○登録住宅型式性能認定等機関登録簿

認定等の業務を行う
登録番号

氏名又は名称

国土交通大臣

１

国土交通大臣

２

国土交通大臣

３

登録の区分

住

代 表 者

所

事 務 所 の 所 在 地
の 氏 名
一般財団法人ベ 平成十 七年国 東京都千代田区富 東京都千代田区富士見二 井上俊之
ターリビング
土交通 省告示 士見二丁目七番二 丁目七番二号
第九百 二十一 号
号第一 項第一
号イ及 び第二
号イに 定める
区分の うち、
同告示 第二項
各号に 定める
区分
一般財団法人日 平成十 七年国 東京都千代田区神 東京都千代田区神田錦町 松野仁
本建築センター 土交通 省告示 田錦町一丁目九番 一丁目九番地
第九百 二十一 地
大阪府大阪市中央区南本
号第一 項第一
町一丁目七番十五号
号イ及 び第二
号イに 定める
区分の うち、
同告示 第二項
第一号 、第二
号、第 四号か
ら第十 七号、
第二十 号から
第三十 一号に
定める区分

（平成２７年１０月１日より欠
番）
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専 任 の
役員の氏名
管 理 者
の 氏 名
井上俊之、深尾精一、 亀井浩
倉渕隆、髙田光雄、坊
垣和明、河村真紀子、
岸純夫、瀧本裕之、吉
田敏昭、野上薫、國井
総一郎、内藤弘康、清
水一郎、二木幹夫、長
﨑卓、幡場松彦、廣兼
周一
松野仁、塚田市朗、金 大塚紀明
子敏夫、鈴木孝明、鎌
田元康、久保哲夫、山
本卓也、社本孝夫、定
行まり子、花方威之

（平成２８年１月１日現在）
※赤字見え消しは１２月１日と変更箇所
登
録
法第４７条の認定員の氏名
年 月 日
青木健、秋元孝之、犬飼達雄、井上勝夫、井上哲郎、上 平成 22 年
杉英樹、上野義雪、大塚雅之、大橋好光、岡部実、橘高 8 月 1 日
義典、黒澤進、小松幸夫、小峯裕己、齋藤宏昭、佐久間
博文、佐藤克志、佐藤雅俊、塩原等、清水則夫、菅原進
一、菅谷憲一、鈴木滋彦、鈴木大隆、田中淳夫、田辺新
一、東ヶ崎清彦、中島正夫、中村賢一、二宮秀與、野﨑
淳夫、長谷川芳彦、服部和徳、藤本効、二木幹夫、堀雅
司、三瓶栄二、安岡博人、安岡正人、山岸則夫、山本俊
哉、遊佐秀逸、吉川利文、吉田浩之
青木謙治、安達俊夫、安達洋、荒木秀夫、有馬孝禮、飯 平成 22 年
場正紀、五十嵐規矩夫、石橋一彦、和泉信之、五十田博、 8 月 1 日
磯雅人、伊藤淳志、井上哲郎、打越瑞昌、太田正光、大
野義照、大橋好光、岡田久志、金久保利之、壁谷澤寿海、
河合直人、岸田慎司、岸本一蔵、北山和宏、衣笠秀行、
木林長仁、楠浩一、倉本洋、河野進、河野守、齊田和男、
坂田弘安、佐藤篤司、塩原等、島﨑和司、白石一郎、菅
野忠、鈴木秀三、曽田五月也、高木次郎、田中剛、田中
仁史、田中実、趙衍剛、勅使川原正臣、土井希祐、土井
康生、中尾政躬、中込忠男、中島史郎、中野克彦、西村
康志郎、西山峰広、野口博、長谷川隆、林静雄、速水浩、
原田幸博、半貫敏夫、藤井衛、藤森正男、増田浩志、松
井智哉、松崎育弘、松本由香、丸茂保、三橋博三、宮澤
健二、村上雅英、森迫清貴、安村基、山田哲、秋元孝之、
池田憲一、伊藤一秀、大賀亨、小國勝男、小野隆、櫛原
光生、倉渕隆、小峯裕己、原田和典、松山賢、阿部道彦、
石川廣三、酒井潤一、佐藤雅俊、清水昭之、田中享二、
辻川茂男、土居修一、友澤史紀、本橋健司、本山直樹、
浅野良晴、市川憲良、大塚雅之、鎌田元康、坂上恭助、
赤林伸一、小椋大輔、坂本雄三、坂口淳、鈴木大隆、長
井達夫、永田明寛、西岡真稔、林基哉、東浦章、本間義
規、松本真一、横山淳子、井上勝夫、佐久間哲哉、濱田
幸雄、上野義雪、佐藤克志、園田眞理子、有井伸一郎、
飯田喜一郎、石川典之、石原光倫、板倉立身、内山章、
梅澤博司、岡林祥一、片野博、佐藤正尚、清山曜二、津
森勉、福井稔、真鍋恒博、南一誠、山貝雅己、吉田茂、
野口貴文、磯崎浩

国土交通大臣

４

国土交通大臣

５

国土交通大臣

６

国土交通大臣

７

一般財団法人建 平成十 七年国
材試験センター 土交通 省告示
第九百 二十一
号第一 項第一
号イ及 び第二
号イに 定める
区分の うち、
同告示 第二項
第一号 、第二
号、第 四号か
ら第十 五号、
第二十 号、第
二十一 号に定
める区分
公益財団法人日 平成十 七年国
本住宅・木材技 土交通 省告示
術センター
第九百 二十一
号第一 項第一
号イ及 び第二
号イに 定める
区分の うち、
同告示 第二項
第一号 から第
三十二 号に定
める区分
（平成２７年１０月２日より欠
番）

東京都中央区日本 埼玉県草加市高砂二丁目 長田直俊
橋堀留町二丁目８ ９番２号
番４号

長田直俊、村山浩和、 西本俊郎
川上修、尾澤潤一、橋
本敏男、藤本哲夫、砺
波匡、田中享二、野口
貴文、富田育男、合田
純一、荒井常明、小西
敏正

坂本雄三、齋藤宏昭、西本俊郎、西田一郎、真野孝次、 平成 22 年
鈴木澄江、川上修、高橋仁、藤本哲夫、佐伯智寛、流田 10 月 3 日
靖博、伊藤嘉則、常世田昌寿

東京都江東区新砂 東京都江東区新砂三丁目 岸純夫
三丁目４番２号
４番２号

岸純夫、金子弘、飯島 飯島敏夫
敏夫、飯島倫明、大橋
好光、小澤敏成、吉条
良明、佐藤雅俊、信田
聡、関野美三夫、高橋
吉徳、中島正夫、中野
敏夫、長谷川健治、服
部順昭、二木幹夫、吉
田倬郎、岡田清隆、山
中保教

井上勝夫、小野泰、坂本功、菅原進一、飯島敏夫、鴛海 平成 22 年
四郎、山田誠、高田峰幸、後藤隆洋、佐野敦子
10 月 3 日

中澤芳樹、馬野俊彦、 原孝文
増田明世、横瀬弘明、
大塚和彦、金澤秀一、
堂山俊介、太田裕士、
此川和夫、西村讓、出
雲隆夫、南出和延、原
孝文、西村賢

青木謙治、安達俊夫、安達洋、安藤直人、井上勝夫、岩 平成 22 年
前篤、大橋好光、北村春幸、倉渕隆、腰原幹雄、小林正 4 月 28 日
人、齋藤宏昭、坂本雄三、佐藤雅俊、篠原正、菅原進一、
田才晃、中島正夫、永井久也、二宮秀興、野口貴文、野
口弘行、半貫敏夫、坊垣和明、穂積秀雄、安岡正人、山
崎真司、板倉立身、内山章、織田博司、瀬和睦夫、津森
勉

日本ＥＲＩ株式 平成十 七年国 東京都港区赤坂八 東京都港区赤坂八丁目十 中澤芳樹
会社
土交通 省告示 丁目五番二十六号 番二十四号
第九百 二十一
号第一 項第一
号イ及 び第二
号イに 定める
区分の うち、
同告示 第二項
第一号 から第
十七号 、第二
十号か ら第三
十一号 に定め
る区分
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