 平成22年02月17日

御前崎風力発電所（２期工事）風車１０号機 中部電力株式会社 名古屋市東区東新町1番地 (一財)日本建築センター SNNN-4729 平成22年02月16日

御前崎風力発電所（２期工事）風車９号機 中部電力株式会社 名古屋市東区東新町1番地 (一財)日本建築センター SNNN-4728 平成22年02月16日

日の岬ウインドパーク風力発電所 アドエコロジー株式会社 東京都港区芝浦三丁目12番8
号 (一財)日本建築センター SNNN-4711 平成22年02月05日

江差北風力発電所　１５号機 江差風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-4696 平成22年02月05日

江差北風力発電所　１４号機 江差風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-4695 平成22年02月05日

江差北風力発電所　１３号機 江差風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-4694 平成22年02月05日

江差北風力発電所　１２号機 江差風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-4693 平成22年02月05日

江差北風力発電所　１１号機 江差風力開発株式会社 東京都港区新橋2-5-5 (一財)日本建築センター SNNN-4692 平成22年02月05日

淡路風力発電所　８号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4411 平成22年01月28日

君津共同火力株式会社　君津共同発電所６号機
排熱回収ボイラ上部煙突支持鉄骨 君津共同火力株式会社  日本ERI(株) SNNN-4590 平成22年01月21日

淡路風力発電所　６号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4409 平成22年01月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

石川・もんぜん市民風力発電風力発電設備 有限責任中間法人輪島もんぜ
ん市民風車  (一財)日本建築センター SNNN-4616 平成21年12月25日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備１０号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4615 平成21年12月25日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備９号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4614 平成21年12月25日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備８号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4613 平成21年12月25日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備７号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4612 平成21年12月25日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備６号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4611 平成21年12月25日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備５号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4610 平成21年12月25日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備４号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4609 平成21年12月25日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備３号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4608 平成21年12月25日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備２号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4607 平成21年12月25日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備１号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4606 平成21年12月25日

上越火力発電所煙突 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4526 平成21年12月08日

東日本旅客鉄道㈱川崎火力発電所４号機排熱回収ボイラ支持鉄骨 東日本旅客鉄道株式会社  日本ERI(株) SNNN-4469 平成21年10月28日

岸壁クレーン航空障害灯鉄塔 住友金属工業株式会社  日本ERI(株) SNNN-4261 平成21年10月26日

淡路風力発電所　１２号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4415 平成21年10月13日

淡路風力発電所　１１号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4414 平成21年10月13日

淡路風力発電所　１０号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4413 平成21年10月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

淡路風力発電所　９号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4412 平成21年10月13日

淡路風力発電所　７号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4410 平成21年10月13日

淡路風力発電所　５号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4408 平成21年10月13日

淡路風力発電所　４号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4407 平成21年10月13日

淡路風力発電所　３号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4406 平成21年10月13日

淡路風力発電所　２号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4405 平成21年10月13日

淡路風力発電所　１号機 関電エネルギー開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4404 平成21年10月13日

東京電力（株）広野火力発電所第6号機ボイラ支持鉄骨架構 東京電力株式会社
広野火力建設所  ハウスプラス確認検査(株) SNNN-4374 平成21年09月25日

神鋼加古川発電所８号及び１１号ボイラ煙突 株式会社　神戸製鋼所
加古川製鉄所  日本ERI(株) SNNN-4373 平成21年09月25日

沖縄電力株式会社　吉の浦火力発電所
１･２号機Ｃ／Ｃ発電設備の内煙突 沖縄電力株式会社  日本ERI(株) SNNN-4431 平成21年09月18日

国見山ウインドファーム風力発電設備１５Ｂ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4337 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備１４Ｂ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4336 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備１３Ｂ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4335 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備１２Ｂ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4334 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備１１Ｂ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4333 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備１０Ｂ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4332 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備０９Ｂ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4331 平成21年08月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

国見山ウインドファーム風力発電設備０８Ｂ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4330 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備０７Ａ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4329 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備０６Ａ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4328 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備０５Ａ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4327 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備０４Ａ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4326 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備０３Ａ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4325 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備０２Ａ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4324 平成21年08月12日

国見山ウインドファーム風力発電設備０１Ａ号基 株式会社
ユーラスエナジー肝付  (一財)日本建築センター SNNN-4323 平成21年08月12日

頴娃風力発電所風力発電設備７号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4322 平成21年08月12日

頴娃風力発電所風力発電設備６号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4321 平成21年08月12日

頴娃風力発電所風力発電設備５号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4320 平成21年08月12日

頴娃風力発電所風力発電設備４号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4319 平成21年08月12日

頴娃風力発電所風力発電設備３号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4318 平成21年08月12日

頴娃風力発電所風力発電設備２号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4317 平成21年08月12日

頴娃風力発電所風力発電設備１号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4316 平成21年08月12日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備６号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4315 平成21年08月12日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備５号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4314 平成21年08月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備４号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4313 平成21年08月12日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備３号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4312 平成21年08月12日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備２号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4311 平成21年08月12日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備１号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4310 平成21年08月12日

奄美大島風力発電所風力発電設備 奄美大島風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4309 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－１９ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4308 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－１８ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4307 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－１７ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4306 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－１６ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4305 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－１５ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4304 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－１４ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4303 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－１３ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4302 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－１２ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4301 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－１１ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4300 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－１０ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4299 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－９ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4298 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－８ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4297 平成21年08月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－７ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4296 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－６ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4295 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－５ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4294 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－４ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4293 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－３ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4292 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－２ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4291 平成21年08月12日

ウィンドパーク笠取風力発電所風力発電設備ＣＫ－１ 株式会社　シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-4290 平成21年08月12日

御前崎風力発電所（２期工事）風車５号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4271 平成21年07月28日

あわら風力発電所風力発電設備１０号機 株式会社グリーンパワーあわ
ら  (一財)日本建築センター SNNN-4247 平成21年07月21日

あわら風力発電所風力発電設備９号機 株式会社グリーンパワーあわ
ら  (一財)日本建築センター SNNN-4246 平成21年07月21日

あわら風力発電所風力発電設備８号機 株式会社グリーンパワーあわ
ら  (一財)日本建築センター SNNN-4245 平成21年07月21日

あわら風力発電所風力発電設備７号機 株式会社グリーンパワーあわ
ら  (一財)日本建築センター SNNN-4244 平成21年07月21日

あわら風力発電所風力発電設備６号機 株式会社グリーンパワーあわ
ら  (一財)日本建築センター SNNN-4243 平成21年07月21日

あわら風力発電所風力発電設備５号機 株式会社グリーンパワーあわ
ら  (一財)日本建築センター SNNN-4242 平成21年07月21日

あわら風力発電所風力発電設備４号機 株式会社グリーンパワーあわ
ら  (一財)日本建築センター SNNN-4241 平成21年07月21日

あわら風力発電所風力発電設備３号機 株式会社グリーンパワーあわ
ら  (一財)日本建築センター SNNN-4240 平成21年07月21日

あわら風力発電所風力発電設備２号機 株式会社グリーンパワーあわ
ら  (一財)日本建築センター SNNN-4239 平成21年07月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

あわら風力発電所風力発電設備１号機 株式会社グリーンパワーあわ
ら  (一財)日本建築センター SNNN-4238 平成21年07月21日

ＣＥＦ美浜新庄ウインドファーム　風力発電設備　Ｎｏ．２５ ＣＥＦ美浜新庄ウインドファ
ーム株式会社  日本ERI(株) SNNN-4181 平成21年06月22日

ＣＥＦ美浜新庄ウインドファーム　風力発電設備　Ｎｏ．１６ ＣＥＦ美浜新庄ウインドファ
ーム株式会社  日本ERI(株) SNNN-4180 平成21年06月22日

ＣＥＦ美浜新庄ウインドファーム　風力発電設備　Ｎｏ．１５ ＣＥＦ美浜新庄ウインドファ
ーム株式会社  日本ERI(株) SNNN-4179 平成21年06月22日

ＣＥＦ美浜新庄ウインドファーム　風力発電設備　Ｎｏ．１３ ＣＥＦ美浜新庄ウインドファ
ーム株式会社  日本ERI(株) SNNN-4178 平成21年06月22日

ＣＥＦ美浜新庄ウインドファーム　風力発電設備　Ｎｏ．１２ ＣＥＦ美浜新庄ウインドファ
ーム株式会社  日本ERI(株) SNNN-4177 平成21年06月22日

御前崎風力発電所（２期工事）風車８号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4172 平成21年06月12日

御前崎風力発電所（２期工事）風車７号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4171 平成21年06月12日

上野風力発電所 株式会社科戸の風  (一財)日本建築センター SNNN-4145 平成21年06月12日

御前崎風力発電所（２期工事）風車６号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4144 平成21年06月12日

御前崎風力発電所（２期工事）風車４号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4143 平成21年06月12日

御前崎風力発電所（２期工事）風車３号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4142 平成21年06月12日

御前崎風力発電所（２期工事）風車２号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4141 平成21年06月12日

御前崎風力発電所（２期工事）風車１号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4140 平成21年06月12日

浜松風力発電所 ふそう風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4090 平成21年05月15日

住友金属工業株式会社　鹿島製鉄所　１Ｅコークス炉　煙突 住友金属工業株式会社
鹿島製鉄所  日本ERI(株) SNNN-4070 平成21年05月15日

横浜山下町地区Ｂ１街区施設建築物（アンテナタワー） 独立行政法人都市再生機構
神奈川地域支社  (一財)日本建築センター SNNN-4046 平成21年05月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
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指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

石川・もんぜん市民風力発電風力発電設備 有限責任中間法人輪島もんぜ
ん市民風車  (一財)日本建築センター SNNN-4044 平成21年04月24日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備１０号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4043 平成21年04月24日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備９号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4042 平成21年04月24日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備８号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4041 平成21年04月24日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備７号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4040 平成21年04月24日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備６号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4039 平成21年04月24日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備５号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4038 平成21年04月24日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備４号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4037 平成21年04月24日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備３号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4036 平成21年04月24日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備２号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4035 平成21年04月24日

輪島コミュニティーウインドファーム風力発電設備１号機 能登コミュニティウインドパ
ワー株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-4034 平成21年04月24日

石廊崎風力発電所10号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-4025 平成21年04月21日

石廊崎風力発電所1号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-4024 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物１４号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4018 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物１３号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4017 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物１２号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4016 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物１１号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4015 平成21年04月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物１０号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4014 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物９号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4013 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物８号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4012 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物７号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4011 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物６号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4010 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物５号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4009 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物４号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4008 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物３号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4007 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物２号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4006 平成21年04月21日

桧山高原風力発電所　風力発電支持物１号機 株式会社
グリーンパワー常葉  日本ERI(株) SNNN-4005 平成21年04月21日

五所川原市市浦風力発電所８号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3979 平成21年04月03日

五所川原市市浦風力発電所７号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3978 平成21年04月03日

五所川原市市浦風力発電所６号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3977 平成21年04月03日

五所川原市市浦風力発電所５号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3976 平成21年04月03日

五所川原市市浦風力発電所４号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3975 平成21年04月03日

五所川原市市浦風力発電所３号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3974 平成21年04月03日

五所川原市市浦風力発電所２号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3973 平成21年04月03日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

五所川原市市浦風力発電所１号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3972 平成21年04月03日

江差北風力発電所１０号機 江差風力開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3971 平成21年04月03日

江差北風力発電所９号機 江差風力開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3970 平成21年04月03日

江差北風力発電所８号機 江差風力開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3969 平成21年04月03日

江差北風力発電所７号機 江差風力開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3968 平成21年04月03日

江差北風力発電所６号機 江差風力開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3967 平成21年04月03日

今帰仁風力発電所 沖縄新エネ開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3954 平成21年03月26日

国見山ウインドファーム風力発電設備１５Ｂ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3938 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備１４Ｂ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3937 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備１３Ｂ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3936 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備１２Ｂ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3935 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備１１Ｂ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3934 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備１０Ｂ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3933 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備０９Ｂ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3932 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備０８Ｂ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3931 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備０７Ａ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3930 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備０６Ａ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3929 平成21年03月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

国見山ウインドファーム風力発電設備０５Ａ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3928 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備０４Ａ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3927 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備０３Ａ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3926 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備０２Ａ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3925 平成21年03月24日

国見山ウインドファーム風力発電設備０１Ａ号基 株式会社ユーラスエナジー肝
付  (一財)日本建築センター SNNN-3924 平成21年03月24日

滝根小白井ウィンドファーム21C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3891 平成21年03月02日

滝根小白井ウィンドファーム20C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3890 平成21年03月02日

滝根小白井ウィンドファーム19C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3889 平成21年03月02日

滝根小白井ウィンドファーム17C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3888 平成21年03月02日

滝根小白井ウィンドファーム16C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3887 平成21年03月02日

滝根小白井ウィンドファーム09B 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3886 平成21年03月02日

滝根小白井ウィンドファーム08B 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3885 平成21年03月02日

滝根小白井ウィンドファーム07A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3884 平成21年03月02日

滝根小白井ウィンドファーム06A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3883 平成21年03月02日

滝根小白井ウィンドファーム05A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3882 平成21年03月02日

滝根小白井ウィンドファーム03A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3881 平成21年03月02日

滝根小白井ウィンドファーム02A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3880 平成21年03月02日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

滝根小白井ウィンドファーム01A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3879 平成21年03月02日

江差北風力発電所５号機 江差風力開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3843 平成21年02月19日

江差北風力発電所４号機 江差風力開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3842 平成21年02月19日

江差北風力発電所３号機 江差風力開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3841 平成21年02月19日

江差北風力発電所２号機 江差風力開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3840 平成21年02月19日

江差北風力発電所１号機 江差風力開発株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3839 平成21年02月19日

新日本石油株式会社扇島風力発電所 新日本石油株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3838 平成21年02月19日

仮称リサイクルパークあさお整備事業ごみ焼却処理施設煙突 株式会社荏原製作所  日本ERI(株) SNNN-3778 平成21年02月17日

避雷鉄塔（荒浜側） 東京電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3754 平成21年02月12日

避雷鉄塔（大湊側） 東京電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3753 平成21年02月12日

頴娃風力発電所風力発電設備７号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3810 平成21年02月05日

頴娃風力発電所風力発電設備６号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3809 平成21年02月05日

頴娃風力発電所風力発電設備５号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3808 平成21年02月05日

頴娃風力発電所風力発電設備４号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3807 平成21年02月05日

頴娃風力発電所風力発電設備３号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3806 平成21年02月05日

頴娃風力発電所風力発電設備２号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3805 平成21年02月05日

頴娃風力発電所風力発電設備１号機 頴娃風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3804 平成21年02月05日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

酒田大浜風力発電所 株式会社庄内環境エネルギー  (一財)日本建築センター SNNN-3803 平成21年02月05日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備６号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3791 平成21年01月28日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備５号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3790 平成21年01月28日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備４号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3789 平成21年01月28日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備３号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3788 平成21年01月28日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備２号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3787 平成21年01月28日

鷲尾岳風力発電所風力発電設備１号機 鷲尾岳風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3786 平成21年01月28日

株式会社吾妻バイオパワー　吾妻木質バイオマス発電設備　煙突 株式会社吾妻バイオパワー  日本ERI(株) SNNN-3692 平成21年01月28日

上越火力発電所煙突 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3716 平成20年12月22日

上野風力発電所5号機 株式会社科戸の風  (一財)日本建築センター SNNN-3702 平成20年12月22日

上野風力発電所4号機 株式会社科戸の風  (一財)日本建築センター SNNN-3701 平成20年12月22日

上野風力発電所3号機 株式会社科戸の風  (一財)日本建築センター SNNN-3700 平成20年12月22日

上野風力発電所2号機 株式会社科戸の風  (一財)日本建築センター SNNN-3699 平成20年12月22日

上野風力発電所1号機 株式会社科戸の風  (一財)日本建築センター SNNN-3698 平成20年12月22日

樋川原風力発電所 株式会社科戸の風  (一財)日本建築センター SNNN-3697 平成20年12月22日

岩屋ウインドファーム11号 風力発電設備 株式会社ユーラスエナジー岩
屋  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3662 平成20年12月03日

有田川ウインドファーム風力発電設備No.10 株式会社ユーラスエナジー有
田川  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3661 平成20年12月03日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
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関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

有田川ウインドファーム風力発電設備No.9 株式会社ユーラスエナジー有
田川  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3660 平成20年12月03日

有田川ウインドファーム風力発電設備No.8 株式会社ユーラスエナジー有
田川  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3659 平成20年12月03日

有田川ウインドファーム風力発電設備No.7 株式会社ユーラスエナジー有
田川  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3658 平成20年12月03日

有田川ウインドファーム風力発電設備No.6 株式会社ユーラスエナジー有
田川  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3657 平成20年12月03日

有田川ウインドファーム風力発電設備No.5 株式会社ユーラスエナジー有
田川  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3656 平成20年12月03日

有田川ウインドファーム風力発電設備No.4 株式会社ユーラスエナジー有
田川  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3655 平成20年12月03日

有田川ウインドファーム風力発電設備No.3 株式会社ユーラスエナジー有
田川  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3654 平成20年12月03日

有田川ウインドファーム風力発電設備No.2 株式会社ユーラスエナジー有
田川  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3653 平成20年12月03日

有田川ウインドファーム風力発電設備No.1 株式会社ユーラスエナジー有
田川  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3652 平成20年12月03日

風の丘頴娃風力発電所 春木が岡風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3632 平成20年11月21日

新屋浜風力発電所 株式会社新エネルギー技術研
究所  (一財)日本建築センター SNNN-3631 平成20年11月21日

新祝津風力発電設備 室蘭市  (一財)日本建築センター SNNN-3630 平成20年11月21日

製油所高度化投資における建設工事　ユーティリティ設備建設工事
UNIT761　8号集合煙突 コスモ石油株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3578 平成20年11月20日

UNIT750 第2フレアーシステム フレアースタック コスモ石油株式会社  日本ERI(株) SNNN-3557 平成20年11月13日

回収ボイラー排気対策煙突支持鉄塔 日本製紙ユニテック株式会社   SNNN-3539 平成20年11月05日

新上五島ホエールズウインドシステム風力発電設備8号機 九州風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3552 平成20年10月23日

新上五島ホエールズウインドシステム風力発電設備7号機 九州風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3551 平成20年10月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

新上五島ホエールズウインドシステム風力発電設備6号機 九州風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3550 平成20年10月23日

新上五島ホエールズウインドシステム風力発電設備5号機 九州風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3549 平成20年10月23日

新上五島ホエールズウインドシステム風力発電設備4号機 九州風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3548 平成20年10月23日

新上五島ホエールズウインドシステム風力発電設備3号機 九州風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3547 平成20年10月23日

新上五島ホエールズウインドシステム風力発電設備2号機 九州風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3546 平成20年10月23日

新上五島ホエールズウインドシステム風力発電設備1号機 九州風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3545 平成20年10月23日

奄美大島風力発電所風力発電設備 奄美大島風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3544 平成20年10月23日

石廊崎風力発電所15号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3518 平成20年10月10日

石廊崎風力発電所14号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3517 平成20年10月10日

石廊崎風力発電所13号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3516 平成20年10月10日

石廊崎風力発電所11号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3515 平成20年10月10日

石廊崎風力発電所10号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3514 平成20年10月10日

石廊崎風力発電所2号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3513 平成20年10月10日

石廊崎風力発電所1号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3512 平成20年10月10日

戸畑共同発電所第5号発電設備　鉄塔支持形煙突 新日本製鐵株式会社
八幡製鉄所   SNNN-3370 平成20年10月07日

石廊崎風力発電所17号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3445 平成20年09月16日

石廊崎風力発電所16号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3444 平成20年09月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

石廊崎風力発電所9号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3443 平成20年09月16日

石廊崎風力発電所8号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3442 平成20年09月16日

石廊崎風力発電所7号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3441 平成20年09月16日

石廊崎風力発電所6号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3440 平成20年09月16日

石廊崎風力発電所5号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3439 平成20年09月16日

石廊崎風力発電所4号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3438 平成20年09月16日

石廊崎風力発電所3号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3437 平成20年09月16日

沖縄電力株式会社　吉の浦火力発電所 1･2号機C/C発電設備の内煙突 沖縄電力株式会社   SNNN-3365 平成20年09月11日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-19 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3415 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-18 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3414 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-17 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3413 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-16 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3412 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-15 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3411 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-14 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3410 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-13 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3409 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-12 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3408 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-11 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3407 平成20年09月08日
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-10 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3406 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-9 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3405 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-8 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3404 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-7 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3403 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-6 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3402 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-5 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3401 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-4 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3400 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-3 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3399 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-2 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3398 平成20年09月08日

ウインドパーク笠取風力発電所風力発電設備CK-1 株式会社シーテック  (一財)日本建築センター SNNN-3397 平成20年09月08日

伊方ウィンドファームNo.12 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3393 平成20年09月04日

伊方ウィンドファームNo.11 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3392 平成20年09月04日

伊方ウィンドファームNo.10 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3391 平成20年09月04日

伊方ウィンドファームNo.9 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3390 平成20年09月04日

伊方ウィンドファームNo.8 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3389 平成20年09月04日

伊方ウィンドファームNo.7 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3388 平成20年09月04日

伊方ウィンドファームNo.6 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3387 平成20年09月04日
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認定番号 認定年月日

伊方ウィンドファームNo.5 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3386 平成20年09月04日

伊方ウィンドファームNo.4 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3385 平成20年09月04日

伊方ウィンドファームNo.3 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3384 平成20年09月04日

伊方ウィンドファームNo.2 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3383 平成20年09月04日

伊方ウィンドファームNo.1 伊方エコ・パーク株式会社  日本ERI(株) SNNN-3382 平成20年09月04日

久木野風力発電所2号機 春木が岡風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3371 平成20年08月21日

浜野風力発電所 中日本風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3360 平成20年08月21日

五島玉之浦風力発電所風力発電設備7号機 五島玉之浦風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3359 平成20年08月21日

五島玉之浦風力発電所風力発電設備6号機 五島玉之浦風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3358 平成20年08月21日

五島玉之浦風力発電所風力発電設備5号機 五島玉之浦風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3357 平成20年08月21日

五島玉之浦風力発電所風力発電設備4号機 五島玉之浦風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3356 平成20年08月21日

五島玉之浦風力発電所風力発電設備3号機 五島玉之浦風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3355 平成20年08月21日

五島玉之浦風力発電所風力発電設備2号機 五島玉之浦風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3354 平成20年08月21日

五島玉之浦風力発電所風力発電設備1号機 五島玉之浦風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3353 平成20年08月21日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.20 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3351 平成20年08月12日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.19 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3350 平成20年08月12日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.18 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3349 平成20年08月12日

39/46 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.17 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3348 平成20年08月12日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.11 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3347 平成20年08月12日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.10 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3346 平成20年08月12日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.9 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3345 平成20年08月12日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.5 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3344 平成20年08月12日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.4 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3343 平成20年08月12日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.3 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3342 平成20年08月12日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.2 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3341 平成20年08月12日

CEF白滝山ウインドファーム風力発電設備No.1 CEF白滝山ウインドファーム
株式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3340 平成20年08月12日

石廊崎風力発電所12号機 株式会社ジェイウインド石廊
崎  (株)東京建築検査機構 SNNN-3307 平成20年08月12日

滝根小白井ウィンドファーム23C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3265 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム22C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3264 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム21C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3263 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム20C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3262 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム19C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3261 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム18C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3260 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム17C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3259 平成20年08月06日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

滝根小白井ウィンドファーム16C 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3258 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム15B 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3257 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム14B 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3256 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム13B 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3255 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム12B 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3254 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム11B 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3253 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム10B 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3252 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム09B 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3251 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム08B 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3250 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム07A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3249 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム06A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3248 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム05A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3247 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム04A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3246 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム03A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3245 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム02A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3244 平成20年08月06日

滝根小白井ウィンドファーム01A 株式会社ユーラスエナジー滝
根小白井  日本ERI(株) SNNN-3243 平成20年08月06日

落居ウインドファーム発電所4号機 白川電気土木株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3292 平成20年07月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

落居ウインドファーム発電所3号機 白川電気土木株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3291 平成20年07月28日

落居ウインドファーム発電所2号機 白川電気土木株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3290 平成20年07月28日

落居ウインドファーム発電所1号機 白川電気土木株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3289 平成20年07月28日

磐田ウィンドファームNo.5 磐田ウィンドファーム株式会
社  日本ERI(株) SNNN-3227 平成20年07月25日

磐田ウィンドファームNo.4 磐田ウィンドファーム株式会
社  日本ERI(株) SNNN-3226 平成20年07月25日

磐田ウィンドファームNo.3 磐田ウィンドファーム株式会
社  日本ERI(株) SNNN-3225 平成20年07月25日

磐田ウィンドファームNo.2 磐田ウィンドファーム株式会
社  日本ERI(株) SNNN-3224 平成20年07月25日

磐田ウィンドファームNo.1 磐田ウィンドファーム株式会
社  日本ERI(株) SNNN-3223 平成20年07月25日

椎柴風力発電所5号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3220 平成20年07月11日

椎柴風力発電所4号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3219 平成20年07月11日

椎柴風力発電所3号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3218 平成20年07月11日

椎柴風力発電所2号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3217 平成20年07月11日

椎柴風力発電所1号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3216 平成20年07月11日

扇島パワーステーション2号機煙突 株式会社扇島パワー  (一財)日本建築センター SNNN-3193 平成20年07月09日

扇島パワーステーション1号機煙突 株式会社扇島パワー  (一財)日本建築センター SNNN-3192 平成20年07月09日

長島黒ノ瀬戸風力発電所風力発電設備 長島黒ノ瀬戸風力発電株式会
社  (一財)日本建築センター SNNN-3144 平成20年06月20日

久木野風力発電所3号機 春木が岡風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3115 平成20年06月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

久木野風力発電所2号機 春木が岡風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3114 平成20年06月13日

久木野風力発電所1号機 春木が岡風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-3113 平成20年06月13日

DIC鹿島風力発電所2号機 株式会社日立エンジニアリン
グ・アンド・サービス  (一財)日本建築センター SNNN-3096 平成20年06月13日

DIC鹿島風力発電所1号機 株式会社日立エンジニアリン
グ・アンド・サービス  (一財)日本建築センター SNNN-3095 平成20年06月13日

浜松風力発電所10号機 ふそう風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3094 平成20年06月05日

浜松風力発電所9号機 ふそう風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3093 平成20年06月05日

浜松風力発電所8号機 ふそう風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3092 平成20年06月05日

浜松風力発電所7号機 ふそう風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3091 平成20年06月05日

浜松風力発電所6号機 ふそう風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3090 平成20年06月05日

浜松風力発電所5号機 ふそう風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3089 平成20年06月05日

浜松風力発電所4号機 ふそう風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3088 平成20年06月05日

浜松風力発電所3号機 ふそう風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3087 平成20年06月05日

浜松風力発電所2号機 ふそう風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3086 平成20年06月05日

浜松風力発電所1号機 ふそう風力発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3085 平成20年06月05日

福浦風力発電所風車9号機 日本海発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3078 平成20年06月02日

福浦風力発電所風車8号機 日本海発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3077 平成20年06月02日

福浦風力発電所風車7号機 日本海発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3076 平成20年06月02日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

福浦風力発電所風車6号機 日本海発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3075 平成20年06月02日

福浦風力発電所風車5号機 日本海発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3074 平成20年06月02日

福浦風力発電所風車4号機 日本海発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3073 平成20年06月02日

福浦風力発電所風車3号機 日本海発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3072 平成20年06月02日

福浦風力発電所風車2号機 日本海発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3071 平成20年06月02日

福浦風力発電所風車1号機 日本海発電株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-3070 平成20年06月02日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.20 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3038 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.19 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3037 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.18 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3036 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.17 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3035 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.16 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3034 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.15 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3033 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.14 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3032 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.13 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3031 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.12 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3030 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.11 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3029 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.10 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3028 平成20年05月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.9 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3027 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.8 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3026 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.7 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3025 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.6 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3024 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.5 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3023 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.4 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3022 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.3 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3021 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.2 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3020 平成20年05月07日

CEF白馬ウインドファーム風力発電設備No.1 CEF白馬ウインドファーム株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 SNNN-3019 平成20年05月07日

落居ウインドファーム発電所4号機 白川電気土木株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-2998 平成20年04月21日

落居ウインドファーム発電所3号機 白川電気土木株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-2997 平成20年04月21日

落居ウインドファーム発電所2号機 白川電気土木株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-2996 平成20年04月21日

落居ウインドファーム発電所1号機 白川電気土木株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-2995 平成20年04月21日

旭カーボン株式会社　煙突設備 旭カーボン株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-2937 平成20年04月15日

御前崎風力発電所風車4号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-2971 平成20年04月02日

御前崎風力発電所風車3号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-2970 平成20年04月02日

御前崎風力発電所風車2号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-2969 平成20年04月02日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

御前崎風力発電所風車1号機 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-2968 平成20年04月02日

椎柴風力発電所5号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-2967 平成20年04月02日

椎柴風力発電所4号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-2966 平成20年04月02日

椎柴風力発電所3号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-2965 平成20年04月02日

椎柴風力発電所2号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-2964 平成20年04月02日

椎柴風力発電所1号機 くろしお風力発電有限会社  (一財)日本建築センター SNNN-2963 平成20年04月02日

上越火力発電所煙突 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター SNNN-2890 平成20年03月31日

仮称川越市新清掃センター熱回収施設 株式会社神鋼環境ソリューシ
ョン  (一財)日本建築センター SNNN-2838 平成20年03月05日

扇島パワーステーション2号機煙突 株式会社扇島パワー  (一財)日本建築センター SNNN-2851 平成20年02月29日

扇島パワーステーション1号機煙突 株式会社扇島パワー  (一財)日本建築センター SNNN-2850 平成20年02月29日
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