
指定
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事務所の
所在地

機関名称 Tel 指定区分 新築住宅に係る業務区域
既存住宅に係る

業務区域
1 北海道 （財）北海道建築指導センター 011-241-1893 新築のみ 北海道全域
2 青森県 （株）建築住宅センター 017-732-7732 新築のみ 青森県全域
3 岩手県 （財）岩手県建築住宅センター 019-623-4420 新築のみ 岩手県全域
4 宮城県 （財）宮城県建築住宅センター 022-265-3605 新築のみ 宮城県全域
5 秋田県 （財）秋田県建築住宅センター 018-836-7850 新築のみ 秋田県全域
6 福島県 （財）ふくしま建築住宅センター 024-526-6610 新築のみ 福島県全域
7 茨城県 （財）茨城県建築住宅センター 029-240-0039 新築のみ 茨城県全域
8 栃木県 （財）栃木県建設総合技術センター 028-626-3110 新築のみ 栃木県全域
9 群馬県 （財）群馬県建設技術センター 027-251-6891 新築のみ 群馬県全域
10 埼玉県 （株）埼玉建築確認検査機構 048-835-7311 新築のみ 埼玉県全域
11 埼玉県 （財）さいたま住宅検査センター 048-823-1251 新築のみ 埼玉県全域
12 千葉県 （株）千葉県建築住宅センター 043-222-0109 新築のみ 千葉県全域
13 東京都 （財）ベターリビング 03-5211-0599 新築・既存 日本全域 新築住宅に同じ
14 東京都 （財）日本建築センター 03-3434-8334 新築・既存 日本全域 新築住宅に同じ
15 東京都 （財）日本建築設備・昇降機センター 03-3591-2004 新築のみ 福島県（福島市、郡山市、いわき市）、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（島しょを除く）、

神奈川県、山梨県、静岡県（静岡市、沼津市、三島市、富士市、熱海市）の全域
16 東京都 ハウスプラス住宅保証（株） 03-5777-1434 新築・既存 日本全域 新築住宅に同じ
18 東京都 （財）住宅保証機構 03-3584-5748 新築・既存 山梨県の全域等 新築住宅に同じ
19 東京都 日本ＥＲＩ（株） 03-3796-0223 新築・既存 日本全域 新築住宅に同じ
20 東京都 （株）住宅性能評価センター 03-5367-8730 新築・既存 日本全域 新築住宅に同じ
21 東京都 （株）日本住宅保証検査機構 03-3635-4143 新築・既存 沖縄を除く日本全域 新築住宅に同じ
22 東京都 （財）東京都防災・建築まちづくりセンター 03-5466-2052 新築・既存 東京都全域 新築住宅に同じ
23 神奈川県 （株）東日本住宅評価センター 045-503-3801 新築・既存 設計住宅性能評価（全国）、建設住宅性能評価（北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福

島県、新潟県、長野県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県、山梨県
の全域）

新築住宅に同じ

24 神奈川県 （財）神奈川県建築安全協会 045-212-3956 新築・既存 神奈川県全域 新築住宅に同じ
25 新潟県 （財）新潟県建築住宅センター 025-283-0851 新築のみ 新潟県全域
26 富山県 （財）富山県建築住宅センター 076-439-0248 新築のみ 富山県全域
27 石川県 （財）石川県建築住宅総合センター 076-262-6543 新築のみ 石川県全域
28 福井県 （財）福井県建築住宅センター 0776-23-0457 新築のみ 福井県全域
29 長野県 （財）長野県建築住宅センター 026-290-5070 新築のみ 長野県全域
30 岐阜県 （株）ぎふ建築住宅センター 058-275-9033 新築のみ 岐阜県全域
31 静岡県 （財）静岡県建築住宅まちづくりセンター 054-202-5573 新築のみ 静岡県全域
32 愛知県 （株）確認サービス 052-238-7747 新築・既存 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 新築住宅に同じ
33 愛知県 （財）愛知県建築住宅センター 052-264-4032 新築・既存 愛知県全域 新築住宅に同じ
34 愛知県 中部住宅保証（株） 052-269-3255 新築・既存 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県 新築住宅に同じ
35 三重県 （財）三重県建設技術センター 059-229-5612 新築のみ 三重県全域
36 滋賀県 （財）滋賀県建築住宅センター 077-569-6501 新築・既存 滋賀県全域 新築住宅に同じ
37 京都府 （株）京都確認検査機構 075-803-0020 新築・既存 京都府全域 新築住宅に同じ
39 大阪府 （株）西日本住宅評価センター 06-6539-5410 新築・既存 設計住宅性能評価（全国）、建設住宅性能評価（大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、

岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、愛知県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県）

新築住宅に同じ

40 大阪府 （財）日本建築総合試験所 06-6966-7565 新築・既存 愛知県、岐阜県、福井県、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、山口県の全域

新築住宅に同じ

41 大阪府 （財）大阪住宅センター 06-6253-0238 新築のみ 大阪府全域
42 兵庫県 （財）兵庫県住宅建築総合センター 078-252-0091 新築・既存 兵庫県全域 新築住宅に同じ
43 兵庫県 （財）神戸市防災安全公社 078-291-1119 新築・既存 神戸市全域 新築住宅に同じ
44 奈良県 （財）なら建築住宅センター 0742-27-8601 新築のみ 奈良県全域
45 和歌山県 （財）和歌山県建築住宅防災センター 073-431-9217 新築のみ 和歌山県全域
46 鳥取県 （財)鳥取県建築住宅検査センター 0857-21-6702 新築のみ 鳥取県全域

住宅の品質確保の促進等に関する法律における指定住宅性能評価機関一覧表
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47 島根県 （財）島根県建築住宅センター 0852-26-4577 新築のみ 島根県全域
48 岡山県 岡山県建築住宅センター（株） 086-227-3266 新築・既存 岡山県全域 新築住宅に同じ
49 広島県 （株）広島建築住宅センター 082-545-5665 新築・既存 広島県全域 新築住宅に同じ
50 広島県 ハウスプラス中国住宅保証（株） 082-545-5607 新築・既存 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 新築住宅に同じ
51 山口県 （財）山口県建築住宅センター 083-921-8722 新築のみ 山口県全域
52 徳島県 （株）とくしま建築住宅センター 088-665-6577 新築のみ 徳島県全域
53 香川県 （株）香川県建築住宅センター 087-832-5270 新築のみ 香川県全域
54 愛媛県 （株）愛媛建築住宅センター 089-931-3336 新築・既存 愛媛県全域 新築住宅に同じ
55 高知県 （社）高知県建設技術公社 088-892-2100 新築・既存 高知県全域 新築住宅に同じ
56 福岡県 （財）福岡県建築住宅センター 092-713-1496 新築のみ 福岡県全域
57 福岡県 九州住宅保証（株） 092-771-7744 新築・既存 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 新築住宅に同じ
58 佐賀県 （財）佐賀県土木建築技術協会 0952-41-1125 新築のみ 佐賀県全域
59 長崎県 （財）長崎県住宅・建築総合センター 095-825-6944 新築のみ 長崎県全域
60 熊本県 （財）熊本県建築住宅センター 096-385-0771 新築のみ 熊本県全域
61 大分県 （財）大分県建築住宅センター 097-537-0300 新築のみ 大分県全域
62 宮崎県 （財）宮崎県建築住宅センター 0985-50-5586 新築のみ 宮崎県全域
63 鹿児島県 （財）鹿児島県住宅・建築総合センター 099-224-4539 新築のみ 鹿児島県全域
64 沖縄県 （財）沖縄県建設技術センター 098-893-5324 新築のみ 沖縄県全域
65 埼玉県 （株）さいたま住宅性能評価事務所 048-834-2892 新築・既存 埼玉県全域、千葉県全域、東京都（北区、板橋区、足立区、練馬区） 新築住宅に同じ
66 東京都 （株）住宅検査保証協会 03-5625-8411 新築・既存 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都

（島部除く。）、神奈川県、山梨県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
新築住宅に同じ

67 東京都 （株）都市居住評価センター 03-3504-2384 新築・既存 日本全域 新築住宅に同じ
68 愛知県 （株）第一建築確認検査機構 052-324-7531 新築のみ 愛知県全域
69 東京都 （株）キュービーシー 03-3504-6605 新築のみ 日本全域
70 大阪府 関西住宅品質保証（株） 06-6459-1611 新築・既存 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、三重県の全域、福井県（敦賀市、小浜市、大飯

郡、三方郡、遠敷郡）
新築住宅に同じ

71 東京都 (NPO)全国室内気候研究会 03-5408-5568 新築のみ 日本全域
72 神奈川県 （資）日本建築検査研究所 045-903-5709

03-5774-6883
新築のみ 東京都（離島地域を除く）、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、福島県、宮城

県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府
73 神奈川県 富士建築コンサルティング（株） 044-959-6786 新築・既存 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、山梨県、栃木県、長野県、群馬県、新潟県、福島県、静岡

県（島しょ部除く。）
新築住宅に同じ

74 愛知県 （株）ジェイ・アイ・ピー建築検査サービス 052-913-1222 新築のみ 愛知県全域
75 大阪府 （株）技研 06-6356-3666 新築のみ 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
76 兵庫県 日本テスティング（株） 078-392-8087 新築・既存 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県の全域 新築住宅に同じ
77 東京都 （株）ハウスジーメン 03-3541-2069 新築のみ 日本全域
78 大阪府 ハウスアンサー（株） 06-6373-4000 新築・既存 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 新築住宅に同じ
79 山形県 （株）山形県建築サポートセンター 023-645-6600 新築のみ 山形県全域
80 東京都 イーホームズ（株） 03-5269-0300 新築・既存 日本全域 新築住宅に同じ
81 新潟県 （株）新潟建築確認検査機構 025-283-2112 新築・既存 新潟県全域 新築住宅に同じ
82 東京都 （株）東京建築検査機構 03-5825-7545 新築・既存 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。）、神奈川県、山梨県、長野県の全域 新築住宅に同じ
83 兵庫県 （株）近畿確認検査センター 0798-39-1271 新築のみ 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県の全域
84 神奈川県 ビューローベリタスジャパン（株） 03-5325-7338 新築・既存 日本全域（沖縄県、東京都島しょ部を除く。） 新築住宅に同じ
85 滋賀県 （株）確認検査機構アネックス 077-511-4170 新築・既存 滋賀県、奈良県、京都府、大阪府 新築住宅に同じ
86 大阪府 （株）日本確認検査センター 06-6231-1950 新築・既存 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県の全域 新築住宅に同じ
88 兵庫県 （株）兵庫確認検査機構 0792-68-3700 新築・既存 兵庫県全域 新築住宅に同じ
89 東京都 世田谷区都市整備公社 03-3419-3647 新築のみ 東京都世田谷区全域
90 京都府 （株）住宅性能評価 075-342-1550 新築・既存 大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、愛知県、広島県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬

県の全域
新築住宅に同じ

91 東京都 （財）住宅金融普及協会 03-3260-7395 新築・既存 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、静岡県の全域 新築住宅に同じ
92 千葉県 ユーディーアイ確認検査（株） 04-7166-5222 新築のみ 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部を除く。）、神奈川県の全域
93 三重県 （株）トータル建築確認評価センター 0593-81-2057 新築・既存 愛知県、岐阜県、三重県の全域 新築住宅に同じ
94 兵庫県 （株）ジェイネット 06-6482-3561 新築・既存 大阪府、兵庫県の全域 新築住宅に同じ
95 北海道 （株）札幌工業検査 011-879-6366 新築・既存 北海道の全域 新築住宅に同じ
96 宮城県 （株）仙台都市整備センター 022-212-2633 新築・既存 宮城県全域 新築住宅に同じ
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97 東京都 （株）ビルディングナビゲーション確認評価機構 03-5960-3410 新築・既存 設計住宅性能評価（全国）、建設住宅性能評価（東京都（島しょ部を除く。）、埼玉県、神奈川県、千葉県、

静岡県（沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、下田市、裾野市、駿東郡、賀茂郡、田方郡））
新築住宅に同じ

98 大阪府 （株）近畿建築確認検査機構 06-6942-7720 新築のみ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の全域
99 大阪府 建築検査機構（株） 06-6231-8226 新築・既存 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、の全域 新築住宅に同じ
100 東京都 有限責任中間法人日本住宅性能評価機構 03-5389-0581 新築・既存 東京都（島しょ部を除く。）、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県の全域 新築住宅に同じ
101 神奈川県 (株)神奈川県建築確認検査機関 078-325-2165 新築・既存 神奈川県（横浜市、川崎市、三浦市、大和市、横須賀市、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原

市、鎌倉市、相模原市、座間市、茅ヶ崎市、逗子市、平塚市、藤沢市、秦野市、愛川町、大磯町、清川村、
相模湖町、寒川町、城山町、津久井町、二宮町、葉山町、藤野町）、東京都（稲城市、多摩市、八王子市、
町田市）

新築住宅に同じ

102 大阪府 （株）国際確認検査センター 06-6910-6910 新築・既存 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県､奈良県、和歌山県の全域 新築住宅に同じ
103 兵庫県 アテストアーキ(株) 078-325-2165 新築・既存 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県､奈良県、和歌山県の全域 新築住宅に同じ
104 熊本県 （株）未来補償コンサルタント 096-386-2355 新築・既存 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の全域 新築住宅に同じ
105 京都府 （株）Ｉ－ＰＥＣ 075-254-8250 新築・既存 京都府、滋賀県、大阪府の全域 新築住宅に同じ
106 大阪市 （株）確認検査機構トラスト 06-6271-5669 新築・既存 大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県の全域 新築住宅に同じ
107 広島県 （株）ジェイ・イー・サポート 082-546-1378 新築・既存 東京都（特別区）、埼玉県（さいたま市、川口市、東松山市）、岡山県、広島県、山口県の全域 新築住宅に同じ
108 福岡県 平和総合コンサルタント（株） 0942-39-3311 新築・既存 福岡県、佐賀県の全域 新築住宅に同じ
109 宮城県 （株）東北建築センター 022-772-7880 新築・既存 宮城県全域 新築住宅に同じ
110 静岡県 （株）静岡確認機構 054-205-8650 新築・既存 静岡県全域 新築住宅に同じ
111 滋賀県 アール・イー・ジャパン（株） 077-522-7728 新築のみ 滋賀県（大津市、草津市、守山市、野洲市、栗東市、湖南市、甲賀市、滋賀郡滋賀町）、京都府（京都市、

宇治市、長岡京市、向日市、八幡市、京田辺市、城陽市、久世郡久御山町、乙訓郡大山崎町）、大阪府
（大阪市、高槻市、東大阪市、豊中市、池田市、箕面市、吹田市、八尾市、茨木市、摂津市、守口市、門真
市、寝屋川市、枚方市、交野市、四條畷市、大東市、三島郡島本町）

住宅性能表示制度についての最新情報は、国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm）に掲載されています。


