
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）

【建築物】

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

建築物　（時刻歴・防火設備・避難）

超高層建築物 Ｈ*****

表示ページに移動中層建築物 Ｍ*****

構造計算なし Ｎ*****
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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

拓桃医療療養センター・拓桃支援学校 宮城県知事　村井　嘉浩 宮城県仙台市青葉区本町三丁
目8-1 日本ERI(株) MNNN-7266 平成25年03月29日

豊田厚生病院 愛知県厚生農業協同組合連合
会 愛知県長久手市平池901番地 日本ERI(株) MNNN-7155 平成25年03月29日

(仮称)淀川区西宮原2丁目計画 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-7232 平成25年03月29日

(仮称)一番町二丁目計画

住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部仙台事業所

宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目4番25号

日本ERI(株) HNNN-7242 平成25年03月28日野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区本町二丁
目5番1号

三井不動産レジデンシャル株
式会社東北支店

宮城県仙台市青葉区本町二丁
目4番6号

（仮称）大日本印刷市谷工場整備計画［中央街区］ 大日本印刷株式会社　 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 日本ERI(株) HFNB-7221 平成25年03月28日

南池袋二丁目Ａ地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南池袋二丁目Ａ地区市街地再
開発組合 東京都豊島区南池袋2-36-10 (一財)日本建築センター HFNF-7253 平成25年03月27日

八千代市中央図書館・市民ギャラリー整備事業 八千代市 千葉県八千代市大和田新田31
2番地の5 日本ERI(株) MNNN-7235 平成25年03月25日

パルモア病院建替 医療法人財団　パルモア病院 兵庫県神戸市中央区北長狭通
4丁目7番20号 日本ERI(株) MNNN-7227 平成25年03月25日

佐藤製薬　東京第２流通センター 鹿島リース株式会社 東京都港区元赤坂一丁目1番5
号 (一財)日本建築センター MNNN-7222 平成25年03月25日

(仮称)新研究棟新築及び本社棟リニューアル計画 株式会社　中埜酢店　 愛知県半田市中村町 (一財)日本建築センター MNNN-7209 平成25年03月25日

(仮称)高齢者総合サポートセンター･九段坂病院

国家公務員共済組合連合会
九段坂病院 東京都千代田区九段南2-1-39

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-7207 平成25年03月25日

東京都千代田区 東京都千代田区九段南1-2-1

事務センター増改修 株式会社　伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町１番地 (一財)日本建築センター MNNN-7195 平成25年03月25日

ヤンマー新本社ビル(仮称) セイレイ興産株式会社 大阪市北区鶴野町1-9梅田ゲ
ートタワー (一財)日本建築センター HNNN-7228 平成25年03月25日

(仮称)目黒不動前プロジェクト 伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂2丁目9番11号 日本ERI(株) HNNN-7220 平成25年03月25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

(仮称)中央区南船場一丁目マンション計画 住友商事株式会社 大阪市中央区北浜4丁目5番33
号 (一財)日本建築センター HNNN-7214 平成25年03月25日

(仮称)名古屋市中区丸の内３丁目計画

近鉄不動産株式会社名古屋支
店

愛知県名古屋市中村区名駅四
丁目5番28号

日本ERI(株) HNNN-7212 平成25年03月25日
三菱地所レジデンス株式会社 愛知県名古屋市中区栄二丁目

3番1号

(仮称)難波マンション計画 リバー産業株式会社 大阪府岸和田市沼町２番１号 日本ERI(株) HNNN-7164 平成25年03月25日

（仮称）山手冷蔵株式会社　新川崎ロジスティックセンター 山手冷蔵株式会社 東京都品川区東五反田5丁目2
4番10号 日本ERI(株) MNNN-7241 平成25年03月22日

香川大学（医病）病棟 国立大学法人香川大学 香川県高松市幸町1-1 日本ERI(株) MNNN-7234 平成25年03月22日

(仮称)港区赤坂六丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (一財)日本建築センター MNNN-7202 平成25年03月22日

石川病院 社会医療法人　石川記念会
石川病院

愛媛県四国中央市上分町732-
1 日本ERI(株) MNNN-7197 平成25年03月22日

(仮称)六町３丁目プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7183 平成25年03月22日

Ｓ社宅 株式会社ブリヂストン 東京都小平市小川東町3丁目1
番1号 日本ERI(株) MNNN-7178 平成25年03月22日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｃブロック
他１１者  

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-7250 平成25年03月22日
積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8

8号

（仮称）浦和高砂計画 住友不動産株式会社
建築工事本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-7244 平成25年03月22日

(仮称)福岡大名プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3
番5号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-7236 平成25年03月22日

Y4-2マンション 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6
番1号 (株)東京建築検査機構 HNNN-7230 平成25年03月22日

(仮称)津田沼区画整理29街区プロジェクト（C棟）

野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号

(株)都市居住評価センター HNNN-7188 平成25年03月22日
三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6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

ＡＭ－ＧＳ計画｛六層七段型自走式自動車車庫｝ アグナス株式会社 東京都港区虎ノ門4-1-9 (一財)日本建築センター NFEN-7302 平成25年03月21日

ＡＭ－Ｆ計画｛六層七段型自走式自動車車庫｝ アグナス株式会社 東京都港区虎ノ門4-1-9 (一財)日本建築センター NFEN-7301 平成25年03月21日

平塚市民病院 平塚市病院事業管理者 神奈川県平塚市南原1-19-1 (一財)日本建築センター MNNN-7196 平成25年03月21日

高松市新病院 高松市 香川県赤松市番町一丁目8番1
5号 日本ERI(株) MNNN-7176 平成25年03月21日

(仮称)ヒューリック新宿ビル建替計画 ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
７番３号 (一財)日本建築センター MNNN-7175 平成25年03月21日

三豊総合病院 三豊総合病院企業団 香川県観音寺市豊浜町姫浜70
8番地

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-7153 平成25年03月21日

(仮称)アルファグランデ南行徳 スターツデベロップメント株
式会社

東京都江戸川区中葛西5丁目3
3番14号 日本ERI(株) MNNN-7102 平成25年03月21日

中埜邸本宅 中埜又左エ門和英 愛知県半田市北末広町10番地 (一財)日本建築センター MNNN-7094 平成25年03月21日

(仮称)大宮桜木町１丁目計画 野村不動産株式会社
住宅カンパニー

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 (株)都市居住評価センター HNNN-7206 平成25年03月21日

大津駅西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大津駅西地区市街地再開発組
合 滋賀県大津市末広町4番5号 日本ERI(株) HNNN-7149 平成25年03月21日

(仮称)板橋区板橋四丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目１番20号 (一財)日本建築センター HNNN-7083 平成25年03月21日

(仮称)港区赤坂２丁目計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-7077 平成25年03月21日

（仮称）西予市新市立病院 西予市 愛媛県西予市宇和町卯之町三
丁目434番地１ 日本ERI(株) MNNN-7027 平成25年03月19日

(仮称)三郷市新三郷ららシティ２丁目計画
大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町一丁

目1番8号
(一財)日本建築センター MNNN-7211 平成25年03月18日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号

(仮称)千種区観月長免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7210 平成25年03月18日

(仮称)東蒲田１丁目免震マンション スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7208 平成25年03月18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

(仮称)ライオンズ五反田計画 株式会社大京首都圏第二支店 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
4番13号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-7205 平成25年03月18日

(仮称)高輪台計画 野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-7201 平成25年03月18日

北里大学病院　新病院 学校法人　北里研究所 東京都港区白金五丁目九番一
号 (株)都市居住評価センター HNNN-7199 平成25年03月18日

社会医療法人生長会　阪南市民病院 阪南市 大阪府阪南市尾崎町35番地の
１ 日本ERI(株) MNNN-7177 平成25年03月15日

東京都第二本庁舎 東京都 東京都新宿区西新宿2-8-1 (一財)日本建築センター HNNN-7104 平成25年03月15日

東京都第一本庁舎 東京都 東京都新宿区西新宿2-8-1 (一財)日本建築センター HNNN-7103 平成25年03月15日

大塚製薬　大阪本部新ビル（仮称） 大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町二丁
目9番 (一財)日本建築センター NFNN-7278 平成25年03月14日

北國新聞社
南町駐車場計画｛施設併用五層五段型自走式自動車車庫｝ パーキングプロ株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅五

丁目5番22号 (一財)日本建築センター NFEN-7267 平成25年03月14日

(仮称)草薙様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7169 平成25年03月14日

大阪府庁本館(東館) 大阪府 大阪府大阪市中央区大手前2
丁目 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7162 平成25年03月14日

(仮称)墨田区千歳３丁目計画 株式会社　NIPPO 東京都中央区日本橋2丁目13
番10号 日本ERI(株) MNNN-7159 平成25年03月14日

(仮称)スタディランドビル 西脇スタディランドビル管理
組合

東京都渋谷区代々木１丁目55
番地8号 (株)東京建築検査機構 MNNN-7158 平成25年03月14日

多摩落合一丁目計画 医療法人財団　聖蹟会 埼玉県桶川市坂田1726番 (一財)日本建築センター MNNN-7154 平成25年03月14日

千葉メディカルセンター新病院 医療法人社団　誠馨会 千葉県千葉市若葉区加曽利町
1835－1 日本ERI(株) MNNN-7147 平成25年03月14日

(仮称)川崎市小倉有料老人ホーム スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋313ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7101 平成25年03月14日

(仮称)蔵前２丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号　新宿NSビル 日本ERI(株) HNNN-7180 平成25年03月14日

三層四段型自走式自動車車庫｛ナイスパークＮＰ－ＴＣＲ２型｝ 株式会社　内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３
１３９ (一財)日本建築センター NFEN-7255 平成25年03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

静岡県営住宅長田東団地Ａ棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町9-6 日本ERI(株) NFNN-7252 平成25年03月11日

静岡県営住宅子安団地3号棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町9-6 日本ERI(株) NFNN-7251 平成25年03月11日

（仮称）津市産業・スポーツセンター 津市 三重県津市西丸之内23番1号 (一財)日本建築センター NNNB-7239 平成25年03月07日

大分県立美術館(仮称) 大分県 大分県大分市大手町3丁目1番
1号 日本ERI(株) MNNB-7073 平成25年03月06日

富山市西町南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西町南地区市街地再開発組合 富山市上本町9番3号東洋ビル 日本ERI(株) NNNB-7243 平成25年03月05日

ＳＪＲ千早駅前（仮称）｛施設併用六層七段型自走式自動車車庫｝ アグナス株式会社 東京都港区虎ノ門4-1-9 (一財)日本建築センター NFEN-7245 平成25年03月05日

(仮称)津田沼区画整理３１街区プロジェクト(Ｂ棟) 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-7193 平成25年03月05日

(仮称)津田沼区画整理３１街区プロジェクト(Ａ棟) 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-7192 平成25年03月05日

(仮称)中百舌鳥駅前計画 スターツCAM株式会社
大阪支店

大阪府吹田市広芝町10-40
TEK第１ビル8F 日本ERI(株) MNNN-7190 平成25年03月05日

(仮称)上白根病院　増･改修計画 医療法人社団　恵生会 神奈川県横浜市緑区竹山3-1-
9 (一財)日本建築センター MNNN-7167 平成25年03月05日

愛媛県立中央病院整備運営事業　１号館 愛媛ホスピタルパートナーズ
株式会社 愛媛県松山市末広町7番地 日本ERI(株) MNNN-7156 平成25年03月05日

WAZAC函館五稜郭ナゴミ 東日本ハウス株式会社 岩手県盛岡市長田町２番20号 日本ERI(株) MNNN-7152 平成25年03月05日

会津中央病院第２期増築棟 財団法人　温知会 福島県会津若松市鶴賀町１－
１ (株)都市居住評価センター MNNN-7075 平成25年03月05日

半田市新庁舎 半田市 半田市東洋町二丁目1番地 (株)確認サービス MNNN-7055 平成25年03月05日

ＪＡグループ神奈川ビル 神奈川県信用農業協同組合連
合会

神奈川県横浜市中区海岸通１
丁目２番地の２ (一財)日本建築センター MFNN-7105 平成25年03月05日

城山町三丁目第一地区第一種市街地再開発事業 城山町三丁目第一地区市街地
再開発組合

栃木県小山氏城山町二丁目9
番17号 日本ERI(株) HNNN-7186 平成25年03月05日

東京医科大学西新宿キャンパス新教育研究棟 学校法人　東京医科大学 東京都新宿区新宿6丁目1番1
号 (一財)日本建築センター HNNN-7185 平成25年03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

(仮称)豊洲3-2街区ビル計画
豊洲三丁目開発特定目的会社 東京都中央区日本橋本町一丁

目9番13号
日本ERI(株) HNNN-7184 平成25年03月05日

株式会社IHI 東京都江東区豊洲三丁目1番1
号

順天堂大学キャンパス･ホスピタル再編事業(仮称)B棟 学校法人順天堂 東京都文京区本郷２－１－１ (一財)日本建築センター HNNN-7181 平成25年03月05日

(仮称)大阪市西区新町一丁目マンション計画 オリックス不動産株式会社 東京都港区芝二丁目14番5号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-7143 平成25年03月05日

飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業　住宅棟 飯田橋駅西口地区市街地再開
発組合

東京都千代田区富士見二丁目
11番9号 (一財)日本建築センター HNNN-7095 平成25年03月05日

やわらぎ 森のスタジアム 小島健康保険組合 愛知県豊田市下市場町6丁目2
1番地 (一財)日本建築総合試験所 NNNF-7231 平成25年03月04日

大阪木材仲買会館 大阪木材仲買協同組合 大阪府大阪市西区南堀江四丁
目18番10号 (一財)日本建築センター NNNB-7233 平成25年03月04日

（仮称）神田駿河台4-6計画 駿河台開発特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4番
1号日本橋一丁目ビルディング (一財)日本建築センター HNNB-7224 平成25年03月01日

室町東地区開発計画1-5街区 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1 (一財)日本建築センター HNNB-7034 平成25年03月01日

東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル 東京国際空港ターミナル株式
会社 東京都大田区羽田空港2-6-5 (一財)日本建築センター NNNB-7215 平成25年02月27日

(仮称)赤坂氷川町計画 株式会社サンウッド 東京都港区虎ノ門３丁目２番
２号 (一財)日本建築センター MNNN-7179 平成25年02月27日

秋田市新庁舎 秋田市長　穂積　志 秋田県秋田市山王一丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-7086 平成25年02月27日

(仮称)二日町マンション 鳥羽建設工業株式会社 宮城県仙台市宮城野区扇町3
丁目6－6 日本ERI(株) MNNN-7078 平成25年02月27日

(仮称)綾瀬循環器病院 医療法人社団　栄悠会 東京都足立区谷中3－12－10 日本ERI(株) MNNN-7074 平成25年02月27日

リサイクル燃料備蓄センター（第一棟）新設工事の内使用済燃料貯蔵
建屋 リサイクル燃料貯蔵株式会社 青森県むつ市大字関根宇水川

目596－1 日本ERI(株) MNNN-6980 平成25年02月27日

（仮称）ソフトウェア・サービス西宮原本社 株式会社ソフトウェア・サー
ビス

大阪府大阪市淀川区西宮原一
丁目7番38号 (一財)日本建築総合試験所 MNNB-7099 平成25年02月27日

日本橋ダイヤビルディング 三菱倉庫株式会社 東京都中央区日本橋一丁目19
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-7170 平成25年02月27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

広島駅南口Bブロック第一種市街地再開発施設建築物 広島駅Bブロック市街地再開
発組合

広島県広島市南区的場町2丁
目6番7号第5エビスビル5F (一財)日本建築総合試験所 HNNN-7096 平成25年02月27日

立正佼正会附属佼正病院 立正佼正会 東京都杉並区和田二丁目11番
1号 日本ERI(株) MNNN-7142 平成25年02月26日

JAバンク滋賀事務センタービル 滋賀県信用農業協同組合連合
会

滋賀県大津市京町四丁目3番3
8号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7090 平成25年02月26日

(仮称)トミー湯本工場5号棟 トミー株式会社 福島県双葉群大熊町大字熊字
新町818 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-7087 平成25年02月26日

(仮称)Ｄプロジェクト横浜大黒 大黒施設開発特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 日本ERI(株) MNNN-7084 平成25年02月26日

名駅三丁目27番地区開発計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (一財)日本建築センター HNNN-7049 平成25年02月26日

(仮称)ハーバーランドPJ 伊藤忠都市開発株式会社 大阪府大阪市北区梅田３丁目
１番３号 (一財)日本建築センター HNNN-7007 平成25年02月26日

（仮称）ラゾーナ川崎東芝ビル ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社 東京都港区芝浦一丁目１番１
号 (一財)日本建築センター HNNB-7046 平成25年02月26日

つがる総合病院立体駐車場計画｛施設併用六層七段型自走式自動車車
庫｝ 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石

浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-7187 平成25年02月19日

（仮称）大手町1－6計画 有限会社東京プライムステー
ジ　

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内 (一財)日本建築センター HNNB-7182 平成25年02月19日

(仮称)柏の葉キャンパスシティプロジェクト148駅前街区（設定敷地A
）アコモデーション棟 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋二丁目１

番１号 (株)都市居住評価センター MNNN-7218 平成25年02月18日

(仮称)東中野４丁目計画 住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号 (株)東京建築検査機構 HNNN-7173 平成25年02月18日

ヨドバシ博多ビル 株式会社　ヨドバシカメラ 東京都新宿区北新宿三丁目２
０番１号 (一財)日本建築センター NNNB-7174 平成25年02月15日

環状二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業Ⅲ街区 森ビル株式会社 東京都港区六本木六丁目10番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-7041 平成25年02月15日

(仮称)Ｋ２west 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番
1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-7171 平成25年02月13日

(仮称)タツタＥＭセンター タツタ電線株式会社 大阪府東大阪市岩田町2-3-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7145 平成25年02月13日

(仮称)N新社屋 任天堂株式会社 京都市南区上鳥羽鉾立町11番
地1 (一財)日本建築センター MNNN-7093 平成25年02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

前橋地方合同庁舎(仮称) 国土交通省　関東地方整備局 埼玉県さいたま市中央区新都
心二番地１ (一財)日本建築センター MNNN-7071 平成25年02月13日

(仮称)津田沼区画整理29街区プロジェクト（Ｄ棟）

野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号

(株)都市居住評価センター MNNN-7065 平成25年02月13日
三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号

東北大学(青葉山2)総合研究棟(理学系) 国立大学法人　東北大学 宮城県仙台市青葉区片平2丁
目1-1 日本ERI(株) MNNN-7063 平成25年02月13日

(仮称)阪急天六タワー 阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪
急ビルディング内 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-7144 平成25年02月13日

(仮称)津田沼区画整理29街区プロジェクト（Ｂ棟）

野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号

(株)都市居住評価センター HNNN-7064 平成25年02月13日
三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号

相模大野駅西側地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南棟 相模大野駅西側地区市街地再
開発組合

神奈川県相模原市南区相模大
野三丁目1番33 日本ERI(株) HNNN-7062 平成25年02月13日

(仮称)日本生命保険相互会社新東館 日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6
番6号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-7076 平成25年02月13日

(株)福島情報処理センター　別館 株式会社
福島情報処理センター

福島県郡山市桑野三丁目18-2
4 日本ERI(株) MNNN-7172 平成25年02月12日

(仮称)飯嶋様南久が原計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3－13－5
ＫＤＸ日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7166 平成25年02月12日

(仮称)湯島2丁目マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3－13－5
ＫＤＸ日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7165 平成25年02月12日

(仮称)板橋仲宿計画
大和小田急建設株式会社 東京都新宿区西新宿4-32-22

日本ERI(株) MNNN-7148 平成25年02月12日
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町1－6－

1

大鵬薬品工業　北島用地工場 大鵬薬品工業株式会社 東京都千代田区神田錦町1丁
目27番地 日本ERI(株) MNNN-7146 平成25年02月12日

(仮称)村田様免震マンション スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋313ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7100 平成25年02月12日

(仮称)初山様ビル スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋313ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7097 平成25年02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

北見赤十字病院 北見赤十字病院 北海道北見市北6条東2丁目1
番地 (一財)日本建築センター MNNN-7080 平成25年02月12日

(仮称)Dプロジェクト三郷3－5画地計画 大和ハウス工業株式会社
東京支社

東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNN-7072 平成25年02月12日

武蔵野の森総合スポーツ施設(仮称) 東京都 東京都新宿区西新宿二丁目8
番1号 (一財)日本建築センター MNNB-7157 平成25年02月12日

(仮称)有明北2-2-A街区計画
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4

番1号
(一財)日本建築センター HNNN-7070 平成25年02月12日

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

(仮称)株式会社平和　東上野１丁目新社屋 株式会社　平和 東京都台東区東上野二丁目22
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-7069 平成25年02月12日

大滝町二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大滝町二丁目地区市街地再開
発組合

神奈川県横須賀市若松町二丁目
4番地横須賀中央合同ビル6階 (一財)日本建築センター HNNN-7050 平成25年02月12日

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社 大阪府大阪市北区梅田一丁目

3番1-1100号
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-7098 平成25年02月12日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田二丁目
4番24号

(仮称)大分市複合文化交流施設 株式会社
大分駅南コミュニティサービス

大分県大分市花津留2丁目25
番16号 日本ERI(株) NNNB-7160 平成25年02月08日

東京国際空港（羽田）第2旅客ターミナルビル 日本空港ビルデング株式会社 東京都大田区羽田空港3-3-2 (一財)日本建築センター NFNB-7081 平成25年02月08日

ＪＲ成田駅東口再開発ビルＡ棟｛施設併用六層七段型自走式自動車車
庫｝ 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町77-1 (一財)日本建築センター NFEN-7161 平成25年02月08日

柏の葉プロジェクト｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫｝ 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-7150 平成25年02月05日

東京宝塚ビル再開発計画 東宝株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目
2番2号 (一財)日本建築センター HNNN-7053 平成25年02月04日

大宮桜木町１丁目計画(仮称) 日本郵便株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目
3番2号 日本ERI(株) HNNN-7030 平成25年02月04日

住友倉庫(仮称)淀屋橋ビル 株式会社　住友倉庫 大阪府大阪市西区川口二丁目
1番5号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7091 平成25年01月31日

(仮称)YH計画 相鉄不動産株式会社 横浜市西区北幸2－9－14 (株)東京建築検査機構 MNNN-7089 平成25年01月31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

(仮称)YH計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社 横浜市西区高島一丁目1番2号 (株)東京建築検査機構 MNNN-7089 平成25年01月31日

つがる総合病院 つがる西北五広域連合 青森県五所川原市字岩木町五
所川原市役所北棟４Ｆ (株)都市居住評価センター MNNN-7079 平成25年01月31日

株式会社マルハニチロ物流　川崎第三物流センター 株式会社マルハニチロ物流 東京都中央区豊海町14番17号 日本ERI(株) MNNN-7068 平成25年01月31日

(仮称) (株)アシックス新東京支社ビル計画 株式会社　アシックス 兵庫県神戸市中央区港島中町
7丁目1番1 日本ERI(株) MNNN-7059 平成25年01月31日

(仮称)高知電気ビル本館建替計画 四電ビジネス株式会社 香川県高松市丸の内2番5号 (株)都市居住評価センター MNNN-7056 平成25年01月31日

(仮称)株式会社ベルーナ埼玉新総合流通システムセンター 株式会社ベルーナ 埼玉県上尾市宮本町4番2号 日本ERI(株) MNNN-7054 平成25年01月31日

(仮称)林様太平４丁目計画 林　大介　 東京都墨田区江東橋2－9－5
－1605 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7045 平成25年01月31日

名古屋大学(東山)減災連携研究拠点施設 国立大学法人　名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町 (株)確認サービス MNNN-7035 平成25年01月31日

大隅鹿屋病院 社会医療法人鹿児島愛心会
大隅鹿屋病院

鹿児島県鹿屋市新川町6081番
地1 日本ERI(株) MNNN-7016 平成25年01月31日

(仮称)鶴見６丁目分譲マンション計画
近鉄不動産株式会社 大阪市天王寺区上本町六丁目

５番13号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-7011 平成25年01月31日

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪市西区土佐堀一丁目３番
７号

東海大学湘南校舎理工系整備事業（仮称）18号館新築計画 学校法人　東海大学 東京都渋谷区富ヶ谷二丁目28
番4号 (一財)日本建築センター MNNN-6954 平成25年01月31日

(仮称)JR久宝寺駅前商業住宅複合タワー
関電不動産株式会社 大阪市北区中之島六丁目2番2

7号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-7092 平成25年01月31日

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号

(仮称)港区高輪３丁目計画
京阪電鉄不動産株式会社 大阪府大阪市中央区大手前1

丁目7番31号
(株)都市居住評価センター HNNN-7047 平成25年01月31日

京阪電気鉄道株式会社 大阪府大阪市中央区大手前1
丁目7番31号

静岡銀行新本部棟（仮称）および研修センター棟 株式会社　静岡銀行 静岡県静岡市清水区草薙北2
番1号 (株)確認サービス HNNB-7057 平成25年01月31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

（仮称）キヤノン川崎事業所高層棟計画 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-7036 平成25年01月31日

(仮称)蒲田東日本ビル 東栄株式会社 東京都千代田区神田東松下町
17番地　 日本ERI(株) MNNN-7067 平成25年01月30日

(仮称)アルファグランデ一之江六番街 スターツデベロップメント株
式会社

東京都江戸川区中葛西5－33
－14 日本ERI(株) MNNN-7066 平成25年01月30日

ヤマト運輸株式会社　(仮称)ヤマト厚木物流ターミナル ヤマト運輸株式会社 東京都中央区銀座二丁目16番
10号 (株)都市居住評価センター MNNN-7061 平成25年01月30日

(仮称)正栄食品工業本社 正栄食品工業株式会社 東京都中央区日本橋芽場町1丁
目8番1号芽場町一丁目平和ビル (一財)日本建築センター MNNN-7051 平成25年01月30日

京都大学(医病)総合高度先端医療病棟 国立大学法人　京都大学 京都府京都市左京区吉田本町 (一財)日本建築センター MNNN-7040 平成25年01月30日

(仮称)中村様おおたかの森プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋313ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7028 平成25年01月30日

(仮称)北2条西4丁目計画
日本郵便株式会社 東京都千代田区霞が関1丁目3

番2号
(一財)日本建築センター HNNN-7043 平成25年01月30日

三井不動産株式会社　 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号

統合新病院（善通寺・香川小児）整備 独立行政法人　国立病院機構 香川県善通寺市仙遊町2丁目1
－1 日本ERI(株) MNNN-7029 平成25年01月25日

(仮称)板橋区仲宿サービス付き高齢者向け住宅 有限会社　水神湯 東京都板橋区仲宿50－1 日本ERI(株) MNNN-7006 平成25年01月25日

（仮称）センター北駅前商業施設
唐戸　勲 神奈川県横浜市都筑区すみれ

が丘32-6 ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-7088 平成25年01月23日

唐戸　正博 神奈川県横浜市都筑区牛久保
町1430番

（仮称）帝京大学板橋キャンパス大学棟 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀二丁目11番
1号 日本ERI(株) MNNN-7039 平成25年01月21日

総合病院土浦協同病院 茨城県厚生農業協同組合連合
会

茨城県水戸市梅香一丁目1番4
号 日本ERI(株) MNNN-7038 平成25年01月21日

（仮称）松山市医師会館 一般社団法人　松山市医師会 愛媛県松山市柳井町2丁目85 日本ERI(株) MNNN-7037 平成25年01月21日

日本大学新病院（仮称） 学校法人　日本大学 東京都千代田区九段南4-8-24 日本ERI(株) MNNN-6919 平成25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

燕市新庁舎 燕市長　鈴木　力 新潟県燕市吉田日之出町1番1
号 日本ERI(株) MNNB-7017 平成25年01月18日

（仮称）室町東地区開発計画2-3街区 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1 (一財)日本建築センター HNNF-7058 平成25年01月18日

(仮称)一条レジデンス三河安城計画 株式会社　一条工務店 静岡県浜松市中区砂山町354
番14 (一財)日本建築センター MNNN-7012 平成25年01月15日

益田赤十字病院新病院 益田赤十字病院 島根県益田市乙吉町イ103-1 日本ERI(株) MNNN-6993 平成25年01月15日

（仮称）サッポロ恵比寿ビル サッポロ不動産開発株式会社
東京都渋谷区恵比寿4－20－3恵
比寿ガーデンプレースタワー18
階

(株)都市居住評価センター MNNN-6985 平成25年01月15日

(仮称)三共様両国２丁目計画 株式会社　三共 東京都墨田区千歳2-12-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6972 平成25年01月15日

公立学校共済組合九州中央病院新病棟 公立学校共済組合九州中央病
院

福岡県福岡市南区塩原三丁目
23番1号 日本ERI(株) MNNN-6890 平成25年01月15日

(仮称)21・25森ビル建替計画 森ビル株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1
号六本木ヒルズ森タワー (一財)日本建築センター HNNN-7044 平成25年01月15日

（仮称）札幌北7東1計画 大和ハウス工業株式会社札幌
支店

北海道札幌市東区北6条東8丁
目1番10号 日本ERI(株) HNNN-6981 平成25年01月15日

（仮称）淀川区西宮原2丁目計画 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6940 平成25年01月15日

(仮称)仙台一番町計画
住友不動産株式会社
マンション事業本部
仙台事業支店

宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目4番25号 日本ERI(株) HNNN-6933 平成25年01月15日

（仮称）日本生命大手町ビル 日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目
６番６号

(一財)日本建築センター、(株
)都市居住評価センター HFNB-6977 平成25年01月15日

四層五段型自走式自動車車庫｛KITAGAWA PARKING5 (H-
PCR480型)｝ 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町77-1 (一財)日本建築センター NFEN-7052 平成25年01月11日

（仮称）Ｄプロジェクト東京城南島 大和ハウス工業株式会社
東京支社 東京都千代田区飯田橋3-13-1 日本ERI(株) MNNN-7008 平成25年01月11日

九州厚生年金病院 財団法人厚生年金事業振興団 北九州市八幡西区岸の浦1-8-
1 (一財)日本建築センター MNNN-7005 平成25年01月11日

（仮称）南八幡５丁目プロジェクト 株式会社ＡＫビルディング 千葉県市川市南八幡5丁目10
番4号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6987 平成25年01月11日

(仮称)田村様免震マンション スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7013 平成25年01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

(仮称)後藤様境２丁目プロジェクト スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋313ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7019 平成25年01月09日

（仮称）千葉西総合病院新病院 社会医療法人社団木下会 千葉県松戸市金ヶ作107-1 日本ERI(株) MNNN-7018 平成25年01月09日

川崎重工業　明石工場
総合事務所建設工事（その2）（データセンター棟） 川崎重工業株式会社 兵庫県明石市川崎町1番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7009 平成25年01月09日

(仮称)港区麻布台３丁目計画 丸紅株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
4番2号 (一財)日本建築センター HNNN-7032 平成25年01月09日

（仮称）南麻布五丁目共同住宅計画 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1 (株)東京建築検査機構 MNNN-6891 平成24年11月16日

（仮称）泉一丁目計画Ⅱ 野村不動産株式会社名古屋支
店

愛知県名古屋市中区錦二丁目
19番6号 日本ERI(株) MNNN-6884 平成24年11月16日

株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東　東扇島物流センター2期棟 株式会社
ニチレイロジグループ本社

東京都中央区築地七丁目17番
1号 日本ERI(株) MNNN-6878 平成24年11月16日

(仮称)三郷市新三郷ららシティ２丁目計画
大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町一丁

目1番8号
(一財)日本建築センター MNNN-6877 平成24年11月16日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号

（仮称）全日空殿町計画 全日本空輸株式会社 東京都港区東新橋1-5-2
汐留シティセンター (一社)日本免震構造協会 MNNN-6875 平成24年11月16日

（仮称）市川塩浜プロジェクト 市川塩浜特定目的会社 東京都港区東新橋一丁目5番2
号 日本ERI(株) MNNN-6858 平成24年11月16日

（仮称）富士見1丁目計画 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-6887 平成24年11月16日

（仮称）晴海三丁目西地区Ａ２・Ａ３街区計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-6861 平成24年11月16日

（仮称）立川駅北口西地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 立川駅北口西地区市街地再開
発組合 東京都立川市曙町1-12-22 (株)東京建築検査機構 HNNN-6859 平成24年11月16日

(仮称)美竹ビルマンション建替事業　施行再建マンション 美竹ビルマンション建替組合 東京都中央区日本橋一丁目13
番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-6873 平成24年11月12日

第一生命相互館建替計画 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目
13番1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-6865 平成24年11月12日

東北大学（片平）産学連携材料開発拠点施設 国立大学法人　東北大学 宮城県仙台市青葉区片平二丁
目１番１号 日本ERI(株) MNNN-6856 平成24年11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

（仮称）小津ビル 株式会社　小津商店 東京都中央区日本橋本町3丁
目6番2号 日本ERI(株) MNNN-6849 平成24年11月12日

株式会社マルハニチロ物流　川崎第三物流センター 株式会社マルハニチロ物流 東京都中央区豊海町14番17号 日本ERI(株) MNNN-6843 平成24年11月12日

(仮称)森山リハビリテーション病院 医療法人社団　森山医会 東京都江戸川区西葛西６丁目
15番24号 日本ERI(株) MNNN-6758 平成24年11月12日

千葉大学（医病）新外来診療棟 国立大学法人　千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-
33 日本ERI(株) MNNN-6417 平成24年11月12日

（仮称）21・25森ビル建替計画 森ビル株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1
号六本木ヒルズ森タワー (一財)日本建築センター HNNN-6867 平成24年11月12日

二子玉川東第二地区第一種市街地再開発事業［Ⅱ-a街区］施設建築物 二子玉川東第二地区市街地再
開発組合

東京都世田谷区玉川二丁目24
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-6836 平成24年11月12日

日本海事検定協会新分析センター 一般社団法人日本海事検定協
会

東京都中央区八丁堀一丁目9
番7号 日本ERI(株) MNNN-6848 平成24年11月09日

セキスイハイム東海　沼津支社　新社屋計画 セキスイハイム東海
株式会社

静岡県浜松市中区板屋町111-
2 アクトタワー25階 日本ERI(株) MNNN-6860 平成24年11月08日

(仮称)神戸海岸通6丁目タワーマンション 神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜町２丁目10
番26号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6863 平成24年11月08日

京都市立病院整備運営事業 株式会社ＳＰＣ京都 京都府京都市中京区壬生坊城
町12番地13 日本ERI(株) MNNN-6854 平成24年11月07日

（仮称）箱根小涌谷_修古館新築計画 岡田　和生 東京都渋谷区猿楽町12番4号 日本ERI(株) MNNN-6845 平成24年11月07日

ライオンズ仙台レジデンス 株式会社　大京　東北支店 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27
プライムスクエア広瀬通5F

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6802 平成24年11月07日

（仮称）東雲キャナルコート地区（複合用地２地区）計画（住宅棟） 野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 日本ERI(株) HNNN-6846 平成24年11月07日

三重大学医学部附属病院 国立大学法人三重大学 三重県津市栗真町屋町1577 日本ERI(株) HNNN-6835 平成24年11月07日

(仮称)港区西麻布４丁目タワープロジェクト 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 日本ERI(株) HNNN-6638 平成24年11月07日

前田不動産ＭＦ西天満ビル 前田不動産株式会社 大阪府大阪市北区西天満6丁
目1番2号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6851 平成24年11月06日

岸本ビル 岸本ビル株式会社 大阪府河内長野市汐の宮町29
番7号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6850 平成24年11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

佐伯市庁舎 佐伯市 大分県佐伯市中村南町1番1号 日本ERI(株) MNNN-6847 平成24年11月05日

中央合同庁舎第4号館(耐震改修) 国土交通省 東京都千代田区霞が関2-1-2 (一財)日本建築センター MNNN-6823 平成24年11月05日

(仮称)玉川大学MMRC棟 学校法人　玉川学園　 東京都町田市玉川学園6－1－
1 日本ERI(株) MNNN-6696 平成24年11月05日

北品川五丁目第1地区第一種市街地再開発事業
超高層住宅棟(Ｄ棟)施設建築物

北品川五丁目第1地区市街地
再開発組合

東京都品川区北品川五丁目5
番27号 (一財)日本建築センター HNNN-6844 平成24年11月05日

新宿東宝ビル開発計画 東宝株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目
2番2号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNF-6862 平成24年11月05日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｂブロック

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

(一財)日本建築センター HNNB-6857 平成24年11月02日

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

ナレッジ・キャピタル開発特
定目的会社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6
番1号

(仮称)GLP厚木プロジェクト
汐留シティセンター
厚木ロジスティック特定目的会
社

東京都港東新橋一丁目5番2号 日本ERI(株) MNNN-6819 平成24年10月30日

東北大学（星陵）メディカル・メガバンク等拠点施設 国立大学法人　東北大学 宮城県仙台市青葉区片平二丁
目1－1 日本ERI(株) MNNN-6813 平成24年10月30日

（仮称）アルファグランデ葛西臨海公園 スターツデベロップメント株
式会社

東京都江戸川区中葛西5-33-1
4　ライフランド葛西2F 日本ERI(株) MNNN-6837 平成24年10月29日

（仮称）リコーロジスティクス株式会社物流センター宮城 リコーロジスティクス株式会
社

東京都大田区京浜島1丁目2番
6号 (一財)日本建築センター MNNN-6833 平成24年10月29日

株式会社東芝　電力システム社　京浜事業所　１号館 株式会社東芝　京浜事業所 神奈川県横浜市鶴見区末広町
2丁目4番地 日本ERI(株) MNNN-6832 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

（仮称） MM21-46 街区プロジェクト 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番
1号 (株)東京建築検査機構 HFNB-6841 平成24年10月29日

延岡市新庁舎 延岡市 宮崎県延岡市東本小路2番地1 日本ERI(株) MNNF-6790 平成24年10月26日

武蔵野の森総合スポーツ施設（仮称） 東京都 東京都新宿区西新宿二丁目8
番1号 (一財)日本建築センター MNNB-6834 平成24年10月26日

吉祥寺フロムイーストビル みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1丁目2番
1号 (一財)日本建築センター NNNB-6810 平成24年10月24日

横浜山下町地区B1街区施設建築物 独立行政法人　都市再生機構
東日本都市再生本部

東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー　15階 (一財)日本建築センター MNNB-6665 平成24年10月24日

新愛育病院 社会福祉法人　恩賜財団
母子愛育会

東京都港区南麻布五丁目六番
八号 (株)都市居住評価センター MNNN-6831 平成24年10月23日

幸区役所庁舎 川崎市 川崎氏川崎区宮本町１番地 (一財)日本建築センター MNNN-6830 平成24年10月23日

福岡市新病院 株式会社　FCHパートナーズ 福岡県福岡市中央区天神一丁
目14番16号　福岡三栄ビル2F 日本ERI(株) MNNN-6825 平成24年10月23日

（仮称）北海道東京事務所

株式会社栗林商会 北海道室蘭市入江町1-19

日本ERI(株) MNNN-6820 平成24年10月23日株式会社北海道ジェイ・アー
ル商事

北海道札幌市東区北六条東4-
1-4

ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋2-5-13日
本橋富士ビル

神奈川県立がんセンター

神奈川メディカルサービス株
式会社

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町二丁目２３番２

(株)都市居住評価センター MNNN-6815 平成24年10月23日地方独立行政法人
神奈川県立病院機構
神奈川県立がんセンター

神奈川県横浜市旭区中尾1丁
目1番2

（仮称）流山中村様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6－21
－7スターツ西葛西ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6814 平成24年10月23日

福岡徳洲会病院 医療法人　徳州会 大阪府大阪市北区梅田1－3－
1200 日本ERI(株) MNNN-6796 平成24年10月23日

(仮称)松山市民病院増築改修 財団法人　永頼会 愛媛県松山市大手町2－6－5 (一財)日本建築センター MNNN-6742 平成24年10月23日

茨城県営業所建替計画 清水建設株式会社関東支店 埼玉県さいたま市大宮区下町
１丁目51番地　木崎屋ビル (株)東京建築検査機構 MNNN-6683 平成24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

（仮称）上白根病院　増・改修計画 医療法人団体　恵生会 神奈川県横浜市緑区竹山3－1
－9 (一財)日本建築センター MNNN-6673 平成24年10月23日

大隈鹿屋病院 社会医療法人鹿児島愛心会
大隈鹿屋病院

鹿児島県鹿屋市新川町6081番
地１ 日本ERI(株) MNNN-6605 平成24年10月23日

大星八重洲ビル 大星ビル管理株式会社 東京都文京区小石川４丁目22
番2号 (一財)日本建築センター MFNN-6824 平成24年10月23日

(仮称)阿倍野筋３丁目計画 野村不動産株式会社大阪支店 大阪府大阪市西区阿波座1丁
目4番4号 日本ERI(株) HNNN-6822 平成24年10月23日

南小岩七丁目西地区第一種市街地再開発事業
財団法人首都圏不燃建築公社 東京都港区新橋四丁目6番15

号日新建物新橋ビル
日本ERI(株) HNNN-6817 平成24年10月23日

スターツコーポレーション株
式会社

東京都中央区日本橋三丁目4番
10号スターツ八重洲中央ビル

（仮称）豊洲３－１街区ビル計画
豊洲３の１特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1丁

目11番地　さくら綜合事務所内
日本ERI(株) HNNN-6809 平成24年10月23日

株式会社　ＩＨＩ 東京都江東区豊洲三丁目1番1
号

（仮称）中央区晴海二丁目マンション計画（第１期/Ｃ１街区） 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 日本ERI(株) HNNN-6805 平成24年10月23日

神田錦町三丁目共同建替計画

三井住友海上火災保険
株式会社

東京都中央区新川二丁目27番
2号

(一財)日本建築センター HNNN-6795 平成24年10月23日株式会社　大修館書店 東京都千代田区神田錦町三丁
目24番

住友商事株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番1
1号

（仮称）オンワードホールディングス本社ビル建設計画 株式会社オンワードホールデ
ィングス 東京都中央区京橋1－7－1 (株)都市居住評価センター HNNN-6693 平成24年10月23日

(仮称)一宮市新庁舎 一宮市 愛知県一宮市本町２丁目５－
６ 日本ERI(株) HNNN-6652 平成24年10月23日

新総合資料館（仮称） 京都府 京都府京都市上京区下立売通
新町西入藪ノ内町 (一財)日本建築センター NNNB-6816 平成24年10月22日

住友不動産渋谷ガーデンタワー 住友不動産株式会社
都市開発事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号

(一財)日本建築センター、(株
)都市居住評価センター HFNB-6811 平成24年10月22日

（仮称）泉一丁目計画
住友不動産株式会社
マンション事業本部
名古屋事業所

愛知県名古屋市中区新栄町一
丁目五番地 日本ERI(株) HNNN-6807 平成24年10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

（仮称）京王重機ビル再開発事業 京王重機整備株式会社 東京都渋谷区笹塚1-47 (公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNN-6803 平成24年10月19日

大津駅西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大津駅西地区市街地再開発組
合 滋賀県大津市末広町４番５号 日本ERI(株) HNNN-6666 平成24年10月19日

東京都健康長寿医療センター 地方独立行政法人
東京都健長寿医療センター 東京都板橋区栄町35番2号 ビューローベリタスジャパン(

株) MNNN-6808 平成24年10月16日

（仮称）新野口病院 医療法人
野口記念会（財団） 大分県別府市野口中町6－33 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6804 平成24年10月16日

(仮称)MTC計画 株式会社
白金ハウスプロジェクト

東京都港区西新橋１丁目２番９
号
日比谷セントラルビル１４階

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6801 平成24年10月16日

（仮称）高根町4丁目計画
佐藤工業株式会社 東京都中央区日本橋本町4丁

目12番19号
日本ERI(株) MNNN-6798 平成24年10月16日

ナイスエスト株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央4丁目33番1号

（仮称）ＹＨ計画
相鉄不動産株式会社 横浜市西区北幸2－9－14

(株)東京建築検査機構 MNNN-6797 平成24年10月16日
三井不動産レジデンシャル株
式会社 横浜市西区高島一丁目1番2号

近森病院本館 社会医療法人　近森会 高知市大川筋１丁目１番１６
号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6792 平成24年10月16日

千葉県医師会館 社団法人千葉県医師会 千葉県千葉市中央区千葉港7-
1 日本ERI(株) MNNN-6788 平成24年10月16日

（仮称）文京ビル 株式会社ビットアイル 東京都品川区東品川2丁目5番
5号　HarborOne ビル5F (一財)日本建築センター MNNN-6757 平成24年10月16日

長野県厚生農業協同組合連合会　篠ノ井総合病院新病院整備　第１期 長野県厚生農業協同組合連合
会

長野県長野市大字南長野北石
堂町1177番地3 日本ERI(株) MNNN-6756 平成24年10月16日

株式会社丸本組　本社ビル 株式会社丸本組 宮城県石巻市開成１番地35 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6743 平成24年10月16日

プロロジスパーク神戸プロジェクト 神戸特定目的会社 東京都千代田区丸の内2丁目7
番3号　東京ビルディング21階

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6735 平成24年10月16日

（仮称）中葛西３丁目マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6711 平成24年10月16日

東北大学（青葉山１）工学研究科電子・応物系実験研究棟 国立大学法人　東北大学 宮城県仙台市青葉山片平二丁
目1－1 日本ERI(株) MNNN-6692 平成24年10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）

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

住友倉庫（仮称）淀屋橋ビル 株式会社　住友倉庫 大阪府大阪市西区川口二丁目
１番５号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6627 平成24年10月16日

（仮称）三共様両国２丁目計画 株式会社　三共 東京都墨田区千歳2-12-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6617 平成24年10月16日

(仮称)レニア会新病院 c 東京都清瀬市元町2-2-20 日本ERI(株) MNNN-6612 平成24年10月16日

(仮称)谷町５丁目マンション計画
伊藤忠都市開発株式会社 大阪市北区梅田3-1-3

(一財)日本建築センター HNNN-6793 平成24年10月16日
三菱地所レジデンス株式会社 大阪市北区天満橋1-8-30

上尾中山道東側地区第一種市街地再開発事業施設建築物 上尾中山道東側地区市街地再
開発組合

埼玉県上尾市仲町1丁目7番8
号 (一財)日本建築センター HNNN-6789 平成24年10月16日

（仮称）ルフォン高輪台計画 株式会社　サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目
６番１号 (一財)日本建築センター HNNN-6747 平成24年10月16日

北里大学病院　新病棟 学校法人　北里研究所 東京都港区白金五丁目九番一
号 (株)都市居住評価センター HNNN-6675 平成24年10月16日

成田国際空港管制塔耐震改修計画 国土交通省　東京航空局　 東京都千代田区九段南1－1－
15 (一財)日本建築センター HNNN-6672 平成24年10月16日

（仮称）ＪＲ高槻駅北東地区開発事業集合住宅Ｂ
関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6丁

目2－27
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-6650 平成24年10月16日

阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区角田町１番
１号

トータテ東白島PJ（西棟） 株式会社　トータテ 広島県広島市中区国泰寺町町
二丁目４番７号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6626 平成24年10月16日

（仮称）大手町1－6計画 有限会社東京プライムステー
ジ　

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内 (一財)日本建築センター HNNB-6800 平成24年10月16日

江東区（仮称）シビックセンター 江東区 東京都江東区東陽四丁目11番
28号 (株)都市居住評価センター HNNB-6746 平成24年10月16日

中央合同庁舎第８号館整備等事業（新庁舎） ８号館ＰＦＩ株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-6716 平成24年10月15日

上村工業株式会社　中央研究所再構築プロジェクト　中央研究所
第１研究棟 上村工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町３

丁目２番６号 (一財)日本建築センター MNNN-6760 平成24年10月12日

長崎市新市立病院整備運営事業 長崎ホスピタルパートナーズ
株式会社 長崎県長崎市平和町4－8 日本ERI(株) MNNN-6698 平成24年10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

（仮称）港区芝三丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町3丁
目1番20号 (株)東京建築検査機構 HNNN-6787 平成24年10月12日

阿倍野B2地区第2種市街地再開発事業D4-1棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社

大阪市中央区備後町四丁目1
番3号 日本ERI(株) HNNN-6786 平成24年10月12日

(仮称)渋谷区本町三丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町3－1
－20 日本ERI(株) HNNN-6761 平成24年10月12日

仙台第１地方合同庁舎増築棟 国土交通省　東北地方整備局
営繕部 仙台市青葉区二日町9-15 (一財)日本建築センター HNNN-6748 平成24年10月12日

(仮称)中野四丁目開発計画　区域5　オフィス棟 中野駅前開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら総合事務所内 (一財)日本建築センター HNNB-6799 平成24年10月12日

新阪急大井ビル（仮称） 株式会社　大井開発 東京都品川区大井１丁目50番
5号 (一財)日本建築センター HFNN-6755 平成24年10月12日

(仮称)京橋3-1プロジェクト 京橋開発特定目的会社
東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地
さくら綜合事務所内

(株)東京建築検査機構 HFNB-6794 平成24年10月12日

朝日放送本社 朝日放送株式会社 大阪府大阪市福島区福島一丁
目1番30号 (一財)日本建築センター HFNB-6791 平成24年10月12日

市立西脇病院 西脇市 兵庫県西脇市郷瀬町605番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6745 平成24年10月10日

市立牧方市民病院 牧方市 大阪府牧方市禁野本町2－14
－1 日本ERI(株) MNNN-6713 平成24年10月10日

WAZAC函館五稜郭ミヤビ１ 東日本ハウス株式会社 岩手県盛岡市長田町2番20号 日本ERI(株) MNNN-6710 平成24年10月10日

（仮称）消防本部・石田消防署庁舎 静岡市長　田辺　信宏 静岡県静岡市葵区追手町5番1
号 日本ERI(株) MNNN-6564 平成24年10月10日

東北大学（青葉山１）工学研究科マテリアル・開発系実験研究棟 国立大学法人　東北大学 宮城県仙台市青葉区片平二丁
目１番１号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-6590 平成24年10月10日

徳島銀行本店 株式会社　徳島銀行 徳島県徳島市富田浜1丁目16
番地 日本ERI(株) MNNN-6704 平成24年10月05日

（仮称）表参道プロジェクト ＭＤ表参道特定目的会社 東京都千代田区有楽町一丁目
2番2号 (一財)日本建築センター NNNB-6759 平成24年10月04日

スタンレー電気本社ビル スタンレー電気株式会社 東京都目黒区中目黒2丁目9番
13号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MFNB-6667 平成24年10月03日

（仮称）JR姫路駅NKビル ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本不動産開発株
式会社 兵庫県尼崎市潮江1-1-60 (一財)日本建築センター NNNB-6659 平成24年10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

安曇野市新本庁舎 安曇野市 長野県安曇野市豊科4932番地
46 日本ERI(株) MNNB-6694 平成24年10月02日

東京ベイ・浦安市川医療センター 公益社団法人
地域医療振興協会

東京都千代田区平河町二丁目
六番三号 (一財)日本建築センター MNNN-6740 平成24年10月01日

シマノウエストウイング 株式会社　シマノ 大阪府堺市堺区老松町3丁目7
7番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6737 平成24年10月01日

大崎市民病院 大崎市病院事業 宮城県大崎市古川千手寺町2
－3－10 日本ERI(株) MNNN-6736 平成24年10月01日

（仮称）北区中津1丁目計画

大和ハウス工業株式会社 大阪市北区梅田3丁目3番5号

(一財)日本建築センター HNNN-6739 平成24年10月01日MID都市開発株式会社 大阪府北区堂島浜一丁目4番4
号

住友商事株式会社 大阪府中央区北浜4丁目5番33
号

（仮称）新宿駅南口地区基盤整備事業　新宿駅新南口開発ビル
東日本旅客鉄道株式会社 東京都北区東田端2-20-68

(一財)日本建築センター HFNB-6741 平成24年10月01日
国土交通省東京国道事務所 東京都千代田区九段南1-2-1

九段第3合同庁舎15階

(仮称)（株）アシックス新東京支社ビル計画 株式会社　アシックス 兵庫県神戸市中央区港島中町
７丁目１番１ 日本ERI(株) MNNN-6718 平成24年09月28日

（仮称）掛川市・袋井市新病院 掛川市・袋井市新病院建設事
務組合

静岡県掛川市大池2798番地の
11 日本ERI(株) MNNN-6717 平成24年09月28日

（仮称）柏の葉キャンパスシティプロジェクト148駅前街区（設定敷地
Ａ）アコモデーション棟 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋二丁目1

番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-6709 平成24年09月28日

トシン･グループ本社ビル トシン･グループ株式会社 東京都新宿区新宿一丁目3－7 ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6706 平成24年09月28日

庁舎建設事業　東広島市庁舎 東広島市 広島県東広島市西条栄町8番2
9号 日本ERI(株) MNNN-6695 平成24年09月28日

佐久総合病院　佐久医療センター 長野県厚生農業協同組合連合
会

長野市大字南長野北石堂町11
77－3　ＪＡ長野県ビル 日本ERI(株) MNNN-6682 平成24年09月28日

（仮称）三郷市新三郷ららシティ２丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (一財)日本建築センター MNNN-6674 平成24年09月28日

高松赤十字病院新棟（中央診療棟（仮称）） 高松赤十字病院 香川県高松市番町４丁目１番
３号 日本ERI(株) MNNN-6488 平成24年09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

旭通４丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 旭通４丁目地区市街地再開発
組合

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町
５丁目５番２号 日本ERI(株) HNNN-6714 平成24年09月28日

(仮称)港町プロジェクトA棟 京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪二丁目20番20
号 (一財)日本建築センター HNNN-6712 平成24年09月28日

(仮称）大阪市中央区北浜東計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

大阪府大阪市中央区備後町4
丁目1番3号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6701 平成24年09月28日

(仮称)名古屋東京海上日動ビルディング 東京海上日動火災保険株式会
社

東京都千代田区丸の内一丁目
2番1号 日本ERI(株) HNNN-6690 平成24年09月28日

（仮称）小宮町集合住宅Ｄ敷地 近鉄不動産株式会社 大阪市天王寺区上本町6丁目5
番13号 日本ERI(株) HNNN-6680 平成24年09月28日

実践女子学園　創立120周年記念整備事業　1期渋谷校地整備計画
大学・短期大学校舎棟 学校法人　実践女子学園 東京都日野市大坂上4-1-1 日本ERI(株) HNNN-6677 平成24年09月28日

飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業　業務・商業棟 飯田橋駅西口地区市街地再開
発組合

東京都千代田区富士見二丁目
11番9号 (一財)日本建築センター HNNB-6744 平成24年09月28日

(仮称)藤沢徳洲会総合病院 医療法人徳洲会
茅ヶ崎徳洲会総合病院 神奈川県茅ヶ崎市幸町14－1 日本ERI(株) MNNN-6660 平成24年09月27日

東京理科大学　葛飾キャンパス計画　図書館・集会場棟 学校法人　東京理科大学 東京都新宿区神楽坂１丁目３
番地 (株)都市居住評価センター NNNB-6715 平成24年09月26日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ａブロック

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-6679 平成24年09月26日

東京都港区港南二丁目15番2
号 ノースアセット特定目的会社

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6
番1号

読売新聞東京本社ビル 株式会社　読売新聞東京本社 東京都中央区銀座6丁目17番1
号 (一財)日本建築センター HNNB-6637 平成24年09月26日

（仮称）ＭＣＣ三鷹新棟計画 三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目
３番１号 (一財)日本建築センター MNNN-6691 平成24年09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

（仮称）鵠沼橘一丁目計画 株式会社エスケークリード 東京都千代田区岩本町3－8－
16 日本ERI(株) MNNN-6678 平成24年09月24日

町田病院改築計画 医療法人　旦龍会　町田病院 高知県高知市旭町１丁目１０
４番地 日本ERI(株) MNNN-6676 平成24年09月24日

（仮称）日本橋１丁目プロジェクト 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号　東京建物本社ビル (一財)日本建築センター MNNN-6644 平成24年09月24日

（仮称）Ｄプロジェクト相模原 大和ハウス工業株式会社
東京支社

東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNN-6643 平成24年09月24日

（仮称）東壽会ビル別館 医療法人社団　東壽会 東京都江東区木場5-3-7 日本ERI(株) MNNN-6641 平成24年09月24日

愛知県警察本部庁舎本館耐震改修 愛知県警察本部長　河邉
有二

名古屋市中区三の丸二丁目１
番１号 (株)確認サービス MFNN-6653 平成24年09月24日

（仮称）難波マンション計画 リバー産業株式会社 大阪府岸和田市沼町２番１号 日本ERI(株) HNNN-6700 平成24年09月24日

平塚市民病院 平塚市民病院 神奈川県平塚市南原1－19－1 (一財)日本建築センター HNNN-6651 平成24年09月24日

府中宮西町計画 旭化成不動産レジデンス株式
会社

東京都新宿区西新宿2－3－1
新宿モノリス17階 日本ERI(株) HNNN-6645 平成24年09月24日

国立国際医療研究センター 独立行政法人
国立国際医療研究センター

東京都新宿区戸山１丁目21番
１号 (株)都市居住評価センター HNNN-6573 平成24年09月24日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｂブロック

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

(一財)日本建築センター HNNB-6584 平成24年09月24日

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

ナレッジ・キャピタル開発特
定目的会社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6
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

加賀電子株式会社本社ビル 加賀電子株式会社 東京都千代田区外神田三丁目
12番8号 (一財)日本建築センター NFNN-6642 平成24年09月21日

那覇市新庁舎 那覇市役所 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1
号 日本ERI(株) MNNN-6668 平成24年09月21日

ヨドバシ博多ビル 株式会社　ヨドバシカメラ 東京都新宿区北新宿三丁目２
０番１号 (一財)日本建築センター NNNB-6699 平成24年09月19日

東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル 東京国際空港ターミナル株式
会社 東京都大田区羽田空港2-6-5 (一財)日本建築センター NNNB-6599 平成24年09月19日

紀の川市新庁舎 和歌山県紀の川市 和歌山県紀の川市西大井338
番地 日本ERI(株) MNNN-6656 平成24年09月19日

(仮称)赤塚様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6655 平成24年09月19日

（仮称）横溝様樽町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6654 平成24年09月19日

東北大学（青葉山１）工学研究科　人間・環境系実験棟 国立大学法人　東北大学 宮城県仙台市青葉区片平二丁
目1－1 日本ERI(株) MNNN-6562 平成24年09月19日

(仮称)東灘区住吉東プロジェクト
株式会社
長谷工コーポレーション
大阪エンジニアリング事業部

大阪府大阪市中央区平野町1-
5-7 (株)都市居住評価センター HNNN-6664 平成24年09月19日

（仮称）北区滝野川六丁目計画（Ａ棟） 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (株)都市居住評価センター HNNN-6663 平成24年09月19日

（仮称）芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業

東京都市開発株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目6
番2号

(一財)日本建築センター HNNN-6661 平成24年09月19日

ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋二丁目5
番13号

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25
番1号

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

東京都下水道局 東京都新宿区西新宿二丁目8
番1号

（仮称）豊洲3-2街区[B3街区]開発計画
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26

番2号
(株)東京建築検査機構 HNNN-6648 平成24年09月19日

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号

25/437 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

（仮称）豊洲3-2街区[B3街区]開発計画

東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番2号

(株)東京建築検査機構 HNNN-6648 平成24年09月19日
三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20

新関西電力病院 関西電力株式会社 大阪市北区中之島３丁目６番
１６号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6646 平成24年09月19日

（仮称）渋谷二丁目21地区開発計画
東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野三丁目19

番6号
(一財)日本建築センター HNNB-6647 平成24年09月19日

渋谷新文化街区プロジェクト
推進協議会　事業推進者 東京都渋谷区南平台町5番6号

（仮称）丸全昭和運輸株式会社　関西支店　堺倉庫営業所 丸全昭和運輸株式会社 横浜市中区南仲道二丁目十五
番地 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6613 平成24年09月18日

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社 大阪市北区梅田一丁目3番1-1

100号　大阪駅前第1ビル11階
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-6689 平成24年09月14日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田二丁目
4番24号

市立根室病院 根室市 北海道根室市常盤町２丁目２
７番地 (一財)日本建築センター MNNN-6636 平成24年09月10日

第二ぬ利彦ビル建替計画 株式会社　ぬ利彦 東京都中央区京橋二丁目九番
二号 (一財)日本建築センター MNNN-6585 平成24年09月10日

公立陶生病院 公立陶生病院組合 愛知県瀬戸市西追分町１６０
番地 (株)確認サービス MNNN-6561 平成24年09月10日

九番丁MGビル 合資会社　湊組 和歌山県和歌山市湊二丁目12
番24号 日本ERI(株) MNNN-6504 平成24年09月10日

長崎県立総合運動公園新陸上競技場（仮称） 長崎県　 長崎県長崎市江戸町2番13号 (一財)日本建築センター MFNB-6593 平成24年09月10日

日本橋ダイヤビルディング 三菱倉庫株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１
９番１号 (一財)日本建築センター HNNN-6640 平成24年09月10日

(仮称)江東区東雲一丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目１番２０号 (株)東京建築検査機構 HNNN-6633 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

（仮称）高輪台計画 野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-6616 平成24年09月10日

（仮称）京橋二丁目プロジェクト（京橋トラストタワー） 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目3番17
号 (一財)日本建築センター HNNF-6614 平成24年09月10日

福山市民病院立体駐車場｛五層六段型自走式自動車車庫｝ 株式会社北川鉄鋼所 広島県府中市元町77-1 (一財)日本建築センター NFEN-6662 平成24年09月07日

吹田徳洲会病院整備計画 医療法人沖縄徳洲会 沖縄県島尻郡八重瀬町宇外間
80番他 日本ERI(株) MNNN-6602 平成24年09月07日

（仮称）一条レジデンス浜松 株式会社一条工務店 静岡県浜松市中区砂山町354
番14 (株)確認サービス MNNN-6580 平成24年09月07日

（仮称）恵比寿一丁目事務所ビル 有限会社　いとう 東京都渋谷区恵比寿4丁目6番
1号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6579 平成24年09月07日

（仮称）淀屋橋東京海上日動ビル 三菱地所株式会社 大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30 OAP タワー (株)都市居住評価センター MNNN-6568 平成24年09月07日

阿南市新庁舎 阿南市 徳島県阿南市富岡町トノ町12
番地3 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6496 平成24年09月07日

東京医科大学西新宿キャンパス新教育研究棟 学校法人　東京医科大学 東京都新宿区新宿６丁目１番
１号 (一財)日本建築センター HNNN-6606 平成24年09月07日

（仮称）東中野４丁目計画 住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号 (株)東京建築検査機構 HNNN-6604 平成24年09月07日

IMW　PROJECT 医療法人　医誠会 大阪市東淀川区菅原6丁目2番
25 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6603 平成24年09月07日

（仮称）仙台一番町計画
住友不動産株式会社
マンション事業本部
仙台事業支店

宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目4番25号 日本ERI(株) HNNN-6598 平成24年09月07日

（仮称）清和梅田計画 清和綜合建物株式会社 東京都港区芝大門一丁目１－
２３ (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6575 平成24年09月07日

中山様センター北ビル スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6601 平成24年09月06日

神戸市中央区中山手通二丁目計画 三菱地所レジデンス株式会社 大阪府大阪市北区天満橋一丁
目8番30号 日本ERI(株) MNNN-6588 平成24年09月06日

清水駅西第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 清水駅西第一区市街地再開発
組合

静岡県静岡市清水区本郷町1番
28号アジム清水駅前ビル４階 日本ERI(株) HNNN-6618 平成24年09月06日

低侵襲画像診断・治療センター（放射線センター） 学校法人藤田学園 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪
1番地98　 日本ERI(株) MNNN-6615 平成24年09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

株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東　東扇島物流センター2期棟 株式会社
ニチレイロジグループ本社

東京都中央区築地七丁目17番
1号 日本ERI(株) MNNN-6597 平成24年09月05日

北播磨総合医療センター 北播磨総合医療センター企業
団 兵庫県三木市加佐58番地の1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6583 平成24年09月05日

（仮称）はこざき公園内科医院Mセンター 医療法人　祥知会
はこざき公園内科院

福岡県福岡市東区原田４丁目
３４番２６号 日本ERI(株) MNNN-6524 平成24年09月05日

（仮称）東砂６丁目榎本様プロジェクト 榎本　博 東京都江東区東砂6-19-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6523 平成24年09月05日

ＴＢＳ放送センター 株式会社　ＴＢＳテレビ 東京都港区赤坂５丁目３番６
号 (一財)日本建築センター HNNN-6708 平成24年09月05日

（仮称）神戸元町通6丁目マンション計画
近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町

6丁目5番13号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-6600 平成24年09月05日

住友商事株式会社　 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

（仮称）錦町一丁目計画） 三井不動産レジデンシャル株
式会社

宮城県仙台市青葉区本町２丁
目４番６号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-6594 平成24年09月05日

(仮称)大阪市西区新町一丁目マンション計画 オリックス不動産株式会社 東京都港区芝二丁目14番5号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6577 平成24年09月05日

室町東地区開発計画1-5街区 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1 (一財)日本建築センター HNNB-6591 平成24年09月05日

北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ 北本市長　石津　賢治 埼玉県北本市本町1丁目111番
地 (一財)日本建築センター NNNB-6658 平成24年09月04日

西日本コンピュータ株式会社新社屋 西日本コンピュータ株式会社 福岡県北九州市小倉北区京町
４丁目１番２号 日本ERI(株) NNNB-6634 平成24年08月31日

大阪木材仲買会館 大阪木材仲買協同組合 大阪府大阪市西区南堀江四丁
目18番10号 (一財)日本建築センター NNNB-6545 平成24年08月31日

全日本トラック防災・研修センター（全日本トラック総合会館） 公益社団法人
全日本トラック協会

東京都新宿区西新宿1-6-1新
宿エルタワー19階 日本ERI(株) MFNN-6521 平成24年08月31日

ＡＢオービット越谷相模町マンション 松永都市開発株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区本町
一丁目5番4号 日本ERI(株) MNNN-6543 平成24年08月30日

（仮称）東麻布３丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6－21
－7　スターツ西葛西ビル４階 日本ERI(株) MNNN-6540 平成24年08月30日

中之島フェスティバルタワー 株式会社　朝日新聞社 大阪府大阪市北区中之島3丁
目2番4号 (一財)日本建築総合試験所 HFNB-6639 平成24年08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

(仮称)猪股様マンション スターツCAM株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6592 平成24年08月24日

株式会社ホウスイ市川物流センター 株式会社ホウスイ 東京都中央区築地五丁目2番1
号 日本ERI(株) MNNN-6567 平成24年08月24日

立川ビル建替工事
東京ガス都市開発株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目7

番1号
(一財)ベターリビング MNNN-6560 平成24年08月24日

東京ガス株式会社 東京都港区海岸一丁目5番20
号

社会医療法人愛仁会　高槻病院建替計画 社会医療法人愛仁会 大阪府大阪市北区豊崎3丁目2
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6547 平成24年08月24日

社会保険山梨病院新病院建設計画 社会保険山梨病院 山梨県甲府市朝日三丁目8-31 日本ERI(株) MNNN-6546 平成24年08月24日

サンカルナ大手町 西日本鉄道株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁
目11番17号 日本ERI(株) MNNN-6544 平成24年08月24日

（仮称）正栄食品工業本社 正栄食品工業株式会社
東京都中央区日本橋茅場町１丁
目８番１号茅場町一丁目平和ビ
ル

(一財)日本建築センター MNNN-6542 平成24年08月24日

（仮称）レイクタウン駅前免震プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6528 平成24年08月24日

日星電気竜洋事業所第１工場 日星電気株式会社　 静岡県浜松市西区大久保町15
09番地

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6515 平成24年08月24日

筑波大学付属病院 国立大学法人筑波大学 つくば市天王台１丁目１－１ ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6416 平成24年08月24日

大星八重洲ビル 大星ビル管理株式会社 東京都文京区小石川４丁目２
２番２号 (一財)日本建築センター MFNN-6527 平成24年08月24日

（仮称）静岡県草薙総合運動場体育館 静岡県知事 静岡県静岡市葵区追手町9番6
号 (一財)日本建築センター MFNB-6492 平成24年08月24日

(仮称)日本橋本町二丁目計画
株式会社ロータスエステート 東京都中央区日本橋本町二丁

目3番11号
(一財)日本建築センター HNNN-6576 平成24年08月24日

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋本町二丁
目１番１号

新赤坂センタービル（仮称） 関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6-2-
27 (一財)日本建築センター HNNN-6574 平成24年08月24日

（仮称）台東区柳橋２丁目計画 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (一財)日本建築センター HNNN-6572 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

（仮称）ブランズタワー備後町
株式会社アーバネックス 大阪市中央区平野町4丁目1番

2号
(一財)日本建築センター HNNN-6571 平成24年08月24日

東急不動産株式会社関西支店 大阪市中央区南船場四丁目4
番3号

新潟日報新社屋 株式会社　新潟日報社 新潟県新潟市西区善久772番
地2 日本ERI(株) HNNN-6570 平成24年08月24日

神田万世橋ビル（仮称） 東日本旅客鉄道株式会社 東京都北区東田端2－20－68 日本ERI(株) HNNN-6563 平成24年08月24日

（仮称）港区麻布台3丁目計画 丸紅株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
4番2号 (一財)日本建築センター HNNN-6548 平成24年08月24日

長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業施設建築物計画 横浜市住宅供給公社 神奈川県横浜市神奈川区栄町
８番１ 日本ERI(株) HNNN-6525 平成24年08月24日

(仮称)大宮桜木町１丁目計画 野村不動産株式会社
住宅カンパニー

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 (株)都市居住評価センター HNNN-6511 平成24年08月24日

三層四段型自走式自動車車庫｛ＡＷ－３４Ｒ－Ｓ｝ アグナス株式会社 東京都港区虎ノ門4-1-9 (一財)日本建築センター NFEN-6621 平成24年08月23日

KING千本店｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ 株式会社　　尚　和 愛知県田原市緑が浜４号１番
地６６ (一財)日本建築センター NFEN-6620 平成24年08月23日

（仮称）南海ビル　｛　施設併用六層七段型自走式自動車車庫　｝ 株式会社　　尚　和 愛知県田原市緑が浜４号１番
地６６ (一財)日本建築センター NFEN-6619 平成24年08月23日

（仮称）谷在家２丁目計画 浅香　武和 東京都練馬区氷川台3丁目20
番6号501号室 日本ERI(株) MNNN-6596 平成24年08月20日

姫路市医師会館 社団法人　姫路市医師会 兵庫県姫路市西今宿三丁目7
番21号 日本ERI(株) MNNN-6497 平成24年08月20日

東部医療センター救急・外来棟 名古屋市病院局長 愛知県名古屋市中区三の丸三
丁目1番1号 日本ERI(株) MNNN-6444 平成24年08月20日

南池袋二丁目Ａ地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南池袋二丁目Ａ地区市街地再
開発組合

東京都豊島区南池袋２－３６
－１０ (一財)日本建築センター HFNF-6586 平成24年08月20日

三層四段自走式自動車車庫｛ユウケンパーク　YP-SF42型｝ 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-6587 平成24年08月16日

（仮称）神田駿河台4-6計画 駿河台開発特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号日本橋一丁目ビル (一財)日本建築センター HNNB-6582 平成24年08月16日

（仮称）東急武蔵小杉駅ビル計画 東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号 (一財)日本建築センター NNNF-6581 平成24年08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）

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

三層四段型自走式自動車車庫｛ユウケンパーク　YP-ⅣB型｝ 雄 健 工 業 株 式 会 社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-6566 平成24年08月14日

（仮称）創価学会総本部 創価学会 東京都新宿区信濃町32番地 日本ERI(株) MNNN-6595 平成24年08月13日

（仮称）日本橋二丁目地区北地区７番街区 住友不動産株式会社
建築工事本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (一財)日本建築センター HNNB-6569 平成24年08月13日

アーバンドックららぽーと豊洲 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁
目1番20号 (一財)日本建築センター NNNB-6578 平成24年08月10日

日本ビルディング浜町ビル 日本ビルディング株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一
丁目2番4号 日本ERI(株) HNNN-6541 平成24年08月10日

小田急相模原駅北口A地区第一種市街地再開発事業
施設建築物における構造方法

ラクアル・オダサガ管理組合
施設部会

神奈川県相模原市南区南台三
丁目20番1号 日本ERI(株) HNNN-6539 平成24年08月10日

（仮称）21・25森ビル建替計画 森　ビ　ル　株　式　会　社 東京都港区六本木6丁目10番1
号　六本木ヒルズ森タワー (一財)日本建築センター HNNN-6530 平成24年08月10日

飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業　住宅棟 飯田橋駅西口地区市街地再開
発組合

東京都千代田区富士見二丁目
１１番９号 (一財)日本建築センター HNNN-6526 平成24年08月10日

神奈川県立がんセンター 神奈川メディカルサービス株
式会社

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町二丁目２３番２ (株)都市居住評価センター MNNN-6522 平成24年08月08日

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（３街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合 枚方市香里園町9番21号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6519 平成24年08月08日

静岡県営住宅麻機羽高団地21,22号棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町9-6 日本ERI(株) NFNN-6520 平成24年08月07日

（仮称）工学院大学八王子キャンパス総合教育棟 学校法人　工学院大学 東京都新宿区西新宿1-24-2 日本ERI(株) MNNN-6506 平成24年08月06日

株式会社貴和製作所　浅草橋プロジェクト 株式会社　貴和製作所　 東京都台東区浅草橋二丁目1
番10号 日本ERI(株) MNNN-6505 平成24年08月06日

オギツ本社建替計画 株式会社　オギツ 東京都台東区清川1丁目6番4
号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6494 平成24年08月06日

（仮称）ル・サンク中の橋計画 株式会社　NIPPO 東京都中央区日本橋二丁目13
番10号 日本ERI(株) HNNN-6513 平成24年08月06日

(仮称)浦和常磐プロジェクト（西街区） 株式会社
長谷工コーポレーション 東京都港区芝二丁目32番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-6518 平成24年08月02日

(仮称)浦和常磐プロジェクト（東街区） 株式会社
長谷工コーポレーション 東京都港区芝二丁目32番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-6517 平成24年08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

大阪府　咲洲庁舎 大阪府府知事　松井　一郎 大阪府大阪市中央区大手前2
丁目 (一財)日本建築センター HNNN-6399 平成24年07月31日

新八王子店
自走式駐車場新設計画｛施設併用六層七段型自走式自動車車庫｝ 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石

浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-6510 平成24年07月30日

杏林大学医学部附属病院（仮称）新病棟建設計画 学校法人杏林学園 東京都三鷹市新川6-20-2 日本ERI(株) MFNN-6456 平成24年07月30日

プレミスト南船場 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田３丁目
３番５号 日本ERI(株) HNNN-6507 平成24年07月30日

南海ターミナルビル
株式会社　髙島屋 大阪市中央区難波５丁目１番

５号
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-6441 平成24年07月30日

南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波五丁目１番
60号

（仮称）大日本印刷市谷工場整備計画「中央街区」 大日本印刷株式会社　 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 日本ERI(株) HFNB-6477 平成24年07月30日

（仮称）京橋3-1プロジェクト 京橋開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町一
丁目11番地 (株)東京建築検査機構 HFNB-6433 平成24年07月30日

ＮＤ2プロジェクト 株式会社野村総合研究所 東京都千代田区丸の内1丁目6
番5号　丸の内北口ビル (株)東京建築検査機構 MNNN-6508 平成24年07月27日

幸区役所庁舎 川崎市 川崎市川崎区宮本町１番地 (一財)日本建築センター MNNN-6495 平成24年07月27日

（仮称）大阪市中央区釣鐘町２丁目集合住宅 阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区角田町1番1
号東阪急ビルディング内 日本ERI(株) HNNN-6426 平成24年07月27日

熊本大学医学部附属病院　外来診療棟 国立大学法人　熊本大学 熊本市中央区黒髪２丁目３９
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-6452 平成24年07月25日

香川大学（医病）病棟 国立大学法人香川大学 香川県高松市幸町1-1 日本ERI(株) MNNN-6372 平成24年07月25日

高知大学（医病）新病棟 国立大学法人　高知大学 高知県高知市曙町二丁目5-1 日本ERI(株) MNNN-6368 平成24年07月25日

(仮称）阿部野橋ターミナルビル 近畿日本鉄道株式会社 大阪市天王寺区上本町六丁目
1番55号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-6438 平成24年07月24日

（仮称）中之島ダイビル・ウエスト、北西広場
関電不動産株式会社 大阪市北区中之島6-2-27

(一財)日本建築センター HNNN-6491 平成24年07月23日
ダイビル株式会社 大阪市北区中之島3-3-23
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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

長野県立阿南病院 地方独立行政法人 長野県長野市大字南長野字幅
下692-2 日本ERI(株) MNNN-6466 平成24年07月20日

社会医療法人生長会　阪南市民病院 阪南市 大阪府阪南市尾崎町35番地の
1 日本ERI(株) MNNN-6465 平成24年07月20日

（仮称）北区中津1丁目計画

大和ハウス工業株式会社 大阪市北区梅田3丁目3番5号

(一財)日本建築センター HNNN-6480 平成24年07月20日MID都市開発株式会社 大阪府北区堂島浜一丁目4番4
号

住友商事株式会社 大阪府中央区北浜4丁目5番33
号

環状二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業Ⅲ街区 森ビル株式会社 東京都港区六本木六丁目10番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-6439 平成24年07月20日

（仮称）日本抵抗器販売様　南大井３丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6514 平成24年07月19日

イオンモールKYOTO Kaede 館 清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目２番３
号 (一財)日本建築センター NNNB-6509 平成24年07月18日

（仮称）センチュリー宇都宮 株式会社　飯田産業 東京都武蔵野市境二丁目2番2
号 日本ERI(株) MNNN-6490 平成24年07月18日

安田倉庫加須第二営業所増築棟（第1期） 安田倉庫株式会社 東京都港区海岸3-3-8 (一財)日本建築センター MNNN-6489 平成24年07月18日

大崎市民病院 大崎市病院事業 宮城県大崎市古川千手寺町2-
3-10 日本ERI(株) MNNN-6487 平成24年07月18日

医療法人社団　誠馨会　新東京新病院計画
セコム医療システム株式会社 東京都渋谷区神宮前一丁目5

番1号
(一財)日本建築センター MNNN-6481 平成24年07月18日

医療法人社団誠馨会 千葉市若葉区更科町2592番地

佐久総合病院　佐久医療センター 長野県厚生農業協同組合連合
会

長野市大字南長野北石堂町11
77-3　ＪＡ長野県ビル 日本ERI(株) MNNN-6478 平成24年07月18日

（仮称）蒲田東日本ビル 東栄株式会社 東京都千代田区神田東松下町
17番地 日本ERI(株) MNNN-6468 平成24年07月18日

（仮称）全日空殿町計画 全日本空輸株式会社 東京都港区東新橋1-5-2
汐留シティセンター (一社)日本免震構造協会 MNNN-6455 平成24年07月18日

鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ｂ街区） 鹿島田駅西部地区再開発株式
会社

神奈川県川崎市幸区鹿島田８
９０番地７ (一財)日本建築センター HNNN-6479 平成24年07月18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

（仮称）江東区豊洲四丁目計画

近鉄不動産株式会社首都圏事
業本部

東京都中央区八重洲2丁目7番
2号

(一財)日本建築センター HNNN-6476 平成24年07月18日
三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号

（仮称）ＫＳ計画

ＫＳビルキャピタル特定目的
会社

東京都千代田区内神田一丁目
6-3　6階あすな会計事務所内

(一財)日本建築センター HNNN-6472 平成24年07月18日
株式会社　歌舞伎座 東京都中央区銀座七丁目15-5

（仮称）JR高槻駅北東地区開発事業集合住宅Ｂ 阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区角田町1番1
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6471 平成24年07月18日

池之端２丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号　新宿NSビル 日本ERI(株) HNNN-6467 平成24年07月18日

（仮称）西麻布土地利用計画 株式会社　テレビ朝日 東京都港区六本木六丁目9番1
号 日本ERI(株) HFNF-6483 平成24年07月18日

ららぽーと横浜 有限会社鴨居プロパティーズ 東京都中央区日本橋室町3-1-
20 (株)都市居住評価センター NNNB-6516 平成24年07月17日

（仮称）板橋仲宿計画
大和小田急建設株式会社 東京都新宿区西新宿4-32-22

日本ERI(株) MNNN-6512 平成24年07月17日
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町1-6-1

虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 虎ノ門・六本木地区市街地再
開発組合

東京都港区虎ノ門五丁目８番
６号 (一財)日本建築センター HFNB-6503 平成24年07月10日

株式会社ヤナセ新社屋 株式会社ヤナセ 東京都港区芝浦1丁目6番38号 (一財)日本建築センター NFNN-6473 平成24年07月06日

名古屋駅新ビル（仮称）他計画 東海旅客鉄道株式会社
事業推進本部

愛知県名古屋市中村区名駅1-
1-4 (一財)日本建築センター HFNB-6343 平成24年07月06日

（仮称）室町東地区開発計画2-3街区

ジェイアールセントラルビル
株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅1-
1-4

(一財)日本建築センター HNNF-6493 平成24年07月05日
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-

1

山鹿市庁舎 山鹿市 熊本県山鹿市山鹿978 日本ERI(株) MNNN-6475 平成24年06月29日

（仮称）グリーンライフあすと長町 グリーンライフ株式会社 大阪府吹田市春日三丁目20番
8号 日本ERI(株) MNNN-6443 平成24年06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

（仮称）北四番丁プロジェクト ナイス株式会社
住宅事業本部

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央4丁目33番1号 日本ERI(株) MNNN-6429 平成24年06月29日

（仮称）プレミストタワー浜松中央 大和ハウス工業株式会社
浜松支店

静岡県浜松市中区高林4丁目1
5番27号 日本ERI(株) HNNN-6482 平成24年06月29日

（仮称）ICHIJO TOWER KANAYAMA 株式会社　一条工務店 東京都江東区木場五丁目10番
10号 (株)確認サービス HNNN-6470 平成24年06月29日

北区大淀北1丁目PJ
京阪電鉄不動産　株式会社 大阪市中央区大手町一丁目7

番31号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-6431 平成24年06月28日

京阪電気鉄道　株式会社 大阪府枚方市岡東町173番地
の1

シマノウエストウイング 株式会社　シマノ 大阪府堺市堺区老松町3丁目7
7番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6386 平成24年06月28日

(仮称)大伝馬ビル建設計画 ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋二丁目5
番13号 (株)都市居住評価センター MNNN-6474 平成24年06月26日

熊谷商工信用組合本店社屋新築計画 熊谷商工信用組合 埼玉県熊谷市本町２－５７ (一財)日本建築センター MNNN-6469 平成24年06月26日

（仮称）芝様北品川１丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6464 平成24年06月26日

（仮称）大作様ビル スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6463 平成24年06月26日

帝京平成大学中野キャンパス新築計画 学校法人　帝京平成大学 東京都豊島区東池袋2-51-4 (一財)日本建築センター MNNN-6462 平成24年06月26日

（仮称）狛江市庁舎増築棟 狛江市 東京都狛江市和泉本町一丁目
１番５号 (一財)日本建築センター MNNN-6461 平成24年06月26日

浦河赤十字病院 総合病院　浦 河 赤 十 字 病
院

北海道浦河郡浦河町東町ちの
み1丁目2番1号 (一財)日本建築センター MNNN-6457 平成24年06月26日

（仮称）岩本町１丁目共同住宅
三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

日本ERI(株) HNNN-6422 平成24年06月26日
エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

立正佼成会付属佼成病院 立正佼成会 東京都杉並区和田二丁目11番
1号 日本ERI(株) MNNN-6460 平成24年06月22日

（仮称）富士見1丁目計画 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-6459 平成24年06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

佐賀大学（鍋島1）医学部付属病院診療棟 国立大学法人佐賀大学 佐賀県佐賀市本庄町1番地 (一財)日本建築センター MNNN-6450 平成24年06月18日

（仮称）中百舌鳥町駅前計画 スターツCAM株式会社
大阪支店

大阪府吹田市広芝町10-40TE
K第1ビル8F 日本ERI(株) MNNN-6449 平成24年06月18日

（仮称）二子玉川第一スカイハイツ建替事業 二子玉川第一スカイハイツマ
ンション建替組合 東京都渋谷区道玄坂1-2-2 日本ERI(株) MNNN-6437 平成24年06月18日

（仮称）晴海三丁目西地区市街地再開発事業計画 前田建設工業株式会社 東京都千代田区猿楽町二丁目
8番8号 日本ERI(株) HNNN-6448 平成24年06月18日

早稲田大学早稲田キャンパスD棟（仮称） 学校法人　早稲田大学 東京都新宿区戸塚町1-104 日本ERI(株) HNNN-6436 平成24年06月18日

（仮称）(株)Paltac RDC中部流通加工場 株式会社Paltac 大阪府大阪市中央区本町橋2
番46号　 日本ERI(株) NNNF-6446 平成24年06月15日

旭川空港旅客ターミナルビル 旭　川　空　港　ビ　ル　株
式　会　社

北海道上川郡東神楽町東2線1
6号98番地 (一財)日本建築センター NNNB-6445 平成24年06月15日

静岡県営住宅自由ヶ丘団地D棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町9-6 日本ERI(株) NFNN-6447 平成24年06月15日

二番町三丁目南地区優良建築物等整備事業{施設併用五層六段型自走式
自動車車庫} 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町77-1 (一財)日本建築センター NFEN-6440 平成24年06月15日

（仮称）渡邊様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6430 平成24年06月15日

順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）Ｂ棟 学校法人順天堂 東京都文京区本郷2-1-1 (一財)日本建築センター HNNN-6458 平成24年06月15日

（仮称）ルフォン高輪台計画 株式会社　サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目
６番１号 (一財)日本建築センター HNNN-6454 平成24年06月15日

（仮称）新宿区西新宿八丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目１番２０ (一財)日本建築センター HNNN-6453 平成24年06月15日

宝持会池田病院　高齢者向け住宅増築計画 宝持経営株式会社 大阪市生野区田島3丁目8-25 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6435 平成24年06月11日

長崎市新市立病院整備運営事業 長崎ホスピタルパートナーズ
株式会社 長崎県長崎市平和町4-8 日本ERI(株) MNNN-6425 平成24年06月11日

（仮称）大井町西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大井町西地区市街地再開発組
合

東京都品川区大井1丁目22番2
号 (一財)日本建築センター HNNN-6432 平成24年06月11日

（仮称）小日向プロジェクトⅡ 東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番2号 日本ERI(株) HNNN-6423 平成24年06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

（仮称）東雲２丁目計画 正友地所株式会社 東京都千代田区飯田橋三丁目
11番18号 (一財)日本建築センター HNNN-6420 平成24年06月11日

セキスイハイム東海　沼津支社　新社屋計画 セキスイハイム東海
株式会社

静岡県浜松市中区板屋町111-
2アクトタワー25階 日本ERI(株) MNNN-6442 平成24年06月07日

（仮称）明石町計画 大成有楽不動産株式会社 東京都中央区京橋3-13-1 (株)都市居住評価センター MNNN-6419 平成24年06月07日

（仮称）北海道東京事務所

株式会社栗林商会 北海道室蘭市入江町1-19

日本ERI(株) MNNN-6413 平成24年06月07日株式会社北海道ジェイ・アー
ル商事

北海道札幌市東区北六条東4-
1-4

ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋2-5-13

株式会社ニュー千葉様ビル スターツCAM株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6407 平成24年06月07日

（仮称）中野３丁目計画 野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2 (一財)日本建築センター HNNN-6451 平成24年06月07日

山口きらら博記念公園水泳場 山口県土木建築部建築指導課 山口県山口市滝町１－１ (一財)日本建築センター NNNB-6424 平成24年06月05日

（仮称）ライオンズ榴岡 株式会社　大京　東北支店 宮城県仙台市青葉区中央2-9-
27

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6415 平成24年06月05日

おかやまクラウドセンター 株式会社両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成二丁目
7番16号 日本ERI(株) MNNN-6411 平成24年06月05日

横浜市衛生研究所 横浜市役所 神奈川県横浜市中区港町１丁
目１番地 (一財)日本建築センター MNNN-6410 平成24年06月05日

県立尼崎・塚口統合新病院 兵庫県 兵庫県神戸市中央区下山手通
５丁目10番１号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6400 平成24年06月05日

田町駅東口北地区公共公益施設 港区　 東京都港区芝公園１－５－２
５ (一財)日本建築センター MNNN-6377 平成24年06月05日

（仮称）芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業

東京都市開発株式会社 東京都新宿区西新宿6-6-2

(一財)日本建築センター HNNN-6414 平成24年06月05日ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋二丁目5
番13号

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25
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

（仮称）芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築センター HNNN-6414 平成24年06月05日
東京都下水道局 東京都新宿区西新宿二丁目8

番1号

淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業施設建築物 淡路町二丁目西部地区市街地
再開発組合

東京都千代田区神田淡路町1-
23-5　淡路町龍名館ビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-6376 平成24年06月05日

大崎駅西口南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大崎駅西口南地区市街地再開
発組合 東京都品川区大崎2-11-11 (一財)日本建築センター HFNN-6396 平成24年06月05日

聖隷クリストファー大学　新５号館 学校法人　聖隷学園 静岡県浜松市北区三方原3453
番地 日本ERI(株) MNNN-6412 平成24年05月29日

（仮称）新井２丁目鈴木様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6402 平成24年05月29日

（仮称）横溝様樽町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6401 平成24年05月29日

昭和大学新豊洲病院 学校法人　昭和大学 東京都品川区旗の台1丁目5番
8号 日本ERI(株) MNNN-6394 平成24年05月29日

ヤマト運輸株式会社　（仮称）ヤマト厚木物流ターミナル ヤマト運輸株式会社 東京都中央区銀座二丁目16番
10号 (株)都市居住評価センター MNNN-6389 平成24年05月29日

北見赤十字病院 北見十字病院 北海道北見市北６条東２丁目
１番地 (一財)日本建築センター MNNN-6388 平成24年05月29日

（仮称）タツタＥＭセンター タツタ電線株式会社 大阪府東大阪市岩田町２-３-
１ (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6375 平成24年05月29日

（仮称）三郷市新三郷ららシティ２丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目１番２０号 (一財)日本建築センター MNNN-6364 平成24年05月29日

（仮称）渋谷区本町三丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町3-1-
20 日本ERI(株) HNNN-6418 平成24年05月29日

（仮称）豊洲３－２街区ビル計画
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号
日本ERI(株) HNNN-6403 平成24年05月29日

株式会社ＩＨＩ 東京都江東区豊洲三丁目1番1
号

（仮称）海老名駅東口開発施設 小田急電鉄株式会社 東京都渋谷区代々木2丁目28
番12号 日本ERI(株) HNNN-6393 平成24年05月29日

（仮称）芝浦４丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-6390 平成24年05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

（仮称）有明北2-2-A街区計画 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-6383 平成24年05月29日

新宿東宝ビル開発計画
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4

番1号
日本ERI(株) HNNF-6384 平成24年05月29日

東宝株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目
2番2号

ヨドバシ博多ビル 株式会社　ヨドバシカメラ 東京都新宿区北新宿三丁目２
０番１号 (一財)日本建築センター NNNB-6374 平成24年05月28日

（仮称）ヤマト羽田物流ターミナルプロジェクト ヤマト運輸株式会社 東京都中央区銀座二丁目16番
10号 (株)都市居住評価センター MNNN-6421 平成24年05月22日

吉田様マンション スターツCAM株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6408 平成24年05月22日

第一生命相互館建替計画 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目
13番1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-6381 平成24年05月22日

産学公民連携研究センター 東電不動産株式会社 東京都中央区京橋一丁目6番1
号 日本ERI(株) MNNN-6379 平成24年05月22日

山梨県防災新館整備等事業 山梨県防災新館PFI株式会社 山梨県甲府市丸の内二丁目30
番2号 (一財)日本建築センター MNNN-6358 平成24年05月22日

（仮称）上本町分譲住宅 ウェリス上本町ローレルタワ
ー管理組合

大阪市天王寺区上本町7丁目1
-16 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6434 平成24年05月22日

（仮称）川崎駅西口大宮町F街区分譲住宅 川崎市住宅供給公社 川崎市川崎区砂子1丁目2番地
4 (株)東京建築検査機構 HNNN-6427 平成24年05月22日

Y4-2マンション 山万株式会社 東京都中央区日本橋小網町6
番1号 (株)東京建築検査機構 HNNN-6409 平成24年05月22日

（仮称）赤羽岩淵Ⅱ計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-6405 平成24年05月22日

（仮称）西麻布土地利用計画 株式会社　テレビ朝日 東京都港区六本木六丁目9番1
号 日本ERI(株) HNNF-6373 平成24年05月22日

（仮称）衆議院新議員会館　南棟 HOR会館PFI株式会社 東京都港区港南２－１５－２ (一財)日本建築センター HNNB-6398 平成24年05月22日

（仮称）衆議院新議員会館　北棟 HOR会館PFI株式会社 東京都港区港南２－１５－２ (一財)日本建築センター HNNB-6397 平成24年05月22日

町田市庁舎（仮称） 東京都町田市 東京都町田市中町一丁目20番
23号 (一財)日本建築センター NNNB-6392 平成24年05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

立川市第一小学校建替事業　学習館・小学校講堂棟 立川市 東京都立川市1156番地の9 (一財)日本建築センター NNNB-6356 平成24年05月21日

沖縄県新看護研修センター 社団法人沖縄県看護協会 沖縄県島尻郡南風原町字与那
覇460番地 (一財)日本建築センター NNNB-6354 平成24年05月21日

（仮称）下関駅にぎわいプロジェクト地区施設併用立駐｛施設併用五
層六段型自走式自動車車庫｝

大　井　建　興　株　式　会
社

愛知県名古屋市中区栄一丁目
31番41号 (一財)日本建築センター NFEN-6391 平成24年05月21日

（仮称）海老名駅東口開発施設
施設併用立駐｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫｝

大　井　建　興　株　式　会
社

愛知県名古屋市中区栄一丁目
31番41号 (一財)日本建築センター NFEN-6369 平成24年05月21日

西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿八丁目成子地区市街地
再開発組合

東京都新宿区西新宿七丁目7
番6号 (一財)日本建築センター HFNB-6404 平成24年05月21日

虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 虎ノ門・六本木地区市街地再
開発組合

東京都港区虎ノ門五丁目８番
６号 (一財)日本建築センター HFNB-6363 平成24年05月21日

（仮称）Dプロジェクト久喜菖蒲　パートⅠ　E棟 大和ハウス工業株式会社
東京支社 東京都千代田区飯田橋3-13-1 日本ERI(株) MNNN-6371 平成24年05月14日

（仮称）総社プロジェクト 両備ホールディングス株式会
社

岡山県岡山市東区西大寺上一
丁目1番50号 日本ERI(株) MNNN-6361 平成24年05月14日

（仮称）千種区観月町免震マンション ｽﾀｰﾂCAM株式会社　 大阪府吹田市広芝町10-40TE
K第1ビル8F (一社)日本免震構造協会 MNNN-6355 平成24年05月14日

(仮称)名古屋東京海上日動ビルディング 東京海上日動火災保険株式会
社

東京都千代田区丸の内一丁目
2番1号 日本ERI(株) HNNN-6387 平成24年05月14日

（仮称）浦和高砂計画 住友不動産株式会社
建築工事本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-6365 平成24年05月14日

（仮称）トラスコ中山東京本社ビル トラスコ中山株式会社 大阪府大阪市西区新町1-34-1
5 (一財)日本建築センター HNNN-6362 平成24年05月14日

株式会社貴和製作所　浅草橋プロジェクト 株式会社　貴和製作所　 東京都台東区浅草橋二丁目1
番10号 日本ERI(株) MNNN-6359 平成24年05月11日

前田不動産MF西天満ビル 前田不動産株式会社 大阪府大阪市北区西天満6丁
目1番2号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6347 平成24年05月11日

武蔵小杉駅南口地区東街区第一種市街地再開発事業施設建築物（住宅
棟）

武蔵小杉駅南口地区東街区市
街地再開発組合

神奈川県川崎市川崎市東田町
8番地 (株)都市居住評価センター HNNN-6385 平成24年05月11日

（仮称）内神田三丁目 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築センター HFNN-6344 平成24年05月11日

霊友会弥勒山弥勒堂免震改修 霊友会 東京都港区麻布台一丁目７番
８号 日本ERI(株) MNNN-6370 平成24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

（仮称）Ｎ新社屋 任天堂株式会社 京都市南区上鳥羽鉾立町11番
地１ (一財)日本建築センター MNNN-6357 平成24年05月07日

内幸町平和ビル 平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1番1
0号 (一財)日本建築センター HNNN-6395 平成24年05月07日

中央三井信託銀行本店 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
4番1号 (一財)日本建築センター HNNN-6378 平成24年05月07日

株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東　東扇島物流センター2期棟 株式会社
ニチレイロジグループ本社

東京都中央区築地七丁目17番
1号 日本ERI(株) MNNN-6360 平成24年04月26日

（仮称）第一三共　研究J棟（高層棟） 第一三共株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁
目5番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-6340 平成24年04月26日

稲沢市民病院 愛知県稲沢市 愛知県稲沢市御供所町1番1号 日本ERI(株) MNNN-6339 平成24年04月26日

（仮称）御成門計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) MNNN-6338 平成24年04月26日

加東市新庁舎 加東市 兵庫県加東市社50番地 日本ERI(株) MNNN-6333 平成24年04月26日

小田急相模原駅北口Ｂ地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 小田急相模原駅北口Ｂ地区市
街地再開発組合

神奈川県相模原市南区南台5
丁目12番11号 日本ERI(株) HNNN-6380 平成24年04月26日

（仮称）毎日放送本社新館 株式会社毎日放送 大阪府大阪市北区茶屋町17番
1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6351 平成24年04月26日

（仮称）ＹＨ計画
相鉄不動産株式会社 横浜市西区北幸2-9-14

(株)東京建築検査機構 MNNN-6382 平成24年04月25日
三井不動産レジデンシャル株
式会社 横浜市神奈川区栄町５番地１

関東LC1号棟建替計画 三菱電機ロジスティクス株式
会社

東京都渋谷区笹塚2丁目1番6
号 日本ERI(株) MNNN-6367 平成24年04月23日

西鉄東京日本橋ビル 西日本鉄道株式会社 西鉄東京日本橋ビル 日本ERI(株) MNNN-6352 平成24年04月23日

スタンレー電気本社ビル スタンレー電気株式会社 東京都目黒区中目黒2丁目9番
13号 日本ERI(株) MFNB-6315 平成24年04月23日

（仮称）神戸東灘区・甲南町計画 野村不動産株式会社大阪支店 大阪府大阪市西区阿波座1丁
目4番4号 日本ERI(株) HNNN-6366 平成24年04月23日

聖マリア病院　国際医療センター 社会医療法人雪の聖母会
聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町422 日本ERI(株) HNNN-6353 平成24年04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

（仮称）江東区豊洲四丁目計画

近鉄不動産株式会社首都圏事
業本部

東京都中央区八重洲2丁目7番
2号

(一財)日本建築センター HNNN-6349 平成24年04月23日
三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号

東京医科歯科大学医歯学総合研究棟Ⅱ期 国立大学法人
東京医科歯科大学 東京都文京区湯島1-5-45 (一財)日本建築センター HNNN-6348 平成24年04月23日

NCプロジェクト　オフィス棟 南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区灘波五丁目1番6
0号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6350 平成24年04月17日

（仮称）行徳寮建替計画 五洋建設株式会社 東京都文京区後楽2-2-8 日本ERI(株) MNNN-6332 平成24年04月17日

一番町二丁目四番地区第一種市街地再開発事業施設建築物 一番町二丁目四番地区市街地
再開発組合

宮城県仙台市青葉区一番町二
丁目4-19 日本ERI(株) HNNN-6337 平成24年04月17日

（仮称）虎ノ門三丁目共同住宅 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号 (一財)日本建築センター HNNN-6329 平成24年04月17日

愛知県警察本部庁舎本館耐震改修 愛知県警察本部長　河邉
有二

名古屋市中区三の丸二丁目１
番１号 (一財)日本建築センター NFNN-6342 平成24年04月16日

ヨドバシカメラ梅田 株式会社　ヨドバシ開発 東京都新宿区北新宿三丁目20
番1号 (一財)日本建築センター NNNB-6327 平成24年03月30日

つくば市新庁舎 つくば市 茨城県つくば市苅間２５３０
番地２ (一財)日本建築センター MNNF-6305 平成24年03月30日

新・新ダイビル（仮称） ダイビル株式会社 大阪市北区中之島3-3-23 (一財)日本建築センター HNNN-6240 平成24年03月30日

大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4丁目1
4番1号

(一財)日本建築センター HNNB-6328 平成24年03月30日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号

梅田阪急ビル 阪急電鉄株式会社　 大阪府大阪市北区芝田1丁目1
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-6321 平成24年03月30日

志村総合庁舎 東京都交通局 東京都新宿区西新宿二丁目8
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-6336 平成24年03月29日

大日本住友製薬新化学研究棟(LR-12) 大日本住友製薬株式会社 大阪市中央区修道町2丁目6-8 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6335 平成24年03月29日

（仮称）美竹ビルマンション建替事業　施行再建マンション 美竹ビルマンション建替組合 東京都中央区日本橋一丁目13
番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-6330 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

日本銀行釧路支店 日本銀行 東京都中央区日本橋本石町二
丁目1番1号 日本ERI(株) MNNN-6326 平成24年03月29日

（仮称）南麻布五丁目共同住宅計画 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1 (株)東京建築検査機構 MNNN-6322 平成24年03月29日

（仮称）Dプロジェクト三郷3-5画地計画 大和ハウス工業株式会社
東京支社

東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNN-6289 平成24年03月29日

（仮称）Dプロジェクト相模原 大和ハウス工業株式会社
東京支社

東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNN-6283 平成24年03月29日

（仮称）ブランズ四番町計画 東急不動産株式会社
住宅事業本部 東京都渋谷区道玄坂1-21-2 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-6282 平成24年03月29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 MNNN-6281 平成24年03月29日

同志社大学　至誠館・扶桑館 学校法人　同志社 京都府京都市上京区今出川烏
丸東入玄武町601番地 日本ERI(株) MNNN-6280 平成24年03月29日

（仮称）山手冷蔵株式会社　新川崎ロジスティックセンター 山手冷蔵株式会社 東京都品川区東五反田5丁目2
4番10号 日本ERI(株) MNNN-6278 平成24年03月29日

上尾中央総合病院Ｂ館 医療法人社団　愛友会 埼玉県上尾市柏座1-10-10 日本ERI(株) MNNN-6272 平成24年03月29日

（仮称）QVCジャパン新社屋計画 株式会社　QVCジャパン 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目
6番1　WBCマリブイースト8階 (一財)日本建築センター MNNB-6317 平成24年03月29日

東京駅丸ノ内本屋（保存・復原） 東日本旅客鉄道株式会社　 東京都北区東田端二丁目20番
68号

(一財)日本建築センター、(一
財)日本建築防災協会 MFNB-6318 平成24年03月29日

（仮称）大阪市北区堂島２丁目マンション
京阪電鉄不動産株式会社 大阪市中央区大手町1-7-31

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-6334 平成24年03月29日
住友商事株式会社　 大阪市中央区北浜4-5-33

(仮称)東灘区住吉東プロジェクト
株式会社
長谷工コーポレーション
大阪エンジニアリング事業部

大阪府大阪市中央区平野町1-
5-7 (株)都市居住評価センター HNNN-6331 平成24年03月29日

問屋町西部南街区第一種市街地再開発事業施設建築物 問屋町西部南街区市街地再開
発組合

岐阜県岐阜市問屋町二丁目19
番地5 日本ERI(株) HNNN-6325 平成24年03月29日

（仮称）港区芝三丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町3丁
目1番20号 (株)東京建築検査機構 HNNN-6316 平成24年03月29日

二子玉川東第二地区第一種市街地再開発事業[Ⅱ-a街区]施設建築物 二子玉川東第二地区市街地再
開発組合

東京都世田谷区玉川二丁目24
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-6270 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

（仮称）三井住友銀行本店東館計画 株式会社　三井住友銀行 東京都千代田区大手町一丁目
2番3号 (一財)日本建築センター HNNB-6292 平成24年03月29日

南池袋二丁目Ａ地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南池袋二丁目Ａ地区市街地再
開発組合

東京都豊島区南池袋２－３６
－１０ (一財)日本建築センター HFNF-6341 平成24年03月29日

イオンモール樫原店舗23年度テナント改修計画 イオンモール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁
目5番地1 (一財)日本建築センター NNNB-6293 平成24年03月28日

豊海センタービル 財団法人　東京水産振興会 東京都中央区豊海町5番9号 (一財)日本建築センター NFNN-6291 平成24年03月28日

（仮称）東急武蔵小杉駅ビル計画 東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台5番6号 (一財)日本建築センター NNNF-6286 平成24年03月26日

静岡県営住宅吉川団地Ｈ棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町９－
６ 日本ERI(株) NFNN-6285 平成24年03月26日

ナイスパーク　ＮＰ－４ＣＳＬ２５－Ｓ型 株式会社　内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３
１３９ (一財)日本建築センター NFEN-6284 平成24年03月26日

内野ビル（仮称） 内野一夫 東京都文京区大塚三丁目7-14 日本ERI(株) MNNN-6247 平成24年03月26日

株式会社日立製作所　横浜事業所　新拠点計画 株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目
6番6号 日本ERI(株) MNNN-6323 平成24年03月23日

公立刈田綜合病院 白石市外二町組合 宮城県白石市福岡蔵本字下原
沖３６番地 (一財)日本建築センター MNNN-6320 平成24年03月23日

（仮称）YH計画
相鉄不動産株式会社 横浜市西区北幸2-9-14

(株)東京建築検査機構 MNNN-6303 平成24年03月23日
三井不動産レジデンシャル株
式会社 横浜市神奈川区栄町5番地1

（仮称）Ｋ２west 清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (株)東京建築検査機構 MNNN-6294 平成24年03月23日

立川ビル建替工事
東京ガス都市開発株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目7

番1号
(一財)ベターリビング MNNN-6268 平成24年03月23日

東京ガス株式会社 東京都港区海岸一丁目5番20
号

（仮称）元赤坂一丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) MNNN-6266 平成24年03月23日

GLP三郷Ⅲプロジェクト 三郷３ロジスティック特定目
的会社

東京都港区東新橋一丁目5番2
号汐留シティセンター 日本ERI(株) MNNN-6264 平成24年03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

マストスクエア白壁　計画 積和不動産中部株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四
丁目5番28号 日本ERI(株) MNNN-6262 平成24年03月23日

大東倉庫春日部新倉庫 大東倉庫株式会社 東京都千代田区神田練塀町 ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6260 平成24年03月23日

（仮称）日本橋本町二丁目計画
株式会社ロータスエステート 東京都中央区日本橋本町二丁

目3番11号
(一財)日本建築センター HNNN-6319 平成24年03月23日

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号

三河島駅前南地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 三河島駅前南地区市街地再開
発組合

東京都荒川区東日暮里6丁目1
-2 日本ERI(株) HNNN-6314 平成24年03月23日

（仮称）Y4-2マンション計画 山万　株式会社 東京都中央区日本橋小網町6
番1号 (株)東京建築検査機構 HNNN-6304 平成24年03月23日

（仮称）六本木一丁目南地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 六本木一丁目南地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目7番2
8号落合麻布台ビル (株)東京建築検査機構 HNNN-6302 平成24年03月23日

（仮称）北区中津1丁目計画

大和ハウス工業株式会社 大阪市北区梅田3丁目3番5号

(一財)日本建築センター HNNN-6267 平成24年03月23日MID都市開発株式会社 大阪府北区堂島浜一丁目4番4
号

住友商事株式会社 大阪府中央区北浜4丁目5番33
号

（仮称）西新橋１丁目計画 西新橋デベロップメント特定
目的会社

東京都千代田区丸の内2丁目2
番3号 日本ERI(株) HNNN-6265 平成24年03月23日

（仮称）福岡大名プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3
番5号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6258 平成24年03月23日

（仮称）ＭＭ21地区34街区商業施設開発計画 エムエムデベロップメント特
定目的会社

東京都千代田区丸の内二丁目
2番3号 (一財)日本建築センター NNNB-6263 平成24年03月19日

静岡県営住宅七尾団地4号棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町９－
６ 日本ERI(株) NFNN-6259 平成24年03月19日

（仮称）アルファグランデ西葛西 スターツデベロップメント株
式会社

東京都江戸川区中葛西5丁目3
3番14号 日本ERI(株) MNNN-6287 平成24年03月19日

北見十字病院 北見十字病院 北海道北見市北6条東2丁目1
番地 (一財)日本建築センター MNNN-6248 平成24年03月19日

小杉町３丁目中央地区第一種市街地再開発事業施設建築物（A棟） 小杉町３丁目中央地区市街地
再開発組合

神奈川県川崎市中原区小杉町
三丁目269番 (一財)日本建築センター HNNN-6290 平成24年03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

トータテ東白島PJ（東棟） トータテ東白島特定目的会社
広島支店

広島県広島市中区国泰寺町二
丁目4番7号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6288 平成24年03月19日

（仮称）港区麻布台3丁目計画 丸紅株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
4番2号 (一財)日本建築センター HNNN-6246 平成24年03月19日

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社 大阪市北区梅田一丁目3番1-1

100号　大阪駅前第1ビル11階
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-6257 平成24年03月13日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田二丁目
4番24号

参議院新議員会館 HOC議員会館PFI株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番8
号 (一財)日本建築センター HNNB-6256 平成24年03月13日

（仮称）ＪＲ南新宿ビル 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-6255 平成24年03月13日

読売新聞東京本社ビル 株式会社　読売新聞東京本社 東京都中央区銀座6丁目17番1
号 (一財)日本建築センター HNNB-6253 平成24年03月13日

（仮称）丸の内二丁目７番計画 郵便局株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目
３番２号 (一財)日本建築センター HFNB-6152 平成24年03月13日

（仮称）Dプロジェクト新子安 大和ハウス工業株式会社
東京支社 東京都千代田区飯田橋3-13-1 日本ERI(株) MNNN-6279 平成24年03月12日

医療法人公生会　竹重病院 医療法人公生会 竹重病院 長野県長野市田町　2099番地 (一財)日本建築センター MNNN-6277 平成24年03月12日

（仮称）岡田様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6275 平成24年03月12日

愛媛新聞社「（仮称）新印刷センター」 株式会社愛媛新聞社 愛媛県松山市大手町一丁目12
番地1 日本ERI(株) MNNN-6239 平成24年03月12日

東金九十九里地域医療センター 地方独立行政法人
東金九十九里地域医療センター 千葉県東金市東岩崎1番地1 日本ERI(株) MNNN-6238 平成24年03月12日

社会医療法人生長会　阪南市民病院 阪南市 大阪府阪南市尾崎町35番地の
1 日本ERI(株) MNNN-6237 平成24年03月12日

WAZAC函館五稜郭ナゴミ 東日本ハウス株式会社 岩手県盛岡市長田町2番20号 日本ERI(株) MNNN-6236 平成24年03月12日

（仮称）東五反田二丁目計画
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26

番2号
(株)東京建築検査機構 HNNN-6301 平成24年03月12日

東邦地所株式会社 山梨県南巨摩郡南部町万沢74
83番地
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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

（仮称）ウィスティリア伝馬町 フジ都市開発株式会社 静岡県静岡市駿河区国吉田1
丁目7番37号 日本ERI(株) HNNN-6274 平成24年03月12日

清水駅西第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 清水駅西第一地区市街地再開
発組合

静岡県静岡市清水区本郷町1
番28号 日本ERI(株) HNNN-6273 平成24年03月12日

（仮称）谷町５丁目マンション計画
伊藤忠都市開発株式会社 大阪市北区梅田3-1-3

(一財)日本建築センター HNNN-6271 平成24年03月12日
三菱地所レジデンス株式会社 大阪市北区天満端1-8-30

（仮称）錦町一丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

宮城県仙台市青葉区本町2丁
目4番6号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-6226 平成24年03月12日

（仮称）東京駅八重洲口開発計画　北中央棟
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁

目1番1号
(一財)日本建築センター HFNB-6201 平成24年03月12日

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号

中之島フェスティバルタワー 株式会社　朝日新聞社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番4号 (一財)日本建築総合試験所 HFNB-6245 平成24年03月09日

新愛育病院 社会福祉法人　恩賜財団
母子愛育会

東京都港区南麻布五丁目六番
八号 (株)都市居住評価センター MNNN-6251 平成24年03月07日

(仮称)飯嶋様南久が原計画における構造方法 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6225 平成24年03月07日

(仮称)赤塚様免震マンションにおける構造方法 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6224 平成24年03月07日

和歌山県ＪＡビル 和歌山県農業協同組合中央会 和歌山県和歌山市美園町5丁
目1番地の1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6223 平成24年03月07日

（仮称）染谷様おおたかの森プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6219 平成24年03月07日

（仮称）東蒲田1丁目免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6218 平成24年03月07日

三重大学医学部附属病院 国立大学法人三重大学 三重県津市栗真町屋町1577 日本ERI(株) MNNN-6217 平成24年03月07日

日本橋室町野村ビル 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 (株)都市居住評価センター HNNN-6269 平成24年03月07日

旭通4丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 旭通4丁目地区市街地再開発
組合

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町
5丁目5番2号 日本ERI(株) HNNN-6261 平成24年03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

新阪急大井ビル（仮称） 株式会社　大井開発 東京都品川区大井1丁目50番5
号 (一財)日本建築センター HFNN-6220 平成24年03月07日

静岡県営住宅袋井団地９号棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町９番
６号 (一財)日本建築センター NFNN-6214 平成24年03月02日

（仮称）北里第一三共ワクチン株式会社　研究製造棟（CIVP） 北里第一三共ワクチン株式会
社 北本市荒井6丁目111番地 (一財)日本建築センター MNNN-6254 平成24年03月02日

（仮称）ＭＴＣ計画 株式会社
白金ハウスプロジェクト

東京都港区西新橋1丁目2番9号
日比谷セントラルビル14階

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6250 平成24年03月02日

（仮称）南多摩病院救急医療センター計画 医療法人社団　永生会 東京都八王子市椚田町583-15 日本ERI(株) MNNN-6249 平成24年03月02日

岸本ビル 岸本ビル株式会社 大阪府河内長野市汐の宮町29
番7号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6244 平成24年03月02日

下越病院本体棟・【付属棟】 医療法人新潟勤労者医療協会 新潟県新潟市秋葉区中沢町1
番23号 日本ERI(株) MNNN-6241 平成24年03月02日

戸田市庁舎 戸田市 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 (一財)日本建築センター MNNN-6212 平成24年03月02日

（仮称）坂出市立病院 坂出市 香川県坂出市室町2丁目3番5
号 (一財)日本建築センター MNNN-6211 平成24年03月02日

(仮説)猪股様マンションにおける構造方法 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6210 平成24年03月02日

厚木市立病院
厚木市 神奈川県厚木市中町3丁目17

番17号
(一財)日本建築センター MNNN-6205 平成24年03月02日

厚木市 神奈川県厚木市中町3丁目17
番17号

（仮称）グランドメゾン池下タワー

株式会社
長谷工コーポレーション 東京都港区芝二丁目32番1号

(株)都市居住評価センター HNNN-6252 平成24年03月02日
積水ハウス株式会社名古屋マ
ンション事業部

名古屋市中村区名駅一丁目1
番4号

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（１街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合 枚方市香里園9番21号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6243 平成24年03月02日

城山町三丁目第一地区第一種市街地再開発事業 城山町三丁目第一地区市街地
再開発組合

栃木県小山市城山町二丁目9
番17号 日本ERI(株) HNNN-6242 平成24年03月02日

（仮称）高輪台計画 野村不動産株式会社
住宅カンパニー

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-6216 平成24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

芝浦NSP

株式会社華陽電機工業所 東京都港区浜松町2-1-6

(一財)日本建築センター HNNN-6213 平成24年03月02日

合資会社桝田鐵工所 東京都港区芝1-14-4

株式会社宇徳 神奈川県横浜市中区弁天通6-
85

株式会社商船三井 東京都港区虎ノ門2-1-1

馬淵建設株式会社 神奈川県横浜市南区花之木町
2-26

清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX

（仮称）豊洲3-2街区[B3街区]開発計画

野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号

(株)東京建築検査機構 HNNN-6203 平成24年03月02日

住友不動産株式会社　 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号

東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番2号

三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｂブロック

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

(一財)日本建築センター HNNB-6074 平成24年03月01日
ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2

号

ナレッジ・キャピタル開発特
定目的会社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8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

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｂブロック

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

(一財)日本建築センター HNNB-6074 平成24年03月01日エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6
番1号

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ａブロック

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

(一財)日本建築センター HNNB-6073 平成24年03月01日

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6
番1号

新総合太田病院（仮称） 富士重工業健康保険組合 東京都新宿区西新宿一丁目7
番2号 (株)都市居住評価センター MNNN-6235 平成24年02月23日

神奈川県立がんセンター 神奈川メディカルサービス株
式会社

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
町二丁目23番2 (株)都市居住評価センター MNNN-6234 平成24年02月23日

（仮称）リーフィアレジデンス本厚木計画 小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台一丁目47番
1号 (株)都市居住評価センター MNNN-6206 平成24年02月23日

三田市新庁舎 三田市 兵庫県三田市三輪二丁目1番1
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6199 平成24年02月23日

（仮称）板橋区仲宿サービス付き高齢者向け住宅 有限会社　水神湯 東京都板橋区仲宿50-1 日本ERI(株) MNNN-6194 平成24年02月23日

（仮称）日本大学新病院 学校法人　日本大学 東京都千代田区九段南4-8-24 日本ERI(株) MNNN-6191 平成24年02月23日

江東区庁舎耐震補強その他 江東区役所 東京都江東区東陽4丁目11-28 日本ERI(株) MNNN-6162 平成24年02月23日

社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　新病院 社会医療法人財団董仙会 石川県七尾市富岡町94番地 日本ERI(株) MNNN-6146 平成24年02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

（仮称）摂津市南千里丘計画B街区 三井不動産レジデンシャル株
式会社

大阪市中央区備後町四丁目1
番3号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6200 平成24年02月23日

（仮称）大田区山王1丁目計画

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝二丁目32番1号

(株)都市居住評価センター HNNN-6186 平成24年02月23日近鉄不動産株式会社首都圏事
業本部

東京都中央区八重洲2丁目7番
2号

三菱商事株式会社
開発建設本部

東京都千代田区丸の内二丁目
3番1号

日本生命保険相互会社（仮称）本店新東館 日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋3丁目5番12
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-6187 平成24年02月23日

（仮称）室町東地区開発計画1-5街区 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町２丁
目１番１号 (一財)日本建築センター HNNB-6179 平成24年02月23日

南池袋二丁目Ａ地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南池袋二丁目Ａ地区市街地再
開発組合

東京都豊島区南池袋２－３６
－１０ (一財)日本建築センター HFNF-6164 平成24年02月23日

虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 虎ノ門・六本木地区市街地再
開発組合

東京都港区虎ノ門五丁目８番
６号 (一財)日本建築センター HFNB-6193 平成24年02月23日

静岡県営住宅原団地Ｇ号棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町9-6 日本ERI(株) NFNN-6183 平成24年02月21日

静岡県営住宅安倍口団地９号棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町9-6 日本ERI(株) NFNN-6182 平成24年02月21日

7700型ドームハウス ジャパンドームハウス株式会
社

石川県加賀市新保町口3番地1
7 (一財)日本建築センター MNNN-6233 平成24年02月21日

（仮称）柏崎市新市民会館 株式会社環境デザイン研究所 東京都港区六本木5-12-22 日本ERI(株) MNNN-6228 平成24年02月21日

ライオンズ一条レジデンス湘南C-X 株式会社　大京
首都圏第二支店

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-1
3 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-6215 平成24年02月21日

（仮称）渋谷二丁目21地区開発計画
東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野三丁目19

番6号
(一財)日本建築センター HNNB-6157 平成24年02月21日

渋谷新文化街区プロジェクト
推進協議会　事業推進者 東京都渋谷区南平台町5番6号

プロロジスパーク座間Ⅱ 座間２特定目的会社 東京都千代田区丸の内2-7-3
東京ビルディング 日本ERI(株) MNNN-6209 平成24年02月17日

社会保険山梨病院新病院建設計画 社会保険山梨病院 山梨県甲府市朝日三丁目8-31 日本ERI(株) MNNN-6204 平成24年02月17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

長浜市役所新庁舎 長浜市　 滋賀県長浜市高田町12番34号 (一財)日本建築センター MNNN-6185 平成24年02月17日

（仮称）北大塚計画

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

(一財)日本建築センター HNNN-6202 平成24年02月17日
中央商事株式会社 東京都千代田区内神田一丁目

1番14号

三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

（仮称）柏の葉キャンパスシティプロジェクト148駅前街区（設定敷地
Ａ）アコモデーション棟 株式会社錢高組東京支社 東京都千代田区一番町31 (株)都市居住評価センター MNNN-6176 平成24年02月14日

板橋区本庁舎南館
東京都 東京都新宿区西新宿二丁目8

番1号
日本ERI(株) MNNN-6175 平成24年02月14日

板橋区 東京都板橋区板橋二丁目66番
1号

長崎市新市立病院整備運営事業 長崎ホスピタルパートナーズ
株式会社 長崎県長崎市平和町4-8 日本ERI(株) MNNN-6174 平成24年02月14日

名古屋徳洲会総合病院 医療法人　徳洲会 大阪府大阪市北区梅田一丁目
3番1-1200号 日本ERI(株) MNNN-6172 平成24年02月14日

大鵬薬品工業　北島用地工場 大鵬薬品工業株式会社 東京都千代田区神田錦町1丁
目27番地 日本ERI(株) MNNN-6169 平成24年02月14日

株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東　東扇島物流センター2期棟 株式会社
ニチレイロジグループ本社

東京都中央区築地七丁目17番
1号 日本ERI(株) MNNN-6109 平成24年02月14日

兵庫医科大学急性医療総合センター 学校法人　兵庫医科大学 兵庫県西宮市武庫川町１番１
号 (一財)日本建築センター MNNN-6208 平成24年02月10日

香川県立中央病院 香川県 香川県高松市番町四丁目1番1
0号 日本ERI(株) MNNN-6190 平成24年02月10日

トシン･グループ本社ビル トシン･グループ株式会社 東京都新宿区新宿一丁目3-7 ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6163 平成24年02月10日

（仮称）神保町ビル計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) MNNN-6159 平成24年02月10日

（仮称）後藤様境２丁目プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6155 平成24年02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

（仮称）台東区柳橋２丁目計画 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (一財)日本建築センター MNNN-6153 平成24年02月10日

大井町1番南第一種市街地再開発事業 大井町1番南地区市街地再開
発組合

愛知県名古屋市中区平和一丁
目15番30号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-6197 平成24年02月10日

（仮称）小手指Ｅ計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 日本ERI(株) HNNN-6189 平成24年02月10日

（仮称）小手指Ｄ計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 日本ERI(株) HNNN-6188 平成24年02月10日

（仮称）ブランズタワー備後町
株式会社アーバネックス 大阪市中央区平野町4丁目1番

2号
(一財)日本建築センター HNNN-6156 平成24年02月10日

東急不動産株式会社関西支店 大阪市中央区南船場四丁目4
番3号

大崎駅西口南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大崎駅西口南地区市街地再開
発組合 東京都品川区大崎2-11-11 (一財)日本建築センター HFNN-6196 平成24年02月10日

（仮称）三田ベルジュビル 株式会社ベルジュ 東京都港区芝５丁目36番7号 (一財)日本建築センター HFNB-6177 平成24年02月10日

気象庁清瀬庁舎(仮称) 国土交通省関東地方整備局 埼玉県さいたま市中央区新都
心2番地1 (一財)日本建築センター MNNN-6198 平成24年02月09日

武蔵浦和駅第１街区第一種市街地再開発事業B1棟 戸田建設（株）一級建築士事
務所 東京都中央区京橋1-7-1 (一財)ベターリビング MNNN-6192 平成24年02月09日

埼玉県立がんセンター新病院 埼玉県病院局 埼玉県さいたま市浦和区高砂
3-13-3 日本ERI(株) MNNN-6181 平成24年02月09日

広島合同庁舎1号館 国土交通省　中国地方整備局 広島県広島市中区上八丁堀6-
30 日本ERI(株) MNNN-6180 平成24年02月09日

日本ビルディング浜町サテライトオフィス 日本ビルディング株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一
丁目2番4号 日本ERI(株) MNNN-6158 平成24年02月09日

徳島中央広域連合本部・東消防署庁舎 徳島中央広域連合 徳島県吉野川市鴨島町鴨島11
5-1 日本ERI(株) MNNN-6173 平成24年02月08日

（仮称）下田メディカルセンター 戸田建設株式会社一級建築士
事務所 東京都中央区京橋1-7-1 日本ERI(株) MNNN-6170 平成24年02月08日

滝宮総合病院 香川県厚生農業協同組合連合
会 香川県高松市屋島西町1857-1 日本ERI(株) MNNN-6168 平成24年02月08日

（仮称）掛川市・袋井市新病院 掛川市・袋井市新病院建設事
務組合

静岡県掛川市大池2798番地の
11 日本ERI(株) MNNN-6167 平成24年02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

徳島県立中央病院 徳島県病院局 徳島県徳島市万代町1丁目1番
地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6161 平成24年02月08日

（仮称）千葉徳洲会病院 医療法人　沖縄徳洲会 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間
80番地 日本ERI(株) MNNN-6151 平成24年02月08日

赤坂氷川町 株式会社サンウッド 東京都港区虎ノ門3丁目2番2
号 (一財)日本建築センター MNNN-6149 平成24年02月08日

宝持会池田病院　高齢者向け住宅増築計画 宝持経営株式会社 大阪市生野区田島3丁目8-25 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6144 平成24年02月08日

（仮称）湯島2丁目マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6141 平成24年02月08日

（仮称）大橋地区第二種市街地再開発事業１－１棟 東急不動産株式会社
住宅事業本部

東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番2号 日本ERI(株) HNNN-6171 平成24年02月08日

（仮称）八重洲共同ビル

富士フィルムメディカル株式
会社

東京都港区西麻布二丁目26番
30号

(一財)日本建築センター NNNF-6100 平成24年02月03日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9

番地9号

鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 鹿児島市加治屋町20番17号 (一財)日本建築センター MNNN-6178 平成24年02月03日

（仮称）原宿住宅マンション建替事業施行再建マンション計画 原宿住宅マンション建替組合 東京都渋谷区神宮前二丁目9番
11号シオバラ外苑ビル502号室 (一財)日本建築センター MNNN-6165 平成24年02月03日

東京消防庁芝消防署庁舎 東京都 東京都新宿区西新宿二丁目8
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-6143 平成24年02月03日

（仮称）藤枝駅前一丁目計画 静岡鉄道株式会社 静岡県静岡市葵区鷹匠一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-6166 平成24年02月03日

（仮称）神田錦町3-20計画 安田不動産株式会社 東京都千代田区神田錦町2丁
目11番地

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-6113 平成24年02月03日

中央合同庁舎第８号館整備等事業（新庁舎） ８号館ＰＦＩ株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (一財)日本建築センター HNNB-6184 平成24年02月03日

平河町森タワー 平河町森タワー管理組合　 東京都千代田区平河町２丁目
１６番１号 (一財)日本建築センター HFNF-6125 平成24年02月03日

名古屋ルーセントタワー 名古屋ルーセントタワーオフ
ィス部会

愛知県名古屋市西区牛島町６
番１号 (一財)日本建築センター HFNB-6150 平成24年02月02日

（仮称）西瑞江５丁目澤井様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6154 平成24年01月27日

54/437 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

（仮称）村田様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6132 平成24年01月27日

館林厚生病院 邑楽館林医療事務組合 群馬県館林市成島町262番地
の１ 日本ERI(株) MNNN-6130 平成24年01月27日

北品川五丁目第１地区第一種市街地再開発事業
高層住宅棟（Ａ２棟）施設建築物

北品川五丁目第1地区市街地
再開発組合

東京都品川区北品川五丁目5
番27号 (一財)日本建築センター HNNN-6131 平成24年01月27日

北品川五丁目第１地区第一種市街地再開発事業
高層業務棟（Ｃ１棟）施設建築物

北品川五丁目第1地区市街地
再開発組合

東京都品川区北品川五丁目5
番27号 (一財)日本建築センター HNNN-6129 平成24年01月27日

北品川五丁目第１地区第一種市街地再開発事業
超高層業務棟（Ａ１棟）施設建築物

北品川五丁目第1地区市街地
再開発組合

東京都品川区北品川五丁目5
番27号 (一財)日本建築センター HNNN-6128 平成24年01月27日

北品川五丁目第1地区第一種市街地再開発事業
超高層住宅棟(Ｄ棟)施設建築物

北品川五丁目第1地区市街地
再開発組合

東京都品川区北品川五丁目5
番27号 (一財)日本建築センター HNNN-6102 平成24年01月27日

花園万頭本店建替計画 株式会社　花園万頭　 東京都新宿区新宿５丁目１６
番１５号 (一財)日本建築センター NFNN-6133 平成24年01月26日

公立甲賀病院 公立甲賀病院組合 滋賀県甲賀市水口町鹿深3-39 日本ERI(株) MNNN-6148 平成24年01月26日

公立　高島総合病院 公立高島総合病院 滋賀県高島市勝野1667番地 日本ERI(株) MNNN-6147 平成24年01月26日

庁舎建設事業　東広島市庁舎 東広島市 広島県東広島市西条栄町8番2
9号 日本ERI(株) MNNN-6140 平成24年01月26日

小樽市立病院 小樽市病院局 北海道小樽市若松1丁目2番1
号 日本ERI(株) MNNN-6138 平成24年01月26日

新豊川市民病院 豊川市 愛知県豊川市光明町1丁目19
番地 (株)確認サービス MNNN-6135 平成24年01月26日

学校法人　大阪貿易学院　開明中学校・高等学校校舎建替計画 学校法人　大阪貿易学院 大阪市城東区野江1丁目9番9
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6094 平成24年01月26日

阿南市新庁舎 阿南市 徳島県阿南市富岡町トノ町12
番地3 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6093 平成24年01月26日

静岡赤十字病院　新本館 静岡赤十字病院 静岡県静岡市葵区追手町8番2
号 日本ERI(株) MNNN-6089 平成24年01月26日

東京駅丸ノ内本屋（保存・復原） 東日本旅客鉄道株式会社 東京都北区東田端2丁目20番6
8号 (一財)日本建築防災協会 MFNB-6142 平成24年01月26日

新関西電力病院 関西電力株式会社　 大阪市北区中之島3丁目6番16
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6145 平成24年01月26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

（仮称）江東区東雲一丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (株)東京建築検査機構 HNNN-6139 平成24年01月26日

（仮称）大阪市西区新町一丁目マンション計画 オリックス不動産株式会社 東京都港区赤坂二丁目3番5号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6127 平成24年01月26日

（仮称）ルフォン高輪台計画 株式会社　サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (一財)日本建築センター HNNN-6124 平成24年01月26日

（仮称）北2条西4丁目計画
郵便局株式会社 東京都千代田区霞が関1丁目3

番2号
(一財)日本建築センター HNNN-6112 平成24年01月26日

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号

(仮称)新宿六丁目N街区計画　業務棟 新宿六丁目特定目的会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目9番13号 (一財)日本建築センター HNNB-6160 平成24年01月26日

（仮称）大手町1－6計画 有限会社東京プライムステー
ジ

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内 (一財)日本建築センター HNNB-6103 平成24年01月26日

四層五段型自走式自動車車庫｛メタルパークＦＦ-ＲＳ２００｝ ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前２丁目１７
番４号 (一財)日本建築センター NFEN-6123 平成24年01月20日

（仮称）ＫＩＣＯＮＡ戸塚店｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫
｝ 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町77－1 (一財)日本建築センター NFEN-6106 平成24年01月20日

川金ホールディングス本社ビル 戸田建設株式会社関東支店一
級建築士事務所

埼玉県さいたま市浦和区高砂
2-6-5　浦和大栄ビル 日本ERI(株) MNNN-6105 平成24年01月20日

参天製薬株式会社　滋賀工場　第三期 参天製薬株式会社 大阪府大阪市東淀川区下新庄
3-9-19 日本ERI(株) MNNN-6104 平成24年01月20日

常陸大宮市消防本部庁舎 株式会社　桂設計 東京都新宿区榎町43-1
神楽坂ビル (一社)日本免震構造協会 MNNN-6101 平成24年01月20日

東京工業大学（すずかげ台）合同棟2号館･3号館（Ｊ２棟・Ｊ３棟） 国立大学法人東京工業大学 東京都目黒区大岡山２－１２
－１ (一財)日本建築センター HFNN-6134 平成24年01月20日

町田市庁舎（仮称） 東京都町田市 東京都町田市中町一丁目20番
23号 (一財)日本建築センター NNNB-6099 平成24年01月13日

福岡徳洲会病院 松井建築設計事務所 大阪府堺市南区鴨谷台1-37-8 日本ERI(株) MNNN-6083 平成24年01月13日

セキスイハイム東海　沼津支社　新社屋計画 セキスイハイム東海
株式会社

静岡県浜松市中区板屋町111-
2アクトタワー25階 日本ERI(株) MNNN-6082 平成24年01月13日

（仮称）株式会社平和　東上野１丁目新社屋 株式会社　平和 東京都台東区東上野二丁目22
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-6084 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

早稲田大学（仮称）中野国際コミュニティプラザ 学校法人　早稲田大学 東京都新宿区戸塚町1-104 日本ERI(株) HFNN-6042 平成24年01月13日

（仮称）京阪神不動産西心斎橋ビル 京阪神ビルディング株式会社 大阪市中央区瓦町四丁目2番1
4号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6137 平成24年01月12日

（仮称）田中様中丸町計画 スターツCAM株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6136 平成24年01月12日

慶應義塾大学　理工学部　（矢上）テクノロジーセンター 慶應義塾 東京都港区三田二丁目15番45
号 (株)東京建築検査機構 MNNN-6111 平成24年01月12日

（仮称）YH計画
相鉄不動産株式会社 横浜市西区北幸2-9-14

(株)東京建築検査機構 MNNN-6110 平成24年01月12日
三井不動産レジデンシャル株
式会社 横浜市神奈川区栄町5番地1

新佐賀県立病院好生館（仮称）病院棟 地方独立行政法人
佐賀県立病院好生館

佐賀県佐賀市水ヶ江1丁目12
番9号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6095 平成24年01月12日

（仮称）京葉瓦斯柏ビル 京葉瓦斯株式会社 千葉県市川市市川南二丁目8
番8号 (株)都市居住評価センター MNNN-6090 平成24年01月12日

（仮称）海南市民病院 海南市 海南市日方1272番地3 (一財)日本建築センター MNNN-6086 平成24年01月12日

（仮称）竹田綜合病院　2期 財団法人　竹田綜合病院 福島県会津若松市山鹿町3-27 (一財)日本建築センター MNNN-6085 平成24年01月12日

大日本住友製薬新化学研究棟(LR-12) 大日本住友製薬株式会社 大阪市中央区修道町2丁目6-8 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6031 平成24年01月12日

（仮称）豊田市中央保健センター（新東庁舎） 豊田市 愛知県豊田市西町3丁目60番
地 日本ERI(株) MNNN-6028 平成24年01月12日

草加市立病院改修計画及び（仮称）新医療センター増築計画 草加市立病院
草加市病院事業管理者

埼玉県草加市草加二丁目21番
1号 (一財)日本建築センター MFNN-6126 平成24年01月12日

北里大学病院　新病院 学校法人　北里研究所 東京都港区白金五丁目九番一
号 (株)都市居住評価センター HNNN-6108 平成24年01月12日

（仮称）与野上落合住宅建替計画 住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-6107 平成24年01月12日

飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業　業務・商業棟 飯田橋駅西口地区市街地再開
発組合

東京都千代田区富士見二丁目
11番9号 (一財)日本建築センター HNNB-6030 平成24年01月10日

（仮称）新潟市こども創造センター 新潟市 新潟県新潟市中央区学校町通
1番町602番地1 (一財)日本建築センター NNNB-6072 平成24年01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

霊友会弥勒山弥勒堂免震改修 霊友会 東京都港区麻布台一丁目7番8
号 日本ERI(株) MNNN-6081 平成24年01月06日

（仮称）正栄食品工業本社 正栄食品工業株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁
目8番1号茅場町一丁目平和ビル (一財)日本建築センター MNNN-6071 平成24年01月06日

ＪＡ松本市本社社屋 松本市農業協同組合 長野県松本市深志2丁目1番1
号 日本ERI(株) MNNN-6069 平成24年01月06日

アネージュ勝田グランクォーレ 株式会社日立ライフ 茨城県日立市幸町1丁目20-2 日本ERI(株) MNNN-6068 平成24年01月06日

吹田徳洲会病院整備計画 医療法人沖縄徳州会 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間
80番地 日本ERI(株) MNNN-6060 平成24年01月06日

大崎市民病院 大崎市病院事業 宮城県大崎市古川千手寺町2-
3-10 日本ERI(株) MNNN-6039 平成24年01月06日

杉並区永福2KA計画  神奈川県川崎市中原区井田3-
22-21 (一財)日本建築センター MNNN-6020 平成24年01月06日

実践女子学園　創立120周年記念整備事業　1期渋谷校地整備計画
大学・短期大学校舎棟 学校法人　実践女子学園 東京都日野市大坂上4-1-1 日本ERI(株) HNNN-6080 平成24年01月06日

（仮称）JR高槻駅北東地区開発事業集合住宅Ｂ 阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区角田町1番1
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6075 平成24年01月06日

（仮称）日ノ出町駅前Ａ地区再開発ビル 日ノ出町駅前Ａ地区市街地再
開発組合

神奈川県横浜市中区日ノ出町
1丁目51番地 日本ERI(株) HNNN-6064 平成24年01月06日

京成曳舟駅前東第三地区第一種市街地再開発事業 京成曳舟駅前東第三地区市街
地再開発組合

東京都墨田区京島一丁目7番8
号 日本ERI(株) HNNN-6063 平成24年01月06日

ナイスパーク　ＮＰ－４ＣＳＬ２５－Ｓ型 株式会社　内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３
１３９ (一財)日本建築センター NFEN-6067 平成24年01月04日

五層六段型自走式自動車車庫｛ＡＷ－５６ＬＰ２．５｝ アグナス株式会社 東京都港区虎ノ門4-1-9 (一財)日本建築センター NFEN-6065 平成24年01月04日

ＴＯＣみなとみらい 株式会社　テーオーシー 東京都品川区西五反田7-22-1
7 日本ERI(株) HNNB-6070 平成24年01月04日

（仮称）(株)Paltac RDC中部流通加工場 株式会社Paltac 大阪府大阪市中央区南久宝寺
町1丁目5番9号 日本ERI(株) NNNF-6049 平成23年12月28日

（仮称）京橋二丁目16地区Ａ棟 清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (株)東京建築検査機構 HFNB-6061 平成23年12月28日

岸本ビル 岸本ビル株式会社 大阪市河内長野市汐の宮29番
7号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6096 平成23年12月27日

58/437 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

（仮称）高知電気ビル本館建替計画 四電ビジネス株式会社 香川県高松市丸の内2番5号 (株)都市居住評価センター MNNN-6091 平成23年12月27日

甲府地方合同庁舎 甲府パブリックサービス株式
会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 (一財)日本建築センター MNNN-6088 平成23年12月27日

（仮称）シマノ本社工場 株式会社　シマノ 大阪府堺市堺区老松町3丁目7
7番地 (一財)日本建築センター MNNN-6087 平成23年12月27日

社会医療法人厚生会　多治見市民病院 多治見市 岐阜県多治見市日ノ出町2丁
目15番地 日本ERI(株) MNNN-6079 平成23年12月27日

HM社　FCプロジェクト　製剤化エリア物流設備 一般財団法人
化学及血清療法研究所

熊本県熊本市大窪一丁目6番1
号 日本ERI(株) MNNN-6078 平成23年12月27日

西部医療センター中央病院（仮称）

株式会社　日立製作所
中部支社

名古屋市中区栄三丁目17番12
号

(株)確認サービス MNNN-6066 平成23年12月27日
名古屋市 名古屋市中区三の丸三丁目1

番1号

（仮称）渡辺様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6054 平成23年12月27日

（仮称）初山様ビル スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-6053 平成23年12月27日

福井大学医学部附属病院新病棟 国立大学法人　福井大学 福井県福井市文京区3丁目9番
1号 日本ERI(株) MNNN-6052 平成23年12月27日

（仮称）ヤマト羽田物流ターミナルプロジェクト ヤマト運輸株式会社 東京都中央区銀座二丁目16番
10号 (株)都市居住評価センター MNNN-6051 平成23年12月27日

（仮称）志村3丁目計画 旭化成不動産レジデンス株式
会社

東京都新宿区西新宿2-3-1
新宿モノリス17階 日本ERI(株) MNNN-6043 平成23年12月27日

（仮称）Dプロジェクト新子安 大和ハウス工業株式会社
東京支社 東京都千代田区飯田橋3-13-1 日本ERI(株) MNNN-6021 平成23年12月27日

（仮称）毎日放送本社新館 株式会社毎日放送 大阪府大阪市北区茶屋町17番
1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-6097 平成23年12月27日

武蔵小杉駅南口地区東街区第一種市街地再開発事業施設建築物（住宅
棟）

武蔵小杉駅南口地区東街区市
街地再開発組合

神奈川県川崎市川崎区東田町
8番地 (株)都市居住評価センター HNNN-6092 平成23年12月27日

学校法人　愛知医科大学　新病院 学校法人　愛知医科大学 愛知県愛知郡長久手町大字岩
作字雁又21番地 日本ERI(株) HNNN-6077 平成23年12月27日

（仮称）Y4-2マンション計画 山万　株式会社 東京都中央区日本橋小網町６
番１号 (株)東京建築検査機構 HNNN-6059 平成23年12月27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

（仮称）日本橋本町二丁目計画
株式会社ロータスエステート 東京都中央区日本橋本町二丁

目3番11号
(一財)日本建築センター HNNN-6058 平成23年12月27日

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号

飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業　住宅棟 飯田橋駅西口地区市街地再開
発組合

東京都千代田区富士見二丁目
11番9号 (一財)日本建築センター HNNN-6057 平成23年12月27日

大崎駅西口南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大崎駅西口南地区市街地再開
発組合 東京都品川区大崎2-11-11 (一財)日本建築センター HNNN-6056 平成23年12月27日

長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業施設建築物計画 横浜市住宅供給公社 神奈川県横浜市神奈川区栄町
8番1 日本ERI(株) HNNN-6050 平成23年12月27日

（仮称）西麻布土地利用計画 株式会社テレビ朝日 東京都港区六本木六丁目9番1
号 日本ERI(株) HNNF-6044 平成23年12月27日

（仮称）阿部野橋ターミナルビル 近畿日本鉄道　株式会社 大阪市天王寺区上本町六丁目
1番55号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-6098 平成23年12月27日

（仮称）青山学院大学Ａ棟 学校法人　青山学院 東京都渋谷区渋谷４丁目４番
25号 (株)都市居住評価センター NFNN-6048 平成23年12月22日

井土ヶ谷　新規計画（施設併用六層七段型自走式自動車車庫） 株式会社　尚和 大阪府吹田市江の木町１６番
３４号 (一財)日本建築センター NFEN-6047 平成23年12月22日

（仮称）狛江市庁舎増築棟 狛江市 東京都狛江市和泉本町一丁目
1番5号 (一財)日本建築センター MNNN-6035 平成23年12月22日

有楽町センタービル

松竹株式会社 東京都中央区築地四丁目1番1
号

(一財)日本建築センター NNNB-6026 平成23年12月13日東宝株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目
2番2号

株式会社朝日新聞社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番4号

高知医療センター 高知県・高知市病院企業団 高知県高知市池2125-1 (一財)日本建築センター MNNN-6041 平成23年12月13日

（仮称）針ヶ谷ビル計画 大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町1丁
目1番8号 日本ERI(株) MNNN-6038 平成23年12月13日

尾西信用金庫事務センター 尾西信用金庫 愛知県一宮氏篭屋一丁目4番3
号 日本ERI(株) MNNN-6036 平成23年12月13日

産学公民連携研究センター 東電不動産株式会社 東京都中央区京橋一丁目6番1
号 日本ERI(株) MNNN-6033 平成23年12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

かねと免震モデル住宅 かねと建設株式会社 富士市神谷405番地 (一財)日本建築センター MNNN-6032 平成23年12月13日

ＮＣプロジェクト　オフィス棟 南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波五丁目1番6
0号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-6027 平成23年12月13日

（仮称）江東区豊洲4丁目計画

近鉄不動産株式会社首都圏事
業本部

東京都中央区八重洲2丁目7番
2号

(一財)日本建築センター HNNN-6040 平成23年12月13日
三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号

（仮称）丸の内１-４計画

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目
7番1号

(一財)日本建築センター HNNB-6024 平成23年12月13日住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目5番3
3号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

日本医科大学附属病院 学校法人　日本医科大学 東京都文京区千駄木1-1-5 日本ERI(株) MFNN-6022 平成23年12月09日

（仮称）ICHIJO TOWER KANAYAMA 株式会社　一条工務店 東京都江東区木場五丁目10番
10号 (株)確認サービス HNNN-6034 平成23年12月09日

(仮称)大分市総合文化交流施設 株式会社
大分駅南コミュニティサービス

大分県大分市花津留2丁目25
番16号 日本ERI(株) NNNB-6019 平成23年12月06日

狭山市駅西口地区第一種市街地再開発事業２街区施設建築物 独立行政法人都市再生機構東
日本都市再生本部

東京都新宿区西新宿六丁目5
番1号 (一財)日本建築センター NNNB-6018 平成23年12月06日

四層五段型自走式自動車車庫｛ＡＷ－４５ＬＰ２．５｝ アグナス株式会社 東京都港区虎ノ門４－１－９ (一財)日本建築センター NFEN-6011 平成23年12月05日

三層四段型自走式自動車車庫｛KITAGAWA PARKING4（H-
PCR380型）｝ 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町７７－１ (一財)日本建築センター NFEN-5984 平成23年12月05日

三層四段型自走式自動車車庫｛KITAGAWA PARKING4（H-
PCR385型）｝ 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町７７－１ (一財)日本建築センター NFEN-5952 平成23年12月05日

（仮称）ＭＴＣ計画 株式会社
白金ハウスプロジェクト

東京都港区西新橋1丁目2番9号
日比谷セントラルビル14階

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-6037 平成23年12月05日

プロロジスパーク座間Ⅱ 座間２特定目的会社 東京都千代田区丸の内2-7-3
東京ビルディング 日本ERI(株) MNNN-6029 平成23年12月05日

杏林大学医学部付属病院（仮称）新病棟建設計画 学校法人杏林学園 東京都三鷹市新川6-20-2 日本ERI(株) MNNN-6023 平成23年12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

（仮称）アルファグランデ西葛西 スターツデベロップメント株
式会社

東京都江戸川区中葛西5丁目3
3番14号 日本ERI(株) MNNN-6015 平成23年12月02日

大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4丁目1
4番1号

(一財)日本建築センター HNNB-6002 平成23年12月02日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号

（仮称）日本生命大手町ビル 日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目
６番６号 (株)都市居住評価センター HFNB-6016 平成23年12月02日

安芸総合庁舎 高知県知事　尾﨑　正直　 高知県高知市丸の内1丁目2番
20号 日本ERI(株) MNNN-6017 平成23年11月28日

上目黒一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 上目黒一丁目地区市街地再開
発組合

目黒区中目黒1丁目10番23号
シティホームズ中目黒302 (一財)日本建築センター HNNN-6025 平成23年11月28日

（仮称）21・25森ビル建替計画 森ビル株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1
号　六本木ヒルズ森タワー (一財)日本建築センター HNNN-6005 平成23年11月28日

（仮称）JV豊島区池袋2丁目タワー計画
名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四

丁目26番25号
(株)都市居住評価センター HNNN-5992 平成23年11月28日

相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸二丁
目9番14号

淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業施設建築物 淡路町二丁目西部地区市街地
再開発組合

東京都千代田区神田淡路町1-
23-5淡路町龍名館ビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-5875 平成23年11月28日

（仮称）ラゾーナ川崎東芝ビル ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社 東京都港区芝浦一丁目１番１
号 (一財)日本建築センター HNNB-5986 平成23年11月28日

（仮称）京橋3－1プロジェクト 京橋開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内 (株)東京建築検査機構 HFNB-6003 平成23年11月28日

（仮称）インプレス芝浦建築計画
双日株式会社 東京都港区赤坂6-1-20

日本ERI(株) HNNN-5999 平成23年11月25日
株式会社一成開発設計 東京都北区赤羽1-42-2-303

武蔵浦和駅第3街区第一種市街地再開発事業施設建築物等 武蔵浦和駅第3街区市街地再
開発組合

埼玉県さいたま市南区沼影一
丁目11番 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-5998 平成23年11月25日

（仮称）ブランズタワー南堀江
伊藤忠歳開発株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目1

番3号
日本ERI(株) HNNN-5997 平成23年11月25日

東急不動産株式会社関西支店 大阪市中央区南船場四丁目4
番3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

(仮称)中野四丁目開発計画　区域5　オフィス棟 中野駅前開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら総合事務所内 (一財)日本建築センター HNNB-5976 平成23年11月25日

（仮称）神田駿河台４－６計画 駿河台開発特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4番
1号日本橋一丁目ビルディング (一財)日本建築センター HNNB-5970 平成23年11月25日

(仮称)新宿六丁目N街区計画　業務棟 新宿六丁目特定目的会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目9番13号 (一財)日本建築センター HNNB-5966 平成23年11月25日

（仮称）武蔵小杉Ｆ地区西街区ビル 株式会社　東京機械製作所 東京都南区芝五丁目26番24号 (一財)日本建築センター NNNB-5989 平成23年11月24日

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社 大阪市北区梅田一丁目3番1-1

100号　大阪駅前第1ビル11階
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-5988 平成23年11月24日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪市北区芝田二丁目4番24
号

（仮称）南平台町計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部　

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (一財)日本建築センター HFNB-5990 平成23年11月24日

鈴鹿市新消防庁舎 鈴鹿市 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番
18号 (一財)日本建築センター MNNN-6014 平成23年11月22日

（仮称）亀田総合病院Ｋ棟・新Ａ棟・連絡棟 医療法人鉄蕉会
亀田総合病院 千葉県鴨川市東町929番地 (一財)日本建築センター MNNN-6000 平成23年11月22日

札幌自衛隊病院 株式会社石本建築事務所
本社

東京都千代田区九段南四丁目
6番12号 (一財)日本建築センター MNNN-5991 平成23年11月22日

燕市新庁舎 燕市役所 新潟県燕市吉田日之出町1番1
号 日本ERI(株) MNNN-5963 平成23年11月22日

秦野赤十字病院 秦野赤十字病院 神奈川県秦野市立野台1丁目1
番地 (一財)日本建築センター MNNN-5941 平成23年11月22日

福岡赤十字病院 福岡赤十字病院 福岡県福岡市南区大楠三丁目
1番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5669 平成23年11月22日

（仮称）大阪市北区扇町2丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

大阪市中央区備後町四丁目1
番3号 日本ERI(株) HNNN-6013 平成23年11月22日

新東海関電ビル（仮称） 関電不動産株式会社 大阪市北区中之島6丁目2番27
号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-6010 平成23年11月22日

（仮称）東海大学医学部附属病院新病院 学校法人　東海大学 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目28
番4号 (一財)日本建築センター HNNN-6009 平成23年11月22日

（仮称）川崎駅西口大宮町F街区分譲住宅 川崎市住宅供給公社 川崎市川崎区砂子1丁目2番地
4 (株)東京建築検査機構 HNNN-6004 平成23年11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

(仮称)三井住友海上　神田駿河台三丁目計画　新館 三井住友海上火災保険株式会
社

東京都中央区新川二丁目27番
2号 (一財)日本建築センター HNNN-5985 平成23年11月22日

(仮称）大阪市中央区北浜東計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

大阪府大阪市中央区備後町4
丁目1番3号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5953 平成23年11月22日

（仮称）足立区振連会館 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5987 平成23年11月18日

(仮称)アルファグランデ八千代村上 株式会社　桂設計 東京都新宿区榎町43-1
神楽坂ビル (一社)日本免震構造協会 MNNN-5965 平成23年11月18日

（仮称）渋谷区本町三丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町3-1-
20 日本ERI(株) HNNN-5973 平成23年11月11日

（仮称）赤羽2丁目計画 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 日本ERI(株) HNNN-5996 平成23年11月09日

（仮称）二日町北三番丁計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社　東北支店

宮城県仙台市青葉区本町2丁目4
番6号仙台本町三井ビルディン
グ

日本ERI(株) HNNN-5995 平成23年11月09日

（仮称）千葉みなとプロジェクト 丸紅株式会社 東京都千代田区大手町1-4-2 日本ERI(株) HNNN-5994 平成23年11月09日

大津駅西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大津駅西地区市街地再開発組
合 滋賀県大津市末広町4番5号 日本ERI(株) HNNN-5993 平成23年11月09日

(仮称)ザ・ライオンズ三郷中央[Ⅱ街区]
オリックス不動産株式会社 東京都港区2-3-5

スターゲートプラザ ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-5983 平成23年11月07日

株式会社　大京
首都圏第一支店

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号

東京都健康長寿医療センター 地方独立行政法人
東京都健康長寿医療センター 東京都板橋区栄町35番2号 ビューローベリタスジャパン(

株) MNNN-5982 平成23年11月07日

上村工業株式会社　中央研究所再構築プロジェクト　中央研究所
第１研究棟 上村工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町3

丁目2番6号 (一財)日本建築センター MNNN-5981 平成23年11月07日

岸本ビル 岸本ビル株式会社 大阪府河内長野市汐の宮町29
番7号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5979 平成23年11月07日

気象庁清瀬庁舎(仮称) 国土交通省　関東地方整備局 埼玉県さいたま市中央区新都
心2番地1 (一財)日本建築センター MNNN-5978 平成23年11月07日

関西医科大学枚方キャンパス学舎 学校法人　関西医科大学 大阪府守口市文園町10番15号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5980 平成23年11月07日

(仮称)東灘区住吉東プロジェクト
株式会社
長谷工コーポレーション
大阪エンジニアリング事業部

大阪府大阪市中央区平野町1-
5-7 (株)都市居住評価センター HNNN-5977 平成23年11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

秋葉山公園県民水泳場 和歌山県 和歌山市小松原通一丁目1番
地 (一財)日本建築総合試験所 NFNN-5942 平成23年11月04日

花園万頭本店建替計画 株式会社　花園万頭 東京都新宿区５丁目１６番１
５号 (一財)日本建築センター NFNN-5935 平成23年11月04日

(仮称）小川様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5956 平成23年11月04日

免震賃貸住宅　ソレア・テラスAS-1 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区中葛西三丁目
37番4号 日本ERI(株) MNNN-5717 平成23年11月04日

(仮称)白金台2丁目共同建替計画 野村不動産株式会社
住宅カンパニープロジェクト

東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号 日本ERI(株) HNNN-5974 平成23年11月04日

三河島駅前南地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 三河島駅前南地区市街地再開
発組合

東京都荒川区東日暮里6丁目1
-2 日本ERI(株) HNNN-5964 平成23年11月04日

シャトー三田マンション建替事業 シャトー三田マンション建替
組合 東京都港区三田二丁目7番1号 (株)東京建築検査機構 HNNN-5961 平成23年11月04日

東京国際空港（羽田）第2旅客ターミナルビル 日本空港ビルデング株式会社 東京都大田区羽田空港3-3-2 (一財)日本建築センター NFNB-5929 平成23年10月28日

新潟美咲合同庁舎2号館 国土交通省　北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 (一財)日本建築センター MNNN-5968 平成23年10月28日

岐阜県立下呂温泉病院 地方独立行政法人
岐阜県立下呂温泉病院 岐阜県下呂市幸田1162 日本ERI(株) MNNN-5951 平成23年10月28日

（仮称）西船4丁目川野辺様プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5947 平成23年10月28日

大阪拘置所　宿舎棟 大阪拘置所 大阪府大阪市都島区友渕町1
丁目2番5号 日本ERI(株) MNNN-5943 平成23年10月28日

武蔵小杉駅南口地区東街区第一種市街地再開発事業施設建築物（住宅
棟）

武蔵小杉駅南口地区東街区市
街地再開発組合

神奈川県川崎市川崎市東田町
8番地 (株)都市居住評価センター HNNN-5975 平成23年10月28日

(仮称)港町プロジェクトA棟 京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪二丁目20番20
号 (一財)日本建築センター HNNN-5969 平成23年10月28日

(仮称)プラウドタワー泉計画 野村不動産株式会社
名古屋支店 名古屋市中区錦二丁目19-6 ビューローベリタスジャパン(

株) HNNN-5967 平成23年10月28日

（仮称）大井仙台坂計画 住友不動産株式会社
マンション事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-5950 平成23年10月28日

聖マリア病院　国際医療センター 社会医療法人雪の聖母会
聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町422 日本ERI(株) HNNN-5938 平成23年10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

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（１街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合 枚方市香里園9番21号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5928 平成23年10月28日

（仮称）丸の内二丁目７番計画 郵便局株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目
3番2号 (一財)日本建築センター HFNB-5946 平成23年10月28日

（仮称）ＫＩＣＯＮＡ大日店｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫
｝ 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町77-1 (一財)日本建築センター NFEN-5925 平成23年10月24日

（仮称）三郷中央駅前ビル計画｛施設併用六層七段型自走式自動車車
庫｝ 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町77-1 (一財)日本建築センター NFEN-5917 平成23年10月21日

統合新病院（善通寺・香川小児）整備 独立行政法人　国立病院機構 香川県善通寺市仙遊町2丁目1
-1 日本ERI(株) MNNN-5957 平成23年10月21日

(仮称）渡辺様マンションⅢ スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5955 平成23年10月21日

佐久総合病院（仮称）基幹医療センター 長野県厚生農業協同組合連合
会

長野市大字南長野北石堂町11
77-3　ＪＡ長野県ビル 日本ERI(株) MNNN-5914 平成23年10月21日

(仮称)名古屋東京海上日動ビルディング 東京海上日動火災保険株式会
社

東京都千代田区丸の内一丁目
2番1号 日本ERI(株) HNNN-5962 平成23年10月21日

(仮称）玉造駅前計画 住友不動産株式会社
マンション事業本部

大阪市北区中之島三丁目2番1
8号 (一財)日本建築センター HNNN-5960 平成23年10月21日

(仮称）阪急天六タワー 阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪
急ビルディング (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5954 平成23年10月21日

（仮称）Ｋ２west 清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (株)東京建築検査機構 MNNN-5933 平成23年10月18日

聖隷クリストファー大学　新５号館 学校法人　聖隷学園 静岡県浜松市北区三方原町34
53番地 日本ERI(株) MNNN-5924 平成23年10月18日

（仮称）南麻布五丁目共同住宅計画 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1 (株)東京建築検査機構 MNNN-5923 平成23年10月18日

月島一丁目３，４，５番地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築
物（１街区）

月島一丁目３，４，５番地区
市街地再開発組合 東京都中央区月島1-5-6 日本ERI(株) HNNN-5931 平成23年10月18日

(仮称）静鉄マンション　東静岡駅北口計画 静岡鉄道株式会社 静岡県静岡市葵区鷹匠一丁目
1番1号 日本ERI(株) HNNN-5930 平成23年10月18日

川崎幸病院　新築計画 社会医療法人財団　石心会 神奈川県川崎市幸区都町39番
地1 日本ERI(株) MNNN-5945 平成23年10月12日

広尾三丁目計画 株式会社
ダイイチホールディングス 東京都港区高輪1-23-23-3502 日本ERI(株) MNNN-5940 平成23年10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

データセンター 関電システムソリューション
ズ株式会社 兵庫県西宮市笠屋町26番2号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5939 平成23年10月12日

第二校舎Ｄ館 学校法人　明治大学 東京都千代田区神田駿河台1
丁目1番 日本ERI(株) MNNN-5936 平成23年10月12日

キッコーマン総合病院新病院 キッコーマン株式会社 千葉県野田市野田250番地 日本ERI(株) MNNN-5934 平成23年10月12日

(仮称)大伝馬ビル建設計画 ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋二丁目5
番13号 (株)都市居住評価センター MNNN-5932 平成23年10月12日

ＮＤ2プロジェクト 株式会社野村総合研究所 東京都千代田区丸の内1丁目6
番5号　丸の内北口ビル (株)東京建築検査機構 MNNN-5927 平成23年10月12日

（仮称）川崎区小田栄計画　Ａ棟 ナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央四丁目３３番１号 (株)都市居住評価センター MNNN-5922 平成23年10月12日

（仮称）川崎区小田栄計画　Ｂ棟 ナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央四丁目３３番１号 (株)都市居住評価センター MNNN-5921 平成23年10月12日

株式会社ツムラ　静岡工場　新生薬倉庫　建設計画 株式会社ツムラ 東京都港区赤坂二丁目17番11
号 日本ERI(株) MNNN-5920 平成23年10月12日

伊東市新病院 静岡県伊東市 静岡県伊東市大原2-1-1 日本ERI(株) MNNN-5919 平成23年10月12日

山辺広域行政事務組合　消防庁舎 山辺広域行政事務組合 奈良県天理市田井庄町481番
地5 日本ERI(株) MNNN-5913 平成23年10月12日

社会医療法人愛仁会　高槻病院建替計画 社会医療法人愛仁会 大阪府大阪市北区豊崎3丁目2
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5909 平成23年10月12日

伊方発電所新事務所（仮称） 四国電力株式会社 愛媛県西宇和郡伊方町九町字
ｺﾁﾜｷ3番高地40の3 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5908 平成23年10月12日

魚沼基幹病院（仮称） 新潟県 新潟県新潟市中央区新光町4
番地1 日本ERI(株) MNNN-5893 平成23年10月12日

(仮称）港区高輪三丁目Ⅱ計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (株)都市居住評価センター HNNN-5944 平成23年10月12日

（仮称）錦糸町計画

株式会社大京
首都圏第一支店

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号

日本ERI(株) HNNN-5937 平成23年10月12日丸紅株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
4番2号

住友不動産株式会社
技術本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
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

(仮称)東池袋一丁目共同ビル建設計画
清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号

(株)東京建築検査機構 HNNN-5926 平成23年10月12日
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6

番6号

（仮称）晴海二丁目第２-４街区計画 晴海二丁目開発特定目的会社 東京都中央区日本橋本町1-9-
13 (一財)日本建築センター HNNN-5915 平成23年10月12日

（仮称）ライオンズ五反田計画 株式会社大京首都圏第二支店 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-5911 平成23年10月12日

（仮称）三井住友銀行本店東館計画 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区大手町一丁目
2番3号 (一財)日本建築センター HNNB-5916 平成23年10月12日

(仮称）阿倍野橋ターミナルビル 近畿日本鉄道株式会社 大阪市天王寺区上本町六丁目
1番55号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5904 平成23年10月12日

西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿八丁目成子地区市街地
再開発組合

東京都新宿区西新宿七丁目7
番6号 (一財)日本建築センター HFNB-5918 平成23年10月07日

安田倉庫加須第二営業所増築棟（第1期） 安田倉庫株式会社 東京都港区海岸3-3-8 (一財)日本建築センター MNNN-5902 平成23年10月03日

成田富里徳洲会病院　新築計画 医療法人　徳洲会 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-
1200号 日本ERI(株) MNNN-5895 平成23年10月03日

（仮称）創価学会総本部 創価学会 東京都新宿区信濃町32番地 日本ERI(株) MNNN-5890 平成23年10月03日

ヤマト運輸株式会社　（仮称）ヤマト厚木物流ターミナル ヤマト運輸株式会社 東京都中央区銀座二丁目16番
10号 (株)都市居住評価センター MNNN-5889 平成23年10月03日

（仮称）シマノ本社工場 （仮称）シマノ本社工場 大阪府堺市堺区老松町3丁77
番地 (一財)日本建築センター MNNN-5886 平成23年10月03日

（仮称）Ｎ新社屋 任天堂株式会社 京都市南区上鳥羽鉾立町11番
地１ (一財)日本建築センター MNNN-5878 平成23年10月03日

大阪拘置所　事務・収容棟 大阪拘置所 大阪府大阪市都島区友渕町1
丁目2番5号 日本ERI(株) MNNN-5847 平成23年10月03日

昭和大学新豊洲病院 学校法人昭和大学 東京都品川区旗の台1丁目5番
8号 日本ERI(株) MNNB-5903 平成23年10月03日

（仮称）新宿区西新宿八丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (一財)日本建築センター HNNN-5888 平成23年10月03日

西富久地区第一種市街地再開発事業 西富久地区市街地再開発組合 東京都新宿区新宿5-1-1-101 (一財)日本建築センター HNNN-5887 平成23年10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

中央合同庁舎第８号館整備等事業（新庁舎） ８号館ＰＦＩ株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (一財)日本建築センター HNNB-5840 平成23年10月03日

（仮称）ＹＨ計画
相鉄不動産株式会社 横浜市西区北幸2-9-14

(株)東京建築検査機構 MNNN-5851 平成23年09月30日
三井不動産レジデンシャル株
式会社 横浜市神奈川区栄町5番地1

大日本印刷市谷工場整備計画［中央街区］ 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 日本ERI(株) HFNB-5899 平成23年09月28日

虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業施設建築物 虎ノ門・六本木地区市街地再
開発組合

東京都港区虎ノ門五丁目8番6
号 (一財)日本建築センター HFNB-5846 平成23年09月28日

（仮称）泉一丁目計画Ⅱ 野村不動産株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目
19番6号 日本ERI(株) MNNN-5912 平成23年09月27日

（仮称）藤沢徳洲会総合病院 医療法人徳洲会
茅ヶ崎徳洲会総合病院 神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1 日本ERI(株) MNNN-5910 平成23年09月27日

市立枚方市民病院 枚方市 大阪府枚方市禁野本町2-14-1 日本ERI(株) MNNN-5905 平成23年09月27日

横浜三井ビルディング 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-5894 平成23年09月27日

（仮称）八千代緑が丘計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

千葉県千葉市中央区中央1丁
目11番1号 日本ERI(株) HNNN-5891 平成23年09月27日

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社 大阪市北区梅田一丁目3番1-1

100号　大阪駅前第1ビル11階
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-5879 平成23年09月27日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪市北区芝田二丁目4番24
号

ＨＭ社　ＦＣプロジェクト　製剤化エリア物流設備 一般財団法人
化学及血清療法研究所

熊本県熊本市大窪一丁目6番1
号 日本ERI(株) MNNN-5877 平成23年09月26日

大隅鹿屋病院 社会医療法人鹿児島愛心会
大隅鹿屋病院

鹿児島県鹿児島市新川町6081
番地 日本ERI(株) MNNN-5869 平成23年09月26日

上村工業株式会社　中央研究所再構築プロジェクト　中央研究所
第１研究棟 上村工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町3

丁目2番6号 (一財)日本建築センター MNNN-5858 平成23年09月26日

（仮称）谷町５丁目マンション計画
伊藤忠都市開発株式会社 大阪市中央区久太郎町4-1-3

(一財)日本建築センター HNNN-5871 平成23年09月26日
三菱地所レジデンス株式会社 大阪市北区天満端1-8-30
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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

二子玉川東第二地区市街地再開発事業［Ⅱ-a街区］施設建築物 二子玉川東第二地区市街地再
開発組合

東京都世田谷区玉川一丁目14
番2号 (株)都市居住評価センター HNNN-5870 平成23年09月26日

（仮称）神戸元町通6丁目マンション計画
近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町

6丁目5番13号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5866 平成23年09月26日

住友商事株式会社　 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

第一生命相互館建替計画 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目
13番1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-5897 平成23年09月21日

ＣＤプロジェクト キヤノンITソリューションズ
株式会社

東京都港区三田3丁目11番28
号 (株)東京建築検査機構 MNNN-5896 平成23年09月21日

科学技術交流センター（仮称） 愛知県 名古屋市中区三の丸3-1-2 (株)確認サービス MNNN-5876 平成23年09月21日

（仮称）南多摩病院救急医療センター計画 医療法人社団　永生会 東京都八王子市椚田町583-15 日本ERI(株) MNNN-5873 平成23年09月21日

大井町1番南第一種市街地再開発事業 大井町1番南地区市街地再開
発組合

愛知県名古屋市中区平和一丁
目15番30号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-5900 平成23年09月21日

（仮称）ＫＳ計画

ＫＳビルキャピタル特定目的
会社

東京都千代田区内神田一丁目
6-3　6階あすな会計事務所内

(一財)日本建築センター HNNN-5872 平成23年09月21日
株式会社歌舞伎座 東京都中央区銀座七丁目15-5

本八幡A地区第一種市街地再開発事業施設建築物 本八幡A地区市街地再開発組
合 千葉県市川市八幡3-3-6 (一財)日本建築センター HNNN-5845 平成23年09月21日

（仮称）神田駿河台４－６計画 駿河台開発特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4番
1号日本橋一丁目ビルディング (一財)日本建築センター HNNN-5832 平成23年09月21日

（仮称）京橋二丁目プロジェクト 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目3番17
号 (一財)日本建築センター HNNF-5892 平成23年09月21日

(仮称）京橋二丁目16地区Ａ棟 清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (株)東京建築検査機構 HFNB-5898 平成23年09月21日

（仮称）東京駅八重洲口開発計画　北中央棟
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁

目1番1号
(一財)日本建築センター HFNB-5839 平成23年09月21日

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号

（仮称）JR姫路駅NKビル ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本不動産開発株
式会社 兵庫県尼崎市潮江1-1-60 (一財)日本建築センター NNNB-5857 平成23年09月20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

一番町二丁目四番地区第一種市街地再開発事業施設建築物 一番町二丁目四番地区市街地
再開発組合

宮城県仙台市青葉区一番町二
丁目4-19 日本ERI(株) HNNN-5854 平成23年09月20日

京橋町地区優良建築物等整備事業に係る施設建築物 合同会社　広島京橋開発企業体
株式会社レガロホテルシステム 広島市中区橋本町9番2号 日本ERI(株) HNNN-5848 平成23年09月20日

（仮称）西麻布土地利用計画 株式会社テレビ朝日 東京都港区六本木6丁目9番1
号 日本ERI(株) HNNF-5850 平成23年09月20日

新宿三丁目イーストビル 新宿三丁目イーストビル管理
運営会 東京都新宿区新宿3-1-26 (一財)日本建築センター HNNB-5874 平成23年09月20日

（仮称）北新宿地区再開発計画　業務棟
平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1番1

0号
(一財)日本建築センター HFNB-5861 平成23年09月20日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

日本原子力発電(株)　敦賀発電所　緊急時対策室建屋新設工事計画 日本原子力発電株式会社 福井県敦賀市明神町１番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5868 平成23年09月15日

（仮称）神戸ハーバーランドマンション

三菱倉庫株式会社 神戸市中央区東川崎町1-7-4

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5867 平成23年09月15日近畿菱重興産株式会社 神戸市兵庫区笠松通9-2-19

三菱地所レジデンス株式会社
大阪支店 大阪市北区天満橋1-8-30

フジトランスコーポレーション新社屋 株式会社フジトランスコーポ
レーション

愛知県名古屋市港区入船一丁
目7番41号 日本ERI(株) MNNN-5838 平成23年09月12日

関東ＬＣ１号棟建替計画 三菱電機ロジスティクス株式
会社

東京都渋谷区笹塚2丁目1番6
号 日本ERI(株) MNNN-5834 平成23年09月12日

（仮称）信田様ビル スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4害 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5833 平成23年09月12日

川口金山町１２番地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 川口金山町１２番地区市街地
再開発組合

埼玉県川口市栄町3丁目14番
地14号 日本ERI(株) HNNN-5837 平成23年09月12日

東京電機大学　東京千住キャンパス（W棟） 学校法人　東京電機大学 東京都千代田区神田錦町2-2 (一財)日本建築センター HNNB-5852 平成23年09月12日

蒲郡競走場新スタンド 蒲郡市 愛知県蒲郡市旭町17番1号 日本ERI(株) NNNB-5824 平成23年09月07日

（仮称）青山学院大学Ａ棟 学校法人　青山学院 東京都渋谷区渋谷４丁目４番
25号 (株)都市居住評価センター NFNN-5800 平成23年09月07日

71/437 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

（仮称）Tプロジェクト店舗併用立駐｛施設併用五層六段型自走式自動
車車庫｝ 大井建興株式会社 愛知県名古屋市中区栄一丁目

31番41号 (一財)日本建築センター NFEN-5803 平成23年09月07日

山梨県防災新館整備等事業 山梨県防災新館ＰFＩ株式会
社

山梨県甲府市丸の内二丁目30
番2号 (一財)日本建築センター MNNN-5814 平成23年09月07日

（仮称）アルファグランデ一之江六番街 スターツデベロップメント株
式会社

東京都江戸川区中葛西5-33-1
4 日本ERI(株) MNNN-5810 平成23年09月07日

北播磨総合医療センター 北播磨総合医療センター企業
団 兵庫県三木市加佐58番地の1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5806 平成23年09月07日

札幌自衛隊病院 株式会社石本建築事務所
本社

東京都千代田区九段南四丁目
6番12号 (一財)日本建築センター MNNN-5805 平成23年09月07日

佐伯市庁舎 佐伯市 大分県佐伯市中村南町1番1号 日本ERI(株) MNNN-5804 平成23年09月07日

(株)福島情報処理センター　別館 株式会社
福島情報処理センター

福島県郡山市桑野三丁目18-2
4 日本ERI(株) MNNN-5802 平成23年09月07日

（仮称）グランドメゾン薬院２丁目 積水ハウス株式会社 福岡県福岡市中央区天神１丁
目15番地6号 日本ERI(株) MNNN-5797 平成23年09月07日

（仮称）桜坂ホテル 株式会社ケン・コーポレーシ
ョン 東京都港区西麻布1-2-7 (一財)日本建築センター HNNN-5823 平成23年09月07日

（仮称）岩本町1丁目共同住宅
三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

日本ERI(株) HNNN-5811 平成23年09月07日
エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）Ｂ棟 学校法人順天堂 東京都文京区本郷2-1-1 (一財)日本建築センター HNNN-5791 平成23年09月07日

鹿児島大学（桜ヶ丘）病棟 株式会社教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町3丁
目4番7号 日本ERI(株) MNNN-5901 平成23年09月06日

（仮称）高根町4丁目計画
佐藤工業株式会社 東京都中央区日本橋本町４丁

目１２番１９号
日本ERI(株) MNNN-5865 平成23年09月06日

ナイスエスト株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央４丁目３３番１号

大津地方合同庁舎（仮称） ＰＦＩ大津地方合同庁舎株式
会社

大阪府大阪市中央区北浜東4-
33 日本ERI(株) MNNN-5863 平成23年09月06日

（仮称）美竹ビルマンション建替事業　施行再建マンション 美竹ビルマンション建替組合 東京都中央区日本橋一丁目13
番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-5860 平成23年09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

スタンレー電気本社ビル スタンレー電気株式会社
東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー
21階

日本ERI(株) MFNB-5771 平成23年09月06日

阿倍野B2地区第2種市街地再開発事業D4-1棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社

大阪市中央区備後町四丁目1
番3号 日本ERI(株) HNNN-5864 平成23年09月06日

（仮称）リバーガーデンこのはな5期 リバー産業株式会社 大阪府岸和田市沼町2-1 日本ERI(株) HNNN-5862 平成23年09月06日

（仮称）室町東地区開発計画（2-3街区） 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1 (一財)日本建築センター HNNF-5855 平成23年09月06日

（仮称）室町東地区開発計画（2-2街区） 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1 (一財)日本建築センター HNNB-5856 平成23年09月06日

杏林大学医学部付属病院（仮称）新病棟建設計画 学校法人杏林学園 東京都三鷹市新川6-20-2 (一財)日本建築センター HFNN-5841 平成23年09月06日

東京理科大学　葛飾キャンパス計画　図書館・集会場棟 学校法人　東京理科大学 東京都新宿区神楽坂１丁目３
番地 (株)都市居住評価センター NNNB-5835 平成23年08月31日

朝日小学校 白山市 石川県白山市倉光二丁目1番
地 (一財)日本建築センター NNNB-5780 平成23年08月31日

青少年科学館自然学習棟 川崎市 神奈川県川崎市川崎区宮本町
1番地 (一財)日本建築センター NNNB-5779 平成23年08月31日

(株)ヤナセ新社屋 株式会社ヤナセ 東京都港区芝浦１丁目6番38
号 (株)都市居住評価センター NFNN-5772 平成23年08月31日

（仮称）千舟商業ビル｛施設併用六層七段型自走式自動車車庫｝ 株式会社　尚和 愛知県田原市緑が丘４号１番
地６６ (一財)日本建築センター NFEN-5787 平成23年08月31日

（仮称）ＪＲ南新宿ビル 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-5768 平成23年08月31日

ワールド青山ビル 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4
番5号 (一財)日本建築センター HFNB-5849 平成23年08月31日

東京ベイ・浦安市川医療センター 公益社団法人
地域医療振興協会

東京都千代田区平河町二丁目
六番三号 (一財)日本建築センター MNNN-5844 平成23年08月30日

三重県伊勢庁舎 三重県 三重県津市広明町13番地 日本ERI(株) MNNN-5843 平成23年08月30日

琴似4・2地区第一種市街地再開発事業施設建築物(住宅棟)
琴似4・2地区第一種市街地再開
発事業個人施工者　代表会社
株式会社MiMiコンサルタント

北海道札幌市西区琴似1条1丁
目7-1　宮坂ビル3F 日本ERI(株) HNNN-5859 平成23年08月30日

（仮称）青海Ｑ街区計画 青海Ｑ区画特定目的会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (一財)日本建築センター HNNN-5853 平成23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

パレスホテル建替計画 株式会社パレスホテル 東京都千代田区丸の内一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-5836 平成23年08月30日

東京工業大学（すずかけ台）合同棟2号館・3号館（J2棟・J3棟） 国立大学法人東京工業大学 東京都目黒区大岡山2-12-1 (一財)日本建築センター HFNN-5815 平成23年08月30日

ＮＣプロジェクト　オフィス棟 南海電気鉄道株式会社 大阪府大阪市中央区難波五丁
目1番60号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5697 平成23年08月26日

（仮称）帝塚山中分譲マンション エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪府大阪市中央区淡路町四
丁目2番15号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5842 平成23年08月25日

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ｄ棟） 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-5831 平成23年08月25日

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ｃ棟） 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-5830 平成23年08月25日

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ａ棟） 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-5828 平成23年08月25日

（仮称）渡辺様マンションⅢ スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5760 平成23年08月25日

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ｂ棟） 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-5829 平成23年08月25日

（仮称）北区滝野川六丁目計画（Ａ棟） 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (株)都市居住評価センター HNNN-5761 平成23年08月25日

大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4丁目1
4番1号

(一財)日本建築センター HNNB-5792 平成23年08月25日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号

東雲合同庁舎（仮称）整備等事業 東雲グリーンフロンティアＰ
ＦＩ株式会社

東京都港区元赤坂一丁目3番8
号 日本ERI(株) MNNN-5765 平成23年08月24日

（仮称）吉田様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4害 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5762 平成23年08月24日

（仮称）芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業

東京都市開発株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目6
番2号

(一財)日本建築センター HNNN-5764 平成23年08月24日ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋二丁目5
番13号

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25
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

（仮称）芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築センター HNNN-5764 平成23年08月24日
東京都下水道局 東京都新宿区西新宿二丁目8

番1号

汐留ビルディング 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-5 (一財)日本建築センター HNNB-5181 平成23年08月22日

ヨドバシカメラ梅田 株式会社ヨドバシ開発 東京都新宿区北新宿三丁目20
番1号 (一財)日本建築センター NNNB-5801 平成23年08月18日

（仮称）ＭＭ21地区34街区商業施設開発計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (一財)日本建築センター NNNB-5799 平成23年08月15日

慶應義塾大学　理工学部（矢上）テクノロジーセンター 慶應義塾 東京都港区三田二丁目15番45
号 (株)東京建築検査機構 MNNN-5827 平成23年08月15日

（仮称）ライオンズ辻堂駅前計画 株式会社大京
首都圏第二支店

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-1
3 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5820 平成23年08月15日

（仮称）１０１プロジェクト 新日鉄ソリューションズ株式
会社

東京都中央区新川二丁目20番
15号 日本ERI(株) MNNN-5818 平成23年08月15日

（仮称）八戸地域広域市町村圏事務組合　消防本部・八戸消防署 八戸地域広域市町村圏事務組
合

青森県八戸市一番町一丁目9-
22 日本ERI(株) MNNN-5817 平成23年08月15日

新総合太田病院（仮称） 富士重工業健康保険組合 東京都新宿区西新宿一丁目7
番2号 (株)都市居住評価センター MNNN-5813 平成23年08月15日

市立四日市病院 市立四日市病院 三重県四日市市芝田二丁目2
番地37号 日本ERI(株) MNNN-5812 平成23年08月15日

新佐賀県立病院好生館（仮称）病院棟 地方独立行政法人佐賀県立病
院好生館

佐賀県佐賀市水ヶ江一丁目12
番9号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5808 平成23年08月15日

田町駅東口北地区公共公益施設 港区 東京都港区芝公園1丁目5番25
号 (一財)日本建築センター MNNN-5758 平成23年08月15日

シティホール（仮称） 長岡市 新潟県長岡市幸町2丁目1-1 日本ERI(株) MNNB-5755 平成23年08月15日

（仮称）六本木一丁目南地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 六本木一丁目南地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目7番2
8号落合麻布台ビル403号室 (株)東京建築検査機構 HNNN-5826 平成23年08月15日

（仮称）港区芝三丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町3丁
目1番2号 (株)東京建築検査機構 HNNN-5825 平成23年08月15日

（仮称）錦糸町計画 株式会社大京
首都圏第一支店

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号 日本ERI(株) HNNN-5819 平成23年08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

（仮称）錦糸町計画
丸紅株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

4番2号
日本ERI(株) HNNN-5819 平成23年08月15日

住友不動産株式会社
技術本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号

（仮称）中之島ダイビル・ウエスト、北西広場
関電不動産株式会社 大阪市北区中之島6-2-27

(一財)日本建築センター HNNN-5816 平成23年08月15日
ダイビル株式会社 大阪市北区中之島3-3-23

大津駅西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大津駅西地区市街地再開発組
合 滋賀県大津市末広町4番5号 日本ERI(株) HNNN-5741 平成23年08月15日

北里大学病院新病院 学校法人　北里研究所 東京都港区白金五丁目九番一
号 (株)都市居住評価センター HNNN-5733 平成23年08月15日

新潟日報新社屋 株式会社新潟日報社 新潟県新潟市西区善久772番
地2 日本ERI(株) HNNN-5722 平成23年08月15日

（仮称）フジグラン広島ＳＣ新築工事 株式会社フジ 愛媛県松山市宮西一丁目2番1
号 日本ERI(株) NNNB-5796 平成23年08月12日

町田市庁舎（仮称） 東京都町田市 東京都町田市中町一丁目20番
23号 (一財)日本建築センター NNNB-5793 平成23年08月12日

和歌山県ＪＡビル 和歌山県農業協同組合中央会 和歌山県和歌山市美園町5丁
目1番地の1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5753 平成23年08月12日

日星電気竜洋事業所第1工場 日星電気株式会社 静岡県浜松市西区大久保町15
09番地

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-5740 平成23年08月12日

読売新聞東京本社ビル 株式会社読売新聞東京本社 東京都中央区銀座6丁目17番1
号 (一財)日本建築センター HNNN-5750 平成23年08月12日

日本橋ダイヤビルディング 三菱倉庫株式会社 東京都中央区日本橋一丁目19
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-5749 平成23年08月12日

南池袋二丁目A地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南池袋二丁目A地区市街地再
開発組合 東京都豊島区南池袋2-36-10 (一財)日本建築センター HFNF-5751 平成23年08月12日

（仮称）新宿駅南口地区基盤整備事業　新宿駅新南口開発ビル
東日本旅客鉄道株式会社 東京都北区東田端2-20-68

(一財)日本建築センター HFNB-5738 平成23年08月12日
国土交通省東京国道事務所

東京都千代田区九段南1-2-1九段
第3合同庁舎15階国土交通省東京
国道事務所

株式会社ＲＯＫＩ研究開発棟 株式会社ＲＯＫＩ 静岡県浜松市天竜区二俣町二
俣2396他 (株)都市居住評価センター NNNB-5789 平成23年08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

（仮称）ニフコ新技術センター 株式会社ニフコ 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町
184番地1 (株)都市居住評価センター NNNB-5788 平成23年08月11日

ＮＤ2プロジェクト 株式会社野村総合研究所 東京都千代田区丸の内1丁目6
番5号丸の内北口ビル (株)東京建築検査機構 MNNN-5798 平成23年08月05日

新中津市民病院 中津市 大分県中津市豊田町14番地3 日本ERI(株) MNNN-5795 平成23年08月05日

（仮称）山田赤十字病院 山田赤十字病院 三重県伊勢市御薗町高向810 日本ERI(株) MNNN-5794 平成23年08月05日

（仮称）ディスコ呉工場新Ｃ棟 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 日本ERI(株) MNNN-5736 平成23年08月05日

新赤坂センタービル（仮称） 関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6-2-
27 (一財)日本建築センター MNNN-5736 平成23年08月05日

（仮称）明治安田生命新東陽町ビル 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2丁目1
番1号 (一財)日本建築センター MFNB-5778 平成23年08月05日

（仮称）白鷺ＰＪ南街区Ｃ棟

南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波五丁目1番6
0号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5809 平成23年08月05日

関電不動産株式会社 大阪氏北区中之島六丁目2番2
7号

株式会社長谷コーポレーショ
ン 東京都港区芝二丁目32番1号

名鉄不動産株式会社 名古屋市中村区名四丁目26番
25号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目4番1
号

（仮称）宝塚南口サンビオラ３番館建替計画

株式会社サンボックス 兵庫県宝塚市安倉中2丁目13
番2号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5807 平成23年08月05日
新星和不動産株式会社 大阪府大阪市北区西天満5丁

目6番4号

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
6丁目5番13号

ＭＩＤ都市開発株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1丁
目4番4号

新赤坂センタービル（仮称） 関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6-2-
27 (一財)日本建築センター HNNN-5770 平成23年08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

（仮称）江東区豊洲4丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (一財)日本建築センター HNNN-5728 平成23年08月05日

梅田ゲートタワー 鶴野町34開発特定目的会社 東京都千代田区内神田一丁目6
番3号6号　あすな会計事務所内 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5725 平成23年08月05日

（仮称）大田区山王三丁目計画
日本土地建物販売株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目

4番1号
(一財)日本建築センター HNNN-5719 平成23年08月05日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号

（仮称）大久保三丁目西地区開発計画（A-1業務棟） 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-5718 平成23年08月05日

（仮称）東五反田地区（Ｂ地区）開発計画 東洋製罐株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目3
番1号 (一財)日本建築センター HFNB-5729 平成23年08月05日

（仮称）中野プロジェクト区域４ 中野駅前開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地さくら綜合事務所内 (株)都市居住評価センター MNNF-5766 平成23年08月04日

（仮称）ＫＩＣＯＮＡ吹田店｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫
｝ 株式会社北川鉄工所 広島県府中市元町77-1 (一財)日本建築センター NFEN-5724 平成23年08月01日

（仮称）小倉様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5785 平成23年07月29日

（仮称）岡田様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5784 平成23年07月29日

（仮称）花咲団地マンション建替え事業C棟 花咲マンション建替組合 東京都中央区日本橋1-13-1 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5783 平成23年07月29日

（仮称）花咲団地マンション建替え事業B棟 花咲マンション建替組合 東京都中央区日本橋1-13-1 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5782 平成23年07月29日

（仮称）花咲団地マンション建替え事業A棟 花咲マンション建替組合 東京都中央区日本橋1-13-1 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5781 平成23年07月29日

新三重県立博物館（仮称） 三重県 三重県津市広明町13番地 (一財)日本建築センター MNNN-5767 平成23年07月29日

（仮称）ＭＴＣ計画 株式会社白金ハウスプロジェ
クト

東京都港区西新橋1丁目2番9
号日比谷セントラルビル14階

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-5752 平成23年07月29日

(仮称)石神井公園計画
大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町一丁

目1番8号
(一財)日本建築センター HNNN-5790 平成23年07月29日

野村不動産株式会社
住宅カンパニー

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2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

（仮称）阪急天六タワー 阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪
急ビルディング内 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5775 平成23年07月29日

（仮称）神戸海岸通６丁目タワーマンション 神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜町2丁目10
番26号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5774 平成23年07月29日

（仮称）六本木三丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 六本木三丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区六本木三丁目1番2
6 (株)都市居住評価センター HNNN-5773 平成23年07月29日

武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小杉駅南口地区西街区市
街地再開発組合

川崎市中原区小杉町三丁目43
0番地小杉駅前ビル5階 (一財)日本建築センター HNNN-5769 平成23年07月29日

（仮称）日本橋本町二丁目計画
株式会社ロータスエステート 東京都中央区日本橋二丁目3

番11号
(一財)日本建築センター HNNN-5759 平成23年07月29日

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号

小杉町３丁目中央地区第一種市街地再開発事業施設建築物（A棟） 小杉町3丁目中央地区市街地
再開発組合

神奈川県川崎市中原区小杉町
三丁目269番地 (一財)日本建築センター HNNN-5747 平成23年07月29日

(仮称)大井仙台坂計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-5734 平成23年07月29日

（仮称）中央区晴海二丁目マンション計画（第１期／Ｃ１街区） 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 日本ERI(株) HNNN-5710 平成23年07月29日

（仮称）幕張新都心住宅地区ＳＨ２街区②③敷地計画 清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (株)東京建築検査機構 HNNN-5708 平成23年07月29日

小日向プロジェクトⅡ 東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番2号 日本ERI(株) HNNN-5695 平成23年07月29日

（仮称）港区西麻布4丁目タワーマンションプロジェクト
株式会社サンウッド 東京都港区虎ノ門三丁目2番2

号
日本ERI(株) HNNN-5677 平成23年07月29日

三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）丸の内1-4計画

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目
7番1号

(一財)日本建築センター HNNB-5757 平成23年07月29日住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目5番3
3号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）ＮＴＴ新青葉通ビル｛施設併用六層七段型自走式自動車車庫
｝ 雄建工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石

浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-5711 平成23年07月26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

医療法人　栄恵会　白子クリニック エーリツ産業有限会社 三重県鈴鹿市南江島町6番17
号 日本ERI(株) MNNN-5678 平成23年07月26日

東京駅丸ノ内本屋（保存・復原） 東日本旅客鉄道株式会社 東京都北区東田端二丁目20番
68号 (一財)日本建築センター MFNB-5712 平成23年07月26日

長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業施設建築物計画 横浜市住宅供給公社 神奈川県横浜市神奈川区栄町
8番1号 日本ERI(株) HNNN-5716 平成23年07月26日

（仮称）新　大阪暁明館病院 社会福祉法人　大阪暁明館 大阪市此花区春日出中1丁目2
2番12号 日本ERI(株) MNNN-5704 平成23年07月22日

（仮称）高知東警察署庁舎 高知県警察 高知県高知市丸ノ内二丁目4
番30号 日本ERI(株) MNNN-5700 平成23年07月22日

（仮称）渋谷二丁目21地区開発計画
東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野三丁目19

番6号
(一財)日本建築センター HNNB-5739 平成23年07月21日

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

南海ターミナルビル
株式会社　髙島屋 大阪市中央区難波５丁目1番5

号
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-5657 平成23年07月21日

南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波五丁目1番6
0号

豊海センタービル 財団法人東京水産振興会 東京都中央区豊海町5番9号 (一財)日本建築センター NFNN-5748 平成23年07月19日

赤間駅北口複合立体駐車場｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17番4
号 (一財)日本建築センター NFEN-5703 平成23年07月19日

（仮称）QVCジャパン新社屋計画 株式会社　QVCジャパン 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目
6番1　WBCマイブイースト8階 (一財)日本建築センター MNNB-5743 平成23年07月19日

（仮称）豊島区高田２丁目マンション計画 鹿島建設株式会社 東京都港区赤坂6-5-11 (一財)日本建築センター MNNN-5763 平成23年07月15日

（仮称）株式会社三英様ビル スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5688 平成23年07月15日

富士宮中央町地区優良建築物等整備事業に伴う施設建築物 セキスイハイム東海株式会社 静岡県浜松市中区板屋町111-
2アクトタワー25F 日本ERI(株) MNNN-5684 平成23年07月15日

明治大学駿河台Ｃ地区整備計画 学校法人　明治大学 東京都千代田区神田駿河台1
丁目1番地 (一財)日本建築センター HNNN-5682 平成23年07月15日

博多駅 株式会社博多ステーションビ
ル

福岡県福岡市博多区博多駅中
央街6番11号 (一財)日本建築センター NNNB-5732 平成23年07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

博多駅

博多ターミナルビル株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅中
央街6番11号

(一財)日本建築センター NNNB-5732 平成23年07月13日西日本旅客鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅中
央街1番1号新幹線博多ビル6F

九州旅客鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前
3丁目25番21号

福岡大学筑紫病院新病院 学校法人　福岡大学 福岡県福岡市城南区七隈8丁
目19番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5746 平成23年07月13日

（仮称）西天満1丁目タワー ヴィークタワーＯＳＡＫＡ管
理組合

大阪氏北区西天満一丁目8番9
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5777 平成23年07月13日

（仮称）ヴィークタワー南堀江 ヴィークタワー南堀江管理組
合 大阪市西区南堀江4丁目31-5 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5776 平成23年07月13日

新関西電力病院 関西電力株式会社　 大阪市北区中之島3丁目6番10
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5745 平成23年07月13日

エルヴェ東天満 大昭建設株式会社 大阪市淀川区西中島6丁目7番
8号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5744 平成23年07月13日

（仮称）港区高輪三丁目Ⅱ計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (株)都市居住評価センター HNNN-5742 平成23年07月13日

（仮称）内神田三丁目ビル エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号 (一財)日本建築センター HFNN-5731 平成23年07月13日

環状第二線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業Ⅲ街区 森ビル株式会社 東京都港区六本木６丁目１０
番１号 (一財)日本建築センター HNNN-5737 平成23年07月12日

参議院新議員会館 HOC議員会館PFI株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番8
号 (一財)日本建築センター HNNN-5730 平成23年07月12日

トータテ東白島ＰＪ（東棟） 株式会社トータテ 広島県広島市中区国泰寺町二
丁目4番7号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5681 平成23年07月12日

(仮称)プレミスト盛岡駅前 大和ハウス工業株式会社仙台
支店

宮城県仙台市泉区中央3－8－
1 日本ERI(株) HNNN-5675 平成23年07月12日

（仮称）江東区東雲一丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (株)東京建築検査機構 HNNN-5670 平成23年07月12日

中外製薬株式会社　浮間事業所　第2生物実験棟 中外製薬株式会社 東京都北区浮間5-5-1 日本ERI(株) MNNN-5754 平成23年07月11日

（仮称）大阪市北区堂島２丁目マンション 京阪電鉄不動産株式会社 大阪市中央区大手町1-7-31 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5591 平成23年07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

（仮称）大阪市北区堂島２丁目マンション 住友商事株式会社　 大阪市中央区北浜4-5-33 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5591 平成23年07月11日

中京競馬場スタンド
日本中央競馬会中京競馬場 愛知県豊明市間米町敷田1225

(一財)日本建築センター NNNB-5720 平成23年07月05日
名古屋競馬株式会社 愛知県名古屋市緑区大将ヶ根

1-2818

五層六段型自走式自動車車庫｛ナイスパーク　ＮＰ-5ＣＳＬ25-Ｆ型｝ 株式会社　内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井31
39 (一財)日本建築センター NFEN-5679 平成23年07月01日

刈谷豊田総合病院　中央棟 医療法人　豊田会 愛知県刈谷市住吉町5丁目15
番地 日本ERI(株) MNNN-5735 平成23年06月30日

欧州連合（ＥＵ）駐日欧州委員会代表部建設プロジェクト
ヨーロッパハウス合同会社
代表社員
一般社団法人ヨーロッパハウス

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地さくら綜合事務所内 日本ERI(株) MNNN-5715 平成23年06月30日

市立四日市病院 市立四日市病院 三重県四日市市芝田二丁目2
番地37号 日本ERI(株) MNNN-5692 平成23年06月30日

新愛育病院 社会福祉法人　恩賜財団
母子愛育会

東京都港区南麻布五丁目六番
八号 (株)都市居住評価センター MNNN-5668 平成23年06月30日

聖隷浜松病院 社会福祉法人
聖隷福祉事業団

静岡県浜松市中区住吉2丁目1
2番12号 日本ERI(株) MNNN-5662 平成23年06月30日

埼玉県立がんセンター新病院 埼玉県病院局 埼玉県さいたま市浦和区高砂
3丁目13番3号 日本ERI(株) MNNN-5661 平成23年06月30日

（仮称）那覇新都心地区（おもろまち一丁目）オフィス・ホテル・商
業棟

大和ハウス工業株式会社
沖縄支店

沖縄県那覇市おもろまち四丁
目11番25号 日本ERI(株) HNNN-5714 平成23年06月30日

阿倍野A1地区第2種市街地再開発事業A1-2棟 ＣＯＬＯＲＳ・奥村組特定建
築者共同企業体

大阪市中央区平野町2－2－12
浜北T4B (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5696 平成23年06月30日

（仮称）ＪＲ高槻駅北東地区開発事業　集合住宅Ａ

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪府大阪市中央区淡路町4
丁目2番15号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5694 平成23年06月30日新星和不動産株式会社 大阪府大阪市北区西天満5丁
目6番4号

阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区角田町1番1
号東阪急ビルディング内

池之端2丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号　新宿NSビル 日本ERI(株) HNNN-5693 平成23年06月30日

成田国際空港第2旅客ターミナルビル 成田空港国際株式会社 千葉県成田市成田国際空港内
ＮＡＡビル (一財)日本建築センター NNNF-5632 平成23年06月27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

京都市立病院整備運営事業 株式会社SPC京都 京都府京都市中京区壬生坊城
町１２番地１３ 日本ERI(株) MNNN-5727 平成23年06月27日

清水駅西第二地区優良建築物等整備事業 清水駅西第二地区優良建築物
整備事業建設組合

静岡県静岡市清水区本郷町1
番28号 日本ERI(株) MNNN-5726 平成23年06月27日

鹿児島市立病院 鹿児島市立病院 鹿児島県鹿児島市加治屋町20
番17号 (一財)日本建築センター MNNN-5645 平成23年06月24日

（仮称）千葉西総合病院新病院 社会医療法人社団木下会 千葉県松戸市金ヶ作107-1 日本ERI(株) MNNN-5643 平成23年06月24日

関西医科大学枚方キャンパス学舎 学校法人　関西医科大学 大阪府守口市文園町10番15号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5636 平成23年06月24日

つがる西北広域連合中核病院 つがる西北五広域連合 青森県五所川原市岩木町12
五所川原市役所　4F (株)都市居住評価センター MNNN-5620 平成23年06月23日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｂブロック

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5666 平成23年06月23日

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

ナレッジ・キャピタル開発特
定目的会社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番88号

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

千代田区四番町計画
内外エステート株式会社 東京都千代田区内神田2丁目3

番6号
(一財)日本建築センター NNNF-5701 平成23年06月22日

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

（仮称）若草町地区第一種市街地再開発事業　南街区
ホテル・ビジネス棟 中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 (一財)日本建築センター HFNN-5702 平成23年06月22日

(仮称)大阪市北区扇町2丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

大阪府大阪市中央区備後町四
丁目1番3号 日本ERI(株) HNNN-5642 平成23年06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

帝京平成大学中野キャンパス新築計画 学校法人　帝京平成大学 東京都豊島区東池袋2-51-4 (一財)日本建築センター MNNN-5723 平成23年06月20日

仙台市立病院 仙台市立病院 宮城県仙台市若林区清水小路
3番地の1 日本ERI(株) MNNN-5639 平成23年06月20日

電気ビル共創館 株式会社　電気ビル 福岡県福岡市中央区渡辺通二
丁目1番82号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-5721 平成23年06月20日

（仮称）一宮市新庁舎 一宮市 愛知県一宮市本町２－５－６ 日本ERI(株) HNNN-5641 平成23年06月20日

（仮称)新豊洲センタービル 株式会社アット東京 東京都中央区八重洲2-7-2 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5706 平成23年06月17日

（仮称）泉一丁目計画Ⅱ 野村不動産株式会社
名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦二丁目
19番6号 日本ERI(株) MNNN-5629 平成23年06月17日

昭和大学新豊洲病院 学校法人　昭和大学 東京都品川区旗の台1丁目5番
8号 日本ERI(株) MNNN-5628 平成23年06月17日

オムロンヘルスケア株式会社　研究開発及び本社新拠点 オムロンヘルスケア株式会社 京都府京都市右京区山ノ内山
ノ下町24番地 日本ERI(株) MNNB-5674 平成23年06月17日

（仮称）芝三丁目共同ビル改修計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1 (一財)日本建築センター HNNN-5709 平成23年06月17日

（仮称)日本橋本町三丁目共同ビル本町通り建替計画
株式会社恒心社 東京都中央区日本橋石町四丁

目4-20
(一財)日本建築センター HNNN-5707 平成23年06月17日

Ｍ＆Ｋ特定目的会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目1-20

愛知県農林会館新ビル 社団法人　愛知県農林会館 愛知県名古屋市中区錦三丁目
3-8 日本ERI(株) HNNN-5705 平成23年06月17日

清水駅西第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 清水駅西第一地区市街地再開
発組合

静岡県静岡市清水区本郷町1番
28号 アジム清水駅前ビル401 日本ERI(株) HNNN-5691 平成23年06月17日

（仮称）プラウドタワー泉計画 野村不動産株式会社
名古屋支店

名古屋市中区錦二丁目19番6
号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-5683 平成23年06月17日

城山町三丁目第一地区第一種市街地再開発事業 城山町三丁目第一地区市街地
再開発組合

栃木県小山市城山町三丁目7
番16号 日本ERI(株) HNNN-5630 平成23年06月17日

（仮称）名古屋東京海上日動ビルディング 東京海上日動火災保険株式会
社  日本ERI(株) HNNN-5627 平成23年06月17日

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪 大阪ターミナルビル株式会社
大阪府大阪市北区梅田一丁目3番
1-1100号　
大阪駅前第1ビル11階

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-5635 平成23年06月17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

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪 西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田二丁目
4番24号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5635 平成23年06月17日

（仮称）新順心病院 医療法人社団　順心会 兵庫県加古川市平岡町一色11
5 日本ERI(株) MNNN-5605 平成23年06月14日

武田薬品工業(株)第九技術棟 武田薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町四
丁目1番1号 (一財)日本建築センター MNNN-5699 平成23年06月13日

（仮称）原宿住宅マンション建替事業施行再建マンション計画 原宿住宅マンション建替組合 東京都渋谷区神宮前二丁目9番
11号シオバラ外苑ビル502号室 (一財)日本建築センター MNNN-5672 平成23年06月13日

（仮称）京阪神不動産西心斎橋ビル 京阪神不動産株式会社 大阪府大阪市中央区瓦町四丁
目2番14号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5667 平成23年06月13日

SPRC4PJ 塩野義製薬株式会社 大阪府大阪市中央区道修町三
丁目1番8号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5664 平成23年06月13日

桜上水団地建替計画　I棟 桜上水団地マンション建替組
合

東京都世田谷区桜上水四丁目
１番 日本ERI(株) MNNN-5619 平成23年06月13日

桜上水団地建替計画　H棟 桜上水団地マンション建替組
合

東京都世田谷区桜上水四丁目
１番 日本ERI(株) MNNN-5618 平成23年06月13日

桜上水団地建替計画　FG棟 桜上水団地マンション建替組
合

東京都世田谷区桜上水四丁目
１番 日本ERI(株) MNNN-5617 平成23年06月13日

桜上水団地建替計画　E棟 桜上水団地マンション建替組
合

東京都世田谷区桜上水四丁目
１番 日本ERI(株) MNNN-5616 平成23年06月13日

桜上水団地建替計画　D棟 桜上水団地マンション建替組
合

東京都世田谷区桜上水四丁目
１番 日本ERI(株) MNNN-5615 平成23年06月13日

桜上水団地建替計画　C棟 桜上水団地マンション建替組
合

東京都世田谷区桜上水四丁目
１番 日本ERI(株) MNNN-5614 平成23年06月13日

桜上水団地建替計画　B棟 桜上水団地マンション建替組
合

東京都世田谷区桜上水四丁目
１番 日本ERI(株) MNNN-5613 平成23年06月13日

桜上水団地建替計画　A棟 桜上水団地マンション建替組
合

東京都世田谷区桜上水四丁目
１番 日本ERI(株) MNNN-5612 平成23年06月13日

（仮称）掛川市・袋井市新病院 掛川市・袋井市新病院建設事
務組合

静岡県掛川市大池2798番地の
11 日本ERI(株) MNNN-5607 平成23年06月13日

（仮称）工学院大学八王子キャンパス総合教育棟 学校法人　工学院大学 東京都新宿区西新宿1-24-2 日本ERI(株) MNNN-5604 平成23年06月13日

（仮称）北里第一三共ワクチン株式会社　研究製造棟（CIVP） 北里第一三共ワクチン株式会
社

埼玉県北本市荒井6丁目111番
地 (一財)日本建築センター MNNN-5599 平成23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

杏林大学医学部付属病院（仮称）新病棟建設計画 学校法人　杏林学園 東京都三鷹市新川6-20-2 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MFNN-5663 平成23年06月13日

（仮称）上馬１丁目マンション計画 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-5698 平成23年06月13日

小田急相模原駅北口B地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 小田急相模原駅北口B地区市
街地再開発組合

神奈川県相模原市南区南台5
丁目12番11号 日本ERI(株) HNNN-5609 平成23年06月13日

（仮称）八重洲共同ビル

富士フィルムメディカル株式
会社

東京都港区西麻布二丁目26番
30号

(一財)日本建築センター NNNF-5623 平成23年06月09日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9

番地9号

中之島フェスティバルタワー 株式会社朝日新聞社 大阪府大阪市北区中之島3丁
目2番4号 (一財)日本建築センター NFNB-5648 平成23年06月09日

（仮称）新宿六丁目Ｎ街区計画　業務棟 新宿六丁目特定目的会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目9番13号 (一財)日本建築センター HNNB-5660 平成23年06月09日

浜松駅前　旭・砂山地区再生事業
中貿開発株式会社 東京都中央区日本橋1丁目19

番1号
(一財)日本建築センター HFNN-5656 平成23年06月09日

遠州鉄道株式会社 静岡県浜松市中区旭町12-1

（仮称）北新宿地区再開発計画　業務棟
平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1番1

0号
(一財)日本建築センター HFNB-5655 平成23年06月09日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）三田ベルジュビル 株式会社　ベルジュ 東京都港区芝5丁目36番7号 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-5622 平成23年06月09日

社会福祉法人 兼愛会（仮称）特別養護老人ホームしょうじゅの里鶴見 社会福祉法人　兼愛会 神奈川県横浜市三保町171-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5689 平成23年06月07日

藤沢病院新病棟 医療法人社団清心会
藤沢病院 神奈川県藤沢市小塚383 (一財)日本建築センター MNNN-5676 平成23年06月07日

（仮称）中山様センター北ビル スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5594 平成23年06月07日

（仮称）西消防署 山形市 山形市旅篭町二丁目3-25 日本ERI(株) MNNN-5589 平成23年06月07日

（仮称）芝浦４丁目計画 住友不動産株式会社
マンション事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号 (株)東京建築検査機構 HNNN-5690 平成23年06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

（仮称）麹町四丁目計画 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (一財)日本建築センター HNNN-5687 平成23年06月07日

（仮称）港町プロジェクトA棟 京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪二丁目20番20
号 (一財)日本建築センター HNNN-5686 平成23年06月07日

（仮称）北堀江4丁目集合住宅 阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区角田町1番1
号東阪急ビルディング内 (一財)日本建築センター HNNN-5685 平成23年06月07日

神戸市危機管理センター 神戸市危機管理室 兵庫県神戸市中央区加納町6
丁目5番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5665 平成23年06月03日

総合病院国保旭中央病院 総合病院国保旭中央病院 千葉県旭市イの1326 日本ERI(株) MNNN-5653 平成23年06月03日

島根大学医学部附属病院病棟 国立大学法人　島根大学 島根県松江市西川津町１０６
０ 日本ERI(株) MNNN-5603 平成23年06月03日

神奈川県立がんセンター 神奈川メディカルサービス株
式会社

神奈川県横浜市中区弁天通二
丁目２２番地 (株)都市居住評価センター MNNN-5579 平成23年06月03日

（仮称）新野口病院 医療法人
野口記念会（財団） 大分県別府市野口中町6-33 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5552 平成23年06月03日

有楽町センタービル

松竹株式会社 東京都中央区築地四丁目壱番
壱号

(一財)日本建築センター NNNB-5649 平成23年06月01日東宝株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目
2番2号

株式会社朝日新聞社 大阪府大阪市北区中之島3丁
目2番4号

岸本ビル 岸本ビル株式会社 大阪府河内長野市汐の宮町２
９番７号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5590 平成23年06月01日

梅田阪急ビル 阪急電鉄株式会社 大阪府大阪市北区芝田1丁目1
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5638 平成23年06月01日

（仮称）丸の内二丁目７番計画 郵便局株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目
3番2号 (一財)日本建築センター HFNB-5640 平成23年06月01日

（仮称）あいおいニッセイ同和損保　新成増ビル あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

東京都渋谷区恵比寿1丁目28
番1号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-5673 平成23年05月31日

（仮称）南多摩病院救急医療センター計画 医療法人社団　永生会 東京都八王子市椚田町583-15 日本ERI(株) MNNN-5654 平成23年05月31日

（仮称）日通商事(株)新本社ビル 日通商事株式会社 東京都中央区築地五丁目6番10
号浜離宮パークサイドプレイス (一財)日本建築センター HNNN-5671 平成23年05月31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

旭通４丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 旭通４丁目地区市街地再開発
組合

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町
5丁目5番2号 日本ERI(株) HNNN-5651 平成23年05月31日

安田倉庫加須第二営業所増築棟（第１期） 安田倉庫株式会社 東京都港区海岸３－３－８ (一財)日本建築センター MNNN-5582 平成23年05月27日

（仮称）御成門プロジェクト 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-5659 平成23年05月27日

東京医科大学新宿キャンパス（仮称）新教育研究棟 学校法人　東京医科大学 東京都新宿区新宿6丁目1番1
号 (一財)日本建築センター HNNN-5658 平成23年05月27日

（仮称）中央区晴海二丁目マンション計画（第２期/Ｃ２街区）
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目３番

１号
日本ERI(株) HNNN-5565 平成23年05月26日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
６番１号

（仮称）室町東地区開発計画（2-2街区） 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号 (一財)日本建築センター NNNB-5633 平成23年05月25日

（仮称）きっこう会駐車場棟
施設併用立駐｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ 大井建興株式会社 愛知県名古屋市中区栄一丁目

31番41号 (一財)日本建築センター NFEN-5595 平成23年05月25日

（仮称）ＤＪビル 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町７７－１ (一財)日本建築センター MFEN-5606 平成23年05月25日

（仮称）業平橋押上地区開発計画（新タワー計画）

東武タワースカイツリー株式
会社 東京都墨田区押上1-1-2

(一財)日本建築センター HNNN-5611 平成23年05月25日
東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2

号

豊洲三丁目3-3街区計画 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目
13番1号 (株)東京建築検査機構 HFNB-5610 平成23年05月25日

西部医療センター中央病院（仮称）

株式会社　日立製作所
中部支社

愛知県名古屋市中区栄三丁目
17番12号

(株)確認サービス MNNN-5621 平成23年05月24日
名古屋市 愛知県名古屋市中区三の丸三

丁目1番1号

庁舎建設事業　東広島市庁舎 東広島市 広島県東広島市西条栄町８番
２９号 日本ERI(株) MNNN-5558 平成23年05月24日

公立刈田綜合病院 白石市外二町組合 宮城県白石市福岡蔵本字下原
沖３６番地 (一財)日本建築センター MNNN-5555 平成23年05月24日

(仮称)ＪＶ豊島区池袋２丁目タワー計画 名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四
丁目26番25号 (株)都市居住評価センター HNNN-5631 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

(仮称)ＪＶ豊島区池袋２丁目タワー計画 相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸二丁
目9番14号 (株)都市居住評価センター HNNN-5631 平成23年05月24日

エルヴェ東天満 大昭建設株式会社　 大阪市淀川区西中島６丁目７
番８号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5572 平成23年05月24日

静岡呉服町第一地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 静岡呉服町第一地区市街地再
開発組合

静岡県静岡市葵区呉服町二丁
目２番１３号 日本ERI(株) HNNN-5564 平成23年05月24日

（仮称）西新宿ビル 田澤　惠美子 東京都杉並区高井戸東3丁目2
2-15 日本ERI(株) MNNN-5652 平成23年05月23日

広尾三丁目計画 株式会社
ダイイチホールディングス 東京都港区高輪1-23-23-3502 日本ERI(株) MNNN-5650 平成23年05月23日

（仮称）南千里駅前公共公益施設整備事業 吹田南千里ＰＦＩ株式会社 大阪府吹田市垂水町3丁目9番
22号 日本ERI(株) MNNN-5644 平成23年05月23日

第二センター 鉄道情報システム株式会社 東京都渋谷区代々木2丁目2番
2号 日本ERI(株) MNNN-5646 平成23年05月18日

女川原子力（発）新事務本館 東北電力株式会社
女川原子力発電所

宮城県牡鹿郡女川町塚浜字前
田1番 (一財)日本建築センター MNNN-5637 平成23年05月18日

鈴鹿市新消防庁舎 鈴鹿市 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番
18号 (一財)日本建築センター MNNN-5626 平成23年05月18日

（仮称）国際医療福祉大学三田病院 学校法人　国際医療福祉大学 栃木県大田原市北金丸字上ノ
原2600番1 日本ERI(株) MNNN-5608 平成23年05月18日

淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業施設建築物 淡路町二丁目西部地区市街地
再開発組合

東京都千代田区神田淡路町1-
23-5　淡路町龍名館ビル３階 (一財)日本建築センター HNNN-5647 平成23年05月18日

（仮称）フシグラン広島ＳＣ新築工事 株式会社フジ 愛媛県松山市宮西一丁目2番1
号 日本ERI(株) NNNB-5593 平成23年05月17日

㈱ジーシー研究施設 株式会社ジーシー 東京都文京区本郷3-2-14 (一財)日本建築センター NNNB-5570 平成23年05月17日

（仮称）小倉様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5526 平成23年05月17日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　F棟 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築センター MFNN-5598 平成23年05月17日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　B棟 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築センター MFNN-5597 平成23年05月17日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　A棟 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築センター MFNN-5596 平成23年05月17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

（仮称）日本抵抗器販売様　南大井３丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5549 平成23年05月16日

（仮称）都立大学集合住宅
岡田　誠 東京都目黒区中根２－６－９

(一社)日本免震構造協会 MNNN-5548 平成23年05月16日
岡田　ヒロ 東京都目黒区中根２－６－９

名古屋三井ビルディング別館 三井不動産株式会社中部支店
名古屋市中村区名駅南1丁目24
番地30号名古屋三井ビル本館4
階

(一財)日本建築センター HNNN-5625 平成23年05月12日

（仮称）晴海二丁目第２－４街区計画 晴海二丁目開発特定目的会社 東京都中央区日本橋本町1-9-
13 (一財)日本建築センター HNNN-5624 平成23年05月12日

（仮称）高根町４丁目計画
佐藤工業株式会社 東京都中央区日本橋本町４丁

目１２番１９号
日本ERI(株) MNNN-5544 平成23年05月11日

ナイスエスト株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央４丁目３３番１号

東北大学（片平）インテグレーション教育研究棟 国立大学法人　東北大学 宮城県仙台市青葉区片平２－
１－１ (一財)日本建築センター NNNB-5456 平成23年05月10日

（仮称）ウスイホーム様金沢文庫社屋 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5601 平成23年05月09日

（仮称）ＭＴＣ計画 株式会社
白金ハウスプロジェクト

東京都港区西新橋1丁目2番9号
日比谷セントラルビル14階

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-5592 平成23年05月09日

（仮称）北新宿再開発マンション計画
平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1番1

0号
(一財)日本建築センター HNNN-5602 平成23年05月09日

三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）上尾中山道東側地区第一種市街地再開発事業施設建築物 上尾中山道東側地区市街地再
開発組合

埼玉県上尾市仲町１丁目７番
８号 (一財)日本建築センター HNNN-5600 平成23年05月09日

大阪府警察学校 大阪府警察学校整備PFI株式
会社

大阪府大阪市中央区本町3丁
目5-7 日本ERI(株) MNNN-5535 平成23年04月28日

ザ・ライオンズ三郷中央[Ⅰ街区]
オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1

号 ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-5575 平成23年04月28日

株式会社　大京
首都圏第一支店

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号

武蔵小杉駅南口地区東街区第一種市街地再開発事業施設建築物（住宅
棟）

武蔵小杉駅南口地区東街区市
街地再開発組合

神奈川県川崎市川崎区東田町
８番地 (株)都市居住評価センター HNNN-5528 平成23年04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

（仮称）阪急天六タワー 阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区角田町1番1
号　東阪急ビルディング内 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5588 平成23年04月21日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｃブロック

三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5587 平成23年04月21日

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目
4番1号

東西土地建物株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番1
1号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁
目1番13号

株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋一丁目13
番1号

関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島六丁
目2番27号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目4番1
号

株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

（仮称）白鷺ＰＪ南街区Ｄ棟

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝二丁目32番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5586 平成23年04月21日
南海電気鉄道株式会社 大阪府大阪市中央区難波五丁

目1番60号

名鉄不動産株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目２
６番２５号

関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島六丁
目2番27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

（仮称）白鷺ＰＪ南街区Ｄ棟 オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目4番1
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5586 平成23年04月21日

京成曳舟駅前東第二南地区第一種市街地再開発事業 京成曳舟駅前東第二南地区市
街地再開発組合 東京都墨田区東向島2-47-13 日本ERI(株) HNNN-5585 平成23年04月21日

新中経ビル（仮称）

東和不動産株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目７
番1号

(株)確認サービス HNNN-5583 平成23年04月21日名古屋鉄道株式会社 名古屋市中村区名駅一丁目2
番4号

株式会社中部経済新聞社
名古屋市中村区名駅四丁目4番3
8号愛知県産業労働センター16
階

（仮称）青海Q街区計画 青海Q区画特定目的会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (一財)日本建築センター HNNN-5581 平成23年04月21日

中之島フェスティバルタワー 株式会社　朝日新聞社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目２番４号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5584 平成23年04月21日

（仮称）東雲キャナルコート地区（複合用地２街区）計画（住宅棟） 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 日本ERI(株) HNNN-5578 平成23年04月20日

（仮称）千早タワーPJ　B棟
第一交通産業株式会社 福岡県北九州市小倉北区馬借

2丁目6番8号
日本ERI(株) HNNN-5577 平成23年04月20日

大和ハウス工業株式会社
福岡支店

福岡市博多区上牟田２丁目１
１番２４号

（仮称）千早タワーPJ　A棟
第一交通産業株式会社 福岡県北九州市小倉北区馬借

2丁目6番8号
日本ERI(株) HNNN-5576 平成23年04月20日

大和ハウス工業株式会社
福岡支店

福岡市博多区上牟田２丁目１
１番２４号

（仮称）サンカルナ大手町 西日本鉄道株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁
目11番17号 日本ERI(株) MNNN-5525 平成23年04月19日

国立障害者リハビリステーションセンター 国立障害者リハビリステーシ
ョンセンター 埼玉県所沢市並木4丁目1番地 日本ERI(株) MNNN-5524 平成23年04月19日

石川病院 医療法人　綮愛会　石川病院 愛媛県四国中央市上分町732-
1 日本ERI(株) MNNN-5512 平成23年04月19日

（仮称）ライオンズ大通公園 株式会社　大京　北海道支店 北海道札幌市中央区大通西１
０丁目４番地１６ ハウスプラス確認検査(株) HNNN-5573 平成23年04月15日

（仮称）西浅草三丁目計画 三菱倉庫株式会社 東京都中央区日本橋一丁目19
番1号 (一財)ベターリビング HNNN-5571 平成23年04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

（仮称）西浅草三丁目計画 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1
大手町ビル (一財)ベターリビング HNNN-5571 平成23年04月15日

（仮称）KICONA海老江店｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫｝ 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町７７－１ (一財)日本建築センター NFEN-5580 平成23年04月13日

（仮称）QVCジャパン新社屋計画 株式会社　QVCジャパン 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目
６番　WBGマリブイースト８階 (一財)日本建築センター MNNB-5568 平成23年04月11日

（仮称）赤羽岩淵Ⅱ計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-5574 平成23年04月11日

参議院新議員会館 ＨＯＣ議員会館ＰＦＩ株式会
社 東京都港区元赤坂1-3-8 (一財)日本建築センター HNNB-5569 平成23年04月11日

（仮称）みなとみらい21中央地区42街区開発計画 ＭＭ42開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地さくら綜合事務所内 (一財)日本建築センター HFNB-5567 平成23年04月11日

（仮称）ラゾーナ川崎東芝ビル ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社 東京都港区芝浦一丁目１番１
号 (一財)日本建築センター HNNB-5521 平成23年04月08日

豊洲センタービルアネックス 株式会社　IHI 東京都江東区豊洲三丁目1番1
号 (一財)日本建築センター HFNB-5546 平成23年04月06日

（仮称）丸の内１－４計画

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目
7番1号

(一財)日本建築センター HNNB-5504 平成23年04月05日住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁
目5番33号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）室町東地区開発計画（２－２街区） 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁
目1番1号 (一財)日本建築センター HNNB-5262 平成23年04月05日

市立枚方市民病院 枚方市 大阪府枚方市禁野本町2-14-1 日本ERI(株) MNNN-5509 平成23年03月31日

岡山大学（医病）中央診療棟 岡山大学法人　岡山大学 岡山県岡山市北区津島中一丁
目1番1号 日本ERI(株) MNNN-5428 平成23年03月31日

（仮称）グランドメゾン池下タワー

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン

東京都港区芝二丁目３２番１
号

(株)都市居住評価センター HNNN-5516 平成23年03月30日
積水ハウス株式会社
名古屋マンション事業部

名古屋市中村区名駅１－１－
４

ブランズタワー札幌 東急不動産株式会社
住宅事業本部　札幌支店

北海道札幌市中央区北１条西４
－２－２
札幌ノースプラザ１１階

日本ERI(株) HNNN-5514 平成23年03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

高知県本庁舎耐震改修 高知県 高知県高知市丸ノ内1－2－20 日本ERI(株) MNNN-5560 平成23年03月28日

WAZAC函館五稜郭ミヤビ１計画 東日本ハウス株式会社 岩手県盛岡市長田町２番２０
号 日本ERI(株) MNNN-5513 平成23年03月28日

（仮称）西葛西田中様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5507 平成23年03月28日

（仮称）芝様北品川１丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5506 平成23年03月28日

釧路市立釧路小学校 釧路市長　蝦名　大也 釧路市黒金町７丁目５番地 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5500 平成23年03月28日

燕市新庁舎 燕市役所 新潟県燕市吉田日之出町１番
１号 日本ERI(株) MNNB-5508 平成23年03月28日

武蔵小杉Ｆ１地区分譲マンション

株式会社東京機械製作所 東京都港区芝五丁目26番24号

(一財)日本建築センター HNNN-5566 平成23年03月28日伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂2丁目9番11号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

（仮称）元赤坂Ｋプロジェクト 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 日本ERI(株) HNNN-5561 平成23年03月28日

北戸田駅東1街区第一種市街地再開発事業　施設建築物 北戸田駅東1街区市街地再開
発組合 埼玉県戸田市新曽2231番地 日本ERI(株) HNNN-5559 平成23年03月28日

ND2プロジェクト 株式会社野村総合研究所 東京都千代田区丸の内１丁目
６番５号　丸の内北口ビル (株)東京建築検査機構 HNNN-5503 平成23年03月28日

（仮称）神田錦町３－２０計画 安田不動産株式会社 東京都千代田区神田錦町２丁
目１１番

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-5501 平成23年03月28日

越谷駅東口第一種市街地再開発事業施設建築物（A街区） 越谷駅東口市街地再開発組合 埼玉県越谷市弥生町11-5（大
野ビル2階） (一財)日本建築センター HNNB-5557 平成23年03月28日

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社

大阪府大阪市北区梅田一丁目3番
1-1100号
大阪駅前第1ビル11階 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5470 平成23年03月28日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田二丁目
4番24号

大分市医師会立アルメイダ病院 社団法人大分市医師会 大分県大分市大字宮崎字古園
1315番地 (一財)日本建築センター MNNN-5556 平成23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

中埜邸本宅 中埜又左エ門和英 愛知県半田市北末広町10番地 (一財)日本建築センター MNNN-5554 平成23年03月24日

（仮称）富士多摩ビル別棟 株式会社　みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 (一財)日本建築センター MNNN-5553 平成23年03月24日

（仮称）あいおいニッセイ同和損保　新成増ビル あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

東京都渋谷区恵比寿1丁目28
番1号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-5550 平成23年03月24日

（仮称）岡田様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5499 平成23年03月24日

（仮称）蒲田東日本ビル 東栄株式会社 東京都千代田区神田須田町２
－８ 日本ERI(株) MNNN-5498 平成23年03月24日

（仮称）藤沢徳洲会総合病院 医療法人徳洲会
茅ヶ崎徳洲会総合病院 神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1 日本ERI(株) MNNN-5495 平成23年03月24日

（仮称）神戸海岸通６丁目タワーマンション 神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜町2-10-26 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5551 平成23年03月24日

(仮称)白金台２丁目共同建替計画
野村不動産株式会社
住宅カンパニー
プロジェクト開発事業グループ

東京都新宿区西新宿１丁目２
６番２号 日本ERI(株) HNNN-5545 平成23年03月24日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ａブロック

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-5539 平成23年03月24日

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

メックデベロップメント有限
会社

東京都千代田区丸の内二丁目
2番3号

京都市立病院整備運営事業 株式会社　ＳＰＣ京都 京都府京都市中京区壬生坊城
町１２番地１３ 日本ERI(株) MNNN-5464 平成23年03月22日

（仮称）さぬき市民病院 さぬき市病院事業 香川県さぬき市寒川町石田東
甲387番地1 (株)都市居住評価センター MNNN-5537 平成23年03月18日

プロロジスパーク座間Ⅱ 座間２特定目的会社 東京都港区東新橋１－５－２
汐留シティセンター 日本ERI(株) MNNN-5466 平成23年03月18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

新豊川市民病院 豊川市 愛知県豊川市光明町１丁目１
９番地 (株)確認サービス MNNN-5460 平成23年03月18日

（仮称）大久保三丁目西地区開発計画（Ａ－１住宅棟） 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号 日本ERI(株) HNNN-5479 平成23年03月18日

（仮称）大井仙台坂計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号 日本ERI(株) HNNN-5465 平成23年03月18日

国立音楽大学新校舎 学校法人　国立音楽大学 東京都立川市柏町5-5-1 (株)東京建築検査機構 MNNN-5532 平成23年03月15日

三豊総合病院 三豊総合病院企業団 香川県観音寺市豊浜町姫浜７
０８番地

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-5515 平成23年03月15日

武蔵野大学有明キャンパス 学校法人　武蔵野女子学院 東京都西東京市新町1丁目1番
20号 日本ERI(株) MNNN-5496 平成23年03月15日

（仮称）国領町７丁目杉﨑様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5457 平成23年03月15日

国立病院機構岩国医療センター 独立行政法人国立病院機構岩
国医療センター

山口県岩国市黒磯町二丁目５
番地１ 日本ERI(株) MNNN-5435 平成23年03月15日

平塚市庁舎・国庁舎一体的整備
国土交通省関東地方整備局長 埼玉県さいたま市中央区新都

心２番地１
(一財)ベターリビング MNNN-5429 平成23年03月15日

平塚市長　大藏律子 神奈川県平塚市浅間町９番１
号

（仮称）鹿児島中央駅前11番街区計画 南国中央町ビル株式会社 鹿児島県鹿児島市中央町18番
地1 日本ERI(株) HNNN-5536 平成23年03月15日

（仮称）六本木一丁目南地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 六本木一丁目南地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目7-28
落合麻布台ビル403号室 (株)東京建築検査機構 HNNN-5531 平成23年03月15日

（仮称）六本木三丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 六本木三丁目地区市街地再開
発組合 東京都港区六本木3-1-26 (株)都市居住評価センター HNNN-5527 平成23年03月15日

（仮称）錦糸町計画

株式会社大京
首都圏第一支店

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
２４番１３号

日本ERI(株) HNNN-5453 平成23年03月15日丸紅株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
４番２号

住友不動産株式会社
技術本部

東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号

（仮称）那覇新都心地区（おもろまち一丁目）分譲住宅棟 大和ハウス工業株式会社
沖縄支店

沖縄県那覇市おもろまち4-11
-25 日本ERI(株) HNNN-5452 平成23年03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

（仮称）ライオンズ辻堂駅前計画 株式会社　大京
首都圏第二支店

東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２
４－１３ ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5446 平成23年03月11日

（仮称）小澤様本宿町２丁目プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5518 平成23年03月10日

慶応義塾大学　理工学部（矢上）テクノロジーセンター 慶応義塾 東京都港区三田二丁目１５番
４５号 (株)東京建築検査機構 MNNN-5440 平成23年03月10日

（仮称）福島３丁目プロジェクト

関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6丁
目2番27号

(一財)日本建築センター HNNN-5520 平成23年03月10日野村不動産株式会社
大阪支店

大阪府大阪市西区阿波座一丁
目4番4号

伊藤忠都市開発株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
4丁目1番3号

（仮称）衆議院新議員会館　南棟 ＨＯＲ会館ＰＦＩ株式会社 東京都港区港南2-15-2 (一財)日本建築センター HNNB-5523 平成23年03月10日

（仮称）衆議院新議員会館　北棟 ＨＯＲ会館ＰＦＩ株式会社 東京都港区港南2-15-2 (一財)日本建築センター HNNB-5522 平成23年03月10日

新神戸駅前タワー

関電不動産株式会社 大阪市北区中之島6丁目2番27
号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5543 平成23年03月08日住金興産株式会社 大阪市西区九条一丁目２７番
６号

神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜町2丁目10
番26号

藤田保健衛生大学病院放射線棟 学校法人藤田学園 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪
1番地98　 日本ERI(株) MNNN-5396 平成23年03月07日

日本医科大学付属病院 学校法人　日本医科大学 東京都文京区千駄木1-1-5 日本ERI(株) MFNN-5445 平成23年03月04日

鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ｂ街区） 鹿島田駅西部地区再開発株式
会社

神奈川県川崎市幸区鹿島田８
９０番地７ (一財)日本建築センター HNNN-5349 平成23年03月04日

（仮称）新飯野ビル計画 飯野海運株式会社 東京都千代田区内幸町二丁目
１番１号 (一財)日本建築センター HFNN-5505 平成23年03月03日

事務センター（仮称） 東電不動産株式会社 東京都中央区京橋１－６－１ ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5511 平成23年03月02日

（仮称）川崎駅西口大宮町Ｆ街区分譲住宅 川崎市住宅供給公社 川崎市川崎区砂子1丁目２番
地４ (株)東京建築検査機構 HNNN-5502 平成23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

（仮称）プラウドタワー泉計画 野村不動産株式会社
名古屋支店

名古屋市中区錦二丁目19番6
号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-5401 平成23年03月02日

（仮称）新宿六丁目Ｎ街区計画　業務棟 新宿六丁目特定目的会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目9番13号 (一財)日本建築センター HNNB-5491 平成23年03月02日

西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿八丁目成子地区市街地
再開発組合

東京都新宿区西新宿八丁目７
番６号 (株)都市居住評価センター HFNB-5468 平成23年03月02日

豊岡市新庁舎 豊岡市長　中貝　宗治 兵庫県豊岡市中央町２番４号 (一財)日本建築センター MNNN-5432 平成23年03月01日

豊岡市現本庁舎 豊岡市長　中貝　宗治 兵庫県豊岡市中央町２番４号 (一財)日本建築センター MNNN-5431 平成23年03月01日

（仮称）帝京大学板橋キャンパス大学棟 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀二丁目11番
1号 日本ERI(株) MNNN-5497 平成23年02月25日

兵庫医科大学急性医療総合センター 学校法人　兵庫医科大学 兵庫県西宮市武庫川町１番１
号 (一財)日本建築センター MNNN-5433 平成23年02月25日

稲城市立病院 稲城市長　石川　良一 東京都稲城市東長沼2111番地 (一財)日本建築センター MNNN-5417 平成23年02月25日

医療法人社団　誠馨会　新東京新病院計画
セコム医療システム株式会社 東京都渋谷区神宮前一丁目5

番1号
(一財)日本建築センター MNNN-5386 平成23年02月25日

医療法人社団誠馨会 千葉市若葉区更科町2592番地

（仮称）大橋地区第二種市街地再開発事業１－１棟

有楽土地株式会社 東京都中央区京橋三丁目13番
1号

日本ERI(株) HNNN-5533 平成23年02月25日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

東急不動産株式会社
住宅事業本部 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

（仮称）FXプロジェクト 富士ゼロックス株式会社 東京都港区赤坂9-7-3 (株)東京建築検査機構 HFNB-5530 平成23年02月25日

キッコーマン総合病院新病院 キッコーマン株式会社 千葉県野田市野田250番地 日本ERI(株) MNNN-5423 平成23年02月23日

テプコ豊洲ビル 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目
１番３号 (一財)日本建築センター MFNB-5488 平成23年02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

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｃブロック

三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5485 平成23年02月23日

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目
4番1号

東西土地建物株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番1
1号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁
目1番13号

株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋一丁目13
番1号

関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島六丁
目2番27号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目4番1
号

株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

（仮称）新宿六丁目Ｓ街区計画 新宿六丁目Ｓ街区開発特定目
的会社

東京都中央区日本橋本町一丁
目9番13号 (株)都市居住評価センター HNNN-5481 平成23年02月23日

琴似4・2地区第一種市街地再開発事業施設建築物(住宅棟)
琴似4・2地区第一種市街地再開
発事業個人施工者　代表会社
株式会社　MiMiコンサルタント

北海道札幌市西区琴似1条1丁
目7-1　宮坂ビル3F 日本ERI(株) HNNN-5422 平成23年02月23日

池之端2丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号　新宿NSビル 日本ERI(株) HNNN-5420 平成23年02月23日

淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業 淡路町二丁目西部地区市街地
再開発組合

東京都千代田区神田淡路町1-
23-5　淡路町龍名館ビル３階 (一財)日本建築センター HNNN-5350 平成23年02月23日

（仮称）阿部野橋ターミナルビル 近畿日本鉄道株式会社 大阪市天王寺区上本町六丁目
1番55号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5486 平成23年02月23日

99/437 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

東京電機大学　東京千住キャンパス（W棟） 学校法人　東京電機大学 東京都千代田区神田錦町2-2 (一財)日本建築センター HNNB-5482 平成23年02月23日

飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業　業務・商業棟 飯田橋駅西口地区市街地再開
発組合

東京都千代田区富士見二丁目
10番26号 (一財)日本建築センター HNNB-5419 平成23年02月23日

東京電力株式会社　東通原子力発電所第１号機　本館建屋 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目
１番３号 (一財)日本建築センター MNNN-5494 平成23年02月22日

島根大学医学部附属病院病棟 国立大学法人　島根大学 島根県松江市西川津町１０６
０ 日本ERI(株) MNNN-5480 平成23年02月22日

慶應義塾大学（三田）新南校舎（仮称） 慶應義塾 東京都港区三田２－１５－４
５ (株)都市居住評価センター MNNN-5475 平成23年02月22日

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ｄ棟） 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-5474 平成23年02月22日

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ｃ棟） 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-5473 平成23年02月22日

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ａ棟） 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-5471 平成23年02月22日

株式会社日立製作所　横浜事業所　新拠点計画 株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目
6番6号 日本ERI(株) MNNN-5413 平成23年02月22日

（仮称）川崎区小田栄計画　Ｂ棟 ナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区中央四
丁目３３番１号 (株)都市居住評価センター MNNN-5395 平成23年02月22日

（仮称）川崎区小田栄計画　Ａ棟 ナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区中央四
丁目３３番１号 (株)都市居住評価センター MNNN-5394 平成23年02月22日

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ｂ棟） 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-5472 平成23年02月22日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｂブロック

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-5382 平成23年02月22日

ナレッジ・キャピタル開発特
定目的会社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

ナレッジ・キャピタル開発特
定目的会社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

100/437 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

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｂブロック

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-5382 平成23年02月22日エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

アステラス製薬(株)新５号館　実験棟 アステラス製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町２丁
目３番１１号 日本ERI(株) MNNN-5462 平成23年02月18日

長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業施設建築物計画 横浜市住宅供給公社 神奈川県横浜市神奈川区栄町
8番地1 日本ERI(株) HNNN-5463 平成23年02月18日

（仮称）新豊洲センタービル 株式会社アット東京 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目
30番9号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5469 平成23年02月16日

浦河赤十字病院 総合病院　浦河赤十字病院 北海道浦河郡浦河町東町ちの
み1丁目2番1号 (一財)日本建築センター MNNN-5388 平成23年02月15日

医療法人公生会　竹重病院 医療法人公生会 竹重病院 長野県長野市田町　2099番地 (一財)日本建築センター MNNN-5387 平成23年02月15日

社会医療法人厚生会　多治見市民病院 多治見市 岐阜県多治見市日ノ出町２丁
目１５番地 日本ERI(株) MNNN-5384 平成23年02月15日

統合新病院（善通寺・香川小児）整備 独立行政法人国立病院機構　 香川県善通寺市仙遊町２－１
－１ 日本ERI(株) MNNN-5365 平成23年02月15日

清水駅西第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 清水駅西第一地区市街地再開
発組合

静岡県静岡市清水区本郷町1番
28号 アジム清水駅前ビル401 日本ERI(株) HNNN-5437 平成23年02月15日

上尾中山道東側地区第一種市街地再開発事業施設建築物 上尾中山道東側地区市街地再
開発組合

埼玉県上尾市仲町１丁目７番
８号 (一財)日本建築センター HNNN-5416 平成23年02月15日

（仮称）東灘区住吉東プロジェクト
株式会社
長谷工コーポレーション
大阪エンジニアリング事業部

大阪府大阪市中央区平野1-5-
7 (株)都市居住評価センター HNNN-5398 平成23年02月15日

（仮称）港町プロジェクトＢ棟 京浜急行電鉄　株式会社 東京都港区高輪２丁目20番20
号 (一財)日本建築センター HNNN-5393 平成23年02月15日

（仮称）港町プロジェクトＣ棟 京浜急行電鉄　株式会社 東京都港区高輪２丁目20番20
号 (一財)日本建築センター HNNN-5392 平成23年02月15日

飯田橋駅西口地区第一種市街地再開発事業　住宅棟 飯田橋駅西口地区市街地再開
発組合

東京都千代田区富士見二丁目
10番26号 (一財)日本建築センター HNNN-5390 平成23年02月15日

新潟日報新社屋 株式会社　新潟日報社 新潟県新潟市西区善久772番
地2 日本ERI(株) HNNN-5374 平成23年02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

武蔵浦和駅第１街区第一種市街地再開発事業B1棟 戸田建設株式会社一級建築士
事務所 東京都中央区京橋1-7-1 (一財)ベターリビング MNNN-5458 平成23年02月14日

国立科学博物館筑波地区収蔵庫 独立行政法人
国立科学博物館 東京都台東区上野公園7-20 日本ERI(株) MNNN-5454 平成23年02月14日

武蔵浦和駅第１街区第一種市街地再開発事業B2棟 戸田建設株式会社一級建築士
事務所 東京都中央区京橋1-7-1 (一財)ベターリビング HNNN-5459 平成23年02月14日

旭通４丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 旭通４丁目地区市街地再開発
組合

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町
5丁目5番2号 日本ERI(株) HNNN-5455 平成23年02月14日

（仮称）大井町西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大井町西地区市街地再開発組
合

東京都品川区大井1丁目22番2
号 (一財)日本建築センター HNNN-5449 平成23年02月14日

西鉄東京日本橋ビル 西日本鉄道株式会社 福岡県福岡市中央区天神１丁
目11番17号 日本ERI(株) MNNN-5371 平成23年02月10日

杏林大学医学部付属病院（仮称）新病棟建設計画 学校法人　杏林学園 東京都三鷹市新川6-20-2 日本ERI(株) MFNN-5354 平成23年02月09日

（仮称）新千里北町第三団地住宅建替事業（南東棟）
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1

号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-5444 平成23年02月08日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）新千里北町第三団地住宅建替事業（南西棟）
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1

号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-5443 平成23年02月08日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）下田メディカルセンター 戸田建設株式会社一級建築士
事務所 東京都中央区京橋1-7-1 日本ERI(株) MNNN-5373 平成23年02月08日

長野県立阿南病院 地方独立行政法人
長崎県立病院機構

長崎県長崎市大字南長野字幅
下692-2 日本ERI(株) MNNN-5372 平成23年02月08日

公立陶生病院　新棟 公立陶生病院組合 愛知県瀬戸市西追分町１６０
番地 (株)確認サービス MNNN-5358 平成23年02月08日

（仮称）茶屋町東地区再開発ビル 茶屋町東地区市街地再開発組
合 大阪市北区茶屋町６番２３号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5442 平成23年02月08日

学校法人　愛知医科大学　新病院 学校法人　愛知医科大学 愛知県愛知郡長久手町大字岩
作字雁又21番地 日本ERI(株) HNNN-4779 平成23年02月07日

聖マリア病院　国際医療センター 社会医療法人雪の聖母会
聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町422 日本ERI(株) HNNN-5436 平成23年02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

（仮称）ＮＨＫ新千葉放送会館 日本放送協会 千葉市中央区中央4-14-14 (一財)日本建築センター MNNB-5439 平成23年02月01日

（仮称）北新宿再開発マンション計画
平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1番1

0号
(一財)日本建築センター HNNN-5389 平成23年02月01日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

東京都健康長寿医療センター 地方独立行政法人
東京都健康長寿医療センター 東京都板橋区栄町３５番２号 ビューローベリタスジャパン(

株) MNNN-5352 平成23年01月31日

(仮称)港区芝三丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町３丁
目１番２０号 (株)東京建築検査機構 HNNN-5336 平成23年01月31日

(仮称)ＪＶ豊島区池袋２丁目タワー計画
名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅４

丁目２６番２５号
(株)都市居住評価センター HNNN-5335 平成23年01月31日

相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸二丁
目９番１４号

環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業Ⅲ街区 森ビル株式会社　 東京都港区六本木６丁目１０
－１ (一財)日本建築センター HNNB-5360 平成23年01月31日

(仮称)志村３丁目計画 旭化成ホームズ株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-1(新
宿モノリス17階) 日本ERI(株) MNNN-5421 平成23年01月27日

高知医療センター 高知県・高知市病院企業団 高知県高知市池2125-1 (一財)日本建築センター MNNN-5414 平成23年01月27日

新関西電力病院 関西電力株式会社 大阪市北区中之島3丁目6番16
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5434 平成23年01月27日

（仮称）青海Q街区計画 青海Q区画特定目的会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (一財)日本建築センター HNNN-5430 平成23年01月27日

武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小杉駅南口地区西街区市
街地再開発組合

川崎市中原区小杉町三丁目43
0番小杉駅前ビル5階 (一財)日本建築センター HNNN-5418 平成23年01月27日

（仮称）京阪神不動産西心斎橋ビル 京阪神不動産株式会社 大阪府大阪市中央区瓦町四丁
目2番14号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5424 平成23年01月26日

MIHO美学院中等教育学校　礼拝堂 宗教法人　神慈秀明会 京都府京都市左京区鹿ヶ谷下
宮ノ前町20番地 (一財)日本建築センター MNNN-5415 平成23年01月25日

(仮称)海南市民病院 海南市 海南市日方１２７２番地３ (一財)日本建築センター MNNN-5331 平成23年01月25日

(仮称)針ヶ谷ビル計画 大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町１丁
目１番８号 日本ERI(株) MNNN-5328 平成23年01月25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

(仮称)高知県電機ビル本館建替計画 四電ビジネス株式会社 香川県高松市丸の内２番５号 (株)都市居住評価センター MNNN-5326 平成23年01月25日

神戸地方合同庁舎 国土交通省近畿地方整備局 大阪市中央区大手町1-5-44 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4943 平成23年01月25日

（仮称）大久保三丁目西地区開発計画（A-2棟） 住友不動産株式会社
技術本部

東京都新宿区西新宿２－４－
１ 日本ERI(株) HNNN-5301 平成23年01月25日

新総合太田病院（仮称） 富士重工業健康保険組合 東京都新宿区西新宿1丁目7番
2号 (株)都市居住評価センター MNNN-5403 平成23年01月24日

阿倍野A1地区第2種市街地再開発事業A1-2棟 ＣＯＬＯＲＳ・奥村組特定建
築者共同企業体

大阪市中央区平野町2－2－12
浜北T4B (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5425 平成23年01月24日

（仮称）六本木一丁目南地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 六本木一丁目南地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目7-28
落合麻布台ビル403号室 (株)東京建築検査機構 HNNN-5408 平成23年01月24日

横浜三井ビルディング 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-5404 平成23年01月24日

(仮称)富士見一丁目計画　オフィス棟 住友不動産株式会社
都市開発事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号 (一財)日本建築センター HNNF-5427 平成23年01月24日

（仮称）大手町1-6計画 有限会社東京プライムステー
ジ

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内 (一財)日本建築センター HNNB-5426 平成23年01月24日

（仮称）御殿山Ｃブロック 積水ハウス株式会社 東京都渋谷区代々木2-1-1
新宿マインズタワー

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-5400 平成23年01月21日

（仮称）株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東
東扇島物流センター

株式会社
ニチレイロジグループ本社

東京都中央区築地七丁目17番
1号 日本ERI(株) MNNN-5397 平成23年01月21日

清水駅西第二地区優良建築物等整備事業 清水駅西第二地区優良建築物
整備事業建設組合

静岡県静岡市清水区本郷町1
番28号 日本ERI(株) MNNN-5383 平成23年01月21日

安芸地域県立病院（仮称） 高知県公営企業局 高知県高知市丸の内1-7-52 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5323 平成23年01月21日

（仮称）晴海二丁目第2-4街区計画 晴海二丁目開発特定目的会社 東京都中央区日本橋本町1-9-
13 (一財)日本建築センター HNNN-5391 平成23年01月21日

大崎駅西口南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大崎駅西口南地区市街地再開
発組合

東京都品川区大崎２－１１－
１１ (一財)日本建築センター HFNN-5399 平成23年01月21日

虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 虎ノ門・六本木地区市街地再
開発組合

東京都港区虎ノ門五丁目8番6
号 (一財)日本建築センター HFNB-5359 平成23年01月18日

ＧＬＰ舞洲Ⅰ 舞洲１ロジスティック特定目
的会社

東京都港区東新橋１－５－２
汐留シティセンター４階 日本ERI(株) MNNN-5451 平成23年01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）

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

データセンター 関電システムソリューション
ズ株式会社 兵庫県西宮市笠屋町26番2号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5361 平成23年01月14日

市立三野病院 徳島県 徳島県三好市池田町シンマチ
1500-2 日本ERI(株) MNNN-5322 平成23年01月14日

（仮称）原宿住宅マンション建替事業施行再建マンション計画 原宿住宅マンション建替組合 東京都渋谷区神宮前３－３７ (一財)日本建築センター MNNN-5308 平成23年01月14日

社会保険山梨病院新病院建設計画 社会保険山梨病院 山梨県甲府市朝日３－８－３
１ 日本ERI(株) MNNN-5303 平成23年01月14日

（仮称）南多摩病院救急医療センター計画 医療法人社団　永生会 東京都八王子市椚田町583-15 日本ERI(株) MNNN-5300 平成23年01月14日

（仮称）本町橋ビル 清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5450 平成23年01月14日

（仮称）阿倍野筋３丁目計画 野村不動産株式会社大阪支店 大阪府大阪市西区阿波座１－
４－４ 日本ERI(株) HNNN-5318 平成23年01月14日

（仮称）日本橋本町二丁目計画
株式会社ロータスエステート 東京都中央区日本橋本町２－

３－１１
(一財)日本建築センター HNNN-5316 平成23年01月14日

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町２－
１－１

（仮称）一宮市新庁舎 一宮市 愛知県一宮市本町２－５－６ 日本ERI(株) HNNN-5314 平成23年01月14日

（仮称）中之島ダイビル・ウエスト、北西広場
関電不動産株式会社 大阪市北区中之島6-2-27

(一財)日本建築センター HNNN-5265 平成23年01月14日
ダイビル株式会社 大阪市北区中之島3-3-23

（仮称）神戸市立医療センター中央市民病院
株式会社
神戸メディカルケアパートナー
ズ

兵庫県神戸市灘区岩屋中町4
丁目2番7号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5441 平成23年01月11日

（仮称）帝塚山中分譲マンション エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪府大阪市中央区淡路町四
丁目2番15号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5381 平成23年01月11日

（仮称）新多根総合病院 社会医療法人きつこう会 大阪府大阪市西区境川1丁目2
番31号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5380 平成23年01月11日

NHK新甲府放送会館 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 MNNN-5355 平成23年01月11日

足利赤十字病院 日本赤十字社　栃木県支部
足利赤十字病院

栃木県足利市本城3丁目2100
番地 (株)都市居住評価センター MNNN-5353 平成23年01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

日本赤十字社和歌山医療センター新棟 日本赤十字社和歌山医療セン
ター

和歌山県和歌山市小松原通4-
20 (株)都市居住評価センター HNNN-5379 平成23年01月11日

（仮称）赤坂2丁目3計画 合同会社 ジョイントアーク10 東京都千代田区丸の内3-1-1
東京共同会計事務所内 (株)都市居住評価センター HNNN-5378 平成23年01月11日

（仮称）ゼスタタワー浄水駅前
株式会社　河本材木店 愛知県豊田市桑田和町中貝戸

1-1
日本ERI(株) HNNN-5375 平成23年01月11日

岡谷鋼機株式会社 愛知県名古屋市中区栄二丁目
4番18号

（仮称）藤枝駅前一丁目計画 静岡鉄道株式会社 静岡県静岡市葵区鷹匠一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-5368 平成23年01月11日

六本木六丁目地区第一種市街地再開発事業Ｂ街区事務所棟Ａ 森ビル株式会社　 東京都六本木６丁目１０－１
六本木ヒルズ森タワー (一財)日本建築センター HNNN-5362 平成23年01月11日

（仮称）渋谷二丁目21地区開発計画
東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野3-19-6

(一財)日本建築センター HNNB-5271 平成23年01月11日
渋谷新文化街区プロジェクト
推進協議会　事業推進者 東京都渋谷区南平台町5-6

市立根室病院 根室市 北海道根室市常盤町２丁目２
７番地 (一財)日本建築センター MNNN-5369 平成23年01月07日

下呂市立金山病院 下呂市 岐阜県下呂市森９６０番地 日本ERI(株) MNNN-5366 平成23年01月07日

(仮称)白金台２丁目共同建替計画
野村不動産株式会社
住宅カンパニー
プロジェクト開発事業グループ

東京都新宿区西新宿１丁目２
６番２号 日本ERI(株) HNNN-5367 平成23年01月07日

川崎第２データセンター 株式会社　東計電算 神奈川県川崎市中原区市ノ坪
150 日本ERI(株) MNNN-5302 平成22年12月28日

浜の町病院 国家公務員共済組合連合会
浜の町病院

福岡県福岡市中央区舞鶴３－
５－２７ 日本ERI(株) MNNN-5282 平成22年12月28日

甲府市新庁舎 甲府市 山梨県甲府市丸の内１－１８
－１ (一財)日本建築センター MFNN-5304 平成22年12月28日

（仮称）大日本印刷市谷工場整備計画「中央街区」 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 日本ERI(株) HFNB-5324 平成22年12月28日

(仮称)汐留プロジェクト 東洋海事工業株式会社 東京都港区西新橋2丁目23番1
号 日本ERI(株) HNNN-5363 平成22年12月27日

（仮称）南平台町計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1 (株)都市居住評価センター HNNB-5334 平成22年12月27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

（仮称）大伝馬ビル建設計画 ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋二丁目5-
13 (株)都市居住評価センター MNNN-5297 平成22年12月24日

（仮称）明治安田生命新東陽町ビル 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2丁目1
番1号 日本ERI(株) MFNB-5283 平成22年12月24日

（仮称）21･25森ビル建替計画 森ビル株式会社 東京都港区六本木６－１０－
１　六本木ヒルズ森タワー (一財)日本建築センター HNNN-5296 平成22年12月24日

福岡大学筑紫病院新病院 学校法人　福岡大学 福岡県福岡市城南区七隈8-19
-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5402 平成22年12月22日

TOKAI富士横割マンション 株式会社　ザ・トーカイ 静岡県静岡市葵区常磐町2-6-
8

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-5351 平成22年12月22日

石福金属興業草加工場再構築(Ⅱ期) 石福金属興業株式会社 東京都千代田区内神田３－２
０－７ 日本ERI(株) MNNN-5338 平成22年12月22日

(仮称)中幸町３丁目再開発計画 オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町２－４－１
世界貿易センター３５F 日本ERI(株) HNNN-5337 平成22年12月22日

新赤坂センタービル（仮称） 関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6丁
目2番27号 (一財)日本建築センター HNNN-5333 平成22年12月22日

(仮称)中央区晴海二丁目マンション計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
６番１号 日本ERI(株) HNNN-5332 平成22年12月22日

小杉町３丁目中央地区第一種市街地再開発事業施設建築物（A棟） 小杉町３丁目中央地区市街地
再開発組合

神奈川県川崎市中原区小杉町
三丁目269番 (一財)日本建築センター HNNN-5260 平成22年12月22日

ささしまライブ２４地区「（仮称）グローバルゲート」 東京共同会計事務所内ささし
まライブ２４特定目的会社 東京都千代田区丸の内3-1-1 日本ERI(株) HNNB-5252 平成22年12月22日

滝宮総合病院 香川県厚生農業組合連合会 香川県高松市屋島西町1857-1 日本ERI(株) MNNN-5281 平成22年12月17日

（仮称）QVCジャパン新社屋計画 株式会社　QVCジャパン 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目
６番　WBGマリブイースト８階 (一財)日本建築センター MNNB-5259 平成22年12月17日

（仮称）新豊洲センタービル 株式会社アット東京 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目
30番9号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5254 平成22年12月16日

（仮称）都島Ⅱ計画 東レ建設株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目3番3号 (株)都市居住評価センター HNNN-5325 平成22年12月16日

（仮称）ヤマト羽田物流ターミナルプロジェクト ヤマト運輸株式会社 東京都中央区銀座二丁目16番
10号 (株)都市居住評価センター HNNN-5257 平成22年12月16日

（仮称）大崎西テクノロジーセンター ソニー株式会社 東京都港区港南一丁目7番1号 (株)都市居住評価センター HFNB-5330 平成22年12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）

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

メディセオ名古屋ALC（仮称） 株式会社 メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目7
番12号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5319 平成22年12月13日

千葉労災病院 独立行政法人労働者健康福祉
機構

神奈川県川崎市幸区堀川町58
0番地 日本ERI(株) MNNN-5256 平成22年12月13日

（仮称）江川マンション 江川　サワ 東京都大田区羽田4-2-3 日本ERI(株) MNNN-5246 平成22年12月13日

（仮称）元赤坂Ｋプロジェクト 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 日本ERI(株) HNNN-5329 平成22年12月13日

新川二丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 新川二丁目地区第一種市街地
再開発事業

東京都中央区新川二丁目4番7
号 日本ERI(株) HNNN-5327 平成22年12月13日

真砂町プラザ第1地区優良建築物等整備事業に伴う施設建築物
清水真砂町プラザ第1地区優良再
開発建築物整備事業共同施行者
組合

静岡県静岡市清水区真砂町６
番２５号 (一財)日本建築センター HNNN-5315 平成22年12月13日

（仮称）神戸海岸通６丁目タワーマンション 神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜町2-10-26 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5269 平成22年12月13日

問屋町西部南街区第一種市街地再開発事業施設建築物 問屋町西部南街区市街地再開
発組合

岐阜県岐阜市問屋町二丁目19
番地5 日本ERI(株) HNNN-5299 平成22年12月10日

広尾三丁目計画 株式会社
ダイイチホールディングス 東京都港区高輪1-23-23-3502 日本ERI(株) MNNN-5223 平成22年12月04日

大手町一丁目第２地区第一種市街地再開発事業

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4丁目1
4番1号

(一財)日本建築センター HNNB-5293 平成22年12月03日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号

ウィングルート 三辰倉庫株式会社 東京都大田区大森東4-5-12 日本ERI(株) MNNN-5263 平成22年12月01日

（仮称）豊田鉃工株式会社事技合同棟計画 豊田鉃工株式会社 愛知県豊田市細谷町四丁目50
番地 日本ERI(株) MNNN-5309 平成22年11月30日

（仮称）１０１プロジェクト 新日鉄ソリューションズ株式
会社

東京都中央区新川二丁目20番
15号 日本ERI(株) MNNN-5245 平成22年11月30日

（仮称）京葉瓦斯柏ビル 京葉瓦斯株式会社 千葉県市川市市川南２－８－
８ (株)都市居住評価センター MNNN-5229 平成22年11月30日

（仮称）青海Q街区計画 青海Q区画特定目的会社 東京都中央区日本橋室町３－
１－２０ (一財)日本建築センター HNNN-5307 平成22年11月30日

（仮称）ディスコ呉工場新Ｃ棟 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 日本ERI(株) HNNN-5240 平成22年11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

(仮称)港区高輪三丁目Ⅱ計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (株)都市居住評価センター HNNN-5232 平成22年11月30日

（仮称）鹿児島中央駅前11番街区計画 南国中央町ビル株式会社 鹿児島県鹿児島市中央町18番
地1 日本ERI(株) HNNN-5310 平成22年11月29日

茗荷谷駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 茗荷谷駅前地区市街地再開発
組合 東京都文京区大塚１－４－４ (一財)日本建築センター HNNN-5306 平成22年11月29日

（仮称）西瑞江５丁目澤井様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西加西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5227 平成22年11月25日

（仮称）アリアソワン・プレミアム八潮 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西加西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5226 平成22年11月25日

（仮称）御殿山プロジェクト　Ａブロック 積水ハウス株式会社 東京都渋谷区代々木2-1-1
新宿マインズタワー 日本ERI(株) MNNN-5291 平成22年11月22日

（仮称）八戸地域広域市町村圏事務組合　消防本部・八戸消防署 八戸地域広域市町村圏事務組
合

青森県八戸市一番町一丁目9-
22 日本ERI(株) MNNN-5287 平成22年11月19日

広島大学診療棟 広島大学 広島県東広島市鏡山1丁目3番
2号 日本ERI(株) MNNN-5284 平成22年11月19日

日本原子力発電(株)　敦賀発電所　緊急時対策室建屋新設工事計画 日本原子力発電株式会社 福井県敦賀市明神町１番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5251 平成22年11月19日

田町駅東口北地区公共公益施設 港区　 東京都港区芝公園１－５－２
５ (一財)日本建築センター MNNN-5218 平成22年11月19日

社会福祉法人　兼愛会
（仮称）特別養護老人ホームしょうじゅの里鶴見 社会福祉法人　兼愛会 神奈川県横浜市緑区三保町１

７１－１ (一社)日本免震構造協会 MNNN-5217 平成22年11月19日

熊谷商工信用組合本店社屋新築計画 熊谷商工信用組合 埼玉県熊谷市本町２－５７ (一財)日本建築センター MNNN-5210 平成22年11月19日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ａ棟 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築センター MFNN-5294 平成22年11月19日

（仮称）福島３丁目プロジェクト

関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6丁
目2番27号

(一財)日本建築センター HNNN-5295 平成22年11月19日野村不動産株式会社
大阪支店

大阪府大阪市西区阿波座一丁
目4番4号

伊藤忠都市開発株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
4丁目1番3号

神田万世橋ビル（仮称） 東日本旅客鉄道株式会社 東京都北区東田端2-20-68 日本ERI(株) HNNN-5225 平成22年11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

阿倍野B2地区第2種市街地再開発事業D4-1棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社

大阪府大阪市中央区備後町４
－１－３ 日本ERI(株) HNNN-5213 平成22年11月19日

（仮称）芝浦４丁目計画 住友不動産株式会社
マンション事業本部

東京都新宿区西新宿２－４－
１ (株)東京建築検査機構 HNNN-5212 平成22年11月19日

（仮称）日通商事㈱新本社ビル 日通商事株式会社 東京都中央区築地５－６－１
０ (一財)日本建築センター HNNN-5209 平成22年11月19日

大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業 有限会社大手町開発 東京都千代田区丸の内2-2-3 (一財)日本建築センター HFNB-5317 平成22年11月19日

（仮称）神田小川町一丁目共同ビル（共同住宅棟）

近鉄不動産株式会社
首都圏事業本部

東京都中央区八重洲二丁目7
番2号

日本ERI(株) MNNN-5290 平成22年11月18日
セコムホームライフ株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19-1

2

愛媛県立中央病院整備運営事業　1号館 愛媛ホスピタルパートナーズ
株式会社 愛媛県松山市末広町7番地 日本ERI(株) MNNN-5289 平成22年11月18日

伊東市新病院 静岡県伊東市 静岡県伊東市大原二丁目１番
１号 日本ERI(株) MNNN-5286 平成22年11月18日

刈谷豊田総合病院　中央棟 医療法人豊田会 愛知県刈谷市住吉町5丁目15
番地 日本ERI(株) MNNN-5285 平成22年11月18日

（仮称）神戸市立医療センター中央市民病院
株式会社
神戸メディカルケアパートナー
ズ

兵庫県神戸市灘区岩屋中町4
丁目2番7号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5280 平成22年11月18日

徳島県立中央病院 徳島県病院局 徳島県徳島市万代町1丁目1番
地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5278 平成22年11月18日

阿佐ヶ谷プロジェクト 株式会社構造計画研究所 東京都中野区本町4丁目38番1
3号　日本ホルスタイン会館内 (一財)日本建築センター MNNN-5267 平成22年11月18日

（仮称）パークハウス一番町 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (一財)日本建築センター MNNN-5266 平成22年11月18日

草加市立病院改修計画及び（仮称）新医療センター増築計画 草加市立病院 埼玉県草加市草加二丁目21番
1号 (一財)日本建築センター MFNN-5276 平成22年11月18日

（仮称）麹町二丁目ビル 株式会社　大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 日本ERI(株) HNNN-5288 平成22年11月18日

東桜町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 福山駅前開発株式会社 広島県福山市東桜町1-41 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5279 平成22年11月18日

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（３街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合

大阪府寝屋川市香里本通町7-
35 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5277 平成22年11月18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

（仮称）御成門プロジェクト 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-5274 平成22年11月18日

（仮称）ＫＳ計画

ＫＳビルキャピタル特定目的
会社

東京都千代田区内神田一丁目
6-3-6階　あすな会計事務所内

(一財)日本建築センター HNNN-5273 平成22年11月18日
株式会社　歌舞伎座 東京都中央区銀座七丁目15-5

（仮称）新大阪阪急ビル 阪急電鉄株式会社 大阪府大阪市北区芝田一丁目
16番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-5264 平成22年11月18日

豊洲三丁目3-3街区計画 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 (株)東京建築検査機構 HFNB-5275 平成22年11月18日

藤沢病院新病棟 医療法人社団清心会
藤沢病院 神奈川県藤沢市小塚３８３ (一財)日本建築センター MNNN-5211 平成22年11月15日

下越病院本体棟・【付属棟】 医療法人新潟勤労者医療協会 新潟県新潟市秋葉区中沢町１
番２３号 日本ERI(株) MNNN-5207 平成22年11月15日

事務センター（仮称） 東電不動産株式会社 東京都中央区京橋１－６－１ ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5204 平成22年11月15日

（仮称）帝京大学板橋キャンパス大学棟 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀二丁目11番
1号 日本ERI(株) MNNN-5199 平成22年11月15日

（仮称）丸の内二丁目７番計画 郵便局株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目
3番2号 (一財)日本建築センター HFNB-5234 平成22年11月15日

（仮称）中野四丁目開発計画　区域５　オフィス棟 中野駅前開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町一
丁目11番地 (一財)日本建築センター HNNB-5247 平成22年11月12日

尾西信用金庫事務センター 尾西信用金庫 愛知県一宮市篭屋１－４－３ 日本ERI(株) MNNN-5206 平成22年11月11日

（仮称）神戸市中央区中山手通二丁目計画 三菱地所株式会社　大阪支店 大阪府大阪市北区天満橋一丁
目８番３０号 日本ERI(株) MNNN-5198 平成22年11月11日

（仮称）南葛西４丁目プロジェクト
篠原　勉 東京都江戸川区東葛西8-11-3

3-1-B
日本ERI(株) MNNN-5196 平成22年11月11日

土岐　梅子 東京都江戸川区東葛西8-11-3
3-1-C

（仮称）泉一丁目計画 住友不動産株式会社
マンション事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号 日本ERI(株) HNNN-5197 平成22年11月11日

（仮称）麹町４丁目ビル計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１丁目
6番地1号 (株)都市居住評価センター MNNN-5255 平成22年11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

（仮称）グローベルマンション新座駅前弐番館 株式会社グローベルス 東京都中央区八重洲２-７-２ ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5253 平成22年11月10日

公務員宿舎東雲住宅（仮称） 東雲ＮＥＸＴ株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (一財)日本建築センター HFEN-5298 平成22年11月10日

（仮称）船田マンション 船田物産　株式会社 東京都墨田区錦糸2丁目5番11
号 日本ERI(株) MNNN-5244 平成22年11月08日

（仮称）六地蔵奈良町計画 睦備建設株式会社 京都府京都市伏見区桃山町西
尾35番地1 日本ERI(株) MNNN-5243 平成22年11月08日

東和薬品(株)山形新工場プロジェクト　無菌製剤棟 東和薬品株式会社 大阪府門真市新橋町２－１１ 日本ERI(株) MNNN-5242 平成22年11月08日

アステラス製薬(株)新５号館　特室(抽出)棟 アステラス製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町２丁
目３番１１号 日本ERI(株) MNNN-5237 平成22年11月08日

アステラス製薬(株)新５号館　実験棟 アステラス製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町２丁
目３番１１号 日本ERI(株) MNNN-5236 平成22年11月08日

（仮称）日本橋本町三丁目共同ビル本町通り建替計画
株式会社　恒心社 東京都中央区日本橋石町四丁

目4-20
(一財)日本建築センター HNNN-5249 平成22年11月08日

Ｍ＆Ｋ特定目的会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目1-20

越谷駅東口第一種市街地再開発事業施設建築物（A街区） 越谷駅東口市街地再開発組合 埼玉県越谷市弥生町11-5（大
野ビル2階） (一財)日本建築センター HNNB-5228 平成22年11月08日

（仮称）宇田川様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5250 平成22年11月05日

阿佐ヶ谷駅南口共同ビル
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号
(一財)日本建築センター MNNN-5221 平成22年11月04日

財団法人 首都圏不燃建築公社 東京都港区新橋四丁目6番15
号

（仮称）上原様高松1丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5193 平成22年11月04日

（仮称）中山様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5192 平成22年11月04日

紀の川市新庁舎 和歌山県紀の川市 和歌山県紀の川市西大井338
番地 日本ERI(株) MNNN-5183 平成22年11月04日

（仮称）アリアソワンプレミアム日吉 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西加西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5179 平成22年11月04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

（仮称）グランドメゾン草香江2丁目 リーメック株式会社
一級建築士事務所

福岡県福岡市東区香椎浜4丁
目1-5-202 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5175 平成22年11月04日

大阪拘置所　事務・収容棟（第1期） 大阪拘置所 大阪府大阪市都島区友渕町一
丁目2番5号 日本ERI(株) MNNN-5173 平成22年11月04日

武田薬品工業㈱新研究所建設計画 武田薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町四
丁目1番1号 日本ERI(株) MNNB-5189 平成22年11月04日

（仮称）小宮町集合住宅Ｄ敷地 近鉄不動産株式会社 大阪市天王寺区上本町６丁目
５番１３号 日本ERI(株) HNNN-5185 平成22年11月04日

（仮称）小宮町集合住宅Ｃ敷地 近鉄不動産株式会社 大阪市天王寺区上本町６丁目
５番１３号 日本ERI(株) HNNN-5184 平成22年11月04日

（仮称）東五反田地区（Ｂ地区）開発計画 東洋製罐株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目
３番１号 (一財)日本建築センター HFNB-5123 平成22年11月01日

足利赤十字病院 日本赤十字社　栃木県支部
足利赤十字病院

栃木県足利市本城3丁目2100
番地 (株)都市居住評価センター MNNN-5182 平成22年10月29日

（仮称）京阪神不動産西心斎橋ビル 京阪神不動産株式会社 大阪府大阪市中央区瓦町四丁
目2番14号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5177 平成22年10月29日

県立淡路病院 兵庫県 兵庫県神戸市中央区下山手通
5-10-1 日本ERI(株) MNNN-5132 平成22年10月29日

(仮称)ＳＳＪ品川ビル 芝浦シヤリング株式会社 東京都港区港南一丁目6-41 日本ERI(株) HNNN-5238 平成22年10月29日

（仮称）JR高槻駅北東地区開発事業　集合住宅Ａ 阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪
急ビルディング内 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5233 平成22年10月29日

（仮称）新宿六丁目Ｓ街区計画 新宿六丁目Ｓ街区開発特定目
的会社

東京都中央区日本橋本町一丁
目9番13号 (株)都市居住評価センター HNNN-5220 平成22年10月29日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｃブロック

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5176 平成22年10月29日

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目
4番1号

東西土地建物株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番1
1号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9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

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｃブロック

株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁
目1番13号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-5176 平成22年10月29日

株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋一丁目13
番1号

関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島六丁
目2番27号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目4番1
号

株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

（仮称）ウスイホーム様金沢文庫社屋 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西加西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5178 平成22年10月28日

｢（仮称）ＭＴＣ計画 ｣ 株式会社
白金ハウスプロジェクト

東京都港区西新橋1丁目2番9号
日比谷セントラルビル14階

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-5156 平成22年10月28日

大阪拘置所　宿舎棟（第1期） 大阪拘置所 大阪府大阪市都島区友渕町一
丁目2番5号 日本ERI(株) MNNN-5133 平成22年10月28日

（仮称）明治安田生命新東陽町ビル 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2丁目1
番1号 日本ERI(株) MFNB-5195 平成22年10月28日

（仮称）玉造駅前計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSﾋﾞﾙ　19階 (一財)日本建築センター HNNN-5272 平成22年10月28日

（仮称）ICHIJO TOWER KANAYAMA 株式会社　一条工務店 東京都江東区木場五丁目10番
10号 (株)確認サービス HNNN-5159 平成22年10月28日

（仮称）阪急天六タワー 阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区角田町1番1
号　東阪急ビルディング内 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5145 平成22年10月28日

東京工業大学（すずかけ台）合同棟2号館・3号館（J2棟・J3棟） 国立大学法人東京工業大学 東京都目黒区大岡山2-12-1 (一財)日本建築センター HFNN-5163 平成22年10月28日

（仮称）全共連ビル建替計画 全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町2-7-9 (一財)日本建築センター HNNN-5248 平成22年10月26日

（仮称）勝どき一丁目地区プロジェクト かちどきＧＲＯＷＴＨ
ＴＯＷＮ株式会社

東京都中央区八重洲1丁目9番
9号 日本ERI(株) HNNN-5224 平成22年10月26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

（仮称）東池袋一丁目共同ビル建設計画
清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号

(株)東京建築検査機構 HNNN-5214 平成22年10月26日
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6

番6号

（仮称）三井住友海上　神田駿河台三丁目計画　新館 三井住友海上火災保険株式会
社

東京都中央区新川二丁目27番
2号 (一財)日本建築センター HNNN-5216 平成22年10月22日

（仮称）藤沢徳洲会総合病院 医療法人徳洲会
茅ヶ崎徳洲会総合病院 神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1 日本ERI(株) MNNN-5134 平成22年10月21日

高崎市医療保険センター（仮称）・新図書館 群馬県高崎市 群馬県高崎市高松町35番1 日本ERI(株) MNNB-5165 平成22年10月21日

（仮称）有明南プロジェクト 有明南Ａ特定目的会社 東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内 (株)都市居住評価センター HNNB-5222 平成22年10月21日

ヒューマックスパビリオン新宿アネックス 株式会社ヒューマックス 東京都新宿区富久町13-19 日本ERI(株) NNNB-5219 平成22年10月20日

タイムズスクエアビル 株式会社　髙島屋 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目2
4番2号 (一財)日本建築センター HNNN-5191 平成22年10月19日

（仮称）等々力１丁目計画

豊田　節子 東京都世田谷区等々力1-22-4
4

(一社)日本免震構造協会 MNNN-5215 平成22年10月15日豊田　茂 東京都世田谷区等々力1-22-4
4

有限会社　田園興業 東京都世田谷区等々力1-22-4
4

相模大野駅西側地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南棟 相模大野駅西側地区市街地再
開発組合

神奈川県相模原市南区相模大
野三丁目1番33号 日本ERI(株) HNNN-5208 平成22年10月14日

（仮称）石神井公園計画
大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町一丁

目１番８号
(一財)日本建築センター HNNN-5203 平成22年10月13日野村不動産株式会社

住宅カンパニー第一事業グルー
プ

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号

（仮称）湯島データセンタ 株式会社
ＮＴＴファシリティーズ

東京都港区芝浦3-4-1
グランパークタワー (一財)日本建築センター HNNN-5202 平成22年10月13日

鳥羽警察署　庁舎棟 三重県 三重県津市広明町13番地 (一財)日本建築センター MNNN-5190 平成22年10月12日

帝京平成大学中野キャンパス新築計画 学校法人　帝京平成大学 東京都豊島区東池袋2-51-42 (一財)日本建築センター MNNN-5121 平成22年10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

大井町1番南第一種市街地再開発事業 大井町1番南地区市街地再開
発組合

愛知県名古屋市中区平和一丁
目15番30号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-5119 平成22年10月12日

北戸田駅東1街区第一種市街地再開発事業　施設建築物 北戸田駅東1街区市街地再開
発組合 埼玉県戸田市大字新曽2228-6 日本ERI(株) HNNN-5114 平成22年10月12日

（仮称）プレミスト心斎橋ＥＡＳＴ 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3
番5号 日本ERI(株) HNNN-5113 平成22年10月12日

（仮称）晴海三丁目西地区A2・A3街区計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-5097 平成22年10月12日

（仮称）阿部野橋ターミナルビル 近畿日本鉄道株式会社 大阪市天王寺区上本町六丁目
1番55号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5096 平成22年10月12日

（仮称）西新宿ビル 田澤　惠美子 東京都杉並区高井戸東3丁目2
2-15 日本ERI(株) MNNN-5158 平成22年10月08日

（仮称）八千代緑が丘計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

千葉県千葉市中央区中央1丁
目11番1号 日本ERI(株) HNNN-5188 平成22年10月06日

（仮称）神戸東灘区・甲南町計画 野村不動産株式会社大阪支店 大阪府大阪市西区阿波座1丁
目4番4号 日本ERI(株) HNNN-5187 平成22年10月06日

ファミール東灘魚崎館免震化工事計画 ファミール東灘魚崎館
管理組合

兵庫県神戸市東灘区魚崎北町
4丁目12-12 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5174 平成22年10月05日

（仮称）晴海二丁目第2-4街区計画 晴海二丁目開発特定目的会社 東京都中央区日本橋本町1-9-
13 (一財)日本建築センター HNNN-5172 平成22年10月05日

イオンモール大和郡山 イオンモール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-
1 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-5200 平成22年10月04日

博多駅

博多ターミナルビル株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅中
央街6番11号

(一財)日本建築センター NNNB-5166 平成22年10月04日西日本旅客鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅南
1丁目8番36号シティ15ビル8F

九州旅客鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前
3丁目25番21号

（仮称）麹町一丁目計画

エスエフ麹町一丁目開発特定
目的会社

東京都新宿区西新宿一丁目23
番3番

(株)都市居住評価センター HNNB-5205 平成22年10月04日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮）アーバン茶屋町プロジェクト 有限会社武蔵野プロパティー
ズ

東京都港区虎ノ門三丁目22番
10-201号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5194 平成22年10月04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

公立甲賀病院 公立甲賀病院組合 滋賀県甲賀市水口町鹿深3-39 日本ERI(株) MNNN-5083 平成22年09月30日

香川県立中央病院 香川県 香川県高松市番町四丁目1番1
0号 日本ERI(株) MNNN-5082 平成22年09月30日

（仮称）南草津駅西口プロジェクト 株式会社杉本商事 滋賀県草津市野路東5丁目26-
46 日本ERI(株) MNNN-5080 平成22年09月30日

MIHO美学院中等教育学校　礼拝堂 宗教法人　神慈秀明会 京都府京都市左京区鹿ヶ谷下
宮ノ前町20番地 (一財)日本建築センター MNNN-5068 平成22年09月30日

パレスホテル建替計画 株式会社 パレスホテル 東京都千代田区丸の内一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-5171 平成22年09月30日

（仮称）港町プロジェクトＡ棟 京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪二丁目２０番
２０号 (一財)日本建築センター HNNN-5091 平成22年09月30日

（仮称）神田駿河台４－６計画 駿河台開発特定目的会社
東京都中央区日本橋一丁目４番
１号
日本橋一丁目ビルディング

(一財)日本建築センター HNNN-5090 平成22年09月30日

イオンモール橿原アルル店舗リニュアル計画 イオンモール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁
目5番地1 (一財)日本建築センター NNNB-5186 平成22年09月28日

オムロンヘルスケア株式会社　研究開発及び本社新拠点 オムロンヘルスケア株式会社 京都府京都市右京区山ノ内山
ノ下町24番地 日本ERI(株) MNNB-5180 平成22年09月28日

（仮称）みなとみらい21中央地区42街区開発計画 ＭＭ42開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地さくら綜合事務所内 (一財)日本建築センター HFNB-5168 平成22年09月27日

西部医療センター中央病院（仮称）

株式会社　日立製作所
中部支社

愛知県名古屋市中区栄三丁目
17番12号

(株)確認サービス MNNN-5162 平成22年09月24日名古屋市 愛知県名古屋市中区三の丸三
丁目1番1号

名古屋市 愛知県名古屋市中区三の丸三
丁目1番1号

新千歳空港国内線旅客ターミナルビル 北海道空港株式会社 北海道千歳市美々987番地22 (一財)日本建築センター NNNB-5160 平成22年09月22日

狭山市駅西口地区第一種市街地再開発事業2街区施設建築物 独立行政法人都市再生機構埼
玉地域支社

埼玉県さいたま市南区沼影一
丁目10番1号 (一財)日本建築センター NNNB-5116 平成22年09月22日

アリーナタワー アリーナタワー有限会社 東京都千代田区丸の内三丁目
1番1号東京共同会計事務所内 (一財)日本建築センター NFNN-5161 平成22年09月22日

山形県ＪＡビル駐車棟　施設併用立駐
｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫} 大井建興株式会社 愛知県名古屋市中区栄一丁目

31番41号 (一財)日本建築センター NFEN-5141 平成22年09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

徳島中央広域連合本部・東消防署庁舎 徳島中央広域連合 徳島県吉野川市鴨島町鴨島11
5-1 日本ERI(株) MNNN-5081 平成22年09月22日

（仮称）南千里駅前公共公益施設整備事業 吹田南千里ＰＦＩ株式会社 大阪府吹田市垂水町3丁目9番
22号 日本ERI(株) MNNN-5064 平成22年09月22日

（仮称）ゼスタタワー浄水駅前
株式会社　河本材木店 愛知県豊田市桑田和町中貝戸

1-1
日本ERI(株) HNNN-5084 平成22年09月22日

岡谷鋼機株式会社 愛知県名古屋市中区栄二丁目
4番18号

（仮称）都島Ⅱ計画 東レ建設株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目3番3号 (株)都市居住評価センター HNNN-5157 平成22年09月16日

（仮称）与野上落合住宅建替計画 住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-5144 平成22年09月16日

（仮称）川崎駅西口大宮町Ｆ街区分譲住宅 川崎市住宅供給公社 川崎市川崎区砂子1丁目5番地
1 (株)東京建築検査機構 HNNN-5143 平成22年09月16日

南海ターミナルビル
株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波5丁

目1番5号
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-5129 平成22年09月16日

南海都市創造株式会社 大阪府大阪市中央区難波5丁
目1番60号

（仮称）京橋二丁目 16地区Ａ棟 清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (株)東京建築検査機構 HFNB-5142 平成22年09月16日

（仮称）芝浦アイランドA3街区プロジェクト住宅棟
住友信託銀行株式会社　東京都
中央区八重洲二丁目3番1号（東
京営業部）

大阪府大阪市中央区北浜四丁
目5番33号 (一財)日本建築センター HNNN-5201 平成22年09月15日

福岡赤十字病院 福岡赤十字病院 福岡県福岡市南区大楠三丁目
1番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5136 平成22年09月14日

（仮称）浜離宮インターシティ 興和不動産株式会社 東京都港区南青山一丁目15番
5号 (一財)日本建築センター HNNN-5139 平成22年09月14日

梅田阪急ビル 阪急電鉄株式会社 大阪府大阪市北区芝田1丁目1
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5137 平成22年09月14日

（仮称）ヒューリック麹町ビル計画 ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋二丁目5
番13号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-5138 平成22年09月13日

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ａ棟）
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3

番13号
(株)都市居住評価センター MNNN-5074 平成22年09月13日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6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

安芸総合庁舎建替 高知県知事　尾﨑　正直 高知県高知市丸の内1丁目2番
20号 日本ERI(株) MNNN-5063 平成22年09月13日

（仮称）東雲2丁目計画 正友地所株式会社 東京都千代田区飯田橋三丁目
11番18号 (一財)日本建築センター HNNN-5140 平成22年09月13日

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ｂ棟）
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3

番13号
(株)都市居住評価センター HNNN-5075 平成22年09月13日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

オリックス西本町１丁目ビル 合同会社西本町デベロップメ
ント

東京都千代田区丸の内三丁目1
番1号　東京共同会計事務所内 (一財)日本建築総合試験所 HFNN-5135 平成22年09月13日

（仮称）新宿六丁目Ｎ街区計画　業務棟 新宿六丁目特定目的会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目9番13号 (一財)日本建築センター HNNB-5107 平成22年09月09日

日本原子力発電（株）東海第二発電所　緊急時対策室建屋 日本原子力発電株式会社 茨城県那珂郡東海村白方1番
の1 (一財)日本建築センター MNNN-5122 平成22年09月08日

（仮称）有明TT計画
東武鉄道　株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2

号
(一財)日本建築センター HNNN-5118 平成22年09月08日

東京建物　株式会社 東京都中央区八重洲一丁目９
番９号

（仮称）北新宿再開発マンション計画
平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1番1

0号
(一財)日本建築センター HNNN-5117 平成22年09月08日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

秋葉原プロジェクト 三井住友ファイナンス＆リー
ス株式会社

東京都港区西新橋三丁目9番4
号 日本ERI(株) HNNN-5100 平成22年09月08日

（仮称）京都ヨドバシビル 株式会社　ヨドバシカメラ 東京都新宿区北新宿3-20-1
ヨドバシカメラ総合センター (一財)日本建築センター NNNB-5130 平成22年09月06日

（仮称）西脇様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5128 平成22年09月06日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ｅ棟 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-5126 平成22年09月06日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ｆ棟 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築センター MFNN-5127 平成22年09月06日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ｂ棟 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築センター MFNN-5125 平成22年09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

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ａ棟 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築センター MFNN-5124 平成22年09月06日

（仮称）東京慈恵会医科大学附属青戸病院 学校法人　慈恵大学 東京都港区西新橋三丁目25番
8号 日本ERI(株) MNNN-5111 平成22年09月02日

中外製薬株式会社　浮間事業所　第2生物実験棟 中外製薬株式会社 東京都北区浮間5-5-1 日本ERI(株) MNNN-5110 平成22年09月02日

メディセオ名古屋ALC（仮称） 株式会社 メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目7
番12号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-5103 平成22年09月02日

上目黒一丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 上目黒一丁目地区市街地再開
発組合

東京都目黒区中目黒一丁目10
番23号 (一財)日本建築センター HNNN-5170 平成22年09月02日

（仮称）武蔵野市中町１丁目計画（南棟） 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-5169 平成22年09月02日

(仮称)汐留プロジェクト 東洋海事工業株式会社 東京都港区西新橋2丁目23番1
号 日本ERI(株) HNNN-5112 平成22年09月02日

（仮称）ライオンズ大通公園 株式会社　大京　北海道支店 北海道札幌市中央区大通西１
０丁目４番地１６ ハウスプラス確認検査(株) HNNN-5109 平成22年09月02日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｂブロック

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-5108 平成22年09月02日

ナレッジ・キャピタル開発特
定目的会社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業施設建築物計画 横浜市住宅供給公社 神奈川県横浜市神奈川区栄町
8番地1 日本ERI(株) HNNN-5052 平成22年09月01日

（仮称）大崎西テクノロジーセンター ソニー株式会社 東京都港区港南一丁目7番1号 (株)都市居住評価センター HFNB-5106 平成22年08月31日

四層五段型自走式自動車車庫{SPパーキング CCV-4/5-S 2.0M型} 株式会社　尚和 大阪府吹田市江の木町16番34
号 (一財)日本建築センター NFEN-5076 平成22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

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ｄ棟 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-5105 平成22年08月30日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ｃ棟 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-5104 平成22年08月30日

パナソニック四国エレクトロニクス㈱　松山地区第1棟建替 パナソニック四国エレクトロ
ニクス株式会社 愛媛県東温市南方2131番地1 日本ERI(株) MNNN-5102 平成22年08月30日

（仮称）神戸市中央区海岸通マンション計画

大和システム株式会社不動産
事業本部

大阪府大阪市中央区道修町三
丁目6番1号

日本ERI(株) HNNN-5101 平成22年08月30日
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3

番13号

（仮称）六本木一丁目南地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 六本木一丁目南地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目7-28
落合麻布台ビル403号室 (株)東京建築検査機構 HNNN-5099 平成22年08月30日

（仮称）西浅草三丁目計画

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

(一財)ベターリビング HNNN-5098 平成22年08月30日三菱倉庫株式会社 東京都中央区日本橋一丁目19
番1号

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

（仮称）東京駅八重洲口開発計画　北中央棟
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁

目1番1号
(一財)日本建築センター HFNB-5078 平成22年08月30日

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号

（仮称）京橋3-1 プロジェクト 京橋開発特定目的会社 東京都豊田区神田神保町一丁目
11番地　さくら綜合事務所内 (株)東京建築検査機構 HFNB-5045 平成22年08月30日

ヒューマックスパビリオン新宿アネックス 株式会社ヒューマックス 東京都新宿区富久町13-19 日本ERI(株) NNNB-5069 平成22年08月25日

（仮称）きつこう会駐車場棟　施設併用立駐
{施設併用四層五段型自走式自動車車庫} 大井建興株式会社 愛知県名古屋市中区栄一丁目

31番41号 (一財)日本建築センター NFEN-5066 平成22年08月25日

五層六段型自走式自動車車庫{メタルパーク　SF-LS型} ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17番4
号 (一財)日本建築センター NFEN-5061 平成22年08月25日

東京医科大学新宿キャンパス（仮称）新教育研究棟 学校法人　東京医科大学 東京都新宿区新宿6丁目1番1
号 (一財)日本建築センター HNNN-5044 平成22年08月25日

（仮称）三田ベルジュビル 株式会社　ベルジュ 東京都港区芝5丁目36番7号 日本ERI(株) HFNB-5062 平成22年08月25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

社会医療法人　泉和会　千代田病院 社会医療法人　泉和会
千代田病院　

宮崎県日向市鶴町2丁目9番10
号 日本ERI(株) MNNN-5115 平成22年08月24日

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ｄ棟）
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3

番13号
(株)都市居住評価センター MNNN-5036 平成22年08月20日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）津田沼区画整理３１街区プロジェクト（Ｃ棟）
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3

番13号
(株)都市居住評価センター MNNN-5035 平成22年08月20日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）ＪＲ南新宿ビル 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-5086 平成22年08月20日

（仮称）帝塚山中分譲マンション エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪府大阪市中央区淡路町四
丁目2番15号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5094 平成22年08月13日

（仮称）茶屋町東地区再開発ビル 茶屋町東地区市街地再開発組
合

大阪府大阪市北区茶屋町6番2
3号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5093 平成22年08月13日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ａブロック

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-5095 平成22年08月13日

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

メックデベロップメント有限
会社

東京都千代田区丸の内二丁目
2番3号

（仮称）グローベルマンション新座駅前壱番館 株式会社グローベルス 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目
30番8号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5089 平成22年08月12日

新中津市民病院 中津市 大分県中津市豊田町14番地3 日本ERI(株) MNNN-5085 平成22年08月12日

堺泉北港[堺2区]防災支援施設 国土交通省近畿地方整備局大
阪港湾・空港整備事務所

大阪府豊中市蛍池西町3丁目3
71番 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4998 平成22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

データセンター 関電システムソリューション
ズ株式会社 兵庫県西宮市笠屋町26番2号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4997 平成22年08月12日

（仮称）千葉工業大学津田沼校舎　新2号棟 学校法人　千葉工業大学 千葉県習志野市津田沼2丁目1
7番1号 (株)東京建築検査機構 HNNN-5087 平成22年08月12日

浜松駅前　旭・砂山地区再生事業
中貿開発株式会社 東京都中央区日本橋1丁目19

番1号
日本ERI(株) HFNN-4959 平成22年08月12日

遠州鉄道株式会社 静岡県浜松市中区旭町12-1

中央合同庁舎第1号館本館（耐震改修） 国土交通省大臣官房官庁営繕
部

東京都千代田区霞ヶ関2丁目1
番2号 (一財)日本建築センター MNNN-5079 平成22年08月10日

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社　技術開発センター アイシン・エィ・ダブリュ株
式会社

愛知県安城市藤井町高根10番
地 日本ERI(株) MNNB-5073 平成22年08月10日

日本赤十字社医療センター 日本赤十字社 東京都港区芝大門一丁目1番3
号 (一財)日本建築センター MFNN-5071 平成22年08月10日

旭・板屋Ｃ地区第一種市街地再開発事業　施設建設物 旭・板屋Ｃ地区第一種市街地
再開発組合

静岡県浜松市中区板屋町101
番地の22　小川ビル2階 (一財)日本建築センター HNNN-5088 平成22年08月10日

（仮称）青海Q街区計画 青海Q区画特定目的会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (一財)日本建築センター HNNN-5033 平成22年08月10日

（仮称）三郷中央駅前計画Ａ,Ｂ１,Ｂ２棟

株式会社　新日本建物 東京都千代田区霞が関三丁目
2番1号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-5031 平成22年08月10日オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1

号

株式会社　大京
首都圏ブロック

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号

中之島フェスティバルタワー 株式会社　朝日新聞社 大阪府大阪市北区中之島3丁
目2番4号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5067 平成22年08月10日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（I-b街区） 二子玉川東地区市街地再開発
組合 東京都世田谷区玉川1-14-2 (一財)日本建築センター HNNB-5058 平成22年08月10日

（仮称）三郷中央駅前計画　{六層七段型施設併用自走式自動車車庫} ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17番4
号 (一財)日本建築センター NFEN-5037 平成22年08月06日

（仮称）東海大学伊勢原職員寮 学校法人　東海大学 東京都渋谷区富ヶ谷二丁目28
番4号 (株)都市居住評価センター MNNN-5077 平成22年08月06日

オムロンヘルスケア株式会社　研究開発及び本社新拠点 オムロンヘルスケア株式会社 京都府京都市右京区山ノ内山
ノ下町24番地 日本ERI(株) MNNN-5029 平成22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

リサイクル燃料備蓄センター（第一棟）
新設工事の内使用済燃料貯蔵建屋 リサイクル燃料貯蔵株式会社 青森県むつ市大字関根字水川

目596-1 日本ERI(株) MNNN-5004 平成22年08月06日

TOKAI富士横割マンション 株式会社　ザ・トーカイ 静岡県静岡市葵区常磐町2-6-
8

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-4989 平成22年08月06日

東五反田二丁目第２地区第一種市街地再開発事業 超高層住宅棟
施設建築物

東五反田二丁目第２地区市街
地再開発組合

東京都品川区東五反田二丁目
19番11号 (一財)日本建築センター HNNN-5120 平成22年08月06日

（仮称）麹町四丁目計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (一財)日本建築センター HNNN-5072 平成22年08月06日

（仮称）ＫＳ計画

ＫＳビルキャピタル特定目的
会社

東京都千代田区内神田一丁目
6-3-6階　あすな会計事務所内

(一財)日本建築センター HNNN-5013 平成22年08月06日
株式会社　歌舞伎座 東京都中央区銀座七丁目15-5

本八幡Ａ地区第一種市街地再開発事業施設建築物 本八幡Ａ地区市街地再開発組
合 千葉県市川市八幡3-3-6 (一財)日本建築センター HNNN-4985 平成22年08月06日

（仮称）三郷中央駅前計画　Ｃ棟

株式会社　新日本建物 東京都千代田区霞が関三丁目
2番1号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-4999 平成22年08月04日株式会社　大京

首都圏ブロック
東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1
号

（仮称）北大塚計画

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

(一財)日本建築センター HNNN-4984 平成22年08月03日

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

中央商事株式会社 東京都千代田区内神田一丁目
1番14号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

（仮称）江東区越中島計画 清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (一財)日本建築センター NFEB-5034 平成22年07月30日

徳島県立中央病院 徳島県病院局 徳島県徳島市万代町1丁目1番
地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-5070 平成22年07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

川崎市立井田病院 川崎市 神奈川県川崎市川崎区宮本町
1番地 日本ERI(株) MNNN-5055 平成22年07月30日

新総合太田病院（仮称） 富士重工業健康保険組合 東京都新宿区西新宿1丁目7番
2号 (株)都市居住評価センター MNNN-4990 平成22年07月30日

介護老人保健施設（仮称）ケアセンターベル　新築計画 医療法人社団　久遠会 東京都西多摩郡瑞穂町大字二
本木722-1 日本ERI(株) MNNN-4988 平成22年07月30日

（仮称）中野プロジェクト　区域４ 中野駅前開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内 (株)都市居住評価センター MNNF-5060 平成22年07月30日

（仮称）大林組技術研究所新本館 株式会社　大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築センター MFNB-5050 平成22年07月30日

（仮称）元赤坂Ｋプロジェクト 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 日本ERI(株) HNNN-5065 平成22年07月30日

（仮称）福島四丁目計画

安田不動産株式会社 東京都千代田区神田錦町二丁
目11番地

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4973 平成22年07月30日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9

番9号

名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6
番1号

東急不動産株式会社
関西支店

大阪府大阪市中央区南船場四
丁目4番3号

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社

大阪府大阪市北区梅田一丁目3番
1-1100号
大阪駅前第1ビル11階 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5057 平成22年07月30日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田二丁目
4番24号

（仮称）京都ヨドバシビル 株式会社　ヨドバシカメラ 東京都新宿区北新宿3-20-1
ヨドバシカメラ総合センター (一財)日本建築センター NNNB-5009 平成22年07月29日

（仮称）JR高槻駅北東地区開発事業　集合住宅Ａ 阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪
急ビルディング内 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-5038 平成22年07月29日

中埜邸本宅 中埜又左エ門和英 愛知県半田市北末広町10番地 (一財)日本建築センター MNNN-5049 平成22年07月27日

（仮称）豊島区高田２丁目マンション計画 鹿島建設株式会社 東京都港区赤坂6-5-11 (一財)日本建築センター MNNN-5048 平成22年07月27日

（仮称）花咲団地マンション建替え事業Ｂ棟 花咲団地マンション建替組合 東京都中央区日本橋1-13-1 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5027 平成22年07月27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

（仮称）柏の葉キャンパス147街区計画　Ｄ棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社

千葉県千葉市中央区中央1丁
目11番1号 日本ERI(株) HNNN-5054 平成22年07月27日

（仮称）柏の葉キャンパス147街区計画　Ｃ棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社

千葉県千葉市中央区中央1丁
目11番1号 日本ERI(株) HNNN-5053 平成22年07月27日

横浜三井ビルディング 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-5043 平成22年07月27日

武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小杉駅南口地区西街区市
街地再開発組合

川崎市中原区小杉町三丁目43
0番小杉駅前ビル5階 (一財)日本建築センター HNNN-5032 平成22年07月27日

淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業施設建築物 淡路町二丁目西部地区市街地
再開発組合

東京都千代田区神田淡路町1-
23-5　淡路町龍名館ビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-5012 平成22年07月27日

（仮称）赤坂二丁目計画（福吉町） 森ビル株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1
号 (一財)日本建築センター HNNF-5042 平成22年07月27日

（仮称）目黒雅叙園増築計画　新オフィス棟 株式会社雅秀エンタープライ
ズ

東京都目黒区下目黒一丁目8
番1号 (一財)日本建築センター HFNB-5051 平成22年07月27日

（仮称）赤羽岩淵Ⅱ計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-4972 平成22年07月22日

（仮称）花咲団地マンション建替え事業Ｃ棟 花咲団地マンション建替組合 東京都中央区日本橋1-13-1 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5028 平成22年07月21日

（仮称）花咲団地マンション建替え事業Ａ棟 花咲団地マンション建替組合 東京都中央区日本橋1-13-1 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-5026 平成22年07月21日

市役所新庁舎 刈谷市 愛知県刈谷市東陽町1丁目1番
地 (株)確認サービス MNNN-5015 平成22年07月21日

中之島フェスティバルタワー 株式会社　朝日新聞社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目２番４号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-5039 平成22年07月21日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業　Ia街区 二子玉川東地区市街地再開発
組合 東京都世田谷区玉川1-14-2 (一財)日本建築センター NNNB-5041 平成22年07月20日

長崎県立総合運動公園新陸上競技場（仮称） 長崎県 長崎県長崎市江戸町2－13 (一財)日本建築センター MFNB-4947 平成22年07月20日

（仮称）若草町地区第一種市街地再開発事業　南街区
ホテル・ビジネス棟 広島若草都市開発合同会社 東京都千代田区丸の内3-1-1

東京共同会計事務所内 (一財)日本建築総合試験所 HFNN-4971 平成22年07月20日

(仮称)汐留プロジェクト 東洋海事工業株式会社 東京都港区西新橋2丁目23番1
号 日本ERI(株) HNNN-5030 平成22年07月16日

（仮称）大阪中崎町計画 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀一丁
目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4993 平成22年07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）

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

（仮称）鈴木様弦巻4丁目免震プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-4986 平成22年07月14日

欧州連合（ＥＵ）駐日欧州委員会代表部建設プロジェクト ヨーロッパハウス合同会社 東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内 日本ERI(株) MNNN-4983 平成22年07月14日

（仮称）三洋電機株式会社加西事業所　Ｃ棟 三洋電機株式会社 兵庫県加西市鎮岩町194番地
の4 日本ERI(株) MNNN-4982 平成22年07月14日

第二センター 鉄道情報システム株式会社 東京都渋谷区代々木2丁目2番
2 日本ERI(株) MNNN-4970 平成22年07月14日

メディセオ名古屋ALC（仮称） 株式会社 メディセオ 東京都中央区八重洲二丁目7
番12号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-4953 平成22年07月14日

（仮称）橋本大山町西－2地区マンション計画（タワー棟）

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

(一財)日本建築センター HNNN-5011 平成22年07月14日メックプロパティ株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

三菱地所株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ
らい二丁目2番1号

（仮称）福島３丁目プロジェクト
関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6丁

目2番27号
(一財)日本建築センター HNNN-5010 平成22年07月14日

伊藤忠都市開発株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
4丁目1番3号

(仮称)ＳＳＪ品川ビル 芝浦シヤリング株式会社 東京都港区港南一丁目6-41 日本ERI(株) HNNN-5003 平成22年07月14日

（仮称）八千代緑が丘計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

千葉県千葉市中央区中央1丁
目11番1号 日本ERI(株) HNNN-5002 平成22年07月14日

（仮称）二日町北三番丁計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社　東北支店

宮城県仙台市青葉区本町2丁目4
番6号　仙台本町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 日本ERI(株) HNNN-5001 平成22年07月14日

（仮称）新大阪阪急ビル 阪急電鉄株式会社 大阪市北区芝田一丁目16番1
号 (株)都市居住評価センター HNNN-5000 平成22年07月14日

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（３街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合

大阪府寝屋川市香里本通町7-
35 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4996 平成22年07月14日

（仮称）白鷺ＰＪ南街区Ｄ棟

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝二丁目32番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4992 平成22年07月14日
南海電気鉄道株式会社 大阪府大阪市中央区難波五丁

目1番60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

（仮称）白鷺ＰＪ南街区Ｄ棟

名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6
番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4992 平成22年07月14日関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島六丁
目2番27号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目4番1
号

（仮称）白鷺ＰＪ南街区Ｃ棟

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝二丁目32番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4991 平成22年07月14日

南海電気鉄道株式会社 大阪府大阪市中央区難波五丁
目1番60号

名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6
番1号

関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島六丁
目2番27号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目4番1
号

東京電機大学　東京千住キャンパス（W棟） 学校法人　東京電機大学 東京都千代田区神田錦町2-2 (一財)日本建築センター HNNB-5008 平成22年07月14日

（仮称）明治安田生命新東陽町ビル 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2丁目1
番1号 日本ERI(株) MNNN-4981 平成22年07月13日

永田町二丁目計画 東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5-6 (一財)日本建築センター HFNB-5059 平成22年07月09日

西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿八丁目成子地区市街地
再開発組合

東京都新宿区西新宿八丁目16
番1号 (株)都市居住評価センター HFNB-4949 平成22年07月09日

（仮称）新千里北町第三団地住宅建替事業（南西棟）
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1

号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-4979 平成22年07月06日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）新千里北町第三団地住宅建替事業（南東棟）
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1

号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-4978 平成22年07月06日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）新千里北町第三団地住宅建替事業（中央棟） 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4977 平成22年07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

（仮称）新千里北町第三団地住宅建替事業（中央棟） 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4977 平成22年07月06日

（仮称）新千里北町第三団地住宅建替事業（北棟）
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1

号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-4976 平成22年07月06日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

武田薬品工業㈱第九技術棟 武田薬品工業株式会社 大阪市中央区道修町四丁目１
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-4944 平成22年07月06日

NHK新甲府放送会館 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 MNNN-4913 平成22年07月06日

小牧市新庁舎 小牧市 愛知県小牧市堀の内一丁目1
番地 日本ERI(株) MNNN-4849 平成22年07月06日

（仮称）台東区池之端二丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (株)東京建築検査機構 HNNN-4974 平成22年07月06日

（仮称）業平橋押上地区開発計画（新タワー計画）

東武タワースカイツリー株式
会社 東京都墨田区押上1-1-2

(一財)日本建築センター HNNN-4958 平成22年07月06日
東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2

号

新東海関電ビル（仮称） 関電不動産株式会社 大阪市北区中之島６丁目２番
２７号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-4933 平成22年07月06日

第一生命相互館建替計画 第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目
１３番１号 (株)東京建築検査機構 MNNN-4929 平成22年07月01日

（仮称）グローベルマンション新座駅前壱番館 株式会社グローベルス 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目
30番8号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-4975 平成22年06月30日

（仮称）竹田綜合病院　２期 財団法人　竹田綜合病院 福島県会津若松市山鹿町3-27 (一財)日本建築センター MNNN-4963 平成22年06月30日

阿佐ヶ谷プロジェクト 株式会社構造計画研究所 東京都中野区本町4丁目38番1
3号　日本ホルスタイン会館内 (一財)日本建築センター MNNN-4962 平成22年06月30日

（仮称）橋本大山町西－2地区マンション計画（板状棟）

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

(一財)日本建築センター HNNN-5014 平成22年06月30日メックプロパティ株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

三菱地所株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ
らい二丁目2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

（仮称）ライオンズタワー定禅寺通 株式会社　大京　東北支店 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27
プライムスクエア広瀬通５F ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4964 平成22年06月30日

（仮称）日本橋本町三丁目共同ビル本町通り建替計画
株式会社　恒心社 東京都中央区日本橋石町四丁

目4-20
(一財)日本建築センター HNNN-4961 平成22年06月30日

Ｍ＆Ｋ特定目的会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目1-20

パレスホテル建替計画 株式会社 パレスホテル 東京都千代田区丸の内一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-4955 平成22年06月30日

（仮称）大井町西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大井町西地区市街地再開発組
合

東京都品川区大井1丁目19番4
号 (一財)日本建築センター HNNN-4946 平成22年06月30日

（仮称）大日本印刷市谷工場整備計画「中央街区」 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 日本ERI(株) HFNB-4960 平成22年06月30日

（仮称）（株）Paltac DC高槻流通加工場 株式会社Paltac 大阪府大阪市中央区南久宝寺
町１丁目5-9 日本ERI(株) NNNF-4987 平成22年06月24日

早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム研究開発センタ
ー 学校法人　早稲田大学 東京都新宿区戸塚町1-104 (一財)日本建築センター NFNN-4886 平成22年06月24日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（I-b街区） 二子玉川東地区市街地再開発
組合 東京都世田谷区玉川1-14-2 (一財)日本建築センター HNNB-4931 平成22年06月24日

アステラス製薬(株)新５号館　特室(抽出)棟 アステラス製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町２丁
目３番１１号 日本ERI(株) MNNN-4920 平成22年06月23日

アステラス製薬(株)新５号館　実験棟 アステラス製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町２丁
目３番１１号 日本ERI(株) MNNN-4919 平成22年06月23日

久留米大学病院新病棟 学校法人 久留米大学 福岡県久留米市旭町67番地 日本ERI(株) HNNN-4952 平成22年06月23日

筑波大学附属病院 国立大学法人　筑波大学 つくば市天王台１丁目１－１ ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-4908 平成22年06月22日

住友金属工業(株)総合技術研究所 住友金属工業株式会社 兵庫県尼崎市扶桑町１番８号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4906 平成22年06月22日

新佐賀県立病院好生館（仮称）病院棟 地方独立行政法人
佐賀県立病院好生館

佐賀県佐賀市水ヶ江一丁目１
２番９号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4905 平成22年06月22日

那覇市新庁舎 那覇市役所 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1
号 日本ERI(株) MNNN-4848 平成22年06月22日

武蔵浦和駅第１街区第一種市街地再開発事業B2棟 戸田建設株式会社
一級建築士事務所

東京都中央区京橋一丁目７番
１号 (一財)ベターリビング HNNN-4932 平成22年06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

南海ターミナルビル
株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波5-1-

5
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-4928 平成22年06月22日

南海都市創造株式会社 大阪府大阪市中央区難波5-1-
60

武蔵小杉南口地区東街区第一種市街地再開発事業施設建築物（住宅棟
）

武蔵小杉南口地区東街区市街
地再開発組合　

神奈川県川崎市川崎区東田町
８番地 (一財)日本建築センター HFNN-4876 平成22年06月22日

精神医療センター（仮称）新館 株式会社メディカルマネジメ
ント松沢

東京都千代田区大手町2丁目2
番1号 日本ERI(株) MNNN-4954 平成22年06月21日

（仮称）帝京大学板橋キャンパス大学棟 学校法人帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 日本ERI(株) MNNN-4950 平成22年06月21日

（仮称）赤羽２丁目計画 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 日本ERI(株) HNNN-4951 平成22年06月21日

（仮称）リコーテクノロジーセンター新棟 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1-3-6 (株)東京建築検査機構 HNNB-4935 平成22年06月21日

博多駅

株式会社博多ステーションビ
ル

福岡県福岡市博多区博多駅中
央街6番１１号

(一財)日本建築センター NNNB-4391 平成22年06月16日
博多ターミナルビル株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅中

央街6番１１号

西日本旅客鉄道株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅南１
丁目８番３６号シティ１５ビル
８Ｆ

九州旅客鉄道株式会社他３社 福岡県福岡市博多区博多駅前
3-25-21

(仮称)志村３丁目計画 旭化成ホームズ株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-1 日本ERI(株) MNNN-4901 平成22年06月16日

セキスイハウスＢ（制震） 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1丁
目1番88号 (一財)日本建築センター NNNN-4904 平成22年06月15日

西武百貨店池袋店本館ビル 株式会社　そごう・西武 東京都千代田区二番町5番地2
5二番町センタービル (一財)日本建築センター NNNB-4941 平成22年06月09日

（仮称）Ｆ１免震重要棟 東京電力株式会社 福島県双葉郡大熊町大字夫沢
字北原22 (一財)日本建築センター MNNN-4948 平成22年06月09日

砂川市立病院 北海道砂川市　 北海道砂川市西６条北３丁目
１番１号 (一財)日本建築センター MNNN-4939 平成22年06月09日

駿河精機本社工場合理化統合建設計画 駿河精機株式会社 静岡県静岡市清水区七ッ新屋
549-1 日本ERI(株) MNNN-4917 平成22年06月09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

刈谷豊田総合病院　中央棟 医療法人豊田会 愛知県刈谷市住吉町5丁目15
番地 日本ERI(株) MNNN-4903 平成22年06月09日

伊東市新病院 静岡県伊東市 静岡県伊東市大原二丁目１番
１号 日本ERI(株) MNNN-4900 平成22年06月09日

金沢市西部クリーンセンター 金沢市 石川県金沢市広坂１丁目１番
１号 日本ERI(株) MNNN-4889 平成22年06月09日

(仮称)柏崎市新市民会館 株式会社
環境デザイン研究所

東京都港区六本木５－１２－
２２ 日本ERI(株) MNNN-4888 平成22年06月09日

東和薬品(株)山形新工場プロジェクト　無菌製剤棟 東和薬品株式会社 大阪府門真市新橋町２－１１ 日本ERI(株) MNNN-4885 平成22年06月09日

（仮称）有明TT計画
東武鉄道　株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2

号
(一財)日本建築センター HNNN-4945 平成22年06月09日

東京建物　株式会社 東京都中央区八重洲一丁目９
番９号

相模大野駅西側地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南棟 相模大野駅西側地区市街地再
開発組合

神奈川県相模原市南区相模大
野三丁目1番33号 日本ERI(株) HNNN-4938 平成22年06月09日

（仮称）南砂２丁目計画 三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目
3番1号 日本ERI(株) HNNN-4918 平成22年06月09日

（仮称）那覇新都心地区（おもろまち一丁目）オフィス・ホテル・商
業棟

大和ハウス工業株式会社
沖縄支店

沖縄県那覇市おもろまち4-11
-25 日本ERI(株) HNNN-4884 平成22年06月09日

（仮称）神戸東灘区・甲南町計画 野村不動産株式会社大阪支店 大阪府大阪市西区阿波座1丁
目4番4号 日本ERI(株) HNNN-4855 平成22年06月09日

（仮称）衆議院新議員会館　南棟 ＨＯＲ会館ＰＦＩ株式会社 東京都港区港南2-15-2 (一財)日本建築センター HNNB-4957 平成22年06月09日

（仮称）衆議院新議員会館　北棟 ＨＯＲ会館ＰＦＩ株式会社 東京都港区港南2-15-2 (一財)日本建築センター HNNB-4956 平成22年06月09日

（仮称）渋谷東1丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1 (一財)日本建築センター HNNB-4896 平成22年06月09日

（仮称）北新宿地区再開発計画　業務棟
平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1-10

(一財)日本建築センター HFNB-4942 平成22年06月09日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）ライオンズ大通公園 株式会社　大京　北海道支店 札幌市中央区大通西１０丁目
４番地１６ ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4881 平成22年06月04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

オムロンヘルスケア株式会社　研究開発及び本社新拠点 オムロンヘルスケア株式会社 京都府京都市右京区山ノ内山
ノ下町24番地 日本ERI(株) NNNB-4911 平成22年06月02日

五層六段型自走式自動車車庫｛ナイスパーク　NP-5CL25-S型｝ 株式会社　内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井31
39 (一財)日本建築センター NFEN-4895 平成22年06月02日

五層六段型自走式自動車車庫{ユウケンパーク　YP-SF625型} 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-4894 平成22年06月02日

四層五段型自走式自動車車庫{ユウケンパーク　YP-SF525型} 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-4893 平成22年06月02日

四層五段型自走式自動車車庫{ユウケンパーク　YP-SF520型} 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-4892 平成22年06月02日

五層六段型自走式自動車車庫{ユウケンパーク　YP-SF620型} 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-4891 平成22年06月02日

（仮称）東京慈恵会医科大学附属青戸病院 学校法人　慈恵大学 東京都港区西新橋三丁目25番
8号 日本ERI(株) MNNN-4927 平成22年06月02日

（仮称）株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東
東扇島物流センター

株式会社
ニチレイロジグループ本社

東京都中央区築地七丁目17番
1号 日本ERI(株) MNNN-4916 平成22年06月02日

（仮称）石神井公園計画
大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町一丁

目１番８号
(一財)日本建築センター HNNN-4940 平成22年06月02日野村不動産株式会社

住宅カンパニー第一事業グルー
プ

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号

（仮称）麹町二丁目ビル 株式会社　大林組 東京都港区港南２丁目15番2
号 日本ERI(株) HNNN-4937 平成22年06月02日

（仮称）本郷５丁目計画 野村不動産株式会社
住宅カンパニー

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号 日本ERI(株) HNNN-4936 平成22年06月02日

（仮称）北新宿再開発マンション計画
平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1-10

(一財)日本建築センター HNNN-4930 平成22年06月02日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

東池袋四丁目第2地区（再）特定業務代行（施設建築物） 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目25
番1号 日本ERI(株) HNNN-4926 平成22年06月02日

（仮称）日本橋野村ビル 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2 (株)都市居住評価センター HNNN-4915 平成22年06月02日

小日向プロジェクトⅡ 東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2 (一財)日本建築センター HNNN-4907 平成22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

(仮称)　JR久宝寺駅前商業住宅複合タワー
関電不動産株式会社 大阪市北区中之島六丁目2番2

7号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4897 平成22年06月02日

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2－4－1

（仮称）ウィスティリア伝馬町 フジ都市開発株式会社 静岡県静岡市駿河区国吉田1
丁目7番37号 日本ERI(株) HNNN-4854 平成22年06月02日

（仮称）東京駅八重洲口開発計画　北中央棟
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-

1
(一財)日本建築センター HFNB-4909 平成22年06月02日

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木2-2-2

ＪＲ東海社員研修センター（仮称） 東海旅客鉄道株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番4号
ＪＲセントラルタワーズ

(株)都市居住評価センター MNNN-4912 平成22年05月28日

（仮称）静岡駅南口ホテル 静岡鉄道株式会社 静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-4857 平成22年05月28日

シティホール（仮称） 長岡市 新潟県長岡市幸町2丁目1-1 日本ERI(株) MNNB-4890 平成22年05月28日

（仮称）神戸市中央区下山手通４丁目計画 野村不動産株式会社大阪支店 大阪市西区阿波座1－4－4 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4899 平成22年05月28日

阿倍野A1地区第2種市街地再開発事業A1-2棟 アイディーユー・奥村組特定
建築者共同企業体

大阪市中央区平野町2－2－12
浜北T4B (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4898 平成22年05月28日

(仮称)本町南ガーデンシティ 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中１丁目１番
８８号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4878 平成22年05月28日

（仮称）与野上落合住宅建替計画 住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-4863 平成22年05月28日

（仮称）内神田三丁目ビル 代表取締役社長　三ツ村
正規

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 (一財)日本建築センター HFNN-4853 平成22年05月28日

公務員宿舎東雲住宅（仮称） 東雲ＮＥＸＴ株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (一財)日本建築センター HFEN-4910 平成22年05月28日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業　Ia街区 二子玉川東地区市街地再開発
組合 東京都世田谷区玉川1-16-9 (一財)日本建築センター NNNB-4874 平成22年05月26日

(仮称)富士見一丁目　オフィス棟 住友不動産株式会社
都市開発事業本部

東京都新宿区西新宿２丁目４
番１号 (一財)日本建築センター HNNF-4875 平成22年05月26日

（仮称）大阪富国生命ビル 富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目
2番2号 (一財)日本建築総合試験所 HFNB-4852 平成22年05月26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

静岡県営住宅麻機羽高団地17・18号棟 静岡県知事 静岡県静岡市葵区追手町９番
６号 (一財)日本建築センター NFNN-4856 平成22年05月24日

（仮称）吹田市・南金田２丁目マンション計画 野村不動産株式会社大阪支店 大阪府大阪市西区阿波座1丁
目4番4号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4879 平成22年05月24日

（仮称）白子様緑が丘2丁目プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-4858 平成22年05月24日

武蔵浦和駅第1街区第一種市街地再開発事業B1棟 戸田建設株式会社
一級建築士事務所 東京都中央区京橋2-7-16 (一財)ベターリビング MNNN-4846 平成22年05月24日

（仮称）京阪神不動産西心斎橋ビル 京阪神不動産株式会社 大阪府大阪市中央区瓦町四丁
目2番14号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4841 平成22年05月24日

（仮称）勝どき一丁目地区プロジェクト かちどきＧＲＯＷＴＨ
ＴＯＷＮ株式会社

東京都中央区八重洲1丁目9番
9号 日本ERI(株) HNNN-4882 平成22年05月24日

（仮称）丸の内１－４計画

株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目
7番1号

(一財)日本建築センター HNNB-4847 平成22年05月24日住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁
目5番33号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）室町東地区開発計画（２－２街区） 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁
目1番1号 (一財)日本建築センター HNNB-4797 平成22年05月24日

（仮称）等々力１丁目計画

豊田　節子 東京都世田谷区等々力1-22-4
4

(一社)日本免震構造協会 MNNN-4859 平成22年05月17日豊田　茂 東京都世田谷区等々力1-22-4
4

有限会社　田園興業 東京都世田谷区等々力1-22-4
4

（仮称）中央区晴海二丁目マンション計画（Ｃ１街区） 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 日本ERI(株) HNNN-4821 平成22年05月17日

（仮称）（株）Paltac RDC横浜流通加工場 株式会社Paltac 大阪府大阪市中央区南久宝寺
町1丁目5-9 日本ERI(株) NNNF-4887 平成22年05月14日

東北大学（片平）インテグレーション教育研究棟 国立大学法人　東北大学 宮城県仙台市青葉区片平２－
１－１ (一財)日本建築センター NNNB-4727 平成22年05月14日

（仮称）フジグラン広島ＳＣ新築工事 株式会社フジ 愛媛県松山市宮西一丁目2番1
号 日本ERI(株) NNNB-4700 平成22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）

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

東京国際空港（羽田）第2旅客ターミナルビル 日本空港ビルデング株式会社 東京都大田区羽田空港3-3-2 (一財)日本建築センター NFNB-4789 平成22年05月14日

甲府地方合同庁舎
駐車場棟｛四層五段型施設併用自走式自動車車庫｝ 日成ビルド工業株式会社 石川県金沢市金石北3-16-10 (一財)日本建築センター NFEN-4826 平成22年05月14日

横浜山下町地区B1街区施設建築物 独立行政法人都市再生機構
神奈川地域支社

神奈川県横浜市中区本庁6-50-1
横浜アイランドタワー15～17F (一財)日本建築センター MNNB-4810 平成22年05月14日

（仮称）大崎西テクノロジーセンター ソニー株式会社 東京都港区港南一丁目7番1号 (株)都市居住評価センター HFNB-4851 平成22年05月14日

（仮称）小田嶋様免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-4816 平成22年05月10日

（仮称）田中様中丸町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-4815 平成22年05月10日

愛媛県立中央病院整備運営事業　1号館 愛媛ホスピタルパートナーズ
株式会社 愛媛県松山市末広町7番地 日本ERI(株) MNNN-4811 平成22年05月10日

中埜邸本宅 中埜又左エ門和英 愛知県半田市北末広町10番地 (一財)日本建築センター MNNN-4795 平成22年05月10日

新中津市民病院 中津市 大分県中津市豊田町14番地3 日本ERI(株) MNNN-4778 平成22年05月10日

三井記念病院建替計画 社会福祉法人　三井記念病院 東京都千代田区神田和泉町１
番地 (一財)日本建築センター HNNN-4877 平成22年05月10日

（仮称）藤枝駅前一丁目計画 静岡鉄道株式会社 静岡県静岡市葵区鷹匠一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-4807 平成22年05月10日

（仮称）東池袋一丁目共同ビル建設計画
清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号

(株)東京建築検査機構 HNNN-4788 平成22年05月10日
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6

番6号

中之島フェスティバルタワー 株式会社　朝日新聞社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目２番４号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-4845 平成22年05月10日

静岡県営住宅茶畑団地７号棟 静岡県知事 静岡県静岡市葵区追手町９番
６号 (一財)日本建築センター NFNN-4804 平成22年04月28日

青梅市新庁舎 青梅市 東京都青梅市東青梅1-11-1 (一財)日本建築センター MFNN-4817 平成22年04月28日

（仮称）芝大門ビル 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号 日本ERI(株) MNNN-4883 平成22年04月26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

（仮称）千葉NTプロジェクト 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町一丁目
1番5号 (株)東京建築検査機構 MNNN-4864 平成22年04月26日

（仮称）下目黒３丁目計画 株式会社リビング・クリエー
ターズ 東京都目黒区下目黒3-9-10 (一社)日本免震構造協会 MNNN-4862 平成22年04月26日

（仮称）若草町地区第一種市街地再開発事業　南街区
ホテル・ビジネス棟 広島若草都市開発合同会社 東京都千代田区丸の内3-1-1

東京共同会計事務所内 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4880 平成22年04月26日

甲府地方合同庁舎 甲府パブリックサービス株式
会社 東京都渋谷区代々木1-22-1 (一財)日本建築センター MNNN-4780 平成22年04月23日

（仮称）京都ヨドバシビル 株式会社　ヨドバシカメラ 東京都新宿区北新宿3-20-1
ヨドバシカメラ総合センター (一財)日本建築センター NNNB-4814 平成22年03月31日

株式会社　ＲＯＫＩ　開発研究棟 株式会社　ＲＯＫＩ 静岡県浜松市天竜区二俣町二
俣2396他 (株)都市居住評価センター NNNB-4755 平成22年03月31日

（仮称）銀座三越／Ｇ－４計画 株式会社　三越 東京都中央区日本橋室町1-4-
1 (一財)日本建築センター NNNB-4744 平成22年03月31日

中京競馬場スタンド
日本中央競馬会中京競馬場 愛知県豊明市間米町敷田1225

(一財)日本建築センター NNNB-4714 平成22年03月31日
名古屋競馬株式会社 愛知県名古屋市緑区大将ヶ根

1-2818

（仮称）杉並区立大宮前体育館 杉並区  (一財)日本建築センター NNNB-4623 平成22年03月31日

国際基督教大学　（仮称）食堂・ダイアログハウス棟 学校法人　国際基督教大学 東京都三鷹市大沢３丁目１０
番２ (株)都市居住評価センター NFNN-4806 平成22年03月31日

三層四段型自走式自動車車庫{ユウケンパーク YP-SF425} 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-4801 平成22年03月31日

三層四段型自走式自動車車庫{ユウケンパーク YP-SF420} 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-4800 平成22年03月31日

四層五段型自走式自動車車庫{KITAGAWA PARKING5　(H-PCR480型)} 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町７７－１ (一財)日本建築センター NFEN-4782 平成22年03月31日

五層六段型自走式自動車車庫｛ステージダブル ＳＰ－５６｝ 綿半テクノス株式会社 東京都新宿区四谷1-23-6 (一財)日本建築センター NFEN-4771 平成22年03月31日

五層六段型自走式自動車車庫｛メタルパーク SF-TⅡ型｝ ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前２丁目１７
番４号 (一財)日本建築センター NFEN-4741 平成22年03月31日

三層四段型自走式自動車車庫｛プロパークⅢ－Ⅴ型｝ パーキングプロ株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南
一丁目17番23号 (一財)日本建築センター NFEN-4717 平成22年03月31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

（仮称）東上野4丁目計画
伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂2-9-11

(株)都市居住評価センター HNNB-4787 平成22年03月31日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社

大阪府大阪市北区梅田一丁目3番
1-1100号
大阪駅前第1ビル11階 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-4713 平成22年03月31日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田2丁目4
番24号

関西医科大学香里病院 学校法人　関西医科大学 大阪府守口市文園町10番15号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4843 平成22年03月30日

（仮称）浜岡事務本館免震棟 中部電力株式会社 愛知県名古屋市東区東新町1
番地 (一財)日本建築センター MNNN-4840 平成22年03月30日

（仮称）辻堂神台一丁目地区B-2街区計画 ナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央4丁目33番1号 (株)都市居住評価センター MNNN-4839 平成22年03月30日

国立音楽大学新校舎 学校法人　国立音楽大学 東京都立川市柏町5-5-1 (株)東京建築検査機構 MNNN-4825 平成22年03月30日

川崎幸病院　新築計画 社会医療法人財団　石心会 神奈川県川崎市幸区都町39番
地1 日本ERI(株) MNNN-4824 平成22年03月30日

（仮称）講談社目白台ビルＡ棟 株式会社　講談社 東京都文京区音羽2-12-21 日本ERI(株) MNNN-4823 平成22年03月30日

高槻市消防本部庁舎 高槻市 大阪府高槻市桃園町2番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4818 平成22年03月30日

阿佐ヶ谷プロジェクト 株式会社構造計画研究所 東京都中野区本町4丁目38番1
3号　日本ホルスタイン会館内 (一財)日本建築センター MNNN-4794 平成22年03月30日

市立奈良病院 奈良市役所 奈良県奈良市二条大路南1-1-
1 日本ERI(株) MNNN-4737 平成22年03月30日

鈴鹿市新消防庁舎 鈴鹿市 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番
18号 (一財)日本建築センター MNNN-4685 平成22年03月30日

高知県本庁舎耐震改修 高知県 高知県高知市丸ノ内1－2－20 日本ERI(株) MNNN-4684 平成22年03月30日

（仮称）南大塚女子学生会館 石川　良子 東京都中央区銀座4丁目12－1
7 日本ERI(株) MNNN-4683 平成22年03月30日

（仮称）石川ビル 石川　良子 東京都中央区銀座4丁目12－1
7 日本ERI(株) MNNN-4682 平成22年03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

（仮称）豊島区高田２丁目マンション計画 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4659 平成22年03月30日

横浜三井ビルディング 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-4850 平成22年03月30日

（仮称）茶屋町東地区再開発ビル 茶屋町東地区市街地再開発組
合

大阪府大阪市北区茶屋町6番2
3号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4842 平成22年03月30日

アーク森ビル 森ビル株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1
号　六本木ヒルズ森タワー (一財)日本建築センター HNNN-4830 平成22年03月30日

旧大和田小学校跡地施設（仮称） 渋谷区役所 東京都渋谷区宇田川町1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-4829 平成22年03月30日

（仮称）御成門プロジェクト 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-4828 平成22年03月30日

(仮称)ＳＳＪ品川ビル 芝浦シヤリング株式会社 東京都港区港南一丁目6-41 日本ERI(株) HNNN-4822 平成22年03月30日

（仮称）玉造駅前計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSﾋﾞﾙ　19階 (一財)日本建築センター HNNN-4820 平成22年03月30日

阿倍野A1地区第2種市街地再開発事業A1-2棟 アイディーユー・奥村組特定
建築者共同企業体

大阪府大阪市中央区平野町2-
2-12　北浜T4B (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4819 平成22年03月30日

（仮称）福島３丁目プロジェクト
関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6丁

目2番27号
(一財)日本建築センター HNNN-4697 平成22年03月30日

伊藤忠都市開発株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
4丁目1番3号

（仮称）ＪＲ南新宿ビル 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-4838 平成22年03月30日

オリックス西本町１丁目ビル 合同会社西本町デベロップメ
ント

東京都千代田区丸の内3丁目1
番1号　東京共同会計事務所内 (一財)日本建築総合試験所 HFNN-4844 平成22年03月30日

西部医療センター中央病院（仮称）

株式会社　日立製作所
中部支社

名古屋市中区栄三丁目17番12
号

(株)確認サービス MNNN-4809 平成22年03月15日
名古屋市 愛知県名古屋市中区三の丸3

丁目1番1号

清水駅西第一地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 清水駅西第一地区市街地再開
発組合

静岡県静岡市清水区本郷町1番
28号 アジム清水駅前ビル401 日本ERI(株) HNNN-4746 平成22年03月15日

千代田区四番町計画 内外エステート株式会社 東京都千代田区四番町６ (一財)日本建築センター NNNF-4726 平成22年03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

千代田区四番町計画 東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5-6 (一財)日本建築センター NNNF-4726 平成22年03月12日

（仮称）秋葉原駅電気街口駅ビル 東日本旅客鉄道株式会社 東京都北区東田端2丁目20番6
8号 日本ERI(株) NNNB-4740 平成22年03月12日

（仮称）伊豆ベロドローム建設計画 財団法人
日本サイクルスポーツセンター  日本ERI(株) NNNB-4673 平成22年03月12日

実践学園中学・高等学校（仮称）自由学習館 学校法人　実践学園  日本ERI(株) NNNB-4598 平成22年03月12日

五層六段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛ナ
イスパークＮＰ－５ＣＬ－Ｓ型｝ 株式会社　内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３

１３９ (一財)日本建築センター NFEN-4786 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛ナ
イスパークＮＰ－４ＣＬ－Ｓ型｝ 株式会社　内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３

１３９ (一財)日本建築センター NFEN-4785 平成22年03月12日

五層六段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛北
斗５６Ｂ｝ 株式会社　北斗システム 東京都文京区湯島２－３１－

１５ (一財)日本建築センター NFEN-4784 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛北
斗４５Ｂ｝ 株式会社　北斗システム 東京都文京区湯島２－３１－

１５ (一財)日本建築センター NFEN-4783 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛Ｋ
ＰＳパーク（４５Ｒ型）｝ 川上興機株式会社 兵庫県高砂市曽根町2743-16 (一財)日本建築センター NFEN-4766 平成22年03月12日

五層六段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛Ｓ
Ｐパーキング　ＣＣＶ－５／６－Ⅱ型｝ 株式会社　尚和 大阪府吹田市江の木町１６番

３４号 (一財)日本建築センター NFEN-4765 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛Ｓ
Ｐパーキング　ＣＣＶ－４／５－Ⅱ型｝ 株式会社　尚和 大阪府吹田市江の木町１６番

３４号 (一財)日本建築センター NFEN-4764 平成22年03月12日

五層六段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛メ
タルパーク SF-RⅡ型｝ ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前２丁目１７

番４号 (一財)日本建築センター NFEN-4763 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛メ
タルパーク FF-R型｝ ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前２丁目１７

番４号 (一財)日本建築センター NFEN-4762 平成22年03月12日

五層六段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛セ
イワパーク　SSP-XK2型｝ セイワシステム株式会社 福岡県福岡市博多区東比恵２

－１－３ (一財)日本建築センター NFEN-4761 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛セ
イワパーク　SSP-ZK3型｝ セイワシステム株式会社 福岡県福岡市博多区東比恵２

－１－３ (一財)日本建築センター NFEN-4760 平成22年03月12日

五層六段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛エ
レントＫ５ＣＰ－Ｎ｝ 近藤工業株式会社 愛知県豊田市高丘新町天王11

番地 (一財)日本建築センター NFEN-4759 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛エ
レントＫ４ＣＰ－Ｎ｝ 近藤工業株式会社 愛知県豊田市高丘新町天王11

番地 (一財)日本建築センター NFEN-4758 平成22年03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

五層六段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛日
成スカイ・パーク　ＮＲＣ－５Ｎ型｝ 日成ビルド工業株式会社 石川県金沢市金石北3丁目16

番10号 (一財)日本建築センター NFEN-4757 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛日
成スカイ・パーク　ＮＲＣ－４Ｎ型｝ 日成ビルド工業株式会社 石川県金沢市金石北3丁目16

番10号 (一財)日本建築センター NFEN-4756 平成22年03月12日

五層六段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛Ｓ
Ｙパーク　Ⅵ－Ａ｝

東京パークエンジニアリング
株式会社

東京都中央区京橋３－６－１
７ (一財)日本建築センター NFEN-4724 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛Ｓ
Ｙパーク　Ⅴ－Ａ｝

東京パークエンジニアリング
株式会社

東京都中央区京橋３－６－１
７ (一財)日本建築センター NFEN-4723 平成22年03月12日

五層六段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛ト
ーパーク　ＴＣ－Ｎ５６｝

東急パーキングシステムズ株
式会社

東京都港区芝浦四丁目３番４
号　田町きよたビル５階 (一財)日本建築センター NFEN-4722 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛ト
ーパーク　ＴＣ－Ｎ４５｝

東急パーキングシステムズ株
式会社

東京都港区芝浦四丁目３番４
号　田町きよたビル５階 (一財)日本建築センター NFEN-4721 平成22年03月12日

五層六段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛プ
ロパークＫ５６型｝ パーキングプロ株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南

一丁目17番23号 (一財)日本建築センター NFEN-4716 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛プ
ロパークＫ４５型｝ パーキングプロ株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南

一丁目17番23号 (一財)日本建築センター NFEN-4715 平成22年03月12日

五層六段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛Ｉ
Ｋパーク　Ｋ５Ⅱ型｝ 石川島建材工業株式会社 東京都墨田区両国２－１０－

１４ (一財)日本建築センター NFEN-4702 平成22年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（オートバイ置場設置可能タイプ）｛Ｉ
Ｋパーク　Ｋ４Ⅱ型｝ 石川島建材工業株式会社 東京都墨田区両国２－１０－

１４ (一財)日本建築センター NFEN-4701 平成22年03月12日

（仮称）麹町一丁目計画

エスエフ麹町一丁目開発特定
目的会社

東京都新宿区西新宿一丁目23
番3番

(株)都市居住評価センター HNNB-4725 平成22年03月12日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1

湘南鎌倉総合病院 株式会社　新都計画 大阪府大阪市中央区高麗橋1-
5-11 日本ERI(株) MNNN-4812 平成22年03月11日

プロロジスパーク座間Ⅰ 座間1特定目的会社 東京都港区東新橋1-5-2
汐留シティセンター 日本ERI(株) MNNN-4798 平成22年03月11日

（仮称）千葉みなとプロジェクト 丸紅株式会社 東京都千代田区大手町1-4-2 日本ERI(株) HNNN-4813 平成22年03月11日

（仮称）新宿六丁目Ｓ街区計画 新宿六丁目Ｓ街区開発特定目
的会社

東京都中央区日本橋本町一丁
目9番13号 (株)都市居住評価センター HNNN-4808 平成22年03月11日

武蔵小杉Ｆ１地区分譲マンション 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-4805 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

武蔵小杉Ｆ１地区分譲マンション

株式会社東京機械製作所 東京都港区芝五丁目26番24号

(一財)日本建築センター HNNN-4805 平成22年03月11日伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂2丁目9番11号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

宇都宮馬場通り西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 宇都宮馬場通り西地区市街地
再開発組合

栃木県宇都宮市馬場通り四丁
目3番7号 (株)都市居住評価センター HNNN-4802 平成22年03月11日

（仮称）ＮＥＣ玉川ソリューションセンター 日本電気株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-4668 平成22年03月03日

ＪＲ東海社員研修センター（仮称） 東海旅客鉄道株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番4号
ＪＲセントラルタワーズ

(株)都市居住評価センター MNNN-4774 平成22年03月03日

新三重県立博物館（仮称） 三重県 三重県津市広明町13番地 (一財)日本建築センター MNNN-4738 平成22年03月03日

（仮称）松浦様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-4707 平成22年03月03日

（仮称）西脇様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-4706 平成22年03月03日

（仮称）宇田川様マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都江戸川区西葛西6-21-7
スターツ西葛西ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-4705 平成22年03月03日

（仮称）Ｒ計画 オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2－4－1
世界貿易センタービル 日本ERI(株) MNNN-4680 平成22年03月03日

公立高島総合病院 高島市 滋賀県高島市新旭町北畑565
番地 日本ERI(株) MNNN-4679 平成22年03月03日

（仮称）帝京大学板橋キャンパス大学棟 学校法人　帝京大学  日本ERI(株) MNNN-4665 平成22年03月03日

八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 八王子駅南口地区市街地再開
発組合

東京都八王子市子安町4丁目1
5番14号 (一財)日本建築センター HNNN-4796 平成22年03月03日

（仮称）白鷺ＰＪ南街区Ｄ棟

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝二丁目32番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4792 平成22年03月03日南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波五丁目1番6
0号

名鉄不動産株式会社 名古屋市西区牛島町6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

（仮称）白鷺ＰＪ南街区Ｄ棟
関電不動産株式会社 大阪市北区中之島六丁目2番2

7号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4792 平成22年03月03日

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目4番1
号

（仮称）白鷺ＰＪ南街区Ｃ棟

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝二丁目32番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4791 平成22年03月03日

南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波五丁目1番6
0号

名鉄不動産株式会社 名古屋市西区牛島町6番1号

関電不動産株式会社 大阪市北区中之島六丁目2番2
7号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目4番1
号

（仮称）阪神尼崎駅南地区第一種市街地再開発ビル 阪神尼崎駅南地区市街地再開
発組合 兵庫県尼崎市御園町24番 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4790 平成22年03月03日

仙台一番町プロジェクト　住宅棟 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目3番17
号 (一財)日本建築センター HNNN-4781 平成22年03月03日

（仮称）リバーガーデンこのはな5期 リバー産業株式会社 大阪府岸和田市沼町2-1 日本ERI(株) HNNN-4736 平成22年03月03日

新赤坂センタービル（仮称） 関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6丁
目2番27号 (一財)日本建築センター HNNN-4709 平成22年03月03日

（仮称）鹿児島中央駅前11番街区計画 南国中央町ビル株式会社 鹿児島県鹿児島市中央町18番
地1 日本ERI(株) HNNN-4681 平成22年03月03日

（仮称）阿部野橋ターミナルビル 近畿日本鉄道株式会社 大阪市天王寺区上本町六丁目
1番55号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-4793 平成22年03月03日

（仮称）三田ベルジュビル 株式会社　ベルジュ 東京都港区芝5丁目36番7号 日本ERI(株) HNNB-4677 平成22年03月03日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｂブロック

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-4629 平成22年03月03日ナレッジ・キャピタル開発特
定目的会社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8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

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｂブロック

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-4629 平成22年03月03日エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

取締役社長　木村　惠司 東京都千代田区大手町1-6-1

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ａブロック

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-4628 平成22年03月03日

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

取締役　飯森　賢二 東京都千代田区丸の内二丁目
2番3号

（仮称）北新宿地区再開発計画　業務棟
平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1-10

(一財)日本建築センター HFNB-4630 平成22年03月03日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）ジャパンゴアテックス㈱　津工場 ジャパンゴアテックス株式会
社 東京都世田谷区赤堤1-42-6 日本ERI(株) MNNN-4768 平成22年02月24日

（仮称）株式会社ブリヂストン グローバル・モノづくり研修センター 株式会社　ブリヂストン 東京都中央区京橋1丁目10番1
号 日本ERI(株) MNNN-4767 平成22年02月24日

新潟大学医歯学総合病院外来診療棟 株式会社　教育施設研究所  日本ERI(株) MNNN-4658 平成22年02月24日

（仮称）ライオンズタワー定禅寺通 株式会社　大京　東北支店 宮城県仙台市青葉区一番町2-
4-1 仙台興和ビル3F ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4777 平成22年02月24日

（仮称）上馬1丁目マンション計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6
番1号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4776 平成22年02月24日

東池袋四丁目第2地区（再）特定業務代行（施設建築物） 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目25
番号 日本ERI(株) HNNN-4772 平成22年02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

（仮称）浜離宮インターシティ 興和不動産株式会社 東京都港区青山1丁目15番5号 (一財)日本建築センター HNNN-4770 平成22年02月24日

（仮称）丸の内二丁目７番計画 郵便局株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目
3番2号 (一財)日本建築センター HFNB-4773 平成22年02月24日

広島大学診療棟 広島大学 広島県東広島市鏡山1丁目3番
2号 日本ERI(株) MNNN-4734 平成22年02月22日

大阪安達学園新校舎計画 学校法人　大阪安達学園  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4670 平成22年02月22日

第二校舎Ｄ館 学校法人　明治大学  日本ERI(株) MNNN-4666 平成22年02月22日

伊方発電所新事務所（仮称） 四国電力株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4651 平成22年02月22日

（仮称）新千里北町第三団地住宅建替事業（南西棟）
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-4649 平成22年02月22日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号

（仮称）新千里北町第三団地住宅建替事業（南東棟）
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-4648 平成22年02月22日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号

（仮称）新千里北町第三団地住宅建替事業（中央棟）
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-4647 平成22年02月22日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号

フタムラ化学株式会社茨城工場電算室 岐建株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4637 平成22年02月22日

（仮称）美竹ビルマンション建替事業　施行再建マンション 美竹ビルマンション建替組合  (株)都市居住評価センター MNNN-4632 平成22年02月22日

（仮称）若草町地区市街地再開発事業北街区タワー住宅棟 広島若草都市開発合同会社 東京都千代田区丸の内3-1-1
東京共同会計事務所内 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4748 平成22年02月22日

（仮称）宝塚南口サンビオラ３番館建替計画
株式会社サンボックス 兵庫県宝塚市安倉中2丁目13

番2号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4742 平成22年02月22日

新星和不動産株式会社 大阪府大阪市北区西天満5丁
目6番4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

（仮称）宝塚南口サンビオラ３番館建替計画
近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市中央区難波2丁

目2番3号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4742 平成22年02月22日

ＭＩＤ都市開発株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1丁
目4番4号

武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小杉駅南口地区西街区市
街地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4671 平成22年02月22日

大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト／Ｃブロック

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4650 平成22年02月22日

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南二丁目15番2
号

積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

大阪駅北地区開発特定目的会
社

東京都千代田区神田神保町一丁
目11番地　さくら綜合事務所内

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

取締役社長　木村　惠司 東京都千代田区大手町1-6-1

旭通４丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 旭通４丁目地区市街地再開発
組合  日本ERI(株) HNNN-4645 平成22年02月22日

（仮称）日本橋本町三丁目共同ビル本町通り建替計画
株式会社　恒心社 東京都中央区日本橋石町四丁

目4-20
(一財)日本建築センター HNNN-4636 平成22年02月22日

Ｍ＆Ｋ特定目的会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目1-20

（仮称）川崎駅西口大宮町Ｆ街区分譲住宅 川崎市住宅供給公社  (株)東京建築検査機構 HNNN-4635 平成22年02月22日

（仮称）六本木一丁目南地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 六本木一丁目南地区市街地再
開発組合  (株)東京建築検査機構 HNNN-4634 平成22年02月22日

徳島県立中央病院 徳島県病院局 徳島県徳島市万代町1丁目1番
地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4745 平成22年02月19日

参議院新議員会館 ＨＯＣ議員会館ＰＦＩ株式会
社  (一財)日本建築センター HNNB-4663 平成22年02月19日

（仮称）新飯野ビル計画 飯野海運株式会社   HFNN-4585 平成22年02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

（仮称)千里中央サウスタワー

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1
号

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-4747 平成22年02月16日阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪
急ビルディング内

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

（仮称）六地蔵奈良町計画 睦備建設株式会社 京都府京都市伏見区桃山町西
尾35番地1 日本ERI(株) MNNN-4735 平成22年02月16日

(仮称)ＮＴＴ新高津ビル 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区博労町2-
5-15 (一財)日本建築センター MNNN-4731 平成22年02月16日

(仮称)三鷹日新ビルアネックス計画 日鉄鉱業株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目
3番2号 日本ERI(株) MNNN-4704 平成22年02月16日

（仮称）霞が関三丁目計画 有限会社カスミガセキ・イン
ベストメント

東京都中央区日本橋一丁目4番1
号　日本橋一丁目ビルディング (株)都市居住評価センター HNNN-4749 平成22年02月16日

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（３街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合

大阪府寝屋川市香里本通町7-
35 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4743 平成22年02月16日

（仮称）湯島データセンタ 株式会社ＮＴＴファシリティ
ーズ

東京都港区芝浦3-4-1
グランパークタワー (一財)日本建築センター HNNN-4739 平成22年02月16日

（仮称）麹町二丁目ビル 株式会社　大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 日本ERI(株) HNNN-4733 平成22年02月16日

（仮称）有明TT計画
東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上1丁目1番2

号
(一財)日本建築センター HNNN-4730 平成22年02月16日

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1丁目9番
9号

（仮称）東雲キャナルコート地区（複合用地２街区）計画（住宅棟） 野村不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-4619 平成22年02月16日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（I-b街区） 二子玉川東地区市街地再開発
組合 東京都世田谷区玉川1-14-2 (一財)日本建築センター HNNB-4720 平成22年02月16日

（仮称）富士多摩ビル増築棟 株式会社　みずほ銀行  (一財)日本建築センター MNNN-4577 平成22年02月10日

（仮称）新千里北町第三団地住宅建替事業（北棟）
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-4576 平成22年02月10日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6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

東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル 東京国際空港ターミナル株式
会社  (一財)日本建築センター NNNB-4622 平成22年02月09日

（仮称）新宿六丁目Ｎ街区計画　業務棟 新宿六丁目特定目的会社  (一財)日本建築センター HNNB-4656 平成22年02月09日

（仮称）丸の内一丁目計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-4631 平成22年02月09日

西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿八丁目成子地区市街地
再開発組合  (株)都市居住評価センター HFNB-4646 平成22年02月09日

シャリエ三島本町 東レ建設株式会社 静岡県三島市文教町1丁目1番
19号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-4708 平成22年02月05日

大塚製薬　徳島第十研究所 大塚製薬株式会社 徳島県徳島市川内町加賀須野
463-10 日本ERI(株) MNNN-4703 平成22年02月05日

（仮称）市谷プロジェクト
廣瀬不動産株式会社 東京都中央区日本橋三丁目1

番17号
(株)都市居住評価センター MNNN-4691 平成22年02月05日

宗教法人　救世軍 東京都千代田区神田神保町二
丁目17番

安曇野赤十字病院 日本赤十字社　長野県支部 長野県長野市南県町1074番地 (株)都市居住評価センター MNNN-4686 平成22年02月05日

長岡造形大学　第３アトリエ棟 学校法人　長岡造形大学  (一財)日本建築センター MNNN-4672 平成22年02月05日

吹田徳洲会病院 株式会社　新都計画  日本ERI(株) MNNN-4664 平成22年02月05日

福岡大学病院診療棟 学校法人 福岡大学  (一財)日本建築センター MNNN-4627 平成22年02月05日

板橋三丁目地区防災街区整備事業防災施設建築物 板橋三丁目地区防災街区整備
事業組合

東京都板橋区板橋3-5-2スワ
ローハイツB1 (一財)日本建築センター HNNN-4719 平成22年02月05日

（仮称）台東区池之端２丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号 (株)東京建築検査機構 HNNN-4718 平成22年02月05日

阿倍野A1地区第2種市街地再開発事業A1-2棟 アイディーユー・奥村組特定
建築者共同企業体

大阪府大阪市中央区平野町2-
2-12　北浜T4B (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4712 平成22年02月05日

（仮称）三井住友海上　神田駿河台三丁目計画　新館 三井住友海上火災保険株式会
社

東京都中央区新川二丁目27番
2号 (一財)日本建築センター HNNN-4710 平成22年02月05日

（仮称）西浅草三丁目計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (一財)ベターリビング HNNN-4698 平成22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

（仮称）西浅草三丁目計画
三菱倉庫株式会社 東京都中央区日本橋一丁目19

番1号
(一財)ベターリビング HNNN-4698 平成22年02月05日

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

（仮称）ライオンズ榴岡公園 株式会社大京　東北支店 宮城県仙台市青葉区一番町2-
4-1　仙台興和ビル3F ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4690 平成22年02月05日

（仮称）業平橋押上地区開発計画（新タワー計画）

東武タワースカイツリー株式
会社 東京都墨田区押上1-1-2

(一財)日本建築センター HNNN-4678 平成22年02月05日
東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上1-1-2

（仮称）南館 株式会社　電気ビル  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4549 平成22年02月05日

阿倍野A1地区第二種市街地再開発事業　A2棟 東急不動産株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-4620 平成22年02月02日

五層六段自走式自動車車庫｛メタルパークSF-TⅠ型｝ ＪＦＥシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-4524 平成22年02月02日

武蔵野大学有明キャンパス 学校法人　武蔵野女子学院  日本ERI(株) MNNN-4624 平成22年02月02日

永田町二丁目計画 東京急行電鉄株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-4579 平成22年02月02日

（仮称）東海大学伊勢原職員寮 学校法人　東海大学  (株)都市居住評価センター MNNN-4621 平成22年01月28日

大田原赤十字病院 大田原赤十字病院  日本ERI(株) MNNN-4618 平成22年01月28日

（仮称）大橋地区第二種市街地再開発事業１－１棟

有楽土地株式会社 東京都中央区京橋三丁目13番
1号

日本ERI(株) HNNN-4625 平成22年01月28日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町三丁
目1番20号

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

東急不動産株式会社
住宅事業本部他３社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

神田万世橋ビル（仮称） 東日本旅客鉄道株式会社  日本ERI(株) HNNN-4617 平成22年01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

（仮称）二日町北三番丁計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社　東北支店  日本ERI(株) HNNN-4591 平成22年01月28日

スタイリオ山下公園　ザ・タワー 東京急行電鉄株式会社  日本ERI(株) NNNF-4534 平成22年01月22日

（仮称）寝屋川市駅東地区
施設併用立駐｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-4633 平成22年01月22日

（仮称）花咲団地マンション建替え事業Ｃ棟 花咲団地マンション建替組合  ハウスプラス確認検査(株) MNNN-4662 平成22年01月21日

（仮称）花咲団地マンション建替え事業Ｂ棟 花咲団地マンション建替組合  ハウスプラス確認検査(株) MNNN-4661 平成22年01月21日

（仮称）花咲団地マンション建替え事業Ａ棟 花咲団地マンション建替組合  ハウスプラス確認検査(株) MNNN-4660 平成22年01月21日

（仮称）品川区荏原５丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4602 平成22年01月21日

（仮称）小林様免震ＭＳ スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4601 平成22年01月21日

（仮称）船田マンション 船田物産　株式会社  日本ERI(株) MNNN-4580 平成22年01月21日

旭・板屋Ｃ地区第一種市街地再開発事業施設建設物 旭・板屋Ｃ地区第一種市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4600 平成22年01月21日

新中経ビル（仮称）
名古屋鉄道株式会社 名古屋市中村区名駅一丁目2

番4号
(株)確認サービス HNNN-4597 平成22年01月21日

株式会社中部経済新聞社
名古屋市中村区名駅四丁目4番3
8号愛知県産業労働センター16
階

（仮称）元赤坂Ｋプロジェクト 鹿島建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-4592 平成22年01月21日

大手町一丁目第２地区第一種市街地再開発事業

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4丁目1
4番1号

(一財)日本建築センター HNNB-4589 平成22年01月21日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号

大崎駅西口南地区第一種市街地再開発事業施設建設物 大崎駅西口南地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HFNN-4603 平成22年01月21日

（仮称）東京駅八重洲口開発計画　北中央棟 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1 (一財)日本建築センター HFNB-4532 平成22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

（仮称）東京駅八重洲口開発計画　北中央棟 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木2-2-2 (一財)日本建築センター HFNB-4532 平成22年01月21日

（仮称）あいおい損保成増ビル あいおい損害保険株式会社  ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-4556 平成22年01月15日

清水駅西第二地区優良建築物等整備事業 清水駅西第二地区優良建築物
整備事業建設組合  日本ERI(株) MNNN-4555 平成22年01月15日

志村総合庁舎 東京都交通局  (一財)日本建築センター MNNN-4550 平成22年01月15日

（仮称）東京慈恵会医科大学附属青戸病院 学校法人　慈恵大学  日本ERI(株) MNNN-4537 平成22年01月15日

（仮称）赤羽２丁目計画 野村不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-4562 平成22年01月15日

淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業施設建築物 淡路町二丁目西部地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4557 平成22年01月15日

（仮称）玉造駅前計画 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4517 平成22年01月15日

（仮称）大阪中崎町計画 大同生命保険株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4653 平成22年01月13日

（仮称）株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東
東扇島物流センター

株式会社
ニチレイロジグループ本社  日本ERI(株) MNNN-4644 平成22年01月13日

（仮称）芝大門ビル 野村不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-4641 平成22年01月13日

日本原子力発電（株）東海第二発電所　緊急時対策室建屋 日本原子力発電株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4626 平成22年01月13日

科学技術交流センター（仮称） 愛知県  (株)確認サービス MNNN-4441 平成22年01月13日

（仮称）吹田市・南金田２丁目マンション計画 野村不動産株式会社大阪支店  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4193 平成22年01月13日

（仮称）石神井公園計画
大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町1-1-

8
(一財)日本建築センター HNNN-4657 平成22年01月13日野村不動産株式会社

住宅カンパニー第一事業グルー
プ

東京都新宿区西新宿1-26-2

南千住西口駅前地区第一種市街地再開発事業 南千住西口駅前地区市街地再
開発組合  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4655 平成22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

（仮称）阪神御影駅前住宅棟

近鉄不動産株式会社 大阪市中央区難波2丁目2番3
号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4654 平成22年01月13日
阪神電気鉄道株式会社 大阪市福島区海老江1丁目1番

24号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1
号

住友商事株式会社他３社 大阪市中央区北浜4丁目5番33
号

（仮称）茶屋町東地区再開発ビル 茶屋町東地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4652 平成22年01月13日

（仮称）小手指Ｄ計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  日本ERI(株) HNNN-4643 平成22年01月13日

（仮称）小手指Ｅ計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  日本ERI(株) HNNN-4642 平成22年01月13日

（仮称）安堂寺町計画（住宅棟） 日本エスリード株式会社 大阪府大阪市福島区福島6丁
目25番19号 日本ERI(株) HNNN-4640 平成22年01月13日

後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 後楽二丁目西地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4638 平成22年01月13日

（仮称）JR久宝寺駅前商業住宅複合タワー
関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6-2-

27
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4575 平成22年01月13日

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 虎ノ門・六本木地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNB-4639 平成22年01月13日

（仮称）積水ハウス御堂筋本町ビル 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-4578 平成22年01月12日

（仮称）小澤様本宿町２丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4599 平成21年12月25日

相模原キャンパス一般教育部新棟 学校法人北里研究所  日本ERI(株) MNNN-4593 平成21年12月25日

みさと健和病院 医療法人財団　健和会  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4496 平成21年12月25日

（仮称）プラウドタワー覚王山計画 野村不動産株式会社
名古屋支店  ビューローベリタスジャパン(

株) HNNN-4596 平成21年12月25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

中日新聞社品川開発計画 株式会社中日新聞社  (株)都市居住評価センター HNNN-4595 平成21年12月25日

鶴見駅東口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 株式会社竹中工務店東京本店  (株)都市居住評価センター HNNN-4594 平成21年12月25日

浜松駅前　旭・砂山地区再生事業
中貿開発株式会社 東京都中央区日本橋1丁目19

番1号
日本ERI(株) HNNN-4501 平成21年12月25日

遠州鉄道株式会社 静岡県浜松市中区旭町12-1

（仮称）大阪富国生命ビル 富国生命保険相互会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-4605 平成21年12月25日

秋田県厚生農業協同組合連合会　鹿角組合総合病院 秋田県厚生農業協同組合連合
会  日本ERI(株) MNNN-4581 平成21年12月18日

金沢市西部クリーンセンター 金沢市  日本ERI(株) MNNN-4500 平成21年12月18日

（仮称）エンパイアコープ建替計画 野村不動産株式会社  (株)都市居住評価センター MFNN-4584 平成21年12月18日

（仮称）中之島フェスティバルタワー
株式会社　朝日ビルディング 大阪府大阪市北区中之島３丁

目２番４号
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-4511 平成21年12月18日

株式会社　朝日新聞社 大阪府大阪市北区中之島３丁
目２番４号

新山梨県立図書館 山梨県知事  (一財)日本建築センター NNNB-4498 平成21年12月17日

（仮称）肥後橋ＭＩＤビル ＭＩＤ都市開発株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-4522 平成21年12月17日

スーパードーム新築計画（店舗併用五層六段型自走式自動車車庫） 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-4503 平成21年12月17日

（仮称）南平台町計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (株)都市居住評価センター HNNB-4536 平成21年12月17日

東京電機大学　東京千住キャンパス（W棟） 学校法人　東京電機大学  (一財)日本建築センター HNNB-4519 平成21年12月17日

梅田阪急ビル 阪急電鉄株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-4502 平成21年12月17日

（仮称）リコーテクノロジーセンター新棟 株式会社リコー  (株)東京建築検査機構 HNNB-4486 平成21年12月17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

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（I-b街区） 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNB-4484 平成21年12月17日

（仮称）マザック葵ビル ヤマザキマザックニュータワ
ー株式会社  (株)都市居住評価センター HFNN-4541 平成21年12月17日

ＪＡ尾道総合病院 広島県厚生農業協同組合連合
会  日本ERI(株) MNNN-4572 平成21年12月16日

独立行政法人　国立病院機構　千葉医療センター 独立行政法人　国立病院機構
千葉医療センター  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4564 平成21年12月16日

（仮称）京橋二丁目16地区Ａ棟 清水建設株式会社  (株)東京建築検査機構 HFNB-4565 平成21年12月16日

（仮称）神戸市立医療センター中央市民病院
株式会社
神戸メディカルケアパートナー
ズ

 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4573 平成21年12月09日

足利赤十字病院 日本赤十字社　栃木県支部
足利赤十字病院  (株)都市居住評価センター MNNN-4569 平成21年12月09日

国立音楽大学新校舎 学校法人　国立音楽大学  (株)東京建築検査機構 MNNN-4518 平成21年12月09日

守口市本町２丁目共同住宅 三洋ホームズ株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4574 平成21年12月09日

熊本駅前東Ａ地区第二種市街地再開発事業施設建築物 戸田建設株式会社一級建築事
務所  日本ERI(株) HNNN-4571 平成21年12月09日

（仮称）芝浦４丁目計画 オリックス不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-4570 平成21年12月09日

（仮称）武蔵小杉新駅前ビル（北）

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝2-32-1

(株)都市居住評価センター HNNN-4567 平成21年12月09日野村不動産株式会社
住宅カンパニー
第三事業グループ

東京都新宿区西新宿1-26-2

（仮称）赤坂2丁目3計画 合同会社 ジョイントアーク10  (株)都市居住評価センター HNNN-4566 平成21年12月09日

（仮称）中幸町３丁目再開発計画 オリックス不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-4554 平成21年12月09日

（仮）アーバン茶屋町プロジェクト 有限会社武蔵野プロパティー
ズ  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-4531 平成21年12月09日

（仮称）中野プロジェクト　区域５　オフィス棟 中野駅前開発特定目的会社  (一財)日本建築センター HNNB-4521 平成21年12月09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

（仮称）阿部野橋ターミナルビル 近畿日本鉄道株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-4433 平成21年12月09日

（仮称）介護老人保健施設江戸川 医療法人社団　森山医会  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4563 平成21年12月08日

（仮称）株式会社ブリヂストン グローバル・モノづくり研修センター 株式会社　ブリヂストン  日本ERI(株) MNNN-4561 平成21年12月08日

（仮称）プレミスト稲川 大和ハウス工業株式会社
静岡支店  日本ERI(株) MNNN-4560 平成21年12月08日

日本赤十字社神奈川県支部新社屋 日本赤十字社神奈川県支部  日本ERI(株) MNNN-4553 平成21年12月08日

（仮称）三洋電機株式会社加西事業所　Ｃ棟 三洋電機株式会社  日本ERI(株) MNNN-4552 平成21年12月08日

八千代銀行本店 株式会社八千代銀行  (一財)日本建築センター MNNN-4529 平成21年12月08日

奈良市保健所等複合施設 奈良市  (一財)日本建築センター MNNN-4525 平成21年12月08日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ｅ棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4515 平成21年12月08日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ｃ棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4514 平成21年12月08日

宇都宮馬場通り西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 宇都宮馬場通り西地区市街地
再開発組合  (株)都市居住評価センター HNNN-4559 平成21年12月08日

仙台一番町プロジェクト 森トラスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4558 平成21年12月08日

（仮称）赤坂二丁目計画（福吉町） 森ビル株式会社  (一財)日本建築センター HNNF-4551 平成21年12月08日

西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿八丁目成子地区市街地
再開発組合  (株)都市居住評価センター HNNB-4535 平成21年12月08日

（仮称）東京造形大学新棟建築計画 学校法人桑沢学園  (株)都市居住評価センター NNNB-4523 平成21年12月04日

（仮称）ランドビジネス横浜ポートサイド計画 株式会社ランドビジネス  (一財)日本建築センター NFNN-4493 平成21年12月04日

墨田区総合体育館 すみだスポーツサポートＰＦ
Ｉ株式会社  (一財)日本建築センター NFNB-4508 平成21年12月04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

（仮称）ＮＨＫ新千葉放送会館 日本放送協会　千葉放送局  (一財)日本建築センター MNNB-4471 平成21年12月04日

（仮称）上大岡Ｃ南地区再開発ビル
リスト株式会社 横浜市中区羽衣町二丁目4番

地4
(一財)日本建築センター HNNB-4481 平成21年12月04日

上大岡Ｃ南地区市街地再開発
組合

横浜市港南区上大岡西二丁目
9番24号

（仮称）（株）Paltac DC高槻流通加工場 株式会社Paltac  日本ERI(株) NNNF-4507 平成21年11月30日

富士通エフ・アイ・ピー横浜新棟 富士通エフ・アイ・ピー株式
会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4546 平成21年11月30日

（仮称）国領町５丁目杉崎様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4545 平成21年11月30日

中伊豆リハビリテーションセンター
社会福祉法人　農協共済中伊豆
リハビリテーションセンター  日本ERI(株) MNNN-4540 平成21年11月30日

市立四日市病院 市立四日市病院  日本ERI(株) MNNN-4539 平成21年11月30日

（仮称）東葛西８丁目須賀様ビル スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4520 平成21年11月30日

（仮称）辻堂神台一丁目地区B-2街区計画 ナイス株式会社  (株)都市居住評価センター MNNN-4510 平成21年11月30日

東京ベイ・浦安市川医療センター 社団法人 地域医療振興協会  (一財)日本建築センター MNNN-4509 平成21年11月30日

パナソニック四国エレクトロニクス㈱　松山地区第1棟 パナソニック四国エレクトロ
ニクス株式会社  日本ERI(株) MNNN-4494 平成21年11月30日

（仮称）さぬき市民病院 さぬき市  (株)都市居住評価センター MNNN-4492 平成21年11月30日

（仮称）竹田綜合病院　２期 財団法人　竹田綜合病院  (一財)日本建築センター MNNN-4491 平成21年11月30日

（仮称）秋田町ＳＡ 徳島美装工業株式会社  日本ERI(株) MNNN-4490 平成21年11月30日

大津地方合同庁舎（仮称） ＰＦＩ大津地方合同庁舎株式
会社  日本ERI(株) MNNN-4489 平成21年11月30日

国立科学博物館筑波地区収蔵庫 独立行政法人
国立科学博物館  日本ERI(株) MNNN-4482 平成21年11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

（仮称）中野プロジェクト　区域４ 中野駅前開発特定目的会社  (株)都市居住評価センター MNNF-4504 平成21年11月30日

（仮称）晴海三丁目西地区A2・A3街区計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4548 平成21年11月30日

（仮称）神戸市中央区下山手通４丁目計画 野村不動産株式会社大阪支店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4547 平成21年11月30日

西新宿六丁目西第6地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿六丁目西第6地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4544 平成21年11月30日

（仮称）北堀江４丁目集合住宅 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4543 平成21年11月30日

八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 八王子駅南口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4542 平成21年11月30日

(仮称)汐留プロジェクト 東洋海事工業株式会社  日本ERI(株) HNNN-4538 平成21年11月30日

（仮称）江東区白河4丁目プロジェクト

ＪＦＥ都市開発株式会社 神奈川県川崎市川崎区南渡田
町1番1号

(一財)日本建築センター HNNN-4533 平成21年11月30日エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4丁目1
4番1号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）武蔵野市中町１丁目計画（北棟） 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4528 平成21年11月30日

（仮称）武蔵野市中町１丁目計画（南棟） 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4527 平成21年11月30日

（仮称）中野３丁目計画 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4485 平成21年11月30日

（仮称）八重洲共同ビル

富士フイルムメディカル株式
会社

東京都港区西麻布二丁目２６
番３０号

(一財)日本建築センター NNNF-4497 平成21年11月27日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目９

番地９号

（仮称）フォーラムエンジニアリング南青山計画 株式会社
フォーラムエンジニアリング  日本ERI(株) NNNF-4476 平成21年11月27日

（仮称）大日本印刷市谷工場整備計画「中央街区」 大日本印刷株式会社  日本ERI(株) HFNB-4472 平成21年11月27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

郡山総合運動場開成山野球場 郡山市長  (一財)日本建築センター NFNN-4429 平成21年11月20日

（仮称）渋谷二丁目21地区開発計画
東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野3-19-6

(一財)日本建築センター HNNB-4467 平成21年11月20日
渋谷新文化街区プロジェクト
推進協議会　事業推進者 東京都渋谷区南平台町5-6

（仮称）みなとみらいＯＤＫビル オーディーケー特定目的会社  (一社)日本免震構造協会 HFNB-4358 平成21年11月20日

（仮称）イオン大和郡山ショッピングセンター イオンモール株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-4464 平成21年11月13日

国際基督教大学　（仮称）食堂・ダイアログハウス棟 学校法人　国際基督教大学  (株)都市居住評価センター NFNN-4466 平成21年11月13日

五層六段型自走式自動車車庫｛ＳＰ－５６ＪＨ｝ 綿半テクノス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-4418 平成21年11月13日

横浜山下町地区B1街区施設建築物 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 MNNB-4380 平成21年11月13日

東急虎ノ門ビル 東京急行電鉄株式会社  (一財)日本建築センター NNNF-4442 平成21年11月06日

中国新聞広島制作センター 株式会社中国新聞社  (一財)日本建築センター NNNB-4465 平成21年11月06日

つくば市新庁舎 つくば市役所  (一財)日本建築センター MNNF-4462 平成21年11月06日

シティホール（仮称） 長岡市  日本ERI(株) MNNB-4455 平成21年11月06日

武田薬品工業㈱新研究所建設計画 武田薬品工業株式会社  日本ERI(株) MNNB-4438 平成21年11月06日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ｂ棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-4459 平成21年11月06日

（仮称）ＪＲ南新宿ビル 東日本旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-4461 平成21年11月06日

アイシン精機株式会社（仮称）共同棟 アイシン精機株式会社  日本ERI(株) HNNB-4421 平成21年11月06日

（仮称）業平橋押上地区開発計画（新タワー計画） 東武タワースカイツリー株式
会社 東京都墨田区押上1-1-2 (一財)日本建築センター HFNN-4436 平成21年11月06日
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認定番号 認定年月日

（仮称）業平橋押上地区開発計画（新タワー計画） 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上1-1-2 (一財)日本建築センター HFNN-4436 平成21年11月06日

（仮称）大崎西テクノロジーセンター ソニー株式会社  (株)都市居住評価センター HFNB-4456 平成21年11月06日

（仮称）三菱電機㈱中津川製作所　飯田ＰＶ第２工場 三菱電機株式会社
中津川製作所  日本ERI(株) MNNN-4499 平成21年11月02日

（仮称）ＫＫ免震重要棟 東京電力株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4477 平成21年11月02日

（仮称）大林組技術研究所新本館 株式会社　大林組　東京本社  (一財)日本建築センター MFNB-4263 平成21年11月02日

㈱日立製作所（仮称）新エレベーター研究塔 株式会社日立製作所
水戸事業所  (一財)日本建築センター HNNN-4516 平成21年11月02日

(仮称)ＳＳＪ品川ビル 芝浦シヤリング株式会社  日本ERI(株) HNNN-4513 平成21年11月02日

学校法人片柳学園　蒲田キャンパス再整備計画 学校法人片柳学園  日本ERI(株) HNNN-4512 平成21年11月02日

（仮称）若草町地区第一種市街地再開発事業　南街区
ホテル・ビジネス棟 広島若草都市開発合同会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4506 平成21年11月02日

（仮称）本町橋ビル 清水建設株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4505 平成21年11月02日

特用林産物生産施設　飛騨小坂ぶなしめじ（きのこ生産施設） 株式会社飛騨小坂ぶなしめじ  (一財)日本建築総合試験所 NNNF-4463 平成21年10月29日

（仮称）御殿山プロジェクト　Ａブロック 積水ハウス株式会社  日本ERI(株) MNNN-4483 平成21年10月28日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ｄ棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4460 平成21年10月28日

（仮称）等々力１丁目計画 有限会社　田園興業  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4458 平成21年10月28日

（仮称）株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東
東扇島物流センター

株式会社
ニチレイロジグループ本社  日本ERI(株) MNNN-4454 平成21年10月28日

広尾三丁目計画 株式会社
ダイイチホールディングス  日本ERI(株) MNNN-4453 平成21年10月28日

（仮称）豊田鉃工株式会社事技合同棟計画 豊田鉃工株式会社  日本ERI(株) MNNN-4452 平成21年10月28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

（仮称）学校法人藤村学園12号館新築計画 学校法人　藤村学園  (株)都市居住評価センター MNNN-4450 平成21年10月28日

SPRC4PJ 塩野義製薬株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4444 平成21年10月28日

（仮称）新データセンター 日立キャピタル株式会社  日本ERI(株) MNNN-4440 平成21年10月28日

（仮称）小澤様本宿町２丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4379 平成21年10月28日

横浜三井ビルディング 三井不動産株式会社  (株)都市居住評価センター HNNN-4480 平成21年10月28日

（仮称）晴海二丁目第2-4街区計画 晴海二丁目開発特定目的会社  (一財)日本建築センター HNNN-4468 平成21年10月28日

（仮称）茶屋町東地区再開発ビル 茶屋町東地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4445 平成21年10月28日

（仮称）ライオンズタワー定禅寺通 株式会社　大京　東北支店  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4443 平成21年10月28日

（仮称）MM21-28街区計画 株式会社　テーオーシー  日本ERI(株) HNNB-4475 平成21年10月28日

（仮称）西新宿Ⅱビル 野村不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-4488 平成21年10月26日

（仮称）千葉NTプロジェクト 株式会社みずほ銀行  (株)東京建築検査機構 MNNN-4487 平成21年10月26日

（仮称）明治安田生命新東陽町ビル 明治安田生命保険相互会社  日本ERI(株) MNNN-4423 平成21年10月26日

高知高須病院（増築） 医療法人　尚腎会  (一財)日本建築センター MNNN-4340 平成21年10月26日

（仮称）六本木七丁目マンション建替計画 六本木７丁目マンション建替
組合  (一財)日本建築センター HNNN-4495 平成21年10月26日

（仮称）本町南ガーデンシティ 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4449 平成21年10月26日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業　Ia街区 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター NNNB-4427 平成21年10月23日

（仮称）京都ヨドバシビル 株式会社　ヨドバシカメラ  (一財)日本建築センター NNNB-4422 平成21年10月23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

秋田空港立体駐車場（四層五段型自走式自動車車庫） 株式会社　北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-4437 平成21年10月23日

（仮称）東五反田地区（Ｂ地区）開発計画 東洋製罐株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-4426 平成21年10月23日

（仮称）丸の内一丁目計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-4419 平成21年10月23日

新阪急大井ビル（仮称） 株式会社　大井開発  (一財)日本建築センター HFNN-4435 平成21年10月23日

（仮称）丸の内二丁目７番計画 郵便局株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-4403 平成21年10月23日

（仮称）赤坂二丁目計画（福吉町） 森ビル株式会社  (一財)日本建築センター HNNF-4273 平成21年10月16日

（仮称）新東京療院 宗教法人　東方之光  (株)都市居住評価センター MNNN-4479 平成21年10月15日

（仮称）Ｆ２免震重要棟 東京電力株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4478 平成21年10月15日

慶應義塾大学（三田）新南校舎（仮称） 慶應義塾  (株)都市居住評価センター MNNN-4432 平成21年10月15日

日本原子力発電（株）東海第二発電所　緊急時対策室建屋 日本原子力発電株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4428 平成21年10月15日

富士通エフ・アイ・ピー横浜新棟 富士通エフ・アイ・ピー株式
会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4425 平成21年10月15日

中央合同庁舎第１号館別館（耐震改修） 国土交通省大臣官房官庁営繕
部  (一財)日本建築センター MNNN-4424 平成21年10月15日

広島大学診療棟 広島大学  日本ERI(株) MNNN-4399 平成21年10月15日

新川二丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 新川二丁目地区第一種市街地
再開発事業  日本ERI(株) HNNN-4398 平成21年10月15日

（仮称）大井町西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大井町西地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築センター HNNN-4392 平成21年10月15日

市立四日市病院 市立四日市病院  日本ERI(株) MNNN-4352 平成21年10月13日

（仮称）日本橋野村ビル 野村不動産株式会社  (株)都市居住評価センター HNNN-4417 平成21年10月13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

国立国際医療センター 国立国際医療センター  (株)都市居住評価センター HNNN-4416 平成21年10月13日

南千住西口駅前地区第一種市街地再開発事業 南千住西口駅前地区市街地再
開発組合  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4402 平成21年10月13日

茗荷谷駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 茗荷谷駅前地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-4364 平成21年10月13日

（仮称）六本木三丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 六本木三丁目地区市街地再開
発組合  (株)都市居住評価センター HNNN-4362 平成21年10月13日

新宿センタービル 新宿センタービル管理株式会
社  (一財)日本建築センター HNNN-4341 平成21年10月13日

阿佐ヶ谷駅南口共同ビル
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号
(一財)日本建築センター MNNN-4474 平成21年10月08日

財団法人 首都圏不燃建築公社 東京都港区新橋四丁目6番15
号

（仮称）御堂筋共同ビル 御堂筋共同ビル開発特定目的
会社  (一財)日本建築センター HNNN-4473 平成21年10月08日

（仮称）花咲団地マンション建替え事業Ｂ棟 花咲団地マンション建替組合  ハウスプラス確認検査(株) MNNN-4401 平成21年10月07日

（仮称）花咲団地マンション建替え事業Ａ棟 花咲団地マンション建替組合  ハウスプラス確認検査(株) MNNN-4400 平成21年10月07日

女川原子力（発）新事務本館 東北電力株式会社
女川原子力発電所  (一財)日本建築センター MNNN-4393 平成21年10月07日

（仮称）南砂2丁目計画 三菱商事株式会社  日本ERI(株) HNNN-4470 平成21年10月07日

（仮称）東品川４丁目計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター NNNB-4389 平成21年09月30日

東京都美術館 東京都  (一財)日本建築センター NNNB-4367 平成21年09月30日

（仮称）橦木町マンションプロジェクト 矢作建設工業株式会社  日本ERI(株) MNNN-4451 平成21年09月30日

犬山市役所庁舎 愛知県犬山市  日本ERI(株) MNNN-4439 平成21年09月30日

（仮称）名古屋市中区錦２丁目ビル 小島株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4457 平成21年09月30日
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認定番号 認定年月日

タイムズスクエアビル 東神開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4153 平成21年09月30日

西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿八丁目成子地区市街地
再開発組合  (株)都市居住評価センター HNNB-4363 平成21年09月30日

虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 虎ノ門・六本木地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNB-4272 平成21年09月30日

（仮称）上大岡Ｃ南地区再開発ビル
リスト株式会社 横浜市中区羽衣町二丁目4番

地4
(一財)日本建築センター HNNB-4130 平成21年09月30日

上大岡Ｃ南地区市街地再開発
組合

横浜市港南区上大岡西二丁目
9番24号

（仮称）所沢寿町南A地区共同ビル 所沢寿町南A地区共同ビル建
設組合  (株)都市居住評価センター HFNN-4344 平成21年09月30日

（仮称）FXプロジェクト 富士ゼロックス株式会社  (株)東京建築検査機構 HFNB-4387 平成21年09月30日

豊洲三丁目3-3街区計画 第一生命保険相互会社  (株)東京建築検査機構 HFNB-4386 平成21年09月30日

永田町二丁目計画 東京急行電鉄株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-4345 平成21年09月30日

豊島アートプロジェクト 財団法人 直島福武美術館財団  (株)確認サービス MNNN-4383 平成21年09月28日

（仮称）三井住友海上　神田駿河台三丁目計画　新館 三井住友海上火災保険株式会
社  (一財)日本建築センター HNNN-4384 平成21年09月28日

（仮称）神戸市中央区下山手通４丁目計画 野村不動産株式会社大阪支店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4381 平成21年09月28日

（仮）豊田市中央保健センター（新東庁舎） 豊田市  日本ERI(株) MNNN-4372 平成21年09月25日

（仮称）講談社目白台ビルＡ棟 株式会社　講談社  日本ERI(株) MNNN-4368 平成21年09月25日

三洋化成工業株式会社　本社本館　免震化計画 三洋化成工業株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4359 平成21年09月25日

欧州連合（ＥＵ）駐日欧州委員会代表部建設プロジェクト ヨーロッパハウス合同会社  日本ERI(株) MNNN-4354 平成21年09月25日

（仮称）八幡高見地区（Ｍ街区）第二期共同分譲事業
八幡高見（Ｍ街区）共同分譲事
業共同事業体　代表
東宝住宅株式会社

 日本ERI(株) MNNN-4353 平成21年09月25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

多治見宿泊体験館
H.R.D.SINGAPORE PTE LTD

80 RAFFLES PLACE #20-03
UOB PLAZA 1 SINGAPORE
048624 (一財)日本建築センター MNNN-4348 平成21年09月25日

株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10番1
0号

渡邊 信通 様邸
H.R.D.SINGAPORE PTE LTD

80 RAFFLES PLACE #20-03
UOB PLAZA 1 SINGAPORE
048624 (一財)日本建築センター MNNN-4347 平成21年09月25日

株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10番1
0号

九州大学病院 国立大学法人　九州大学  (一財)日本建築センター MNNN-4346 平成21年09月25日

精神医療センター（仮称）新館 株式会社
メディカルマネジメント松沢  日本ERI(株) MNNN-4288 平成21年09月25日

パレスホテル建替計画 株式会社パレスホテル  (一財)日本建築センター HNNN-4378 平成21年09月25日

相模大野駅西側地区第一種市街地再開発事業施設建築物 相模大野駅西側地区市街地再
開発組合  日本ERI(株) HNNN-4376 平成21年09月25日

（仮称）八千代緑が丘計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  日本ERI(株) HNNN-4371 平成21年09月25日

（仮称）神崎川駅前プロジェクトＡ街区 近鉄不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-4370 平成21年09月25日

問屋町西部南街区第一種市街地再開発事業施設建築物 問屋町西部南街区市街地再開
発組合  日本ERI(株) HNNN-4369 平成21年09月25日

新関西電力病院 関西電力株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4366 平成21年09月25日

（仮称）JR高槻駅北東地区開発事業　集合住宅Ａ 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4361 平成21年09月25日

（仮称）白鷺ＰＪ南地区Ｄ棟

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝二丁目32番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4351 平成21年09月25日
南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波五丁目1番6

0号

名鉄不動産株式会社 名古屋市西区牛島町6番1号

関電不動産株式会社 大阪市北区中之島六丁目2番2
7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

（仮称）白鷺ＰＪ南地区Ｄ棟 代表取締役　山谷　佳之 東京都港区浜松町二丁目4番1
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4351 平成21年09月25日

（仮称）白鷺ＰＪ南地区Ｃ棟

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝二丁目32番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4350 平成21年09月25日

南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波五丁目1番6
0号

名鉄不動産株式会社 名古屋市西区牛島町6番1号

関電不動産株式会社 大阪市北区中之島六丁目2番2
7号

代表取締役　山谷　佳之 東京都港区浜松町二丁目4番1
号

（仮称）丸の内１－４計画

株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1

(一財)日本建築センター HNNB-4357 平成21年09月25日住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-
33

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

岸和田市消防本部庁舎 岸和田市  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4448 平成21年09月24日

京都大学積貞棟（病棟） 国立大学法人　京都大学  (一財)日本建築センター MNNN-4213 平成21年09月24日

（仮称）ヴィークタワー南堀江 清水総合開発株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4447 平成21年09月24日

（仮称）神戸・旧居留地ビル ルネサンス特定目的会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4446 平成21年09月24日

（仮称）ビ・ウェル北本町3丁目 和建設株式会社  日本ERI(株) MNNN-4430 平成21年09月18日

セキスイハウスＢ（制震） 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4256 平成21年09月18日

（仮称）JR久宝寺駅前商業住宅複合タワー
関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6-2-

27
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4434 平成21年09月18日

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1
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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

（仮称）三田ベルジュビル 株式会社ベルジュ  日本ERI(株) HNNB-4161 平成21年09月18日

（仮称）銀座三越／Ｇ－４計画 株式会社　三越  (一財)日本建築センター NNNB-4338 平成21年09月14日

（仮称）アミューズ豊中新本店｛施設併用六層七段型自走式自動車車
庫｝ 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-4377 平成21年09月14日

（仮称）Ｆ１免震重要棟 東京電力株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4394 平成21年09月14日

クラヤ三星堂南大阪ＡＬＣ（仮称） 株式会社　クラヤ三星堂  (株)都市居住評価センター MNNN-4390 平成21年09月14日

湘南鎌倉総合病院 株式会社　新都計画  日本ERI(株) MNNN-4385 平成21年09月14日

（仮称）梅田鶴野町ビル計画 鶴野町34開発特定目的会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4420 平成21年09月14日

（仮称）札幌ビジネスセンタービル 株式会社　北洋銀行  日本ERI(株) HNNN-4397 平成21年09月14日

（仮称）新宿六丁目Ｓ街区計画 新宿六丁目Ｓ街区開発特定目
的会社  (株)都市居住評価センター HNNN-4396 平成21年09月14日

小日向プロジェクトⅡ 東急不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4395 平成21年09月14日

東池袋四丁目第2地区（再）特定業務代行（施設建築物） 大成建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-4287 平成21年09月14日

丸ノ内オアゾ 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-4388 平成21年09月14日

東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル 東京国際空港ターミナル株式
会社  (一財)日本建築センター NNNB-4356 平成21年09月08日

（仮称）京都駅南開発計画　Ｃ棟 更生会社　株式会社
ジョイント・コーポレーション  (一財)日本建築センター NNNB-3966 平成21年09月08日

（仮称）京都駅南開発計画　Ｂ棟 更生会社　株式会社
ジョイント・コーポレーション  (一財)日本建築センター NNNB-3965 平成21年09月08日

（仮称）八戸地域広域市町村圏事務組合　消防本部・八戸消防署 八戸地域広域市町村圏事務組
合  日本ERI(株) MNNN-4289 平成21年09月08日

駿河精機本社工場合理化統合建設計画 駿河精機株式会社  日本ERI(株) MNNN-4286 平成21年09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

（仮称）花咲団地マンション建替え事業Ｃ棟 花咲団地マンション建替組合  ハウスプラス確認検査(株) MNNN-4278 平成21年09月08日

（仮称）山田赤十字病院 山田赤十字病院  日本ERI(株) MNNN-4274 平成21年09月08日

（仮称）杉並区高井戸計画Ｄ棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-4339 平成21年09月08日

上尾中山道東側地区第一種市街地再開発事業施設建築物 上尾中山道東側地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4282 平成21年09月08日

西部医療センター中央病院（仮称）

株式会社　日立製作所
中部支社 名古屋市中区栄3-17-12

(株)確認サービス MNNN-4275 平成21年09月04日名古屋市 愛知県名古屋市中区三の丸3-
1-1

名古屋市 愛知県名古屋市中区三の丸3-
1-1

（仮称）大手町1-6計画 有限会社東京プライムステー
ジ  (一財)日本建築センター HNNB-4259 平成21年09月04日

新宿六丁目Ｎ街区計画　業務棟 新宿六丁目特定目的会社  (一財)日本建築センター HNNB-4083 平成21年09月04日

（仮称）神戸市立医療センター中央市民病院
株式会社
神戸メディカルケアパートナー
ズ

 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4382 平成21年09月03日

ジオ彩都Premium Terrace建設工事計画 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4365 平成21年09月03日

（仮称）ライオンズタワー勾当台通 株式会社　大京　東北支店  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4375 平成21年09月03日

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル 北海道空港株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-4262 平成21年08月27日

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-

1100　大阪駅前第1ビル11階
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-4270 平成21年08月27日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田2-4-24

（仮称）花京院一丁目第一地区第一種市街地再開発事業　施設建築物
街区1（西ブロック）

花京院一丁目第一地区市街地
再開発組合  日本ERI(株) NNNB-4233 平成21年08月21日

（仮称）三洋電機株式会社加西事業所　Ｃ棟 三洋電機株式会社  日本ERI(株) MNNN-4260 平成21年08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

日本銀行釧路支店 日本銀行  日本ERI(株) MNNN-4250 平成21年08月19日

（仮）祐天寺　本堂　保存補強免震改修計画 宗教法人　祐天寺  日本ERI(株) MNNN-4132 平成21年08月19日

南海ターミナルビル
株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波5-1-

5
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-4254 平成21年08月14日

南海都市創造株式会社 大阪府大阪市中央区難波5-1-
60

臨海副都心青海地区北側Ｒ区画プロジェクト 青海開発特定目的会社  (一財)日本建築センター HNNB-4234 平成21年08月14日

（仮称）北２条西４丁目計画
郵便局株式会社 東京都千代田区霞が関1丁目3

番2号
(一財)日本建築センター HFNB-4073 平成21年08月14日

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号

（仮称）ユニカ新宿ビル 株式会社ユニカ  (一財)日本建築センター NNNB-4253 平成21年08月13日

戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業　共同ビル棟
株式会社東急コミュニティー 東京都世田谷区用賀4-10-1

(一財)日本建築センター NNNB-4252 平成21年08月13日
東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

（仮称）八潮大野様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4360 平成21年08月12日

公立学校共済組合　東海中央病院 株式会社教育施設研究所  日本ERI(株) MNNN-4285 平成21年08月12日

(仮称)ＮＴＴ新高津ビル 西日本電信電話株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4281 平成21年08月12日

（仮称）全日空殿町計画 全日本空輸株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4280 平成21年08月12日

（仮称）はまなす複合施設 株式会社　北洋銀行  (一財)日本建築センター MNNN-4235 平成21年08月12日

横浜山下町地区B1街区施設建築物 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 MNNB-4257 平成21年08月12日

（仮称）豊洲３－１街区ビル計画 株式会社　ＩＨＩ 東京都江東区豊洲三丁目1番1
号 日本ERI(株) HNNN-4355 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

（仮称）豊洲３－１街区ビル計画 豊洲３の１特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1丁
目11番地　さくら綜合事務所内 日本ERI(株) HNNN-4355 平成21年08月12日

（仮称）本町橋ビル 清水建設株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4343 平成21年08月12日

三田小山町地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 三田小山町地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-4342 平成21年08月12日

（仮称）上野学園音楽ホール棟計画 清水建設株式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-4283 平成21年08月12日

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（３街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4265 平成21年08月12日

金沢西部図書館（仮称） 金沢市長  (一財)日本建築センター NNNB-4195 平成21年08月04日

静岡県営住宅磐田団地Ｄ棟 静岡県知事  (一財)日本建築センター NFNN-4202 平成21年08月04日

静岡県営住宅光ヶ丘団地７号棟 静岡県知事  (一財)日本建築センター NFNN-4201 平成21年08月04日

（仮称）日本橋一丁目計画
有限会社 ティタワー　 東京都千代田区神田神保町一

丁目11番地
(一財)日本建築センター HNNB-4174 平成21年08月04日

三井不動産 株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号

参議院新議員会館 ＨＯＣ議員会館ＰＦＩ株式会
社  (一財)日本建築センター HNNB-4120 平成21年08月04日

（仮称）芝公園プロジェクト 株式会社サクセス・プロ  日本ERI(株) HFNN-4176 平成21年08月04日

（仮称）みなとみらい21中央地区42街区開発計画 ＭＭ42開発特定目的会社  (一財)日本建築センター HFNB-4220 平成21年08月04日

土佐堀ダイビル（仮称） ダイビル株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-4219 平成21年08月04日

横浜ベイサイドマリーナ２期地区（仮称）マリーナクラブリゾートホ
テル

有限会社
横浜ベイサイドリゾート  日本ERI(株) MNNN-4231 平成21年07月30日

（仮称）八丁堀オフィスビル 大成建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-4277 平成21年07月30日

（仮称）本郷５丁目計画 野村不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-4276 平成21年07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

（仮称）麹町二丁目ビル 株式会社　大林組  日本ERI(株) HNNN-4230 平成21年07月30日

（仮称）プロロジスパーク大阪Ⅲ プロロジス大阪３有限会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4227 平成21年07月30日

福岡赤十字病院 福岡赤十字病院  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4266 平成21年07月28日

三重県伊勢庁舎 三重県  日本ERI(株) MNNN-4237 平成21年07月28日

シャリエ三島本町 東レ建設株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4232 平成21年07月28日

（仮称）新端橋マンション

三菱地所株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅3-
28-12

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-4191 平成21年07月28日野村不動産株式会社 愛知県名古屋市中区錦2-19-6

トヨタホーム株式会社 愛知県名古屋市東区泉1-23-2
2

（仮称）安堂寺２丁目プロジェクト 積和不動産関西株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4269 平成21年07月28日

東桜町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 福山駅前開発株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4268 平成21年07月28日

（仮称）阪神御影駅前住宅棟

近鉄不動産株式会社 大阪市中央区難波2丁目2番3
号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4267 平成21年07月28日
阪神電気鉄道株式会社 大阪市福島区海老江1丁目1番

24号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1
号

住友商事株式会社他３社 大阪市中央区北浜4丁目5番33
号

（仮称）池之端２丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-4264 平成21年07月28日

（仮称）小手指Ｄ計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  日本ERI(株) HNNN-4236 平成21年07月28日

平河町二丁目東部南地区第一種市街地再開発事業ビル 平河町二丁目東部南地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HFNF-4255 平成21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

香美市新庁舎 高知県香美市  (一財)日本建築センター MNNN-4210 平成21年07月21日

高槻市消防本部庁舎 高槻市  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4184 平成21年07月21日

（仮称）市谷プロジェクト
廣瀬不動産株式会社 東京都中央区日本橋三丁目1

番17号
(株)都市居住評価センター MNNN-4183 平成21年07月21日

宗教法人　救世軍 東京都千代田区神田神保町二
丁目17番

川崎幸病院　新築計画 医療法人財団　石心会  日本ERI(株) MNNN-4182 平成21年07月21日

鶴岡市消防本部・本署庁舎 鶴岡市  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4169 平成21年07月21日

（仮称）青木様玉川４丁目ビル スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4168 平成21年07月21日

ファミール東灘魚崎館免震化工事計画 ファミール東灘魚崎館
管理組合  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4151 平成21年07月21日

（仮称）天神橋一丁目集合住宅
ＭＩＤ都市開発株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-

4
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4258 平成21年07月21日

パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1-1-
4

（仮称）浜離宮インターシティ 興和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4209 平成21年07月21日

（仮称）グランドメゾン百道浜Ⅱ期 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部  (株)都市居住評価センター HNNN-4203 平成21年07月21日

愛知県農林会館新ビル 社団法人　愛知県農林会館  日本ERI(株) HNNN-4198 平成21年07月21日

県営住宅東部団地Ｐ・Ｑ棟 静岡県知事  (一財)日本建築センター NFNN-4167 平成21年07月17日

県営住宅佐鳴湖団地２１号棟 静岡県知事  (一財)日本建築センター NFNN-4166 平成21年07月17日

新日本製鐵君津製鐵所管理センター 新日本製鐵株式会社  日本ERI(株) MNNB-4194 平成21年07月17日

日本赤十字社医療センター 日本赤十字社  (一財)日本建築センター MFNN-4173 平成21年07月17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

新宿三丁目イーストビル 新宿三丁目イーストビル管理
運営会  (一財)日本建築センター HNNB-4165 平成21年07月17日

（仮称）南青山Ｗ．ＨＯＵＳＥプロジェクト 三菱地所株式会社  日本ERI(株) MNNN-4229 平成21年07月15日

（仮称）西新宿Ⅱビル 野村不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-4228 平成21年07月15日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ｅ棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4164 平成21年07月15日

（仮称）うぐいす住宅建替計画　Ｃ棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4163 平成21年07月15日

鳥羽警察署庁舎棟 三重県  (一財)日本建築センター MNNN-4139 平成21年07月15日

学校法人片柳学園　蒲田キャンパス再整備計画 学校法人片柳学園  日本ERI(株) HNNN-4249 平成21年07月15日

（仮称）那覇新都心地区（おもろまち一丁目）オフィス・ホテル・商
業棟

大和ハウス工業株式会社
沖縄支店  日本ERI(株) HNNN-4248 平成21年07月15日

（仮称）茶屋町東地区再開発ビル商業住宅棟 茶屋町東地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4226 平成21年07月15日

（仮称）JR久宝寺駅前商業住宅複合タワー
関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6-2-

27
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4225 平成21年07月15日

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）若草町地区市街地再開発事業北街区タワー住宅棟 広島若草都市開発合同会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4224 平成21年07月15日

（仮称）神戸・旧居留地ビル ルネサンス特定目的会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4223 平成21年07月15日

オリックス西本町１丁目ビル 合同会社西本町デベロップメ
ント  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4222 平成21年07月15日

（仮称）湯島データセンタ 株式会社ＮＴＴファシリティ
ーズ  (一財)日本建築センター HNNN-4135 平成21年07月15日

（仮称）新大阪阪急ビル 阪急電鉄株式会社  (株)都市居住評価センター HNNN-4134 平成21年07月15日

武田薬品工業㈱新研究所建設計画 武田薬品工業株式会社  日本ERI(株) MNNB-4212 平成21年07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

仙台空港旅客ターミナルビル 仙台空港ビル株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-4100 平成21年07月09日

天理よろづ相談所よろこび寮 財団法人　天理よろづ相談所  (一財)日本建築センター NFNN-4159 平成21年07月09日

（仮称）有明南プロジェクト 有明南Ａ特定目的会社  (株)都市居住評価センター HNNB-4150 平成21年07月09日

（仮称）ODビル 有限会社
オーク・デベロップメント  (一財)日本建築センター HNNB-4147 平成21年07月09日

（仮称）仙台中央広瀬通ビル
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

(一財)日本建築センター HNNB-4129 平成21年07月09日
仙台中央開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1-

11　さくら綜合事務所内

（仮称）積水ハウス御堂筋本町ビル 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-4123 平成21年07月09日

（仮称）介護老人保健施設江戸川 医療法人社団　森山医会  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4217 平成21年07月06日

プロロジスパーク市川Ⅱ 市川２特定目的会社  日本ERI(株) MNNN-4211 平成21年07月06日

東五反田二丁目第２地区第一種市街地再開発事業
超高層住宅棟施設建築物

東五反田二丁目第２地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4218 平成21年07月06日

（仮称）御成門プロジェクト 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4214 平成21年07月06日

公務員宿舎東雲住宅（仮称） 東雲ＮＥＸＴ株式会社  (一財)日本建築センター HFEN-4216 平成21年07月06日

町田市庁舎（仮称） 町田市長  (一財)日本建築センター NNNB-4095 平成21年07月03日

気象庁清瀬庁舎（仮称） 国土交通省　関東地方整備局  (一財)日本建築センター MNNN-4207 平成21年07月02日

長谷川香料㈱総合研究棟 長谷川香料株式会社  日本ERI(株) MNNN-4205 平成21年07月02日

ひぐらしの里北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 ひぐらしの里北地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4208 平成21年07月02日

（仮称）芝浦4丁目計画 オリックス不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-4206 平成21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

中日新聞社品川開発計画 株式会社中日新聞社  (株)都市居住評価センター HNNN-4204 平成21年07月02日

（仮称）篠田様プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4149 平成21年06月29日

三井ホーム免震住宅システムM-400 三井ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4146 平成21年06月29日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区Ｃ棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-4157 平成21年06月29日

（仮称）Ｄプロジェクト高島平　物流センター 大和ハウス工業株式会社
東京支社  日本ERI(株) MNNN-4197 平成21年06月24日

阿佐ヶ谷駅南口共同ビル
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

6番1号
(一財)日本建築センター MNNN-4121 平成21年06月24日

財団法人首都圏不燃建築公社 東京都港区新橋四丁目6番15
号

川崎市立井田病院 川崎市  日本ERI(株) MNNN-4119 平成21年06月24日

八千代銀行本店 株式会社八千代銀行  (一財)日本建築センター MNNN-4117 平成21年06月24日

掛川宿泊体験館
H.R.D.SINGAPORE PTE LTD

80 RAFFLES PLACE #20-03
UOB PLAZA 1 SINGAPORE
048624 (一財)日本建築センター MNNN-4116 平成21年06月24日

株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10番1
0号

（仮称）神戸市立医療センター中央市民病院
株式会社
神戸メディカルケアパートナー
ズ

 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4112 平成21年06月24日

（仮称）南大井３丁目共同住宅 ナイス株式会社  日本ERI(株) MNNN-4107 平成21年06月24日

神戸市危機管理センター 神戸市危機管理室  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4106 平成21年06月24日

（仮称）うぐいす住宅建替計画Ｆ棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-4060 平成21年06月24日

（仮称）うぐいす住宅建替計画Ａ棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-4059 平成21年06月24日

旧大和田小学校跡地施設（仮称） 渋谷区役所  (一財)日本建築センター HNNN-4200 平成21年06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

八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 八王子駅南口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4199 平成21年06月24日

（仮称）神戸市中央区海岸通マンション計画

大和システム株式会社不動産
事業本部

大阪府大阪市中央区道修町3-
6-1

日本ERI(株) HNNN-4196 平成21年06月24日
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

（仮称）寝屋川市香里南之町PJ

MID都市開発株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-
4

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4192 平成21年06月24日東京建物株式会社　関西支店 大阪府大阪市中央区北浜3-7-
12

東急不動産株式会社 大阪府大阪市中央区南船場4-
4-3

（仮称）神戸ハーバーランドマンション

三菱倉庫株式会社　神戸支店 兵庫県神戸市中央区東川崎町
1-7-4

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4105 平成21年06月24日近畿菱重興産株式会社 兵庫県神戸市兵庫区笠松通9-
2-19

三菱地所株式会社　大阪支店 大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30

蕨駅西口地区7番街区第一種市街地再開発事業施設建築物 蕨駅西口地区7番街区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4101 平成21年06月24日

（仮称）元赤坂Ｋプロジェクト 鹿島建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-4099 平成21年06月24日

名古屋三井ビルディング別館 三井不動産株式会社中部支店  (一財)日本建築センター HNNN-4098 平成21年06月24日

（仮称）衆議院新議員会館　南棟 ＨＯＲ会館ＰＦＩ株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-4089 平成21年06月24日

（仮称）衆議院新議員会館　北棟 ＨＯＲ会館ＰＦＩ株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-4088 平成21年06月24日

（仮称）室町東地区開発計画（２－２街区） 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-4082 平成21年06月24日

（仮称）目黒雅叙園増築計画新オフィス棟 株式会社雅秀エンタープライ
ズ  (一財)日本建築センター HFNB-4128 平成21年06月24日

（仮称）汐留浜離宮計画 汐留浜離宮特定目的会社  (一財)日本建築センター HFNB-4072 平成21年06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

（仮称）大崎西テクノロジーセンター ソニー株式会社  (株)都市居住評価センター HFNB-4033 平成21年06月24日

（仮称）薬院一丁目開発計画 薬院ホールディングス特定目
的会社  (一財)日本建築センター NNNB-3823 平成21年06月18日

日土地御徒町ビル 日本土地建物株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-4003 平成21年06月18日

（仮称）札幌第二太平ビル 雄建工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-4110 平成21年06月18日

セントラル旭店 株式会社　北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-4108 平成21年06月18日

熊本大学医学部附属病院病棟 国立大学法人　熊本大学  (一財)日本建築センター MNNN-4185 平成21年06月16日

（仮称）大阪中崎町計画 大同生命保険株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4160 平成21年06月16日

セキスイハウスＢ免震住宅 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4085 平成21年06月16日

セキスイハウス シャーウッドS-MJ免震住宅 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4084 平成21年06月16日

高崎市医療保険センター（仮称）・新図書館 群馬県高崎市  日本ERI(株) MNNB-3987 平成21年06月16日

（仮称）福島区福島４丁目マンション 藤和不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4187 平成21年06月16日

（仮称）有明TT計画
東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上1-1-2

(一財)日本建築センター HNNN-4186 平成21年06月16日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

（仮称）南砂２丁目計画 三菱商事株式会社  日本ERI(株) HNNN-4175 平成21年06月16日

㈱日立製作所（仮称）新エレベーター研究塔 株式会社日立製作所
水戸事業所  (一財)日本建築センター HNNN-4170 平成21年06月16日

（仮称）豊洲三丁目８－４街区計画 住友不動産株式会社都市開発
事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-4162 平成21年06月16日

（仮称）ライオンズ榴岡公園 株式会社大京　東北支店  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-4158 平成21年06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）

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

（仮称）丸の内１－４計画

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1

(一財)日本建築センター HNNB-3892 平成21年06月16日
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-5

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-
33

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

静岡銀行藤枝駅支店 株式会社静岡銀行  (一財)日本建築センター MNNN-4154 平成21年06月12日

（仮称）Ｆ２免震重要棟 東京電力株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4152 平成21年06月12日

独立行政法人国立病院機構　高崎病院 独立行政法人国立病院機構
高崎病院  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4148 平成21年06月12日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区Ｂ棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-4156 平成21年06月12日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区Ａ棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-4155 平成21年06月12日

（仮称）文京区小石川１丁目計画 オリックス不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4138 平成21年06月12日

（仮称）住友赤羽岩淵町 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-4137 平成21年06月12日

（仮称）江東区白河4丁目プロジェクト

ＪＦＥ都市開発株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町三
丁目6番3号

(一財)日本建築センター HNNN-4136 平成21年06月12日エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4丁目1
4番1号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

上目黒一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 上目黒一丁目地区再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-4122 平成21年06月12日

ＪＲ東海社員研修センター（仮称） 東海旅客鉄道株式会社  (株)都市居住評価センター MNNN-4077 平成21年06月09日

（仮称）芝大門ビル 野村不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-4131 平成21年06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

関西大学　高槻新キャンパス（仮称） 学校法人関西大学  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4127 平成21年06月05日

（仮称）プラウドタワー覚王山計画 野村不動産株式会社
名古屋支店  ビューローベリタスジャパン(

株) HNNN-4133 平成21年06月05日

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（３街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4126 平成21年06月05日

新神戸駅前タワー

関電不動産株式会社 大阪市北区中之島6丁目2番27
号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4125 平成21年06月05日住金興産株式会社 大阪市中央区瓦町四丁目2番1
4号

神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜町2丁目10
番26号

（仮称）堂島1丁目プロジェクト・ホテル棟 石橋物産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4124 平成21年06月05日

旭化成・ＤＸＮ 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター NNNN-4093 平成21年05月29日

市道石江１号線交通連携推進（新青森駅西口立体駐車場）整備計画 ＪＦＥシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-4051 平成21年05月29日

（仮称)千里中央サウスタワー

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1
号

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-4118 平成21年05月29日阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪
急ビルディング内

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

（仮称）岩楯様邸 スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4114 平成21年05月29日

（仮称）山田様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4113 平成21年05月29日

（仮称）西新宿Ⅱビル 野村不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-4086 平成21年05月29日

（仮称）全日空殿町計画 全日本空輸株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4081 平成21年05月29日

三井倉庫株式会社（仮称）茨木レコードセンター 三井倉庫株式会社　関西支社
大阪支店  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4080 平成21年05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

（仮称）杉並区高井戸計画E棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-4109 平成21年05月29日

表参道ヒルズ 表参道ヒルズ管理組合
管理者森ﾋﾞﾙ株式会社  (一財)日本建築センター MFNB-4065 平成21年05月29日

（仮称）リステージ辻堂駅前マンション計画 リスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4115 平成21年05月29日

（仮称）グランスイート千種 株式会社　奥村組　東京支店  日本ERI(株) HNNN-4111 平成21年05月29日

（仮称）阪神御影駅前住宅棟

近鉄不動産株式会社 大阪市中央区難波2丁目2番3
号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-4104 平成21年05月29日
阪神電気鉄道株式会社 大阪市福島区海老江1丁目1番

24号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1
号

住友商事株式会社他３社 大阪市中央区北浜4丁目5番33
号

（仮称）神戸・旧居留地ビル ルネサンス特定目的会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4103 平成21年05月29日

（仮称）堂島タワー 太平不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4102 平成21年05月29日

（仮称）辰巳一丁目計画
日本土地建物販売株式会社 東京都千代田区霞が関1丁目4

番1号
(株)東京建築検査機構 HNNN-4096 平成21年05月29日

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1丁目9番
9号

宇都宮馬場通り西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 宇都宮馬場通り西地区市街地
再開発組合  (株)都市居住評価センター HNNN-4092 平成21年05月29日

（仮称）勝どき一丁目地区プロジェクト かちどきＧＲＯＷＴＨ
ＴＯＷＮ株式会社  日本ERI(株) HNNN-4087 平成21年05月29日

横浜三井ビルディング 三井不動産株式会社  (株)都市居住評価センター HNNN-4049 平成21年05月29日

仮）アーバン茶屋町プロジェクト 有限会社武蔵野プロパティー
ズ  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-4061 平成21年05月29日

（仮称）丸の内一丁目計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-4056 平成21年05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

豊洲三丁目3-3街区計画 第一生命保険相互会社  (株)東京建築検査機構 HFNB-4094 平成21年05月29日

土佐堀ダイビル（仮称） ダイビル株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-4004 平成21年05月29日

東北大学（病院）外来診療棟等 国立大学法人東北大学  日本ERI(株) HNNN-3998 平成21年05月26日

ニッセイ札幌プロジェクト 日本生命保険相互会社  日本ERI(株) HNNB-3988 平成21年05月26日

公務員宿舎東雲住宅（仮称） 東雲ＮＥＸＴ株式会社  (一財)日本建築センター HFEN-4057 平成21年05月26日

（仮称）講談社目白台ビルＡ棟 株式会社　講談社  日本ERI(株) MNNN-4097 平成21年05月15日

ジオ彩都Premium Terrace建設工事計画 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4079 平成21年05月15日

中央合同庁舎第1号館北別館（耐震改修） 国土交通省大臣官房官庁営繕
部  (一財)日本建築センター MNNN-4076 平成21年05月15日

インテックグループ高岡ビル 株式会社インテック  (一財)日本建築センター MNNN-4075 平成21年05月15日

板橋トラックターミナル　新１号棟 日本自動車ターミナル株式会
社  日本ERI(株) MNNN-4071 平成21年05月15日

（仮称）ジャパンゴアテックス㈱　津工場 ジャパンゴアテックス株式会
社  日本ERI(株) MNNN-4069 平成21年05月15日

品川区総合庁舎 品川区  日本ERI(株) MNNN-4067 平成21年05月15日

図書印刷株式会社（仮称）本社新社屋 図書印刷株式会社  日本ERI(株) MNNN-4066 平成21年05月15日

（仮称）パークハウス一番町 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4064 平成21年05月15日

（仮称）浜岡事務本館免震棟 中部電力株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4063 平成21年05月15日

（仮称）足立区梅田八丁目マンション計画 東武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4058 平成21年05月15日

株式会社潤工社ＫＯＣ第２期 株式会社潤工社  日本ERI(株) MNNN-3960 平成21年05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

三井記念病院建替計画 社会福祉法人　三井記念病院  (一財)日本建築センター HNNN-4091 平成21年05月15日

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（３街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4078 平成21年05月15日

（仮称）麹町四丁目計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-4074 平成21年05月15日

（仮称）豊洲３－１街区ビル計画
株式会社　ＩＨＩ 東京都江東区豊洲三丁目1番1

号
日本ERI(株) HNNN-4068 平成21年05月15日

豊洲３の１特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1丁
目11番地　さくら綜合事務所内

南海ターミナルビル
株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波5-1-

5
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-3901 平成21年05月15日

南海都市創造株式会社 大阪府大阪市中央区難波5-1-
60

（仮称）アデニウム熱海シーサイドタワー 株式会社ジョイント・コーポ
レーション  日本ERI(株) HFNN-3986 平成21年05月15日

長岡造形大学第３アトリエ棟 学校法人長岡造形大学  (一財)日本建築センター MNNN-4047 平成21年05月14日

（仮称）下目黒３丁目計画 株式会社リビング・クリエー
ターズ  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4028 平成21年05月14日

シャリエ三島本町 東レ建設株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4027 平成21年05月14日

（仮称）神田小川町一丁目共同ビル（共同住宅棟） セコムホームライフ株式会社  日本ERI(株) MNNN-4021 平成21年05月14日

（仮称）浦和常盤プロジェクト（東街区） 東京建物株式会社  (株)都市居住評価センター MNNN-4002 平成21年05月14日

（仮称）足立区梅田八丁目マンション計画Ｂ棟 東武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-4001 平成21年05月14日

（仮称）帝塚山中分譲マンション エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-4000 平成21年05月14日

日本赤十字社埼玉県支部社屋 日本赤十字社埼玉県支部  日本ERI(株) MNNN-3999 平成21年05月14日

（仮称）宝塚南口サンビオラ３番館建替計画 株式会社サンボックス 兵庫県宝塚市安倉中2丁目13
番2号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4048 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）

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

（仮称）宝塚南口サンビオラ３番館建替計画 ＭＩＤ都市開発株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1丁
目4番4号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-4048 平成21年05月14日

パレスホテル建替計画 株式会社パレスホテル  (一財)日本建築センター HNNN-4045 平成21年05月14日

（仮称)千里中央サウスタワー

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1
号

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-4053 平成21年05月07日阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪
急ビルディング内

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

（仮称）虎ノ門一丁目計画

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

(株)都市居住評価センター MNNN-4050 平成21年05月07日
安田不動産株式会社 東京都千代田区神田錦町二丁

目11番地

昭栄株式会社 東京都千代田区神田錦町一丁
目2番地1

ヒューリック株式会社他３社 東京都中央区日本橋二丁目5
番13号

（仮称）麹町４丁目ビル計画 三菱地所株式会社  (株)都市居住評価センター MNNN-3996 平成21年05月07日

（仮称）ヒューリック麹町ビル計画 ヒューリック株式会社  ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-3994 平成21年05月07日

（仮称）Ｆ１免震重要棟 東京電力株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3980 平成21年05月07日

浜松市医師会館 社団法人浜松市医師会  日本ERI(株) MNNN-3961 平成21年05月07日

静岡銀行藤枝駅支店 株式会社静岡銀行  (一財)日本建築センター MNNN-3957 平成21年05月07日

(仮称)箱根小涌谷＿修古館新築計画 岡田　和生  日本ERI(株) MNNN-3952 平成21年05月07日

（仮称）中野様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3940 平成21年05月07日

セキスイハウスB（制震） 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3919 平成21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

（仮称）赤坂さくら坂計画 赤坂一丁目有限会社  (一財)日本建築センター HNNN-4062 平成21年05月07日

（仮称）大宮下町３丁目マンション計画住宅棟

小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台1-47-1

(一財)日本建築センター HNNN-4055 平成21年05月07日
鹿島建設株式会社 東京都港区赤坂6-5-11

近鉄不動産株式会社首都圏事
業本部 東京都中央区八重洲2-7-2

株式会社コスモスイニシア北
関東支社他３社

埼玉県さいたま市大宮区宮町
1-114-1

板橋三丁目地区防災街区整備事業防災施設建築物 板橋三丁目地区防災街区整備
事業組合  (一財)日本建築センター HNNN-4054 平成21年05月07日

鶴見駅東口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 株式会社竹中工務店東京本店  (株)都市居住評価センター HNNN-4052 平成21年05月07日

（仮称）与野上落合住宅建替計画 住友不動産株式会社
マンション事業本部  (株)都市居住評価センター HNNN-3995 平成21年05月07日

京成曳舟駅前東第二南地区第一種市街地再開発事業 京成曳舟駅前東第二南地区市
街地再開発組合  日本ERI(株) HNNN-3985 平成21年05月07日

（仮称）南池袋一丁目開発計画

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

日本ERI(株) HNNN-3958 平成21年05月07日セコムホームライフ株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目1
9番12号

株式会社新日本建物 東京都千代田区霞が関3-2-1

（仮称）中幸町３丁目再開発計画 オリックス不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-3951 平成21年05月07日

（仮称）大阪富国生命ビル 富国生命保険相互会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-3993 平成21年05月07日

（仮称）植村様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4032 平成21年04月24日

（仮称）上祖師谷１丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4031 平成21年04月24日

（仮称）吉善北栄プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4030 平成21年04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

（仮称）樋口様大船2丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-4029 平成21年04月24日

石福金属興業草加工場再構築（Ⅰ期）新Ａ棟 石福金属興業株式会社  日本ERI(株) MNNN-4020 平成21年04月24日

（仮称）新端橋マンション

三菱地所株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅3-
28-12

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-3953 平成21年04月24日野村不動産株式会社 愛知県名古屋市中区錦2-19-6

トヨタホーム株式会社 愛知県名古屋市東区泉1-23-2
2

阿佐ヶ谷プロジェクト 株式会社構造計画研究所  (一財)日本建築センター MNNN-3923 平成21年04月24日

（仮称）八潮大野様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3918 平成21年04月24日

(仮称)静鉄分譲マンション鷹匠二丁目計画 静岡鉄道株式会社  日本ERI(株) MNNN-3915 平成21年04月24日

（仮称）新東京療院 宗教法人東方之光  (株)都市居住評価センター MNNN-3910 平成21年04月24日

ライオンズタワー相模原ステーショングランデ計画 株式会社大京
首都圏第３ブロック  日本ERI(株) HNNN-4026 平成21年04月24日

（仮称）池之端２丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-4023 平成21年04月24日

（仮称）上野学園音楽ホール棟計画 清水建設株式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-4022 平成21年04月24日

（仮称）神戸市中央区加納町計画
和田興産株式会社 神戸市中央区栄町通四丁目2

番13号
日本ERI(株) HNNN-4019 平成21年04月24日

アーバンライフ株式会社 芦屋市業平町8番14-105号

（仮称）赤坂２丁目３計画 合同会社ジョイントアーク10  (株)都市居住評価センター HNNN-3911 平成21年04月24日

武蔵小杉Ｆ１地区分譲マンション 東京建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3907 平成21年04月24日

（仮称）有明TT計画 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上1-1-2 (一財)日本建築センター HNNN-3906 平成21年04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

（仮称）有明TT計画 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9 (一財)日本建築センター HNNN-3906 平成21年04月24日

（仮称）日本橋野村ビル 野村不動産株式会社  (株)都市居住評価センター HNNN-3903 平成21年04月24日

西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿八丁目成子地区市街地
再開発組合  (株)都市居住評価センター HNNB-3912 平成21年04月24日

（仮称）麹町一丁目計画

エスエフ麹町一丁目開発特定
目的会社

東京都新宿区西新宿一丁目23
番3番

(株)都市居住評価センター HNNB-3870 平成21年04月24日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）業平橋押上地区開発計画（新タワー計画）

東武タワースカイツリー株式
会社 東京都墨田区押上1-1-2

(一財)日本建築センター HFNN-3913 平成21年04月24日
東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上1-1-2

新日本製鐵君津製鐵所管理センター 新日本製鐵株式会社  日本ERI(株) MNNF-3725 平成21年04月17日

（仮称）渋谷東1丁目計画 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3941 平成21年04月10日

安曇野赤十字病院 日本赤十字社　長野県支部  (株)都市居住評価センター MNNN-3997 平成21年04月09日

（仮称）彩都センター 日本生命保険相互会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3991 平成21年04月09日

（仮称）小泉様箕輪町3丁目計画 スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3989 平成21年04月09日

(仮称)国際医療福祉大学三田病院 学校法人国際医療福祉大学  日本ERI(株) MNNN-3984 平成21年04月09日

（仮称）南青山W.HOUSEプロジェクト 三菱地所株式会社  日本ERI(株) MNNN-3983 平成21年04月09日

（仮称）アデニウム天神橋筋6丁目 株式会社ジョイント・コーポ
レーション  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3992 平成21年04月09日

（仮称）阪神尼崎駅南地区第一種市街地再開発ビル 阪神尼崎駅南地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3990 平成21年04月09日

（仮称）武蔵野市中町1丁目計画（北棟） 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3982 平成21年04月09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

（仮称）武蔵野市中町1丁目計画（南棟） 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3981 平成21年04月09日

（仮称）青葉台三丁目計画

エスエフ目黒開発特定目的会
社 東京都新宿区西新宿1－23－3

(一財)日本建築センター HFNF-3898 平成21年04月03日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）北新宿地区再開発計画　業務棟
平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1-10

(一財)日本建築センター HFNB-3908 平成21年04月03日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）渋谷二丁目21地区開発計画
東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野3-19-6

(一財)日本建築センター HNNB-3820 平成21年03月26日
渋谷新文化街区プロジェクト
推進協議会　事業推進者 東京都渋谷区南平台町5-6

三層四段型自走式自動車車庫｛SPパーキング CVFD-3/4型｝ 株式会社　尚和  (一財)日本建築センター NFEN-3871 平成21年03月25日

四層五段型自走式自動車車庫｛ナイスパークNP-4CRSL-F型｝ 株式会社内藤ハウス  (一財)日本建築センター NFEN-3867 平成21年03月25日

横浜ダイヤビルディング 三菱倉庫株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-3909 平成21年03月25日

新阪急大井ビル（仮称） 株式会社大井開発  (一財)日本建築センター HFNN-3832 平成21年03月25日

小千谷小学校 小千谷市  日本ERI(株) MNNN-3959 平成21年03月24日

（仮称）六地蔵奈良町計画 睦備建設株式会社  日本ERI(株) MNNN-3950 平成21年03月24日

(仮称)千里中央サウスタワー

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1
号

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-3945 平成21年03月24日阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区門田町1番1
号 東阪急ビルディング内

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

刈谷豊田総合病院　中央棟 医療法人豊田会  日本ERI(株) MNNN-3900 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

(仮称)Ｔステージ安城東栄町 トヨタすまいるライフ株式会
社  日本ERI(株) MNNN-3897 平成21年03月24日

(仮称)三鷹日新ビルアネックス計画 日鉄鉱業株式会社  日本ERI(株) MNNN-3896 平成21年03月24日

（株）北陸銀行アルプスビルバックアップセンター 株式会社北陸銀行  (一財)日本建築センター MNNN-3894 平成21年03月24日

日本赤十字社医療センター 日本赤十字社  (一財)日本建築センター MFNN-3962 平成21年03月24日

（仮称）都島Ⅱ計画 東レ建設株式会社  (株)都市居住評価センター HNNN-3964 平成21年03月24日

日本赤十字社和歌山医療センター新棟 日本赤十字社和歌山医療セン
ター  (株)都市居住評価センター HNNN-3963 平成21年03月24日

（仮称）レクセルマンションみどりの計画 株式会社大京
首都圏第3ブロック  (一財)日本建築センター HNNN-3956 平成21年03月24日

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（3街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3946 平成21年03月24日

（仮称）堂島1丁目プロジェクト・ホテル棟 石橋物産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3944 平成21年03月24日

（仮称）マルイト難波ビル 株式会社丸糸商店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3943 平成21年03月24日

（仮称）茶屋町東地区再開発ビル　商業住宅棟 茶屋町東地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3942 平成21年03月24日

（仮称）霞が関三丁目計画 有限会社カスミガセキ・イン
ベストメント  (株)都市居住評価センター HNNN-3899 平成21年03月24日

(仮称)ＳＳＪ品川ビル 芝浦シヤリング株式会社  日本ERI(株) HNNN-3895 平成21年03月24日

名古屋港管理組合本庁舎等整備事業本庁舎・港湾会館 名管本庁舎PFI株式会社  (株)確認サービス MNNN-3955 平成21年03月19日

（仮称）千葉NTプロジェクト 株式会社みずほ銀行  (株)東京建築検査機構 MNNN-3920 平成21年03月19日

西部医療センター中央病院（仮称） 名古屋市  (株)確認サービス MNNN-3914 平成21年03月19日

中央合同庁舎第1号館本館（耐震改修） 国土交通省大臣官房官庁営繕
部  (一財)日本建築センター MNNN-3678 平成21年03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

和歌山工業高校　新館 和歌山県  (一財)日本建築センター MFNN-3939 平成21年03月19日

オリックス西本町１丁目ビル 合同会社西本町デベロップメ
ント  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3949 平成21年03月19日

（仮称）安堂寺2丁目プロジェクト 積和不動産関西株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3948 平成21年03月19日

（仮称）JR久宝寺駅前商業住宅複合タワー
関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6-2-

27
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3947 平成21年03月19日

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）全共連ビル建替計画 全国共済農業協同組合連合会  (一財)日本建築センター HNNN-3922 平成21年03月19日

（仮称）千葉工業大学津田沼校舎新2号棟 学校法人千葉工業大学  (株)東京建築検査機構 HNNN-3921 平成21年03月19日

三田小山町地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 三田小山町地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-3917 平成21年03月19日

学校法人片柳学園　蒲田キャンパス再整備計画 学校法人片柳学園  日本ERI(株) HNNN-3916 平成21年03月19日

(仮称)野村不動産仙台青葉通ビル 野村不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-3877 平成21年03月16日

武田薬品工業㈱新研究所建設計画 武田薬品工業株式会社  日本ERI(株) MNNB-3818 平成21年03月13日

（仮称）総合あんしんセンター 高知市  日本ERI(株) MNNN-3878 平成21年03月11日

（仮称）清田ビル 清田　和秋  日本ERI(株) MNNN-3869 平成21年03月11日

（仮称）キリンガーデンシティ キリンホールディングス株式
会社  (一財)日本建築センター NNNB-3816 平成21年03月09日

ＪＲ東海博物館（仮称） 東海旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-3814 平成21年03月09日

（仮称）中島駐車場（施設併用六層七段自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-3866 平成21年03月09日

Y3　PROJECT（施設併用五層六段型自走式自動車車庫） 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3863 平成21年03月09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

市役所新庁舎 刈谷市  (株)確認サービス MNNN-3904 平成21年03月09日

足利赤十字病院 日本赤十字社　栃木県支部
足利赤十字病院  (株)都市居住評価センター MNNN-3872 平成21年03月09日

（仮称）松原様東品川二丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3868 平成21年03月09日

（仮称）プレミスト稲川 大和ハウス工業株式会社
静岡支店  日本ERI(株) MNNN-3856 平成21年03月09日

新潟美咲合同庁舎２号館 国土交通省　北陸地方整備局  (一財)日本建築センター MNNN-3855 平成21年03月09日

（仮称）福島四丁目計画

安田不動産株式会社 東京都千代田区神田錦町2-11

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3905 平成21年03月09日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6-
1

東急不動産株式会社 大阪府大阪市中央区南船場4-
4-3

八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 八王子駅南口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3902 平成21年03月09日

勝どき駅前地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 株式会社大林組  (一財)日本建築センター HNNN-3893 平成21年03月09日

（仮称）武蔵小杉新駅前ビル（北）

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝2-32-1

(株)都市居住評価センター HNNN-3873 平成21年03月09日
野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2

（仮称）東区香椎浜3丁目(C-1棟) 株式会社ユニカ  日本ERI(株) HNNN-3864 平成21年03月09日

（仮称）小手指Ｅ計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  日本ERI(株) HNNN-3857 平成21年03月09日

（仮称）秋葉原計画

エスエフ秋葉原開発特定目的
会社 東京都新宿区西新宿1-23-3

(一財)日本建築センター HNNB-3815 平成21年03月09日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1
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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

（仮称）京橋二丁目16地区Ａ棟 清水建設株式会社  (株)東京建築検査機構 HFNB-3770 平成21年03月09日

福岡赤十字病院 福岡赤十字病院  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3852 平成21年03月03日

気象庁清瀬庁舎（仮称） 国土交通省　関東地方整備局  (一財)日本建築センター MNNN-3837 平成21年03月03日

（仮称）西浅草三丁目計画
株式会社モリモト 東京都渋谷区恵比寿南3-7-4

(一財)ベターリビング HNNN-3854 平成21年03月03日
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

西小倉駅前第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西小倉駅前第一地区市街地再
開発組合  日本ERI(株) HNNN-3847 平成21年03月03日

（仮称）六本木三丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 六本木三丁目地区市街地再開
発組合  (株)都市居住評価センター HNNN-3846 平成21年03月03日

（仮称）北堀江４丁目集合住宅 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3845 平成21年03月03日

（仮称）プラウドタワー覚王山計画 野村不動産株式会社
名古屋支店  ビューローベリタスジャパン(

株) HNNN-3844 平成21年03月03日

（仮称）リコーテクノロジーセンター新棟 株式会社リコー  (株)東京建築検査機構 HNNB-3865 平成21年03月03日

（仮称）関口様高田駅前プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3835 平成21年03月02日

（仮称）篠田様プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3834 平成21年03月02日

ＪＡ尾道総合病院 広島県厚生農業協同組合連合
会  日本ERI(株) MNNN-3833 平成21年03月02日

東麻布3丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  日本ERI(株) MNNN-3829 平成21年03月02日

大塚製薬　徳島第十研究所 大塚製薬株式会社  日本ERI(株) MNNN-3827 平成21年03月02日

牧志・安里地区第一種市街地再開発事業　南敷地　施設建築物 牧志・安里地区市街地再開発
組合  日本ERI(株) HNNN-3876 平成21年03月02日

（仮称）ヨコハマポートサイドC-3街区開発計画 横浜市住宅供給公社  (一財)日本建築センター HNNN-3875 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

西新宿六丁目西第6地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿六丁目西第6地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3874 平成21年03月02日

(仮称)汐留プロジェクト 東洋海事工業株式会社  日本ERI(株) HNNN-3828 平成21年03月02日

創価学会SGI世界文化センター 創価学会  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3853 平成21年02月27日

（仮称）木材会館 東京木材問屋協同組合  (一財)日本建築センター NFNN-3757 平成21年02月26日

四層五段型自走式自動車車庫　KITAGAWA PARKING5（H-
PQ450E型） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-3813 平成21年02月26日

（仮称）オータ館林店（施設併用四層五段型自走式自動車車庫） 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3793 平成21年02月26日

京セラミタ株式会社R＆Dセンター 京セラミタ株式会社  日本ERI(株) HNNN-3858 平成21年02月26日

（仮称）東上野4丁目計画
伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂2-9-11

(株)都市居住評価センター HNNB-3812 平成21年02月26日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-

1100　大阪駅前第1ビル11階
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-3771 平成21年02月26日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田2-4-24

（仮称）積水ハウス御堂筋本町ビル 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-3726 平成21年02月26日

（仮称）仙台共同ビル
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5

(一財)日本建築センター HFNF-3782 平成21年02月26日
仙台一番町開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1-

11

（仮称）FXプロジェクト 富士ゼロックス株式会社  (株)東京建築検査機構 HFNB-3732 平成21年02月26日

公務員宿舎東雲住宅（仮称） 東雲NEXT株式会社  (一財)日本建築センター HFEN-3738 平成21年02月26日

ジオ彩都Premium Terrace建設工事計画 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3862 平成21年02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

京都駅ターミナル整備計画 近畿日本鉄道株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3861 平成21年02月23日

九州労災病院 独立行政法人労働者健康福祉
機構  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3860 平成21年02月23日

（仮称）南青山W.HOUSEプロジェクト 三菱地所株式会社  日本ERI(株) MNNN-3859 平成21年02月23日

ローランド㈱スタジオ ローランド株式会社  ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-3817 平成21年02月23日

みさと健和病院 医療法人財団健和会  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3811 平成21年02月23日

(仮称)ＮＴＴ新高津ビル 西日本電信電話株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3801 平成21年02月23日

(仮称)深沢マンション 深沢　明子  日本ERI(株) MNNN-3800 平成21年02月23日

（仮称）御殿山Ｃブロック 積水ハウス株式会社  ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-3797 平成21年02月23日

(仮称)ＮＥＣ広島西風新都システムセンターⅡ期棟 日本電気株式会社  日本ERI(株) MNNN-3785 平成21年02月23日

（仮称）全日空殿町計画 全日本空輸株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3784 平成21年02月23日

三重県伊勢庁舎 三重県  日本ERI(株) MNNN-3849 平成21年02月17日

（仮称）栄4丁目事務所ビル 株式会社ウッドフレンズ  日本ERI(株) MNNN-3848 平成21年02月17日

（仮称）講談社目白台ビルＡ棟 株式会社講談社  日本ERI(株) MNNN-3777 平成21年02月17日

いの町立国民健康保険　仁淀病院 いの町  (一財)日本建築センター MNNN-3776 平成21年02月17日

旭化成・DXN 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3769 平成21年02月17日

（仮称）石神井台３丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3764 平成21年02月17日

（仮称）大里本町駅前タウンセンターゾーンタワー棟計画 みくに産業株式会社  日本ERI(株) HNNN-3850 平成21年02月17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

（仮称）浦和常磐プロジェクト（西街区） 東京建物株式会社  (株)都市居住評価センター MNNN-3749 平成21年02月16日

熊本駅前東Ａ地区第二種市街地再開発事業施設建築物 戸田建設株式会社一級建築事
務所  日本ERI(株) HNNN-3746 平成21年02月16日

（仮称）日産自動車株式会社　本社屋 日産自動車株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-3711 平成21年02月16日

（仮称）新宿三丁目共同ビル
喜多　崇介 東京都新宿区新宿3-30-13

(一財)日本建築センター NNNB-3641 平成21年02月13日
株式会社丸井 東京都中野区中野4-3-2

（仮称）ランドビジネス横浜ポートサイド計画 株式会社ランドビジネス  (一財)日本建築センター NFNN-3703 平成21年02月13日

三層四段型自走式自動車車庫｛ＡＷ－34Ｒ｝ アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3756 平成21年02月13日

四層五段型自走式自動車車庫｛ＡＷ－45Ｒ｝ アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3755 平成21年02月13日

三層四段型自走式自動車車庫｛SPパーキング CRFD-3/4型｝ 株式会社　尚和  (一財)日本建築センター NFEN-3748 平成21年02月13日

三層四段型自走式自動車車庫｛SPパーキング CCV-3/4-25型｝ 株式会社　尚和  (一財)日本建築センター NFEN-3747 平成21年02月13日

五層六段型自走式自動車車庫｛メタルパークSF-R型｝ ＪＦＥシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3704 平成21年02月13日

四層五段型自走式自動車車庫｛プロパークSIV-V型｝ パーキングプロ株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3685 平成21年02月13日

丸の内2-1地区（丸の内SF計画） 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-3670 平成21年02月13日

日立神田ビル 中央商事株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3836 平成21年02月12日

（仮称）アルバックス蒲郡ステーションタワー アイシン開発株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3831 平成21年02月12日

名古屋港湾合同庁舎別館 国土交通省　中部地方整備局  (株)確認サービス MNNN-3830 平成21年02月12日

島根大学医学部附属病院病棟 国立大学法人島根大学  日本ERI(株) MNNN-3763 平成21年02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

（仮称）Ｆ２免震重要棟 東京電力株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3752 平成21年02月12日

クラヤ三星堂南大阪ALC（仮称） 株式会社クラヤ三星堂  (株)都市居住評価センター MNNN-3750 平成21年02月12日

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（3街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3762 平成21年02月12日

（仮称）新宿六丁目Ｓ街区計画 新宿六丁目Ｓ街区開発特定目
的会社  (株)都市居住評価センター HNNN-3751 平成21年02月12日

（仮称）ももち浜計画（病院施設） 医療法人社団 高邦会  日本ERI(株) MNNN-3826 平成21年02月10日

（仮称）御殿山プロジェクトＡブロック 積水ハウス株式会社  日本ERI(株) MNNN-3745 平成21年02月10日

相模原キャンパス一般教育部新棟 学校法人北里研究所  日本ERI(株) MNNN-3744 平成21年02月10日

（仮称）国領町５丁目杉崎様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3737 平成21年02月10日

（仮称）上祖師谷１丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3736 平成21年02月10日

守口市本町2丁目共同住宅
三洋ホームズ株式会社 大阪府大阪市中央区南船場3-

12-12
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3825 平成21年02月10日

近藤エステート株式会社 大阪府大阪市中央区道修町2-
6-7

（仮称）本郷５丁目計画 野村不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-3743 平成21年02月10日

土佐堀ダイビル（仮称） ダイビル株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-3824 平成21年02月10日

（仮称）大阪中崎町計画 大同生命保険株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3728 平成21年02月05日

（仮称）グローベルマンション新座駅前弐番館 株式会社グローベルス  ハウスプラス確認検査(株) MNNN-3724 平成21年02月05日

(仮称)国際医療福祉大学三田病院 学校法人国際医療福祉大学  日本ERI(株) MNNN-3720 平成21年02月05日

(仮称)三菱電機㈱中津川製作所　飯田ＰＶ第２工場 三菱電機株式会社
中津川製作所  日本ERI(株) MNNN-3709 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

(仮称)ラフィーネ松本本庄
窪田建設株式会社 長野県駒ヶ根市東町9-22

日本ERI(株) MNNN-3708 平成21年02月05日
株式会社エステートギャラリ
ー 長野県松本市深志3-7-17

板橋三丁目地区防災街区整備事業防災施設建築物 板橋三丁目地区防災街区整備
事業組合  (一財)日本建築センター HNNN-3822 平成21年02月05日

後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 後楽二丁目西地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3821 平成21年02月05日

（仮称）晴海三丁目西地区A2・A3街区計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-3734 平成21年02月05日

三井記念病院建替計画 社会福祉法人三井記念病院  (一財)日本建築センター HNNN-3731 平成21年02月05日

豊橋広小路三丁目Ｂ２地区優良建築物等整備事業 アイシン開発株式会社  日本ERI(株) HNNN-3721 平成21年02月05日

新潟駅南口第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物 新潟駅南口第二地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3717 平成21年02月05日

金町六丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 金町六丁目地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-3710 平成21年02月05日

（仮称）池之端2丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-3819 平成21年02月04日

（仮称）本田技研工業株式会社さくら研究所E棟 本田技研工業株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3802 平成21年01月30日

（仮称）石神井計画 田中　隆枝  日本ERI(株) MNNN-3798 平成21年01月30日

（仮称）東静岡駅前計画 静岡鉄道株式会社  日本ERI(株) HNNN-3799 平成21年01月30日

ダイフク・コンテック歌島寮
株式会社コンテック 大阪府大阪市西淀川区姫里3-

6-31
(一財)日本建築総合試験所 NNNF-3676 平成21年01月28日

株式会社ダイフク 大阪府大阪市西淀川区御幣島
3-2-11

（仮称）菱進銀座イーストミラービル ジャパンリアルエステイト投
資法人  (株)東京建築検査機構 NFNN-3674 平成21年01月28日

(仮称)千里中央サウスタワー オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3795 平成21年01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

(仮称)千里中央サウスタワー
阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区門田町1番1

号 東阪急ビルディング内
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-3795 平成21年01月28日

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

（仮称）うぐいす住宅建替計画B棟
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築センター MFNN-3680 平成21年01月28日
うぐいす住宅管理組合 東京都渋谷区鶯谷町14-4-108

（仮称）コスモスクエアPJ（北敷地）

アーバンライフ株式会社 兵庫県芦屋市業平町8番14-10
5号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3796 平成21年01月28日
五洋建設株式会社　大阪支店 大阪府大阪市北区芝田2-6-23

株式会社アーバンコーポレイ
ション

広島県広島市中区上八丁堀4
番1号

JFE都市開発株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3

旧大和田小学校跡地施設（仮称） 渋谷区役所  (一財)日本建築センター HNNN-3792 平成21年01月28日

（仮称）梅田鶴野町ビル計画 鶴野町34開発特定目的会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3783 平成21年01月28日

小日向プロジェクトⅡ 東急不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3696 平成21年01月28日

（仮称）神戸市中央区海岸通マンション計画

大和システム株式会社
マンション事業本部大阪支店

大阪府大阪市中央区道修町3-
6-1

日本ERI(株) HNNN-3695 平成21年01月28日
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

（仮称）北新宿再開発マンション計画
平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1-10

(一財)日本建築センター HNNN-3691 平成21年01月28日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）長堀橋ビル 合同会社長堀橋開発  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3687 平成21年01月28日

阿倍野A1地区第2種市街地再開発事業A1-2棟 アイディーユー・奥村組特定
建築者共同企業体  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3686 平成21年01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

（仮）アーバン茶屋町プロジェクト 有限会社武蔵野プロパティー
ズ  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-3794 平成21年01月28日

（仮称）室町東地区開発計画（2-2街区） 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3677 平成21年01月28日

永田町二丁目計画 東京急行電鉄株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-3619 平成21年01月28日

リサイクル燃料備蓄センター（第一棟）新設工事の内事務建屋 リサイクル燃料貯蔵株式会社  日本ERI(株) MNNN-3781 平成21年01月20日

プロロジスパーク座間Ⅰ 座間1特定目的会社  日本ERI(株) MNNN-3780 平成21年01月20日

プロロジスパーク市川Ⅱ プロロジス市川2有限会社  日本ERI(株) MNNN-3779 平成21年01月20日

（仮称）平塚市明石町21番マンション計画
三菱地所株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ

らい2-2-1
(一財)日本建築センター MNNN-3775 平成21年01月20日

小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台1-47-1

関西医科大学香里病院 学校法人関西医科大学  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3772 平成21年01月20日

（仮称）新端橋マンション

三菱地所株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅3-
28-12

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-3768 平成21年01月20日野村不動産株式会社 愛知県名古屋市中区錦2-19-6

トヨタホーム株式会社 愛知県名古屋市東区泉1-23-2
2

（仮称）船橋市本町7丁目PJ スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3766 平成21年01月20日

（仮称）山田様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3765 平成21年01月20日

株式会社ディスコ茅野工場第一期 株式会社ディスコ  (一財)日本建築センター MNNN-3758 平成21年01月20日

湘南鎌倉総合病院 株式会社新都計画  日本ERI(株) MNNN-3742 平成21年01月20日

石福金属興業草加工場再構築（Ⅰ期）新A棟 石福金属興業株式会社  日本ERI(株) MNNN-3741 平成21年01月20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

（仮称）ナイス川崎南幸町 ナイス株式会社  日本ERI(株) MNNN-3740 平成21年01月20日

（仮称）橋本大山町西－2地区マンション計画（タワー棟）

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

(一財)日本建築センター HNNN-3774 平成21年01月20日メックプロパティ株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

三菱地所株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1

（仮称）千里中央ノースタワー・新千里文化センター

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2－4－1

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3773 平成21年01月20日阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1－1
東阪急ビルディング内

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1－8－11

（仮称）神戸磯上タワー 関電不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3767 平成21年01月20日

大崎駅西口中地区第一種市街地再開発事業　建築物 大崎駅西口中地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3761 平成21年01月20日

花京院一丁目第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物街区2（東ブ
ロック）

花京院一丁目第一地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3760 平成21年01月20日

（仮称）かんべ土地K-7ビル かんべ土地建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3759 平成21年01月20日

（仮称）安堂寺町計画（住宅棟） 栄泉不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-3739 平成21年01月20日

東桜町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 福山駅前開発株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3735 平成21年01月20日

新宿パークタワー 東京ガス都市開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3730 平成21年01月20日

（仮称）船橋市湊町2丁目計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3729 平成21年01月20日

千葉県警察本部新庁舎 千葉エス・アンド・エス株式
会社  (一財)日本建築センター MFNN-3705 平成21年01月09日

（仮称）芝大門ビル 野村不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-3722 平成21年01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

公立学校共済組合　東海中央病院 株式会社教育施設研究所  日本ERI(株) MNNN-3682 平成21年01月07日

南千住西口駅前地区第一種市街地再開発事業 南千住西口駅前地区市街地再
開発組合  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-3733 平成21年01月07日

（仮称）神戸・旧居留地ビル ルネサンス特定目的会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3727 平成21年01月07日

赤坂四丁目薬研坂南地区第一種市街地再開発事業 赤坂四丁目薬研坂南地区市街
地再開発組合  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-3723 平成21年01月07日

オリックス西本町１丁目ビル 合同会社西本町デベロップメ
ント  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3707 平成21年01月07日

(仮称)南砂2丁目計画 三菱商事株式会社  日本ERI(株) HNNN-3683 平成21年01月07日

（仮称）三田プロジェクト WISH特定目的会社  (一財)日本建築センター HNNN-3679 平成21年01月07日

（仮称）本町南ガーデンシティ 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3651 平成21年01月07日

ベルギー大使館建替計画　民間棟 有限会社まちづくりインベス
トメント  (一財)日本建築センター NNNF-3620 平成20年12月22日

（仮称）産経新聞社江東印刷センター 株式会社産業経済新聞社  (一財)日本建築センター NNNB-3634 平成20年12月22日

（仮称）東葛西8丁目須賀様ビル スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3668 平成20年12月22日

宇都宮馬場通り西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 宇都宮馬場通り西地区市街地
再開発組合  (株)都市居住評価センター HNNN-3719 平成20年12月22日

（仮称）都島Ⅱ計画

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝2-32-1

(株)都市居住評価センター HNNN-3718 平成20年12月22日

阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区角田町1-1
東阪急ビルディング内

三洋ホームズ株式会社 大阪府大阪市中央区南船場3-
12-12

名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6-1
名古屋ルーセントタワー8階

栄泉不動産株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-
1-1
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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

（仮称）都島Ⅱ計画 東レ建設株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-3-
3 (株)都市居住評価センター HNNN-3718 平成20年12月22日

（仮称）リステージ辻堂駅前マンション計画 リスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3715 平成20年12月22日

鶴見駅東口地区第一種市街地再開発事業 株式会社竹中工務店東京本店  (株)都市居住評価センター HNNN-3712 平成20年12月22日

（仮称）豊洲3-1街区ビル計画
株式会社IHI 東京都江東区豊洲3-1-1

日本ERI(株) HNNN-3673 平成20年12月22日
豊洲3の1特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1-

11　さくら綜合事務所内

（仮称）東区香椎浜3丁目(D棟) 株式会社ユニカ  日本ERI(株) HNNN-3672 平成20年12月22日

（仮称）辰巳一丁目計画
日本土地建物販売株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1

(株)東京建築検査機構 HNNN-3669 平成20年12月22日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

（仮称）西新宿7丁目ビル 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (株)都市居住評価センター HNNF-3627 平成20年12月22日

（仮称）衆議院新議員会館　南棟 HOR会館PFI株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3714 平成20年12月22日

（仮称）衆議院新議員会館　北棟 HOR会館PFI株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3713 平成20年12月22日

（仮称）芝浦三丁目計画B街区
日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1

(一財)日本建築センター HNNB-3605 平成20年12月22日
株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋1-13-1

神田西口再開発プロジェクト Sea Fund5号合同会社  (一財)日本建築センター HFNN-3424 平成20年12月22日

中之島ダイビル ダイビル株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-3644 平成20年12月22日

（仮称）大崎西テクノロジーセンター ソニー株式会社  (株)都市居住評価センター HFNB-3576 平成20年12月22日

（仮称）神戸市立医療センター中央市民病院 株式会社神戸メディカルケア
パートナーズ  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3706 平成20年12月18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

トヨタL型（制振） トヨタ自動車株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3665 平成20年12月18日

三井倉庫株式会社（仮称）茨木レコードセンター 三井倉庫株式会社　関西支社
大阪支店  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3649 平成20年12月18日

（仮称）川口本町4-4-東地区共同ビル 株式会社森建築設計研究室  日本ERI(株) HNNN-3694 平成20年12月18日

久留米大学病院　新病棟 学校法人久留米大学  日本ERI(株) HNNN-3693 平成20年12月18日

（仮称）大宮仲町計画 住友不動産株式会社
マンション事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-3690 平成20年12月18日

（仮称）堂島1丁目プロジェクト・ホテル棟 石橋物産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3689 平成20年12月18日

（仮称）三洋大日集合住宅G棟

大和システム株式会社 大阪市中央区道修町3-6-1

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3688 平成20年12月18日東急不動産株式会社 大阪市中央区南船場4-4-3

三洋ホームズ株式会社 大阪市中央区南船場3-12-12

（仮称）芝浦4丁目計画 オリックス不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-3684 平成20年12月18日

（仮称）新多根総合病院 医療法人きつこう会  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3650 平成20年12月17日

ほうとう不動 不動食品物産株式会社  日本ERI(株) MNNN-3647 平成20年12月17日

広島合同庁舎１号館 国土交通省　中国地方整備局  日本ERI(株) MNNN-3646 平成20年12月17日

（仮称）上馬1丁目マンション計画 三菱地所株式会社  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-3643 平成20年12月17日

（仮称）ライオンズ榴岡公園 株式会社大京　東北支店  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-3642 平成20年12月17日

（仮称）イオン大和郡山ショッピングセンター イオンモール株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-3555 平成20年12月16日

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社　技術開発センター アイシン・エィ・ダブリュ株
式会社  日本ERI(株) MNNB-3588 平成20年12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）

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

横浜山下町地区B1街区施設建築物 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 MNNB-3574 平成20年12月16日

（仮称）サーパス稲川 株式会社穴吹工務店  (株)都市居住評価センター MFNN-3601 平成20年12月16日

（仮称）有明南プロジェクト 有明南A特定目的会社  (株)都市居住評価センター HNNB-3575 平成20年12月16日

（仮称）東戸塚西口駅前計画 藤和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-3607 平成20年12月16日

横浜ダイヤビルディング 三菱倉庫株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-3599 平成20年12月16日

（仮称）TDプロジェクト 第一生命保険相互会社  (株)東京建築検査機構 HFNB-3553 平成20年12月16日

（仮称）うぐいす住宅建替計画D棟
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築センター MNNN-3681 平成20年12月12日
うぐいす住宅管理組合 東京都渋谷区鶯谷町14-4-108

（仮称）樋口様大船2丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3675 平成20年12月12日

（仮称）ベルギー大使館建替計画（大使館棟） ベルギー国大使館  日本ERI(株) MNNN-3671 平成20年12月08日

（仮称）トレストイン浅草 東電不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-3640 平成20年12月08日

（仮称）はまなす複合施設 株式会社北洋銀行  (一財)日本建築センター MNNN-3636 平成20年12月08日

（仮称）グローベルマンション新座駅前壱番館 株式会社グローベルス  ハウスプラス確認検査(株) MNNN-3633 平成20年12月08日

（仮称）小手指Ｅ計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  日本ERI(株) HNNN-3639 平成20年12月08日

（仮称）小手指Ｄ計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  日本ERI(株) HNNN-3638 平成20年12月08日

（仮称）フォレセーヌ赤坂氷川町 フォレセーヌ株式会社  ハウスプラス確認検査(株) MNNN-3666 平成20年12月05日

徳島県立中央病院 徳島県病院局  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3628 平成20年12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

（仮称）ジャパンゴアテックス㈱　津工場 ジャパンゴアテックス株式会
社  日本ERI(株) MNNN-3626 平成20年12月05日

（仮称）西新宿Ⅱビル 野村不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-3613 平成20年12月05日

（仮称）ガーラ池袋本町 株式会社エフ・ジェー・ネク
スト  日本ERI(株) MNNN-3612 平成20年12月05日

（仮称）上野学園音楽ホール棟計画 清水建設株式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-3667 平成20年12月05日

（仮称）明大寺マンション 株式会社フジケン  ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-3621 平成20年12月05日

（仮称）虎ノ門１丁目計画 東京急行電鉄株式会社  (一財)日本建築センター NNNF-3530 平成20年12月03日

（仮称）仙台広瀬通ビル 合同会社広瀬通事業開発  (一財)日本建築センター HNNN-3664 平成20年12月03日

（仮称）若草町地区市街地再開発事業北街区タワー住宅棟 広島若草都市開発合同会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3663 平成20年12月03日

（仮称）仙台中央広瀬通ビル
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

(一財)日本建築センター HNNB-3567 平成20年12月03日
仙台中央開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1-

11　さくら綜合事務所内

（仮称）業平橋押上地区開発計画（新タワー計画）

東武タワースカイツリー株式
会社 東京都墨田区押上1-1-2

(一財)日本建築センター HFNN-3554 平成20年12月03日
東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上1-1-2

（仮称）みなとみらい21中央地区42街区開発計画 ＭＭ42開発特定目的会社  (一財)日本建築センター HFNB-3529 平成20年12月03日

（仮称）大宮下町3丁目マンション計画　住宅棟

小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台1-47-1

(一財)日本建築センター HNNN-3645 平成20年12月01日
鹿島建設株式会社 東京都港区赤坂6-5-11

近鉄不動産株式会社
首都圏事業本部 東京都中央区八重洲2-7-2

株式会社コスモスイニシア
北関東支社他３社

埼玉県さいたま市大宮区宮町
1-114-1
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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

日本インター（株）秦野モジュール工場 日本インター株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3604 平成20年11月28日

（仮称）山田様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3600 平成20年11月28日

（仮称）千葉工業大学津田沼校舎新2号棟 学校法人千葉工業大学  (株)東京建築検査機構 HNNN-3608 平成20年11月28日

（仮称）千葉中央タワープロジェクト
ニチモ株式会社 東京都千代田区神田美土代町

7
(一財)日本建築センター HNNN-3603 平成20年11月28日

オリックス不動産株式会社  

ポリカーボネート板を用いた屋根 旭硝子株式会社　他５社   NFNN-9932 平成20年11月27日

名古屋港湾合同庁舎本館 国土交通省中部地方整備局  日本ERI(株) MNNN-3637 平成20年11月27日

（仮称）彩都E－17街区集合住宅 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3635 平成20年11月27日

（仮称）D’グラフォート大宮吉敷町 大和ハウス工業株式会社
東京支社  (一財)日本建築センター HNNN-3648 平成20年11月27日

阿倍野A1地区第二種市街地再開発事業　A2棟 東急不動産株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-3505 平成20年11月21日

慶應義塾大学（日吉）第4校舎綱島街道側 学校法人慶應義塾  日本ERI(株) MFNN-3506 平成20年11月21日

（仮称）大崎1丁目プロジェクト 有限会社大崎ファーストステ
ージ  (一財)日本建築センター HNNN-3629 平成20年11月21日

（仮称）有東マンション計画 株式会社アイワ不動産  (株)確認サービス MNNN-3589 平成20年11月20日

株式会社大真空 本社ビル 株式会社大真空  日本ERI(株) MNNN-3587 平成20年11月20日

図書印刷株式会社（仮称）沼津ラック棟 図書印刷株式会社  日本ERI(株) MNNN-3586 平成20年11月20日

総合病院国保旭中央病院 総合病院国保旭中央病院  日本ERI(株) MNNN-3585 平成20年11月20日

三井倉庫レコードセンター別館増築計画 三井倉庫株式会社  日本ERI(株) MNNN-3584 平成20年11月20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

（仮称）瑞江区画整理プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3566 平成20年11月20日

（仮称）植村様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3565 平成20年11月20日

（仮称）千葉みなとプロジェクト 丸紅株式会社  日本ERI(株) HNNN-3625 平成20年11月20日

（仮称）有明TT計画
東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上1-1-2

(一財)日本建築センター HNNN-3624 平成20年11月20日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

アーク森ビル 森ビル株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3623 平成20年11月20日

（仮称）橋本大山町西－2地区マンション計画（板状棟）

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

(一財)日本建築センター HNNN-3622 平成20年11月20日メックプロパティ株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

三菱地所株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1

（仮称）ライオンズ浅間町 株式会社大京　名古屋支店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3577 平成20年11月20日

（仮称）マザック葵ビル ヤマザキマザックニュータワ
ー株式会社  (株)都市居住評価センター HFNN-3590 平成20年11月20日

（仮称）柏駅西口共同ビル 東神開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-3528 平成20年11月17日

（仮称）東京造形大学新棟建築計画 学校法人桑沢学園  (株)都市居住評価センター NNNB-3527 平成20年11月17日

（仮称）茅ヶ崎幸町計画 パーキングプロ株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3525 平成20年11月17日

関西大学　高槻新キャンパス（仮称） 学校法人関西大学  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3616 平成20年11月17日

（仮称）宮崎市神宮東一丁目マンション
第一交通産業株式会社 福岡県北九州市小倉北区馬借

2-6-8
日本ERI(株) MNNN-3611 平成20年11月17日

大和システム株式会社 大阪府大阪市中央区道修町3-
6-1

205/437 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

（仮称）八戸市中心市街地地域観光交流施設 八戸市  日本ERI(株) MNNB-3526 平成20年11月17日

守口市本町2丁目共同住宅
三洋ホームズ株式会社 大阪府大阪市中央区南船場3-

12-12
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3618 平成20年11月17日

近藤エステート株式会社 大阪府大阪市中央区道修町2-
6-7

（仮称）宝塚市武庫川町計画B棟
オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1

号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3617 平成20年11月17日

阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪
急ビルディング内

（仮称）ライオンズタワー六野 株式会社大京　名古屋支店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3615 平成20年11月17日

（仮称）天神橋一丁目集合住宅
MID都市開発株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-

4
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3614 平成20年11月17日

パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1-1-
4

（仮称）石神井公園計画
大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町1-1-

8
(一財)日本建築センター HNNN-3610 平成20年11月17日

野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2

アイシン精機株式会社（仮称）新館 アイシン精機株式会社  日本ERI(株) HNNB-3495 平成20年11月17日

（仮称）東上野4丁目計画
伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂2-9-11

(株)都市居住評価センター HNNB-3427 平成20年11月17日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業 有限会社大手町開発  (一財)日本建築センター HFNB-3464 平成20年11月17日

（仮称）Dプロジェクト高島平 物流センター 大和ハウス工業株式会社
東京支社  日本ERI(株) MNNN-3563 平成20年11月13日

（仮称）株式会社ブリヂストン グローバル・モノづくり研修センター 株式会社ブリヂストン  日本ERI(株) MNNN-3558 平成20年11月13日

静岡銀行藤枝駅支店 株式会社静岡銀行  (一財)日本建築センター MNNN-3543 平成20年11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

粕壁三丁目A街区第一種市街地再開発事業施設建築物（1街区） 粕壁三丁目A街区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3609 平成20年11月13日

（仮称）那覇新都心地区（おもろまち一丁目）オフィス・ホテル・商
業棟

大和ハウス工業株式会社
沖縄支店  日本ERI(株) HNNN-3561 平成20年11月13日

（仮称）東区香椎浜3丁目E棟 株式会社ユニカ  日本ERI(株) HNNN-3556 平成20年11月13日

（仮称）浜離宮インターシティ 興和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3542 平成20年11月13日

（仮称）コスモスクエアPJ（北敷地）

アーバンライフ株式会社 芦屋市業平町8番14-105号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3330 平成20年11月12日JFE都市開発株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3

株式会社アーバンコーポレイ
ション 広島市中区上八丁堀4番1号

（仮称）仙台中央第一生命ビルディング 第一生命保険相互会社  (株)都市居住評価センター MNNN-3606 平成20年11月10日

（仮称）淀屋橋共同ビル

有限会社淀屋橋インベストメ
ント

東京都中央区日本橋本町1-9-
13

(一財)日本建築センター HNNN-3602 平成20年11月10日
神鋼不動産株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜町2-

10-26

（仮称）南青山W.HOUSEプロジェクト 三菱地所株式会社  日本ERI(株) MNNN-3597 平成20年11月05日

長谷川香料㈱総合研究棟 長谷川香料株式会社  日本ERI(株) MNNN-3596 平成20年11月05日

（仮称）橦木町マンションプロジェクト 矢作建設工業株式会社  日本ERI(株) MNNN-3595 平成20年11月05日

（仮称）一番町計画（Ａ館：（仮称）真澄寺東京別院、Ｂ館：（仮称
）一番町オフィスビル）

有限会社新宿アセットマネジ
メント2

東京都千代田区神田神保町1-11
三井生命神保町ビル11階
さくら綜合事務所内 日本ERI(株) MNNN-3594 平成20年11月05日

宗教法人真澄寺 東京都立川市柴崎町1-2-13

八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 八王子駅南口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3593 平成20年11月05日

（仮称）神田須田町ビル エスエフ神田須田町開発特定
目的会社  (一財)日本建築センター HNNN-3592 平成20年11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

東京医科歯科大学医歯学総合研究棟Ⅱ期 国立大学法人東京医科歯科大
学  (一財)日本建築センター HNNN-3591 平成20年11月05日

平河町二丁目東部南地区第一種市街地再開発事業ビル 平河町二丁目東部南地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HFNF-3446 平成20年11月05日

大間原子力発電所主建屋 電源開発株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3502 平成20年11月04日

トヨタL型（制振） トヨタ自動車株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3494 平成20年11月04日

（仮称）ららぽーと甲子園増床計画 三井不動産株式会社関西支社  (一財)日本建築センター NNNB-3480 平成20年10月31日

新千歳空港国内線旅客ターミナルビル 北海道空港株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-3381 平成20年10月31日

（仮称）堺東駅前マンション

南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波5-1-60

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-3581 平成20年10月31日

株式会社ユニチカエステート 大阪市中央区瓦町2-4-7

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

アーバンライフ株式会社 芦屋市業平町8-14-105

取締役社長　杉浦　重厚 東京都中央区八重洲2-3-13

（仮称）本町1丁目ビル 日本エスリード株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3579 平成20年10月31日

JSR森ｶ山地区新社宅 JSR株式会社　四日市工場  日本ERI(株) MNNN-3524 平成20年10月31日

（仮称）綱島プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3509 平成20年10月31日

（仮称）吉善北栄プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3508 平成20年10月31日

名古屋港管理組合本庁舎等整備事業本庁舎・港湾会館 名管本庁舎PFI株式会社  (株)確認サービス MNNN-3507 平成20年10月31日

阿佐ヶ谷駅南口共同ビル 財団法人首都圏不燃建築公社  (一財)日本建築センター MNNN-3503 平成20年10月31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

（仮称）九段北4丁目プロジェクト
株式会社スーパーブレイン 東京都千代田区九段北4-1-34

テクモビル内
(株)都市居住評価センター MNNN-3501 平成20年10月31日

環境科学株式会社 東京都千代田区九段北4-3-20
九段フラワーホーム304

（仮称）内神田3丁目プロジェクト 株式会社スーパーブレイン  (株)都市居住評価センター MNNN-3500 平成20年10月31日

（仮称）神戸・旧居留地ビル ルネサンス特定目的会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3583 平成20年10月31日

（仮称）若草町地区第一種市街地再開発事業　南街区
ホテル棟・ビジネス棟 広島若草都市開発合同会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3582 平成20年10月31日

（仮称）梅田鶴野町ビル計画 鶴野町34開発特定目的会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3580 平成20年10月31日

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D21街区）D棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-3573 平成20年10月31日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）C棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-3572 平成20年10月31日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）B棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-3571 平成20年10月31日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）A棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-3570 平成20年10月31日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

三田小山町東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 三田小山町東地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3569 平成20年10月31日

モリモト MM21 43街区計画 株式会社モリモト  (一財)日本建築センター HNNN-3568 平成20年10月31日

（仮称）三田台プロジェクト 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1 日本ERI(株) HNNN-3523 平成20年10月31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

（仮称）三田台プロジェクト エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1 日本ERI(株) HNNN-3523 平成20年10月31日

小日向プロジェクトⅡ 東急不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3504 平成20年10月31日

（仮称）赤坂二丁目計画（福吉町） 森ビル株式会社  (一財)日本建築センター HNNF-3478 平成20年10月31日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（I-b街区） 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNB-3469 平成20年10月31日

（仮称）遠田様免震マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3564 平成20年10月30日

NTN新桑名研究開発センター（仮称）：（研究本館） NTN株式会社  日本ERI(株) MNNN-3560 平成20年10月30日

ラフィーネ上田
窪田建設株式会社 長野県駒ヶ根市東町9-22

日本ERI(株) MNNN-3559 平成20年10月30日
株式会社エステートギャラリ
ー 長野県松本市深志3-7-17

三豊総合病院 三豊総合病院組合  ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-3493 平成20年10月30日

日立神田ビル 中央商事株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3491 平成20年10月30日

（仮称）神戸市立医療センター中央市民病院 株式会社神戸メディカルケア
パートナーズ  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3487 平成20年10月30日

（仮称）名古屋市中区錦2丁目ビル 小島株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3562 平成20年10月30日

旭・板屋C地区第一種市街地再開発事業施設建設物 旭・板屋C地区第一種市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3492 平成20年10月30日

真砂町プラザ第1地区優良建築物等整備事業に伴う施設建築物
清水真砂町プラザ第1地区優良再
開発建築物整備事業共同施行者
組合

 (一財)日本建築センター HNNN-3490 平成20年10月30日

オリックス西本町１丁目ビル 合同会社西本町デベロップメ
ント  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3489 平成20年10月30日

（仮称）JR久宝寺駅前商業住宅複合タワー
関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6-2-

27
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3488 平成20年10月30日

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1
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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

（仮称）BiVi藤枝 大和リース株式会社静岡支店  (一財)日本建築センター NNNF-3372 平成20年10月29日

関西国際空港旅客ターミナルビル 関西国際空港株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-3449 平成20年10月29日

（仮称）アデニウム熱海シーサイドタワー 株式会社ジョイント・コーポ
レーション  日本ERI(株) HFNN-3423 平成20年10月29日

（仮称）ディスコ桑畑工場新A棟 株式会社ディスコ  (一財)日本建築センター MNNN-3533 平成20年10月23日

名古屋港湾合同庁舎別館 国土交通省　中部地方整備局  (株)確認サービス MNNN-3532 平成20年10月23日

（仮称）練馬・中村北計画 野村不動産株式会社
住宅カンパニー  (一財)日本建築センター HNNN-3541 平成20年10月23日

（仮称）ひばりヶ丘駅南口地区地区計画

株式会社総和エステーツ 東京都品川区東五反田五丁目
２５番１９号

(一財)日本建築センター HNNN-3540 平成20年10月23日オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目４番
１号

西武不動産株式会社 東京都豊島区南池袋1-16-15

（仮称）中幸町マンション計画 三井住友建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3537 平成20年10月23日

仙台一番町プロジェクト　住宅棟 森トラスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3536 平成20年10月23日

（仮称）赤坂8丁目計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3535 平成20年10月23日

（仮称）ヨコハマポートサイドC-3街区開発計画 横浜市住宅供給公社  (一財)日本建築センター HNNN-3534 平成20年10月23日

旧大和田小学校跡地施設（仮称） 渋谷区役所  (一財)日本建築センター HNNN-3531 平成20年10月23日

（仮称）神戸市中央区加納町計画
和田興産株式会社 兵庫県神戸市中央区栄町通4-

2-13
日本ERI(株) HNNN-3522 平成20年10月23日

アーバンライフ株式会社 兵庫県芦屋市業平町8-14-105

（仮称）甲府紅梅地区第一種市街地再開発ビル 甲府紅梅地区市街地再開発組
合  日本ERI(株) HNNN-3521 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

（仮称）御堂筋共同ビル 御堂筋共同ビル開発特定目的
会社  (一財)日本建築センター HNNN-3520 平成20年10月23日

(仮称)北品川三丁目計画 特定目的会社北品川キャピタ
ル  (一財)日本建築センター HNNF-3538 平成20年10月23日

（仮称）岩楯様邸 スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3481 平成20年10月20日

（仮称）芝大門ビル 野村不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-3479 平成20年10月20日

（仮称）六地蔵奈良町計画 睦備建設株式会社  日本ERI(株) MNNN-3476 平成20年10月20日

(仮称)千里中央サウスタワー

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1
号

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-3468 平成20年10月20日阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区門田町1番1
号 東阪急ビルディング内

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

（仮称）杉並区高井戸計画C棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-3498 平成20年10月20日

（仮称）杉並区高井戸計画B棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-3497 平成20年10月20日

（仮称）杉並区高井戸計画A棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-3496 平成20年10月20日

（仮称）上野学園音楽ホール棟計画 清水建設株式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-3511 平成20年10月20日

（仮称）池之端2丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-3510 平成20年10月20日

（仮称）柏の葉キャンパス148街区住宅計画　西棟 三井住友建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-3483 平成20年10月20日

（仮称）柏の葉キャンパス148街区住宅計画　東棟 三井住友建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-3482 平成20年10月20日

（仮称）新飯野ビル計画 飯野海運株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3460 平成20年10月20日

学校法人片柳学園　蒲田キャンパス再整備計画 学校法人片柳学園  日本ERI(株) HNNN-3457 平成20年10月20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

（仮称）所沢寿町南A地区共同ビル 所沢寿町南A地区共同ビル建
設組合  (株)都市居住評価センター HFNN-3499 平成20年10月17日

山口きらら博記念公園水泳場（仮称） 山口県土木建築部建築指導課  (一財)日本建築センター NNNB-3326 平成20年10月08日

（仮称）TN四谷三丁目ビル
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6

(一財)日本建築センター NFNF-3325 平成20年10月08日
東電不動産株式会社 東京都中央区京橋1-6-1

東京国際空港（羽田）第2旅客ターミナルビル 日本空港ビルデング株式会社  (一財)日本建築センター NFNB-3323 平成20年10月08日

日本赤十字社医療センター 日本赤十字社  (一財)日本建築センター MFNN-3352 平成20年10月08日

（仮称）平野町三丁目ビル 合同会社御堂筋みらいデベロ
ップメント  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-3318 平成20年10月08日

（仮称）室町東地区開発計画（2-2街区） 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3332 平成20年10月08日

（仮称）ODビル 有限会社オーク・デベロップ
メント  (一財)日本建築センター HNNB-3327 平成20年10月08日

（仮称）丸の内一丁目計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3324 平成20年10月08日

（仮称）渋谷東1丁目計画 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3319 平成20年10月08日

（仮称）東京駅八重洲口開発計画　北中央棟
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-

1
(一財)日本建築センター HFNB-3297 平成20年10月08日

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木2-2-2

Ｙ２プロジェクト（施設併用四層五段型自走式自動車車庫） 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3287 平成20年10月06日

（仮称）ユニカ新宿ビル 株式会社ユニカ  (一財)日本建築センター NNNB-3477 平成20年10月02日

旧石川県庁舎本館南ブロック 石川県  (一財)日本建築センター NNNB-3240 平成20年10月01日

（仮称）虎ノ門一丁目計画 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9 (株)都市居住評価センター MNNN-3426 平成20年09月26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

（仮称）虎ノ門一丁目計画

安田不動産株式会社 東京都千代田区神田錦町2-11

(株)都市居住評価センター MNNN-3426 平成20年09月26日昭栄株式会社 東京都千代田区神田錦町1-2-
11

ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋2-5-13

梅田阪急ビル 阪急電鉄株式会社   HNNB-3519 平成20年09月26日

（仮称）サーパス稲川 株式会社穴吹工務店  (株)都市居住評価センター MNNN-3473 平成20年09月24日

多摩広域基幹病院（仮称）及び小児総合医療センター（仮称） 多摩医療PFI株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3472 平成20年09月24日

（仮称）エフエム福岡・西日本シティ銀行共同ビル
株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前

3-1-1
(一財)日本建築センター MNNN-3471 平成20年09月24日

株式会社エフエム福岡 福岡県福岡市中央区渡辺通2-
1-82

プロロジスパーク市川Ⅱ プロロジス市川2有限会社  日本ERI(株) MNNN-3455 平成20年09月24日

（仮称）小泉様箕輪町3丁目計画 スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3448 平成20年09月24日

（仮称）樋口様大船2丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3447 平成20年09月24日

（仮称）東区香椎浜3丁目(C棟) 株式会社ユニカ  日本ERI(株) MNNN-3436 平成20年09月24日

三重県伊勢庁舎 三重県  日本ERI(株) MNNN-3435 平成20年09月24日

（仮称）青木様菊名3丁目計画 スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3432 平成20年09月24日

クラヤ三星堂南大阪ALC（仮称） 株式会社クラヤ三星堂  (株)都市居住評価センター MNNN-3425 平成20年09月24日

（仮称）六本木七丁目マンション建替計画 六本木7丁目マンション建替
組合  (一財)日本建築センター HNNN-3486 平成20年09月24日

（仮称）阪神御影駅前住宅棟 近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市中央区難波2丁
目2番3号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3485 平成20年09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

（仮称）阪神御影駅前住宅棟

阪神電気鉄道株式会社 大阪府大阪市福島区海老江1
丁目1番24号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3485 平成20年09月24日オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2丁目4番1
号

住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-
33

東池袋四丁目第2地区（再）特定業務代行（施設建築物） 大成建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-3484 平成20年09月24日

（仮称）札幌ビジネスセンタービル 株式会社北洋銀行  日本ERI(株) HNNN-3475 平成20年09月24日

マークス秋葉原 有限会社サービスアセット都
心ファンド  日本ERI(株) HNNN-3474 平成20年09月24日

（仮称）有明1丁目計画 東京建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3470 平成20年09月24日

柏駅東口A街区第二地区第一種市街地再開発事業（住宅棟・店舗棟） 柏駅東口A街区第二地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3452 平成20年09月24日

日本赤十字社和歌山医療センター新棟 日本赤十字社和歌山医療セン
ター  (株)都市居住評価センター HNNN-3195 平成20年09月24日

霞が関ビル低層部増築・改修 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-3306 平成20年09月19日

柏高島屋ステーションモール 東神開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-3286 平成20年09月18日

（仮称）産経新聞社江東印刷センター 株式会社産業経済新聞社  (一財)日本建築センター NNNB-3282 平成20年09月18日

東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル 東京国際空港ターミナル株式
会社  (一財)日本建築センター NNNB-3276 平成20年09月18日

(仮称)博多駅ビル 九州旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-3130 平成20年09月18日

（仮称）ケーティーインセンスモール立駐棟計画｛五層六段型自走式
自動車車庫｝ 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3285 平成20年09月18日

（仮称）千葉NTプロジェクト 株式会社みずほ銀行  (株)東京建築検査機構 MNNN-3422 平成20年09月18日

富山大学付属病院病棟 株式会社教育施設研究所  日本ERI(株) MNNN-3420 平成20年09月18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

独立行政法人理化学研究所／（仮称）次世代スーパーコンピュータ施
設計算機・研究棟計算機ゾーン・熱源機械棟・特高施設 独立行政法人理化学研究所  (株)都市居住評価センター MNNN-3417 平成20年09月18日

岸和田市消防本部庁舎 岸和田市  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3377 平成20年09月18日

（仮称）株式会社住友倉庫東京支店　羽生アーカイブセンター 株式会社住友倉庫  日本ERI(株) MNNN-3375 平成20年09月18日

（仮称）那覇新都心地区（おもろまち一丁目）分譲住宅棟新築計画 大和ハウス工業株式会社
沖縄支店  日本ERI(株) HNNN-3421 平成20年09月18日

（仮称）御成門プロジェクト 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3416 平成20年09月18日

ひぐらしの里北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 ひぐらしの里北地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3395 平成20年09月18日

茗荷谷駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 茗荷谷駅前地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-3380 平成20年09月18日

仙台一番町プロジェクト 森トラスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3379 平成20年09月18日

（仮称）D’グラフォート大宮吉敷町 大和ハウス工業株式会社
東京支社  (一財)日本建築センター HNNN-3378 平成20年09月18日

（仮称）富士見一丁目計画　オフィス棟 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNF-3281 平成20年09月18日

（仮称）石神井計画 田中　隆枝  日本ERI(株) MNNN-3454 平成20年09月17日

（仮称）栄4丁目事務所ビル 株式会社ウッドフレンズ  日本ERI(株) MNNN-3434 平成20年09月17日

湘南鎌倉総合病院 株式会社新都計画  日本ERI(株) MNNN-3433 平成20年09月17日

（仮称）南篠崎町2丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3431 平成20年09月17日

（仮称）船堀4丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3430 平成20年09月17日

（仮称）安堂寺2丁目プロジェクト 積和不動産関西株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3467 平成20年09月17日

（仮称）若草町地区市街地再開発事業北街区タワー住宅棟 広島若草都市開発合同会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3466 平成20年09月17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

岡山市平和町１番地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 岡山市平和町１番地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3465 平成20年09月17日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区B棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-3462 平成20年09月17日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区A棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-3461 平成20年09月17日

（仮称）仙台本町プロジェクト 三井不動産株式会社
東北支店  (一財)日本建築センター HNNN-3459 平成20年09月17日

（仮称）城東区永田三丁目計画 オリックス不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3458 平成20年09月17日

（仮称）大里本町駅前タウンセンターゾーンタワー棟計画 みくに産業株式会社  日本ERI(株) HNNN-3456 平成20年09月17日

南千住西口駅前地区第一種市街地再開発事業 南千住西口駅前地区市街地再
開発組合  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-3453 平成20年09月17日

武蔵小金井駅南口第1地区（再）1-Ⅱ街区住宅・専門店棟 戸田建設株式会社一級建築士
事務所  (一財)ベターリビング HNNN-3451 平成20年09月17日

三田小山町東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 三田小山町東地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3450 平成20年09月17日

（仮称）マルイト難波ビル 株式会社丸糸商店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3429 平成20年09月17日

香里園駅東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（3街区） 香里園駅東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3428 平成20年09月17日

（仮称）阪急西宮ショッピングセンター 阪急電鉄株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-3198 平成20年09月12日

パナホームW パナホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3366 平成20年09月11日

新阪急大井ビル（仮称） 株式会社大井開発  (一財)日本建築センター HFNN-3266 平成20年09月09日

（仮称）北新宿地区再開発計画　業務棟
平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1-10

(一財)日本建築センター HFNB-3232 平成20年09月09日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）江東区白河4丁目プロジェクト JFE都市開発株式会社 東京都千代田区神田区鍛冶町
3-6-3 (一財)日本建築センター HNNN-3419 平成20年09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

（仮称）江東区白河4丁目プロジェクト

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-3419 平成20年09月08日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

参議院新議員会館 HOC議員会館PFI株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3418 平成20年09月08日

（仮称）杉並区高井戸計画D棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-3208 平成20年09月05日

（仮称）青葉台三丁目計画

エスエフ目黒開発特定目的会
社 東京都新宿区西新宿1－23－3

(一財)日本建築センター HNNF-3214 平成20年09月05日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1

土佐堀ダイビル（仮称） ダイビル株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-3230 平成20年09月05日

（仮称）横浜信用金庫北新横浜新事務センター 横浜信用金庫  日本ERI(株) MNNN-3374 平成20年09月04日

大手通中央西地区第一種市街地再開発事業 大手通中央西地区第一種市街
地再開発事業　協同組合丸専  日本ERI(株) HNNN-3396 平成20年09月04日

（仮称）ルネ難波Ⅱ

新星和不動産株式会社 大阪府大阪市北区西天満5-6-
4

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3376 平成20年09月04日
南海電気鉄道株式会社 大阪府大阪市中央区難波5-1-

60

アーバンライフ株式会社 兵庫県芦屋市業平町8-14-105

総合地所株式会社 東京都港区芝公園2-4-1

（仮称）レクセルマンション相模原駅前計画 扶桑レクセル株式会社  日本ERI(株) HNNN-3373 平成20年09月04日

（仮称）石神井公園計画
大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町1-1-

8
(一財)日本建築センター HNNN-3339 平成20年09月04日

野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2

（仮称）加納本町計画 丸紅株式会社　名古屋支社  (一財)日本建築センター HNNN-3337 平成20年09月04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

（仮称）東雲2丁目計画
正友地所株式会社 東京都千代田区飯田橋3-11-1

8
(一財)日本建築センター HNNN-3334 平成20年09月04日

株式会社プロパスト 東京都千代田区霞が関3-2-1

（仮称）豊洲3丁目地区8-3街区住棟計画

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

(一財)日本建築センター HFNN-3394 平成20年09月04日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2

三井不動産レジデンシャル株
式会社他３社

東京都中央区日本橋室町3-1-
20

新日本製鐵君津製鐵所管理センター 新日本製鐵株式会社
君津製鐵所  日本ERI(株) MNNN-3302 平成20年09月02日

（仮称）橋本大山町西－2地区マンション計画（板状棟）

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

(一財)日本建築センター HNNN-3369 平成20年09月02日メックプロパティ株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

三菱地所株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1

（仮称）橋本大山町西－2地区マンション計画（タワー棟）

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

(一財)日本建築センター HNNN-3368 平成20年09月02日メックプロパティ株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

三菱地所株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1

大崎駅西口中地区第一種市街地再開発事業　建築物 大崎駅西口中地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3367 平成20年09月02日

イオンモール橿原アルル2期計画 イオンモール株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-3275 平成20年08月28日

県営住宅今沢団地Ｋ１０号棟 静岡県知事　石川　嘉延  (一財)日本建築センター NFNN-3274 平成20年08月28日

（仮称）ららぽーと磐田東立駐棟計画（四層五段型自走式自動車車庫
） 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3207 平成20年08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

六本木一丁目南地区市街地再開発事業施設建築物 六本木一丁目南地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HFNN-3206 平成20年08月28日

市役所新庁舎 刈谷市  (株)確認サービス MNNN-3331 平成20年08月26日

創価学会SGI国際文化センター 創価学会  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3328 平成20年08月26日

（仮称）プレミスト長野市役所前 大和ハウス工業株式会社
富山支社  日本ERI(株) MNNN-3320 平成20年08月26日

（仮称）KK免震重要棟 東京電力株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3316 平成20年08月26日

関西大学　高槻新キャンパス（仮称） 学校法人関西大学  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3311 平成20年08月26日

SF高島台免震マンション
風越建設株式会社 神奈川県横浜市中区福富町西

通1-8
日本ERI(株) MNNN-3301 平成20年08月26日

斉藤　守一 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町
3515-30

中日新聞社品川開発計画 株式会社中日新聞社  (株)都市居住評価センター HNNN-3333 平成20年08月26日

（仮称）武蔵小杉新駅前ビル（北）

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝2-32-1

(株)都市居住評価センター HNNN-3314 平成20年08月26日
野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2

（仮称）霞が関三丁目計画 東急不動産株式会社  (株)都市居住評価センター HNNN-3312 平成20年08月26日

（仮称）SECエレベーター（株）東金工場 エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社  日本ERI(株) HNNN-3303 平成20年08月26日

後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 後楽二丁目西地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3299 平成20年08月26日

（仮称）稲毛駅前計画 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3296 平成20年08月26日

（仮称）衆議院新議員会館　南棟 HOR会館PFI株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3364 平成20年08月26日

（仮称）衆議院新議員会館　北棟 HOR会館PFI株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3363 平成20年08月26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

市川駅南口地区第一種市街地再開発事業A街区

清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3
ｼｰﾊﾞﾝｽS館

(一財)日本建築センター HNNN-3361 平成20年08月25日野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2

三井不動産レジデンシャル株
式会社

千葉県千葉市中央区中央1-11
-1

三田小山町地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 三田小山町地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-3335 平成20年08月25日

（仮称）新台東病院等 台東区役所  (一財)日本建築センター MNNN-3336 平成20年08月21日

リサイクル燃料備蓄センター（第一棟）新築工事の内事務建屋 リサイクル燃料貯蔵株式会社  日本ERI(株) MNNN-3277 平成20年08月21日

（仮称）彩都センター 日本生命保険相互会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3273 平成20年08月21日

旭化成・DXS 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3272 平成20年08月21日

旭化成・DXS 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3271 平成20年08月21日

旭化成・DXN 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3241 平成20年08月21日

（仮称）旧那古野営業所用地活用事業事務所棟

東京建物株式会社
名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄3-2-7

(一財)日本建築センター HNNN-3362 平成20年08月21日
名駅2丁目開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1-

11　さくら綜合事務所内

（仮称）新ロッテプラザ計画 株式会社ロッテ  (一財)日本建築センター HNNN-3338 平成20年08月21日

（仮称）ディーグラフォート肥後橋 大和ハウス工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3329 平成20年08月21日

（仮称）天王寺ビル 株式会社東横イン  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3284 平成20年08月21日

（仮称）武蔵野市中町1丁目計画（南棟） 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3268 平成20年08月21日

（仮称）武蔵野市中町1丁目計画（北棟） 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3267 平成20年08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

（仮称）目黒リバーサイドタワー 株式会社モリモト  日本ERI(株) HNNN-3239 平成20年08月21日

（仮称）豊洲3-1街区ビル計画
株式会社IHI 東京都江東区豊洲3-1-1

日本ERI(株) HNNN-3237 平成20年08月21日
豊洲3の1特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1-

11　さくら綜合事務所内

西新宿八丁目成子地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿八丁目成子地区市街地
再開発組合  (株)都市居住評価センター HNNB-3197 平成20年08月19日

（仮称）リコーテクノロジーセンター新棟 株式会社リコー  (株)東京建築検査機構 HNNB-3180 平成20年08月19日

石福金属興業草加工場再構築（Ⅰ期）新A棟 石福金属興業株式会社  日本ERI(株) MNNN-3236 平成20年08月12日

マブチモーター株式会社独身寮新築計画 マブチモーター株式会社  日本ERI(株) MNNN-3235 平成20年08月12日

（仮称）川崎新川通
新日石不動産株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町1-

1-8
日本ERI(株) MNNN-3233 平成20年08月12日

ナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央4-33-1

（仮称）介護老人保健施設江戸川 医療法人社団森山医会  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3231 平成20年08月12日

（仮称）晴海三丁目西地区（再）A1棟 戸田建設株式会社一級建築事
務所  日本ERI(株) HNNN-3322 平成20年08月12日

（仮称）東心斎橋マンション 東海興業株式会社　大阪支店  日本ERI(株) HNNN-3321 平成20年08月12日

名古屋ビルデイング株式会社（仮称）名古屋ビル 名古屋ビルデイング株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3317 平成20年08月12日

蕨駅西口地区7番街区第一種市街地再開発事業施設建築物 蕨駅西口地区7番街区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3315 平成20年08月12日

（仮称）元赤坂Kプロジェクト 鹿島建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-3234 平成20年08月12日

（仮称）麹町四丁目計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3222 平成20年08月12日

（仮称）全共連ビル建替計画 全国共済農業協同組合連合会  (一財)日本建築センター HNNN-3209 平成20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

東桜町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 福山駅前開発株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3200 平成20年08月12日

（仮称）南平台町計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (株)都市居住評価センター HNNB-3140 平成20年08月12日

（仮称）芝公園プロジェクト 株式会社サクセス・プロ  日本ERI(株) HFNN-3175 平成20年08月11日

土佐中・高等学校 学校法人 土佐高等学校  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3308 平成20年08月06日

（仮称）琴似1条マンション計画

株式会社新日鉄都市開発
北海道支店  

(一財)日本建築センター MNNN-3294 平成20年08月06日アルファコート株式会社 北海道札幌市中央区北1条西5
-3

丸紅株式会社 北海道札幌市中央区南1条東1-5-
1　大通バスセンタービル1号館

（仮称）南青山W.HOUSEプロジェクト 三菱地所株式会社  日本ERI(株) MNNN-3288 平成20年08月06日

（仮称）ビ・ウェル北本町3丁目 和建設株式会社  日本ERI(株) MNNN-3279 平成20年08月06日

（仮称）アルファステイツ新屋敷 穴吹興産株式会社  日本ERI(株) MNNN-3278 平成20年08月06日

株式会社東芝　電力システム社　横浜事業所320号棟 株式会社東芝　横浜事業所  日本ERI(株) MNNN-3212 平成20年08月06日

（仮称）橦木町マンションプロジェクト 矢作建設工業株式会社  日本ERI(株) MNNN-3196 平成20年08月06日

（仮称）エリタージュⅡ スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3188 平成20年08月06日

徳島県立中央病院 徳島県病院局  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3187 平成20年08月06日

（仮称）ダイドー（株）東京配送センター ダイドー株式会社  (株)確認サービス MNNN-3178 平成20年08月06日

四万十市新庁舎 四万十市  日本ERI(株) MNNN-3177 平成20年08月06日

奈良市保健所等複合施設 奈良市  (一財)日本建築センター MNNN-3174 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

（仮称）エンパイアコープ建替計画 野村不動産株式会社  (株)都市居住評価センター MFNN-3313 平成20年08月06日

大阪港湾合同庁舎 国土交通省近畿地方整備局  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-3164 平成20年08月06日

渋谷区うぐいす住宅建替計画F棟
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築センター MFNN-3158 平成20年08月06日
うぐいす住宅管理組合 東京都渋谷区鶯谷町14-4-108

渋谷区うぐいす住宅建替計画B棟
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築センター MFNN-3154 平成20年08月06日
うぐいす住宅管理組合 東京都渋谷区鶯谷町14-4-108

渋谷区うぐいす住宅建替計画A棟
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築センター MFNN-3153 平成20年08月06日
うぐいす住宅管理組合 東京都渋谷区鶯谷町14-4-108

（仮称）アデニウム天神橋筋6丁目 株式会社ジョイント・コーポ
レーション  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3309 平成20年08月06日

（仮称）上野学園音楽ホール棟計画 清水建設株式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-3305 平成20年08月06日

（仮称）池之端2丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-3304 平成20年08月06日

旧大和田小学校跡地施設（仮称） 渋谷区役所  (一財)日本建築センター HNNN-3300 平成20年08月06日

（仮称）アデニウム相模原計画 株式会社ジョイント・コーポ
レーション  (一財)日本建築センター HNNN-3298 平成20年08月06日

ソフトウエア情報開発株式会社本社ビル ソフトウエア情報開発株式会
社  (一財)日本建築センター HNNN-3295 平成20年08月06日

八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 八王子駅南口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3293 平成20年08月06日

（仮称）ヴィークタワー南堀江 清水総合開発株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3283 平成20年08月06日

（仮称）港1丁目14マンション 株式会社ディックスクロキ  日本ERI(株) HNNN-3280 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

（仮称）芝浦4丁目計画 オリックス不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-3213 平成20年08月06日

西小倉駅前第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西小倉駅前第一地区市街地再
開発組合  日本ERI(株) HNNN-3211 平成20年08月06日

（仮称）柏の葉キャンパス147街区計画D棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  日本ERI(株) HNNN-3190 平成20年08月06日

（仮称）柏の葉キャンパス147街区計画C棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  日本ERI(株) HNNN-3189 平成20年08月06日

（仮称）積水ハウス御堂筋本町ビル 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-3182 平成20年08月06日

永田町二丁目計画 東京急行電鉄株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3181 平成20年08月06日

南海ターミナルビル
株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波5-1-

5
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-3170 平成20年08月06日

南海都市創造株式会社 大阪府大阪市中央区難波5-1-
60

（仮称）北青山3丁目テナントビル 株式会社ダイショウ  (一財)日本建築センター HNNB-3149 平成20年08月06日

（仮称）大阪富国生命ビル 富国生命保険相互会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-3310 平成20年08月06日

鉄道博物館 財団法人
東日本鉄道文化財団  (一財)日本建築センター NNNB-3129 平成20年07月25日

能代市立二ツ井小学校体育館 能代市  (一財)日本建築センター NFNN-3132 平成20年07月25日

科学館理工館・天文館改築 名古屋市  (一財)日本建築センター NFNB-3107 平成20年07月25日

五層六段型自走式自動車車庫（ＳＹパーク　Ⅵ-2型） 東京パークエンジニアリング
株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3152 平成20年07月25日

コンカード姫路自走式駐車場（四層五段型自走式自動車車庫） 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3141 平成20年07月25日

名古屋港湾合同庁舎本館 国土交通省中部地方整備局  日本ERI(株) MNNN-3238 平成20年07月25日

和歌山労災病院 独立行政法人労働者健康福祉
機構  (一財)日本建築センター MNNN-3215 平成20年07月25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

京都大学積貞棟（病棟） 国立大学法人　京都大学  (一財)日本建築センター MNNN-3210 平成20年07月25日

プロロジスパーク市川Ⅱ プロロジス市川2有限会社  日本ERI(株) MNNN-3201 平成20年07月25日

北海道新聞社　函館新工場 株式会社北海道新聞社  日本ERI(株) MNNN-3167 平成20年07月25日

福島市新庁舎東棟 福島市  日本ERI(株) MNNN-3161 平成20年07月25日

（仮称）ゼスタ浄水Ⅱ
株式会社河本材木店 愛知県豊田市桑田和町中貝戸

1-1
日本ERI(株) MNNN-3160 平成20年07月25日

岡谷鋼機株式会社 愛知県名古屋市中区栄2-4-18

渋谷区うぐいす住宅建替計画E棟
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築センター MNNN-3157 平成20年07月25日
うぐいす住宅管理組合 東京都渋谷区鶯谷町14-4-108

渋谷区うぐいす住宅建替計画D棟
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築センター MNNN-3156 平成20年07月25日
うぐいす住宅管理組合 東京都渋谷区鶯谷町14-4-108

渋谷区うぐいす住宅建替計画C棟
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-1

(一財)日本建築センター MNNN-3155 平成20年07月25日
うぐいす住宅管理組合 東京都渋谷区鶯谷町14-4-108

（仮称）岐阜市民病院新棟 岐阜市長　細江　茂光  (株)確認サービス MNNN-3150 平成20年07月25日

湘南鎌倉総合病院 株式会社新都計画  日本ERI(株) MNNN-3148 平成20年07月25日

（仮称）港区高輪3丁目計画 三菱地所株式会社  日本ERI(株) MNNN-3143 平成20年07月25日

大門中央通り地区市街地再開発ビル 大門中央通り地区市街地再開
発組合  日本ERI(株) MNNB-3108 平成20年07月25日

株式会社奥村組名古屋支店 株式会社奥村組  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-3151 平成20年07月25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

（仮称）高松一丁目計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-3242 平成20年07月25日

新神戸駅前タワー

関電不動産株式会社 大阪市北区中之島6-2-27

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3229 平成20年07月25日住金興産株式会社 大阪市中央区瓦町4-2-14

神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜町2-10-26

（仮称）大宮仲町計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-3221 平成20年07月25日

（仮称）寝屋川市香里南之町PJ

MID都市開発株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-
4

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3205 平成20年07月25日東京建物株式会社　関西支店 大阪府大阪市中央区北浜3-7-
12

東急不動産株式会社 大阪府大阪市中央区南船場4-
4-3

宇都宮馬場通り西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 宇都宮馬場通り西地区市街地
再開発組合  (株)都市居住評価センター HNNN-3173 平成20年07月25日

（仮称）城東区永田三丁目計画 オリックス不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3172 平成20年07月25日

学校法人片柳学園　蒲田キャンパス再整備計画 学校法人片柳学園  日本ERI(株) HNNN-3168 平成20年07月25日

（仮称）六本木一丁目北計画 森ビル株式会社  (一財)日本建築センター HNNF-3102 平成20年07月25日

（仮称）マザック葵ビル ヤマザキマザックニュータワ
ー株式会社  (株)都市居住評価センター HFNN-3269 平成20年07月25日

丸の内2-1地区（丸の内SF計画） 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-3063 平成20年07月25日

五層六段型自走式自動車車庫｛商品名：AW-56R｝ アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3163 平成20年07月18日

ベルギー大使館建替計画　民間棟 有限会社まちづくりインベス
トメント  (一財)日本建築センター NNNF-3128 平成20年07月14日

（仮称）神戸三田プレミアム・アウトレット立体駐車場（四層五段型
自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-3127 平成20年07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）

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

立川市庁舎 立川市  日本ERI(株) MNNB-3084 平成20年07月14日

日本綜合地所高輪本社ビル 日本綜合地所株式会社  (一社)日本免震構造協会 MFNN-3061 平成20年07月14日

参議院新議員会館 HOC議員会館PFI株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-3101 平成20年07月14日

越谷駅東口第一種市街地再開発事業施設建築物（A街区） 越谷駅東口市街地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNB-3082 平成20年07月14日

（仮称）東陽三丁目計画 株式会社竹中工務店東京本店  (一財)日本建築センター MFNN-3122 平成20年07月11日

（仮称）御茶ノ水計画
医療法人財団　小畑会 東京都千代田区神田駿河台2-

5
(一財)日本建築センター HNNF-3126 平成20年07月11日

住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）仙台共同ビル
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5

(一財)日本建築センター HFNF-3048 平成20年07月11日
仙台一番町開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1-

11

（仮称）汐留浜離宮計画 汐留浜離宮特定目的会社  (一財)日本建築センター HFNB-2982 平成20年07月11日

クラヤ三星堂　神奈川ALC（仮称） 株式会社メディセオ・パルタ
ックホールディングス  日本ERI(株) MNNN-3203 平成20年07月09日

中外製薬株式会社　浮間事業所　第2生物実験棟 中外製薬株式会社  日本ERI(株) MNNN-3202 平成20年07月09日

コルセ・カレ日向 株式会社コーソク  (株)都市居住評価センター MNNN-3194 平成20年07月09日

（株）豊田自動織機グローバル研修センター計画 株式会社豊田自動織機  日本ERI(株) MNNN-3191 平成20年07月09日

（仮称）ナイス川崎南幸町 ナイス株式会社  日本ERI(株) MNNN-3142 平成20年07月09日

（仮称）彩都E－17街区集合住宅 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3137 平成20年07月09日

小千谷小学校 小千谷市  日本ERI(株) MNNN-3136 平成20年07月09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

セキスイハウスB（制震） 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3117 平成20年07月09日

（仮称）遠田様免震マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3111 平成20年07月09日

（仮称）石神井計画 田中　隆枝  日本ERI(株) MNNN-3109 平成20年07月09日

三田小山町東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 三田小山町東地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3199 平成20年07月09日

（仮称）マルイト難波ビル 株式会社丸糸商店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3186 平成20年07月09日

（仮称）神戸・旧居留地ビル ルネサンス特定目的会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3185 平成20年07月09日

（仮称）三洋大日集合住宅G棟

大和システム株式会社 大阪市中央区道修町3-6-1

 HNNN-3184 平成20年07月09日東急不動産株式会社 大阪市中央区南船場4-4-3

三洋ホームズ株式会社 三洋ホームズ株式会社

（仮称）三洋大日集合住宅D棟

大和システム株式会社 大阪市中央区道修町3-6-1

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3183 平成20年07月09日東急不動産株式会社 大阪市中央区南船場4-4-3

三洋ホームズ株式会社 大阪市中央区南船場3-12-12

（仮称）レクセルマンション前橋 扶桑レクセル株式会社  ハウスプラス確認検査(株) HNNN-3100 平成20年07月09日

（仮称）上池袋プロジェクト オリックス不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3098 平成20年07月09日

（仮称）芝浦三丁目計画B街区
日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1

(一財)日本建築センター HNNB-3204 平成20年07月09日
株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋1-13-1

（仮称）鹿島技術研究所飛田給センターB地区実験棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-3125 平成20年06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

松下プラズマディスプレイ㈱PDP第5工場 松下プラズマディスプレイ株
式会社  (一財)日本建築センター NNNB-3124 平成20年06月30日

（仮称）墨田区総合体育館 すみだスポーツサポートＰＦ
Ｉ株式会社  (一財)日本建築センター NFNB-3123 平成20年06月30日

（仮称）本町1丁目ビル 日本エスリード株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3176 平成20年06月30日

会津中央病院 財団法人温知会
会津中央病院  (株)都市居住評価センター MNNN-3159 平成20年06月30日

大工町1丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大工町1丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3179 平成20年06月30日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区C棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-3169 平成20年06月30日

鶴見駅東口地区第一種市街地再開発事業 株式会社竹中工務店東京本店  (株)都市居住評価センター HNNN-3165 平成20年06月30日

（仮称）グランドメゾン百道浜Ⅱ期 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部  (株)都市居住評価センター HNNN-3099 平成20年06月30日

（仮称）D’グラフォート大宮吉敷町 大和ハウス工業株式会社
東京支社  (一財)日本建築センター HNNN-3058 平成20年06月30日

（仮称）大里本町駅前タウンセンターゾーンタワー棟計画 みくに産業株式会社  日本ERI(株) HNNN-3171 平成20年06月26日

（仮称）有明TT計画
東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上1-1-2

(一財)日本建築センター HNNN-3097 平成20年06月26日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

(仮称)丸の内1-1計画 森トラスト株式会社  (一財)日本建築センター HFNF-3131 平成20年06月25日

松戸市紙敷43街区土地利用計画 有限会社プルミエ  (一財)日本建築センター MNNN-3145 平成20年06月20日

図書印刷株式会社（仮称）本社新社屋 図書印刷株式会社  日本ERI(株) MNNN-3081 平成20年06月20日

（仮称）茨木EWビル計画 株式会社アスウェイ  日本ERI(株) MNNN-3080 平成20年06月20日

豊通シスコムテクノセンター 株式会社豊通シスコム  日本ERI(株) MNNN-3079 平成20年06月20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

中之島三井ビルディング 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3166 平成20年06月20日

（仮称）千葉みなとプロジェクト 丸紅株式会社  日本ERI(株) HNNN-3147 平成20年06月20日

（仮称）川口本町4-4-東地区共同ビル 株式会社森建築設計研究室  日本ERI(株) HNNN-3146 平成20年06月20日

（仮称）若草町地区市街地再開発事業ホテル棟・ビジネス棟 広島若草都市開発合同会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3083 平成20年06月20日

（仮称）日本橋野村ビル 野村不動産株式会社  (株)都市居住評価センター HNNN-3064 平成20年06月20日

（仮称）港区芝浦２丁目計画 株式会社スルガコーポレーシ
ョン  (株)都市居住評価センター HFNN-2981 平成20年06月19日

（仮称）柏駅西口共同ビル 東神開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-3118 平成20年06月18日

静岡市営桃園団地 静岡市役所  (一財)日本建築センター NFNN-3121 平成20年06月18日

静岡市営安倍口団地第14号棟 静岡市役所  (一財)日本建築センター NFNN-3120 平成20年06月18日

静岡市営清水押切団地１号棟 静岡市役所  (一財)日本建築センター NFNN-3119 平成20年06月18日

（仮称）杉並区高井戸計画E棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-2972 平成20年06月18日

(仮称)北品川三丁目計画 特定目的会社北品川キャピタ
ル  (一財)日本建築センター HNNF-3104 平成20年06月18日

（仮称）フタバ図書福山店舗併用立駐（施設併用四層五段型自走式自
動車車庫） 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-3162 平成20年06月17日

（仮称）堺東駅前マンション

南海電気鉄道株式会社 大阪市中央区難波5-1-60

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-3138 平成20年06月16日
株式会社ユニチカエステート 大阪市中央区瓦町2-4-7

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

アーバンライフ株式会社 芦屋市業平町8-14-105
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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

（仮称）堺東駅前マンション 藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3138 平成20年06月16日

慶應義塾大学（日吉）第4校舎綱島街道側 慶應義塾理事長　安西
祐一郎  日本ERI(株) MNNN-3135 平成20年06月16日

（仮称）ベルギー大使館建替計画（大使館棟） ベルギー国大使館  日本ERI(株) MNNN-3134 平成20年06月16日

東京女子医科大学第一病棟 学校法人東京女子医科大学  日本ERI(株) MNNN-3133 平成20年06月16日

（仮称）神戸市東灘区本庄町1丁目マンション 株式会社ノバック  (一財)日本建築センター MNNN-3116 平成20年06月16日

（仮称）船堀4丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3054 平成20年06月16日

（仮称）堂島タワー 太平不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3139 平成20年06月16日

八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 八王子駅南口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3062 平成20年06月16日

花京院一丁目第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物街区2（東ブ
ロック）

花京院一丁目第一地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3057 平成20年06月16日

（仮称）大宮下町3丁目マンション計画　住宅棟

小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台1-47-1

(一財)日本建築センター HNNN-3055 平成20年06月16日
鹿島建設株式会社 東京都港区赤坂6-5-11

近鉄不動産株式会社
首都圏事業本部 東京都中央区八重洲2-7-2

株式会社コスモスイニシア
北関東支社

埼玉県さいたま市大宮区宮町
1-114-1

階段室型共同住宅用エレベーター・シャフトPC-FED棟 フジテック株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2962 平成20年06月13日

（仮称）東戸塚西口駅前計画（地下2階（RC造）付四層五段型自走式
自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-3068 平成20年06月09日

クラヤ三星堂　神奈川ALC（仮称） 株式会社メディセオ・パルタ
ックホールディングス  日本ERI(株) MNNN-3110 平成20年06月09日

（仮称）ディスコ桑畑工場新A棟 株式会社ディスコ  (一財)日本建築センター MNNN-3052 平成20年06月09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

（仮称）はまなす複合施設 株式会社北洋銀行  (一財)日本建築センター MNNN-3050 平成20年06月09日

富士見二丁目北部地区第一種市街地再開発事業ビル（仮称） 富士見二丁目北部地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-3053 平成20年06月09日

（仮称）クリオ富ヶ谷計画建築物 明和地所株式会社  (株)国際確認検査センター HNNN-3049 平成20年06月09日

（仮称）秋葉原計画

エスエフ秋葉原開発特定目的
会社 東京都新宿区西新宿1-23-3

(一財)日本建築センター HNNB-3112 平成20年06月09日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1

戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業　共同ビル棟
株式会社東急コミュニティー 東京都世田谷区用賀4-10-1

(一財)日本建築センター NNNB-3105 平成20年06月04日
東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

イーマビル 株式会社ザイマックス  (一財)日本建築センター NNNB-3069 平成20年06月04日

京橋二丁目ビルディング 第一生命保険相互会社  (一財)日本建築センター NFNN-3103 平成20年06月04日

霞が関三丁目南地区第一種市街地再開発事業施設建築物および特定施
設建築物（中央合同庁舎7号館） 霞が関7号館PFI株式会社  日本ERI(株) HFNB-3106 平成20年06月04日

大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業 有限会社大手町開発  (一財)日本建築センター HFNB-2957 平成20年06月04日

（仮称）みなとみらいODKビル オーディーケー特定目的会社  (一社)日本免震構造協会 HFNB-2955 平成20年06月04日

（仮称）三井倉庫(株)辰巳事務所 三井倉庫株式会社  日本ERI(株) MNNN-3067 平成20年06月02日

（仮称）ビ・ウェル北本町3丁目 和建設株式会社  日本ERI(株) MNNN-3066 平成20年06月02日

関西医科大学香里病院 学校法人関西医科大学  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3040 平成20年06月02日

（仮称）仙台長町プロジェクト
東幸開発株式会社 東京都中央区八丁堀2-7-1

ハウスプラス確認検査(株) MNNN-3039 平成20年06月02日
株式会社フージャースコーポ
レーション 東京都千代田区丸の内1-8-1
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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

（仮称）パークハウス南10条西14丁目 三菱地所株式会社  日本ERI(株) MNNN-3016 平成20年06月02日

（仮称）鶴間E棟 協和商事株式会社  日本ERI(株) MNNN-3015 平成20年06月02日

（仮称）ディスコ長野事業所第1期 株式会社ディスコ  (一財)日本建築センター MNNN-3009 平成20年06月02日

可児長英・玄邸 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-3008 平成20年06月02日

（仮称）焼津・Kマンション 日成建設株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3005 平成20年06月02日

（仮称）アトラス向ヶ丘遊園 旭化成ホームズ株式会社  日本ERI(株) HNNN-3065 平成20年06月02日

（仮称）かんべ土地K-7ビル かんべ土地建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3047 平成20年06月02日

（仮称）御堂筋共同ビル 御堂筋共同ビル開発特定目的
会社  (一財)日本建築センター HNNN-3046 平成20年06月02日

（仮称）ヨコハマポートサイドC-3街区開発計画 横浜市住宅供給公社  (一財)日本建築センター HNNN-3045 平成20年06月02日

香里園東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（3街区）住宅棟 香里園駅東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-3041 平成20年06月02日

（仮称）六本木三丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 六本木三丁目地区市街地再開
発組合  (株)都市居住評価センター HNNN-3017 平成20年06月02日

（仮称）有明1丁目計画 東京建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-3010 平成20年06月02日

（仮称）KM複合マンション

名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6-
1

(一財)日本建築センター HNNN-3006 平成20年06月02日

平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1－1
0

神鋼不動産株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜町2-
10-26

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪府大阪市中央区淡路町4-
2-15

アートプランニング株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2-2-7
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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

（仮称）KM複合マンション 三洋ホームズ株式会社 大阪府大阪市中央区南船場3-
12-12 (一財)日本建築センター HNNN-3006 平成20年06月02日

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-

1100　大阪駅前第1ビル11階
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-2931 平成20年05月29日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田2-4-24

（仮称）ICタワー 新栄住宅株式会社  日本ERI(株) HFNN-2930 平成20年05月26日

（仮称）大阪富国生命ビル 富国生命保険相互会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-2898 平成20年05月23日

（仮称）警察大学校等跡地施設 社会福祉法人鵜足津福祉会  日本ERI(株) MNNN-3060 平成20年05月22日

福岡大学病院診療棟（仮称） 学校法人福岡大学  (一財)日本建築センター MNNN-3003 平成20年05月22日

安曇野赤十字病院 日本赤十字社　長野県支部  (株)都市居住評価センター MNNN-3002 平成20年05月22日

（仮称）新東京療院 宗教法人東方之光  (株)都市居住評価センター MNNN-3001 平成20年05月22日

品川区総合庁舎 品川区  日本ERI(株) MNNN-3000 平成20年05月22日

（仮称）サーパス盛南 株式会社穴吹工務店  日本ERI(株) MNNN-2993 平成20年05月22日

日本赤十字社神奈川県支部新社屋 日本赤十字社神奈川県支部  日本ERI(株) MNNN-2992 平成20年05月22日

（仮称）サーパス柏町 株式会社穴吹工務店  日本ERI(株) MNNN-2989 平成20年05月22日

（仮称）LCV　データセンター棟 エルシーブイ株式会社  (株)都市居住評価センター MNNN-2980 平成20年05月22日

名古屋大学医学部附属病院外来診療棟 国立大学法人名古屋大学  (一財)日本建築センター MNNN-2977 平成20年05月22日

（仮称）用賀１丁目計画 スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2976 平成20年05月22日

NTN新桑名研究開発センター（仮称）：（研究本館） NTN株式会社  日本ERI(株) MNNN-2973 平成20年05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

帝京大学医学部附属病院新館 学校法人帝京大学  (一財)日本建築センター HNNN-3056 平成20年05月22日

（仮称）芝浦アイランドA3街区プロジェクト住宅棟 有限会社芝浦キャナル開発  (一財)日本建築センター HNNN-3051 平成20年05月22日

東五反田二丁目第2地区第一種市街地再開発事業
超高層住宅棟施設建築物

東五反田二丁目第2地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2990 平成20年05月22日

西新宿六丁目西第6地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿六丁目西第6地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2986 平成20年05月22日

（仮称）江東区白河4丁目プロジェクト

JFE都市開発株式会社 東京都千代田区神田区鍛冶町
3-6-3

(一財)日本建築センター HNNN-2985 平成20年05月22日エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）中央一丁目第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物 中央一丁目第二地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNF-2944 平成20年05月21日

（仮称）北青山プロジェクト 有限会社コーラス・プロパテ
ィ  (一財)日本建築センター HNNB-2921 平成20年05月21日

（仮称）豊洲3丁目地区8-3街区住棟計画

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

(一財)日本建築センター HFNN-2936 平成20年05月19日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2

三井不動産レジデンシャル株
式会社他３社

東京都中央区日本橋室町3-1-
20

（仮称）NEC玉川ソリューションセンター 日本電気株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2911 平成20年05月16日

（仮称）日本レイト本町1丁目ビル 日本レイト株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-3042 平成20年05月15日

ブルーミング中西新ビル計画 ブルーミング中西株式会社  日本ERI(株) MNNN-2958 平成20年05月15日

（仮称）本田技研工業株式会社さくら研究所E棟 本田技研工業株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2954 平成20年05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

（仮称）宮崎市神宮東一丁目マンション 大和システム株式会社  日本ERI(株) MNNN-2948 平成20年05月15日

（仮称）淀屋橋共同ビル

有限会社淀屋橋インベストメ
ント

東京都中央区日本橋本町1-9-
13

(一財)日本建築センター HNNN-3044 平成20年05月15日
神鋼不動産株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜町2-

10-26

（仮称）宝塚市武庫川町計画A棟
オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-3043 平成20年05月15日
阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1-1

東阪急ビルディング内

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区C棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-3013 平成20年05月15日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区B棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-3012 平成20年05月15日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区A棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-3011 平成20年05月15日

鶴見駅東口地区第一種市街地再開発事業 株式会社竹中工務店東京本店  (株)都市居住評価センター HNNN-2956 平成20年05月15日

静岡駅前紺屋町地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物（複合
棟）

静岡駅前紺屋町地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2950 平成20年05月15日

中国新聞広島制作センター 株式会社中国新聞社  (一財)日本建築センター NNNB-2906 平成20年05月12日

（仮称）西新宿7丁目ビル 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNF-2924 平成20年05月12日

みさと健和病院 医療法人財団健和会  (一社)日本免震構造協会 MNNN-3018 平成20年05月07日

中央労働金庫本店 中央労働金庫  (一財)日本建築センター MNNN-3007 平成20年05月07日

プロロジスパーク成田Ⅲプロジェクト 成田3特定目的会社  日本ERI(株) MNNN-2999 平成20年05月07日

在日フランス大使館新事務所棟計画 在日フランス大使館  (株)都市居住評価センター MNNN-2943 平成20年05月07日

（仮称）白山寮建替計画 清水建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2941 平成20年05月07日

237/437 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

旧大和田小学校跡地施設（仮称） 渋谷区役所  (一財)日本建築センター HNNN-3014 平成20年05月07日

（仮称）業平橋押上地区開発計画（新タワー計画）
新東京タワー株式会社 東京都墨田区押上1-1-2

(一財)日本建築センター HFNN-3004 平成20年05月07日
東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上1-1-2

（仮称）新砂三丁目商業施設 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2866 平成20年04月30日

（仮称）BiVi藤枝 大和リース株式会社静岡支店  (一財)日本建築センター NNNF-2891 平成20年04月24日

ヨドバシカメラ梅田 株式会社ヨドバシ物流  (一財)日本建築センター NNNB-2881 平成20年04月24日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（Ⅰ－a街区） 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター NNNB-2878 平成20年04月24日

慶應義塾日吉キャンパス複合施設（仮称） 学校法人慶應義塾  (一財)日本建築センター MFNN-2899 平成20年04月24日

（仮称）杉並区高井戸計画C棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-2896 平成20年04月24日

（仮称）アデニウム萬代橋タワー 浅井謙建築研究所株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-2893 平成20年04月24日

独立行政法人理化学研究所／（仮称）次世代スーパーコンピュータ施
設計算機・研究棟計算機ゾーン・熱源機械棟・特高施設 独立行政法人理化学研究所  (株)都市居住評価センター MNNN-2912 平成20年04月23日

（仮称）グランスイート千種 株式会社奥村組　東京支店  日本ERI(株) HNNN-2994 平成20年04月23日

（仮称）芝浦4丁目計画 オリックス不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-2935 平成20年04月23日

（仮称）アデニウム天神橋筋6丁目 株式会社ジョイント・コーポ
レーション  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2933 平成20年04月23日

（仮称）橋本大山町西－2地区マンション計画（板状棟）
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

(一財)日本建築センター HNNN-2913 平成20年04月23日
三菱地所株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ

らい2-2-1

（仮称）神戸磯上タワー 株式会社セルサスコーポレー
ション

大阪府大阪市淀川区西中島5-
5-15 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2991 平成20年04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

（仮称）神戸磯上タワー 関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6-2-
27 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2991 平成20年04月22日

（仮称）銀座三越／G-4計画

株式会社いさみや 東京都新宿区歌舞伎町2-9-17

(一財)日本建築センター NNNB-2888 平成20年04月21日株式会社三越不動産 東京都千代田区岩本町2-1-18

株式会社三越 東京都中央区日本橋室町1-4-
1

（仮称）MM21-28街区計画 株式会社テーオーシー  日本ERI(株) HNNB-2848 平成20年04月21日

（仮称）衆議院新議員会館　南棟 HOR会館PFI株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-2988 平成20年04月18日

（仮称）衆議院新議員会館　北棟 HOR会館PFI株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-2987 平成20年04月18日

（仮称）フォレセーヌ赤坂氷川町 フォレセーヌ株式会社  ハウスプラス確認検査(株) MNNN-2983 平成20年04月15日

（仮称）三井倉庫(株)辰巳事務所 三井倉庫株式会社  日本ERI(株) MNNN-2979 平成20年04月15日

（仮称）アルファステイツ一ツ橋 穴吹興産株式会社  日本ERI(株) MNNN-2975 平成20年04月15日

（仮称）アルファステイツ新屋敷 穴吹興産株式会社  日本ERI(株) MNNN-2974 平成20年04月15日

中央労働金庫本店 中央労働金庫  (一財)日本建築センター MNNN-2960 平成20年04月15日

グランドステージ川崎大師マンション（建替） 安藤建設株式会社都市開発本
部  (一財)日本建築センター MNNN-2959 平成20年04月15日

（仮称）新池町一丁目マンション 三菱地所株式会社  日本ERI(株) MNNN-2946 平成20年04月15日

（仮称）小嶋様箕輪町3丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2942 平成20年04月15日

（仮称）名古屋錦1丁目事務所ビル 株式会社新日本建物  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2923 平成20年04月15日

龍興寺高松邸 宗教法人龍興寺  (一財)日本建築センター MNNN-2922 平成20年04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

ニューシティ横浜ロジスティクスパークB棟 ダイコク・ディストリビュー
ションセンター特定目的会社  (一財)日本建築センター MNNN-2920 平成20年04月15日

セキスイハウスB（制震） 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2902 平成20年04月15日

（仮称）仙台本町プロジェクト 三井不動産株式会社
東北支店  (一財)日本建築センター HNNN-2984 平成20年04月15日

名古屋伏見プロジェクト ペガサス特定目的会社  (一財)日本建築センター HNNN-2978 平成20年04月15日

（仮称）船橋市場二丁目マンション計画
東日本建設株式会社 千葉県船橋市本町1-3-1

(一財)日本建築センター HNNN-2961 平成20年04月15日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

三井記念病院建替計画（中央棟） 社会福祉法人三井記念病院  (一財)日本建築センター HNNN-2953 平成20年04月15日

市川駅南口地区第一種市街地再開発事業B街区施設建築物 大成建設・奥村組特定建築者
共同体　大成建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2952 平成20年04月15日

赤坂四丁目薬研坂南地区第一種市街地再開発事業 赤坂四丁目薬研坂南地区市街
地再開発組合  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-2951 平成20年04月15日

（仮称）橋本大山町西－2地区マンション計画（タワー棟）
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

(一財)日本建築センター HNNN-2928 平成20年04月15日
三菱地所株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ

らい2-2-1

（仮称）勝どき一丁目地区プロジェクト かちどきGROWTH
TOWN株式会社  日本ERI(株) HNNN-2925 平成20年04月15日

（仮称）福島四丁目

安田不動産株式会社 東京都千代田区神田錦町2-11

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2910 平成20年04月15日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6-
1

東急不動産株式会社 大阪府大阪市中央区南船場4-
4-3

（仮称）上野学園音楽ホール棟計画 清水建設株式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-2907 平成20年04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

（仮称）中央一丁目集合住宅計画 三菱地所株式会社  日本ERI(株) HNNN-2903 平成20年04月15日

（仮称）ビ・ウェル大橋通り 和建設株式会社  日本ERI(株) MNNN-2947 平成20年04月11日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区C棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2940 平成20年04月11日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区B棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2939 平成20年04月11日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区A棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2938 平成20年04月11日

（仮称）旧那古野営業所用地活用事業住宅棟
丸紅株式会社　名古屋支社 愛知県名古屋市東区泉2-28-2

3
(一財)日本建築センター HNNN-2949 平成20年04月09日

東京建物株式会社
名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄3-2-7

（仮称）新宿松竹会館 松竹株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2879 平成20年04月07日

株式会社ヤマダ電機本社ビル 株式会社ヤマダ電機  日本ERI(株) NNNB-2845 平成20年04月07日

五層六段型自走式自動車車庫（フリーパーク OK-6型） 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2880 平成20年04月07日

（仮称）ODビル 有限会社オーク・デベロップ
メント  (一財)日本建築センター HNNB-2844 平成20年04月07日

（仮称）Akebono日本橋本店プロジェクト 曙ブレーキ工業株式会社  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-2858 平成20年04月07日

（仮称）新橋四丁目計画 有限会社ポンテ  (一財)日本建築センター HFNN-2846 平成20年04月04日

（仮称）南1条西14丁目プロジェクト 株式会社ライフコート  日本ERI(株) MNNN-2945 平成20年03月31日

（仮称）篠崎高齢者賃貸住宅 新東京建築設計事務所  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2887 平成20年03月31日

長谷川香料㈱総合研究棟 長谷川香料株式会社  日本ERI(株) MNNN-2886 平成20年03月31日

一条免震住宅F H.R.D.SINGAPORE PTE LTD
80 RAFFLES PLACE #20-03
UOB PLAZA 1 SINGAPORE
048624

(一財)日本建築センター MNNN-2877 平成20年03月31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

一条免震住宅F 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5-10-10 (一財)日本建築センター MNNN-2877 平成20年03月31日

一条免震住宅E
H.R.D.SINGAPORE PTE LTD

80 RAFFLES PLACE #20-03
UOB PLAZA 1 SINGAPORE
048624 (一財)日本建築センター MNNN-2876 平成20年03月31日

株式会社一条工務店 東京都江東区木場5-10-10

一条免震住宅D（改2） 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-2875 平成20年03月31日

一条免震住宅C（改2） 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-2874 平成20年03月31日

一条免震住宅B（改2） 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-2873 平成20年03月31日

一条免震住宅A（改2） 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-2872 平成20年03月31日

（仮称）モントーレ福岡空港駅壱番館 西武ハウス株式会社  日本ERI(株) MNNN-2871 平成20年03月31日

（仮称）一番町計画（Ａ館：（仮称）真澄寺東京別院、Ｂ館：（仮称
）一番町オフィスビル）

有限会社新宿アセットマネジ
メント2

東京都千代田区神田神保町1-11
三井生命神保町ビル11階
さくら綜合事務所内 日本ERI(株) MNNN-2870 平成20年03月31日

宗教法人真澄寺 東京都立川市柴崎町1-2-13

（仮称）研修・食堂棟 株式会社静岡銀行  (株)確認サービス MNNN-2867 平成20年03月31日

旭化成免震住宅・IR-S 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2863 平成20年03月31日

知多厚生病院診療棟 愛知県厚生農業協同組合連合
会  (株)確認サービス MNNN-2862 平成20年03月31日

（仮称）新端橋マンション

三菱地所株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅3-
28-12

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-2860 平成20年03月31日野村不動産株式会社 愛知県名古屋市中区錦2-19-6

トヨタホーム株式会社 愛知県名古屋市東区泉1-23-2
2

牧志・安里地区第一種市街地再開発事業　南敷地　施設建築物 牧志・安里地区市街地再開発
組合  日本ERI(株) HNNN-2892 平成20年03月31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

（仮称）豊洲三丁目8-4街区計画 住友不動産株式会社都市開発
事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2889 平成20年03月31日

（仮称）大里本町駅前タウンセンターゾーンタワー棟計画 みくに産業株式会社  日本ERI(株) HNNN-2885 平成20年03月31日

（仮称）赤坂さくら坂計画 赤坂一丁目有限会社  (一財)日本建築センター HNNN-2865 平成20年03月31日

三田小山町地区第一種市街地再開発事業施に係る施設建築物 三田小山町地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2864 平成20年03月31日

国立国際医療センター 国立国際医療センター  (株)都市居住評価センター HNNN-2743 平成20年03月31日

（仮称）日本橋3丁目プロジェクト
株式会社TAKプロパティ 東京都江東区南砂2-5-14

(一財)日本建築センター NNNF-2832 平成20年03月27日
有限会社チェントロ 東京都中央区日本橋1-4-1

日本橋1丁目ビルディング

（仮称）ららぽーと甲子園増床計画 三井不動産株式会社関西支社  (一財)日本建築センター NNNB-2852 平成20年03月27日

つくば市新庁舎 つくば市  (一財)日本建築センター MNNF-2841 平成20年03月27日

西新宿一丁目7地区計画 学校法人モード学園  (一財)日本建築センター HFNB-2827 平成20年03月27日

（仮称）川崎水江町物流倉庫 株式会社大林組東京本社  (一財)日本建築センター MNNN-2926 平成20年03月25日

ディスコR＆Dセンター増築棟 株式会社ディスコ  (一財)日本建築センター MNNN-2901 平成20年03月25日

（仮称）日本レイト本町1丁目ビル 日本レイト株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2897 平成20年03月25日

（仮称）杉並区高井戸計画B棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2895 平成20年03月25日

（仮称）杉並区高井戸計画A棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2894 平成20年03月25日

（仮称）若草町地区市街地再開発事業北街区タワー住宅棟 広島若草都市開発合同会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2934 平成20年03月25日

土佐堀ダイビル（仮称） ダイビル株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2932 平成20年03月25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

（仮称）ライオンズタワー勾当台通 株式会社大京東北支店  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-2929 平成20年03月25日

後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 後楽二丁目西地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2927 平成20年03月25日

（仮称）赤坂8丁目計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2919 平成20年03月25日

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D21街区）D棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-2918 平成20年03月25日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）C棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-2917 平成20年03月25日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）B棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-2916 平成20年03月25日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）A棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-2915 平成20年03月25日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）レクセルマンションみどりの計画 扶桑レクセル株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2914 平成20年03月25日

（仮称）万歳町マンション 近鉄不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2909 平成20年03月25日

守口市本町2丁目共同住宅
三洋ホームズ株式会社 大阪府大阪市中央区南船場3-

12-12
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2908 平成20年03月25日

近藤エステート株式会社 大阪府大阪市中央区道修町2-
6-7

武蔵浦和駅第4街区第一種市街地再開発事業施設建築物（Bブロック） 武蔵浦和駅第4街区市街地再
開発組合  日本ERI(株) HNNN-2905 平成20年03月25日

武蔵浦和駅第4街区第一種市街地再開発事業施設建築物（Aブロック） 武蔵浦和駅第4街区市街地再
開発組合  日本ERI(株) HNNN-2904 平成20年03月25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

（仮称）新宿三丁目共同ビル
喜多　崇介 東京都新宿区新宿3-30-13

(一財)日本建築センター NNNB-2824 平成20年03月24日
株式会社丸井 東京都中野区中野4-3-2

（仮称）渋谷東1丁目計画 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-2826 平成20年03月24日

仙台一番町プロジェクト 森トラスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2857 平成20年03月18日

（仮称）東五反田二丁目計画
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2

(株)東京建築検査機構 HNNN-2853 平成20年03月18日
東邦地所株式会社 山梨県南巨摩郡南部町万沢74

83

南飛騨総合健康アリーナ（仮称） 岐阜県下呂市  (一財)日本建築センター NNNB-2807 平成20年03月17日

（仮称）東雲計画 清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3 (一財)日本建築センター NNNB-2801 平成20年03月17日

（仮称）東戸塚西口駅前計画（地下2階（RC造）付四層五段型自走式
自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-2843 平成20年03月17日

西梅田プロジェクト 株式会社サンケイビル  (一財)日本建築センター HNNB-2818 平成20年03月17日

和歌山工業高校　新館 和歌山県  (一財)日本建築センター MFNN-2800 平成20年03月12日

熊本大学医学部附属病院病棟 国立大学法人熊本大学  (一財)日本建築センター MNNN-2849 平成20年03月11日

（仮称）船橋市本町7丁目PJ スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2847 平成20年03月11日

（仮称）下北沢成徳高等学校 学校法人成徳学園 東京都世田谷区代田6-12-39 (一財)日本建築センター NNNB-2786 平成20年03月10日

（仮称）秋葉原駅電気街口駅ビル 東日本旅客鉄道株式会社  日本ERI(株) NNNB-2785 平成20年03月10日

中之島ダイビル ダイビル株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-2795 平成20年03月10日

（仮称）臨港病院 株式会社丹羽英二建築事務所  日本ERI(株) MNNN-2884 平成20年03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

関門医療センター 独立行政法人国立病院機構
関門医療センター  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2882 平成20年03月06日

（仮称）新広小路ビル 東レ建設株式会社  ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-2861 平成20年03月06日

郡山駅前一丁目第一地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 郡山駅前一丁目第一地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2900 平成20年03月06日

（仮称）安堂寺町計画（住宅棟） 栄泉不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-2883 平成20年03月06日

（仮称）東大井1丁目計画 五洋建設株式会社
東京建築支店  日本ERI(株) HNNN-2869 平成20年03月06日

南千住西口駅前地区第一種市街地再開発事業 南千住西口駅前地区市街地再
開発組合  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-2868 平成20年03月06日

（仮称）堂島1丁目プロジェクト・ホテル棟 石橋物産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2842 平成20年03月06日

湘南鎌倉総合病院 株式会社新都計画  日本ERI(株) MNNN-2830 平成20年03月05日

モリモト　MM21　43街区計画 株式会社モリモト  (一財)日本建築センター HNNN-2837 平成20年03月05日

旭化成・DXN 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2829 平成20年03月04日

（仮称）フタバ図書福山店舗併用立駐（施設併用四層五段型自走式自
動車車庫） 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2856 平成20年03月03日

（仮称）成田富里徳洲会病院 株式会社新都計画  日本ERI(株) MNNN-2836 平成20年03月03日

ラフィーネ上田
窪田建設株式会社 長野県駒ヶ根市東町9-22

日本ERI(株) MNNN-2835 平成20年03月03日
株式会社エステートギャラリ
ー 長野県松本市深志3-7-17

（仮称）横浜信用金庫北新横浜新事務センター 横浜信用金庫  日本ERI(株) MNNN-2834 平成20年03月03日

大阪港湾合同庁舎 国土交通省近畿地方整備局  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2831 平成20年03月03日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（I-b街区） 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNB-2839 平成20年03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

（仮称）株式会社学習研究社五反田新本社ビル 株式会社学習研究社  (一財)日本建築センター HFNB-2840 平成20年03月03日

犬山市役所庁舎 愛知県犬山市  日本ERI(株) MNNN-2821 平成20年02月29日

（仮称）池之端2丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-2825 平成20年02月29日

（仮称）アデニウム熱海シーサイドタワー 株式会社ジョイント・コーポ
レーション  日本ERI(株) HFNN-2777 平成20年02月29日

（仮称）平野町三丁目ビル 合同会社御堂筋みらいデベロ
ップメント  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2859 平成20年02月27日

豊田信用金庫本店 豊田信用金庫  日本ERI(株) MNNN-2833 平成20年02月27日

プロロジスパーク座間Ⅰ プロロジス座間1有限会社  日本ERI(株) MNNN-2817 平成20年02月27日

静岡がんセンター管理棟（仮称） 静岡県立静岡がんセンター  (株)都市居住評価センター MNNN-2809 平成20年02月27日

（仮称）グランスイート天王寺上本町－立体駐車場棟－ 丸紅株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2716 平成20年02月27日

（仮称）甲府紅梅地区第一種市街地再開発ビル 甲府紅梅地区市街地再開発組
合  日本ERI(株) HNNN-2804 平成20年02月27日

中原消防署・ホテル 財団法人川崎市まちづくり公
社  (一社)日本免震構造協会 HNNN-2854 平成20年02月25日

（仮称）札幌ビジネスセンタービル 株式会社北洋銀行  日本ERI(株) HNNN-2803 平成20年02月25日

（仮称）流山倉庫Ｂ 有限会社流山ロジスティック  日本ERI(株) NNNF-2772 平成20年02月22日

（仮称）イオン大和郡山ショッピングセンター イオンモール株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-2769 平成20年02月22日

（仮称）飯田橋三丁目ビル

エスエフ飯田橋開発特定目的
会社 東京都新宿区西新宿1-23-3

(株)都市居住評価センター NFNF-2768 平成20年02月22日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）仙台中央広瀬通ビル 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9 (一財)日本建築センター HNNB-2750 平成20年02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

（仮称）仙台中央広瀬通ビル 仙台中央開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1-
11　さくら綜合事務所内 (一財)日本建築センター HNNB-2750 平成20年02月22日

（仮称）芝浦三丁目計画B街区
日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1

(一財)日本建築センター HNNB-2808 平成20年02月20日
株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋1-13-1

（仮称）東大宮ビル（施設併用五層六段型自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-2798 平成20年02月19日

三層四段型自走式自動車車庫（ユウケンパーク　YP-Ⅳ2型） 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2828 平成20年02月18日

京都駅西ビル計画 ジェイアール西日本不動産開
発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2751 平成20年02月15日

霞が関ビル低層部増築・改修 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2735 平成20年02月15日

松下プラズマディスプレイ㈱PDP第5工場 松下プラズマディスプレイ株
式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2734 平成20年02月15日

（仮称）尼崎オフィスビル計画（四層五段型自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-2776 平成20年02月15日

（仮称）長岡市消防本部・消防署合同庁舎建設計画 長岡市  日本ERI(株) MNNN-2792 平成20年02月15日

（仮称）焼津・Kマンション 日成建設株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2789 平成20年02月15日

（仮称）堺東駅前マンション

南海電気鉄道株式会社 大阪府大阪市中央区難波5-1-
60

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-2778 平成20年02月15日

株式会社ユニチカエステート 大阪府大阪市中央区瓦町2-4-
7

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

アーバンライフ株式会社 兵庫県芦屋市業平町8-14-105

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

大崎駅西口中地区第一種市街地再開発事業　住宅棟・地域貢献施設 大崎駅西口中地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2788 平成20年02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

（仮称）西新宿セブンシティ跡地計画 エスエフ・セブン特定目的会
社  (一財)日本建築センター HFNN-2739 平成20年02月15日

（仮称）仙台中央第一生命ビルディング 第一生命保険相互会社  (株)都市居住評価センター MNNN-2855 平成20年02月13日

（仮称）大分・金池マンション 三州開発株式会社  日本ERI(株) MNNN-2774 平成20年02月13日

（仮称）ファミリアーレ港明 宝交通株式会社  日本ERI(株) MNNN-2773 平成20年02月13日

（仮称）グランスイート天王寺上本町 丸紅株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2715 平成20年02月13日

参議院新議員会館 HOC議員会館PFI株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-2787 平成20年02月13日

（仮称）東品川四丁目計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター NNNB-2724 平成20年02月12日

ホテルサンルート有明 有明プロパティー特定目的会
社  (一財)日本建築センター HFNN-2726 平成20年02月12日

（仮称）所沢寿町南A地区共同ビル 所沢寿町南A地区共同ビル建
設組合  (株)都市居住評価センター HFNN-2719 平成20年02月12日

（仮称）FXプロジェクト 富士ゼロックス株式会社  (株)東京建築検査機構 HFNB-2720 平成20年02月12日

五層六段型自走式自動車車庫（AWK-56R-2.5） アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2812 平成20年02月08日

四層五段型自走式自動車車庫（AWK-45R-2.5） アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2811 平成20年02月08日

三層四段型自走式自動車車庫（AWK-34R-2.5） アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2810 平成20年02月08日

（仮称）スカパー東京メディアセンター計画 株式会社スカイパーフェクト
・コミュニケーションズ  (一財)日本建築センター MNNB-2712 平成20年02月08日

（仮称）JR久宝寺駅前商業住宅複合タワー
関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6-2-

27
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2753 平成20年02月07日

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）杉並区高井戸計画B棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2823 平成20年02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

（仮称）杉並区高井戸計画A棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2822 平成20年02月06日

西尾市新庁舎 愛知県西尾市  日本ERI(株) MNNN-2819 平成20年02月06日

多摩広域基幹病院（仮称）及び小児総合医療センター（仮称） 多摩医療PFI株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2816 平成20年02月06日

中央労働金庫本店 中央労働金庫  (一財)日本建築センター MNNN-2815 平成20年02月06日

グランドステージ川崎大師マンション（建替） 安藤建設株式会社都市開発本
部  (一財)日本建築センター MNNN-2814 平成20年02月06日

（仮称）見花山プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2806 平成20年02月06日

（仮称）新横浜三丁目ビル 田中　裕  (一社)日本免震構造協会 MFNN-2710 平成20年02月06日

（仮称）新大阪ＥＭビル 株式会社イーエムシステムズ  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-2709 平成20年02月06日

（仮称）川口本町4-4-東地区共同ビル 株式会社森建築設計研究室  日本ERI(株) HNNN-2820 平成20年02月06日

（仮称）神田須田町ビル エスエフ神田須田町開発特定
目的会社  (一財)日本建築センター HNNN-2813 平成20年02月06日

（仮称）南堀江プロジェクト 合同会社JMインベストメント  ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-2771 平成20年02月06日

横浜山下町地区（仮称）第一種市街地再開発事業　A地区施設建築物 株式会社大和地所  ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-2770 平成20年02月06日

（仮称）積水ハウス御堂筋本町ビル 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-2707 平成20年02月06日

（仮称）総合あんしんセンター 高知市  日本ERI(株) MNNN-2767 平成20年02月05日

名古屋港湾合同庁舎本館 国土交通省中部地方整備局  日本ERI(株) MNNN-2765 平成20年02月05日

内閣本府　A棟 国土交通省大臣官房官庁営繕
部  (一財)日本建築センター MNNN-2760 平成20年02月05日

コルセ・カレ日向 株式会社コーソク  (株)都市居住評価センター MNNN-2759 平成20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

（仮称）恩田壽幸様ビル スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2758 平成20年02月05日

（仮称）南篠崎町2丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2757 平成20年02月05日

（仮称）千葉みなとプロジェクト 丸紅株式会社  日本ERI(株) HNNN-2766 平成20年02月05日

（仮称）タワーザファースト静岡 セキスイハイム東海株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2763 平成20年02月05日

大手通中央西地区第一種市街地再開発事業 大手通中央西地区第一種市街
地再開発事業　協同組合  丸専  日本ERI(株) HNNN-2747 平成20年02月05日

（仮称）若草町地区市街地再開発事業北街区タワー住宅棟 広島若草都市開発合同会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2727 平成20年02月05日

システムプラザ磯子3号館 BHKビジネス株式会社  日本ERI(株) MNNN-2748 平成20年02月04日

クラヤ三星堂　神奈川ALC（仮称） 株式会社メディセオ・パルタ
ックホールディングス  日本ERI(株) MNNN-2746 平成20年02月04日

医療法人　里仁会　興生総合病院移転新築計画 医療法人　里仁会
興生総合病院  (株)都市居住評価センター MNNN-2744 平成20年02月04日

（仮称）八丁堀オフィスビル 大成建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-2745 平成20年02月04日

（仮称）Ｏ１プロジェクト 中央商事株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-2705 平成20年02月01日

（仮称）プルデンシャル生命保険ドライデンカスタマーセンター新館 プルデンシャル生命保険株式
会社  日本ERI(株) MNNN-2725 平成20年01月31日

（仮称）琴似1条マンション計画

アルファコート株式会社 北海道札幌市中央区北1条西5
-3

(一財)日本建築センター MNNN-2722 平成20年01月31日株式会社新日鉄都市開発北海
道支店

北海道札幌市中央区北3条西3
丁目　北三条ビルディング4階

丸紅株式会社北海道支社 北海道札幌市中央区南1条東1-5-
1　大通バスセンタービル1号館

（仮称）都島Ⅱ計画

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝2-32-1

(株)都市居住評価センター HNNN-2775 平成20年01月31日
阪急不動産株式会社 大阪府大阪市北区角田町1-1

東阪急ビルディング内
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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

（仮称）都島Ⅱ計画

三洋ホームズ株式会社 大阪府大阪市中央区南船場3-
12-12

(株)都市居住評価センター HNNN-2775 平成20年01月31日
名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6-1

名古屋ルーセントタワー8階

栄泉不動産株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-
1-1

代表取締役社長　髙安　年男 大阪府大阪市北区中之島3-3-
3

仙台一番町プロジェクト　住宅棟 森トラスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2741 平成20年01月31日

（仮称）下山手通プロジェクト

東急不動産株式会社
関西支店

大阪府大阪市中央区南船場4-
4-3

(一財)日本建築センター HNNN-2732 平成20年01月31日東京建物株式会社　関西支店  

日本土地建物販売株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1

（仮称）ルネ難波Ⅱ

新星和不動産株式会社 大阪府大阪市北区西天満5-6-
4

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2728 平成20年01月31日
南海電気鉄道株式会社 大阪府大阪市中央区難波5-1-

60

アーバンライフ株式会社 兵庫県芦屋市業平町8-14-105

総合地所株式会社他３社 東京都港区芝公園2-4-1

（仮称）パシフィックレジデンスタワーみなとみらい 特定目的会社PDみなとみらい  日本ERI(株) HNNN-2802 平成20年01月30日

（仮称）栄4丁目事務所ビル 株式会社ウッドフレンズ  日本ERI(株) MNNN-2805 平成20年01月29日

中伊豆リハビリテーションセンター 社会福祉法人農協共済中伊豆
リハビリテーションセンター  日本ERI(株) MNNN-2794 平成20年01月29日

（仮称）プロロジスパーク市川Ⅰ プロロジス市川有限会社  日本ERI(株) MNNN-2793 平成20年01月29日

（仮称）金山3丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2790 平成20年01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

防災拠点東扇島地区施設棟（仮称） 国土交通省関東地方整備局  (一財)日本建築センター MNNN-2784 平成20年01月29日

防災拠点有明の丘地区本部施設棟（仮称） 国土交通省関東地方整備局  (一財)日本建築センター MNNN-2783 平成20年01月29日

（仮称）エフエム福岡・西日本シティ銀行共同ビル
株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前

3-1-1
(一財)日本建築センター MNNN-2782 平成20年01月29日

株式会社エフエム福岡 福岡県福岡市中央区渡辺通2-
1-82

千葉県警察本部新庁舎 千葉エス・アンド・エス株式
会社  (一財)日本建築センター MFNN-2791 平成20年01月29日

（仮称）新広小路ビル 東レ建設株式会社  ハウスプラス住宅保証(株)、
日本ERI(株) MFNN-2752 平成20年01月29日

（仮称）中幸町マンション計画 三井住友建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2799 平成20年01月29日

（仮称）ヴィークタワー南堀江 清水総合開発株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2797 平成20年01月29日

（仮称）梅田鶴野町ビル計画 株式会社コスモスイニシア
関西支社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2796 平成20年01月29日

（仮称）船橋市湊町2丁目計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2781 平成20年01月29日

（仮称）神戸・旧居留地ビル エム・エフ・神戸有限会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2780 平成20年01月29日

（仮称）安堂寺2丁目プロジェクト 積和不動産関西株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2779 平成20年01月29日

（仮称）マザック葵ビル ヤマザキマザックニュータワ
ー株式会社  (株)都市居住評価センター HFNN-2685 平成20年01月29日

（仮称）アクア博多プロジェクト 福岡ビルディング有限会社  (一財)日本建築センター NFNN-2692 平成20年01月28日

新本部ビル（仮称） 株式会社福岡銀行  (一財)日本建築センター HFNN-2691 平成20年01月28日

（仮称）足立区梅田八丁目マンション計画 東武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2764 平成20年01月24日

（仮称）関西ユビキタス 株式会社ウラクアオヤマ  (一財)日本建築センター MNNN-2740 平成20年01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

（仮称）神戸市東灘区本庄町1丁目マンション 株式会社ノバック  (一財)日本建築センター MNNN-2702 平成20年01月24日

㈱豊田自動織機グローバル研修センター計画 株式会社豊田自動織機  日本ERI(株) MNNN-2696 平成20年01月24日

（仮称）アルファステイツ新屋敷 穴吹興産株式会社  日本ERI(株) MNNN-2695 平成20年01月24日

（仮称）アルファステイツ一ツ橋 穴吹興産株式会社  日本ERI(株) MNNN-2694 平成20年01月24日

（仮称）寺町の家 有限会社フルセイル  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2687 平成20年01月24日

みさと健和病院 医療法人財団健和会  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2686 平成20年01月24日

慶應義塾大学（日吉）第4校舎網島街道側 慶應義塾  日本ERI(株) MNNN-2682 平成20年01月24日

三重大学医学部附属病院病棟・診療棟 国立大学法人三重大学  日本ERI(株) MNNN-2681 平成20年01月24日

名古屋港湾合同庁舎別館 国土交通省　中部地方整備局  (株)確認サービス MNNN-2679 平成20年01月24日

日本赤十字社医療センター 日本赤十字社  (一財)日本建築センター MFNN-2708 平成20年01月24日

株式会社奥村組名古屋支店 株式会社奥村組  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-2706 平成20年01月24日

（仮称）杉並区高井戸計画B棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-2684 平成20年01月24日

（仮称）杉並区高井戸計画A棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-2683 平成20年01月24日

（仮称）豊洲三丁目9-2街区計画 住友不動産株式会社都市開発
事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2762 平成20年01月24日

（仮称）豊洲8-4街区計画 住友不動産株式会社都市開発
事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2761 平成20年01月24日

（仮称）マルイト難波ビル 株式会社丸糸商店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2755 平成20年01月24日

（仮称）仙台本町プロジェクト 三井不動産株式会社
東北支店  (一財)日本建築センター HNNN-2749 平成20年01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

西新宿六丁目西第6地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿六丁目西第6地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2733 平成20年01月24日

（仮称）武蔵野市中町1丁目計画（南棟） 野村不動産株式会社
住宅カンパニー  (一財)日本建築センター HNNN-2723 平成20年01月24日

㈱日立製作所（仮称）新エレベーター研究塔 株式会社日立製作所
水戸事業所  (一財)日本建築センター HNNN-2701 平成20年01月24日

ソフトウエア情報開発株式会社本社ビル ソフトウエア情報開発株式会
社  (一財)日本建築センター HNNN-2700 平成20年01月24日

（仮称）千早タワー　B棟 栄泉不動産株式会社
福岡支店  日本ERI(株) HNNN-2697 平成20年01月24日

（仮称）東大泉一丁目計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (株)都市居住評価センター HNNN-2677 平成20年01月24日

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-

1100　大阪駅前第1ビル11階
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-2754 平成20年01月24日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田2-4-24

（仮称）御茶ノ水計画
医療法人財団　小畑会 東京都千代田区神田駿河台2-

5
(一財)日本建築センター HNNB-2703 平成20年01月24日

住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1

真如苑真澄寺応現院（本棟・食堂棟） 真澄寺  (一財)日本建築センター NNNB-2637 平成20年01月18日

（仮称）杉並区高井戸計画D棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-2673 平成20年01月18日

（仮称）衆議院新議員会館　南棟 HOR会館PFI株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-2718 平成20年01月18日

（仮称）衆議院新議員会館　北棟 HOR会館PFI株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-2717 平成20年01月18日

（仮称）渋谷区本町三丁目計画

エスエフ・キャピタル特定目
的会社

東京都新宿区西新宿1-23-3
廣和ビル9階

(株)都市居住評価センター HFNN-2675 平成20年01月18日
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設
屋内トレーニング施設

文部科学省大臣官房文教施設
企画部  (一財)日本建築センター NNNB-2756 平成20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

後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 後楽二丁目西地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2738 平成20年01月15日

（仮称）高見地区（2期）分譲住宅（E棟）

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-3-1

ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-2714 平成20年01月11日三菱地所株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅3-
28-12

ジェイアール東海不動産株式
会社 東京都港区港南2-1-95

（仮称）高見地区（2期）分譲住宅（D棟）

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-3-1

ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-2713 平成20年01月11日三菱地所株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅3-
28-12

ジェイアール東海不動産株式
会社 東京都港区港南2-1-95

（仮称）会津オリンパス オリンパスメディカルシステ
ムズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2662 平成20年01月11日

京都大学積貞棟（病棟） 国立大学法人　京都大学  (一財)日本建築センター MNNN-2659 平成20年01月11日

（仮称）ビ・ウェル北本町3丁目 和建設株式会社  日本ERI(株) MNNN-2646 平成20年01月11日

愛知県中央信用組合新本店 愛知県中央信用組合   MNNN-2621 平成20年01月11日

（仮称）グランドメゾン百道浜Ⅱ期　東棟 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部  (株)都市居住評価センター HNNN-2737 平成20年01月11日

（仮称）グランドメゾン百道浜Ⅱ期　西棟 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部  (株)都市居住評価センター HNNN-2736 平成20年01月11日

（仮称）TJ八王子プロジェクト 豊田通商株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2731 平成20年01月11日

（仮称）万歳町マンション 近鉄不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2729 平成20年01月11日

（仮称）高松一丁目計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2668 平成20年01月11日

（仮称）神戸栄町通3丁目計画 株式会社大京　大阪支店  (一財)日本建築センター HNNN-2667 平成20年01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

（仮称）東静岡駅前計画 静岡鉄道株式会社  日本ERI(株) HNNN-2663 平成20年01月11日

板橋三丁目地区防災街区整備事業防災施設建築物 板橋三丁目地区防災街区整備
事業組合  (一財)日本建築センター HNNN-2661 平成20年01月11日

新潟駅南口第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物 新潟駅南口第二地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2650 平成20年01月11日

（仮称）レクセルマンション相模原駅前計画 扶桑レクセル株式会社  日本ERI(株) HNNN-2647 平成20年01月11日

（仮称）六本木七丁目マンション建替計画 六本木7丁目マンション建替
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2638 平成20年01月11日

愛知県中央信用組合新本店 愛知県中央信用組合 愛知県碧南市中町5-77 (株)確認サービス HNNN-2621 平成20年01月11日

（仮）アーバン茶屋町プロジェクト 有限会社武蔵野プロパティー
ズ  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-2644 平成20年01月11日

（仮称）豊洲3丁目地区8-3街区住棟計画

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

(一財)日本建築センター HFNN-2678 平成20年01月11日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町3-1-
20

丸の内2-1地区（丸の内SF計画） 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-2730 平成20年01月11日

（仮称）フジテレビ臨海副都心スタジオ 株式会社フジテレビジョン  (一財)日本建築センター NNNF-2622 平成20年01月09日

（仮称）三井倉庫㈱辰巳事務所 三井倉庫株式会社  日本ERI(株) MNNN-2652 平成19年12月28日

市川駅南口地区第一種市街地再開発事業A街区

清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3

(一財)日本建築センター HNNN-2742 平成19年12月28日野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2

三井不動産レジデンシャル株
式会社

千葉県千葉市中央区中央1-11
-1
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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

（仮称）本郷5丁目計画 野村不動産株式会社
住宅カンパニー  (一財)日本建築センター HNNN-2669 平成19年12月28日

（仮称）平塚市明石町21番マンション計画
三菱地所株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ

らい2-2-1
(一財)日本建築センター MNNN-2688 平成19年12月26日

小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台1-47-1

芝園小学校及び芝園中学校 芝園ユースウェアサービス株
式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2680 平成19年12月26日

姫路警察署庁舎棟 兵庫県県土整備部住宅建築局
営繕課  (一財)日本建築センター MNNN-2633 平成19年12月26日

小林市立市民病院 小林市  (一財)日本建築センター MNNN-2632 平成19年12月26日

砂川市立病院 北海道砂川市  (一財)日本建築センター MNNN-2631 平成19年12月26日

青梅市新庁舎 青梅市  (一財)日本建築センター MFNN-2711 平成19年12月26日

（仮称）稲毛駅前計画 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2699 平成19年12月26日

名古屋ビルデイング株式会社（仮称）名古屋ビル 名古屋ビルデイング株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2698 平成19年12月26日

（仮称）赤坂8丁目計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2689 平成19年12月26日

（仮称）グランドメゾン京町堀タワー計画 積水ハウス株式会社大阪マン
ション事業部  (株)都市居住評価センター HNNN-2676 平成19年12月26日

（仮称）虎ノ門3丁目計画

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町3-1-
20

(株)東京建築検査機構 HNNN-2674 平成19年12月26日
丸紅株式会社 東京都千代田区大手町1-4-2

上目黒一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 上目黒一丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2672 平成19年12月26日

（仮称）大宮仲町計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2670 平成19年12月26日

（仮称）船橋市場二丁目マンション計画 東日本建設株式会社 千葉県船橋市本町1-3-1 (一財)日本建築センター HNNN-2630 平成19年12月26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

（仮称）船橋市場二丁目マンション計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1 (一財)日本建築センター HNNN-2630 平成19年12月26日

仙台一番町プロジェクト 森トラスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2629 平成19年12月26日

TN四谷三丁目ビル
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6

(一財)日本建築センター NNNF-2634 平成19年12月25日
東電不動産株式会社 東京都中央区京橋1-6-1

（仮称）原宿プロジェクト（B敷地）

株式会社ニューシティコーポ
レーション

東京都港区六本木1-6-1
泉ガーデンタワー30階

(一財)日本建築センター MFNN-2636 平成19年12月25日
ニューシティ原宿有限会社 東京都港区六本木1-10-6

（仮称）原宿プロジェクト（A敷地）

株式会社ニューシティコーポ
レーション

東京都港区六本木1-6-1
泉ガーデンタワー29階

(一財)日本建築センター MFNN-2635 平成19年12月25日
ニューシティ原宿有限会社 東京都港区六本木1-10-6

（仮称）グランドメゾン百道浜 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部  日本ERI(株) HNNN-2693 平成19年12月25日

永田町二丁目計画 東京急行電鉄株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-2721 平成19年12月25日

中央労働金庫本店 中央労働金庫  (一財)日本建築センター MNNN-2671 平成19年12月21日

三菱倉庫株式会社（仮称）飛島配送センター 三菱倉庫株式会社
名古屋支店  日本ERI(株) MNNN-2664 平成19年12月21日

和歌山労災病院 独立行政法人労働者健康福祉
機構  (一財)日本建築センター MNNN-2660 平成19年12月21日

（仮称）宇品アーバンプロジェクト3区画N棟 株式会社アーバンコーポレイ
ション  (一財)日本建築センター MNNN-2658 平成19年12月21日

三井ホーム免震住宅システムM-400 三井ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2610 平成19年12月21日

東銀銀座ビル 東銀不動産株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2598 平成19年12月21日

（仮称）コレクション安城住吉　新築工事 株式会社ウッドフレンズ  (株)確認サービス MNNN-2596 平成19年12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

（仮称）宇品アーバンプロジェクト3区画S棟 株式会社アーバンコーポレイ
ション  (一財)日本建築センター HNNN-2657 平成19年12月21日

（仮称）ライオンズタワー勾当台通 株式会社大京東北支店  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-2656 平成19年12月21日

守口市本町2丁目共同住宅
三洋ホームズ株式会社 大阪府大阪市中央区南船場3-

12-12
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2619 平成19年12月21日

近藤エステート株式会社 大阪府大阪市中央区道修町2-
6-7

（仮称）筆ヶ崎タワー 近鉄不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2617 平成19年12月21日

（仮称）名古屋市中区錦2丁目ビル 小島株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2599 平成19年12月21日

梅田阪急ビル 阪急電鉄株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-2642 平成19年12月21日

東京ディズニーランドホテル（ホテル棟） 株式会社オリエンタルランド  (一財)日本建築センター NNNF-2571 平成19年12月18日

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル 北海道空港株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2601 平成19年12月18日

（仮称）守谷マンション計画（駐車場棟） JFE工建株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2643 平成19年12月18日

（仮称）足立区梅田八丁目マンション計画　B棟 東武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2704 平成19年12月18日

（仮称）日産自動車株式会社　本社屋 日産自動車株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-2616 平成19年12月18日

（仮称）ベルギー大使館建替計画（大使館棟） 駐日ベルギー国大使館  日本ERI(株) MNNN-2623 平成19年12月17日

（仮称）日本レイト本町1丁目ビル 日本レイト株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2618 平成19年12月17日

（仮称）有明一丁目計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2615 平成19年12月17日

（仮称）平河町二丁目東部南地区第一種市街地再開発事業ビル 平河町二丁目東部南地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2614 平成19年12月17日

（仮称）東京ドームE-Gateプロジェクト 株式会社東京ドーム  (一財)日本建築センター NNNB-2690 平成19年12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）

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

南海ターミナルビル
株式会社髙島屋 大阪府大阪市中央区難波5-1-

5
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-2666 平成19年12月14日

南海都市創造株式会社 大阪府大阪市中央区難波5-1-
60

大森赤十字病院改築計画 大森赤十字病院  (株)都市居住評価センター MFNN-2585 平成19年12月13日

（仮称）Akebono日本橋本店プロジェクト 曙ブレーキ工業株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-2575 平成19年12月13日

（仮称）大阪駅改良・新北ビル・アクティ大阪
大阪ターミナルビル株式会社 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-

1100　大阪駅前第1ビル11階
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-2579 平成19年12月13日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田2-4-24

（仮称）新台東病院等 台東区役所  (一財)日本建築センター MNNN-2641 平成19年12月11日

中外製薬株式会社　浮間事業所　第２生物実験棟 中外製薬株式会社  日本ERI(株) MNNN-2624 平成19年12月11日

（仮称）小嶋様箕輪町3丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2613 平成19年12月11日

シティコーポ小城（仮称）北棟 松村・浦野特別共同企業体  (株)都市居住評価センター MNNN-2612 平成19年12月11日

シティコーポ小城（仮称）南棟 松村・浦野特別共同企業体  (株)都市居住評価センター MNNN-2611 平成19年12月11日

多摩広域基幹病院（仮称）及び小児総合医療センター（仮称） 多摩医療PFI株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2609 平成19年12月11日

（仮称）上本町分譲住宅
近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市中央区難波2-2-

3
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2665 平成19年12月11日

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪府大阪市中央区淡路町4-
2-15

（仮称）藤和取手駅前PJ 藤和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2654 平成19年12月11日

TX秋葉原開発ビル 阪急電鉄株式会社  日本ERI(株) HNNN-2648 平成19年12月11日

東五反田二丁目第2地区第一種市街地再開発事業高層業務棟施設建築物 東五反田二丁目第2地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2640 平成19年12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

三田小山町東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 三田小山町東地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2639 平成19年12月11日

（仮称）住友赤羽岩淵町 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2608 平成19年12月11日

蕨駅西口地区7番街区第一種市街地再開発事業施設建築物 蕨駅西口地区7番街区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2607 平成19年12月11日

（仮称）芝浦三丁目計画B街区
日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1

(一財)日本建築センター HNNB-2645 平成19年12月11日
株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋1-13-1

イオンモール橿原アルル2期計画 イオンモール株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2586 平成19年12月06日

（仮称）晴海F街区開発計画 有限会社ケイダブリュー・プ
ロパティ・イレブン  (株)東京建築検査機構 NFNN-2589 平成19年12月06日

セーレン株式会社本社ビル セーレン株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NFNN-2587 平成19年12月06日

（仮称）デンソー新ビル・イベントホール 株式会社デンソー  (一財)日本建築センター NFNB-2583 平成19年12月06日

（仮称）秋葉原計画

エスエフ秋葉原開発特定目的
会社 東京都新宿区西新宿1-23-3

(一財)日本建築センター HNNB-2582 平成19年12月06日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）関西ユビキタス 株式会社ウラクアオヤマ  (一財)日本建築センター MNNN-2584 平成19年12月03日

福岡大学病院新診療棟（仮称） 学校法人福岡大学  (一財)日本建築センター MNNN-2581 平成19年12月03日

静岡県営佐鳴湖団地２２・２３号棟 静岡県  (一財)日本建築センター NFNN-2573 平成19年11月28日

（仮称）新大阪ＥＭビル 株式会社イーエムシステムズ  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-2574 平成19年11月28日

（仮称）東京ベイサイドリゾート開発計画 リゾートトラスト株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-2597 平成19年11月28日

丸の内2-1地区（丸の内SF計画） 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-2569 平成19年11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

IKパークK4FNP（四層五段型自走式自動車車庫） 石川島建材工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2572 平成19年11月27日

（仮称）ピアス銀座ビル ピアスアライズ株式会社  日本ERI(株) MNNN-2604 平成19年11月26日

（仮称）南青山W.HOUSEプロジェクト 三菱地所株式会社  日本ERI(株) MNNN-2549 平成19年11月26日

（仮称）仙台広瀬通ビル 合同会社広瀬通事業開発  (一財)日本建築センター HNNN-2566 平成19年11月26日

（仮称）神戸・旧居留地ビル エム・エフ・神戸有限会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2551 平成19年11月26日

（仮称）ユニカ新宿ビル 株式会社ユニカ  (一財)日本建築センター NNNB-2655 平成19年11月22日

JR久留米駅前第一街区第一種市街地再開発事業施設建築物 JR久留米駅前第一街区市街地
再開発組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2543 平成19年11月22日

（仮称）川崎水江町物流倉庫 株式会社大林組東京本社  (一財)日本建築センター MNNN-2653 平成19年11月20日

（仮称）仙台泉パークタウンセンター立体駐車場（四層五段型自走式
自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-2570 平成19年11月19日

立川市庁舎 立川市  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-2563 平成19年11月19日

土佐堀ダイビル（仮称） ダイビル株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2602 平成19年11月19日

ニッセイ札幌プロジェクト 日本生命保険相互会社  日本ERI(株) HNNB-2527 平成19年11月19日

（仮称）神戸元町計画 株式会社山楽  (一財)日本建築総合試験所 HFNN-2535 平成19年11月19日

勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業N棟 勝六再開発株式会社  (一財)日本建築センター HFNF-2538 平成19年11月19日

勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業S棟 勝六再開発株式会社  (一財)日本建築センター HFNF-2537 平成19年11月19日

愛知県厚生連江南新病院 愛知県厚生農業協同組合連合
会  (一財)日本建築センター MNNN-2651 平成19年11月16日

（仮称）三番町マンション 株式会社錢高組東京支社  (株)都市居住評価センター MNNN-2625 平成19年11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）

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

（仮称）小田栄2丁目マンション計画 ナイス株式会社  ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-2553 平成19年11月16日

（仮称）ミオカステーロ熱海銀座町 山田建設株式会社  日本ERI(株) MNNN-2545 平成19年11月16日

三田小山町地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 三田小山町地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2649 平成19年11月16日

（仮称）台東一丁目プロジェクト オリックス不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2628 平成19年11月16日

（仮称）有明1丁目計画 東京建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2626 平成19年11月14日

（仮称）新砂三丁目商業施設 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2526 平成19年11月13日

松阪警察署 三重県  日本ERI(株) MNNN-2568 平成19年11月12日

ニューシティ横浜ロジスティクスパークA棟 ダイコク・ディストリビュー
ションセンター特定目的会社  (一財)日本建築センター MNNN-2560 平成19年11月12日

（仮称）リプロ銀座8丁目計画 株式会社リプロ  日本ERI(株) MNNN-2544 平成19年11月12日

（仮称）鈴直ビル スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2540 平成19年11月12日

金町六丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 金町六丁目地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2580 平成19年11月12日

（仮称）新横浜2丁目計画 株式会社サミュエル  (一財)日本建築センター HNNN-2561 平成19年11月12日

（仮称）寝屋川市香里南之町PJ

MID都市開発株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-
4

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2552 平成19年11月12日東京建物株式会社　関西支店 大阪府大阪市中央区北浜3-7-
12

東急不動産株式会社 大阪府大阪市中央区南船場4-
4-3

（仮称）阪神尼崎駅南地区第一種市街地再開発ビル 阪神尼崎駅南地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2542 平成19年11月12日

（仮称）天神橋一丁目集合住宅 MID都市開発株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-
4 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2541 平成19年11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

（仮称）天神橋一丁目集合住宅 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1-1-
4 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2541 平成19年11月12日

（仮称）汐留I-2街区業務系複合ゾーン開発計画 三菱UFJ信託銀行株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-2593 平成19年11月12日

（仮称）新横浜3丁目計画 ニューシティ・リアルエステイ
ト・トレーディング13有限会社  (一財)日本建築センター NFNN-2515 平成19年11月07日

（仮称）南船橋ⅡPJ
栄泉不動産株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1
日本ERI(株) HFNN-2525 平成19年11月07日

株式会社ゼファー 東京都中央区日本橋蛎殻町1-
29-9

（仮称）守谷マンション計画

中央商事株式会社 東京都千代田区内神田1-1-14

ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-2595 平成19年11月06日東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5-6

東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

パークウェー　スクエア2 大成建設株式会社　東京支店  日本ERI(株) MNNN-2594 平成19年11月06日

（仮称）豊洲三丁目9-2街区計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2592 平成19年11月06日

（仮称）MM21地区／33街区開発計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2591 平成19年11月06日

（仮称）中央一丁目第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物 中央一丁目第二地区市街地再
開発組合  日本ERI(株) HNNN-2588 平成19年11月06日

（仮称）舎人5丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2564 平成19年11月05日

（仮称）警察大学校等跡地施設 社会福祉法人鵜足津福祉会  日本ERI(株) MNNN-2533 平成19年11月05日

パークハウス円山桜スクエア 三菱地所株式会社  日本ERI(株) MNNN-2531 平成19年11月05日

マークス秋葉原 有限会社サービスアセット都
心ファンド  日本ERI(株) HNNN-2534 平成19年11月05日

（仮称）UV小倉 株式会社アーバンコーポレイ
ション  日本ERI(株) HNNN-2532 平成19年11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

横浜ダイヤビルディング 三菱倉庫株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-2557 平成19年11月05日

中伊豆リハビリテーションセンター 社会福祉法人農協共済中伊豆
リハビリテーションセンター  日本ERI(株) MNNN-2605 平成19年11月02日

プラザノース プラザノースマネジメント株
式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2577 平成19年11月02日

南千住西口駅前地区第一種市街地再開発事業 南千住西口駅前地区市街地再
開発組合  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-2606 平成19年11月02日

富士見二丁目北部地区第一種市街地再開発事業ビル（仮称） 富士見二丁目北部地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2576 平成19年11月02日

曳舟駅前地区（再）Ⅰ街区住宅N棟 株式会社鴻池組　東京本店  (一社)日本免震構造協会 HNNN-2562 平成19年11月02日

（仮称）御茶ノ水計画
医療法人財団　小畑会 東京都千代田区神田駿河台2-

5
(一財)日本建築センター HNNF-2600 平成19年11月02日

住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）積水ハウス御堂筋本町ビル 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-2603 平成19年11月02日

小田急相模原駅北口A地区第一種市街地再開発事業施設建築物 小田急相模原駅北口A地区市
街地再開発組合  (一財)日本建築センター HFNN-2590 平成19年11月02日

慶應義塾大学信濃町地区共用施設棟（仮称） 慶應義塾  (一財)日本建築センター NFNN-2510 平成19年10月26日

四層五段型自走式自動車車庫（日成スカイ・パーク NRC-4L型） 日成ビルド工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2511 平成19年10月26日

（仮称）鹿島技術研究所飛田給センターB地区実験棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2507 平成19年10月22日

（仮称）東京ドームE-Gateプロジェクト 株式会社東京ドーム  (一財)日本建築センター NNNB-2497 平成19年10月22日

（仮称）エンパイアコープ建替計画 野村不動産株式会社  (株)都市居住評価センター MFNN-2503 平成19年10月22日

（仮称）新ロッテプラザ計画 株式会社ロッテ  (一財)日本建築センター HNNN-2565 平成19年10月22日

（仮称）北青山3丁目テナントビル 株式会社ダイショウ  (一財)日本建築センター HNNB-2506 平成19年10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

川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 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 HNNB-2496 平成19年10月22日

赤坂五丁目TBS開発計画 株式会社東京放送  (一財)日本建築センター HFNB-2499 平成19年10月22日

（仮称）旧那古野営業所用地活用事業事務所棟

東京建物株式会社
名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄3-2-7

(一財)日本建築センター HNNN-2558 平成19年10月18日
名駅2丁目開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町1-

11　さくら綜合事務所内

宇都宮競輪場メインスタンド、東入場門 宇都宮市長　佐藤　栄一  (一財)日本建築センター NNNF-2491 平成19年10月17日

パナホームW（制振） パナホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2524 平成19年10月17日

パナホームR（制振） パナホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2523 平成19年10月17日

東五反田二丁目第2地区第一種市街地再開発事業超高層住宅棟施設建築
物

東五反田二丁目第2地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2578 平成19年10月17日

（仮称）高輪台プロジェクト 三井住友建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2559 平成19年10月17日

港1丁目14マンション 株式会社ディックスクロキ  日本ERI(株) HNNN-2550 平成19年10月17日

（仮称）大島2丁目計画 野村不動産株式会社  (株)都市居住評価センター HNNN-2548 平成19年10月17日

（仮称）淀屋橋共同ビル

有限会社淀屋橋インベストメ
ント

東京都中央区日本橋本町1-9-
13

(一財)日本建築センター HNNN-2522 平成19年10月17日
神鋼不動産株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜町2-

10-26

（仮称）芝浦三丁目計画B街区
日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1

(一財)日本建築センター HNNB-2546 平成19年10月17日
株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋1-13-1

（仮称）朝日放送新社屋 朝日放送株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-2490 平成19年10月17日

東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル 東京国際空港ターミナル株式
会社  (一財)日本建築センター NNNB-2481 平成19年10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

アスコット千葉みなと 日成ビルド工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2509 平成19年10月15日

（仮称）クレッセント横浜シーサイド 日成ビルド工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2508 平成19年10月15日

グランドステージ川崎大師マンション（建替） 安藤建設株式会社都市開発本
部  (一財)日本建築センター MNNN-2567 平成19年10月15日

岐阜薬科大学新学舎 岐阜市  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2539 平成19年10月15日

（仮称）目黒雅叙園増築計画新オフィス棟 株式会社雅秀エンタープライ
ズ  (一財)日本建築センター HFNB-2459 平成19年10月15日

土佐中・高等学校 学校法人　土佐高等学校  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2513 平成19年10月10日

（仮称）武蔵野市中町1丁目計画（北棟） 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2505 平成19年10月10日

（仮称）グランドメゾン百道浜Ⅱ期　東棟 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部  (株)都市居住評価センター HNNN-2502 平成19年10月10日

（仮称）グランドメゾン百道浜Ⅱ期　西棟 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部  (株)都市居住評価センター HNNN-2501 平成19年10月10日

（仮称）福島区福島4丁目マンション 藤和不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2500 平成19年10月10日

西新宿一丁目7地区計画 学校法人モード学園  (一財)日本建築センター HFNB-2485 平成19年10月09日

（仮称）プロロジスパーク市川Ⅰ プロロジス市川有限会社  日本ERI(株) MNNN-2528 平成19年10月05日

（仮称）あいおい損保新仙台ビル あいおい損害保険株式会社  日本ERI(株) HNNN-2530 平成19年10月05日

曳舟駅前地区（再）Ⅰ街区住宅S棟 株式会社奥村組  日本ERI(株) HNNN-2529 平成19年10月05日

（仮称）大崎1丁目プロジェクト 有限会社大崎ファーストステ
ージ  (一財)日本建築センター HNNN-2521 平成19年10月05日

（仮称）船橋市湊町2丁目計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2520 平成19年10月05日

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D21街区）D棟 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築センター HNNN-2519 平成19年10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

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D21街区）D棟 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1 (一財)日本建築センター HNNN-2519 平成19年10月05日

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）C棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-2518 平成19年10月05日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）B棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-2517 平成19年10月05日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）A棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-2516 平成19年10月05日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

東京都医学系総合研究所（仮称） 東京都　  日本ERI(株) MNNN-2489 平成19年10月04日

（仮称）KM複合ビル（住宅棟）

名鉄不動産株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6-
1

(一財)日本建築センター HNNN-2495 平成19年10月04日

平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1－1
0

神鋼不動産株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜町2-
10-26

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪府大阪市中央区淡路町4-
2-15

アートプランニング株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2-2-7

三洋ホームズ株式会社 大阪府大阪市中央区南船場3-
12-12

（仮称）ヴィークタワー南堀江 清水総合開発株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2494 平成19年10月04日

（仮称）堂島タワー 太平不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2493 平成19年10月04日

（仮称）マルイト難波ビル 株式会社丸糸商店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2492 平成19年10月04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

（仮称）新THビル 東宝株式会社  (一財)日本建築センター NFNF-2514 平成19年09月28日

株式会社奥村組名古屋支店 株式会社奥村組  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-2465 平成19年09月28日

八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 八王子駅南口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2504 平成19年09月28日

（仮称）ファンケルホームライフビル 株式会社ファンケルホームラ
イフ  (一財)日本建築センター MNNN-2475 平成19年09月27日

（仮称）上池台石井レジデンス 石井　明茂  日本ERI(株) MNNN-2469 平成19年09月27日

武蔵小金井駅南口第1地区（再）1-Ⅱ街区住宅・専門店棟 戸田建設株式会社一級建築士
事務所  (一財)ベターリビング HNNN-2487 平成19年09月27日

東池袋四丁目第2地区（再）特定業務代行（施設建築物） 大成建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-2477 平成19年09月27日

（仮称）安堂寺町計画（住宅棟） 栄泉不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-2470 平成19年09月27日

（仮称）グランスイート千種 株式会社奥村組　東京支店  日本ERI(株) HNNN-2468 平成19年09月27日

（仮称）青葉台三丁目計画

エスエフ目黒開発特定目的会
社 東京都新宿区西新宿1-23-3

(一財)日本建築センター HFNB-2498 平成19年09月27日
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル　空港利用者用駐車場 東京国際空港ターミナル株式
会社  (一財)日本建築センター NFNN-2482 平成19年09月25日

（仮称）スカパー東京メディアセンター計画 株式会社スカイパーフェクト
・コミュニケーションズ  (一財)日本建築センター MNNB-2483 平成19年09月25日

大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業 有限会社大手町開発  (一財)日本建築センター HFNB-2437 平成19年09月21日

イオンモール橿原アルル2期計画 イオンモール株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2479 平成19年09月20日

（仮称）白井駅前マンション計画
株式会社大京　東関東支店 千葉県船橋市本町5丁目4番2

号
ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-2512 平成19年09月20日

東日本住宅株式会社 東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー
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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

（仮称）矢島様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2488 平成19年09月20日

（仮称）御茶ノ水計画
医療法人財団　小畑会 東京都千代田区駿河台2-5

(一財)日本建築センター HNNF-2480 平成19年09月20日
住友不動産株式会社
都市開発事業部 東京都新宿区西新宿2-4-1

一条免震住宅D（改） 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-2442 平成19年09月18日

一条免震住宅C（改） 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-2441 平成19年09月18日

一条免震住宅B（改） 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-2440 平成19年09月18日

一条免震住宅A（改） 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-2439 平成19年09月18日

（仮称）ay-museum 三光有限会社  (一財)日本建築センター NNNF-2458 平成19年09月14日

鹿浜計画 東京パークエンジニアリング
株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2486 平成19年09月14日

（仮称）Mプロジェクト店舗併用立駐　6層7段型自走式自動車車庫 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2484 平成19年09月14日

フリーパークOP-5型-2（4層5段型自走式自動車車庫） 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2478 平成19年09月14日

宍粟市新庁舎 兵庫県宍粟市  (一財)日本建築センター MNNN-2472 平成19年09月06日

近畿日本鉄道京都駅ホテル 近畿日本鉄道株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2460 平成19年09月03日

三田小山町東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 三田小山町東地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2463 平成19年09月03日

富士見二丁目北部地区第一種市街地再開発事業ビル（仮称） 富士見二丁目北部地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2462 平成19年09月03日

真砂町プラザ第1地区優良建築物整備事業施設建築物
清水真砂町プラザ第1地区優良再
開発建築物整備事業共同施行者
組合

 (一財)日本建築センター HFNN-2464 平成19年09月03日

フリーパークOP-6型-2（5層6段型自走式自動車車庫） 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2457 平成19年08月31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

（仮称）丸の内一丁目地区建替計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-2423 平成19年08月31日

ディスコR＆Dセンター増築棟 株式会社ディスコ  (一財)日本建築センター MNNN-2471 平成19年08月29日

独立行政法人　国立病院機構　千葉医療センター 独立行政法人　国立病院機構
千葉医療センター  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2444 平成19年08月29日

（仮称）アデニウム新宿原町 株式会社ジョイント・コーポ
レーション  日本ERI(株) HNNN-2476 平成19年08月29日

ホテルサンルート有明 有明プロパティー特定目的会
社  (一財)日本建築センター HNNN-2474 平成19年08月29日

（仮称）ロイヤルパークスタワー計画 ディエイチ開発みなとみらい
有限会社  日本ERI(株) HNNN-2467 平成19年08月29日

（仮称）M&#039;s City岡崎分譲マンション 名鉄不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-2466 平成19年08月29日

（仮称）川口本町4-4-東地区共同ビル 株式会社森建築設計研究室  日本ERI(株) HNNN-2445 平成19年08月29日

（仮称）神戸磯上タワー

株式会社セルサスコーポレー
ション  

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2443 平成19年08月29日
関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6-2-

27

三田小山町地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 三田小山町地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2438 平成19年08月29日

四層五段型自走式自動車車庫（日成スカイ・パーク NBC-4型） 日成ビルド工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2456 平成19年08月28日

（仮称）新宿三丁目共同ビル
喜多　崇介 東京都新宿区新宿3-30-13

(一財)日本建築センター NNNB-2455 平成19年08月24日
株式会社丸井 東京都中野区中野4-3-2

（仮称）イオン日の出ショッピングセンター イオンモール株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2454 平成19年08月24日

いわき駅前地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 いわき駅前地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター NNNB-2453 平成19年08月24日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ⅰ-b街区） 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNB-2429 平成19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

施設併用五層六段型自走式自動車車庫（ユウケンパークYSP-SF6） 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2452 平成19年08月23日

（仮称）みなとみらいODKビル オーディーケー特定目的会社  (一財)日本建築センター、(一
社)日本免震構造協会 HFNB-2421 平成19年08月23日

慶應義塾日吉キャンパス複合施設（仮称） 学校法人　慶應義塾  (一財)日本建築センター MNNN-2461 平成19年08月21日

（仮称）豊洲8-4街区計画 住友不動産株式会社都市開発
事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2436 平成19年08月21日

藤澤　義之邸 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2433 平成19年08月20日

西部医療センター中央病院（仮称） 名古屋市  (株)確認サービス MNNN-2431 平成19年08月20日

（仮称）シティタワー大阪天満 住友不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2435 平成19年08月20日

（仮称）千早タワー　A棟 栄泉不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-2434 平成19年08月20日

勝どき駅前地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 株式会社大林組  (一財)日本建築センター HNNN-2432 平成19年08月20日

階段室型共同住宅用エレベーター・シャフトPC-FED棟 フジテック株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2341 平成19年08月17日

（仮称）旧那古野営業所用地活用事業住宅棟
丸紅株式会社　名古屋支社 愛知県名古屋市中区錦2-2-4

(一財)日本建築センター HNNN-2473 平成19年08月17日
東京建物株式会社
名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄3-2-7

（仮称）流山倉庫Ｂ 有限会社流山ロジスティック  日本ERI(株) NNNF-2450 平成19年08月14日

（仮称）東戸塚西口駅前計画

大和システム株式会社
東京支社
ソリューション事業部

東京都新宿区本塩町8-2
日本ERI(株) HFNN-2451 平成19年08月14日

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

中央合同庁舎第1号館北別館（耐震改修） 国土交通省大臣官房官庁営繕
部  (一財)日本建築センター MNNN-2430 平成19年08月13日

三菱倉庫株式会社（仮称）飛島配送センター 三菱倉庫株式会社
名古屋支店  日本ERI(株) MNNN-2427 平成19年08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

（仮）MSC深川ビル2号館 三井倉庫株式会社  日本ERI(株) MNNN-2425 平成19年08月13日

曳舟駅前地区（再）Ⅰ街区住宅S棟 株式会社奥村組  日本ERI(株) HNNN-2446 平成19年08月13日

南千住西口駅前地区第一種市街地再開発事業 南千住西口駅前地区市街地再
開発組合  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-2428 平成19年08月13日

久留米大学病院　新病棟 学校法人　久留米大学  日本ERI(株) HNNN-2426 平成19年08月13日

（仮称）古曽部中央公園体育館 高槻市長　奥本　務  (一財)日本建築総合試験所 NFEN-2449 平成19年08月10日

（仮称）積水ハウス御堂筋本町ビル 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-2410 平成19年08月10日

ソフトバンクテレコム東京イースト新センター ソフトバンクテレコム株式会
社  (一財)ベターリビング MNNN-2447 平成19年08月09日

（仮称）北青山3丁目テナントビル 株式会社ダイショウ   HNNN-2422 平成19年08月08日

（仮称）北青山3丁目テナントビル 株式会社ダイショウ 東京都港区南青山5-9-19 (一財)日本建築センター HNNB-2422 平成19年08月08日

（仮称）四天王寺駅前プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2420 平成19年08月07日

（仮称）東陽3丁目計画 株式会社竹中工務店東京本店  (株)都市居住評価センター MNNN-2419 平成19年08月07日

（仮称）サーパス稲川 株式会社穴吹工務店  (株)都市居住評価センター MNNN-2418 平成19年08月07日

会津中央病院新新館 財団法人温知会
会津中央病院  (株)都市居住評価センター MNNN-2417 平成19年08月07日

（仮称）城下町ホール 小田原市  (一財)日本建築センター NNNB-2388 平成19年08月03日

（仮称）アクア博多プロジェクト 福岡ビルディング有限会社  (一財)日本建築センター NFNN-2392 平成19年08月03日

（仮称）ももち浜計画（病院施設） 医療法人社団　高邦会  日本ERI(株) MNNN-2416 平成19年07月31日

（仮称）グローリオ多賀城駅前 セコムホームライフ株式会社
仙台支店  日本ERI(株) MNNN-2415 平成19年07月31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

いちい信用金庫本店 いちい信用金庫  (株)確認サービス MNNN-2414 平成19年07月31日

県立多治見病院　新西棟（仮称） 岐阜県  (一財)日本建築センター MNNN-2412 平成19年07月31日

（仮称）晴海三丁目西地区（再）A1棟 戸田建設株式会社一級建築事
務所  日本ERI(株) HNNN-2413 平成19年07月31日

（仮称）日本橋3丁目プロジェクト
株式会社TAKプロパティ 東京都江東区南砂2-5-14

(一財)日本建築センター NNNF-2389 平成19年07月30日
有限会社チェントロ 東京都中央区日本橋1-4-1

日本橋1丁目ビルディング

静岡市営安倍口団地第16号棟 静岡市役所  (一財)日本建築センター NFNN-2391 平成19年07月30日

静岡市営清水蜂ヶ谷団地第1号棟 静岡市役所  (一財)日本建築センター NFNN-2390 平成19年07月30日

（仮称）ODビル 有限会社オーク・デベロップ
メント  (一財)日本建築センター HNNB-2372 平成19年07月27日

参議院新清水谷議員宿舎（仮称） 国土交通省大臣官房官庁営繕
部  (一財)日本建築センター MNNN-2409 平成19年07月25日

ラフィーネ松本渚
窪田建設株式会社 長野県駒ヶ根市東町9-22

日本ERI(株) MNNN-2408 平成19年07月25日
株式会社エステートギャラリ
ー 長野県松本市深志3-7-17

（仮称）足立区梅田八丁目マンション計画　A-c棟 東武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2404 平成19年07月25日

（仮称）足立区梅田八丁目マンション計画　A-b棟 東武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2403 平成19年07月25日

（仮称）足立区梅田八丁目マンション計画　A-a棟 東武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2402 平成19年07月25日

KライブM-1 株式会社Kライブ  (一財)日本建築センター MNNN-2401 平成19年07月25日

（仮称）安堂寺2丁目プロジェクト 積和不動産関西株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2411 平成19年07月25日

慶應義塾大学信濃町地区共用施設棟（仮称） 慶應義塾  (一財)日本建築センター NFNN-2376 平成19年07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

横浜山下町地区B1街区施設建築物 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 MNNB-2379 平成19年07月24日

（仮）祐天寺　書院　保存補強免震改修計画 宗教法人　祐天寺  日本ERI(株) MNNN-2424 平成19年07月23日

北秋田市民病院（仮称） 秋田県北秋田市  (一財)日本建築センター MNNN-2407 平成19年07月23日

グランドステージ川崎大師マンション（建替） 安藤建設株式会社都市開発本
部  (一財)日本建築センター MNNN-2405 平成19年07月23日

（仮称）武蔵野市中町1丁目計画（南棟） 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2406 平成19年07月23日

銀座7丁目新橋会館（仮称） 新橋株式会社  日本ERI(株) MNNN-2400 平成19年07月18日

（仮称）赤坂8丁目計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2397 平成19年07月18日

（仮称）東京駅八重洲口開発計画　北中央棟
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-

1
(一財)日本建築センター HFNB-2370 平成19年07月18日

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木2-2-2

静岡駅前紺屋町地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物（複合
棟）

静岡駅前紺屋町地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2398 平成19年07月13日

（仮称）阪急西宮SC 阪急電鉄株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-2373 平成19年07月09日

土佐中・高等学校 学校法人　土佐高等学校  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2396 平成19年07月09日

（仮称）プロロジスパーク市川Ⅰ プロロジス市川有限会社  日本ERI(株) MNNN-2395 平成19年07月09日

三菱ホーム免震住宅PIANISSIMO（ピアニシモ） 三菱地所ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2394 平成19年07月09日

パナホームR免震住宅 パナホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2393 平成19年07月09日

三井ホーム免震住宅システムM-400 三井ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2386 平成19年07月09日

九州大学病院 国立大学法人　九州大学  (一財)日本建築センター MNNN-2381 平成19年07月09日

276/437 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

（仮称）東京駅八重洲口開発計画　南棟

新日本石油株式会社 東京都港区西新橋1-3-12

(一財)日本建築センター HFNB-2378 平成19年07月09日鹿島八重洲開発株式会社 東京都千代田区霞ヶ関3-8-1

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木2-2-2

（仮称）MM21-28街区計画 株式会社テーオーシー  日本ERI(株) HNNB-2356 平成19年07月06日

（仮称）足立区梅田八丁目マンション計画　B-c棟 東武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2399 平成19年07月03日

（仮称）足立区梅田八丁目マンション計画　B-b棟 東武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2383 平成19年07月03日

（仮称）足立区梅田八丁目マンション計画　B-a棟 東武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2382 平成19年07月03日

（仮称）須賀様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2360 平成19年07月03日

（仮称）スカパー東京メディアセンター計画 株式会社スカイパーフェクト
・コミュニケーションズ  (一財)日本建築センター MNNN-2357 平成19年07月03日

旧大和田小学校跡地施設（仮称） 渋谷区役所  (一財)日本建築センター HNNN-2364 平成19年07月03日

（仮称）クラブオリエントビル№71 CYインベスト有限会社  (一財)日本建築センター HNNN-2362 平成19年07月03日

新潟駅南口第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物 新潟駅南口第二地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2361 平成19年07月03日

（仮称）仙台榴岡ビル 阿部　芳廣  (一財)日本建築センター HNNN-2359 平成19年07月03日

（仮称）野田鷺洲計画 住友不動産株式会社都市開発
事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2358 平成19年07月03日

パナホームW（制振） パナホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2354 平成19年06月29日

（仮称）日産自動車株式会社　本社屋 日産自動車株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-2355 平成19年06月29日

千葉中央第六地区市街地再開発ビル（仮称） 千葉中央第六地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HFNB-2369 平成19年06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

（仮称）小峯様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2353 平成19年06月22日

中外製薬株式会社　浮間事業所　第２生物実験棟 中外製薬株式会社  日本ERI(株) MNNN-2348 平成19年06月22日

岡山市西消防署（仮称） 岡山市  日本ERI(株) MNNN-2347 平成19年06月22日

（仮称）稲毛駅前計画 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2351 平成19年06月22日

（仮称）千葉中央タワープロジェクト
ニチモ株式会社 東京都千代田区神田美土代町

7
(一財)日本建築センター HNNN-2349 平成19年06月22日

オリックス・リアルエステー
ト株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

エス・バイ・エルIHT エス・バイ・エル株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2387 平成19年06月19日

セキスイハウスB免震住宅 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2385 平成19年06月19日

セキスイハウスシャーウッドS-MJ免震住宅 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2384 平成19年06月19日

旭化成・DXS 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2380 平成19年06月19日

ホテルメトロポリタン池袋（旧池袋ターミナルホテル） 日本ホテル株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2350 平成19年06月19日

吉祥寺フロムイーストビル（（仮称）吉祥寺近鉄ビル） F4017特定目的会社  (一財)日本建築センター NNNB-2374 平成19年06月15日

京都国立博物館　百年記念館（仮称） 近畿地方整備局  (一財)日本建築センター NNNB-2344 平成19年06月15日

南飛騨総合健康アリーナ（仮称） 岐阜県  (一財)日本建築センター NNNB-2343 平成19年06月15日

（仮称）晴海F街区開発計画 有限会社ケイダブリュー・プ
ロパティ・イレブン  (株)東京建築検査機構 NFNN-2365 平成19年06月15日

四層五段型自走式自動車車庫（日成スカイ・パーク NRC-4S型） 日成ビルド工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2375 平成19年06月15日

慶應義塾大学（日吉）第4校舎綱島街道側 慶應義塾  日本ERI(株) MNNN-2363 平成19年06月15日

278/437 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

広島市南消防署 広島市  (一財)日本建築センター MNNN-2345 平成19年06月15日

富士試験棟 旭化成ホームズ株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2340 平成19年06月15日

秋田県厚生農業協同組合連合会　鹿角組合総合病院 秋田県厚生農業協同組合連合
会  日本ERI(株) MNNN-2335 平成19年06月15日

（仮称）フォレセーヌ赤坂氷川町 フォレセーヌ株式会社  ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-2334 平成19年06月15日

多摩広域基幹病院（仮称）及び小児総合医療センター（仮称） 多摩医療PFI株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2333 平成19年06月15日

（仮称）アルバックス蒲郡ステーションタワー アイシン開発株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2332 平成19年06月15日

（仮称）上池袋プロジェクト オリックス・リアルエステー
ト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2346 平成19年06月15日

（仮称）西尾市桜木町三丁目

野村不動産株式会社名古屋支
店 愛知県名古屋市中区錦2-19-6

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2339 平成19年06月15日
トヨタホーム株式会社 愛知県名古屋市東区泉1-23-2

2

（仮称）茶屋町東地区再開発ビル　商業住宅棟 茶屋町東地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2338 平成19年06月15日

（仮称）守谷マンション計画

中央商事株式会社 東京都千代田区内神田1-1-14

ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-2337 平成19年06月15日東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5-6

東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

（仮称）神戸市中央区加納町計画 アーバンライフ株式会社  日本ERI(株) HNNN-2336 平成19年06月15日

（仮称）レクセルマンションみどりの計画 扶桑レクセル株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2331 平成19年06月15日

（仮称）デンソー新ビル・イベントホール 株式会社デンソー  (一財)日本建築センター NFNB-2342 平成19年06月11日

株式会社前川製作所新本社ビル 株式会社前川製作所  (一財)日本建築センター MFNN-2318 平成19年06月11日

279/437 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

（仮称）大阪駅改良・新北ビル
大阪ターミナルビル株式会社 大阪府大阪市北区梅田一丁目

3番1-1100号
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-2329 平成19年06月11日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田二丁目
4番24号

（仮称）LaLaガーデン春日部SC 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2371 平成19年06月04日

ナイスパーク　NP-TCSL-S型　3層4段型自走式自動車車庫 株式会社内藤ハウス  (一財)日本建築センター NFEN-2368 平成19年06月04日

ナイスパーク　NP-TCL25-S型　3層4段型自走式自動車車庫 株式会社内藤ハウス  (一財)日本建築センター NFEN-2367 平成19年06月04日

ナイスパーク　NP-4C-F型　4層5段型自走式自動車車庫 株式会社内藤ハウス  (一財)日本建築センター NFEN-2366 平成19年06月04日

（仮称）青葉台三丁目計画

株式会社
エスエフ目黒開発特定目的会社

東京都新宿区西新宿一丁目23
番3号（廣和ビル9F）

 HFNF-2314 平成19年06月04日

株式会社
エスエフ目黒開発特定目的会社

東京都新宿区西新宿1-23-3
廣和ビル9F

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSビル

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号（新宿NSビル）

川崎港基幹的広域防災拠点支援施設　支援棟 国土交通省　関東地方整備局  日本ERI(株) MNNN-2352 平成19年06月01日

戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業施設建築物（共同ビル） 横浜市  (一財)日本建築センター NNNB-2324 平成19年05月31日

（仮称）サンアイ銀座８丁目ビル 株式会社サンアイ  (一財)日本建築センター NFNN-2325 平成19年05月31日

慶應義塾日吉キャンパス複合施設（仮称） 学校法人　慶應義塾  (一財)日本建築センター MNNN-2313 平成19年05月31日

（仮称）島田様マンション スターツCAM（株）新東京建
築設計事務所  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2312 平成19年05月31日

芝園小学校及び芝園中学校 芝園ユースウェアサービス株
式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2310 平成19年05月31日

（仮称）Akebono日本橋本店プロジェクト 曙ブレーキ工業株式会社  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MFNN-2308 平成19年05月31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

（仮称）阪神御影駅前住宅棟

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市中央区難波2丁
目2番3号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2319 平成19年05月31日
阪神電気鉄道株式会社 大阪府大阪市福島区海老江1

丁目1番24号

オリックス・リアルエステー
ト株式会社

東京都港区浜松町2丁目4番1
号

住友商事株式会社他３社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

（仮称）ＴＪ八王子プロジェクト 豊田通商株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2316 平成19年05月31日

（仮称）平河町二丁目東部南地区第一種市街地再開発事業ビル 平河町二丁目東部南地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2315 平成19年05月31日

名古屋ビルデイング株式会社（仮称）名古屋ビル 名古屋ビルデイング株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2311 平成19年05月31日

静岡県営住宅東部団地Ｐ棟 静岡県  (一財)日本建築センター NFNN-2327 平成19年05月29日

静岡県営住宅麻機北団地Ｈ棟 静岡県  (一財)日本建築センター NFNN-2326 平成19年05月29日

ひぐらしの里北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 ひぐらしの里北地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2323 平成19年05月18日

（仮称）かんべ土地Ｋ－７ビル かんべ土地建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2322 平成19年05月18日

（仮称）豊洲3丁目地区8-3街区住棟計画

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

(一財)日本建築センター HFNN-2330 平成19年05月17日

三菱地所株式会社
住宅事業本部 東京都千代田区大手町1-6-1

野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2

三井不動産レジデンシャル株
式会社他３社

東京都中央区日本橋室町3-1-
20

中外製薬工業㈱宇都宮工場　第２倉庫・エネルギー棟 中外製薬工業株式会社  日本ERI(株) MNNN-2309 平成19年05月16日

武蔵浦和駅第4街区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ｂブロック） 武蔵浦和駅第4街区市街地再
開発組合  日本ERI(株) HNNN-2321 平成19年05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）

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

武蔵浦和駅第4街区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ａブロック） 武蔵浦和駅第4街区市街地再
開発組合  日本ERI(株) HNNN-2320 平成19年05月16日

柏高島屋ステーションモール 東神開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2288 平成19年05月14日

（仮称）渋谷区本町三丁目計画

エスエフ・キャピタル特定目
的会社 東京都新宿区西新宿1-23-3　

(株)都市居住評価センター HFNN-2295 平成19年05月14日
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2－4－1

西新宿一丁目7地区計画 学校法人モード学園  (一財)日本建築センター HFNB-2287 平成19年05月14日

中之島ダイビル・イースト（仮称） ダイビル株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-2286 平成19年05月11日

新キャタピラー三菱株式会社（仮称）自走式立体駐車場 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2328 平成19年05月08日

三層四段型自走式自動車車庫（トーパークＴＣ－Ｎ３４） 東急パーキングシステムズ株
式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2317 平成19年05月08日

南海ターミナルビル
株式会社髙島屋 大阪府中央区難波5-1-5

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-2303 平成19年05月08日
南海都市創造株式会社 大阪市中央区難波5-1-60

（仮称）駐日本韓国文化院 駐日韓国大使館　韓国文化院  (一財)日本建築センター MNNN-2292 平成19年04月27日

関門医療センター 独立行政法人国立病院機構関
門医療センター  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2289 平成19年04月27日

旭化成・DXS 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2285 平成19年04月27日

（仮称）新寺一丁目計画
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

(一財)日本建築センター HNNN-2293 平成19年04月27日
三井不動産レジデンシャル株
式会社　東北支店

宮城県仙台市青葉区本町1-1-
1

レーヴ日進 トヨタ自動車株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2291 平成19年04月27日

志摩市庁舎 志摩市長　竹内　千尋  (一財)日本建築センター MNNN-2299 平成19年04月26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

（仮称）平塚市明石町21番マンション計画

三菱地所株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1

(一財)日本建築センター MNNN-2297 平成19年04月26日小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台1-47-1

小田急電鉄株式会社 東京都渋谷区代々木2-28-12

（仮称）一番町計画（Ａ館：（仮称）真澄寺東京別院、Ｂ館：（仮称
）一番町オフィスビル）

有限会社新宿アセットマネジ
メント2

東京都千代田区神田神保町1-11
三井生命神保町ﾋﾞﾙ11階
さくら綜合事務所内 日本ERI(株) MNNN-2296 平成19年04月26日

宗教法人真澄寺 東京都立川市柴崎町1-2-13

（仮称）白井駅前マンション計画
株式会社大京　東関東支店 千葉県船橋市本町5丁目4番2

号
ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-2290 平成19年04月26日

東日本住宅株式会社 東京都新宿区西新宿6丁目5番
１号　新宿アイランドタワー

（仮称）旧那古野営業所用地活用事業事務所棟

東京建物株式会社
名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄3-2-7

(一財)日本建築センター HNNN-2301 平成19年04月26日
名駅2丁目開発特定目的会社 東京都千代田区神田神保町１

－１１ さくら綜合事務所内

（仮称）旧那古野営業所用地活用事業住宅棟
丸紅株式会社　名古屋支社 愛知県名古屋市中区錦2-2-4

(一財)日本建築センター HNNN-2300 平成19年04月26日
東京建物株式会社
名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄3-2-7

（仮称）杉並区高井戸計画F・G1・G2棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-2262 平成19年04月24日

（仮称）表参道プロジェクト 株式会社レーサムリサーチ  (一財)日本建築センター NNNB-2257 平成19年04月12日

（仮）アーバン茶屋町プロジェクト 有限会社武蔵野プロパティー
ズ  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-2251 平成19年04月12日

（仮称）上大岡C南地区再開発ビル
リスト株式会社 横浜市中区羽衣町2-4-4

(一財)日本建築センター HNNB-2246 平成19年04月12日
上大岡C南地区市街地再開発
組合 横浜市港南区上大岡西2-6-28

(仮称)新別館ビル 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-2255 平成19年04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

（仮称）大島様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2268 平成19年04月11日

（仮称）MM21・41街区プロジェクト

オリックス・リアルエステー
ト株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

(一財)日本建築センター HNNN-2298 平成19年04月11日
株式会社ランド 神奈川県横浜市西区みなとみ

らい2-2-1

（仮称）港1丁目14マンション 株式会社ディックスクロキ  日本ERI(株) HNNN-2307 平成19年04月10日

(仮称)北堀江1丁目プロジェクト 有限会社ティオマン  ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-2243 平成19年04月10日

SPパーキングCRV-FD-4/5-2.5（四層五段型自走式自動車車庫） 株式会社尚和  (一財)日本建築センター NFEN-2306 平成19年04月05日

SPパーキングCV-CC(S)4/5（施設併用四層五段型自走式自動車車庫） 株式会社尚和  (一財)日本建築センター NFEN-2305 平成19年04月05日

NK6型（店舗併用五層六段型自走式自動車車庫） 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2304 平成19年04月05日

南町26-5地区優良建築物等整備事業（仮称）グランドメゾン南町 積水ハウス株式会社
名古屋マンション事業部  (株)確認サービス MNNN-2302 平成19年04月03日

（仮称）関西ユビキタス 株式会社ウラクアオヤマ  (一財)日本建築センター MNNN-2283 平成19年04月03日

（仮称）笠井様マンション スターツCAM株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2280 平成19年04月03日

公立学校共済組合　東海中央病院 株式会社教育施設研究所  日本ERI(株) MNNN-2277 平成19年04月03日

中外製薬工業（株）宇都宮工場　第3注射剤棟 中外製薬工業株式会社  日本ERI(株) MNNN-2276 平成19年04月03日

ソフトバンクテレコム東京イースト新センター ソフトバンクテレコム株式会
社  (一財)ベターリビング MNNN-2269 平成19年04月03日

（仮称）西糀谷4丁目計画 スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2267 平成19年04月03日

名古屋大学医学部附属病院外来診療棟 国立大学法人名古屋大学  (一財)日本建築センター MNNN-2260 平成19年04月03日

（仮称）中之島4丁目計画 京阪電鉄不動産株式会社 大阪市中央区大手前1丁目7番
31号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2282 平成19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

（仮称）中之島4丁目計画 株式会社大京　大阪支店 大阪市北区堂島2丁目4番27号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2282 平成19年04月03日

ホテルサンルート有明 有明プロパティー特定目的会
社  (一財)日本建築センター HNNN-2279 平成19年04月03日

東五反田二丁目第2地区第一種市街地再開発事業超高層住宅棟施設建築
物

東五反田二丁目第2地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2278 平成19年04月03日

東五反田二丁目第2地区第一種市街地再開発事業高層業務棟施設建築物 東五反田二丁目第２地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2275 平成19年04月03日

（仮称）秋葉原計画

エスエフ秋葉原開発特定目的
会社 東京都新宿区西新宿1-23-3

(一財)日本建築センター HNNN-2274 平成19年04月03日
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D21街区）D棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-2273 平成19年04月03日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）C棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-2272 平成19年04月03日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）B棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-2271 平成19年04月03日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）つくば研究学園駅前プロジェクト（D4街区）A棟

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築センター HNNN-2270 平成19年04月03日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）新横浜2丁目計画 株式会社サミュエル  (一財)日本建築センター HNNN-2261 平成19年04月03日

（仮称）大崎1丁目プロジェクト 有限会社大崎ファーストステ
ージ  (一財)日本建築センター HNNN-2259 平成19年04月03日

後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 後楽二丁目西地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2258 平成19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

（仮称）東五反田二丁目計画
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2

(株)東京建築検査機構 HNNN-2256 平成19年04月03日
東邦地所株式会社 山梨県南巨摩郡南部町万沢74

83

（仮称）大島2丁目計画 野村不動産株式会社
住宅カンパニー  (株)都市居住評価センター HNNN-2253 平成19年04月03日

（仮称）勾当台公園計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部　仙台支店　  (一財)日本建築センター HNNN-2250 平成19年04月03日

（仮称）文京区小石川1丁目計画 オリックス・リアルエステー
ト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2249 平成19年04月03日

（仮称）ヨコハマポートサイドC-3街区開発計画 横浜市住宅供給公社  (一財)日本建築センター HNNN-2248 平成19年04月03日

（仮称）仙台本町プロジェクト 三井不動産株式会社
東北支店  (一財)日本建築センター HNNN-2247 平成19年04月03日

（仮称）産経新聞千鳥工場 株式会社産業経済新聞社  (一財)日本建築センター NNNB-2237 平成19年03月29日

(仮称)新THビル 東宝株式会社  (一財)日本建築センター NFNF-2234 平成19年03月29日

吉塚立体駐車場 セイワシステム株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2294 平成19年03月29日

八幡駅立体駐車場 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-2281 平成19年03月29日

プロロジスパーク成田Ⅲプロジェクト プロロジス成田3有限会社  日本ERI(株) MNNN-2245 平成19年03月29日

（仮称）吹田徳洲会病院 株式会社新都計画  日本ERI(株) MNNN-2244 平成19年03月29日

（仮称）高見地区（2期）分譲住宅（E棟）

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-3-1

ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-2242 平成19年03月29日三菱地所株式会社 名古屋市中村区名駅3-38-12

ジェイアール東海不動産株式
会社 東京都港区港南2-1-95

（仮称）高見地区（2期）分譲住宅（D棟） 三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-3-1 ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-2241 平成19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

（仮称）高見地区（2期）分譲住宅（D棟）
三菱地所株式会社 名古屋市中村区名駅3-38-12

ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-2241 平成19年03月29日
ジェイアール東海不動産株式
会社 東京都港区港南2-1-95

県立新加古川病院 兵庫県  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2238 平成19年03月29日

（仮称）矢島様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2232 平成19年03月29日

（仮称）吹上プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2231 平成19年03月29日

シスメックステノクパーク計画　研究・開発棟 シスメックス株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2224 平成19年03月29日

メゾン・グランツ藤枝前島 静岡鉄道株式会社  日本ERI(株) MNNN-2220 平成19年03月29日

モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業（南地区）D-1街区
施設建築物 旭橋都市再開発株式会社  日本ERI(株) MNNN-2203 平成19年03月29日

（仮称）共同通信社　研修・交流センター 社団法人共同通信社  (一財)日本建築センター MNNB-2236 平成19年03月29日

（仮称）愛知県産業労働センター アイラック愛知株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2239 平成19年03月29日

旧大和田小学校跡地施設（仮称） 渋谷区役所  (一財)日本建築センター HNNN-2235 平成19年03月29日

（仮称）神戸栄町通3丁目計画 株式会社大京　大阪支店  (一財)日本建築センター HNNN-2230 平成19年03月29日

（仮称）モリモト横濱ポートサイドビル 株式会社モリモト  (一財)日本建築センター HNNN-2222 平成19年03月29日

帝京大学医学部附属病院新館 学校法人　帝京大学  (一財)日本建築センター HNNN-2217 平成19年03月29日

三井記念病院建替計画（中央棟） 社会福祉法人三井記念病院  (一財)日本建築センター HNNN-2202 平成19年03月29日

（仮称）ICタワー 新栄住宅株式会社  日本ERI(株) HFNN-2240 平成19年03月29日

(仮称)丸の内1-1計画 森トラスト株式会社  (一財)日本建築センター HFNF-2284 平成19年03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

（仮称）AMB鶴見ディストリビューションセンター 東亜建設工業株式会社  日本ERI(株) MNNN-2263 平成19年03月26日

市立藤井寺市民病院 藤井寺市長　井関　和彦  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2252 平成19年03月26日

四日市市中消防署中央分署・消防活動支援センター 四日市市役所  日本ERI(株) MNNN-2254 平成19年03月19日

（仮称）コスモスクエアPJ（北敷地）A-3棟
アーバンライフ株式会社 芦屋市業平町8番14-105号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2227 平成19年03月19日
株式会社アーバンコーポレイ
ション 広島市中区上八丁堀4番1号

（仮称）コスモスクエアPJ（北敷地）A-2棟
アーバンライフ株式会社 芦屋市業平町8番14-105号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2226 平成19年03月19日
株式会社アーバンコーポレイ
ション 広島市中区上八丁堀4番1号

（仮称）コスモスクエアPJ（北敷地）A-1棟
アーバンライフ株式会社 芦屋市業平町8番14-105号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2225 平成19年03月19日
株式会社アーバンコーポレイ
ション 広島市中区上八丁堀4番1号

独立行政法人国立病院機構　高崎病院 独立行政法人国立病院機構
高崎病院  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2208 平成19年03月15日

北島病院 医療法人社団若鮎  (一財)日本建築センター MNNN-2196 平成19年03月15日

プラザノース プラザノースマネジメント株
式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2192 平成19年03月15日

国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院病棟 国立大学法人浜松医科大学  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2182 平成19年03月15日

（仮称）杉並区高井戸計画E棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-2214 平成19年03月15日

（仮称）杉並区高井戸計画D棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (一財)日本建築センター MFNN-2213 平成19年03月15日

（仮称）月寒東計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部　札幌支店　  (一財)日本建築センター MFNN-2195 平成19年03月15日

茗荷谷駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 茗荷谷駅前地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2211 平成19年03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

（仮称)江東区白河4丁目プロジェクト

ＪＦＥ都市開発株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-2

(一財)日本建築センター HNNN-2199 平成19年03月15日エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1

（仮称）武蔵小杉Ⅱ計画 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2198 平成19年03月15日

（仮称）練馬・中村北計画 野村不動産株式会社
住宅カンパニー  (一財)日本建築センター HNNN-2197 平成19年03月15日

霞が関三丁目南地区第一種市街地再開発事業施設建築物および特定施
設建築物（中央合同庁舎7号館） 霞が関7号館PFI株式会社  日本ERI(株) HFNB-2194 平成19年03月15日

（仮称）平野町三丁目ビル
合同会社御堂筋みらいデベロップメ
ント　代表社員　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2207 平成19年03月14日

九州労災病院本館 独立行政法人労働者健康福祉
機構  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2205 平成19年03月14日

（仮称）ライオンズタワー勾当台通 株式会社大京　東北支店  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-2212 平成19年03月14日

（仮称）筆ヶ崎タワー 近鉄不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2206 平成19年03月14日

（仮称）マルイト難波ビル 株式会社丸糸商店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2204 平成19年03月14日

（仮称）宝塚市武庫川町計画B棟

オリックス・リアルエステー
ト株式会社 代表取締役　簑原　克彦

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-2190 平成19年03月14日
阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪

急ビルディング内

(仮称)東京ミッドタウンプロジェクトADE棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-2233 平成19年03月14日

（仮称）新砂三丁目商業施設 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2180 平成19年03月05日

（仮称）エフエム福岡・西日本シティ銀行共同ビル
株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前

3-1-1
(一財)日本建築センター MNNN-2193 平成19年03月02日

株式会社エフエム福岡 福岡県福岡市中央区渡辺通2-
1-82
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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

（仮称)スカパー東京メディアセンター計画 株式会社スカイパーフェクト
・コミュニケーションズ  (一財)日本建築センター MNNN-2191 平成19年03月02日

（仮称）D&#039;グラフォート大宮吉敷町E棟 大和ハウス工業株式会社
東京支社  (一財)日本建築センター HNNN-2219 平成19年03月02日

（仮称）D&#039;グラフォート大宮吉敷町W棟 大和ハウス工業株式会社
東京支社  (一財)日本建築センター HNNN-2218 平成19年03月02日

（仮称）大橋地区第二種市街地再開発事業1-2棟

有楽土地株式会社 東京都中央区京橋3-13-1

(一財)日本建築センター HNNN-2210 平成19年03月02日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区日本橋室町3-1-
20

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5-6

東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

（仮称）オオイパーキング仙台旭ヶ丘店舗併用立駐 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2266 平成19年02月28日

（仮称）月見ヶ丘開発店舗付駐車場 アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2265 平成19年02月28日

（仮称）スーパーランド 株式会社尚和  (一財)日本建築センター NFEN-2264 平成19年02月28日

（仮称）大手町地区第一次再開発事業 有限会社大手町開発  (一財)日本建築センター HFNB-2201 平成19年02月28日

（仮称）心斎橋筋一丁目プロジェクト 有限会社MBラトゥール・プ
ロパティー  (一財)日本建築総合試験所 NNNF-2187 平成19年02月23日

近畿労働金庫新本部ビル 近畿労働金庫  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2189 平成19年02月23日

大阪第2地方合同庁舎 国土交通省近畿地方整備局  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2188 平成19年02月23日

（仮称)SWIRL 株式会社竹中工務店
東京本店  (一財)日本建築センター NFNN-2181 平成19年02月22日

（仮称）湊新田2丁目計画 スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2186 平成19年02月22日

(仮称)Mプロジェクト　事務・厚生棟 日産自動車株式会社　  (一財)日本建築センター MFEB-2184 平成19年02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

(仮称)アトラス向ヶ丘遊園 旭化成ホームズ株式会社  日本ERI(株) HNNN-2179 平成19年02月22日

（仮称）江東区豊洲二丁目7街区計画A棟 三井住友建設株式会社
設計本部  (一財)日本建築センター HNNN-2176 平成19年02月22日

大崎駅東口第3地区第一種市街地再開発事業業務棟 大崎駅東口第3地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HFNB-2223 平成19年02月22日

（仮称）富良野グレースホテルクロダ 有限会社富良野グレースホテ
ルクロダ  日本ERI(株) NNNF-2170 平成19年02月13日

(仮称)Gプロジェクト 三井不動産株式会社
商業施設本部  (一財)日本建築センター NNNB-2221 平成19年02月13日

一条免震住宅D 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-2229 平成19年02月13日

一条免震住宅C 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-2228 平成19年02月13日

（仮称）汐留浜離宮計画
汐留浜離宮特定目的会社 東京都千代田区一番町27-1

(一財)日本建築センター HFNB-2165 平成19年02月13日
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

箕面ソニック 株式会社尚和  (一財)日本建築センター NFEN-2178 平成19年02月06日

(仮称)アデニウム熱海シーサイドタワー

有限会社サザンクロス・プロ
パティー

東京都中央区日本橋1-4-1
日本橋一丁目ビルディング

日本ERI(株) HFNN-2209 平成19年02月05日
株式会社ジョイント･コーポ
レーション 東京都目黒区目黒2-10-11

新本部ビル（仮称） 株式会社福岡銀行  (一財)日本建築センター HFNN-2161 平成19年02月05日

松江赤十字病院 松江赤十字病院  (株)都市居住評価センター MNNN-2171 平成19年01月31日

（仮称）小田栄2丁目マンション計画（D棟） ナイス株式会社  ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-2169 平成19年01月31日

（仮称）小田栄2丁目マンション計画（C棟） ナイス株式会社  ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-2168 平成19年01月31日

（仮称）小田栄2丁目マンション計画（B棟） ナイス株式会社  ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-2167 平成19年01月31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

（仮称）小田栄2丁目マンション計画（A棟） ナイス株式会社  ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-2166 平成19年01月31日

市立四日市病院病棟 市立四日市病院  (一財)日本建築センター MNNN-2163 平成19年01月31日

ラフィーネ松本渚
窪田建設株式会社 長野県駒ケ根市東町9-22

日本ERI(株) MNNN-2160 平成19年01月31日
株式会社エステートギャラリ
ー 長野県松本市深志3-7-17

ディスコR&Dセンター増築棟 株式会社ディスコ  (一財)日本建築センター MNNN-2159 平成19年01月31日

（仮称）愛媛新聞社新社屋
出海　和沖 愛媛県松山市味酒町1-1-3

(一財)日本建築センター MNNN-2158 平成19年01月31日
株式会社愛媛新聞社 愛媛県松山市大手町1-12-1

谷口勝利邸 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2155 平成19年01月31日

粕壁三丁目A街区第一種市街地再開発事業施設建築物（1街区） 粕壁三丁目A街区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2177 平成19年01月31日

（仮称）ノルデンタワー新大阪Ⅲ 北興産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2174 平成19年01月31日

（仮称）青葉台三丁目計画

エスエフ目黒開発特定目的会
社 東京都新宿区西新宿1-23-3

(一財)日本建築センター HNNN-2164 平成19年01月31日
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

日本生命保険相互会社（仮称）淀屋橋プロジェクト 日本生命保険相互会社  (一財)日本建築センター HNNN-2162 平成19年01月31日

名古屋ビルデイング株式会社（仮称）名古屋ビル 名古屋ビルデイング株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2147 平成19年01月31日

（仮称）勾当台公園計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部　仙台支店　  (一財)日本建築センター HNNN-2152 平成19年01月26日

(仮称)新丸ビル 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-2215 平成19年01月25日

丸の内SF計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-2200 平成19年01月25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

木津町新庁舎 木津町長　河井　規子  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2172 平成19年01月24日

太岳院 宗教法人太岳院  (一財)日本建築センター NNNF-2146 平成19年01月22日

関東ＩＴソフトウェア健康保険組合（仮称）大久保会館 関東ＩＴソフトウェア健康保
険組合  (一財)日本建築センター NNNB-2183 平成19年01月22日

（仮称）東雲計画 清水建設株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2135 平成19年01月22日

（仮称）キリンガーデンシティ 麒麟麦酒株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2127 平成19年01月22日

（仮称）銀座デュープレックスタワー 株式会社リテック・コンサル
タンツ  (一財)日本建築センター NFNN-2151 平成19年01月22日

（仮称）森の台メープルランドC駐車場 綿半テクノス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2145 平成19年01月22日

カルソニックカンセイ開発・本社ビル移転計画 カルソニックカンセイ株式会
社  (株)都市居住評価センター MNNN-2133 平成19年01月22日

（仮称）神明町プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2132 平成19年01月22日

（仮称）片平計画 スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2131 平成19年01月22日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区C棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2150 平成19年01月22日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区B棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2149 平成19年01月22日

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ⅲ街区A棟 二子玉川東地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-2148 平成19年01月22日

（仮称）ディーグランセ上町台ハイレジデンス 大和ハウス工業株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2144 平成19年01月22日

（仮称）KM複合ビル（住宅棟）

名鉄不動産株式会社 名古屋市中村区名駅4－4－8

(一財)日本建築センター HNNN-2142 平成19年01月22日平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1－1
0

神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜町2－10－2
6

293/437 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

（仮称）KM複合ビル（住宅棟）

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 大阪市中央区淡路町4－2－15

(一財)日本建築センター HNNN-2142 平成19年01月22日アートプランニング株式会社 大阪府豊中市箕輪3－7－1

代表取締役　宮本　利亮 大阪市中央区南船場3－12－1
2

（仮称）グランドメゾン京町堀タワー計画 積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部  (株)都市居住評価センター HNNN-2134 平成19年01月22日

(仮称)糸屋町プロジェクト
関電不動産株式会社 大阪市北区中之島6丁目2番27

号
(一財)日本建築センター HNNN-2129 平成19年01月22日

株式会社大京 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号

（仮称）セレストタワー高崎 三協企業株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-2126 平成19年01月19日

（仮称）東戸塚西口駅前計画

大和システム株式会社
東京支社
ソリューション事業部

東京都新宿区本塩町8-2
(一財)日本建築センター HNNN-2175 平成19年01月15日

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

（仮称）イオン大和郡山ショッピングセンター イオンモール株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-2110 平成19年01月10日

セキスイハウスB（制震） 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2154 平成19年01月10日

（仮称）城田様プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2085 平成19年01月10日

（仮称）見花山プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2084 平成19年01月10日

（仮称）春日3丁目免震マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2083 平成19年01月10日

株式会社前川製作所新本社ビル 株式会社前川製作所  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2082 平成19年01月10日

奥村三田ビル 株式会社奥村組　東京支社  日本ERI(株) MFNN-2124 平成19年01月10日

花京院一丁目第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物街区2（東ブ
ロック）

花京院一丁目第一地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2114 平成19年01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

（仮称）江東橋2丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社  (株)都市居住評価センター HNNN-2093 平成19年01月10日

北戸田駅東1街区第一種市街地再開発事業　施設建築物 北戸田駅東1街区市街地再開
発組合  (株)都市居住評価センター HNNN-2092 平成19年01月10日

(仮称)あいおい損保新仙台ビル あいおい損害保険株式会社  日本ERI(株) HNNN-2089 平成19年01月10日

(仮称)丸の内1-1計画 森トラスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNF-2111 平成19年01月10日

（仮称）芝浦三丁目計画B街区
日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1

(一財)日本建築センター HNNB-2185 平成19年01月10日
株式会社新日鉄都市開発 東京都中央区日本橋1-13-1

（仮称）山野学苑建替計画 学校法人山野学苑  (一財)日本建築センター HFNN-2137 平成19年01月10日

東京女子医科大学第一病棟 学校法人東京女子医科大学  (一財)日本建築センター MNNN-2216 平成19年01月09日

（仮称）千趣会新本社ビル 株式会社千趣会  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2141 平成19年01月09日

（仮称）新大阪EMビル 株式会社イーエムシステムズ  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2140 平成19年01月09日

栄国寺　庫裏 株式会社魚津社寺工務店  (一財)日本建築センター MNNN-2138 平成19年01月09日

滋賀県警察本部庁舎 株式会社日本設計関西支社  (一財)日本建築センター MNNN-2119 平成19年01月09日

稲葉政則邸 かねと建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2118 平成19年01月09日

いちい信用金庫本店 いちい信用金庫  (株)確認サービス MNNN-2117 平成19年01月09日

（仮称）常陽つくばビル 株式会社常陽銀行  (一財)日本建築センター MNNN-2115 平成19年01月09日

西尾市新庁舎 愛知県西尾市  日本ERI(株) MNNN-2113 平成19年01月09日

（仮称）本郷一丁目計画 株式会社錢高組　東京支社  (株)都市居住評価センター MNNN-2112 平成19年01月09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

（仮称）ピアス銀座ビル ピアスアライズ株式会社  日本ERI(株) MNNN-2095 平成19年01月09日

（仮称）バンベール瀬戸Ⅱ 矢作建設工業株式会社  日本ERI(株) MNNN-2094 平成19年01月09日

（仮称)有明1丁目計画駐車場棟 東京建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2130 平成19年01月09日

（仮称）豊洲三丁目9-2街区計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2123 平成19年01月09日

（仮称)有明1丁目計画住宅棟 東京建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2122 平成19年01月09日

（仮称）アデニウム相模原計画 株式会社ジョイント・コーポ
レーション  (一財)日本建築センター HNNN-2120 平成19年01月09日

豊橋駅前大通一丁目優良建築物等整備事業に係わる施設建築物 ガステックサービス株式会社  日本ERI(株) HNNN-2116 平成19年01月09日

（仮称）神戸市須磨区行幸町マンション

オリックス・リアルエステー
ト株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

(一財)日本建築センター HNNN-2096 平成19年01月09日ＭＩＤ都市開発株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-
4

伊藤忠都市開発株式会社 東京都中央区日本橋本町2-7-
1

渋川一丁目2番地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 渋川一丁目2番地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2086 平成19年01月09日

（仮称）富士ソフト秋葉原ビル計画 レールシティ東開発株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-2136 平成19年01月09日

足立学園中・高等学校 学校法人足立学園  (一財)日本建築センター NFEB-1906 平成18年12月27日

（仮称)加賀二丁目計画 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2153 平成18年12月27日

（仮称）O1プロジェクト 中央商事株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-2143 平成18年12月27日

神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業 神宮前四丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター MFNB-2064 平成18年12月27日

(仮称）日産自動車株式会社　本社屋 日産自動車株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-2139 平成18年12月27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

（仮称）南堀江マンション計画
日精興産株式会社 兵庫県神戸市中央区八幡通3-

1-19
(一財)日本建築センター HNNN-2173 平成18年12月19日

三交不動産株式会社 三重県津市丸之内9-18

（仮称）東五反田二丁目計画
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2

(株)東京建築検査機構 HNNN-2128 平成18年12月18日
東邦地所株式会社 山梨県南巨摩郡南部町万沢74

83

福岡大学医学部看護学科棟（仮称） 学校法人福岡大学  (一財)日本建築センター NFNN-2107 平成18年12月15日

大成建設株式会社技術センター本館 大成建設株式会社  (一財)日本建築センター NFNB-2108 平成18年12月15日

（仮称）永田町２丁目計画
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

(一財)日本建築センター MNNN-2073 平成18年12月15日
株式会社サンウッド 東京都港区虎ノ門3-2-2

日本赤十字社医療センター 日本赤十字社  (一財)日本建築センター MFNN-2079 平成18年12月15日

（仮称）新橋四丁目計画 有限会社ポンテ  (一財)日本建築センター HNNN-2087 平成18年12月15日

（仮称）豊崎プロジェクト

オーエス株式会社 大阪府大阪市北区小松原町3-
3

(一財)日本建築センター HNNN-2080 平成18年12月15日株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝2-32-1

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市中央区難波2-2-
3

旭・板屋C地区第一種市街地再開発事業施設建築物 旭・板屋C地区第一種市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2074 平成18年12月15日

ヤマダ電機高崎東口ビル 株式会社ヤマダ電機  日本ERI(株) NNNB-2103 平成18年12月12日

（仮称）川本製作所東京ビル 株式会社川本製作所  (株)都市居住評価センター NFNN-2105 平成18年12月12日

(仮称)ももち浜計画（病院施設） 医療法人社団高邦会  日本ERI(株) MNNN-2077 平成18年12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

（仮称）水野様ビル スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2069 平成18年12月12日

プロロジスパークセントレア プロロジス常滑特定目的会社  日本ERI(株) MNNF-2078 平成18年12月12日

(仮称)D&#039;グラフォート郡山西口 大和ハウス工業株式会社
福島支店  日本ERI(株) HNNN-2090 平成18年12月12日

（仮称）川崎戸手4丁目再開発事業（B敷地） 株式会社新日本建物  (株)都市居住評価センター HNNN-2075 平成18年12月12日

新宿三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 新宿三丁目東地区市街地再開
発個人施行者  (一財)日本建築センター HNNB-2106 平成18年12月12日

(仮称)JR東日本東京駅日本橋口ビル 東日本旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-2109 平成18年12月12日

杉並区立杉並芸術会館 杉並区役所  (一財)日本建築センター NNNB-1988 平成18年12月07日

鹿浜計画 東京パークエンジニアリング
株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2068 平成18年12月07日

IKパークK4F型（四層五段型自走式自動車車庫） 石川島建材工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2125 平成18年12月01日

南船橋ビビットスクエア計画 CapitaRetail
VS特定目的会社  (一財)日本建築センター NNNB-2101 平成18年11月30日

（仮称）花京院一丁目第一地区第一種市街地再開発事業　施設建築物
街区1（西ブロック）

花京院一丁目第一地区市街地
再開発組合  日本ERI(株) NNNB-2045 平成18年11月29日

（仮称）新宿松竹会館 松竹株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2102 平成18年11月22日

(仮称)ららぽーと横浜SCプロジェクト 有限会社鴨居プロパティーズ  (株)都市居住評価センター NNNB-2100 平成18年11月22日

高知学芸高等学校創立五十周年記念体育館 学校法人高知学芸高等学校  (一財)日本建築センター NFNN-2097 平成18年11月22日

（仮称）飯田橋三丁目ビル

エスエフ飯田橋開発特定目的
会社 東京都新宿区西新宿1－23－3

(株)都市居住評価センター NFNF-2099 平成18年11月22日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2－4－1

SL-56XC1.5（五層六段型自走式自動車車庫) 綿半テクノス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2098 平成18年11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

ライオンズマンション日本橋浜町共用部改善計画

ライオンズマンション日本橋
浜町管理組合

東京都中央区日本橋浜町3-28
-2

(株)都市居住評価センター MNNN-2050 平成18年11月20日
株式会社大京 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-1

3

名古屋伏見プロジェクト ペガサス特定目的会社  (一財)日本建築センター HNNN-2121 平成18年11月20日

神宮前一丁目民活再生プロジェクト（警察施設） 株式会社原宿の杜守  (株)都市居住評価センター HFNN-2091 平成18年11月20日

(仮称)フジテレビ臨海副都心スタジオ 株式会社フジテレビジョン  (一財)日本建築センター NNNF-2063 平成18年11月16日

有楽町センタービル

松竹株式会社 東京都中央区築地4－1－1

(一財)日本建築センター NNNB-2060 平成18年11月16日東宝株式会社 東京都千代田区有楽町1-2-2

株式会社朝日新聞社 大阪市北区中之島3-2-4

（仮称）京都駅南開発計画（C棟） MID都市開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2044 平成18年11月16日

（仮称）京都駅南開発計画（B棟） MID都市開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2043 平成18年11月16日

パークウェー　スクエア2 大成建設株式会社　東京支店  日本ERI(株) MNNN-2076 平成18年11月16日

愛知県厚生連江南新病院 愛知県厚生農業協同組合連合
会  (一財)日本建築センター MNNN-2059 平成18年11月16日

(仮称)ブリヂストン化工品新試験センター 株式会社ブリヂストン
横浜工場  (一財)日本建築センター MNNN-2057 平成18年11月16日

（仮称）株式会社八島鉄工所様マンション スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2053 平成18年11月16日

（仮称）牡丹3丁目Ⅲ期計画 スターツCAM（株）
新東京建築設計事務所  (一社)日本免震構造協会 MNNN-2052 平成18年11月16日

（仮称）千代田区岩本町一丁目計画 三菱地所株式会社  (株)都市居住評価センター MNNN-2049 平成18年11月16日

名古屋学生専用賃貸マンション 日本上下水道設計株式会社  日本ERI(株) MNNN-2048 平成18年11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）

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

(仮称)中外製薬(株)浮間事業所　第2製剤治験薬棟 中外製薬株式会社  日本ERI(株) MNNN-2047 平成18年11月16日

武蔵小金井駅南口第1地区（再）1-Ⅱ街区住宅・専門店棟 戸田建設株式会社
一級建築士事務所  (一財)ベターリビング HNNN-2072 平成18年11月16日

（仮称）六本木七丁目マンション建替計画 （仮称）六本木7丁目マンシ
ョン建替え準備組合  (一財)日本建築センター HNNN-2071 平成18年11月16日

（仮称）青山プロジェクト 株式会社シンプレクス・インベ
ストメント・アドバイザーズ  (一財)日本建築センター HNNN-2054 平成18年11月16日

（仮称）細工谷計画 株式会社長谷工コーポレーショ
ン大阪エンジニアリング事業部  (株)都市居住評価センター HNNN-2051 平成18年11月16日

上目黒一丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 上目黒一丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2034 平成18年11月16日

大崎駅西口中地区第一種市街地再開発事業住宅棟・地域貢献施設 大崎駅西口中地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2058 平成18年11月15日

牛島再開発事業第二期事務所棟 牛島市街地再開発組合  (一財)日本建築センター HFNB-2104 平成18年11月13日

芝園小学校及び芝園中学校 芝園ユースウェアサービス株
式会社  (一財)日本建築センター MNNN-2070 平成18年11月10日

毎日新聞首都圏センター海老名工場 株式会社毎日新聞社  (一財)日本建築センター NNNB-2062 平成18年11月08日

名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎 学校法人名古屋学院大学  (一財)日本建築センター NNNB-2061 平成18年11月08日

西武百貨店池袋店本館ビル 株式会社西武百貨店  (一財)日本建築センター NNNB-2038 平成18年11月07日

鳥取生協病院 鳥取医療生活協同組合  日本ERI(株) MNNN-2033 平成18年11月07日

新東山コーポ 神戸市住宅供給公社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-2021 平成18年11月07日

横浜市庁舎行政棟（耐震補強） 横浜市まちづくり調整局長  (一財)日本建築センター MNNN-2008 平成18年11月07日

（仮称）ヨコハマポートサイドC-3街区開発計画 横浜市住宅供給公社  (一財)日本建築センター HNNN-2036 平成18年11月07日

(仮称）梅田タワー 株式会社リクルートコスモス
関西支社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2029 平成18年11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

(仮称）ヴェルパーク東千田町B棟 トータテ東千田特定目的会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2028 平成18年11月07日

（仮称)神田須田町ビル

エスエフ神田須田町開発特定
目的会社

東京都新宿区西新宿一丁目２
３番３号

(一財)日本建築センター HNNN-2027 平成18年11月07日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号

（仮称）ひばりヶ丘駅南口地区地区計画

株式会社総和エステーツ 東京都品川区東五反田五丁目
２５番１９号

(一財)日本建築センター HNNN-2026 平成18年11月07日オリックス・リアルエステー
ト株式会社

東京都港区浜松町二丁目４番
１号

西武不動産販売株式会社 東京都豊島区南池袋1-16-15

（仮称）D&#039;グラフォート大宮吉敷町E棟 大和ハウス工業株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2025 平成18年11月07日

（仮称）D&#039;グラフォート大宮吉敷町W棟 大和ハウス工業株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-2024 平成18年11月07日

（仮称）船橋市湊町2丁目計画 三菱地所株式会社
住宅事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2023 平成18年11月07日

国立国際医療センター 国立国際医療センター  (株)都市居住評価センター HNNN-2017 平成18年11月07日

（仮称）御茶ノ水計画
医療法人財団小畑会 東京都千代田区神田駿河台2

－5
(一財)日本建築センター HNNN-2015 平成18年11月07日

住友不動産株式会社
都市開発事業本部 東京都新宿区西新宿2－4－1

（仮称）仙台五橋計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部　仙台支店  (一財)日本建築センター HNNN-2014 平成18年11月07日

(仮称)北青山プロジェクト 有限会社コーラス・プロパテ
ィ  (一財)日本建築センター HNNB-2035 平成18年11月07日

岐阜駅西地区市街地再開発事業 岐阜駅西地区市街地再開発組
合  日本ERI(株) HFNN-2031 平成18年11月07日

株式会社ディスコ広島事業所呉工場（C棟） 株式会社ディスコ  日本ERI(株) MNNN-2046 平成18年11月01日

(仮称)東京駅八重洲口開発計画　北中央棟 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1 (一財)日本建築センター HFNB-2018 平成18年10月26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

(仮称)東京駅八重洲口開発計画　北中央棟 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木2-2-2 (一財)日本建築センター HFNB-2018 平成18年10月26日

（仮称）港北ニュータウン中央地区共同商業地区開発計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-2040 平成18年10月25日

（仮称）御殿場プレミアム・アウトレット場内第7駐車場立駐（三層四
段型自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-2081 平成18年10月23日

KITAGAWA
PARKING5（PFS430型）（施設併用四層五段型自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-2067 平成18年10月23日

KITAGAWA PARKING6（PS590型）（五層六段型自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-2066 平成18年10月23日

（仮称）福井駅東立体駐車場（四層五段型自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-2065 平成18年10月23日

（仮称）清和ビル アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-2042 平成18年10月23日

航空保安大学校本校移転整備等事業 りんくうカレッジサービス株
式会社  日本ERI(株) MNNN-2030 平成18年10月23日

（仮称）大洋建設本社ビル 大洋建設株式会社  日本ERI(株) MNNN-2012 平成18年10月23日

（仮称）ウェスティン沖縄ホテル　タワー棟 株式会社ユーズホールディン
グス  日本ERI(株) MNNN-2010 平成18年10月23日

（仮称）臨港病院 株式会社丹羽英二建築事務所  日本ERI(株) MNNN-2009 平成18年10月23日

（仮称）エスポワール綾瀬 臼倉　由雄  (株)都市居住評価センター MNNN-2004 平成18年10月23日

（仮称）晴海三丁目西地区（再）A1棟 戸田建設株式会社一級建築士
事務所  日本ERI(株) HNNN-2011 平成18年10月23日

北浜MIDビル ハルアセット特定目的会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-2007 平成18年10月23日

西新宿六丁目西第6地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿六丁目西第6地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-2006 平成18年10月23日

（仮称）本八幡B地区プロジェクト 株式会社プロパスト  (株)都市居住評価センター HNNN-2003 平成18年10月23日

(仮称)住友不動産神宮前2丁目ビル計画 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-2039 平成18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

（仮称）名駅二丁目プロジェクト　店舗付立体駐車場棟 アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1975 平成18年10月20日

静岡北口ホテル 株式会社稲葉商店  日本ERI(株) MNNN-1994 平成18年10月19日

(仮称)足立区千住曙町計画S2棟

株式会社明豊エンタープライ
ズ 東京都渋谷区渋谷2-12-19

(一財)日本建築センター HNNN-2056 平成18年10月19日
株式会社コスモスイニシア
東東京支社 東京都千代田区内幸町1-3-2

(仮称)足立区千住曙町計画E2棟

株式会社明豊エンタープライ
ズ 東京都渋谷区渋谷2-12-19

(一財)日本建築センター HNNN-2055 平成18年10月19日
株式会社コスモスイニシア
東東京支社 東京都千代田区内幸町1-3-2

（仮称）イオン神戸北ショッピングセンター イオンモール株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-2041 平成18年10月18日

セキスイハウスB免震住宅 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1999 平成18年10月18日

三井ホーム免震住宅システムM-400 三井ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1998 平成18年10月18日

(仮称)ダイヤモンドシティ鶴見ショッピングセンター 信託受託者
三菱UFJ信託銀行株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-2037 平成18年10月16日

（仮称）帝京平成大学池袋キャンパス 学校法人帝京平成大学  (一財)日本建築センター MNNN-1991 平成18年10月16日

鈴木喬邸 三菱地所ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1984 平成18年10月16日

大庭歯科医院 株式会社奥村組　東京支店  日本ERI(株) MNNN-1959 平成18年10月16日

（仮称）c-HN1計画

株式会社アークロード一級建
築士事務所 東京都港区赤坂2－3－2

(一財)日本建築センター HNNN-1997 平成18年10月16日
有限会社リプラスロード8 東京都千代田区霞が関3－2－

5

三田小山町東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 三田小山町東地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1990 平成18年10月16日

（仮称）株式会社学習研究社五反田新本社ビル 株式会社学習研究社  (一財)日本建築センター HFNB-1989 平成18年10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）

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

川崎池上新町商業施設および物流センター 川崎プロパティー特定目的会
社  日本ERI(株) MNNN-1992 平成18年10月13日

（仮称）新横浜三丁目ビル 田中　裕  (一社)日本免震構造協会 MFNN-2019 平成18年10月12日

（仮称）千葉工業大学津田沼校舎　新1号棟 学校法人　千葉工業大学  (株)東京建築検査機構 HNNN-2032 平成18年10月12日

三井記念病院建替計画（中央棟） 社会福祉法人三井記念病院  (一財)日本建築センター HNNN-2005 平成18年10月12日

(仮称)東京駅八重洲口開発計画南棟

新日本石油株式会社 東京都港区西新橋一丁目3番1
2号

(一財)日本建築センター HFNB-2020 平成18年10月12日鹿島八重洲開発株式会社 東京都千代田区霞ヶ関三丁目
8番1号

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号

清水建設技術研究所守衛所 清水建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1996 平成18年10月10日

（仮称）野田鷺洲計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-2022 平成18年10月10日

日本銀行本店2・3号館（耐震改修） 日本銀行  (一財)日本建築センター MNNN-2000 平成18年10月05日

上野別邸増築計画 ミサワホームイング東京株式
会社  日本ERI(株) MNNN-1695 平成18年10月05日

大成建設株式会社技術センター本館 大成建設株式会社  (一財)日本建築センター NFNB-1951 平成18年10月04日

（仮称）LT根津プロジェクト 株式会社大京　東東京支店  ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-1995 平成18年10月04日

柏駅東口A街区第二地区第一種市街地再開発事業（住宅棟） 柏駅東口A街区第二地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1983 平成18年10月04日

（仮称）ナイス小杉3丁目計画 ナイス株式会社  (株)都市居住評価センター MFNN-2016 平成18年10月02日

（仮称）東心斎橋マンション 東海興業株式会社　大阪支店  日本ERI(株) HNNN-2013 平成18年10月02日

（仮称）宇品アーバンプロジェクト３区画N棟 株式会社アーバンコーポレイ
ション  (一財)日本建築センター MNNN-1976 平成18年09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

（仮称）宇品アーバンプロジェクト３区画S棟 株式会社アーバンコーポレイ
ション  (一財)日本建築センター HNNN-1978 平成18年09月21日

（仮称）中幸町マンション計画 三井住友建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1977 平成18年09月21日

真砂町プラザ第１地区優良建築物等整備事業　施設建築物
清水真砂町プラザ第１地区優良
再開発建築物整備事業共同施行
者組合

 (一財)日本建築センター HFNN-1987 平成18年09月21日

（仮称）アデニウム萬代橋タワー 浅井謙建築研究所株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-1964 平成18年09月21日

（仮称）奈良工事事務所 株式会社奥村組  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1993 平成18年09月20日

（仮称）支倉町３番計画 野村不動産株式会社
仙台支店  (株)都市居住評価センター MNNN-1981 平成18年09月20日

（仮称）South3 East3 Tower Residence 有限会社マーズ・プランニン
グ  (株)都市居住評価センター HNNN-2002 平成18年09月20日

（仮称）宝塚市武庫川町計画A棟 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1985 平成18年09月20日

（仮称）中之島ダイビル・イースト ダイビル株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1982 平成18年09月20日

日本赤十字社和歌山医療センター新棟 日本赤十字社和歌山医療セン
ター  (株)都市居住評価センター HNNN-1980 平成18年09月20日

（仮称）戸手4丁目南地区計画 株式会社新日本建物  (株)都市居住評価センター HNNN-1971 平成18年09月20日

（仮称）ザ・松屋タワー 株式会社松屋ビル  日本ERI(株) HNNN-1969 平成18年09月20日

岡山市平和町１番地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新築
工事（複合施設棟）

岡山市平和町１番地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1967 平成18年09月20日

（仮称）港北NTセンター北SC 有限会社港北エスシー  (一財)日本建築センター NNNB-1963 平成18年09月11日

株式会社トンボ鉛筆新本社・新研究所 株式会社トンボ鉛筆  (株)東京建築検査機構 NNNB-1961 平成18年09月11日

（仮称）工学院大学八王子キャンパススチューデントセンター 学校法人工学院大学  (一財)日本建築センター NNNB-1955 平成18年09月11日

静岡県営住宅今沢団地K９号棟 静岡県  (一財)日本建築センター NFNN-1966 平成18年09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

（仮称）道場２丁目計画（A棟・B１棟・B２棟・C棟・D棟）

株式会社NIPPOコーポレーシ
ョン 東京都中央区京橋1－19－11

日本ERI(株) MNNN-1958 平成18年09月11日

相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2－9
－14

セコムホームライフ株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷4－19
－12

株式会社新日本建物 東京都新宿区岩戸町5番地

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4－14
－1

株式会社ゼファー 東京都中央区日本橋蛎殻町1
－29－9

橋田恵子様邸 三井ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1947 平成18年09月11日

慶應義塾日吉キャンパス複合施設（仮称） 学校法人慶應義塾  (一財)日本建築センター MNNN-1946 平成18年09月11日

旭化成・志村試験棟 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1945 平成18年09月11日

（仮称）五橋駅前マンション 鹿島建設株式会社　東北支店  (一財)日本建築センター MNNN-1944 平成18年09月11日

浦安市消防本部・署庁舎 浦安市  (一社)日本免震構造協会 MNNN-1943 平成18年09月11日

（仮称）吉橋様マンション スターツCAM株式会社
新東京建築設計事務所  (一社)日本免震構造協会 MNNN-1942 平成18年09月11日

（仮称）千里中央ノースタワー

オリックス・リアルエステー
ト株式会社 東京都港区浜松町2－4－1

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1970 平成18年09月11日阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1－1
東阪急ビルディング内

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1－8－11

（仮称）サンデュエル長町新駅前計画 株式会社サンシティ  (一財)日本建築センター HNNN-1960 平成18年09月11日

（仮称）東京倶楽部ビルディング 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2－1
－1 (一財)日本建築センター HNNN-1950 平成18年09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

（仮称）東京倶楽部ビルディング 社団法人東京倶楽部 東京都港区六本木1－9－14 (一財)日本建築センター HNNN-1950 平成18年09月11日

(仮称)日本橋一丁目計画（A街区）
東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

(一財)日本建築センター HNNB-1986 平成18年09月11日
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁

目1番1号

梅新第一生命ビルディング 第一生命保険相互会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNN-1962 平成18年09月11日

牛島再開発事業第２期 牛島市街地再開発組合  (一財)日本建築センター HFNB-1965 平成18年09月11日

（仮称）金山３丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-1979 平成18年09月06日

（仮称）西大津プロジェクト アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1974 平成18年08月31日

（仮称）KM複合ビル（住宅棟）

名鉄不動産株式会社 名古屋市中村区名駅4－4－8

(一財)日本建築センター HNNN-1948 平成18年08月31日

平和不動産株式会社 東京都中央区日本橋兜町1－1
0

神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜町2－10－2
6

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 大阪市中央区淡路町4－2－15

アートプランニング株式会社 大阪府豊中市箕輪3－7－1

代表取締役　貝出　一男 大阪市中央区南船場3－12－1
2

（仮称）JV東雲I街区プロジェクト

ニチモ株式会社 東京都豊島区東池袋1－33－8

(株)都市居住評価センター HNNN-1972 平成18年08月30日
名鉄不動産株式会社 名古屋市中村区名駅4－4－8

株式会社長谷工コーポレーシ
ョン 東京都港区芝2－32－1

株式会社モリモト 東京都渋谷区恵比寿南3－7－
4
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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

（仮称）JV東雲I街区プロジェクト 有楽土地株式会社 東京都中央区京橋3－13－1 (株)都市居住評価センター HNNN-1972 平成18年08月30日

（仮称）北青山３丁目テナントビル ダイショウ・ティーディーエ
ー  (一財)日本建築センター HNNB-1957 平成18年08月30日

梅田阪急ビル 阪急電鉄株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-1949 平成18年08月29日

伊藤忠商事本社ビル 伊藤忠商事株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1904 平成18年08月28日

三永ビクトリー（４層５段遊技場併用自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-2001 平成18年08月28日

（仮称）イトーヨーカドー堺鳳店計画 東京パークエンジニアリング
株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1953 平成18年08月28日

霞が関ビル低層部増築・改修 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1956 平成18年08月14日

（仮称）アーバンビュー堺・山本町計画　施設併用立駐 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1973 平成18年08月14日

（仮称）春吉駐車場　店舗併用立駐 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1952 平成18年08月14日

中央合同庁舎第1号館本館（耐震改修） 国土交通省大臣官房官庁営繕
部  (一財)日本建築センター MNNN-1931 平成18年08月14日

（仮称）杉並区高井戸計画B棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-1933 平成18年08月14日

（仮称）杉並区高井戸計画A棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-1932 平成18年08月14日

（仮称）ライオンズタワー六野 株式会社大京　名古屋支店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1939 平成18年08月14日

（仮称）渋谷区本町三丁目計画

エスエフ・キャピタル特定目
的会社 東京都新宿区西新宿1-23-3　

(株)都市居住評価センター HNNN-1938 平成18年08月14日
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2－4－1

（仮称）柏の葉キャンパス駅前住宅開発計画-E棟 三井住友建設株式会社
建築本部  (一財)日本建築センター HNNN-1937 平成18年08月14日

（仮称）柏の葉キャンパス駅前住宅開発計画-C棟 三井住友建設株式会社
建築本部  (一財)日本建築センター HNNN-1936 平成18年08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）

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

（仮称）西参道プロジェクト 株式会社トーシン  (一財)日本建築センター HNNN-1935 平成18年08月14日

（仮称）西新宿7丁目ビル 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (株)都市居住評価センター HNNF-1941 平成18年08月14日

（仮称）豊洲三丁目9－2街区計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-1968 平成18年08月03日

SL-45XC1.5（四層五段型自走式自動車車庫) 綿半テクノス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1954 平成18年07月31日

（仮称）ダイヤモンドシティ立川・武蔵村山ショッピングセンター 武蔵村山プロパティー特定目
的会社  (一財)日本建築センター NNNB-1925 平成18年07月25日

（仮称）相模大野七丁目計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部首都圏事業部  (一財)日本建築センター HNNN-1934 平成18年07月25日

福井県こども家族館（仮称） 福井県知事　西川　一誠  (一財)日本建築センター NNNB-1940 平成18年07月21日

松下プラズマディスプレイ（株）PDP第4工場 松下プラズマディスプレイ株
式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1930 平成18年07月21日

人間文化研究機構、情報・システム研究機構（立川）総合研究棟

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構 東京都港区南麻布4－6－7

(一財)日本建築センター MNNN-1927 平成18年07月21日
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構 東京都品川区豊町1－6－10

（仮称）鶴見中央5丁目 ナイス株式会社  ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-1921 平成18年07月21日

加古川総合庁舎・東播磨生活創造センター 兵庫県知事  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1920 平成18年07月21日

（仮称）大阪市城東区中央2丁目計画（東棟） 藤和不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1918 平成18年07月21日

学校法人獨協学園獨協大学創立40周年記念館（仮称） 学校法人獨協学園  (一財)日本建築センター MNNB-1924 平成18年07月21日

（仮称）リステージ辻堂駅前マンション計画 リスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1926 平成18年07月21日

（仮称）高輪台プロジェクト 三井住友建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1923 平成18年07月21日

玉川高島屋S・C南館 東神開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1907 平成18年07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

ヒューマックスパビリオン新宿歌舞伎町 株式会社ヒューマックス  (一財)日本建築センター NNNB-1893 平成18年07月11日

武蔵小金井駅南口第1地区Ⅰ-Ⅲ街区公益施設棟 独立行政法人都市再生機構
東日本支社  (一財)日本建築センター NNNB-1891 平成18年07月11日

（仮称）明倫地区分譲住宅

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2－3－
1

ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-1922 平成18年07月11日三菱地所株式会社 名古屋市中村区名駅3－28－1
2

ジェイアール東海不動産株式
会社 東京都港区港南2-1-95

東京駅丸ノ内本屋（保存・復原） 東日本旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築防災協会 MFNB-1917 平成18年07月11日

新神戸駅前タワー

関電不動産株式会社 大阪市北区中之島6－2－27

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1929 平成18年07月11日住金興産株式会社 大阪市中央区瓦町4－2－14

神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜町2－10－2
6

京セラミタ株式会社R＆Dセンター 京セラミタ株式会社  日本ERI(株) HNNN-1913 平成18年07月11日

虎4計画事務所棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-1903 平成18年07月11日

（仮称）川崎戸手4丁目再開発事業（A敷地） 株式会社新日本建物  (株)都市居住評価センター HFNN-1908 平成18年07月11日

NDプロジェクト 株式会社野村総合研究所  (株)都市居住評価センター MNNN-1928 平成18年07月06日

（仮称）八広6丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-1915 平成18年07月06日

（仮称）アルファグランデ緑が丘参番街 株式会社桂設計  (株)都市居住評価センター MNNN-1910 平成18年07月06日

加古川市民病院手術棟 加古川市長　樽本　庄一  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1901 平成18年07月06日

（仮称）豊中市西泉丘集合住宅（東棟） 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1900 平成18年07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

（仮称）豊中市西泉丘集合住宅（南棟） 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1899 平成18年07月06日

セキスイハウスシャーウッドS-MJ免震住宅 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1865 平成18年07月06日

名古屋伏見プロジェクト 興和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1916 平成18年07月06日

（仮称）モリモト横濱ポートサイドビル 株式会社モリモト  (一財)日本建築センター HNNN-1914 平成18年07月06日

（仮称）川崎戸手4丁目再開発事業（B敷地） 株式会社新日本建物  (株)都市居住評価センター HNNN-1909 平成18年07月06日

（仮称）赤坂さくら坂計画 赤坂一丁目有限会社  (一財)日本建築センター HNNN-1897 平成18年07月06日

（株）パーカーコーポレーション東京テクニカルセンター 株式会社錢高組　東京支社  (株)都市居住評価センター MNNN-1912 平成18年07月04日

（仮称）明治乳業株式会社埼玉工場第二工場 株式会社錢高組　東京支社  (株)都市居住評価センター MNNN-1911 平成18年07月04日

（仮）USJ駅前集合住宅 株式会社創建  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1919 平成18年07月04日

プラザノース プラザノースマネジメント株
式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1898 平成18年06月29日

そごう神戸店本館改修 株式会社そごう　神戸店  (一財)日本建築センター NNNB-1884 平成18年06月21日

（仮称）荒木町事務所ビル計画 三井住友建設株式会社
建築本部  (一財)日本建築センター MNNN-1895 平成18年06月21日

北九州市警察部小倉北警察署 福岡県警察本部総務部  (一財)日本建築センター MNNN-1894 平成18年06月21日

（仮称）ナイスアーバン戸越五丁目 ナイス株式会社  ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-1878 平成18年06月21日

防災拠点東扇島地区施設棟（仮称） 国土交通省関東地方整備局  (一財)日本建築センター MNNN-1868 平成18年06月21日

（仮称）杉並区高井戸計画C棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-1892 平成18年06月21日

（仮称）アパートメンツ目黒 アール・エム・目黒特定目的
会社

東京都千代田区神田神保町1-
11　さくら綜合事務所内 (一財)日本建築センター HNNN-1896 平成18年06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

（仮称）アパートメンツ目黒 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9 (一財)日本建築センター HNNN-1896 平成18年06月21日

東静岡タワー セキスイハイム東海株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1883 平成18年06月21日

（仮称)東京ベイサイドリゾート開発計画 リゾートトラスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1867 平成18年06月21日

（仮称）豊洲3丁目地区8-3街区住棟計画

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

(一財)日本建築センター HFNN-1886 平成18年06月21日

三菱地所株式会社
住宅事業本部 東京都千代田区大手町1-6-1

野村不動産株式会社
住宅カンパニー 東京都新宿区西新宿1-26-2

三井不動産株式会社
住宅事業本部

東京都中央区日本橋室町3-1-
20

（仮称）ジャパン建材センタービル ジャパン建材株式会社  (株)都市居住評価センター HFNB-1871 平成18年06月21日

（仮称）柏駅西口共同ビル 東神開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1885 平成18年06月16日

（仮称）築地4丁目ビル 吹田　修一  (一財)日本建築センター MFNN-1905 平成18年06月16日

（仮称）大森共同住宅
京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪2－20－20

(一財)日本建築センター HNNN-1866 平成18年06月16日
エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4－14
－1

（仮称）五橋三丁目マンションA（B棟） 赤坂見附AKK特定目的会社  (一財)日本建築センター HNNN-1863 平成18年06月16日

鳥取生協病院 鳥取医療生活協同組合  日本ERI(株) MNNN-1875 平成18年06月15日

（仮称）D&#039;グラフォート郡山西口 大和ハウス工業株式会社
福島支店  日本ERI(株) HNNN-1874 平成18年06月15日

(仮称）読売新聞大曲新工場 株式会社読売新聞東京本社  (一財)日本建築センター NNNB-1869 平成18年06月08日

AWK-56R-2.5（五層六段型自走式自動車車庫) アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1860 平成18年06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

AWK-45R-2.5（四層五段型自走式自動車車庫) アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1859 平成18年06月08日

愛知県庁本庁舎（改修） 愛知県知事　神田　真秋  (一財)日本建築センター MNNN-1889 平成18年06月08日

浜松松江町ホテル ガステックサービス株式会社  日本ERI(株) MNNN-1876 平成18年06月08日

石巻地区広域行政事務組合消防本部（石巻消防署併設）庁舎移転整備
事業庁舎棟 株式会社PFI石巻  (一財)日本建築センター MNNN-1870 平成18年06月08日

（仮称）駿台予備学校1号館 学校法人駿河台学園  (株)東京建築検査機構 MFNN-1877 平成18年06月08日

（仮称）アメックス姪浜ステーションタワー 株式会社アーム・レポ  (一財)日本建築センター HNNN-1872 平成18年06月08日

（仮称）ICタワー計画 新栄住宅株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1862 平成18年06月08日

（仮称）東宝南街会館 東宝株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-1882 平成18年06月08日

(仮称)神戸新聞会館 株式会社神戸新聞会館  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-1881 平成18年06月08日

（仮称）イオン奈良北登美ヶ丘ショッピングセンター イオン株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-1902 平成18年06月05日

（仮称）新芝浦開発プロジェクト ソニー生命保険株式会社  (一財)日本建築センター HFEB-1887 平成18年06月01日

エースイン松本 東洋観光事業株式会社  日本ERI(株) MNNN-1890 平成18年05月31日

（仮称）三洋大日集合住宅G棟

大和システム株式会社 大阪市西区阿波座1－5－16

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1880 平成18年05月31日東急不動産株式会社 大阪府吹田市江坂町1－17－2
6

三洋ホームズ株式会社 大阪市中央区南船場3－12－1
2

（仮称）三洋大日集合住宅D棟
大和システム株式会社 大阪市西区阿波座1－5－16

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1879 平成18年05月31日
東急不動産株式会社 大阪府吹田市江坂町1－17－2

6
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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

（仮称）三洋大日集合住宅D棟 三洋ホームズ株式会社 大阪市中央区南船場3－12－1
2 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1879 平成18年05月31日

阪神西宮駅前プロジェクト
新星和不動産株式会社 大阪府大阪市北区西天満5－6

－4
(一財)日本建築センター HNNN-1864 平成18年05月26日

関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6－2
－27

(仮称)近鉄阿倍野駐車場計画（三層四段店舗併用自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1888 平成18年05月22日

（仮称）川崎駅西口プロジェクトSC
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2－1

－1
イーホームズ(株) NNNB-1873 平成18年05月16日

東芝不動産株式会社 東京都港区芝公園1－8－4

静岡県営佐鳴湖団地19号棟 JFEスチール株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-1845 平成18年05月16日

（仮称）新台東病院等 台東区役所  (一財)日本建築センター MNNN-1856 平成18年05月16日

(仮称）新広小路ビル 東レ建設株式会社  ハウスプラス住宅保証(株) MFNN-1861 平成18年05月16日

赤坂四丁目薬研坂南地区第一種市街地再開発事業 赤坂四丁目薬研坂南地区市街
地再開発組合  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-1853 平成18年05月15日

ホーユー（株）総合研究所・新棟 ホーユー株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1849 平成18年05月08日

敦賀市消防防災館 敦賀市  (一財)日本建築センター MNNN-1842 平成18年05月08日

（仮称）仙台五橋計画 住友不動産株式会社
都市開発事業本部　仙台支店  (一財)日本建築センター HNNN-1858 平成18年05月08日

モード学園スパイラルタワーズ 学校法人モード学園  (一財)日本建築センター HNNN-1857 平成18年05月08日

（仮称）シーエル住居棟
株式会社シーエル 横浜市港北区新横浜2－2－8

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1852 平成18年05月08日
大阪市交通局 大阪市西区九条南1－12－62

（仮称）淡路町プロジェクト 有限会社淡路町開発  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1851 平成18年05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

新本部ビル（仮称） 株式会社福岡銀行  (一財)日本建築センター HNNN-1848 平成18年05月08日

（仮称）流山おおたかの森計画　Ｌ棟
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1-9-9

(一財)日本建築センター HNNN-1847 平成18年05月08日
オリックス・リアルエステー
ト株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

西堀通6番町地区優良建築物等整備事業（仮称）FKDビル 株式会社　福田組  (一財)日本建築センター HNNN-1843 平成18年05月08日

(仮称）柏の葉キャンパス駅前住宅開発計画－A棟 三井住友建設株式会社
建築本部  (一財)日本建築センター HNNN-1840 平成18年05月08日

大成建設株式会社技術センター本館 大成建設株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1854 平成18年04月28日

中伊豆リハビリテーションセンター 社会福祉法人農協共済中伊豆
リハビリテーションセンター  日本ERI(株) MNNN-1855 平成18年04月28日

（仮称）さいたま市民医療センター さいたま市役所  (一財)日本建築センター MNNN-1841 平成18年04月28日

(仮称)白金山口ビル 山口　眞一郎  (株)都市居住評価センター MFNN-1819 平成18年04月28日

（仮称）江東区豊洲1丁目計画Ａ棟 三井住友建設株式会社
建築本部  (一財)日本建築センター HNNN-1850 平成18年04月28日

（仮称）ＪＲ尼崎駅前集合住宅 近鉄不動産株式会社  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-1846 平成18年04月28日

帝京大学医学部附属病院新館 学校法人　帝京大学  (一財)日本建築センター HNNN-1844 平成18年04月28日

（仮称）大阪西天満タワー 株式会社新日本建物  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1839 平成18年04月28日

(仮称)M&#039;sCity岡崎分譲マンション 名鉄不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-1838 平成18年04月28日

(仮称)御園公園跡地有効活用事業計画（住宅棟） オリックス・リアルエステー
ト株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1828 平成18年04月28日

(仮称)南船橋プロジェクト　W棟

株式会社パワーズアンリミテ
ッド 東京都新宿区市谷台町8番8号

日本ERI(株) HFNN-1834 平成18年04月28日
株式会社太平エンジニアリン
グ

東京都文京区本郷1丁目19番6
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

(仮称)南船橋プロジェクト　W棟
株式会社創建 大阪府大阪市淀川区塚本2丁

目8番地14号
日本ERI(株) HFNN-1834 平成18年04月28日

株式会社ゼファー 東京都中央区日本橋蛎殻町1
丁目29番9号

(仮称)南船橋プロジェクト　E棟

株式会社パワーズアンリミテ
ッド 東京都新宿区市谷台町8番8号

日本ERI(株) HFNN-1833 平成18年04月28日

株式会社太平エンジニアリン
グ

東京都文京区本郷1丁目19番6
号

株式会社創建 大阪府大阪市淀川区塚本2丁
目8番地14号

株式会社ゼファー 東京都中央区日本橋蛎殻町1
丁目29番9号

(仮称)南船橋プロジェクト　N棟

株式会社パワーズアンリミテ
ッド 東京都新宿区市谷台町8番8号

日本ERI(株) HFNN-1832 平成18年04月28日

株式会社太平エンジニアリン
グ

東京都文京区本郷1丁目19番6
号

株式会社創建 大阪府大阪市淀川区塚本2丁
目8番地14号

株式会社ゼファー 東京都中央区日本橋蛎殻町1
丁目29番9号

(仮称)南船橋プロジェクト　S棟

株式会社パワーズアンリミテ
ッド 東京都新宿区市谷台町8番8号

日本ERI(株) HFNN-1831 平成18年04月28日

株式会社太平エンジニアリン
グ

東京都文京区本郷1丁目19番6
号

株式会社創建 大阪府大阪市淀川区塚本2丁
目8番地14号

株式会社ゼファー 東京都中央区日本橋蛎殻町1
丁目29番9号

新仙台市天文台 株式会社仙台天文サービス  (一財)日本建築センター NNNB-1836 平成18年04月26日

(仮称)キヤノン目黒宿泊施設 キヤノン株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1823 平成18年04月26日

(仮称)読売銀座2丁目ビル 株式会社読売新聞　東京本社  (一財)日本建築センター NNNB-1790 平成18年04月20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

静岡市営安倍口団地第36号棟 静岡市役所  (一財)日本建築センター NFNN-1822 平成18年04月13日

静岡市営清水押切団地3号棟 静岡市役所  (一財)日本建築センター NFNN-1821 平成18年04月13日

静岡市営清水興津東町西団地1号棟 静岡市役所  (一財)日本建築センター NFNN-1820 平成18年04月13日

(仮称)消防拠点施設 日立市役所  (一財)日本建築センター MNNN-1837 平成18年04月13日

(仮称)南麻布三丁目計画 南麻布三丁目有限会社  (一財)日本建築センター MNNN-1826 平成18年04月13日

(仮称)東麻布1丁目プロジェクト 有限会社アールインベストメ
ント  (一財)日本建築センター HNNN-1835 平成18年04月13日

(仮称)北品川三丁目計画 株式会社リクルートコスモス
東京支社  (一財)日本建築センター HNNF-1804 平成18年04月13日

西新宿一丁目7地区計画 学校法人モード学園  (一財)日本建築センター HFNB-1814 平成18年04月13日

(仮称)日本通運㈱大阪支店　中島工業団地新倉庫 日本通運株式会社　大阪支店  日本ERI(株) MNNN-1829 平成18年04月12日

白河厚生総合病院 福島県厚生農業協同組合連合
会  (一財)日本建築センター MNNN-1825 平成18年04月12日

大鵬薬品工業株式会社徳島工場　(仮称)新固形剤工場 大鵬薬品工業株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1824 平成18年04月12日

(仮称)D&#039;グラフォート清澄白河 大和ハウス工業株式会社
東京支社  日本ERI(株) HNNN-1830 平成18年04月12日

(仮称)MK北堀江1丁目プロジェクト 有限会社エムケービーナス  ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-1827 平成18年04月12日

ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設
屋内トレーニング施設

文部科学省大臣官房文教施設
企画部  (一財)日本建築センター NNNB-1815 平成18年04月06日

(仮)26街区共同ビル 浜松東第一26街区優良建築物
建設組合  日本ERI(株) MNNN-1816 平成18年04月06日

(仮称)博多駅前共同ビル計画
渡辺地所株式会社 福岡県福岡市博多区天神1-12

-14
(一財)日本建築センター MNNN-1813 平成18年04月06日

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1
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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

(仮称)ディーグラフォート肥後橋 大和ハウス工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1818 平成18年04月06日

(仮称)大阪市城東区中央2丁目計画（南棟） 藤和不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1817 平成18年04月06日

南千住西口駅前地区第一種市街地再開発事業 南千住西口駅前地区市街地再
開発組合  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-1812 平成18年04月06日

総曲輪通り南地区第一種市街地再開発事業／(仮称)グランドプラザ
富山市 富山県富山市新桜町7番38号

(一財)日本建築センター NNNB-1808 平成18年03月30日
総曲輪通り南地区市街地再開
発組合 富山県富山市総曲輪3-3-16

(仮称)三共銀座プロジェクト 三共株式会社  日本ERI(株) MNNN-1809 平成18年03月30日

愛知県厚生連江南新病院 愛知県厚生農業協同組合連合
会  (一財)日本建築センター MNNN-1807 平成18年03月30日

(仮称)南麻布四丁目計画 株式会社シンプレクス・インベ
ストメント・アドバイザーズ  (一財)日本建築センター MNNN-1806 平成18年03月30日

伊東正人邸 株式会社Kライブ  (一財)日本建築センター MNNN-1805 平成18年03月30日

(仮称)JS西葛西ビル ジケイ・スペース株式会社  日本ERI(株) MNNN-1803 平成18年03月30日

三菱ホーム免震住宅PIANISSIMO（ピアニシモ） 三菱地所ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1802 平成18年03月30日

プロロジスパークセントレア プロロジス常滑特定目的会社  日本ERI(株) MNNF-1794 平成18年03月30日

中原消防署・ホテル 財団法人川崎市まちづくり公
社  (一社)日本免震構造協会 HNNN-1811 平成18年03月30日

金町六丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 金町六丁目地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-1810 平成18年03月30日

野外芸術文化ゾーン(仮称)アートセンター 十和田市長  (一財)日本建築センター NNNF-1785 平成18年03月27日

中部国際空港　仮称　セントレアビル 中部国際空港株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1787 平成18年03月27日

(仮称)戸畑C街区整備事業　戸畑区役所・ふれあいむら 株式会社竹中工務店
九州支店  日本ERI(株) NFNN-1788 平成18年03月27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

静岡市営安部口団地第26号棟 JFEスチール株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-1770 平成18年03月27日

ハーディパークV-2（四層五段型自走式自動車車庫） 三進金属工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1797 平成18年03月27日

SPパーキングCRV-FD-4/5（四層五段型自走式自動車車庫） 株式会社尚和  (一財)日本建築センター NFEN-1796 平成18年03月27日

マルチフラットパーク34-25100型（三層四段型自走式自動車車庫） JFE工建株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1789 平成18年03月27日

(仮称)四日市駅前PJ　[B敷地]

株式会社ユニディオコーポレ
ーション

東京都千代田区内幸町2丁目2
番2号

(一財)日本建築センター MNNN-1801 平成18年03月27日
近鉄不動産株式会社
名古屋支店

愛知県名古屋市中村区名駅4
丁目5番28号

(仮称)アゴラ浜松ビル 株式会社静岡銀行  (一財)日本建築センター MNNN-1800 平成18年03月27日

近藤邸高齢者介護住宅 株式会社テクノウェーブ  (一財)日本建築センター MNNN-1795 平成18年03月27日

(仮称)ヴェルパーク東千田町A棟 株式会社トータテ  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1799 平成18年03月27日

(仮称)西部ガス介護付有料老人ホーム 西部ガス興商株式会社  日本ERI(株) HNNN-1798 平成18年03月27日

(仮称)和歌山マリーナシティリゾートマンション 三井住友建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1793 平成18年03月27日

ひぐらしの里北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 ひぐらしの里北地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1792 平成18年03月27日

東京国際空港新管制塔 国土交通省東京航空局  (一財)日本建築センター HNNN-1791 平成18年03月27日

大分市医師会立アルメイダ病院 社団法人大分市医師会  (一財)日本建築センター MNNN-1786 平成18年03月15日

防災拠点有明の丘地区本部施設棟(仮称) 国土交通省関東地方整備局  (一財)日本建築センター MNNN-1784 平成18年03月15日

(仮称)赤坂二丁目計画
森ビル株式会社  

(一財)日本建築センター HNNN-1782 平成18年03月15日
株式会社竹中工務店  
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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

(仮称)赤坂二丁目計画
東急不動産株式会社  

(一財)日本建築センター HNNN-1782 平成18年03月15日
株式会社サンウッド  

(仮称)川崎駅西口大宮町E-1街区住宅開発計画

株式会社ジェイアール東日本
都市開発

東京都渋谷区代々木2丁目2番
2号

(一財)日本建築センター HNNN-1781 平成18年03月15日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1丁目9番

地9号

(仮称)朝日放送新社屋 朝日放送株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-1783 平成18年03月15日

(仮称)東京ディズニーランドホテル 株式会社オリエンタルランド  (一財)日本建築センター NNNF-1752 平成18年03月02日

(仮称)音羽一丁目計画 三菱地所株式会社
住宅事業本部  (株)都市居住評価センター MFNN-1751 平成18年03月02日

西梅田プロジェクト 株式会社サンケイビル  (一財)日本建築センター HNNB-1766 平成18年03月02日

中外製薬㈱藤枝工場　固形剤棟建設計画 中外製薬株式会社  日本ERI(株) MNNN-1776 平成18年02月28日

(仮称)平河町一丁目計画 三菱地所株式会社  (株)都市居住評価センター MNNN-1774 平成18年02月28日

日本大学理工学部駿河台校舎5号館（改修） 学校法人日本大学  (一財)日本建築センター MNNN-1772 平成18年02月28日

名古屋市役所本庁舎 名古屋市長  (一財)日本建築センター MNNN-1767 平成18年02月28日

(仮称)Quality&Incubation松濤プロジェクト 株式会社Quality&Incubation  (一財)日本建築センター HNNN-1780 平成18年02月28日

(仮称)千葉中央タワープロジェクト
ニチモ株式会社 東京都豊島区東池袋1丁目33

番8号
(一財)日本建築センター HNNN-1779 平成18年02月28日

オリックス・リアルエステー
ト株式会社

東京都港区浜松町2丁目4番1
号

(仮称)新宿区山吹町マンション 藤和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1778 平成18年02月28日

芝浦アイランドA3街区プロジェクト 有限会社芝浦キャナル開発  (一財)日本建築センター HNNN-1777 平成18年02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

(仮称)北4条東1丁目タワー 有限会社トランスポジション  日本ERI(株) HNNN-1775 平成18年02月28日

本八幡B地区プロジェクト 株式会社プロパスト  (株)都市居住評価センター HNNN-1773 平成18年02月28日

(仮称)MM21地区／33街区開発計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1771 平成18年02月28日

(仮称)南船橋ⅡPJ（E棟・S棟・W棟） 株式会社ゼファー  日本ERI(株) HNNN-1769 平成18年02月28日

上野学園　上野キャンパス 学校法人上野学園  (一財)日本建築センター HNNN-1768 平成18年02月28日

(仮称)神保町1-23計画 株式会社小学館  (一財)日本建築センター NNNF-1761 平成18年02月20日

(仮称)BiVi沼津 大和工商リース株式会社  日本ERI(株) NNNF-1756 平成18年02月20日

新宿駅南口地区基盤整備事業 東日本旅客鉄道株式会社
東京工事事務所  (一財)日本建築センター NFNN-1760 平成18年02月20日

(仮称)M1プロジェクト 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1765 平成18年02月20日

(仮称)ワコーレ大開通マンション 和田興産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1764 平成18年02月20日

(仮称)大沢3丁目プロジェクト スターツCAM株式会社  (一社)日本免震構造協会 MNNN-1759 平成18年02月20日

(仮称)西葛西ホテルプロジェクト スターツCAM株式会社  イーホームズ(株) MNNN-1757 平成18年02月20日

(仮称)ドゥグラン幸町 ジスコ不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-1730 平成18年02月20日

野村證券静岡支店 野村ファシリティーズ株式会
社  日本ERI(株) MNNN-1729 平成18年02月20日

QRメディアタワー（仮称） 株式会社文化放送  日本ERI(株) MNNB-1755 平成18年02月20日

(仮称)グランドメゾン百道浜 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部  日本ERI(株) HNNN-1763 平成18年02月20日

大工町1丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物住宅棟 大工町1丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1762 平成18年02月20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

西区新町プロジェクト 有限会社アクティブ・ソニッ
ク・コーポレーション  日本ERI(株) HNNN-1758 平成18年02月20日

TX秋葉原駅開発ビル 阪急電鉄株式会社  日本ERI(株) HNNN-1754 平成18年02月20日

(仮称)北新宿3丁目プロジェクト 株式会社アクロス  (一財)日本建築センター HNNN-1753 平成18年02月20日

(仮称)武蔵小杉ツインタワー計画 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1750 平成18年02月20日

(仮称)D&#039;グラフォート新都心Ⅳ 大和ハウス工業株式会社
鹿児島支店  日本ERI(株) HNNN-1712 平成18年02月20日

(仮称)八潮計画 東京パークエンジニアリング
株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1743 平成18年02月15日

(仮称)西神田三丁目南計画

エスエフ西神田三丁目開発特
定目的会社 東京都新宿区西新宿1-23-3

(一財)日本建築センター HFNB-1741 平成18年02月15日
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

西尾市新庁舎 愛知県西尾市  日本ERI(株) MNNN-1747 平成18年02月13日

垂水消防署新庁舎 神戸市消防局  日本ERI(株) MNNN-1746 平成18年02月13日

(仮称)日本通運㈱東京海外引越支店　東京トランクルーム 日本通運株式会社
東京海外引越支店  (一財)日本建築センター MNNN-1744 平成18年02月13日

(仮称)一番町13-6計画 株式会社リテック・コンサル
タンツ  日本ERI(株) MNNN-1740 平成18年02月13日

(仮称)大宮区桜木町1丁目共同住宅
大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町1丁

目1番8号
(株)都市居住評価センター HNNN-1749 平成18年02月13日

株式会社リクルートコスモス
北関東支社

埼玉県さいたま市大宮区宮町
1丁目114番地-1

(仮称)枚方公園マンション計画

株式会社アポック 大阪府大阪市淀川区東三国2
丁目32番13号

(株)都市居住評価センター HNNN-1748 平成18年02月13日アーバンライフ株式会社 兵庫県芦屋市業平町8番14-10
5号

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2丁目3番
13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

早稲田大学　西早稲田キャンパスC棟(仮称) 学校法人早稲田大学  日本ERI(株) HNNN-1745 平成18年02月13日

(仮称)グランダジュール中島公園 有限会社エルナト・ガンマ  (一財)日本建築センター HNNN-1742 平成18年02月13日

(仮称)京都駅西ビル計画 ジェイアール西日本不動産開
発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1737 平成18年02月06日

(仮称)共同通信社　研修・交流センター 社団法人共同通信社  (一財)日本建築センター MNNN-1738 平成18年02月06日

浜松町1丁目用地住宅等整備事業　事業者施設 神明開発株式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-1736 平成18年02月06日

(仮称)北青山プロジェクト 有限会社コーラス・プロパテ
ィ  (一財)日本建築センター HNNB-1739 平成18年02月06日

清水建設技術研究所セキュリティーセンター 清水建設株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-1723 平成18年01月30日

(仮称)万歳町マンション 近鉄不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1733 平成18年01月30日

(仮称)大阪駅改良・新北ビル
大阪ターミナルビル株式会社 大阪府大阪市北区梅田1丁目3

番1-1100号
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-1732 平成18年01月30日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区芝田2丁目4
番24号

西武百貨店池袋本館 株式会社西武百貨店  (一財)日本建築センター NNNB-1724 平成18年01月23日

(仮称)東京ドームE-Gateプロジェクト 株式会社東京ドーム  (一財)日本建築センター NNNB-1719 平成18年01月23日

(仮称)美浜区高洲3丁目プロジェクト 戸田建設株式会社
一級建築士事務所  日本ERI(株) MNNN-1731 平成18年01月23日

(仮称)大分キヤノンマテリアル第2拠点建設計画 キヤノン株式会社  日本ERI(株) MNNN-1728 平成18年01月23日

和歌山労災病院 独立行政法人
労働者健康福祉機構  (一財)日本建築センター MNNN-1720 平成18年01月23日

学校法人多摩美術大学八王子キャンパス計画新図書館棟 学校法人多摩美術大学  (一財)日本建築センター MNNN-1718 平成18年01月23日

(仮称)リーガルタワー淡路町 株式会社創生  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1735 平成18年01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

(仮称)福島区鷺洲3丁目集合住宅 野村不動産株式会社
大阪支店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1734 平成18年01月23日

豊橋駅前大通一丁目優良建築物等整備事業に係る施設建築物 ガステックサービス株式会社  日本ERI(株) HNNN-1727 平成18年01月23日

(仮称)港南四丁目第3団地建替プロジェクト（民間施設ゾーン） 港南四丁目開発株式会社  日本ERI(株) HNNN-1726 平成18年01月23日

(仮称)流山おおたかの森計画　L棟
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1丁目9番

9号
イーホームズ(株) HNNN-1725 平成18年01月23日

オリックス・リアルエステー
ト株式会社

東京都港区浜松町2丁目4番1
号

東京工科大学研究所棟 学校法人片柳学園  (一財)日本建築センター HNNN-1722 平成18年01月23日

(仮称)上本町西タワープロジェクト 積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部  (一財)日本建築センター HNNN-1721 平成18年01月23日

(仮称)東池袋3丁目計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1717 平成18年01月23日

(仮称)東京倶楽部ビルディング
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁

目1番1号
(一財)日本建築センター HNNN-1716 平成18年01月23日

社団法人　東京倶楽部 東京都港区六本木1丁目9番14
号

日仏商事株式会社　物流センター 日仏商事株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1715 平成18年01月19日

U邸 株式会社協和組  (一財)日本建築センター MNNN-1714 平成18年01月19日

(仮称)アトラス向ヶ丘遊園 旭化成ホームズ株式会社  日本ERI(株) HNNN-1713 平成18年01月19日

ソフトウエア情報開発本社ビル ソフトウェア情報開発株式会
社  日本ERI(株) HFNN-1708 平成18年01月19日

阪上　直人邸 三菱地所ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1700 平成18年01月10日

(仮称)笹塚パークハウス 三菱地所株式会社  (株)都市居住評価センター MNNN-1698 平成18年01月10日

(仮称)五橋一丁目集合住宅計画 三菱地所株式会社  日本ERI(株) HNNN-1711 平成18年01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

(仮称)秋葉原8街区ビル 有限会社マキシマム  日本ERI(株) HNNN-1710 平成18年01月10日

(仮称)パシフィックレジデンスタワーみなとみらい

パシフィックマネジメント株
式会社

東京都千代田区永田町2丁目1
1番1号

日本ERI(株) HNNN-1709 平成18年01月10日
大和ハウス工業株式会社
東京支社

東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号

(仮称)コットンハーバー地区B-1街区計画 JFE都市開発株式会社
住宅開発プロジェクトチーム  (一財)日本建築センター HNNN-1704 平成18年01月10日

高島二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 高島二丁目地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HFNN-1702 平成18年01月10日

市庁舎 福生市長  (一財)日本建築センター NNNF-1703 平成18年01月06日

熊本市民会館 株式会社佐藤総合計画
九州事務所  (一財)日本建築センター NNNB-1707 平成18年01月06日

(仮称)Gプロジェクト 三井不動産株式会社
商業施設本部  イーホームズ(株) NNNB-1706 平成18年01月06日

(仮称)国分山形屋 株式会社国分山形屋  (一財)日本建築センター NNNB-1701 平成18年01月06日

蔵王病院増改築計画 医療法人社団　若葉会  (一財)日本建築センター NFNN-1693 平成18年01月06日

國學院大學　本部棟(仮称) 学校法人　國學院大學  (一財)日本建築センター HFNN-1699 平成18年01月06日

（仮称）名駅四丁目7番地区再開発ビル

株式会社毎日新聞社 東京都千代田区一ツ橋一丁目
1番1号

(一財)日本建築センター HFNB-1705 平成18年01月06日トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地

東和不動産株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四
丁目11番27号

(仮称)南麻布四丁目計画 株式会社シンプレクス・インベ
ストメント・アドバイザーズ  イーホームズ(株) MNNN-1696 平成18年01月05日

梅新第一生命ビルディング 第一生命保険相互会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1697 平成18年01月05日

(仮称)トーマスタワー馬借 三井住友建設株式会社
九州支店  日本ERI(株) HNNN-1694 平成18年01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

(仮称)パークタワー横浜ポートサイド 三井不動産株式会社
横浜支店  日本ERI(株) HNNN-1687 平成17年12月27日

(仮称)渋谷一丁目ビル 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-1692 平成17年12月13日

(仮称)流山おおたかの森駅前SC新築工事（簡易式駐車場）B棟 JFEシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1691 平成17年12月13日

(仮称)流山おおたかの森駅前SC新築工事（簡易式駐車場）A棟 JFEシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1690 平成17年12月13日

山陽新聞社新社屋　駐車場棟計画 JFEシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1689 平成17年12月13日

(仮称)近鉄阿倍野駐車場計画（四層五段店舗併用自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1688 平成17年12月13日

岩手県立花巻厚生・北上統合病院 岩手県  日本ERI(株) MNNN-1686 平成17年12月13日

前田不動産新大阪テナントビル 前田不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-1685 平成17年12月13日

建部大社本殿・権殿 宗教法人建部大社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1682 平成17年12月13日

(仮称)アメックス天神ビル 株式会社アーム・レポ  日本ERI(株) MNNN-1681 平成17年12月13日

愛知県厚生連加茂病院 愛知県厚生農業協同組合連合
会  日本ERI(株) MNNN-1680 平成17年12月13日

(仮称)西新宿セブンシティ跡地計画 エスエフ・セブン特定目的会
社  (一財)日本建築センター HFNN-1684 平成17年12月13日

赤坂四丁目薬研坂北地区第一種市街地再開発事業1街区施設建築物
赤坂四丁目薬研坂北地区第一種
市街地再開発事業　個人施行者
積水ハウス株式会社

 (一財)日本建築センター HFNB-1683 平成17年12月13日

(仮称)博多駅ビル 九州旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1666 平成17年11月28日

(仮称)ららぽーと横浜SCプロジェクト 有限会社鴨居プロパティーズ  イーホームズ(株) NNNB-1664 平成17年11月28日

㈱ジーシー研究施設 株式会社ジーシー  (一財)日本建築センター NNNB-1661 平成17年11月28日

(仮称)ヨコハマポートサイドA-3街区プロジェクト商業棟 株式会社竹中工務店
東京本店  (一財)日本建築センター NFNN-1659 平成17年11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

スパイラルパーク56Ⅱ-20150型（五層六段型自走式自動車車庫） JFE工建株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1673 平成17年11月28日

(仮称)パークハウス常盤松 三菱地所株式会社
住宅事業本部  (一社)日本免震構造協会 MNNN-1679 平成17年11月28日

株式会社滋賀銀行事務棟 株式会社滋賀銀行  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1678 平成17年11月28日

横河電機相模原事業所 横河電機株式会社  (株)都市居住評価センター MNNN-1675 平成17年11月28日

(仮称)菊坂町マンション建築計画 VASCOM INC.
Architects／株式会社バスコム  日本ERI(株) MNNN-1672 平成17年11月28日

自治医科大学附属大宮医療センター病棟 学校法人自治医科大学  日本ERI(株) MNNN-1671 平成17年11月28日

金原　孝行邸 三菱地所ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1665 平成17年11月28日

(仮)プロロジス大阪Ⅱプロジェクト プロロジス大阪北港有限会社  日本ERI(株) MNNN-1662 平成17年11月28日

大成建設株式会社　札幌支店 大成建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNB-1654 平成17年11月28日

学校法人獨協学園　獨協大学創立40周年記念館(仮称) 学校法人獨協学園  (一財)日本建築センター MNNB-1653 平成17年11月28日

神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業 神宮前四丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター MFNB-1669 平成17年11月28日

(仮称)アパホテル大阪肥後橋駅前 有限会社アパ大阪肥後橋  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1677 平成17年11月28日

南青山二丁目ビル(仮称)
株式会社地下鉄ビルデイング 東京都新宿区西新宿1-6-1

新宿エルタワー16階
(一財)日本建築センター HNNN-1676 平成17年11月28日

東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野3-19-6

富士見二丁目北部地区第一種市街地再開発事業ビル(仮称) 富士見二丁目北部地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1674 平成17年11月28日

(仮称)虎ノ門3丁目計画
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁

目1番20号
(株)東京建築検査機構 HNNN-1670 平成17年11月28日

丸紅株式会社 東京都港区芝5丁目20番6号
丸紅東京本社　三田別館
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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

(仮称)D&#039;グラフォート清澄白河 大和ハウス工業株式会社
東京支社  日本ERI(株) HNNN-1663 平成17年11月28日

三菱電機㈱稲沢製作所新試験塔 三菱電機株式会社
稲沢製作所  (一財)日本建築センター HNNN-1660 平成17年11月28日

(仮称)東大井1丁目計画 五洋建設株式会社　東京支店  日本ERI(株) HNNN-1657 平成17年11月28日

(仮称)サンマンションアトレ上前津 三交不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-1656 平成17年11月28日

岡山市駅元町地区第二種市街地再開発事業(第2工区)特定施設建築物（
リットシティビル） リットシティビル管理組合  (一財)日本建築センター HNNF-1655 平成17年11月28日

(仮称)太平四丁目錦糸町開発計画

錦糸町プロジェクト特定目的
会社

東京都千代田区神田神保町1丁目1
1番地　三井生命神保町ビル11階
さくら綜合事務所内

(一財)日本建築センター HNNB-1667 平成17年11月28日
昭栄株式会社 東京都千代田区神田錦町1丁

目2番地1
三井物産株式会社　コンシュー
マーサービス事業本部都市開発
事業部

東京都千代田区大手町1丁目2
番1号

東京建物株式会社他３社 東京都中央区八重洲1-9-9

ワールド北青山ビル(仮称) 株式会社ワールド  日本ERI(株) HFNB-1642 平成17年11月28日

(仮称)D&#039;グラフォート長町南 大和ハウス工業株式会社
仙台支店  日本ERI(株) MNNN-1658 平成17年11月10日

(仮称)ホテル海洋計画（地上建物一部解体） 株式会社リプラス  (一財)日本建築センター HNNN-1668 平成17年11月10日

(仮称)八千代緑が丘E街区開発計画 株式会社サンカジロ  日本ERI(株) NNNF-1643 平成17年11月04日

(仮称)郡山P店 アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1651 平成17年11月04日

(仮称)寝屋川堀溝 株式会社尚和  (一財)日本建築センター NFEN-1650 平成17年11月04日

(仮称)東川口第4FTビル 東京パークエンジニアリング
株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1649 平成17年11月04日

全労済埼玉県本部会館(仮称) 全国労働者共済生活協同組合
連合会　埼玉県本部  日本ERI(株) MNNN-1652 平成17年11月04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

パナホームR免震住宅 パナホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1646 平成17年11月04日

IC PROJECT イオン化粧品株式会社  日本ERI(株) MNNN-1644 平成17年11月04日

(仮称)三番町マンション 株式会社銭高組　東京支社  (株)都市居住評価センター MNNN-1641 平成17年11月04日

(仮称)白金山口ビル 山口　眞一郎  (株)都市居住評価センター MNNN-1640 平成17年11月04日

(仮称)赤坂二丁目計画

森ビル株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1
号

(一財)日本建築センター HNNN-1648 平成17年11月04日
株式会社竹中工務店 東京都江東区新砂1丁目1番1

号

東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目21
番2号

株式会社サンウッド他３社 東京都港区虎ノ門1丁目17番1
号

(仮称)住友不動産神宮前二丁目ビル計画 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1645 平成17年11月04日

(仮称)UDXビル計画（秋葉原3-1計画） ユーディーエックス特定目的
会社  (一財)日本建築センター HNNB-1647 平成17年11月04日

(仮称)ダイヤモンドシティ鶴見ショッピングセンター 信託受託者
三菱信託銀行株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1621 平成17年10月25日

Meiji Dori Development Project ヴェロックス明治通り特定目
的会社  (一財)日本建築センター NFNN-1636 平成17年10月25日

静岡県営住宅田尻団地（増築） JFEスチール株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-1401 平成17年10月25日

四日市商工会議所　新会館 四日市商工会議所  日本ERI(株) MNNN-1639 平成17年10月25日

(仮称)バンベール月島 矢作建設工業株式会社  日本ERI(株) MNNN-1638 平成17年10月25日

(仮称)センコー㈱浦和PDセンター センコー株式会社  日本ERI(株) MNNN-1637 平成17年10月25日

(仮称)HSP岡山2号館 株式会社日立製作所  日本ERI(株) MNNN-1634 平成17年10月25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

白河厚生総合病院 福島県厚生農業協同組合連合
会  (一財)日本建築センター MNNN-1632 平成17年10月25日

赤坂プロジェクト 住友不動産株式会社
都市開発事業本部　福岡支店  日本ERI(株) MNNN-1631 平成17年10月25日

磐田駅前地区第一種市街地再開発事業 磐田駅前地区市街地再開発組
合  日本ERI(株) MNNN-1629 平成17年10月25日

(仮称)港南一丁目計画 有限会社ポートサウス・キャ
ピタル・コーポレーション  (一財)日本建築センター HNNN-1635 平成17年10月25日

(仮称)ホームメイトタワー名古屋 有限会社東通千種タワー  日本ERI(株) HNNN-1630 平成17年10月25日

(仮称)ビッグタワー南3条 株式会社ビッグ  日本ERI(株) HNNN-1628 平成17年10月25日

(仮称)鷹取駅北駅前集合住宅

ジェイアール西日本不動産開
発株式会社

兵庫県尼崎市潮江1丁目1番60
号

(一財)日本建築総合試験所 HFNN-1617 平成17年10月25日
住友不動産株式会社
都市開発事業本部関西圏事業部

大阪府大阪市北区中之島3丁
目2番18号

(仮称)ダイヤモンドシティ立川・武蔵村山ショッピングセンター 株式会社ダイヤモンドシティ  (一財)日本建築センター NNNB-1600 平成17年10月19日

(仮称)横須賀市美術館 横須賀市  (一財)日本建築センター NNNB-1568 平成17年10月19日

AWK-34R-2.5（三層四段型自走式自動車車庫） アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1627 平成17年10月19日

KITAGAWA PARKING6（PQ550型）（五層六段型自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1626 平成17年10月19日

東横イン中部国際空港駐車場棟新築工事 株式会社総合駐車場コンサル
タント  (一財)日本建築センター NFEN-1622 平成17年10月19日

(仮称)紙与薬院ビル 紙与不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1625 平成17年10月19日

(仮称)アルファグランデ新浦安弐番街 株式会社桂設計  イーホームズ(株) MNNN-1624 平成17年10月19日

(仮称)小林電気ビル 小林　静江  日本ERI(株) MNNN-1623 平成17年10月19日

学校法人多摩美術大学八王子キャンパス計画新図書館棟 学校法人多摩美術大学  (一財)日本建築センター MNNN-1620 平成17年10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

(仮称)ローム浜松㈱工場棟（増築） ローム浜松株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1614 平成17年10月19日

(仮称)Nicolas G.Hayek Center スウォッチグループジャパン
株式会社  (一財)日本建築センター、ハ

ウスプラス住宅保証(株) MNNB-1613 平成17年10月19日

(仮称)大崎1丁目プロジェクト 東京建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1619 平成17年10月19日

淀屋橋地区第一種市街地再開発事業B棟 独立行政法人都市再生機構西
日本支社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1616 平成17年10月19日

淀屋橋地区第一種市街地再開発事業A棟 独立行政法人都市再生機構西
日本支社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1615 平成17年10月19日

(仮称)TXビル 特定目的会社TX  (一財)日本建築センター HFNB-1618 平成17年10月19日

(仮称)東横イン熊本駅前 株式会社東横イン  日本ERI(株) HNNN-1633 平成17年10月17日

そごう神戸店本館 株式会社そごう　神戸店  (一財)日本建築センター NNNB-1609 平成17年10月14日

(仮称)イオン東住吉ショッピングセンター イオン株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-1606 平成17年10月14日

(仮称)内幸町一丁目計画 有限会社トラン  (一財)日本建築センター NFNN-1612 平成17年10月14日

ナイスパークNP-TC25-F型（三層四段型自走式自動車車庫） 株式会社内藤ハウス  (一財)日本建築センター NFEN-1602 平成17年10月14日

浜松赤十字病院移転計画 浜松赤十字病院  日本ERI(株) MNNN-1611 平成17年10月14日

小林　和子邸 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1607 平成17年10月14日

(仮称)西新井駅西口地区(F1街区)賃貸住宅D棟 スターツ株式会社  イーホームズ(株) MNNN-1604 平成17年10月14日

(仮称)西新井駅西口地区(F1街区)賃貸住宅A～C棟 スターツ株式会社  イーホームズ(株) MNNN-1603 平成17年10月14日

オリックス名古屋錦ビル オリックス・リアルエステー
ト株式会社  日本ERI(株) HNNN-1610 平成17年10月14日

(仮称)札幌時計台ホテル オリックス・リアルエステー
ト株式会社  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-1608 平成17年10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）

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

(仮称)神戸芸術センター 綜合商事株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1605 平成17年10月14日

山陽新聞社新社屋 株式会社山陽新聞社  (一財)日本建築センター HFNN-1576 平成17年10月05日

USパーク4×5（四層五段型自走式自動車車庫） 北海道内田鍛工株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1587 平成17年09月30日

スパイラルパーク34-25100型（三層四段型自走式自動車車庫） JFE工建株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1586 平成17年09月30日

D&#039;グラフォート千里中央(D,E,F,低層棟) 大和ハウス工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1596 平成17年09月30日

D&#039;グラフォート千里中央(B,C棟) 大和ハウス工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1595 平成17年09月30日

D&#039;グラフォート千里中央(A棟) 大和ハウス工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1594 平成17年09月30日

浜松地方合同庁舎 国土交通省　中部地方整備局  日本ERI(株) MNNN-1592 平成17年09月30日

木本　博之邸 三菱地所ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1590 平成17年09月30日

旭化成・DXS 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1589 平成17年09月30日

(仮称)原宿プロジェクト(B敷地)

株式会社ニューシティコーポ
レーション

東京都港区六本木1丁目10番6
号

日本ERI(株) MFNN-1599 平成17年09月30日
ニューシティ原宿有限会社 東京都港区六本木1丁目10番6

号

(仮称)原宿プロジェクト(A敷地)

株式会社ニューシティコーポ
レーション

東京都港区六本木1丁目10番6
号

日本ERI(株) MFNN-1598 平成17年09月30日
ニューシティ原宿有限会社 東京都港区六本木1丁目10番6

号

(仮称)新別館ビル 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1597 平成17年09月30日

ジオタワー西宮北口 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1593 平成17年09月30日

グランドメゾン星が丘山手　A棟 積水ハウス株式会社
名古屋マンション事業部  日本ERI(株) HNNN-1591 平成17年09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

(仮称)TAビル 石川島播磨重工業株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-1601 平成17年09月30日

三原ビクトリー（五層六段遊技場併用自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1588 平成17年09月28日

ゲットゲット藤田店立体駐車場（三層四段型自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1582 平成17年09月28日

(仮称)新THビル 東宝株式会社  (一財)日本建築センター NNNF-1584 平成17年09月27日

ワールド三宮ビル 株式会社ワールド  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-1579 平成17年09月27日

門真パチンコテキサス（四層五段遊技場併用自走式自動車車庫） 株式会社尚和  (一財)日本建築センター NFEN-1583 平成17年09月27日

セイワパークSSP-ZK2型（四層五段型自走式自動車車庫） セイワシステム株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1575 平成17年09月27日

(仮称)住之江物流センター 住之江プロパティー特定目的
会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1580 平成17年09月26日

公立小浜病院高度医療施設整備事業第2期建築工事（高度医療棟） 公立小浜病院組合  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1578 平成17年09月26日

(仮称)足立東和プロジェクト スターツ株式会社  イーホームズ(株) MNNN-1577 平成17年09月26日

(仮称)スペーシア目黒 株式会社奥村組　東京支社  日本ERI(株) HNNN-1585 平成17年09月26日

KOKURA TOWER 戸田建設株式会社
一級建築士事務所  日本ERI(株) HNNN-1581 平成17年09月26日

T.Y.HARBOR水上プロジェクトⅠ工区 寺田倉庫株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1573 平成17年09月20日

豊田信用金庫本店 豊田信用金庫  日本ERI(株) MNNN-1572 平成17年09月20日

ライオンズマンション岡山表町 株式会社大京　大阪支店  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-1574 平成17年09月20日

モード学園スパイラルタワーズ 学校法人　モード学園  (一財)日本建築センター HNNN-1566 平成17年09月20日

(仮称)滑川市民交流プラザ 滑川市長　中屋　一博  (一財)日本建築センター MNNB-1570 平成17年09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

(仮称)柏の葉キャンパス駅前商業施設計画 三井不動産株式会社  イーホームズ(株) NNNB-1565 平成17年09月12日

(仮称)パラマウントベッド本社4号館 パラマウントベッド株式会社  (一財)日本建築センター NFNB-1554 平成17年09月12日

(仮称)センチュリーみらい平 株式会社飯田産業  ハウスプラス住宅保証(株) MNNN-1571 平成17年09月12日

県立志摩病院　外来診療棟 三重県病院事業管理者  日本ERI(株) MNNN-1569 平成17年09月12日

(仮称)宝塚市梅野町集合住宅 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1562 平成17年09月12日

(仮称)彩都ヴィレッジ6集合住宅C棟 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1559 平成17年09月12日

(仮称)彩都ヴィレッジ6集合住宅B棟 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1558 平成17年09月12日

(仮称)彩都ヴィレッジ6集合住宅A棟 阪急不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1557 平成17年09月12日

高知高須病院（増築） 医療法人尚腎会  (一財)日本建築センター MNNN-1555 平成17年09月12日

(仮称)武蔵小杉駅前グランド地区開発プロジェクト（E棟） 三井不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-1564 平成17年09月12日

(仮称)武蔵小杉駅前グランド地区開発プロジェクト（D棟） 三井不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-1563 平成17年09月12日

(仮称)三洋大日集合住宅B棟
東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目21

番2号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1561 平成17年09月12日

三洋ホームズ株式会社
マンション事業本部

大阪府大阪市中央区南船場3-
12-12

(仮称)三洋大日集合住宅A棟
東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目21

番2号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1560 平成17年09月12日

三洋ホームズ株式会社
マンション事業本部

大阪府大阪市中央区南船場3-
12-12

(仮称)福島1丁目地区B街区プロジェクト分譲住宅棟 オリックス・リアルエステー
ト株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1556 平成17年09月12日

(仮称)朝日放送新社屋 朝日放送株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-1567 平成17年09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

(仮称)鉄道博物館 財団法人
東日本鉄道文化財団  (一財)日本建築センター NNNB-1544 平成17年09月01日

ナイスパークNP-TC25-S型（三層四段型自走式自動車車庫） 株式会社内藤ハウス  (一財)日本建築センター NFEN-1552 平成17年09月01日

医療法人貞心会西山堂病院 医療法人貞心会西山堂病院  日本ERI(株) MNNN-1553 平成17年09月01日

智田　裕一邸 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1550 平成17年09月01日

(仮称)西新宿セブンシティ跡地計画 エスエフ・セブン特定目的会
社  (一財)日本建築センター HFNN-1549 平成17年09月01日

IKパークK4F型（四層五段型自走式自動車車庫） 石川島建材工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1546 平成17年08月26日

SPパーキングCVF-4/5（四層五段型自走式自動車車庫） 株式会社尚和  (一財)日本建築センター NFEN-1540 平成17年08月26日

(仮称)UDXビル計画（秋葉原3-1計画） ユーディーエックス特定目的
会社  (一財)日本建築センター HNNB-1545 平成17年08月26日

(仮称)東京ミッドタウンプロジェクトA･D･E棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-1536 平成17年08月26日

(仮称)釧路幣舞橋ホテル 太平洋建設工業株式会社  日本ERI(株) MNNN-1548 平成17年08月24日

(仮)三井倉庫㈱深川仲庫ビル 三井倉庫株式会社  日本ERI(株) MNNN-1547 平成17年08月24日

(仮称)コレクション豊田 株式会社奥村組　東京支社  日本ERI(株) MNNN-1543 平成17年08月24日

経済産業省総合庁舎別館（耐震改修） 国土交通省大臣官房官庁営繕
部長　奥田　修一  日本ERI(株) MNNN-1542 平成17年08月24日

群馬県立がんセンター 群馬県病院局  (一財)日本建築センター MNNN-1541 平成17年08月24日

(仮称)聖蹟桜ヶ丘一ノ宮 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1517 平成17年08月22日

KITAGAWA PARKING5（S-
PQ450型）（四層五段型自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1551 平成17年08月17日

(仮称)つくば市内駐車場（三層四段店舗併用自走式自動車車庫） 東京パークエンジニアリング
株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1537 平成17年08月17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

静岡病院新館 静岡市長　小嶋　善吉  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MFNN-1539 平成17年08月17日

武蔵野市防災・安全センター(仮称) 武蔵野市役所  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MFNN-1538 平成17年08月17日

(仮称)仙台共同ビル計画

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1丁目1
番5号

(一財)日本建築センター HFNF-1535 平成17年08月17日日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関1丁目4
番1号

日本橋興業株式会社 東京都中央区日本橋2丁目5番
13号

上野学園　上野キャンパス 学校法人上野学園  (一財)日本建築センター HNNN-1534 平成17年08月16日

(仮称)アデニウム新宿原町 株式会社ジョイント・コーポ
レーション  日本ERI(株) HNNN-1533 平成17年08月16日

(仮称)城南建設本社ビル 城南建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1532 平成17年08月16日

(仮称)市谷本村町マンション計画

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6
番1号

(一財)日本建築センター HNNN-1531 平成17年08月16日三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁
目1番1号

野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号

医学書院新本社ビル 株式会社医学書院  (一財)日本建築センター MNNN-1524 平成17年08月09日

和歌山河川国道事務所庁舎 近畿地方整備局和歌山河川国
道事務所  日本ERI(株) MNNN-1523 平成17年08月09日

(仮称)東麻布1丁目プロジェクト 株式会社SeaCapital  (一財)日本建築センター HNNN-1530 平成17年08月09日

曳舟駅前地区(再)Ⅰ街区住宅S棟 株式会社奥村組  日本ERI(株) HNNN-1529 平成17年08月09日

(仮称)東雲キャナルコートH街区

株式会社アーバンコーポレイ
ション

広島県広島市中区上八丁堀4
番1号

(一財)日本建築センター HNNN-1528 平成17年08月09日
興和不動産株式会社 東京都港区西麻布4丁目12番2

4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

(仮称)東雲キャナルコートH街区 丸紅株式会社 東京都港区芝5丁目20番6号
丸紅東京本社三田別館 (一財)日本建築センター HNNN-1528 平成17年08月09日

桃坂コンフォガーデンⅣ街区

野村不動産株式会社
大阪支店

大阪府大阪市西区阿波座1丁
目4番4号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1527 平成17年08月09日
関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6丁

目2番27号

(仮称)アーバンビュー渚ガーデン／タワーヴィレッジプロジェクト
7番館B

株式会社アーバンコーポレイ
ション  日本ERI(株) HNNN-1526 平成17年08月09日

(仮称)清水谷計画
株式会社長谷工コーポレーショ
ン
大阪エンジニアリング事業部

 日本ERI(株) HNNN-1522 平成17年08月09日

(仮称)中央一丁目第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物 中央一丁目第二地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) HNNF-1525 平成17年08月09日

ストロング三宮ビル
ストロング・エンド・コンパニ
ー（ファーイースト）リミッテ
ッド

 (一財)日本建築総合試験所 NFNN-1484 平成17年08月08日

(仮称)MR.PACHINKO泉大津店　店舗併用立体駐車場 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1512 平成17年08月04日

青森浪岡線交通連携推進(立体駐車場等整備)工事 JFEシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1510 平成17年08月04日

山陽新聞社新社屋 株式会社山陽新聞社  (一財)日本建築センター HFNN-1514 平成17年08月04日

東京国際空港（羽田）第2旅客ターミナルビル 日本空港ビルデング株式会社  (一財)日本建築センター NFNB-1515 平成17年08月02日

Y.S.&H.S.邸パナホーム免震住宅 パナホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1520 平成17年08月02日

S.K.邸パナホーム免震住宅 パナホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1519 平成17年08月02日

(仮称)日神パレステージせんげん台 日神不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-1518 平成17年08月02日

グランドホーム　とも 東山　瑞穂  日本ERI(株) MNNN-1513 平成17年08月02日

沢井製薬株式会社　本社・研究所ビル 沢井製薬株式会社  日本ERI(株) MNNN-1511 平成17年08月02日

鳥取県立厚生病院外来・中央診療棟 鳥取県  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1509 平成17年08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

市川駅南口地区第一種市街地再開発事業　B街区 市川市  (一財)日本建築センター HNNN-1516 平成17年08月02日

(仮称)汐留Ⅰ－２街区業務系複合ゾーン開発計画 三菱信託銀行株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-1501 平成17年08月02日

Kライブ　M-1 株式会社Kライブ  (一財)日本建築センター MNNN-1477 平成17年07月25日

(仮称)ロイヤルパークスタワー計画 大和ハウス工業株式会社東京
支社  日本ERI(株) HNNN-1505 平成17年07月25日

明星大学共用演習棟教育研究棟 学校法人明星学苑  日本ERI(株) HNNN-1504 平成17年07月25日

(仮称)新丸子東地区開発計画(南棟)

株式会社明豊エンタープライ
ズ

東京都渋谷区渋谷3丁目9番9
号

(一財)日本建築センター HNNN-1503 平成17年07月25日
株式会社リクルートコスモス
横浜支社

神奈川県横浜市西区北幸2丁
目10番36号

(仮称)新丸子東地区開発計画(西棟)

株式会社明豊エンタープライ
ズ

東京都渋谷区渋谷3丁目9番9
号

(一財)日本建築センター HNNN-1502 平成17年07月25日
株式会社リクルートコスモス
横浜支社

神奈川県横浜市西区北幸2丁
目10番36号

曳舟駅前地区(再)Ⅰ街区住宅N棟 株式会社鴻池組　東京本店  (一社)日本免震構造協会 HNNN-1499 平成17年07月25日

牛島再開発事業第2期 牛島市街地再開発組合  (一財)日本建築センター HFNB-1507 平成17年07月25日

(仮称)豊洲二丁目6街区商業施設 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1508 平成17年07月20日

代々木ゼミナール代々木2丁目プロジェクト 学校法人髙宮学園  (一財)日本建築センター HFNN-1498 平成17年07月20日

東京音楽大学本館 学校法人東京音楽大学  イーホームズ(株) NNNB-1458 平成17年07月15日

倉吉マンモス（四層五段遊技場併用自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1521 平成17年07月13日

(仮称)宇美町地域交流センター 宇美町役場  (一財)日本建築センター NNNB-1490 平成17年07月11日

フリーパークOK-5型（四層五段型自走式自動車車庫） 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1495 平成17年07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

ユウケンパークYP-V2（四層五段型自走式自動車車庫） 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1481 平成17年07月11日

ユウケンパークYP-V1（四層五段型自走式自動車車庫） 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1480 平成17年07月11日

D&#039;クラディア清水駅前 大和ハウス工業株式会社
浜松支店  日本ERI(株) MNNN-1497 平成17年07月11日

株式会社マンダム本社ビル増築計画 株式会社マンダム  日本ERI(株) MNNN-1496 平成17年07月11日

大本山永平寺別院　山門 大本山永平寺別院奉安殿護国
院  (一財)日本建築センター MNNN-1482 平成17年07月11日

(仮称)丸の内1-1計画 森トラスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1506 平成17年07月11日

武蔵浦和駅第4街区第一種市街地再開発事業施設建築物(Bブロック) 武蔵浦和駅第4街区市街地再
開発組合  日本ERI(株) HNNN-1494 平成17年07月11日

武蔵浦和駅第4街区第一種市街地再開発事業施設建築物(Aブロック) 武蔵浦和駅第4街区市街地再
開発組合  日本ERI(株) HNNN-1493 平成17年07月11日

(仮称)栃木県県庁舎行政庁舎高層棟 栃木県知事　福田　富一  (一財)日本建築センター HNNN-1492 平成17年07月11日

毎日新聞社大阪本社ビル第Ⅱ期 株式会社毎日新聞社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1491 平成17年07月11日

神宮前計画 有限会社　原宿タウン  日本ERI(株) HNNN-1489 平成17年07月11日

(仮称)くずはW街区マンション建設計画 京阪電気鉄道株式会社  日本ERI(株) HNNN-1488 平成17年07月11日

(仮称)近鉄不動産コスモスクエア 近鉄不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-1487 平成17年07月11日

(仮称)札幌大通プロジェクト 株式会社旭ダンケ  日本ERI(株) HNNN-1486 平成17年07月11日

(仮称)株式会社アルペン本社ビル 株式会社アルペン  (一財)日本建築センター HNNN-1485 平成17年07月11日

中国新聞広島制作センター(工場棟) 株式会社中国新聞社  (一財)日本建築センター NNNB-1475 平成17年07月06日

日成スカイ・パークNC-3L型（三層四段型自走式自動車車庫） 日成ビルド工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1478 平成17年07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

SPKパーキングⅢ-Ⅴ2.5型（三層四段型自走式自動車車庫） 総合パーキング建設株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1470 平成17年07月06日

(仮称)北堀江ビル 積水ハウス株式会社大阪マン
ション事業部  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1479 平成17年07月06日

土佐市立土佐市民病院 株式会社日本設計　関西支社  (一財)日本建築センター MNNN-1476 平成17年07月06日

(仮称)大阪梅田池銀ビル 株式会社池田銀行  日本ERI(株) MNNN-1467 平成17年07月06日

山田典正邸 山田　典正  (一財)日本建築センター MNNN-1465 平成17年07月06日

日本赤十字社血液事業本部・東京都赤十字血液センター合同社屋(仮称) 日本赤十字社  日本ERI(株) MNNN-1463 平成17年07月06日

東京競馬場新スタンド　連絡歩道橋その1 日本中央競馬会　東京競馬場  (一財)日本建築センター MFNN-1287 平成17年07月06日

東京競馬場新スタンド　連絡歩道橋その2 日本中央競馬会　東京競馬場  (一財)日本建築センター MFNN-1286 平成17年07月06日

(仮称)菱和西新宿六丁目計画 株式会社菱和ライフクリエイ
ト  日本ERI(株) HNNN-1472 平成17年07月06日

(仮称)ロイヤルパークスタワー南千住 大和ハウス工業株式会社
東京支社  イーホームズ(株) HNNN-1469 平成17年07月06日

船橋本町1丁目地区市街地再開発事業施設建築物 船橋本町1丁目地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1466 平成17年07月06日

(仮称)なんばタワープロジェクト オリックス・リアルエステー
ト株式会社  日本ERI(株) HNNN-1464 平成17年07月06日

T.Y.HARBOR水上プロジェクトⅡ工区 寺田倉庫株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1500 平成17年07月01日

北日本新聞社イノベーション別館　制作センター 株式会社北日本新聞社  (一財)日本建築センター NNNB-1460 平成17年06月22日

MKプロジェクト 武蔵小杉開発特定目的会社  日本ERI(株) HNNN-1471 平成17年06月22日

(仮称)東京ミッドタウンプロジェクトB棟 三井不動産株式会社   HFNF-1448 平成17年06月20日

(仮称)東京ミッドタウンプロジェクトB棟 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1 (一財)日本建築センター HFNB-1448 平成17年06月20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

(仮称)東京ミッドタウンプロジェクトA･D･E棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-1447 平成17年06月20日

(仮称)プロロジスパーク舞洲Ⅰプロジェクト プロロジス舞洲1有限会社  日本ERI(株) MNNN-1457 平成17年06月16日

(仮称)元赤坂新安全ビル
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1丁目2番7

号
日本ERI(株) HNNN-1468 平成17年06月16日

安全自動車株式会社 東京都港区元赤坂1丁目6番2
号

JR四国高知駅舎 四国旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-1411 平成17年06月15日

順天堂大学医学部附属静岡病院G棟 学校法人順天堂  (株)東京建築検査機構 MNNN-1459 平成17年06月15日

新｢東京警察病院｣ 財団法人自警会  日本ERI(株) MNNN-1450 平成17年06月15日

(仮称)鹿島ウエストビル 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター MFNF-1474 平成17年06月15日

(仮称)新別館ビル 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1473 平成17年06月15日

(仮称)日田市総合文化施設 日田市  (一財)日本建築センター NNNB-1452 平成17年06月13日

いわき駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 いわき駅前地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター NNNB-1434 平成17年06月13日

千鳥地区立体駐車場 株式会社オリエンタルランド  (一財)日本建築センター NFNN-1435 平成17年06月13日

SPKパーキングⅣ-Ⅴ2.5型（四層五段型自走式自動車車庫） 総合パーキング建設株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1433 平成17年06月13日

石川県総合スポーツセンター(仮称) 石川県知事　谷本　正憲  (一財)日本建築センター NFEB-1446 平成17年06月13日

幌延深地層研究センターPR施設(仮称) 核燃料サイクル開発機構
幌延深地層研究センター  (一財)日本建築センター MNNN-1454 平成17年06月13日

船越陽一邸 三菱地所ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1453 平成17年06月13日

和歌山県警察本部庁舎 和歌山県知事　木村　良樹  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1449 平成17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

中日新聞社健康保険組合　中日病院 中日新聞社健康保険組合  日本ERI(株) MNNN-1444 平成17年06月13日

(仮称)本澤マンションⅡ スターツ株式会社  イーホームズ(株) MNNN-1442 平成17年06月13日

味の素株式会社(仮称)食品研究開発新棟 味の素株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1439 平成17年06月13日

(仮称)東村山駅西口地区第一種市街地再開発事業による施設建築物 東村山駅西口地区市街地再開
発組合  日本ERI(株) HNNN-1440 平成17年06月13日

(仮称)上大崎4丁目計画 室町殖産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1436 平成17年06月13日

平成17年度大手町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 沼津市長　斎藤　衛  (一財)日本建築センター HFNN-1455 平成17年06月13日

大成建設株式会社　札幌支店 大成建設株式会社  日本ERI(株) MNNN-1443 平成17年06月10日

(仮称)高見地区分譲住宅・D棟

ジェイアール東海不動産株式
会社 東京都港区港南2-1-95

日本ERI(株) MNNN-1432 平成17年06月10日三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-6-3

三菱地所株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅3-
28-12

(仮称)高見地区分譲住宅・C-2棟

ジェイアール東海不動産株式
会社 東京都港区港南2-1-95

日本ERI(株) MNNN-1431 平成17年06月10日三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-6-3

三菱地所株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅3-
28-12

(仮称)高見地区分譲住宅・C-1棟

ジェイアール東海不動産株式
会社 東京都港区港南2-1-95

日本ERI(株) MNNN-1430 平成17年06月10日三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-6-3

三菱地所株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅3-
28-12

(仮称)Mプロジェクト　事務・厚生棟 日産自動車株式会社
テクニカルセンター  (一財)日本建築センター MFNB-1437 平成17年06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

(仮称)室町三井新館 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-1456 平成17年06月10日

(仮称)八重洲一丁目計画
信金中央金庫 東京都中央区京橋3-8-1

(一財)日本建築センター HFNB-1438 平成17年06月10日
三井住友海上火災保険株式会
社 東京都中央区新川2-27-2

(仮称)インクス長野茅野プロジェクト 株式会社インクス  (一財)日本建築センター NNNB-1429 平成17年06月09日

日本化薬統合研究棟 日本化薬株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1426 平成17年06月09日

日成スカイ・パークNBC-4型（四層五段型自走式自動車車庫） 日成ビルド工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1421 平成17年06月09日

四日市南警察署　庁舎棟 三重県知事  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1423 平成17年06月09日

有限会社　文慶邸 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1422 平成17年06月09日

煉瓦造建築物第3期実験棟
独立行政法人科学技術振興機構
戦略的創造研究推進事業「発展
・継続」研究

 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1420 平成17年06月09日

(仮称)サムティ肥後橋 サムティ開発株式会社  日本ERI(株) HNNN-1427 平成17年06月09日

ひぐらしの里西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 ひぐらしの里西地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HFNN-1424 平成17年06月09日

(仮称)飯野・日土地共同ビル
日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関1丁目4

番1号
(一財)日本建築センター HFNB-1419 平成17年06月09日

飯野海運株式会社 東京都千代田区内幸町2丁目1
番1号

旭化成・DXS 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1441 平成17年06月08日

芸術文化センター(仮称) 兵庫県県土整備部まちづくり
局  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-1483 平成17年06月02日

ヤマダ電機難波ビル(仮称) 株式会社ヤマダ電機  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-1409 平成17年06月02日

川越町新庁舎 川越町  (一財)日本建築センター MNNN-1418 平成17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

東京建設コンサルタント新本社 株式会社東京建設コンサルタ
ント  (株)東京建築検査機構 MNNN-1416 平成17年06月02日

ヤマハ浜松ビル ワイピー設備システム株式会
社  日本ERI(株) MNNN-1414 平成17年06月02日

(仮称)ソフトウエア興業株式会社　道修町寮 大阪ソフトハウス株式会社  イーホームズ(株) HNNN-1451 平成17年06月02日

中山手地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物　街区Ⅰ 中山手地区市街地再開発組合  日本ERI(株) HNNN-1417 平成17年06月02日

JR東海新横浜駅ビル(仮称)

新横浜ステーション開発株式
会社

神奈川県横浜市港北区篠原町
2937番地

(一財)日本建築センター HNNN-1415 平成17年06月02日
東海旅客鉄道株式会社 名古屋市中村区名駅1丁目1番

4号

(仮称)そごう心斎橋店 株式会社そごう  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-1413 平成17年06月02日

(仮称)東麻布1丁目プロジェクト 株式会社SeaCapital  (一財)日本建築センター HNNN-1425 平成17年05月27日

勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業N棟 勝六再開発株式会社  (一財)日本建築センター HFNF-1462 平成17年05月27日

勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業S棟 勝六再開発株式会社  (一財)日本建築センター HFNF-1461 平成17年05月27日

(仮称)木曽三川公園カルチャービレッジ多目的ドーム 国土交通省中部地方整備局木
曽川下流河川事務所  (一財)日本建築総合試験所 NFNF-1412 平成17年05月17日

厚木市中町2丁目店舗付駐車場計画 JFEシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1406 平成17年05月17日

医療法人貞心会西山堂病院 医療法人貞心会西山堂病院  日本ERI(株) MNNN-1407 平成17年05月17日

セキスイハウスシャーウッドS-MJ免震住宅 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1404 平成17年05月17日

京阪神不動産御堂筋ビル 京阪神不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-1400 平成17年05月17日

(仮称)浜松29街区マンション計画 セキスイハイム東海株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1403 平成17年05月17日

(仮称)神戸新聞会館 株式会社神戸新聞会館  (一財)日本建築総合試験所 HFNB-1408 平成17年05月17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

千葉中央第六地区市街地再開発ビル（仮称） 千葉中央第六地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HFNB-1402 平成17年05月17日

ドームハウス7000型 ジャパンドームハウス株式会
社  (一財)日本建築センター MNNN-1428 平成17年05月13日

総曲輪通り南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 総曲輪通り南地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター NNNB-1379 平成17年05月12日

庄原ビクトリー(四層五段遊技場併用自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1445 平成17年05月12日

(仮称)MM21・41街区プロジェクト

オリックス・リアルエステー
ト株式会社

東京都港区浜松町2丁目4番1
号

(一財)日本建築センター HNNN-1410 平成17年05月06日
株式会社ランド 神奈川県横浜市中区尾上町5

丁目77番地2

中防灰溶融施設 東京二十三区清掃一部事務組
合  (一財)日本建築センター NFNN-1335 平成17年04月26日

牛島再開発事業第2期 牛島市街地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNB-1270 平成17年04月26日

(仮称)新宿7丁目ビル マエダ綜建株式会社  日本ERI(株) HNNN-1405 平成17年04月25日

セキスイハウスB免震住宅 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1382 平成17年04月20日

広商ビル 有限会社広商  日本ERI(株) MNNN-1381 平成17年04月20日

医療法人暲純会　武内病院　血液浄化センター 医療法人暲純会　武内病院  日本ERI(株) MNNN-1377 平成17年04月20日

医療法人豊田会　刈谷総合病院　病棟建替計画 医療法人豊田会  日本ERI(株) MNNN-1376 平成17年04月20日

(仮称)新砂物流センター 鹿島建設株式会社  日本ERI(株) MNNN-1375 平成17年04月20日

(仮称)オンワード樫山仙台ビル 株式会社オンワード樫山  日本ERI(株) HNNN-1378 平成17年04月20日

(仮称)JR東日本東京駅日本橋口ビル 東日本旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-1334 平成17年04月13日

戸田中央総合病院整備計画 医療法人社団東光会
戸田中央総合病院  日本ERI(株) MNNN-1374 平成17年04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

秋葉清隆邸 秋葉　清隆  (一財)日本建築センター MNNN-1373 平成17年04月08日

(仮称)姫路市防災センター 姫路市  日本ERI(株) MNNN-1368 平成17年04月08日

名古屋第一赤十字病院 日本赤十字社愛知県支部  (一財)日本建築センター MNNN-1366 平成17年04月08日

越後線関屋駅橋上駅舎 東日本旅客鉄道株式会社  (株)都市居住評価センター MNNN-1359 平成17年04月08日

松野靖邸 かねと建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1358 平成17年04月08日

日本放送協会　新秋田放送会館 日本放送協会　秋田放送局  (一財)日本建築センター MFNB-1371 平成17年04月08日

(仮称)長堀橋集合住宅 近鉄不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1372 平成17年04月08日

(仮称)豊崎分譲マンション
阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪

急ビルディング内
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1370 平成17年04月08日

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 大阪市中央区博労町2-1-13

市川駅南口地区第一種市街地再開発事業B街区 市川市  (一財)日本建築センター HNNN-1365 平成17年04月08日

橋本6丁目D地区優良建築物等整備事業施設建築物新築工事 株式会社杉原設計事務所  イーホームズ(株) HNNN-1362 平成17年04月08日

(仮称)三田三丁目計画 エスエフ三田開発特定目的会
社  (一財)日本建築センター HFNB-1347 平成17年04月08日

(仮称)千舟計画 アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1380 平成17年04月07日

(仮称)ライトオン本店・本社 株式会社ライトオン  イーホームズ(株) NNNF-1350 平成17年04月05日

エス・バイ・エルIHT エス・バイ・エル株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1345 平成17年04月05日

三井ホーム免震住宅システムM-400 三井ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1344 平成17年04月05日

(仮称)神戸市中央区熊内町7丁目マンション 三井不動産株式会社関西支社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1351 平成17年04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

津新町駅前地区優良建築物等整備事業に伴う施設建築物 前田建設工業株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-1297 平成17年04月04日

一条免震住宅D 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-1307 平成17年04月04日

一条免震住宅C 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-1306 平成17年04月04日

(仮称)東京ベイサイドリゾート開発計画 リゾートトラスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1369 平成17年03月31日

(仮称)成城学園前駅ビル 小田急電鉄株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1323 平成17年03月28日

(仮称)港北NTセンター北SC 有限会社港北エスシー  (一財)日本建築センター NNNB-1315 平成17年03月28日

JR東海大曽根ビル(仮称) 東海旅客鉄道株式会社  日本ERI(株) MNNN-1354 平成17年03月28日

ホテルニューオータニ・本館（改修） 株式会社ニューオータニ  (一財)日本建築センター HNNN-1360 平成17年03月28日

(仮称)台東一丁目プロジェクト オリックス・リアルエステー
ト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1357 平成17年03月28日

(仮称)福島中町マンション 住友不動産株式会社
都市開発事業本部広域事業部  日本ERI(株) HNNN-1356 平成17年03月28日

(仮称)江東区豊洲二丁目7街区計画B棟 三井住友建設株式会社
建築事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-1353 平成17年03月28日

(仮称)江東区豊洲二丁目7街区計画A棟 三井住友建設株式会社
建築事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-1352 平成17年03月28日

シチズン時計株式会社所沢事業所新1号館 シチズン時計株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1340 平成17年03月25日

きしろ・クローバーパーク56C（五層六段型自走式自動車車庫） 株式会社きしろ  (一財)日本建築センター NFEN-1399 平成17年03月25日

フリーパークOP-6型（五層六段型自走式自動車車庫） 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1398 平成17年03月25日

KITAGAWA
PARKING6（PCR580型）（五層六段型自走式自動車車庫） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1397 平成17年03月25日

セイワパークSSP-XK型（五層六段型自走式自動車車庫） セイワシステム株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1396 平成17年03月25日

347/437 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

SPパーキング（CCV-5／6）（五層六段型自走式自動車車庫） 株式会社尚和  (一財)日本建築センター NFEN-1395 平成17年03月25日

ナイスパークNP-5C型（五層六段型自走式自動車車庫） 株式会社内藤ハウス  (一財)日本建築センター NFEN-1394 平成17年03月25日

ステージダブルSP-56N（五層六段型自走式自動車車庫） 綿半テクノス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1393 平成17年03月25日

トーパークTC-56（五層六段型自走式自動車車庫） 東急パーキングシステムズ株
式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1392 平成17年03月25日

KPパークSF型（五層六段型自走式自動車車庫） JFEシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1391 平成17年03月25日

スパイラルパーク56（五層六段型自走式自動車車庫） JFE工建株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1390 平成17年03月25日

IKパークK5型（五層六段型自走式自動車車庫） 石川島建材工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1389 平成17年03月25日

SPKパーキングK56型（五層六段型自走式自動車車庫） 総合パーキング建設株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1388 平成17年03月25日

エレントK5CP（五層六段型自走式自動車車庫） 近藤工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1387 平成17年03月25日

ユウケンパークYP-SF6型（五層六段型自走式自動車車庫） 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1386 平成17年03月25日

トーワパーキングT-Ⅵ型（五層六段型自走式自動車車庫） 東和工建株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1385 平成17年03月25日

SYパークⅥ（五層六段型自走式自動車車庫） 東京パークエンジニアリング
株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1384 平成17年03月25日

日成スカイ・パークNRC-5型（五層六段型自走式自動車車庫） 日成ビルド工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1383 平成17年03月25日

(仮称)堺大浜計画 アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1336 平成17年03月25日

海城学園校舎 学校法人海城学園  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MFNN-1348 平成17年03月25日

(仮称)東京駅八重洲口開発計画南棟
新日本石油株式会社 東京都港区西新橋一丁目3番1

2号
(一財)日本建築センター HFNB-1328 平成17年03月25日

鹿島八重洲開発株式会社 東京都千代田区霞ヶ関三丁目
8番1号

348/437 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

(仮称)東京駅八重洲口開発計画南棟 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号 (一財)日本建築センター HFNB-1328 平成17年03月25日

手寄地区第一種市街地再開発事業施設建築物 手寄地区市街地再開発組合  (一財)日本建築センター NNNB-1341 平成17年03月23日

(仮称)ミュージアム・タワー 株式会社シスコ・アセット・
マネージメント  イーホームズ(株) HNNN-1361 平成17年03月23日

名古屋市役所西庁舎 名古屋市役所  (一財)日本建築センター MFNN-1343 平成17年03月18日

株式会社松田会　有料老人ホーム　エバーグリーンシティ・寺岡 株式会社松田会  日本ERI(株) MNNN-1364 平成17年03月17日

(仮称)榎本マンション スターツ株式会社  イーホームズ(株) MNNN-1338 平成17年03月17日

明星大学理工学部A棟(仮称) 学校法人明星学苑  日本ERI(株) HNNN-1367 平成17年03月17日

(仮称)池袋デュープレックス・タワー 株式会社リテック・コンサル
タンツ  日本ERI(株) HNNN-1363 平成17年03月17日

小田急相模原駅北口A地区第一種市街地再開発事業施設建築物 小田急相模原駅北口A地区市
街地再開発組合  日本ERI(株) HFNN-1295 平成17年03月17日

(仮称)山本本店駐車場 アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1337 平成17年03月14日

岩国市新庁舎 岩国市長  日本ERI(株) MNNN-1349 平成17年03月14日

湖東ハイソフトパーク免震住宅 パナホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1346 平成17年03月14日

松戸市紙敷43街区土地利用計画 有限会社プルミエ  (一財)日本建築センター MNNN-1331 平成17年03月14日

(仮称)豊橋広小路三丁目A-1地区優良建築物等整備事業施設建築物 豊橋広小路三丁目A-1地区優
良建築物建設組合  日本ERI(株) MNNN-1321 平成17年03月14日

浜松労災病院本館 独立行政法人労働者健康福祉
機構  日本ERI(株) MNNN-1318 平成17年03月14日

市川駅南口地区第一種市街地再開発事業A街区 市川市  (一財)日本建築センター HNNN-1342 平成17年03月14日

(仮称)港区西新橋三丁目計画 三井住友建設株式会社
建築事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-1339 平成17年03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）

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

(仮称)環二地区市街地再開発事業施設建築物（Ⅱ街区） 丸紅株式会社  日本ERI(株) HNNN-1333 平成17年03月14日

(仮称)上本町分譲住宅
近鉄不動産株式会社 大阪市中央区難波2丁目2番3

号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1330 平成17年03月14日

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 大阪市中央区博労町2-1-13

香里園駅前プロジェクト（住宅棟） 株式会社伊藤ショウ  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1329 平成17年03月14日

(仮称)新丸ビル 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-1326 平成17年03月10日

さくらHills IZUMI TOWER 株式会社トーシン  日本ERI(株) HNNN-1355 平成17年03月09日

(仮称)川崎駅西口プロジェクトSC
三井不動産株式会社 中央区日本橋室町二丁目1番1

号
イーホームズ(株) NNNB-1327 平成17年03月07日

東芝不動産株式会社 東京都港区芝公園一丁目8番4
号

(仮称)水野ビル 株式会社奥村組東京支社  イーホームズ(株) MFNN-1310 平成17年03月07日

NTN総合技術センター NTN株式会社  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNF-1332 平成17年03月03日

(仮称)フジテレビ臨海副都心スタジオ 株式会社フジテレビジョン  (一財)日本建築センター NNNF-1312 平成17年03月02日

(仮称)ミキモト銀座2丁目ビル 株式会社ミキモト  (一財)日本建築センター NFNN-1303 平成17年03月02日

（学）東京女子医科大学附属八千代総合医療センター外来棟 学校法人東京女子医科大学  日本ERI(株) MNNN-1314 平成17年03月02日

（学）東京女子医科大学附属八千代総合医療センター入院棟 学校法人東京女子医科大学  日本ERI(株) MNNN-1313 平成17年03月02日

(仮称)旭電化工業株式会社尾久ビル計画 旭電化工業株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-1294 平成17年03月02日

四層五段型自走式自動車車庫（SYパーク V-2） 東京パークエンジニアリング
株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1308 平成17年02月28日

新丸の内センタービルディング 中央不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFEB-1289 平成17年02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

(仮称)綾瀬ショッピングセンターA棟 日立キャピタル株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1309 平成17年02月23日

(仮称)西新井G街区計画（S2棟）

三菱地所株式会社住宅開発事
業本部

東京都千代田区大手町1丁目6
番1号

(株)都市居住評価センター HNNN-1320 平成17年02月23日
野村不動産株式会社住宅カン
パニー

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号

(仮称)西新井G街区計画（N2棟）

三菱地所株式会社住宅開発事
業本部

東京都千代田区大手町1丁目6
番1号

(株)都市居住評価センター HNNN-1319 平成17年02月23日
野村不動産株式会社住宅カン
パニー

東京都新宿区西新宿一丁目26
番2号

株式会社ムラコシ事務所 株式会社ムラコシ  (一財)日本建築センター MNNN-1325 平成17年02月21日

八千代市消防本部・中央消防署庁舎 株式会社岡設計  日本ERI(株) MNNN-1316 平成17年02月21日

大館市立総合病院 大館市長  日本ERI(株) MNNN-1299 平成17年02月21日

(仮称)東日カーライフグループ港南ビル 株式会社東日カーライフグル
ープ  (一財)日本建築センター HNNN-1324 平成17年02月21日

後楽1丁目プロジェクト 鹿島建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-1322 平成17年02月21日

みなとみらい50街区南マンション計画S棟 八重洲開発特定目的会社  日本ERI(株) HNNN-1305 平成17年02月21日

みなとみらい50街区南マンション計画P棟 八重洲開発特定目的会社  日本ERI(株) HNNN-1304 平成17年02月21日

(仮称)グランガーデン鹿児島高層棟 株式会社キューデン・グッド
ライフ鹿児島  日本ERI(株) HNNN-1300 平成17年02月21日

(仮称)SF九段北1丁目ビル

エスエフ九段開発特定目的会
社

東京都新宿区西新宿一丁目23
番3号

(一財)日本建築センター HFNB-1311 平成17年02月21日
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4

番1号

AWK-45R アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1293 平成17年02月14日

AWK-34R アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1292 平成17年02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）

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

(仮称)一之江高齢者介護施設 新東京建築設計事務所一級建
築士事務所  イーホームズ(株) MNNN-1290 平成17年02月08日

京成曳舟駅前東第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ⅰ街区
）

京成曳舟駅前東第一地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1298 平成17年02月08日

(仮称)伽羅ガーデンスクエア 株式会社拓伸  日本ERI(株) HNNN-1296 平成17年02月08日

ひぐらしの里中央地区第一種市街地再開発事業施設建築物 ひぐらしの里中央地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1285 平成17年02月08日

(仮称)南船橋プロジェクト　W棟 株式会社ゼファー  日本ERI(株) HNNN-1283 平成17年02月08日

(仮称)南船橋プロジェクト　E棟 株式会社ゼファー  日本ERI(株) HNNN-1282 平成17年02月08日

(仮称)南船橋プロジェクト　N棟 株式会社ゼファー  日本ERI(株) HNNN-1281 平成17年02月08日

(仮称)南船橋プロジェクト　S棟 株式会社ゼファー  日本ERI(株) HNNN-1280 平成17年02月08日

(仮称)新長田駅南地区大橋5工区再開発ビル 神戸市都市計画総局長  日本ERI(株) HNNN-1276 平成17年02月08日

鶴ケ峰駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 鶴ケ峰駅南口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1273 平成17年02月08日

(仮称)中央区湊三丁目計画 戸田建設株式会社一級建築士
事務所  日本ERI(株) HNNN-1317 平成17年02月01日

日本綜合地所高輪本社ビル 日本綜合地所株式会社  イーホームズ(株) MFNN-1278 平成17年01月31日

埼玉医科大学　国際医療センター 学校法人埼玉医科大学  日本ERI(株) MNNN-1279 平成17年01月28日

NHK新鹿児島放送会館 日本放送協会鹿児島放送局  日本ERI(株) MNNN-1277 平成17年01月28日

和歌山県庁南別館（仮称） 和歌山県知事　木村　良樹  日本ERI(株) MNNN-1272 平成17年01月28日

青野繁雄様邸 三井ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1271 平成17年01月28日

名古屋市役所西庁舎 名古屋市役所  (一財)日本建築センター MNNN-1269 平成17年01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

(仮称)大崎西口開発計画

株式会社世界貿易センタービ
ルディング

東京都港区浜松町2丁目4番1
号

(一財)日本建築センター HNNN-1284 平成17年01月28日
株式会社　明電舎 東京都品川区大崎二丁目1番1

7号

(仮称)目白プロジェクト（東敷地）新築計画 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1274 平成17年01月28日

楽園本店 株式会社尚和  (一財)日本建築センター NFEN-1291 平成17年01月21日

(仮称)御茶ノ水セントヒル パワーライフ株式会社  日本ERI(株) MNNN-1268 平成17年01月21日

高橋　誠子邸 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1265 平成17年01月21日

(仮称)東京ミッドタウンプロジェクトB棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNF-1302 平成17年01月17日

(仮称)東京ミッドタウンプロジェクトA・D・E棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-1301 平成17年01月17日

島根県立古代出雲歴史博物館 株式会社槇総合計画事務所  (一財)日本建築センター NNNB-1266 平成17年01月14日

パナホーム免震住宅湖東社宅 パナホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1249 平成17年01月14日

(仮称)札幌大通東2計画 住友不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-1288 平成17年01月14日

秋葉原ダイビル ダイビル株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-1267 平成17年01月14日

町田市民病院 町田市民病院  日本ERI(株) MNNN-1248 平成17年01月12日

(仮称)ワコーレ灘駅前プロジェクト 和田興産株式会社  日本ERI(株) HNNN-1275 平成17年01月12日

(仮称)あしなが育英会学生寮　あしなが心塾 あしなが育英会  (一財)日本建築センター NNNB-1251 平成17年01月05日

(仮称)ベイシアビジネスセンター 株式会社ベイシア  (一財)日本建築センター NNNF-1260 平成16年12月27日

松下プラズマディスプレイ（株）PDP第三工場 松下プラズマディスプレイ株
式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1261 平成16年12月27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

(仮称)藤壱阡パークビル 株式会社藤壱阡  (一財)日本建築総合試験所 NFNN-1231 平成16年12月27日

群馬県立がんセンター 群馬県病院局  (一財)日本建築センター MNNN-1264 平成16年12月27日

(仮称)杏林大学医学部付属病院手術棟建設工事 学校法人杏林学園  (一財)日本建築センター MFNN-1258 平成16年12月27日

大阪弁護士会新会館 大阪弁護士会  (一財)日本建築センター、(一
財)日本建築総合試験所 MFNF-1253 平成16年12月27日

三鷹駅南口西側地区優良建築物等整備事業施設建築物 柿沼　民夫  日本ERI(株) HNNN-1257 平成16年12月27日

(仮称)飯田橋2丁目計画
統計印刷工業株式会社 東京都千代田区飯田橋二丁目

17番9号
(一財)日本建築センター HFNN-1262 平成16年12月27日

住友不動産株式会社
都市開発本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号

(仮称)東京駅八重洲口開発計画　北中央棟
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-

1
(一財)日本建築センター HFNB-1256 平成16年12月27日

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木2-2-2

四層五段型自走式自動車車庫KITAGAWA PARKING5(H-PQ450型) 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1259 平成16年12月24日

赤坂五丁目TBS開発 A1業務棟 株式会社東京放送  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-1246 平成16年12月24日

セキスイハウス　シャーウッドMJ免震住宅 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1242 平成16年12月22日

長崎大学（医・歯病）病棟・診療棟 国立大学法人  日本ERI(株) HNNN-1252 平成16年12月22日

サンコート砂田橋3棟 愛知県住宅供給公社  (一財)日本建築センター MNNN-1263 平成16年12月21日

(仮称)西天満3丁目 住友不動産株式会社
都市開発事業本部  日本ERI(株) HNNN-1247 平成16年12月21日

赤坂五丁目TBS開発 A3住宅棟 株式会社東京放送  日本ERI(株) HNNN-1245 平成16年12月21日

(仮称)グランドメゾン上汐 積水ハウス株式会社大阪マン
ション事業部  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1238 平成16年12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

(仮称)アップルタワー＜淀屋橋＞ アパ大阪高麗橋特定目的会社  日本ERI(株) HNNN-1243 平成16年12月15日

(仮称)アップルタワー東京キャナルコート 赤坂見附エステート特定目的
会社  (一財)日本建築センター HNNN-1240 平成16年12月15日

(仮称)川崎駅西口堀川町地区住宅開発計画タワー棟
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁

目1番1号
(一財)日本建築センター HNNN-1239 平成16年12月15日

東芝不動産株式会社 東京都港区芝公園1丁目8番4
号

(仮称)コスモ武蔵小杉ツインタワー計画 株式会社リクルートコスモス
横浜支社  (一財)日本建築センター HNNN-1235 平成16年12月15日

旭化成・DXS 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1227 平成16年12月14日

(仮称)大阪駅仮駅東棟新築工事 西日本旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター NNNF-1203 平成16年12月10日

(仮称)『坂の上の雲』記念館 松山市長  (一財)日本建築センター NNNB-1221 平成16年12月10日

(仮称)佐鳥ビル計画 佐鳥電機株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-1241 平成16年12月10日

(仮称)川崎駅西口堀川町地区住宅開発計画駐車場棟
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁

目1番1号
(一財)日本建築センター NFEN-1254 平成16年12月10日

東芝不動産株式会社 東京都港区芝公園1丁目8番4
号

(仮称)プローバ石内店（B棟） アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1233 平成16年12月10日

(仮称)プローバ石内店（A棟） アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1232 平成16年12月10日

(仮称)芝浦工業大学豊洲キャンパス校舎棟 学校法人　芝浦工業大学  (一財)日本建築センター HFNN-1250 平成16年12月10日

アメックス大濠パークタワー 株式会社アーム・レポ  (一財)日本建築センター HFNN-1229 平成16年12月10日

霞が関三丁目南地区第一種市街地再開発事業施設建築物および特定施
設建築物（中央合同庁舎7号館） 霞が関7号館PFI株式会社  (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) HFNB-1234 平成16年12月10日

岐阜駅西地区市街地再開発事業 岐阜駅西地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) HFNN-1255 平成16年12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

(仮称)ル・シェモア二の丸 セキスイハイム東海株式会社  日本ERI(株) MNNN-1230 平成16年11月30日

(仮称)小学館本町2丁目ビル 小学館不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1228 平成16年11月30日

県立こども病院周産期施設・外科病棟 静岡県  日本ERI(株) MNNN-1223 平成16年11月30日

細江地区12街区第一種市街地再開発事業施設建築物 下関コアビル株式会社  日本ERI(株) HNNN-1224 平成16年11月30日

SPKパーキングⅣ-V型 総合パーキング建設株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1226 平成16年11月24日

SPKパーキングⅣ-R型 総合パーキング建設株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1225 平成16年11月24日

港1丁目タワーマンション 株式会社ディックスクロキ  日本ERI(株) HNNN-1244 平成16年11月24日

(仮称)糸屋町プロジェクト
関電不動産株式会社 大阪市北区中之島6丁目2番27

号
(一財)日本建築センター HNNN-1222 平成16年11月24日

株式会社大京 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号

山陽新聞社新社屋 株式会社山陽新聞社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1219 平成16年11月24日

勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業S棟 勝六再開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNF-1237 平成16年11月22日

勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業N棟 勝六再開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNF-1236 平成16年11月22日

(仮称)グランタワー目黒 グランタワー特定目的会社  イーホームズ(株) HNNN-1217 平成16年11月19日

大阪駅仮駅新築工事他（西棟） 西日本旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター NNNF-1204 平成16年11月16日

成蹊大学情報図書館(仮称) 学校法人　成蹊学園  (一財)日本建築センター NNNB-1218 平成16年11月16日

真澄寺別院真如苑静岡精舎駐車場 アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1206 平成16年11月16日

H16名古屋第2地方合同庁舎（耐震改修） 国土交通省中部地方整備局  (一財)日本建築センター MFNN-1208 平成16年11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）

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

高島二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 高島二丁目地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HFNN-1199 平成16年11月16日

四層五段型自走式自動車車庫（KPパークFF-T型（多雪地域）） JFEシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1191 平成16年11月15日

四層五段型自走式自動車車庫（KPパークFF-T型（一般地域）） JFEシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1190 平成16年11月15日

恩賜財団済生会横浜市東部病院等整備計画 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部神奈川県済生会  日本ERI(株) MNNN-1215 平成16年11月12日

(仮称)ゼファー小田栄マンション 株式会社ゼファー  日本ERI(株) HNNN-1211 平成16年11月12日

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業 九段PFIサービス株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-1210 平成16年11月12日

(仮称)ヨコハマポートサイドA-3街区プロジェクト住宅棟 三菱倉庫株式会社  日本ERI(株) HNNN-1209 平成16年11月10日

金沢大学（角間Ⅱ）総合研究棟 国立大学法人　金沢大学  (一財)日本建築センター NNNB-1216 平成16年11月04日

(仮称)ジャルコ新本社ビル 株式会社ジャルコ  (株)都市居住評価センター NFNN-1207 平成16年11月04日

(仮称)茅野新市民会館 茅野市長  (一財)日本建築センター NFNB-1205 平成16年11月04日

(仮称)ASC計画 アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1194 平成16年11月04日

(仮称)西早稲田2丁目ビル 株式会社フジマ  日本ERI(株) MNNN-1212 平成16年11月04日

小澤朋直・美佐男邸 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1202 平成16年11月04日

内田勝邸 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1201 平成16年11月04日

五稜郭タワー 五稜郭タワー株式会社  (株)東京建築検査機構 HNNN-1214 平成16年11月04日

(仮称)AKTビル 朝日實業株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1220 平成16年11月02日

SCクレオリニューアル 筑波都市整備株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1193 平成16年10月20日

357/437 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

(仮称)三甲株式会社横浜関内ビル 三甲リース株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-1192 平成16年10月20日

(仮称)汐留Ⅰ-1街区計画
日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関壱丁目

四番壱号
(一財)日本建築センター HNNB-1213 平成16年10月20日

飯野海運株式会社 東京都千代田区内幸町二丁目
1番1号

(仮称)甲府北口三丁目セインツタワーⅡ 株式会社三建ハウス  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-1200 平成16年10月20日

（仮称）山野学苑建替計画 学校法人　山野学苑  (一財)日本建築センター HFNN-1179 平成16年10月20日

(仮称)名古屋東ビル
大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25

番1号
(一財)日本建築センター HFNB-1197 平成16年10月20日

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

愛知県名古屋市中区錦一丁目
10番20号

ユニマット渋谷一丁目プロジェクト 有限会社　ビットファースト  (一財)日本建築センター NNNB-1195 平成16年10月18日

東京競馬場新スタンド 日本中央競馬会　東京競馬場  (一財)日本建築センター MFEB-1198 平成16年10月18日

深川ギャザリアタワーN棟 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-1196 平成16年10月15日

（仮称）松下電器産業（株）半導体社　魚津新棟計画 松下電器産業株式会社半導体
社  (一財)日本建築センター NNNB-1170 平成16年10月06日

(仮称)Eプロジェクト 日産自動車株式会社テクニカ
ルセンター  日本ERI(株) MNNN-1187 平成16年10月06日

沢井製薬株式会社　本社・研究所ビル 沢井製薬株式会社  日本ERI(株) MNNN-1180 平成16年10月06日

(仮称)大淀南集合住宅

オリックス・リアルエステー
ト株式会社

東京都港区浜松町2丁目4番1
号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1189 平成16年10月06日
近鉄不動産株式会社 大阪市中央区難波2丁目2番3

号

神宮前計画 有限会社原宿タウン  日本ERI(株) HNNN-1188 平成16年10月06日

(仮称)西池袋3丁目計画 株式会社大京 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号 ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-1186 平成16年10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

(仮称)西池袋3丁目計画

株式会社エス・ディー・マネ
ジメント

東京都中央区八重洲2丁目3番
13号

ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-1186 平成16年10月06日
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3

番13号

川口駅周辺地区（飯塚2丁目第3地区）建築物

株式会社エス・ディー・マネ
ジメント

東京都中央区八重洲2丁目3番
13号

日本ERI(株) HNNN-1185 平成16年10月06日藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2丁目3番
13号

川口市飯塚2丁目第3地区共同
施行者協議会

埼玉県川口市飯塚2丁目1番24
号

川口駅周辺地区（飯塚2丁目第2地区）建築物
セコムホームライフ株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目1

9番12号
日本ERI(株) HNNN-1184 平成16年10月06日

川口飯塚Ⅲ街区再開発ビル建
設組合

埼玉県川口市飯塚2丁目1番24
号

(仮称)横浜山の内開発C街区計画IN棟 JFE都市開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1183 平成16年10月06日

(仮称)横浜山の内開発C街区計画LN棟 JFE都市開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1182 平成16年10月06日

（仮称）アーバンライフ南本町3丁目 アーバンライフ株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1181 平成16年10月06日

(仮称)東京ミッドタウンプロジェクトA,B,E棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1178 平成16年10月06日

（仮称）臨海副都心台場H街区建築計画 オリックス・リアルエステー
ト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1177 平成16年10月06日

千葉県警察本部新庁舎 株式会社日本設計  (一財)日本建築センター MFNN-1172 平成16年09月28日

(仮称)SF芝浦四丁目ビル エスエフ芝浦開発特定目的会
社  (一財)日本建築センター HFNB-1176 平成16年09月28日

(仮称)浜松東第一1街区施設建築物 浜松東第一1街区第一種市街
地再開発事業個人施行者  日本ERI(株) MNNN-1175 平成16年09月24日

國學院大學　本部棟 学校法人　國學院大學  日本ERI(株) HNNN-1171 平成16年09月24日

（仮称）西福岡マリナタウン　リベーラガーデン計画Ⅰ棟 株式会社リクルートコスモス
九州支社  日本ERI(株) HNNN-1169 平成16年09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

(仮称)チャーミング・スクウェア南芦屋 株式会社チャーミング・コミ
ュニティ芦屋  (一財)日本建築総合試験所、

日本ERI(株) HFNN-1174 平成16年09月24日

海岸通・エレガーノ神戸 神明倉庫株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNN-1161 平成16年09月24日

（仮称）西宮市田中町集合住宅 新星和不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1166 平成16年09月17日

（仮称）神宮前二丁目計画 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1168 平成16年09月17日

(仮称)第3FTビル 東京パークエンジニアリング
株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1173 平成16年09月13日

清水建設技術研究所新風洞実験棟 清水建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNB-1164 平成16年09月07日

東洋機製造株式会社新本社ビル計画 東洋機製造株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1159 平成16年08月31日

スパイラルパーク45Ⅱ-25150型 JFE工建株式会社   NFEN-1144 平成16年08月31日

スパイラルパーク45Ⅱ-25100型 JFE工建株式会社   NFEN-1143 平成16年08月31日

スパイラルパーク45Ⅱ-20150型 JFE工建株式会社   NFEN-1142 平成16年08月31日

スパイラルパーク45Ⅱ-20100型 JFE工建株式会社   NFEN-1141 平成16年08月31日

名古屋掖済会病院救命救急センター 社団法人　日本海員掖済会  (一財)日本建築センター MNNN-1165 平成16年08月31日

（仮称）ファミリアーレ半田 宝交通株式会社  日本ERI(株) MNNN-1162 平成16年08月31日

澤崎澄夫邸 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1156 平成16年08月31日

奥田和夫様邸 三井ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1151 平成16年08月31日

さいたま市保健衛生会館 さいたま市  (一財)日本建築センター MNNN-1150 平成16年08月31日

(仮称)千葉みなと計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号 (一財)日本建築センター MNNN-1149 平成16年08月31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

(仮称)千葉みなと計画 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区大手町2丁目2
番2号 (一財)日本建築センター MNNN-1149 平成16年08月31日

NHK新徳島放送会館 日本放送協会  (一財)日本建築センター、(一
財)日本建築総合試験所 MFNN-1155 平成16年08月31日

（仮称）南堀江タワー
関電不動産株式会社 大阪市北区曽根崎1丁目2番6

号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1160 平成16年08月31日

株式会社大京大阪支店 大阪府大阪市中区天満橋京町
2番13号

京成曳舟駅前東第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ⅰ街区
）

京成曳舟駅前東第一地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1157 平成16年08月31日

(仮称)みなとみらい21地区40街区開発計画（2期棟） 三菱地所株式会社  日本ERI(株) HNNN-1154 平成16年08月31日

(仮称)みなとみらい21地区40街区開発計画（1期棟） 三菱地所株式会社  日本ERI(株) HNNN-1153 平成16年08月31日

新宿三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 新宿三丁目東地区市街地再開
発個人施行者  (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) HNNB-1152 平成16年08月31日

ライオンズタワー仙台大手町 株式会社大京  (一財)日本建築センター、ハ
ウスプラス住宅保証(株) HFNN-1147 平成16年08月31日

早稲田大学正門前整備工事α棟 学校法人早稲田大学  (一財)日本建築センター HFNN-1138 平成16年08月31日

(仮称)芝3丁目計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-1129 平成16年08月31日

赤坂四丁目薬研坂北地区第一種市街地再開発事業1街区施設建築物
赤坂四丁目薬研坂北地区第一種
市街地再開発事業　個人施行者
積水ハウス株式会社

 (一財)日本建築センター HFNB-1148 平成16年08月31日

大阪証券取引所ビル 平和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-1128 平成16年08月31日

四層五段型自走式自動車車庫KITAGAWA PARKING5(PQ450型) 株式会社　北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1167 平成16年08月30日

珠洲市多目的ホール 珠洲市長  (一財)日本建築センター NNNF-1158 平成16年08月26日

（仮称）MY神戸ビル 明治安田生命保険相互会社  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNB-1127 平成16年08月23日

（仮称）阿倍野松崎町マンション 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1134 平成16年08月18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

（仮称）阿倍野松崎町マンション ジェイアール西日本不動産開
発株式会社

兵庫県尼崎市潮江一丁目1番6
0号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1134 平成16年08月18日

九州大学（医病）病棟・診療棟 国立大学法人　九州大学  (一財)日本建築センター MNNN-1145 平成16年08月16日

（仮称）トレストイン日本橋 東電不動産管理株式会社  日本ERI(株) MNNN-1136 平成16年08月16日

（仮称）多摩水道改革推進本部庁舎 東京都水道局  (一財)日本建築センター MNNN-1135 平成16年08月16日

長野松代総合病院　診療棟・病棟増築計画 長野県厚生農業協同組合連合
会  日本ERI(株) MNNN-1131 平成16年08月16日

Ｏ邸 大竹　美喜  (一財)日本建築センター MNNN-1126 平成16年08月16日

近江八幡市民病院整備運営事業　病院施設 近江八幡市民病院  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1122 平成16年08月16日

(仮称)JR東日本東京駅日本橋口ビル 東日本旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1163 平成16年08月16日

（仮称）北品川5丁目計画

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

(一財)日本建築センター HNNN-1146 平成16年08月16日双日株式会社 東京都港区芝四丁目一番23号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

ライオンズマンション神戸スカイタワー 三井住友建設株式会社
建築事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-1140 平成16年08月16日

（仮称）芝浦アイランドA1街区プロジェクト 有限会社芝浦アイランド・ア
パートメント  (一財)日本建築センター HNNN-1125 平成16年08月16日

（仮称）東松戸・紙敷住宅 有限会社プルミエ   MNNN-1133 平成16年08月10日

旭化成・DXS 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1096 平成16年08月10日

（仮称）ライオンズタワー湯島 株式会社大京   HNNN-1123 平成16年08月10日

(仮称)公詢ビルヂング 財団法人交詢社   NNNB-1139 平成16年08月09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

朝日新聞静岡ビル 株式会社朝日新聞社   NNNB-1137 平成16年08月09日

(仮称)神戸新聞会館 株式会社神戸新聞社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-1132 平成16年08月09日

（仮称）東京ビル

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内二丁目
7番1号

(一財)日本建築センター HFNB-1098 平成16年08月09日東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

(仮称)目白一丁目マンションプロジェクト 住友不動産株式会社   MFNN-1130 平成16年08月05日

(仮称)あだち新産業振興センター 綜合商事株式会社   HNNN-1105 平成16年08月04日

学校法人東京理科大学　新5号館 学校法人東京理科大学   NNNB-1121 平成16年07月30日

（仮称）渋谷南プロジェクト 有限会社　渋谷タワー   NFNN-1110 平成16年07月30日

(仮称)三田第一生命ビルディング 第一生命保険相互会社   NFNN-1106 平成16年07月30日

旭化成免震住宅・IDX-S 旭化成ホームズ株式会社   MNNN-1116 平成16年07月30日

旭化成免震住宅・IDX-SH 旭化成ホームズ株式会社   MNNN-1115 平成16年07月30日

（仮称）TOC有明計画 株式会社テーオーシー   HNNN-1124 平成16年07月30日

（仮称）日本閣再整備プロジェクト（商業施設・賃貸住宅棟） 日本閣観光株式会社   HNNN-1112 平成16年07月30日

（仮称）芝浦アイランドA2街区計画 三井不動産株式会社   HNNN-1111 平成16年07月30日

(仮称)中野区東中野5丁目計画（分譲住宅棟） 三井不動産株式会社   HNNN-1109 平成16年07月30日

（仮)旭電化工業（株）尾久ビル計画 旭電化工業株式会社   HNNN-1108 平成16年07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

(仮称)西梅田超高層マンション

株式会社新日鉄都市開発関西
支店

大阪市北区中之島三丁目2番4
号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-1107 平成16年07月30日
住友不動産株式会社 大阪市北区中之島三丁目2番1

8号

（仮称）東宝南街会館 東宝株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNB-1120 平成16年07月30日

（仮称）汐留I-1街区計画
日本土地建物株式会社  

 HNNB-1119 平成16年07月30日
飯野海運株式会社 東京都千代田区内幸町二丁目

1番1号

（仮称）新芝浦開発プロジェクト ソニー生命保険株式会社   HFNB-1117 平成16年07月30日

（仮称）東京駅八重洲口開発計画　南棟

新日本石油株式会社  

 HFNB-1114 平成16年07月30日鹿島八重洲開発株式会社  

東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号

（仮称）東京駅八重洲開発計画　北中央棟新築工事
三井不動産株式会社  

 HFNB-1113 平成16年07月30日
東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2

番2号

（仮称）富士ソフトABC秋葉原ビル レールシティ東開発株式会社   HFNB-1118 平成16年07月29日

（仮称）プレイスポットドラゴン本店駐車場 アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1101 平成16年07月23日

（仮称）プロロジス横浜プロジェクト プロロジス横浜特定目的会社   MNNN-1104 平成16年07月16日

（仮称）幕張ベイタウンSH-3①街区A棟 幕張シティ株式会社  日本ERI(株) HNNN-1100 平成16年07月16日

（仮称）幕張ベイタウンSH-3①街区B棟 幕張シティ株式会社  日本ERI(株) MNNN-1099 平成16年07月08日

（仮称）桂　地寺 宗教法人地寺  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1088 平成16年07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

西新宿六丁目西第7地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西新宿六丁目西第7地区市街
地再開発組合  (株)都市居住評価センター HNNN-1103 平成16年07月08日

（仮称）四谷4丁目計画
双日株式会社 東京都港区芝四丁目1番23号

ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-1102 平成16年07月08日
株式会社大京 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目2

4番13号

クルーザーバレー南2条 株式会社フナコシヤ  日本ERI(株) HNNN-1097 平成16年07月08日

（仮称）神田練塀町計画 三井不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-1095 平成16年07月08日

(仮称)京葉ガス新監視指令センター 京葉瓦斯株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1093 平成16年07月05日

(仮称)横須賀市美術館 横須賀市長　沢田秀男  (一財)日本建築センター NNNB-1094 平成16年06月28日

オーバルコート大崎マークイースト 東光電気株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-1092 平成16年06月28日

（仮称）名宝ビル 東宝株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-1089 平成16年06月28日

（仮称）竹中工務店東陽町計画 株式会社竹中工務店東京本店  (一財)日本建築センター NFNB-1090 平成16年06月28日

トヨタ自動車株式会社事務4号館（仮称） トヨタ自動車株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-1091 平成16年06月28日

（仮称）芝四丁目開発計画（オフィス棟）新第二田町ビル建設プロジ
ェクト 株式会社田町ビル  (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) HFNB-1083 平成16年06月28日

西伯町国民健康保険西伯病院 西伯町国民健康保険西伯病院  日本ERI(株) MNNN-1087 平成16年06月23日

鶴ケ峰駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 鶴ケ峰駅南口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1086 平成16年06月23日

(仮称)神谷町サンケイビル 株式会社サンケイビル  (一財)日本建築センター NFNN-1080 平成16年06月15日

千葉市総合スポーツ公園市民球技場（仮称） 千葉市長　鶴岡啓一  (一財)日本建築センター NFNB-1073 平成16年06月15日

（仮称）汐留住友ビル開発計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番
1号 (一財)日本建築センター HFNB-1085 平成16年06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

（仮称）汐留住友ビル開発計画 住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見1丁
目4番35号 (一財)日本建築センター HFNB-1085 平成16年06月11日

財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院新病棟 財団法人仙台市医療センター  (一財)日本建築センター MNNN-1074 平成16年06月08日

ドームハウス加賀市・1号棟 有限会社ジャパン通商  (一財)日本建築センター MNNN-1043 平成16年06月08日

（仮称）鶴川神栄マンション 神蔵利行  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MFNN-1084 平成16年06月08日

(仮称)江東区新砂一丁目計画
株式会社トーワ総合システム 東京都港区白金1-4-14

日本ERI(株) HNNN-1082 平成16年06月08日
大豊不動産株式会社 東京都中央区新川1-23-17

(仮称)小岩駅北口地区再開発施設建築物 株式会社リクルートコスモス
東京支社  日本ERI(株) HNNN-1081 平成16年06月08日

(仮称)安城駅前計画（南棟－B住棟）

野村不動産株式会社名古屋支
店

愛知県名古屋市中区錦2丁目1
9番6号

日本ERI(株) HNNN-1079 平成16年06月08日
トヨタホーム株式会社 愛知県名古屋市東区泉1丁目2

3番地22号

(仮称)安城駅前計画（北棟－B住棟）

野村不動産株式会社名古屋支
店

愛知県名古屋市中区錦2丁目1
9番6号

日本ERI(株) HNNN-1078 平成16年06月08日
トヨタホーム株式会社 愛知県名古屋市東区泉1丁目2

3番地22号

アメックス大濠パークタワー 株式会社アーム・レポ  日本ERI(株) HNNN-1077 平成16年06月08日

（仮称）TTPプロジェクト

株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町1-6-1

(一財)日本建築センター HNNN-1076 平成16年06月08日

昭栄株式会社 東京都千代田区神田錦町1-2-
1

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

安田不動産株式会社 東京都千代田区神田錦町2-11

代表取締役社長　植木正威 東京都渋谷区道玄坂1-21-2
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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

（仮称）クレストフォルム芝タワー 松田平田設計・清水建設設計
共同体  (一財)日本建築センター HNNN-1075 平成16年06月08日

（仮称）横浜山の内開発C街区計画IS棟 JFE都市開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1072 平成16年06月08日

（仮称）横浜山の内開発C街区計画LS棟 JFE都市開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1071 平成16年06月08日

（仮称）トヨタ自動車株式会社新事務本館新築工事 トヨタ自動車株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-1037 平成16年06月08日

大崎駅東口第3地区第一種市街地再開発事業分譲住宅棟 大崎駅東口第3地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HFNN-1065 平成16年06月08日

神田美土代町ビル(仮称) エスエフ神田開発特定目的会
社  (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) HFNB-1070 平成16年06月07日

(仮)メゾンエルメス増築計画 エルメスジャポン株式会社  (一財)日本建築センター MNNB-1054 平成16年05月31日

沖縄県立博物館新館・美術館(仮称) 沖縄県知事　稲嶺惠一  (一財)日本建築センター NFEB-1044 平成16年05月28日

(仮称)帝国データバンク東京支社ビル 株式会社帝国データバンク  (一財)日本建築センター MFNN-1058 平成16年05月28日

(仮称)TAビル 石川島播磨重工業株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-1067 平成16年05月28日

大崎駅東口第3地区第一種市街地再開発事業業務棟 大崎駅東口第3地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HFNB-1047 平成16年05月28日

(仮称)銀座8丁目計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1060 平成16年05月27日

東京ディズニーシー・(仮称)ロストリバーデルタ新規アトラクション乗
降場・カバードキュー棟 株式会社オリエンタルランド  (一財)日本建築センター NNNF-1064 平成16年05月26日

サントリー商品開発センター サントリー株式会社  (一財)日本建築センター NNNF-1062 平成16年05月26日

(仮称)Pプロジェクト 日産自動車株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1066 平成16年05月26日

大阪経済大学NC館 学校法人大阪経済大学  (一財)日本建築総合試験所 NFNN-1038 平成16年05月26日

いわき平競輪場 いわき市長　四家啓助  (一財)日本建築センター NFNB-1041 平成16年05月26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

ハートンホテル東品川計画 関西興業株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1063 平成16年05月24日

シティコーポ正木(仮称) 名古屋市住宅供給公社  (一財)日本建築センター MNNN-1068 平成16年05月21日

(仮称)神宮前センチュリーマンション建替計画 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1061 平成16年05月21日

牛島再開発事業第2期事務所棟・超高圧変電所 牛島市街地再開発組合  日本ERI(株) HNNN-1059 平成16年05月21日

四層五段型自走式自動車車庫KITAGAWA PARKING5(PS490型) 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-1069 平成16年05月17日

煉瓦造住宅第2期実験棟
独立行政法人科学技術振興機構
戦略的創造研究推進事業「発展
・継続」研究

 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1036 平成16年05月17日

慶應義塾大学（三田）新校舎（仮称） 慶應義塾  (一財)日本建築センター MFNN-1050 平成16年05月17日

三菱京都病院 有限会社ムラタ・メディカル
サービス  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1039 平成16年05月14日

尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設 あまがさき健康の森株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-1028 平成16年05月10日

大阪市消防局庁舎（西消防署併設） 大阪市長　關淳一  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1057 平成16年05月10日

(仮称)西宮両度町マンション

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 大阪市中央区博労町2-1-13

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-1055 平成16年05月10日
阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪

急ビルディング内

(仮称)グラン・アベニュー松重 豊田通商株式会社  日本ERI(株) MNNN-1053 平成16年05月10日

国文学研究資料館・国立極地研究所・統計数理研究所（立川）総合研
究棟 株式会社日本設計  (一財)日本建築センター MNNN-1048 平成16年05月10日

新苫小牧市立総合病院 苫小牧市長　櫻井忠  日本ERI(株) MNNN-1045 平成16年05月10日

県立静岡がんセンター研究所 静岡県  (一財)日本建築センター MNNN-1040 平成16年05月10日

新潟市民病院 新潟市長　篠田　昭  日本ERI(株) MNNN-1030 平成16年05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

（仮称）稲城台病院新病棟 医療法人社団研精会  日本ERI(株) MNNN-1029 平成16年05月10日

滋賀県警察本部庁舎 株式会社日本設計関西支社  (一財)日本建築センター MNNN-1027 平成16年05月10日

徳島市新病院 徳島市長職務代理者  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-1025 平成16年05月10日

山陽新聞社新社屋高層棟 株式会社山陽新聞社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1056 平成16年05月10日

(仮称)熱田西町マンション 宝交通株式会社  日本ERI(株) HNNN-1052 平成16年05月10日

(仮称)衆議院赤坂議員宿舎 赤坂シグマタワー株式会社  日本ERI(株) HNNN-1051 平成16年05月10日

(仮称)グローリオタワー六本木計画 セコムホームライフ株式会社  日本ERI(株) HNNN-1049 平成16年05月10日

（仮称）桑名駅東第一地区優良建築物等整備事業A棟 三交不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-1046 平成16年05月10日

(仮称)パレステュディオ西新宿7丁目 株式会社菱和ライフクリエイ
ト  (一財)日本建築センター HNNN-1042 平成16年05月10日

有楽町駅前第1地区第一種市街地再開発事業施設建築物 有楽町駅前第1地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1026 平成16年05月10日

警視庁有家族待機宿舎三田住宅（仮称） 東京都  日本ERI(株) HNNN-1019 平成16年05月10日

北8西3東地区第一種市街地再開発事業 北8西3東地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) HNNF-1032 平成16年05月10日

大崎駅東口第3地区第一種市街地再開発事業賃貸住宅棟 大崎駅東口第3地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HFNN-1031 平成16年05月10日

日産自動車栃木データセンター 日産自動車株式会社栃木工場  日本ERI(株) MNNN-1033 平成16年04月14日

（仮称）シティコーポ鳩岡Ⅱ 名古屋市住宅供給公社  (一財)日本建築センター MNNN-1023 平成16年04月14日

（仮称）グローリオタワー巣鴨 セコムホームライフ株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1035 平成16年04月14日

十日町一丁目地区優良建築物等整備事業施設建築物
山形市十日町一丁目地区_x000D
_
街づくり・共同ビル建設協議会

 日本ERI(株) HNNN-1034 平成16年04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）

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

（仮称）浦和駅西口南第四地区第一種市街地再開発事業施設建築物A棟 浦和駅西口南第四地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-1024 平成16年04月14日

（仮称）溝の口久本マンション計画 三井住友建設株式会社建築事
業本部  (一財)日本建築センター HNNN-1022 平成16年04月14日

15-納屋橋西地区（再）住宅棟 西松建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-1020 平成16年04月14日

（仮称）港南3丁目タワー計画 株式会社竹中工務店東京本店  日本ERI(株) HNNN-1013 平成16年04月14日

（仮称）西天満1丁目タワー 清水総合開発株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-1009 平成16年04月05日

（仮称）三菱商事丸の内新オフィスビル 三菱商事株式会社  日本ERI(株) HNNB-1012 平成16年04月05日

（仮称）東品川四丁目地区D2街区計画アイトー・東京建物計画 東京建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1021 平成16年03月31日

ライオンズステージ大山 株式会社大京  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-1018 平成16年03月31日

（仮称）芝浦アイランド南地区計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1017 平成16年03月31日

（仮称）芝浦アイランドA2街区計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1016 平成16年03月31日

上福岡駅西口駅前地区第一種市街地再開発事業住宅棟 株式会社鴻池組東京本店  (株)都市居住評価センター HNNN-1015 平成16年03月31日

（仮称）APAタワーズ大阪谷町 アパホーム株式会社  日本ERI(株) HNNN-1014 平成16年03月31日

（仮称）臨海副都心台場H街区建築計画 オリックス・リアルエステー
ト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-1007 平成16年03月30日

東池袋三丁目住宅 大成建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-1004 平成16年03月26日

ニッセイ札幌プロジェクト 日本生命保険相互会社  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNB-1005 平成16年03月26日

佐藤栄学園UECビル 学校法人佐藤栄学園  (一財)日本建築センター HFNN-0994 平成16年03月26日

（仮称）虎門琴平タワー 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁
目1番1号 (一財)日本建築センター HFNB-1011 平成16年03月26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

（仮称）虎門琴平タワー 株式会社虎門琴平会館ビル 東京都港区虎ノ門1丁目2番8
号 (一財)日本建築センター HFNB-1011 平成16年03月26日

熊本大学医学部附属病院中央診療棟 熊本大学長　﨑元達郎  (一財)日本建築センター MNNN-1010 平成16年03月24日

（仮称）東峯婦人クリニック 医療法人社団東寿会  日本ERI(株) MNNN-0991 平成16年03月24日

増田商事株式会社高知支社ビル 増田商事株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0996 平成16年03月24日

（仮称）西区新町マンション オリックス・リアルエステー
ト株式会社  日本ERI(株) HNNN-0999 平成16年03月24日

（仮称）キングマンション南市岡（C棟） 東海興業株式会社大阪支店  日本ERI(株) HNNN-0998 平成16年03月24日

(仮称)栃木県県庁舎行政庁舎高層棟 栃木県知事　福田昭夫  (一財)日本建築センター HNNN-0995 平成16年03月24日

（仮称）グローリオタワー六本木計画 セコムホームライフ株式会社  日本ERI(株) HNNN-0993 平成16年03月24日

東札幌1条地区市街地再開発事業のうち東街区施設建築物（高層棟） 東札幌1条地区市街地再開発
組合  日本ERI(株) HNNN-0992 平成16年03月24日

（仮称）あだち新産業振興センター 綜合商事株式会社  日本ERI(株) HNNN-0990 平成16年03月24日

（仮称）二番町プロジェクト 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター NNNF-0997 平成16年03月22日

柏リフレッシュ公園コミュニティ施設 柏市長　本多　晃  (一財)日本建築センター NNNB-0986 平成16年03月22日

四層五段型自走式自動車車庫（TOKAIパーク　サブライム） 東海鋼材工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0985 平成16年03月22日

四層五段型自走式自動車車庫（きしろパーク45C） 株式会社きしろ  (一財)日本建築センター NFEN-0984 平成16年03月22日

（仮称）AMS TOWER中島Ⅱ 株式会社不動産リサーチ  日本ERI(株) HNNN-0977 平成16年03月17日

（仮称）UDXビル計画（秋葉原3-1計画） ユーディーエックス特定目的
会社  (一財)日本建築センター HNNB-1008 平成16年03月15日

多摩地域ユース・プラザ（仮称）整備事業等 株式会社京王ユース・プラザ
株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0971 平成16年03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

無耐火被覆CFT造柱を用いた建築物 社団法人新都市ハウジング協
会  (一財)日本建築センター NFNN-0956 平成16年03月12日

四層五段型自走式自動車車庫（ステージダブル　SP-45N） 綿半テクノス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1003 平成16年03月11日

四層五段型自走式自動車車庫（トーワパーキング　T-Ⅴ型） 東和工建株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-1002 平成16年03月11日

エクセルイン小山 川村郁夫  日本ERI(株) MNNN-1001 平成16年03月11日

（仮称）名鉄イン金山 名鉄不動産株式会社  日本ERI(株) MNNN-1000 平成16年03月11日

有明レジデンシャルタワー 有限会社有明レジデンシャル
タワーズ  日本ERI(株) HNNN-0988 平成16年03月11日

北海道電力株式会社泊発電所3号機原子炉建屋
大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目25

番1号
日本ERI(株) HNNN-0966 平成16年03月11日

北海道電力株式会社 北海道札幌市中央区大通東1
丁目2番地

北宝ビル建替計画 東宝株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0980 平成16年03月09日

（仮称）YTビル 東京海上火災保険株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0979 平成16年03月09日

ヨドバシカメラ梅田 株式会社ヨドバシカメラ  (一財)日本建築センター NNNB-0978 平成16年03月09日

ユニマット渋谷一丁目プロジェクト 有限会社ビットファースト  (一財)日本建築センター NNNB-0975 平成16年03月09日

（仮称）室町三井新館 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-0972 平成16年03月09日

石巻赤十字病院（仮称） 石巻赤十字病院長
佐々木康彦  (一財)日本建築センター MNNN-0989 平成16年03月04日

奥野峯明邸 エス・バイ・エル株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0968 平成16年03月04日

（仮）藤和上池袋1丁目マンション計画

株式会社エス・ディー・マネ
ジメント

東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

(一財)日本建築センター HNNN-1006 平成16年03月04日
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3

番13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

（仮称）オリックス秋葉原ビル
株式会社トーワ綜合システム 東京都港区白金一丁目4-14

(一財)日本建築センター HNNN-0987 平成16年03月04日
オリックス・リアルエステー
ト株式会社 東京都港区浜松町二丁目4-1

（仮称）三田一丁目計画 株式会社サンウッド  (一財)日本建築センター HNNN-0983 平成16年03月04日

（仮称）新長田駅南地区大橋5工区再開発ビル 神戸市都市計画総局長  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0970 平成16年03月04日

（仮称）岡山市野田屋町一丁目11番東地区再開発ビル 両備バス株式会社  日本ERI(株) HNNN-0967 平成16年03月04日

日本橋人形町一丁目地区第一種市街地再開発施設建築物A棟 日本橋人形町一丁目地区市街
地再開発組合  日本ERI(株) HNNN-0965 平成16年03月04日

（仮称）川口栄町一丁目12番地区共同ビル 株式会社ジーエー建築設計社  日本ERI(株) HNNN-0964 平成16年03月04日

（仮称）クリオ・レミントンハウス知事公館前 明和地所株式会社札幌支店  日本ERI(株) HNNN-0963 平成16年03月04日

（仮称）天満一丁目 松下興産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0962 平成16年03月04日

西国分寺駅東地区(再)住宅棟 三井住友建設株式会社建築事
業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0961 平成16年03月04日

NHK沖縄新放送会館 日本放送協会沖縄放送局  日本ERI(株) MNNN-0969 平成16年03月02日

（仮称）日比谷パークビル 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0973 平成16年03月02日

ライオンズタワー仙台青葉 株式会社大京東北支店  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-0974 平成16年03月01日

旭化成・DXS 旭化成ホームズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0955 平成16年02月23日

（仮称）シティタワー白金高輪 住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部東京事業部  (一財)日本建築センター HNNN-0976 平成16年02月23日

軽井沢大賀ホール 大賀典雄  (一財)日本建築センター NNNF-0953 平成16年02月12日

（仮称）オービック東京本社ビル 株式会社オービック  (一財)日本建築センター NFNB-0958 平成16年02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

鹿島OBPビル 鹿島建設株式会社関西支店  (一財)日本建築センター、(一
財)日本建築総合試験所 HFNN-0954 平成16年02月12日

（仮称）東京ミッドタウンプロジェクトC棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0982 平成16年02月10日

（仮称）東京ミッドタウンプロジェクトA，B，E棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0981 平成16年02月10日

南青山一丁目団地建替プロジェクトN棟 南青山アパートメント株式会
社  日本ERI(株) HNNN-0960 平成16年02月10日

消防本部・西消防署合同庁舎 吹田市長　阪口善雄  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0959 平成16年02月04日

（仮称）山田ビル 株式会社マルタ設計  (一財)日本建築センター MNNN-0957 平成16年02月04日

(仮称)静岡徳洲会病院 不動建設株式会社東京本店  日本ERI(株) MNNN-0944 平成16年02月04日

(仮称)ゼファー八王子八木町マンション 株式会社ゼファー  日本ERI(株) MNNN-0943 平成16年02月04日

北野田駅前B地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物高層住宅棟 北野田駅前B地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0952 平成16年02月04日

(仮称)東品川シーサイドプロジェクト

株式会社エス・ディー・マネ
ジメント

東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

(一財)日本建築センター HNNN-0946 平成16年02月04日
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3

番13号

（仮称）汐留浜離宮サイドプロジェクト
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番

1号
(一財)日本建築センター HFNB-0939 平成16年02月04日

森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目3番17
号

（仮称）下北沢成徳高等学校 学校法人成徳学園  (一財)日本建築センター NNNB-0951 平成16年01月30日

(仮称)九段北プロジェクト 三菱信託銀行株式会社  日本ERI(株) HNNN-0942 平成16年01月30日

秋葉原ダイビル ダイビル株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-0941 平成16年01月30日

（仮称）立川錦町プロジェクト 株式会社大京  ハウスプラス住宅保証(株) HNNN-0938 平成16年01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

（仮称）Gプロジェクト 大日本印刷株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-0949 平成16年01月23日

(仮称）ダイヤモンドシティ奈良橿原ショッピングセンター 株式会社ダイヤモンドシティ   NNNB-0948 平成16年01月09日

（仮称）GⅢプロジェクト みずほ信託銀行株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0935 平成16年01月09日

(仮称)千葉経済大学附属高等学校 学校法人千葉経済学園  (一財)日本建築センター NFNN-0947 平成16年01月09日

カルピス新本社ビル カルピス株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-0945 平成16年01月09日

（仮称）帯広自走式駐車場計画 アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0940 平成16年01月09日

JR東海病院（仮称） 東海旅客鉄道株式会社  日本ERI(株) MNNN-0950 平成16年01月09日

箱根ラリック美術館レストラン棟 籏保全株式会社  (一財)日本建築センター NNNF-0914 平成15年12月26日

箱根ラリック美術館美術館棟 籏保全株式会社  (一財)日本建築センター NNNF-0913 平成15年12月26日

つくばクレオスクエアキュート 筑波新都市開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0918 平成15年12月26日

桐生競艇場新スタンド 関東開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0917 平成15年12月26日

芸術文化センター（仮称） 兵庫県県土整備部まちづくり
局営繕課長  (一財)日本建築総合試験所 NNNB-0910 平成15年12月26日

歴史民俗博物館（仮称） 株式会社槇総合計画事務所  (一財)日本建築センター NNNB-0907 平成15年12月26日

シネマシティ2 シネマシティ株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0904 平成15年12月26日

（仮称）G-1ビル 株式会社エスアンドエフ  (一財)日本建築センター NFNN-0906 平成15年12月26日

（仮称）銀座5丁目寿一会ビル 佐々　美代子  (一財)日本建築センター MNNN-0936 平成15年12月26日

（仮称）近喜第一ビル 近喜ビルディング株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0916 平成15年12月26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

（仮称）糸屋町プロジェクト
株式会社大京 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目

24番13号
(一財)日本建築センター HNNN-0937 平成15年12月26日

関電不動産株式会社 大阪市北区曾根崎1丁目2番6
号

都営港南四丁目第3団地（第2期） 株式会社大林組東京本社  (一財)日本建築センター HNNN-0915 平成15年12月26日

（仮称）旭・板屋B地区再開発ビル（B-1棟） 旭・板屋B地区第一種市街地
再開発組合  日本ERI(株) HNNN-0912 平成15年12月26日

東池袋四丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 東池袋四丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0911 平成15年12月26日

（仮称）名駅四丁目7番地区再開発ビル

株式会社毎日新聞社 東京都千代田区一ツ橋一丁目
1番1号

(一財)日本建築センター HNNB-0909 平成15年12月26日トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地

東和不動産株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目11
番27号

（仮称）三田三丁目計画
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

(一財)日本建築センター HNNN-0908 平成15年12月17日
エスエフ三田開発特定目的会
社

東京都千代田区一番町27-1一
番町27ビル4階

QRメディアタワー（仮称） 株式会社文化放送  日本ERI(株) MNNN-0903 平成15年12月12日

医療法人良秀会（仮称）高石藤井病院 医療法人良秀会  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0902 平成15年12月12日

（仮称）所沢寿町西地区共同ビル 株式会社ジーエー建築設計社  日本ERI(株) HNNN-0901 平成15年12月12日

（仮称）ローレルタワー住道サンメゾン 近鉄不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0900 平成15年12月12日

（仮称）さいたま新都心マンション 三菱地所株式会社  (株)都市居住評価センター HNNN-0896 平成15年12月12日

（仮称）D&#039;グラフォート大江タワー 大和ハウス工業株式会社熊本
支店  日本ERI(株) HNNN-0890 平成15年12月12日

武蔵浦和駅第8-1街区第一種市街地再開発事業 武蔵浦和駅第8-1街区第一種
市街地再開発組合  (一財)日本建築センター HFNN-0899 平成15年12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

四層五段型自走式自動車車庫（フリーパーク　OP-5型） 大井建興株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0934 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（トーパーク　TC-45） 東急パーキングシステムズ株
式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0933 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（ナイスパーク　NP-4C型） 株式会社内藤ハウス  (一財)日本建築センター NFEN-0932 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（スパイラルパーク45） JFE工建株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0931 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（FF型） JFEシビル株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0930 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（SYパークⅤ） 東京パークエンジニアリング
株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0929 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（エレントK4CP） 近藤工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0928 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（ハーディパークⅤ） 三進金属工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0927 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（SPパーキング　CCV-4/5） 株式会社尚和  (一財)日本建築センター NFEN-0926 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（SPKパーキング　K45型） 総合パーキング建設株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0925 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（タウンパーク　TR-20G5RCR型） 光洋機械産業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0924 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（セイワパーク　SSP-ZK型） セイワシステム株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0923 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（IKパーク　K-4型） 石川島建材工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0922 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（日成スカイ・パーク　NRC-4型） 日成ビルド工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0921 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（KITAGAWA PARKING5 (PCR480型)） 株式会社北川鉄工所  (一財)日本建築センター NFEN-0920 平成15年12月09日

四層五段型自走式自動車車庫（ユウケンパーク　YP-SF5） 雄健工業株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0919 平成15年12月09日

（仮称）L.R計画 アグナス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0887 平成15年12月09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

都城市総合文化ホール 都城市長　岩橋辰也  (一財)日本建築センター NNNB-0892 平成15年12月03日

（仮称）横浜メディアセンター
横浜メディアセンター新築工事_x
000D_
竹中・馬淵・三木建設共同企業体

 (一財)日本建築センター NFNF-0898 平成15年12月03日

日本赤十字豊田看護学校（仮称）講義・実習・研究棟及び講堂棟 学校法人日本赤十字学園  (一財)日本建築センター NFEB-0897 平成15年12月03日

（仮称）横須賀データセンター ビット・エデュ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0895 平成15年12月03日

（仮称）土佐堀パークタワー 三井不動産株式会社関西支社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0889 平成15年12月03日

（仮称）そごう心斎橋店
有限会社藤栄社 宝塚市清荒神二丁目18番27号

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-0905 平成15年12月03日
株式会社そごう 横浜市西区高島二丁目18番1

号

（仮称）プレシアスコート長久手・D棟 豊田通商株式会社  日本ERI(株) MNNN-0884 平成15年11月27日

（仮称）プレシアスコート長久手・C棟 豊田通商株式会社  日本ERI(株) MNNN-0883 平成15年11月27日

（仮称）プレシアスコート長久手・B棟 豊田通商株式会社  日本ERI(株) MNNN-0882 平成15年11月27日

（仮称）プレシアスコート長久手・A棟 豊田通商株式会社  日本ERI(株) MNNN-0881 平成15年11月27日

（仮称）御茶ノ水プロジェクト コクヨ株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0886 平成15年11月27日

南船橋ビビットスクエア計画 ビビットスクエア特定目的会
社  (一財)日本建築センター NNNB-0893 平成15年11月25日

トヨタ自動車株式会社（仮称）新事務本館 トヨタ自動車株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0894 平成15年11月21日

堺サンホテル石津川 石関武夫  日本ERI(株) MNNN-0880 平成15年11月19日

（仮称）玉川3丁目計画 野村不動産株式会社住宅カン
パニー  日本ERI(株) HNNN-0879 平成15年11月19日

ティアラタワー中島倶楽部 株式会社タナカエンタープラ
イズ  日本ERI(株) HNNN-0878 平成15年11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

（仮称）NEC玉川ルネッサンスシティ（Ⅱ） 住友信託銀行株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-0875 平成15年11月19日

金沢21世紀美術館の階のうち、当該階（地下1階・1階） 金沢市長　山出　保  (一財)日本建築センター NNNF-0869 平成15年11月17日

河南町多目的ふれあい交流施設 河南町長　橋浦清元  (一財)日本建築センター NNNF-0866 平成15年11月17日

味の素グループ高輪研修センター 味の素株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0867 平成15年11月17日

二ツ井町総合体育館 株式会社小野建築研究所  (一財)日本建築センター NFNN-0865 平成15年11月17日

（仮称）丸運・共同施設共同ビル 株式会社竹中工務店  (一財)日本建築センター NFNB-0871 平成15年11月17日

岐阜県営公園世界淡水魚園水族館 有限会社ジー・エフ・エー  (一財)日本建築総合試験所 NFNB-0868 平成15年11月17日

明治大学駿河台B地区建物（仮称） 学校法人明治大学  (一財)日本建築センター HFNB-0870 平成15年11月17日

（仮称）麹町1丁目再開発ビル計画 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-0864 平成15年11月17日

バイオ・IT融合研究施設 独立行政法人産業技術総合研
究所  日本ERI(株) HNNN-0885 平成15年11月14日

（仮称）大森プロジェクト
東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

(一財)日本建築センター HNNF-0845 平成15年11月14日
住友商事株式会社 東京都中央区晴海1-8-11

モアグレース筒井 株式会社エムジーホーム  日本ERI(株) MNNN-0856 平成15年11月10日

（仮称）舞浜ホテル 東日本旅客鉄道株式会社千葉
支社  (一財)日本建築センター MFNN-0888 平成15年11月10日

（仮称）ヨドバシ「AKIBA」ビル レールシティ東開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0891 平成15年11月07日

（仮）三井倉庫（株）多魔境倉庫計画 三井倉庫株式会社  日本ERI(株) MNNN-0877 平成15年10月31日

白井　徹・定男　邸 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-0873 平成15年10月31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

新千里桜ヶ丘住宅4番館
株式会社竹中工務店大阪本店 大阪市中央区本町4丁目1番13

号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-0849 平成15年10月31日

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

新千里桜ヶ丘住宅3番館
株式会社竹中工務店大阪本店 大阪市中央区本町4丁目1番13

号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-0848 平成15年10月31日

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

新千里桜ヶ丘住宅2番館
株式会社竹中工務店大阪本店 大阪市中央区本町4丁目1番13

号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-0847 平成15年10月31日

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

（仮称）三国駅前計画（西棟）

株式会社エス・ディー・マネ
ジメント

東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-0876 平成15年10月31日藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

株式会社大京大阪支店 大阪市北区堂島2丁目2番2号

（仮称）横浜公園タワー 株式会社大和地所  (一財)日本建築センター HNNN-0874 平成15年10月31日

（仮称）銀座イースト計画 株式会社石井鐵工所  (一財)日本建築センター HNNN-0872 平成15年10月31日

（仮称）D&#039;グラフォート盛岡駅前・B棟 大和ハウス工業株式会社岩手
支店  日本ERI(株) MNNN-0858 平成15年10月29日

（仮称）D&#039;グラフォート盛岡駅前・A棟 大和ハウス工業株式会社岩手
支店  日本ERI(株) MNNN-0857 平成15年10月29日

（仮称)伊東マンションⅤ 伊東正孝_x000D_
伊東正治  (一財)日本建築センター MNNN-0853 平成15年10月29日

新千里桜ヶ丘住宅7番館
株式会社竹中工務店大阪本店 大阪市中央区本町4丁目1番13

号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-0852 平成15年10月29日

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

新千里桜ヶ丘住宅6番館 株式会社竹中工務店大阪本店 大阪市中央区本町4丁目1番13
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0851 平成15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

新千里桜ヶ丘住宅6番館 住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0851 平成15年10月29日

新千里桜ヶ丘住宅5番館
株式会社竹中工務店大阪本店 大阪市中央区本町4丁目1番13

号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-0850 平成15年10月29日

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

新千里桜ヶ丘住宅1番館
株式会社竹中工務店大阪本店 大阪市中央区本町4丁目1番13

号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-0846 平成15年10月29日

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

早稲田大学正門前整備工事α棟 学校法人早稲田大学  (一財)日本建築センター HNNN-0863 平成15年10月29日

（仮称）円山北1条PJ 住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部北海道事業部  日本ERI(株) HNNN-0862 平成15年10月29日

（仮称）大崎一丁目ビル
東銀リース株式会社金融サービ
ス部_x000D_
クロッシング特定目的会社　

 日本ERI(株) HNNN-0861 平成15年10月29日

（仮称）西巣鴨1丁目計画 西松建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-0860 平成15年10月29日

（仮称）D&#039;グラフォート盛岡駅前・C棟 大和ハウス工業株式会社岩手
支店  日本ERI(株) HNNN-0859 平成15年10月29日

虎4計画住宅棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0854 平成15年10月29日

（仮称）西新宿KSビル 財団法人鉄道弘済会  (一財)日本建築センター MFNN-0855 平成15年10月22日

白河三丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 白河三丁目地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0843 平成15年10月20日

（仮称）ラクシア品川港南 株式会社ジェイアール貨物・
不動産開発  (一財)日本建築センター HNNN-0842 平成15年10月20日

虎4計画事務所棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-0841 平成15年10月20日

（仮称）豊洲ISTビル アイ・エス・ティ開発有限会
社  (一財)日本建築センター NFNN-0840 平成15年10月15日

一条免震住宅D 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-0807 平成15年10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

一条免震住宅C 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-0806 平成15年10月08日

（仮称）竹中工務店東陽町計画 株式会社竹中工務店東京本店  (一財)日本建築センター NNNB-0844 平成15年10月01日

中部国際空港旅客ターミナルビル 中部国際空港株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0833 平成15年09月19日

富士スピードウェイメイングランドスタンド 富士スピードウェイ株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-0828 平成15年09月19日

千葉総合スポーツ公園市民球技場（仮称） 千葉市長　鶴岡啓一  (一財)日本建築センター NFNB-0829 平成15年09月19日

郵船航空サービス成田ロジスティックスセンター 郵船航空サービス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0838 平成15年09月19日

九州大学（医病）病棟・診療棟 九州大学  (一財)日本建築センター MNNN-0834 平成15年09月19日

新発田病院・リウマチセンター・新発田病院附属看護専門学校 新潟県病院局  日本ERI(株) MNNN-0831 平成15年09月19日

（仮称）ル・シェモア弁天島 セキスイハイム東海株式会社  日本ERI(株) MNNN-0825 平成15年09月19日

（仮称）東京青果秋葉原ビル 東京青果株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0837 平成15年09月19日

（仮称）港南2丁目住宅プロジェクト

株式会社エス・ディー・マネ
ジメント

東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

(一財)日本建築センター HNNN-0835 平成15年09月19日ニチモ株式会社 東京都豊島区東池袋1丁目33
番8号ダイヤ池袋ビル

藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

（仮称）玉造1丁目集合住宅 新星和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0832 平成15年09月19日

JR東京総合病院病棟 東日本旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0820 平成15年09月19日

（仮称）大拓メゾン関目マンション 株式会社大拓  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0817 平成15年09月19日

（仮称）東京ビル 株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内二丁目
7番1号 (一財)日本建築センター HNNB-0830 平成15年09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

（仮称）東京ビル
東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2

番2号
(一財)日本建築センター HNNB-0830 平成15年09月19日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
6番1号

（仮称）イトーピア西天満 伊藤忠都市開発株式会社  (一財)日本建築センター、(一
財)日本建築総合試験所 HFNN-0839 平成15年09月19日

（仮称）メディカルセンター 二番町開発特定目的会社  日本ERI(株) MNNN-0827 平成15年09月12日

三菱京都病院 有限会社ムラタ・メディカル
サービス  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0821 平成15年09月12日

豊洲駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 豊洲駅前地区市街地再開発組
合  日本ERI(株) HNNN-0826 平成15年09月12日

（仮称）シティタワー大通公園
東急不動産株式会社札幌支店 札幌市中央区北4条西3丁目1

番6号
日本ERI(株) HNNN-0823 平成15年09月12日

住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部北海道事業部

札幌市中央区大通西4丁目6番
8

（仮称）川口1丁目2番地区共同ビル 株式会社ジーエー建築設計社  (一財)日本建築センター HNNN-0818 平成15年09月12日

（仮称）TXビル 特定目的会社TX  (一財)日本建築センター HFNB-0822 平成15年09月12日

姶良総合運動公園体育館
姶良町総合運動公園体育館_x000D_
建築基本設計見直し及び実施設計_x000D_
古市徹雄都市建築研究所・山下設計_x000D_
設計共同体_x000D_
株式会社古市徹雄都市

 (一財)日本建築センター NFNN-0824 平成15年09月09日

大阪トヨペット株式会社本社ビル 大阪トヨペット株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-0819 平成15年09月09日

（仮称）ライオンズガーデン北鳥山新築計画 三井住友建設株式会社建築事
業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0809 平成15年09月09日

株式会社ナステック新社屋ビル 株式会社ナステック  (一財)日本建築センター NNNB-0812 平成15年09月03日

（仮称）浪速区スポーツサービスセンター・温水プール・アイススケ
ート場建設工事_x000D_（仮称）浪速区住宅サービスセンター建設工事 大阪市長　磯村隆文  (一財)日本建築センター NNNB-0811 平成15年09月03日

（仮称）深谷地区消防本部・深谷消防署庁舎 深谷市・岡部町共同事務組合  (一財)日本建築センター NFEB-0808 平成15年09月03日

（仮称）芝浦工業大学豊洲キャンパス校舎棟 学校法人芝浦工業大学  (一財)日本建築センター HNNN-0810 平成15年09月01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

旭化成・DXS 旭化成株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0796 平成15年08月27日

神田　靖・明浩邸 エス・バイ・エル株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0787 平成15年08月27日

（仮称）港南四丁目住宅団地（C棟） 住友不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-0816 平成15年08月27日

（仮称）港南四丁目住宅団地（B棟） 住友不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-0815 平成15年08月27日

（仮称）港南四丁目住宅団地（A棟） 住友不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-0814 平成15年08月27日

（仮称)和歌山ガーデン ダイワロイヤル株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0797 平成15年08月27日

（仮称）太平四丁目錦糸町開発計画

昭栄株式会社 東京都千代田区神田錦町壱丁
目弐番地壱

(一財)日本建築センター HNNN-0795 平成15年08月27日三井物産株式会社サービス事
業本部都市開発事業部

東京都千代田区大手町一丁目
2番1号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

（仮称）北堀江1丁目計画 住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0794 平成15年08月27日

（仮称）芝四丁目開発計画（住宅棟）カテリーナツインタワー（ウェ
スト） 日本ハウズイング株式会社  日本ERI(株) HNNN-0789 平成15年08月27日

（仮称）芝四丁目開発計画（住宅棟）カテリーナツインタワー（イー
スト） 日本ハウズイング株式会社  日本ERI(株) HNNN-0788 平成15年08月27日

白金一丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物建設工事・業務
棟

白金一丁目東地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNB-0813 平成15年08月27日

紅谷町三番地区優良建築物等整備事業建築物
紅谷町三番地再開発事業協議会_
x000D_
代表幹事　三協企業株式会社

 (一財)日本建築センター HFNN-0793 平成15年08月27日

町屋駅前南地区第一種市街地再開発ビル（仮称） 町屋駅前南地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HFNN-0786 平成15年08月27日

柏リフレッシュ公園コミュニティ施設 柏市長　本多　晃  (一財)日本建築センター NNNB-0803 平成15年08月20日

高崎駅西口北第二地区優良建築物等整備事業建築物
高崎駅西口北第二地区優良建築物
等整備事業施行者代表者_x000D_
高崎倉庫株式会社

 (一財)日本建築センター NFNN-0804 平成15年08月20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

科学技術高等学校（仮称） 横浜市建築局長　木下眞男  (一財)日本建築センター NFNN-0802 平成15年08月20日

（仮称）パークマンション千鳥ヶ淵（九段南2丁目計画） 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0805 平成15年08月19日

泉町1丁目南地区第一種市街地再開発事業 泉町1丁目南地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター NNNB-0792 平成15年08月12日

鶴岡市芸術文化総合展示場（仮称） 鶴岡市長　富塚陽一  (一財)日本建築センター NNNB-0791 平成15年08月12日

（仮称）NSDビル 株式会社日本システムディベ
ロップメント  (一財)日本建築総合試験所 NFNN-0785 平成15年08月12日

（仮称）加古川市立総合体育館 加古川運動公園市民スポーツ
サービス  (一財)日本建築センター NFNF-0790 平成15年08月12日

（仮称）リーベンデール南7条 株式会社藤井ビル  日本ERI(株) HNNN-0801 平成15年08月12日

新潟第2合同庁舎A棟 国土交通省北陸地方整備局  (一財)日本建築センター MNNN-0800 平成15年07月31日

財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院新病棟 財団法人仙台市医療センター  (一財)日本建築センター MNNN-0799 平成15年07月31日

財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院外来棟 財団法人仙台市医療センター  (一財)日本建築センター MNNN-0798 平成15年07月31日

ProLogis Parc Osaka Project プロロジス・パーク大阪有限
会社  日本ERI(株) MNNN-0775 平成15年07月31日

増田商事株式会社高知支店ビル 増田商事株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0782 平成15年07月31日

（仮称）三菱商事丸の内新オフィスビル 三菱商事株式会社  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNB-0783 平成15年07月31日

（仮称）バンベール豊橋Ⅲ 矢作地所株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0784 平成15年07月28日

赤坂四丁目薬研坂北地区第一種市街地再開発事業1街区施設建築物
赤坂四丁目薬研坂北地区第一種市
街地再開発事業_x000D_
個人施行者　積水ハウス株式会社

 日本ERI(株) HNNN-0778 平成15年07月28日

石川県立七尾高等学校 石川県知事　谷本正憲  (一財)日本建築センター NFEB-0780 平成15年07月23日

明治生命館街区再開発計画 明治生命保険相互会社  (一財)日本建築センター HNNB-0781 平成15年07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

（仮称）北青山3丁目テナントビル 株式会社ダイショウ・ティー
ディーエー  (一財)日本建築センター HNNB-0763 平成15年07月23日

（仮称）室町三井新館 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-0779 平成15年07月23日

芦屋競艇場　地下1階、1階、2階、3階及び4階 株式会社安井建築設計事務所  (一財)日本建築総合試験所 NNNF-0776 平成15年07月16日

新潟第2合同庁舎A棟 国土交通省北陸地方整備局  (一財)日本建築センター MFNN-0759 平成15年07月07日

神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業 神宮前四丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター MFNB-0767 平成15年07月07日

（仮称）なんばプロジェクト　港町2丁目マンション

三菱地所株式会社 大阪市北区天満橋一丁目8番3
0号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-0777 平成15年07月07日東京建物株式会社大阪支店 大阪市中央区北浜3丁目7番12
号

丸紅株式会社 大阪市中央区本町二丁目5番7
号

東京都市計画公園事業第5・6・15号芝公園宿泊棟 西武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0768 平成15年07月07日

（仮称）UDXビル計画（秋葉原3-1計画） ユーディーエックス特定目的
会社  (一財)日本建築センター HNNB-0774 平成15年07月07日

（仮称）大森プロジェクトB棟
東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目21

番2号
日本ERI(株) HNNN-0773 平成15年06月30日

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

（仮称）大森プロジェクトA棟
東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目21

番2号
日本ERI(株) HNNN-0772 平成15年06月30日

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11
号

（仮称）銀座8丁目計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0771 平成15年06月30日

（仮称）蒲田三丁目共同住宅 日本鋪道株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0769 平成15年06月30日

（仮称）スターツ新浦安ホテル スターツ株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-0770 平成15年06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

USJプロジェクトNO.10 株式会社ユー・エス・ジェイ  (一財)日本建築総合試験所 NNNF-0758 平成15年06月16日

(仮称)西条市総合福祉会館 西条市長　伊藤宏太郎  (一財)日本建築センター NFNN-0749 平成15年06月16日

（仮称）釧路市こども遊学館 釧路市長　伊東良孝  (一財)日本建築センター NFNB-0757 平成15年06月16日

（仮称）ラシュレ久米川 兼六土地建物株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0766 平成15年06月16日

（仮称）順天堂大学医学部附属練馬病院 学校法人順天堂  (一財)日本建築センター MNNN-0765 平成15年06月16日

労働福祉事業団　中部労災病院 労働福祉事業団  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0761 平成15年06月13日

岩手県立磐井病院及び南光病院 岩手県  (一財)日本建築センター MNNN-0756 平成15年06月13日

（仮称）千駄ヶ谷4丁目計画 株式会社プロパスト  (一財)日本建築センター MFNN-0753 平成15年06月13日

（仮称）クレッセント東京VIEW TOWER 三井住友建設株式会社建築事
業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0762 平成15年06月13日

（仮称）浦和駅西口南第四地区第一種市街地再開発事業施設建築物A棟 浦和駅西口南第四地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0751 平成15年06月13日

（仮称）梅田超高層プロジェクト鶴野町マンション
東京建物株式会社大阪支店 大阪市中央区北浜3丁目7番12

号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-0741 平成15年06月13日

丸紅株式会社 大阪市中央区本町二丁目5番7
号

時事通信本社ビル 株式会社時事通信社  (一財)日本建築センター HNNF-0764 平成15年06月13日

薬院大通り西地区第一種市街地再開発事業施設建築物住宅施設棟 都市基盤整備公団九州支社  (株)都市居住評価センター HNNN-0760 平成15年06月11日

オリックス弁天町計画 オリックス・リアルエステー
ト株式会社  日本ERI(株) HNNN-0744 平成15年06月11日

（仮称）江原センター 株式会社　クレディセゾン  (一財)日本建築センター MFNF-0755 平成15年06月03日

苫田ダム管理庁舎 中国地方整備局苫田ダム工事
事務所  (一財)日本建築センター MNNN-0750 平成15年05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

旧渋谷小学校跡地複合施設 渋谷区役所  (一財)日本建築センター MNNN-0746 平成15年05月28日

名古屋第一赤十字病院 日本赤十字社愛知県支部  (一財)日本建築センター MNNN-0745 平成15年05月28日

（仮称）港区港南3丁目計画 三井住友建設株式会社建築事
業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0754 平成15年05月28日

（仮称）ラクシア品川港南 株式会社ジェイアール貨物・
不動産開発  (一財)日本建築センター HNNN-0752 平成15年05月28日

(仮称)佐藤栄学園UECビル 学校法人佐藤栄学園  日本ERI(株) HNNN-0748 平成15年05月28日

東京医科歯科大学医歯学総合研究棟Ⅱ期 東京医科歯科大学  (一財)日本建築センター HNNN-0742 平成15年05月28日

品川駅東口B-3地区ビル（仮称） 株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ  (一財)日本建築センター NNNB-0735 平成15年05月23日

沖縄郵便貯金会館 日本郵政公社　  (一財)日本建築センター NNNB-0731 平成15年05月23日

川口栄町3丁目C地区第一種再開発事業施設建築物等 川口栄町3丁目C地区市街地再
開発事業個人施行者  (一財)日本建築センター NNNB-0729 平成15年05月23日

海岸通・エレガーノ神戸における超高層建築物 神明倉庫株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNN-0747 平成15年05月23日

大阪証券取引所ビル 平和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-0725 平成15年05月23日

（仮称）トッズ表参道 ホルパフ・ビー・ブイ  日本ERI(株) MNNN-0727 平成15年05月21日

（仮称）港区芝浦二丁目計画（B敷地） 三井不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-0737 平成15年05月21日

（仮称）港区芝浦二丁目計画（A敷地） 三井不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-0736 平成15年05月21日

（仮称）(株)新藤両国本社ビル 東京保全株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0740 平成15年05月19日

慶應義塾大学（三田）新校舎（仮称） 慶應義塾理事長　安西祐一郎  (一財)日本建築センター MFNN-0739 平成15年05月19日

NTTさいたま新都心ビル（仮称） 東日本電信電話株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-0738 平成15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

新潟総合テレビ新社屋 株式会社新潟総合テレビ  (一財)日本建築センター NFNB-0743 平成15年05月15日

熊本北郵便局(仮称) 日本郵政公社  (一財)日本建築センター NNNF-0706 平成15年05月14日

(仮称)茅野新市民会館 茅野市長　矢崎和広  (一財)日本建築センター NNNB-0716 平成15年05月14日

(仮称)新2･3号館 学校法人大東文化学園  (一財)日本建築センター NFNN-0721 平成15年05月14日

麹町ダイヤモンドビル ダイヤモンド不動産株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-0717 平成15年05月14日

（仮称）ネオマイム高根町 株式会社松尾工務店  (一財)日本建築センター MNNN-0732 平成15年05月14日

(仮称)子どもの夢を育む施設・NHK福島新放送会館
日本放送協会福島放送局 福島県福島市北五老内町1-5

(一財)日本建築センター MNNB-0715 平成15年05月14日
福島市 福島県福島市五老内町3-1

（仮称）ファミール中之島タワー 丸紅株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0734 平成15年05月14日

(仮称)湊町1丁目集合住宅 近鉄不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0713 平成15年05月14日

三島本町地区優良建築物 高層棟 三島本町地区優良建築物建設
組合  (一財)日本建築センター HFNN-0730 平成15年05月14日

東京工業大学（すずかけ台）総合研究棟 東京工業大学  (一財)日本建築センター HFNN-0710 平成15年05月14日

(仮称)鹿島ウエストビル計画 鹿島建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-0719 平成15年05月13日

大阪駅前西地区ビル（イースト棟） 株式会社竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 HFNN-0703 平成15年05月12日

（仮称）渚ガーデン・タワーズプロジェクトBブロック4番館 株式会社アーバンコーポレイ
ション  日本ERI(株) HNNN-0733 平成15年05月01日

鹿島OBPビル 鹿島建設株式会社関西支店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0728 平成15年05月01日

(仮称)名古屋東ビル 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25
番1号 (一財)日本建築センター HNNB-0695 平成15年04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

(仮称)名古屋東ビル エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

愛知県名古屋市中区錦一丁目
16番20号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNB-0695 平成15年04月23日

(仮称)ダイヤモンドシティ・キリン広島ショッピングセンター駐車場棟 麒麟麦酒株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-0636 平成15年04月22日

マブチモーター株式会社新社屋 マブチモーター株式会社  (一財)日本建築センター MFNB-0701 平成15年04月22日

(仮称)掛川マンション 株式会社川島組  日本ERI(株) MNNN-0724 平成15年04月17日

徳島赤十字病院 日本赤十字社徳島県支部  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0718 平成15年04月17日

栃木県庁本館（曳家及び改修） 栃木県  (一財)日本建築センター MNNN-0712 平成15年04月17日

千葉駅西口再開発ビル（仮称） 千葉市  (一財)日本建築センター MFNN-0723 平成15年04月17日

Jonai TOWER みくに産業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0722 平成15年04月17日

(仮称)川口4丁目第3地区共同住宅 株式会社リクルートコスモス
北関東支社  日本ERI(株) HNNN-0720 平成15年04月17日

川口1丁目1番第一種市街地再開発事業分譲住宅棟 川口1丁目市街地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0714 平成15年04月17日

(仮称)麻布十番2丁目計画 豊田通商株式会社  日本ERI(株) HNNN-0711 平成15年04月17日

三井ホーム免震住宅システムM-400 三井ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0691 平成15年04月07日

セキスイハウスB免震住宅 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0674 平成15年04月07日

(仮称)高麗橋ビル オリックス・リアルエステー
ト株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-0700 平成15年03月28日

しもきた克雪ドーム(仮称) 青森県  (一財)日本建築センター MFNF-0705 平成15年03月28日

(仮称)日本橋一丁目計画（A街区） 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁
目1番1号 (一財)日本建築センター HNNB-0697 平成15年03月28日

長野市消防局庁舎 長野市消防局  (一財)日本建築センター MNNN-0693 平成15年03月25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

(仮称)亀田総合病院K棟 医療法人鉄蕉会亀田総合病院  (一財)日本建築センター MNNN-0707 平成15年03月17日

NHK神戸新放送会館 日本放送協会神戸放送局  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0702 平成15年03月17日

(仮称)広島市民病院新棟（外来診療棟・東病棟） 広島市  日本ERI(株) MNNN-0696 平成15年03月17日

(仮称)秋葉原ダイビル ダイビル株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0709 平成15年03月17日

(仮称)新シャルム浜松町 大成建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0708 平成15年03月17日

(仮称)株式会社村田製作所神足東事業所(第1期） 株式会社村田製作所  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0694 平成15年03月17日

(仮称)池之端2丁目計画 株式会社サンウッド  (一財)日本建築センター HNNN-0692 平成15年03月17日

ちば県民保健予防財団ビル 財団法人千葉県医療センター  日本ERI(株) MNNN-0687 平成15年03月14日

永田智章・覚邸 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-0683 平成15年03月14日

NHK新山口放送会館 日本放送協会山口放送局  (一財)日本建築センター MNNN-0681 平成15年03月14日

（仮称）レオパレスフラット名古屋新栄 株式会社レオパレス21  (一財)日本建築センター HNNN-0704 平成15年03月14日

長岡京駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物住宅南棟 長岡京駅西口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0699 平成15年03月14日

(仮称)銀座8丁目計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0690 平成15年03月14日

(仮称)上智大学新2号館 学校法人上智学院  日本ERI(株) HNNN-0688 平成15年03月14日

JR琴似駅北口地区第1種市街地再開発事業施設建築物（住宅棟） JR琴似駅北口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0679 平成15年03月14日

(仮称)三谷サイエンスパーク辰口第二棟 三谷産業株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0678 平成15年03月13日

岐阜県警察本部庁舎 岐阜県知事　梶原　拓  (一財)日本建築センター MFNN-0698 平成15年03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

(仮称)杏林大学医学部付属病院・手術棟建設計画 学校法人杏林学園  (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MFNN-0676 平成15年03月13日

(仮称)プラザウエスト さいたま市  (一財)日本建築センター NNNB-0685 平成15年03月10日

鏡野町立鏡野中学校校舎棟 岡山県苫田郡鏡野町役場  (一財)日本建築センター NNNB-0682 平成15年03月10日

羽村市生涯学習施設(仮称)西棟 羽村市市長　並木　心  (一財)日本建築センター NNNB-0673 平成15年03月10日

Wプロジェクト 本田技研工業株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0672 平成15年03月10日

一条免震住宅C 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-0649 平成15年03月10日

(仮称)神宮前四丁目地区第一種市街地再開発事業 神宮前四丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター MFNB-0686 平成15年03月10日

(仮称)アイムふじみ野5期タワー東館 東武鉄道株式会社  日本ERI(株) HNNN-0689 平成15年03月10日

(仮称)横浜西平沼プロジェクト オリックス・リアルエステー
ト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0677 平成15年03月10日

六本木三丁目計画 中央三井信託銀行株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-0684 平成15年03月10日

富士ソフトＡＢＣ桜木町ビル（仮称） 富士ソフトＡＢＣ株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-0657 平成15年03月10日

(仮称)丸の内1丁目1街区開発計画D棟 中央不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFEB-0668 平成15年03月10日

(仮称)バンベール向山公園 矢作地所株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0663 平成15年02月28日

(仮称)東海大学医学部付属病院新病院 学校法人東海大学  (一財)日本建築センター HNNN-0680 平成15年02月28日

金沢大学医学部附属病院中央診療棟・外来診療棟 金沢大学  (一財)日本建築センター MNNN-0664 平成15年02月24日

榛原総合病院 榛原総合病院組合  (一財)日本建築センター MNNN-0661 平成15年02月24日

シティタワー四天王寺 ツーワン技研株式会社 大阪市中央区南船場2-4-8 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0671 平成15年02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

シティタワー四天王寺 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0671 平成15年02月24日

(仮称)与力町集合住宅（与力町西地区） 近鉄不動産株式会社  日本ERI(株) HNNN-0669 平成15年02月24日

(仮称)箕面船場東タワー 株式会社ビケンテクノ  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0666 平成15年02月24日

(仮称)天満ロジュマン 松下興産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0665 平成15年02月24日

ルミナス東大島 日本勤労者住宅協会  日本ERI(株) MNNN-0667 平成15年02月17日

市立西脇病院 西脇市  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0646 平成15年02月12日

室町一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 室町一丁目地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0662 平成15年02月07日

(仮称)NCH中央街区A棟 三井不動産株式会社横浜支店  (一財)日本建築センター HNNN-0660 平成15年02月07日

(仮称)直島福武財団美術館 福武信子  (一財)日本建築センター NNNF-0670 平成15年01月28日

(仮称)渋谷桜丘ビル 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0659 平成15年01月28日

千種台センター地区(仮称) 名古屋市住宅供給公社  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-0648 平成15年01月28日

(仮称)麹町1丁目再開発ビル計画 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-0644 平成15年01月28日

津島市民病院(病棟増築) 津島市長　水谷　尚  (一財)日本建築センター MNNN-0656 平成15年01月27日

信濃毎日新聞社本社ビル 信濃毎日新聞株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0658 平成15年01月27日

(仮称)H・M・C施設その２

ヒューマンケアアンドメンタ
ルヘルス株式会社 兵庫県加東郡社町畑640-11

(一財)日本建築センター NNNF-0655 平成15年01月17日
宗教法人念佛宗三寶山無量壽
寺

京都府京都市西京区嵐山山の
下町22-17

(仮称)港北NTセンター北SC 港北エス・シー特定目的会社  (一財)日本建築センター NNNB-0645 平成15年01月17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

(仮称)舞浜ホテル 東日本旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0647 平成15年01月17日

TKC高根沢事業所 株式会社TKC  (一財)日本建築センター MNNN-0652 平成15年01月15日

(仮称)所沢寿町西地区共同ビル 株式会社ジーエー建築設計社  日本ERI(株) HNNN-0654 平成15年01月15日

(仮称)渚ガーデン・タワーズプロジェクトBブロック4番館 株式会社アーバンコーポレイ
ション  日本ERI(株) HNNN-0653 平成15年01月15日

(仮称)橋本6丁目東町地区共同ビル 株式会社ジーエー建築設計社  (一財)日本建築センター HNNN-0651 平成15年01月15日

(仮称)大阪市西区京町堀1丁目集合住宅
阪急不動産株式会社 大阪市北区角田町1番1号東阪

急ビルディング内
(一財)日本建築センター HNNN-0650 平成15年01月15日

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1番1号

マルビル札幌 株式会社マル  日本ERI(株) HNNN-0642 平成15年01月15日

(仮称)ディーグラフォート神戸三宮 大和ハウス工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0639 平成14年12月26日

(仮称)サントリー東京新ビル サントリー株式会社  (一財)日本建築センター MNNB-0637 平成14年12月25日

(仮称)国際医療福祉大学附属熱海病院 学校法人国際医療福祉大学  (一財)日本建築センター MFNN-0638 平成14年12月25日

神保町一丁目南部地区第一種市街地再開発事業東棟 神保町一丁目南部地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNB-0641 平成14年12月25日

(仮称)丸の内1丁目1街区（東京駅丸の内北口）開発計画B・C棟

株式会社丸ノ内ホテル 東京都千代田区丸の内1-6-3

(一財)日本建築センター HNNB-0640 平成14年12月25日日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-2-2

三菱地所株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7
番3号

京阪くずはEブロック集合住宅B棟 京阪電気鉄道株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNN-0632 平成14年12月25日

東京国際空港（羽田）東旅客ターミナルビル 日本空港ビルデング株式会社  (一財)日本建築センター NFNB-0633 平成14年12月20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

(仮称)秋田拠点センター

社会福祉法人晃和会 秋田県秋田市太平八田字藤の
﨑231番地の3

(一財)日本建築センター NFEB-0635 平成14年12月20日

株式会社シグマ 秋田県男鹿市船越字船越285
番地

パーク24株式会社 東京都品川区西五反田一丁目
18番9号

秋田新都心ビル株式会社 秋田県秋田市楢山本町7番45
号

秋田市長　佐竹敬久 秋田県秋田市山王一丁目1番1
号

伊藤忠都市開発中央区今橋マンション 伊藤忠都市開発株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HFNN-0643 平成14年12月20日

(仮称)ネットワーク時刻情報認証高度化施設(東棟） 独立行政法人通信総合研究所  (一財)日本建築センター MNNN-0634 平成14年12月19日

苫田ダム管理庁舎 国土交通省中国地方整備局苫
田ダム工事事務所  (一財)日本建築センター MNNN-0626 平成14年12月19日

（仮称）プルデンシャル生命保険仙台カスタマーサービスセンター プルデンシャル生命保険株式
会社  日本ERI(株) MNNN-0623 平成14年12月19日

(仮称)ビ・ウェル鷹匠町 和建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0616 平成14年12月19日

名古屋大学医学部附属病院中央診療棟 名古屋大学  (一財)日本建築センター MNNN-0615 平成14年12月19日

(仮称)西町マンション 西町一丁目地区優良建築物等
整備事業協議会  (一財)日本建築センター MNNN-0614 平成14年12月19日

(仮称)虎ノ門5丁目計画 森ビル株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0629 平成14年12月19日

ライオンズタワー月島 株式会社大京  日本ERI(株) HNNN-0628 平成14年12月19日

（仮称）白島中町マンション 株式会社アーバンコーポレイ
ション  日本ERI(株) HNNN-0624 平成14年12月19日

（仮称）白河・三好地区第一種市街地再開発事業施設建築物 白河・三好地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0622 平成14年12月19日

御幸町伝馬町第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 御幸町伝馬町第一地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0618 平成14年12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

(仮称)ファミール守口 丸紅株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0617 平成14年12月19日

和歌山マリーナシティレジデンスⅠ 三井建設株式会社大阪支店  (一財)日本建築センター HNNN-0611 平成14年12月19日

(仮称)江戸川区西小岩一丁目計画 三井建設株式会社建設事業本
部  (一財)日本建築センター HNNN-0610 平成14年12月19日

ひぐらしの里西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 ひぐらしの里西地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HFNN-0621 平成14年12月18日

ピュア本社ビル 株式会社ピュア  (株)都市居住評価センター MNNN-0630 平成14年12月16日

武田薬品第8技術棟 武田薬品工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0631 平成14年12月12日

(仮称)品川区西五反田三丁目集合住宅 東京急行電鉄株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0608 平成14年12月12日

(仮称)藤和東日暮里5丁目共同住宅計画

株式会社エス・ディー・マネ
ジメント

東京都中央区八重洲二丁目3
番13号

日本ERI(株) HNNN-0607 平成14年12月12日
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3

番13号

オリゾンマーレ有明 株式会社プロパスト  日本ERI(株) HNNN-0619 平成14年12月10日

(仮称)グローリオタワー元町 前田建設工業株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0613 平成14年12月09日

竹ノ塚駅西口南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 竹ノ塚駅西口南地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0603 平成14年12月05日

(仮称)品川区平塚3丁目マンション計画 三菱地所株式会社住宅開発事
業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0596 平成14年12月05日

南池袋三丁目地区福祉基盤等整備事業建築物 財団法人首都圏不燃建築公社  (一財)日本建築センター HNNN-0625 平成14年12月02日

(仮称)太平四丁目錦糸町開発計画

昭栄株式会社 東京都千代田区神田錦町一丁
目2番地1

(一財)日本建築センター HNNB-0604 平成14年12月02日三井物産株式会社物資開発本
部開発建設部

東京都千代田区大手町一丁目
2番1号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9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

宮崎県全天候型運動施設(仮称) 宮崎県  (一財)日本建築センター MFNN-0627 平成14年11月29日

(仮称)東品川3丁目計画 五洋建設株式会社東京支社  日本ERI(株) HNNN-0620 平成14年11月29日

(仮称)船橋本町4丁目共同ビル計画
総合住宅販売株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町二

丁目1番1号
(一財)日本建築センター HNNN-0609 平成14年11月29日

総合地所株式会社 東京都港区東新橋二丁目18番
3号

(仮称)天王洲計画 株式会社サンウッド  (一財)日本建築センター HFNN-0612 平成14年11月29日

東京大学医学部総合研究棟（Ⅱ期） 東京大学  (一財)日本建築センター HNNN-0605 平成14年11月26日

(仮称)日本橋浜町三丁目西部地区第一種市街地再開発事業施設建築物 日本橋浜町三丁目西部地区市
街地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0594 平成14年11月18日

岡山市駅元町地区第二種市街地再開発事業(第2工区)特定施設建築物 大成建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNF-0591 平成14年11月15日

岐阜県総合医療センター(仮称) 岐阜県知事　梶原　拓  (一財)日本建築センター MNNN-0606 平成14年11月12日

(仮称)オリックス伏見ビル計画 オリックス・リアルエステー
ト株式会社  日本ERI(株) MNNN-0595 平成14年11月12日

(仮称)船橋北口マンション計画 野村不動産株式会社住宅カン
パニー  日本ERI(株) HNNN-0597 平成14年11月12日

(仮称)新大橋リバーサイド計画

株式会社エス・ディー・マネ
ジメント 東京都中央区八重洲2-3-13

日本ERI(株) HNNN-0592 平成14年11月12日
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目3

番13号

(仮称)京都北都信用金庫店舗・事務センター 京都北都信用金庫  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0593 平成14年11月07日

(仮称)舞浜ホテル 東日本旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0577 平成14年11月07日

ライオンズタワー千種 株式会社大京名古屋支店  (一財)日本建築センター HNNN-0602 平成14年11月07日

山之口A地区第一種市街地再開発事業 日選開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0601 平成14年11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

(仮称)ルネJR尼崎駅前 総合地所株式会社大阪支店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0587 平成14年11月07日

門司港地区拠点文化施設(仮称) 福岡県建築都市部営繕課  (一財)日本建築センター NNNB-0599 平成14年11月06日

(仮称)長崎県新美術館 長崎県土木部建築課  (一財)日本建築センター NFNF-0600 平成14年11月06日

(仮称)麻布パインクレスト 大林不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0598 平成14年11月06日

(仮称)住友不動産麹町駅前ビル 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0590 平成14年11月05日

住川信郎邸 三井ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0589 平成14年11月05日

森川　一様邸 森川　一  (一財)日本建築センター MNNN-0582 平成14年11月05日

三共(株)研究総務部 研究E棟 三共株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0584 平成14年10月28日

(仮称)丸の内1丁目1街区（東京駅丸の内北口）開発計画A棟

株式会社丸ノ内ホテル 東京都千代田区丸の内1-6-3

(一財)日本建築センター HFNB-0581 平成14年10月28日三菱地所株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7
番3号

日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1丁目2
番2号

(仮称)グランドメゾン大手通一丁目 積水ハウス株式会社大阪マン
ション事業部  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0554 平成14年10月25日

GLOBAL GARDEN CITY-A棟- 内田千鶴  (一財)日本建築センター MNNN-0588 平成14年10月21日

(仮称)東山マンション 佐々木賢智  (一財)日本建築センター MNNN-0575 平成14年10月21日

(仮称)グランフラッツ千住旭町 株式会社ワールドスクエア  日本ERI(株) MNNN-0573 平成14年10月21日

(仮称)アサヅマ産業ビル 株式会社アサヅマ産業  (一財)日本建築センター HNNN-0583 平成14年10月21日

(仮称)メゾンドール都島Ⅰ クボタメゾン株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0571 平成14年10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

シティコーポ上小田井(仮称) 名古屋市住宅供給公社  (一財)日本建築センター MNNN-0578 平成14年10月15日

(仮称)高井戸N2プロジェクト 株式会社竹中工務店東京本店  (一財)日本建築センター MNNN-0574 平成14年10月15日

池袋免震検証棟 住友不動産ホーム株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0567 平成14年10月09日

(仮称)西池袋プロジェクト
ダイア建設株式会社 東京都新宿区新宿6丁目28番7

号
(一財)日本建築センター HNNN-0570 平成14年10月09日

キクエイビル株式会社 東京都豊島区西池袋5丁目5番
5号

シエールタワー小倉 株式会社竹中工務店九州支店  日本ERI(株) HNNN-0568 平成14年10月09日

(仮称)クレストフォルム港南三丁目計画 三井建設株式会社建築事業本
部  (一財)日本建築センター HNNN-0566 平成14年10月09日

（仮称）新宿7丁目計画　住宅棟

エフ・ティー都市開発株式会
社 東京都中央区八重洲2-3-13

(一財)日本建築センター HFNN-0586 平成14年10月09日
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2丁目3番

13号

(仮称)トヨタ自動車技術新設計棟 トヨタ自動車株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0579 平成14年10月07日

(仮称)パークマンション千鳥が淵(九段南2丁目計画) 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0585 平成14年10月07日

ライオンズタワー仙台広瀬 株式会社大京東北支店  (一財)日本建築センター HFNN-0580 平成14年10月07日

東京ダイヤビルディング(増築） 三菱倉庫株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0572 平成14年10月02日

(仮称)汐留浜離宮サイドプロジェクト

森産業トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目3番17
号

(一財)日本建築センター HNNN-0576 平成14年10月02日住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号

森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目3番17
号

(仮称)ノルデンタワー新大阪アネックス 北建設株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0561 平成14年09月26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

白金一丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物建設工事・住宅
棟（超高層住宅棟） 株式会社梓設計  (一財)日本建築センター HNNN-0559 平成14年09月25日

(仮称)小石川2丁目マンション計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0569 平成14年09月20日

(株)東電通本社ビル 株式会社　東電通  (一財)日本建築センター MFNN-0564 平成14年09月20日

(仮称)澁澤シティプレイス永代 澁澤倉庫株式會社  (一財)日本建築センター HNNN-0565 平成14年09月20日

(仮称)室町三井新館計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0560 平成14年09月20日

神戸市水道局西部センター新庁舎 神戸市水道事業管理者　小倉
晉  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0558 平成14年09月18日

(仮称)西新宿4丁目計画 住友不動産株式会社マンション
事業本部東京開発管理第一部  日本ERI(株) HNNN-0557 平成14年09月18日

(仮称)ユニマット渋谷1丁目ビル 株式会社　ユニマット不動産  (一財)日本建築センター NNNB-0563 平成14年09月05日

(仮称)交詢ビルヂング 財団法人　交詢社  (一財)日本建築センター NNNB-0562 平成14年09月05日

榛原総合病院 榛原総合病院組合  (一財)日本建築センター MNNN-0555 平成14年08月23日

野中和夫様・安子様邸 野中和夫  (一財)日本建築センター MNNN-0552 平成14年08月23日

左奈田三郎邸 株式会社テクノウェーブ  (一財)日本建築センター MNNN-0545 平成14年08月23日

13-ウェルブ六甲道4番街再開発ビル 都市基盤整備公団関西支社  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-0553 平成14年08月23日

松江市立病院 松江市立病院  (一財)日本建築センター MNNN-0551 平成14年08月22日

(仮称)幕張ベイタウンSH-3④街区新築工事(A棟) 幕張シティ株式会社  日本ERI(株) MNNN-0540 平成14年08月22日

済生会滋賀県病院 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部滋賀県済生会  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0538 平成14年08月22日

(仮称)新長田駅南地区大橋6工区再開発ビル 神戸市都市計画局長
伊賀俊昭  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0542 平成14年08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

(仮称)幕張ベイタウンSH-3④街区新築工事(B棟) 幕張シティ株式会社  日本ERI(株) HNNN-0541 平成14年08月22日

(仮称)住友生命中之島ビル 住友生命保険相互会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0539 平成14年08月22日

膜材料を屋根に用いた建築物における主要構造部の構造方法 太陽工業株式会社　他２２社   NFNN-9931 平成14年08月20日

(仮称)江東区越中島計画 清水建設株式会社  (一財)日本建築センター MFEB-0556 平成14年08月20日

(仮称)大同生命霞が関ビル 竹中･大林･大成･清水･錢高･
西松協同企業体  (一財)日本建築センター HFNF-0548 平成14年08月19日

(仮称)NEC玉川ルネッサンスシティ(Ⅱ) 日本電気株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0543 平成14年08月15日

旭化成・DXS、旭化成・DXS-W 旭化成株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0544 平成14年08月09日

一条免震住宅D 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-0527 平成14年08月09日

一条免震住宅C 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-0526 平成14年08月09日

(仮称)港南3丁目プロジェクト 株式会社錢高組東京支社  日本ERI(株) HNNN-0535 平成14年08月09日

(仮称)ホテルモントレ仙台 株式会社丸糸商店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0534 平成14年08月09日

国領駅北地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 国領駅北地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築センター HNNN-0528 平成14年08月02日

(仮称)川口本町4丁目第4地区共同ビル 株式会社ジーエー建築設計社  (一財)日本建築センター HNNN-0525 平成14年08月02日

(仮称)三軒茶屋2丁目計画 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0522 平成14年08月02日

(仮称)熱海Jプロジェクト21新築工事 日本ジャンボー株式会社  日本ERI(株) HNNN-0520 平成14年08月02日

(仮称)JV深沢計画D棟 株式会社長谷工コーポレーシ
ョン  (一財)日本建築センター MNNN-0537 平成14年07月30日

(仮称)池之端2丁目計画 株式会社サンウッド  (一財)日本建築センター HNNN-0532 平成14年07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

赤坂一丁目計画 興和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0529 平成14年07月30日

銀泉備後町ビル 銀泉株式会社  (一財)日本建築センター NNNF-0550 平成14年07月29日

白寿本社ビル 株式会社白寿生科学研究所  (一財)日本建築センター NFNN-0549 平成14年07月29日

三宿(13)中病建替 東京防衛施設局  (一財)日本建築センター NFNN-0547 平成14年07月29日

樹海公園体育館 秋田県大館市長  (一財)日本建築センター NFEF-0546 平成14年07月29日

(仮称)虎門琴平タワー
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-

1
(一財)日本建築センター HFNN-0533 平成14年07月29日

株式会社虎門琴平会館ビル 東京都港区虎ノ門1丁目2番8
号

石田健邸 株式会社テクノウェーブ  (一財)日本建築センター MNNN-0521 平成14年07月25日

(仮称)下丸子プロジェクト新築工事C棟 三菱商事株式会社  日本ERI(株) HNNN-0517 平成14年07月22日

(仮称)下丸子プロジェクト新築工事B棟 三菱商事株式会社  日本ERI(株) HNNN-0516 平成14年07月22日

(仮称)下丸子プロジェクト新築工事A棟 三菱商事株式会社  日本ERI(株) HNNN-0515 平成14年07月22日

(仮称)ルネ青山ビル 総合地所株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-0536 平成14年07月15日

北千住駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物建設工事2街区 北千住駅西口地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター NFNN-0531 平成14年07月15日

学校法人産業能率大学代官山校舎 学校法人産業能率大学  (一財)日本建築センター MFNN-0530 平成14年07月15日

社会福祉法人上伊那福祉協会特別養護老人ホーム栃の木荘（仮称） 社会福祉法人上伊那福祉協会  (一財)日本建築センター MNNN-0513 平成14年07月09日

(仮称)汐留B街区アルダニー三井棟・松下電工棟 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-0514 平成14年07月08日

秋田県立総合武道館(仮称) 秋田県  (一財)日本建築センター NFNN-0524 平成14年07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

DoCoMo九州福岡新ビル(仮称) 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ九州  (一財)日本建築センター HFNB-0523 平成14年07月05日

(仮称）伊東マンションⅣ 伊東正孝  (一財)日本建築センター MNNN-0510 平成14年07月03日

公立豊岡病院 公立豊岡病院組合  (一財)日本建築センター MNNN-0507 平成14年07月03日

北堀江シティタワー

エス・エフ・プロパティーズ
株式会社

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-0512 平成14年07月03日
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4

番1号

(仮称)横浜メディアセンター 横浜メディアセンター建設協
議会  日本ERI(株) HNNN-0496 平成14年07月03日

バンダイ新本社ビル 株式会社バンダイ  (一財)日本建築センター HFNN-0509 平成14年07月03日

呉市海事博物館(仮称) 呉市長　小笠原臣也  (一財)日本建築センター NNNB-0519 平成14年06月24日

盛岡駅西口複合施設(仮称） 岩手県  (一財)日本建築センター MFEB-0506 平成14年06月24日

(仮称)ライオンズタワー四つ橋 株式会社大京  (一財)日本建築総合試験所 HFNN-0518 平成14年06月24日

(仮称）浜松町一丁目プロジェクト
東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21

番2号
(一財)日本建築センター HFNF-0508 平成14年06月24日

東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷一丁目16番
14号

(仮称）目黒マンション 東電不動産管理株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0511 平成14年06月21日

(仮称)YTビル 東京海上火災保険株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0502 平成14年06月20日

榊原記念病院 財団法人日本心臓血圧研究振
興会  (一財)日本建築センター MNNN-0500 平成14年06月20日

産業能率大学代官山校舎 学校法人　産業能率大学  (一財)日本建築センター MNNN-0495 平成14年06月20日

(仮称）大崎5丁目マンション 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0497 平成14年06月20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

(仮称)グランシティ横濱山下公園Ⅱ 日本綜合地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0492 平成14年06月17日

(仮称）ロイヤルアーク鶴見タワー 栄泉不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0490 平成14年06月17日

松屋ビル本社 株式会社松屋ビル  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0487 平成14年06月17日

青山ライズスクエアビル 株式会社青山ライズスクエア  (一財)日本建築センター NNNB-0503 平成14年06月14日

厚生労働省上石神井庁舎 国土交通省関東地方整備局長  (一財)日本建築センター NFNN-0505 平成14年06月14日

(仮称)鶴川青戸ビル 青戸　正  (一財)日本建築センター MFNN-0504 平成14年06月14日

勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 ミサワシティ株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-0494 平成14年06月14日

NTTDoCoMo墨田ビル(仮称) 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ  (一財)日本建築センター HFNB-0493 平成14年06月14日

(仮称）リベルテⅡ 彦田庸雄  (一財)日本建築センター MNNN-0491 平成14年06月06日

(仮称）下丸子プロジェクト(D棟) 三菱商事株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0498 平成14年06月05日

(仮称)新2･3号館 学校法人大東文化学園  (一財)日本建築センター NFNN-0499 平成14年06月05日

(仮称)オリコ大阪今福東ビル 株式会社オリエントコーポレ
ーション  (一財)日本建築センター MFNN-0501 平成14年06月05日

京都大学100周年時計台記念館 京都大学  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0474 平成14年05月29日

秋葉原3-2街区計画
鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-2-7

日本ERI(株) HNNN-0489 平成14年05月29日
レールシティ東開発株式会社 東京都渋谷区千駄ケ谷5-27-9

13-千種駅南地区(再)A棟(民開) 都市基盤整備公団中部支社  (一財)日本建築センター HNNN-0488 平成14年05月24日

(仮称)長谷工高輪一丁目開発計画 株式会社長谷工コーポレーシ
ョン  (一財)日本建築センター HNNN-0482 平成14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

(仮称）芝3丁目計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0481 平成14年05月24日

(仮称）港南4丁目分譲マンション計画 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0480 平成14年05月24日

野村ステイツ支倉町 野村不動産株式会社仙台支店  (一財)日本建築センター MNNN-0486 平成14年05月22日

(仮称)室町三井新館計画 三井不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0479 平成14年05月22日

明治大学駿河台B地区建物（仮称） 学校法人　明治大学  (一財)日本建築センター HFNB-0473 平成14年05月22日

旭化成・DXS、旭化成・DXS-W 旭化成株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0477 平成14年05月21日

DoCoMo九州大分ビル（仮称） 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ九州  (一財)日本建築センター MNNN-0476 平成14年05月21日

高知医療センター 高知県･高知市病院組合  (一財)日本建築センター MNNN-0475 平成14年05月21日

一条免震住宅B 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-0472 平成14年05月21日

一条免震住宅A 株式会社一条工務店  (一財)日本建築センター MNNN-0471 平成14年05月21日

(仮称)橋本6丁東町地区共同ビルNO.2 株式会社ジーエー建築設計社  (一財)日本建築センター HNNN-0467 平成14年05月21日

(仮称)橋本6丁東町地区共同ビルNO.1 株式会社ジーエー建築設計社  (一財)日本建築センター HNNN-0466 平成14年05月21日

無耐火被覆ＣＦＴ柱を用いた建築物の主要構造部の構造方法 社団法人新都市ハウジング協
会   NFNN-9926 平成14年05月17日

野々市町新庁舎 野々市町長　安田彦三  (一財)日本建築センター NFEB-0485 平成14年05月17日

(仮称）ルミナス東大島 日本勤労者住宅協会  日本ERI(株) MNNN-0470 平成14年05月15日

(仮称)Iビル 株式会社一如社  (一財)日本建築センター MFNN-0483 平成14年05月15日

(仮称)グランアルト天神計画 株式会社大京 東京都渋谷区千駄ケ谷4丁目2
4番13号 日本ERI(株) HNNN-0469 平成14年05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

(仮称)グランアルト天神計画 住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部九州事業本部

福岡市博多区博多駅前1丁目2
番5号 日本ERI(株) HNNN-0469 平成14年05月15日

札幌南三条計画 株式会社ゼファー  (一財)日本建築センター NNNB-0484 平成14年05月13日

新国立美術展示場（ナショナル・ギャラリー） 文部科学省大臣官房文教施設
部  (一財)日本建築センター MFEB-0478 平成14年05月13日

大阪駅前西地区ビル（ウエスト棟） 株式会社竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0463 平成14年05月09日

蒲田新棟(仮称） 富士通株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0468 平成14年05月01日

(仮称)東品川四丁目第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物
業務C棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0460 平成14年05月01日

自治会館(仮称) 財団法人　特別区協議会  (一財)日本建築センター HNNN-0459 平成14年05月01日

府中駅南口第三地区第一種市街地再開発事業施設建築物 府中駅南口第三地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0458 平成14年05月01日

大阪証券取引所ビル 平和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-0465 平成14年05月01日

（仮称）コンフォート熊谷銀座「ザ・タワー」 株式会社江田組  (一財)日本建築センター MNNN-0457 平成14年04月23日

（仮称）ＹＳＤ新東京センター ヤマトシステム開発株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0455 平成14年04月23日

三浦市立病院 三浦市長　小林一也  (一財)日本建築センター MNNN-0450 平成14年04月23日

（仮称）大路中央地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 大路中央地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0464 平成14年04月23日

(仮称)東品川四丁目第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物
オフィス複合棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0462 平成14年04月23日

(仮称)東品川四丁目第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物
業務D棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0461 平成14年04月23日

（仮称）三軒茶屋2丁目計画 積水ハウス株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0456 平成14年04月23日

（仮称）四谷シティタワー 住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0454 平成14年04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

大阪駅前西地区ビル（イースト棟） 株式会社竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0449 平成14年04月23日

（仮称）UM-TOWER 植村晴夫  (一財)日本建築センター HNNN-0447 平成14年04月15日

シティコーポ志賀 名古屋市住宅供給公社  (一財)日本建築センター MNNN-0453 平成14年04月05日

九段北宿舎 東京郵政局  (一財)日本建築センター MNNN-0452 平成14年04月05日

（仮称）品川区西五反田三丁目集合住宅 東京急行電鉄株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0446 平成14年04月05日

讀賣テレビ放送増築計画 株式会社日建設計大阪  (一財)日本建築センター HNNN-0445 平成14年04月05日

青森県立美術館（仮称） 青森県知事　木村守男  (一財)日本建築センター NNNB-0451 平成14年04月02日

岐阜県警察本部庁舎 岐阜県知事　梶原　拓  (一財)日本建築センター MFNN-0448 平成14年04月02日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 綿半テクノス株式会社   NFEN-9925 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 雄健工業株式会社   NFEN-9924 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 雄健工業株式会社   NFEN-9923 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 富士車輌株式会社   NFEN-9922 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 富士車輌株式会社   NFEN-9921 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 日本鋼管工事株式会社   NFEN-9920 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 日成ビルド工業株式会社   NFEN-9919 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 株式会社内藤ハウス   NFEN-9918 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 東和工建株式会社   NFEN-9917 平成14年03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

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 東京ﾊﾟｰｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社   NFEN-9916 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 東京ﾊﾟｰｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社   NFEN-9915 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 東急ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社   NFEN-9914 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 総合パーキング建設株式会社   NFEN-9913 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 総合パーキング建設株式会社   NFEN-9912 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 セイワシステム株式会社   NFEN-9911 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 セイワシステム株式会社   NFEN-9910 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 三進金属工業株式会社   NFEN-9909 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 近藤工業株式会社   NFEN-9908 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 株式会社きしろ   NFEN-9907 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 大井建興株式会社   NFEN-9906 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 大井建興株式会社   NFEN-9905 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 石川島建材工業株式会社   NFEN-9904 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 石川島建材工業株式会社   NFEN-9903 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 川鉄シビル株式会社   NFEN-9902 平成14年03月28日

自走式自動車車庫：３層４段における構造方法 株式会社　北川鉄工所   NFEN-9901 平成14年03月28日

（仮称）東新小岩1丁目計画 三井建設株式会社
建築事業本部  日本ERI(株) HNNN-0441 平成14年03月26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

グレースタワー 両備バス株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0444 平成14年03月18日

南青山2丁目計画 株式会社竹中工務店東京本店  (一財)日本建築センター HNNN-0443 平成14年03月18日

（仮称）虎ノ門5丁目計画 森ビル株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0440 平成14年03月18日

（仮称）能見台マンション 株式会社協立建築設計事務所  (一財)日本建築センター HNNN-0439 平成14年03月18日

西神田三丁目北部西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西神田三丁目北部西地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0433 平成14年03月18日

（仮称）県民共済プラザビル 神奈川県民共済生活協同組合  (一財)日本建築センター HNNN-0431 平成14年03月18日

NTTさいたま新都心ビル（仮称） 東日本電信電話株式会社  (一財)日本建築センター HNNB-0442 平成14年03月11日

オリンピック新座店＜専門店棟＞ 株式会社データプラン  (一財)日本建築センター NFNN-0435 平成14年03月06日

オリンピック新座店＜オリンピック棟＞ 株式会社データプラン  (一財)日本建築センター NFNN-0434 平成14年03月06日

県立こども医療センター新棟 神奈川県知事　岡崎　洋  (一財)日本建築センター MNNN-0428 平成14年03月06日

百五銀行新情報センター 株式会社百五銀行  (一財)日本建築センター MNNN-0426 平成14年03月06日

群馬県立がんセンター 群馬県知事　小寺弘之  (一財)日本建築センター MNNN-0423 平成14年03月06日

公立八鹿病院 公立八鹿病院組合  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0405 平成14年03月06日

（仮称）白河三丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 白河三丁目地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0432 平成14年03月06日

（仮称）ライオンズタワー四つ橋 株式会社大京  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0430 平成14年03月06日

（仮称）ローレルスクエア南大沢G棟 三井建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0425 平成14年03月06日

（仮称）ローレルスクエア南大沢F棟 三井建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0424 平成14年03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

（仮称）ディーグラフォート横浜 大和ハウス工業株式会社神奈
川中央支店  日本ERI(株) HNNN-0419 平成14年03月06日

町屋駅前南地区第一種市街地再開発ビル（仮称） 町屋駅前南地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HFNN-0438 平成14年03月06日

（仮称）品川駅東口B-4地区計画
三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-6-3

(一財)日本建築センター HFNN-0437 平成14年03月06日
京王電鉄株式会社 東京都新宿区新宿3-1-24

（仮称）汐留住友ビル開発計画
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

(一財)日本建築センター HFNB-0436 平成14年03月06日
住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見1-4-

35

川崎市北部医療施設 川崎市長　阿部孝夫  (一財)日本建築センター MNNN-0421 平成14年02月26日

市立敦賀病院 株式会社内藤建築事務所  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0410 平成14年02月26日

（仮称）ITO新ビル 株式会社伊藤組  (一財)日本建築センター MNNN-0409 平成14年02月26日

全労済栃木県本部会館 全労済栃木県本部  (一財)日本建築センター MNNN-0401 平成14年02月26日

（仮称）財団法人癌研究会　有明病院他施設 財団法人癌研究会  (一財)日本建築センター MFNN-0427 平成14年02月26日

（仮称）三軒茶屋2丁目計画 積水ハウス株式会社東京マン
ション事業部  (一財)日本建築センター HNNN-0422 平成14年02月26日

（仮称）高輪1丁目マンション計画

株式会社デ・リードコーポレ
ーション

京都府京都市下京区東洞院通綾
小路下ル扇酒屋町289第3デトム
ビル (一財)日本建築センター HNNN-0416 平成14年02月26日

住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）ローレルスクエア千葉ニュータウン中央F棟 近鉄不動産株式会社東京支社  (一財)日本建築センター HNNN-0411 平成14年02月26日

鈴鹿市新庁舎 鈴鹿市長　加藤　栄  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0406 平成14年02月26日

（仮称）北野田駅前A地区第1種市街地再開発事業に伴う施設建築物 北野田駅前A地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0404 平成14年02月26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

中部国際空港管制塔 国土交通省  (一財)日本建築センター HNNN-0403 平成14年02月26日

（仮称）大崎5丁目マンション 住友不動産株式会社
マンション事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0402 平成14年02月26日

（仮称）麹町1丁目再開発ビル計画 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-0429 平成14年02月26日

（仮称）恵比寿1丁目共同ビル 東急不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-0417 平成14年02月26日

（仮称）真澄寺別院真如苑総合道場 真澄寺  (一財)日本建築センター NNNB-0400 平成14年02月20日

新草加市立病院 草加市長　木下博信  (一財)日本建築センター MFNN-0420 平成14年02月20日

井内盛栄堂本社ビル 株式会社竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-0418 平成14年02月20日

東京競馬場新スタンド 日本中央競馬会東京競馬場  (一財)日本建築センター MFEB-0394 平成14年02月20日

福岡県メディカルセンタービル 社団法人福岡県医師会  (一財)日本建築センター NFNN-0414 平成14年02月15日

大塚商会　新本社ビル 株式会社大塚商会  (一財)日本建築センター NFNB-0413 平成14年02月15日

九州国立博物館（仮称） 文部科学省大臣官房文教施設
部  (一財)日本建築センター NFEB-0415 平成14年02月15日

北海道議会庁舎 北海道知事　堀　達也  (一財)日本建築センター MFNF-0412 平成14年02月15日

（仮称）サーパス中河原 株式会社穴吹工務店  (一財)日本建築センター MNNN-0395 平成14年02月08日

（仮称）小田急海老名分譲マンションC街区 小田急電鉄株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0398 平成14年02月08日

（仮称）小田急海老名分譲マンションB街区 小田急電鉄株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0397 平成14年02月08日

大手町四丁目１番地区第一種市街地再開発事業施設建築物（第二地区
）

大手町四丁目１番地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0396 平成14年02月08日

ライオンズステージ大島 西松建設株式会社  日本ERI(株) HNNN-0382 平成14年02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

（仮称）平賀町総合運動施設 平賀町長　外川三千雄  (一財)日本建築センター MFNF-0407 平成14年02月05日

（仮称）プレステ加茂タワー 株式会社吉本工務店  (一財)日本建築センター HFNN-0408 平成14年02月05日

（仮称）AMS南9条

前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見2-10-2
6

(一財)日本建築センター HFNN-0393 平成14年01月30日

株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2

株式会社間組 東京都港区北青山2-5-9

西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門1-20-10

戸田建設株式会社 東京都中央区京橋1-7-1

佐藤工業株式会社 東京都中央区日本橋本町4-12
-20

（仮称）LM竹の塚ガーデン（東棟） 前田建設工業株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0390 平成14年01月28日

（仮称）LM竹の塚ガーデン（南棟） 前田建設工業株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0389 平成14年01月28日

（仮称）LM竹の塚ガーデン（高層棟） 前田建設工業株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0388 平成14年01月28日

古屋雅由邸 株式会社テクノウェーブ  (一財)日本建築センター MNNN-0386 平成14年01月28日

内野（株）本社ビル 内野株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0392 平成14年01月28日

（仮称）四谷シティタワー 住友不動産株式会社
マンション事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0391 平成14年01月28日

御幸町伝馬町第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 御幸町伝馬町第一地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0387 平成14年01月28日

新公邸 国土交通省大臣官房  (一財)日本建築センター MNNN-0399 平成14年01月25日

（仮称）コウヅキキャピタルイーストビル 株式会社日建設計  (一財)日本建築センター NFNN-0385 平成14年01月18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

（仮称）多治見幸町マンション 斎藤加藤殖産合名会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0376 平成14年01月18日

松山リハビリテーション病院 医療法人財団　慈強会  (一財)日本建築センター MNNN-0372 平成14年01月18日

六本木六丁目地区第1種市街地再開発事業B街区事務所棟A 六本木六丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0381 平成14年01月18日

（仮称）クレストフォルム佃島 清水建設株式会社　東京支店  (一財)日本建築センター HNNN-0378 平成14年01月18日

JR高槻駅北地区第一種市街地再開発事業　住宅棟B JR高槻駅北地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0374 平成14年01月18日

川口本町4丁目地区第一種市街地再開発事業建築物 川口本町4丁目地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0371 平成14年01月18日

（仮称）藤和神楽坂５丁目マンション 藤和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-0370 平成14年01月18日

セイコーエプソン諏訪南事業所立体駐車場 綿半テクノス株式会社  (一財)日本建築センター NFEN-0364 平成14年01月15日

（仮称）三越本店新館共同ビル

株式会社つゞれ屋 東京都中央区日本橋室町1-3-
8

(一財)日本建築センター MNNB-0384 平成14年01月15日
株式会社一越 東京都中央区日本橋室町1-3-

9

株式会社二幸 東京都中央区豊海町3-16

株式会社三越 東京都中央区日本橋室町1-4-
1

（仮称）豊洲コンピューターセンター 東京電力株式会社  (一財)日本建築センター MFNB-0383 平成14年01月15日

明治大学駿河台B地区建物（仮称） 学校法人明治大学  (一財)日本建築センター HFNB-0373 平成14年01月08日

金沢21世紀美術館の階のうち、当該階（地下1階・1階） 金沢市長　山出　保  (一財)日本建築センター NNNF-0380 平成13年12月25日

（仮称）松本市市民会館 松本市長　有賀　正  (一財)日本建築センター NNNB-0379 平成13年12月25日

札幌アルタビル 札幌アルト株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0377 平成13年12月25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

東京国際空港東側立体駐車場 国土交通省　東京航空局  (一財)日本建築センター NFNN-0375 平成13年12月25日

（仮称）スタッフ本社ビル スタッフ株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-0368 平成13年12月25日

東邦大学医学部付属大森病院（仮称）病院3号館 学校法人　東邦大学  (一財)日本建築センター MNNN-0367 平成13年12月25日

（仮称）ショートステイ山王 社会福祉法人　清里  (一財)日本建築センター MNNN-0366 平成13年12月25日

つくば免震検証棟 住友林業株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0365 平成13年12月25日

（仮称）マーブル音羽館 斎藤加藤殖産合名会社  (一財)日本建築センター MNNN-0361 平成13年12月25日

ビ・ウェル大供 和建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0359 平成13年12月25日

（仮称）ライオンズタワー葵 株式会社大京　名古屋支店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0369 平成13年12月25日

（仮称）ドーミーヴィラ沖縄美浜プロジェクト（高層部） 株式会社共立メンテナンス  (一財)日本建築センター HNNN-0363 平成13年12月25日

（仮称）百道浜プロジェクト 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0362 平成13年12月25日

旭町地区第一種市街地再開発事業施設建築物A街区高層棟 長崎市旭町地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0360 平成13年12月25日

（仮称）愛知染色跡地計画　西棟 三井不動産株式会社名古屋支
店  (一財)日本建築センター HNNN-0358 平成13年12月25日

室町一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 室町一丁目地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0356 平成13年12月25日

クイーンズパレス三鷹下連雀 熊谷土地建物株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0354 平成13年12月21日

（仮称）時事通信社本社ビル 株式会社時事通信社  (一財)日本建築センター HNNN-0357 平成13年12月21日

（仮称）北野田駅前南地区集合住宅3番館 株式会社スペースデザイン関
西支社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0353 平成13年12月21日

（仮称）北野田駅前南地区集合住宅2番館 株式会社スペースデザイン関
西支社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0352 平成13年12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

（仮称）北野田駅前南地区集合住宅1番館 株式会社スペースデザイン関
西支社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0351 平成13年12月21日

（仮称）大拓メゾン吉野 株式会社竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0350 平成13年12月21日

関西医科大学枚方新病院 学校法人関西医科大学  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0348 平成13年12月21日

中部国際空港旅客ターミナルビル 中部国際空港株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0355 平成13年12月10日

北里大学医学部動物研究棟 学校法人北里学園  (一財)日本建築センター NFNN-0349 平成13年11月28日

大幸公社賃貸住宅（仮称）建設工事（第1次）第1工区　B棟 愛知県住宅供給公社  (一財)日本建築センター MNNN-0343 平成13年11月28日

大幸公社賃貸住宅（仮称）建設工事（第1次）第1工区　A棟 愛知県住宅供給公社  (一財)日本建築センター MNNN-0342 平成13年11月28日

（仮称）芝浦トランクルーム 日本郵船株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0339 平成13年11月28日

（仮称）日本橋一丁目計画＜A街区＞ビル

東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

(一財)日本建築センター HNNN-0347 平成13年11月28日東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5-6

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1

（仮称）明石町地区（二中跡地）複合施設住宅 戸田建設株式会社一級建築士
事務所  (一財)日本建築センター HNNN-0346 平成13年11月28日

（仮称）大田区蒲田4丁目計画 三井建設株式会社
建築事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0344 平成13年11月28日

大阪市交通局庁舎 大阪市交通局  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0341 平成13年11月28日

積水ハウス恵比寿計画 株式会社竹中工務店東京本店  (一財)日本建築センター HNNN-0340 平成13年11月28日

（仮称）西五軒町再開発計画 住友建設株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0338 平成13年11月15日

小野薬品工業株式会社　新社屋 小野薬品工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-0328 平成13年11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

中伊豆町新庁舎 静岡県田方郡中伊豆町  (一財)日本建築センター MFNN-0345 平成13年11月13日

住友不動産（仮称）西梅田ITビル 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0332 平成13年11月13日

（仮称）ハイム住乃江 株式会社竹中工務店九州支店  (一財)日本建築センター MNNN-0334 平成13年11月07日

（仮称）農林中金昭島センター第二期棟 農林中央金庫  (一財)日本建築センター MNNN-0333 平成13年11月07日

日本赤十字社兵庫県支部・兵庫県赤十字血液センター合同庁舎 日本赤十字社兵庫県支部  (一財)日本建築センター MNNN-0330 平成13年11月07日

（仮称）　西宮・甲風園マンション 野村不動産株式会社大阪支店  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0323 平成13年11月07日

（仮称）大東ビル 大東建設株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0336 平成13年11月07日

（仮称）ユーカリが丘南口駅前計画 山万株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0337 平成13年11月07日

（仮称）港南4丁目共同住宅 株式会社スペースデザイン  (一財)日本建築センター HNNN-0335 平成13年11月07日

（仮称）新杉田駅前地区市街地再開発ビル 新杉田駅前地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0331 平成13年11月07日

東雲B街区住宅・施設 都市基盤整備公団東京支社  (一財)日本建築センター NNNF-0324 平成13年10月23日

（仮称）原町市民文化会館 原町市  (一財)日本建築センター NNNB-0321 平成13年10月23日

所沢市民体育館 所沢市役所  (一財)日本建築センター NFNB-0329 平成13年10月23日

（仮称）クロスウェイブコミュニケーションズ横浜データ交換センタ
ー

株式会社クロスウェイブコミ
ュニケーションズ  (一財)日本建築センター MNNN-0326 平成13年10月23日

立川総合社屋 東京電力株式会社多摩支店  (一財)日本建築センター MNNN-0320 平成13年10月23日

（仮称）深谷赤十字病院新病棟 日本赤十字社　埼玉県支部  (一財)日本建築センター MNNN-0310 平成13年10月23日

（仮称）白金高輪マンション セコムホームライフ株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0325 平成13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

（仮称）第２中屋ビル 有限会社ナカヤ  (一財)日本建築センター MFNN-0316 平成13年10月23日

札幌プリンスホテルNT 株式会社コクド  (一財)日本建築センター HNNN-0319 平成13年10月23日

東海テレビ放送株式会社新館 東海テレビ放送株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0317 平成13年10月23日

（仮称）ロイヤル谷町4丁目 株式会社ダイドーサービス  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0313 平成13年10月23日

NTTドコモ九州福岡新ビル（仮称） 株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ九州  (一財)日本建築センター HNNN-0309 平成13年10月23日

（仮称）ローレルスクエア南大沢G棟 三井建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0308 平成13年10月23日

（仮称）新宿7丁目計画　住宅棟

エフ・ティー都市開発株式会
社 東京都中央区八重洲2-3-13

(一財)日本建築センター HFNN-0318 平成13年10月23日
藤和不動産株式会社 東京都中央区八重洲2-3-13

（仮称）淀橋第二小学校跡地土地信託ビル 安田信託銀行株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-0322 平成13年10月23日

（仮称）御堂筋武田ビル 株式会社竹中工務店
大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 MFNN-0315 平成13年10月16日

（仮称）共同通信本社ビル・アネックス 社団法人共同通信社  (一財)日本建築センター HFEN-0306 平成13年10月16日

（仮称）田中秀昭邸

田中臣知 東京都調布市布田4-13-1マー
トルコート調布グラン410

(一財)日本建築センター NFNN-0312 平成13年10月10日田中肖子 神奈川県青葉区美しが丘2-21
-3

田中秀昭 神奈川県横浜市青葉区美しが
丘2-21-3

プラダ東京南青山 プラダジャパン株式会社  (一財)日本建築センター MFNB-0311 平成13年10月10日

品川駅東口B-3地区ビル（仮称） 株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ  (一財)日本建築センター HNNB-0288 平成13年10月10日

（仮称）恵比寿1丁目共同ビル 東急不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-0314 平成13年10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

社会保険紀南綜合病院 和歌山社会保険事務局長  (一財)日本建築センター MNNN-0304 平成13年09月28日

（仮称）第2中屋ビル 有限会社ナカヤ  (一財)日本建築センター MNNN-0302 平成13年09月28日

外務本省（耐震改修） 国土交通省大臣官房  (一財)日本建築センター MNNN-0297 平成13年09月28日

中央大学附属高等学校１号館 学校法人　中央大学  (一財)日本建築センター MNNN-0293 平成13年09月28日

ベルーナ本社ビル 株式会社ベルーナ  (一財)日本建築センター MNNN-0290 平成13年09月28日

（仮称）電算セキュア・データセンター 株式会社電算  (一財)日本建築センター MNNN-0289 平成13年09月28日

（仮称）ライフウエルズ上名和（C棟） 株式会社新日鉄都市開発名古
屋支店  (一財)日本建築センター MNNN-0285 平成13年09月28日

（仮称）ホテル川六ビジネス館 株式会社川六  (一財)日本建築センター MNNN-0284 平成13年09月28日

（仮称）丸の内1-1計画 森トラスト株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0307 平成13年09月28日

東京都市計画公園事業第5・6・15号芝公園宿泊棟 西武鉄道株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0305 平成13年09月28日

（仮称）若葉台２丁目計画（B棟） 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0301 平成13年09月28日

（仮称）若葉台２丁目計画（A棟） 野村不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0300 平成13年09月28日

（仮称）山下町マンション
鹿島建設株式会社 東京都港区赤坂5-3-3

(一財)日本建築センター HNNN-0298 平成13年09月28日
株式会社リクルートコスモス
横浜支社

神奈川県横浜市西区北幸2-10
-36

（仮称）瓦町マンション
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

(一財)日本建築センター HNNN-0296 平成13年09月28日
大阪タワー特定目的会社 東京都千代田区一番町27-1

（仮称）市谷甲良町マンション計画 戸田建設株式会社一級建築士
事務所  (一財)日本建築センター HNNN-0295 平成13年09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

（仮称）東品川四丁目第一地区第一種市街地再開発事業（除く住宅街
区）施設建築物

個人施行者代表者
日本たばこ産業株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0294 平成13年09月28日

（仮称）目黒ビル 佐藤工業株式会社一級建築士
事務所  (一財)日本建築センター HNNN-0292 平成13年09月28日

（仮称）東戸塚開発事業　中央街区　B棟 株式会社熊谷組　横浜支店  (一財)日本建築センター HNNN-0287 平成13年09月28日

片山特殊工業本社ビル 片山特殊工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0286 平成13年09月28日

岡山操車場跡地公園（仮称）整備に係わる全天候型多目的球技場 岡山市役所  (一財)日本建築センター MFNF-0303 平成13年09月27日

大井競馬場1号スタンド 東京都競馬株式会社  (一財)日本建築センター MNNF-0291 平成13年09月18日

（仮称）住友不動産新宿中央公園ビル 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0299 平成13年09月18日

県民交流センター（仮称） 鹿児島県  (一財)日本建築センター NFNN-0240 平成13年08月30日

日蓮正宗奉安堂 日蓮正宗  (一財)日本建築センター NFNN-0227 平成13年08月30日

下館市中央地区第一種市街地再開発事業施設建築物 下館市中央地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター NFEB-0283 平成13年08月30日

ドコモ大阪第二ビル（仮称） 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ関西  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0282 平成13年08月23日

八戸赤十字病院　新本館 八戸赤十字病院  (一財)日本建築センター MNNN-0278 平成13年08月23日

（仮称）ルミナス立川 株式会社奥村組  (一財)日本建築センター MNNN-0274 平成13年08月23日

鹿島田駅東部地区第一種市街地再開発事業施設建築物 神奈川県住宅供給公社  (一財)日本建築センター MFNN-0262 平成13年08月23日

（仮称）ファミール宝塚グランスイート 丸紅株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0280 平成13年08月23日

大阪駅前西地区ビル（ウエスト棟） 株式会社竹中工務店
大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0279 平成13年08月23日

（仮称）大崎5丁目マンション 住友不動産株式会社
マンション事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0277 平成13年08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

相模原橋本地区分譲共同住宅（Ｄ棟） 神奈川県住宅供給公社  (一財)日本建築センター HNNN-0276 平成13年08月23日

コウヅキキャピタルビル 株式会社日建設計  (一財)日本建築センター NFNN-0245 平成13年08月21日

（仮称）中原区小杉２丁目計画 三井建設株式会社
首都圏住宅建設事業部  (一財)日本建築センター MNNN-0272 平成13年08月21日

宮城県立こども病院（仮称） 宮城県病院事業管理者  (一財)日本建築センター MNNN-0260 平成13年08月21日

福田町役場庁舎 静岡県磐田郡福田町  (一財)日本建築センター MNNN-0258 平成13年08月21日

（仮称）江東区亀戸１丁目計画 三井建設株式会社
建築事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0271 平成13年08月21日

富士ソフトＡＢＣ桜木町ビル（仮称） 富士ソフトＡＢＣ株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0268 平成13年08月21日

島文新本社ビル 株式会社島文  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0257 平成13年08月21日

紅谷町九番地区優良建築物等整備事業　施設建物 藤和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-0281 平成13年08月21日

北8西3西地区再開発ビル再開発事業ビルの階のうち、当該階(3,5～11
階）

北8西3西地区第一種市街地再
開発事業個人施工者  (一財)日本建築センター NNNF-0263 平成13年08月10日

東京国際空港（羽田）東旅客ターミナル 日本空港ビルデング株式会社  (一財)日本建築センター NFNB-0275 平成13年08月10日

（仮称）豊洲コンピューターセンター 東京電力株式会社  (一財)日本建築センター MFNB-0273 平成13年08月10日

（仮称）玉川髙島屋S・C南館 東神開発株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0267 平成13年08月08日

（仮称）平一町目地区再開発ビル 平一町目地区第１種市街地再
開発事業個人施工者  (一財)日本建築センター NFNN-0266 平成13年08月08日

東海郵政局等 郵政事業庁　施設情報部  (一財)日本建築センター MFNB-0270 平成13年08月08日

（仮称）下丸子計画（C棟） 野村不動産株式会社
東京住宅事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0265 平成13年08月08日

（仮称）下丸子計画（B棟） 野村不動産株式会社
東京住宅事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0264 平成13年08月08日

420/437 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

（仮称）デ・リードにおの浜マンション ニツセキ開発株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0256 平成13年08月08日

（仮称）大井一丁目ビル 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-0269 平成13年08月08日

中部大学10号館（仮称） 学校法人三浦学園  (一財)日本建築センター NFNN-0261 平成13年07月25日

万有製薬株式会社つくば第二研究棟 萬有製薬株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0255 平成13年07月25日

鈴木忠清邸 株式会社テクノウェーブ  (一財)日本建築センター MNNN-0254 平成13年07月25日

常楽院 住友建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0251 平成13年07月25日

中伊豆町新庁舎 静岡県田方郡中伊豆町  (一財)日本建築センター MFNN-0259 平成13年07月25日

（仮称）日本橋一丁目計画＜A街区＞ビル

東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

(一財)日本建築センター HNNN-0253 平成13年07月25日東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5-6

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1

関電産業（株）（仮称）夕陽丘小宮町マンション 関電産業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0252 平成13年07月25日

東品川四丁目地区第一種市街地再開発事業住宅A棟 鹿島建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0250 平成13年07月25日

（仮称）日本橋一丁目計画＜A街区＞ビル
東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

(一財)日本建築センター HNNB-0697 平成13年07月25日
東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5-6

川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物業務棟 都市基盤整備公団神奈川地域
支社  (一財)日本建築センター HNNB-0249 平成13年07月25日

シティズ本社ビル 清水建設株式会社　九州支店  (一財)日本建築センター NFNN-0247 平成13年07月12日

兵庫県立災害医療センター（仮称）・日赤新病院（仮称） 日本赤十字社兵庫県支部 兵庫県神戸市中央区下山手通
5-6-22 (一財)日本建築センター MNNN-0244 平成13年07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

兵庫県立災害医療センター（仮称）・日赤新病院（仮称） 兵庫県 兵庫県神戸市中央区下山手通
5-10-1 (一財)日本建築センター MNNN-0244 平成13年07月12日

（仮称）万代島再開発事業民間施設

新潟万代島ビルディング株式
会社

新潟県新潟市万代1-3-7NDK
万代ビル7階

(一財)日本建築センター HNNN-0246 平成13年07月12日
新潟国際コンベンションホテ
ル株式会社 新潟県長岡市今朝白1-8-18

（仮称）新浦安

ハウジングキャピタル・ファ
イブ株式会社 東京都豊島区高田2-16-21

(一財)日本建築センター HNNN-0243 平成13年07月12日日商岩井不動産株式会社 東京都港区赤坂2-19-4

日商岩井株式会社 大阪府大阪市中央区今橋2-5-
8

池田町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 池田町地区市街地再開発組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0242 平成13年07月12日

（仮称）山口興産（株）ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｳﾞｨﾚ大阪城公園前 山口興産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0241 平成13年07月12日

シンボルタワー（仮称） シンボルタワー開発株式会社  (一財)日本建築センター HFNB-0248 平成13年07月09日

（仮称）幕張新都心住宅地H-3街区（F棟） 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0238 平成13年06月28日

（仮称）幕張新都心住宅地H-3街区（E棟） 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0237 平成13年06月28日

（仮称）幕張新都心住宅地H-3街区（D棟） 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0236 平成13年06月28日

（仮称）オリコ大阪今福東ビル 株式会社オリエントコーポレ
ーション  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0233 平成13年06月28日

防災中枢拠点複合施設 大阪市  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0224 平成13年06月28日

第3期木津かぶと台16号棟 株式会社竹中工務店
大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0222 平成13年06月28日

第3期木津かぶと台12号棟 株式会社竹中工務店
大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0221 平成13年06月28日

神保町一丁目南部地区第一種市街地再開発事業　西棟 神保町一丁目南部地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0239 平成13年06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

アーバンビューグランドタワー 株式会社アーバンコーポレイ
ション  (一財)日本建築センター HNNN-0232 平成13年06月28日

（仮称）汐留B街区　松下電工棟
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-

1
(一財)日本建築センター HNNN-0231 平成13年06月28日

松下電工株式会社 大阪市門真市大字門真1048

大今里南マンション 鹿島建設株式会社関西支店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0223 平成13年06月28日

ライオンズタワー五反田 株式会社大京  (一財)日本建築センター MFNN-0230 平成13年06月26日

明治生命館街区再開発計画 明治生命保険相互会社  (一財)日本建築センター HNNB-0234 平成13年06月26日

（仮称）東池袋2-38計画
大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1-25-1

(一財)日本建築センター HFNN-0235 平成13年06月26日
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

（仮称）本駒込計画
東電不動産管理株式会社 東京都中央区京橋1-6-1

(一財)日本建築センター MNNN-0225 平成13年06月18日
株式会社サンウッド 東京都港区虎ノ門1-17-1

（仮称）エクセルダイア東大井 東邦ハウジング株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0216 平成13年06月18日

（仮称）高崎八島町SGホテル 株式会社セントラルホテル取
手  (一財)日本建築センター MNNN-0215 平成13年06月18日

（仮称）熊本・銀座通SGホテル 建吉観光土地株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0214 平成13年06月18日

イヌイ建物（仮称）勝どき１丁目計画 イヌイ建物株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0228 平成13年06月18日

NTT　DoCoMo東北ビル（仮称） 株式会社エヌ・ティ・ティド
コモ東北  (一財)日本建築センター HNNN-0217 平成13年06月18日

イトーヨーカドー大和鶴間店 株式会社イトーヨーカ堂  (一財)日本建築センター NFNN-0218 平成13年06月15日

（仮称）住友不動産上野8号館 住友建設株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0226 平成13年06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

香春口三萩野地区メディカルサポートハウジング事業 北九州市住宅供給公社  (一財)日本建築センター HFNN-0219 平成13年06月15日

愛媛県武道館（仮称） 愛媛県  (一財)日本建築センター NFNF-0229 平成13年06月08日

伊丹市立荻野小学校（体育館棟） 伊丹市  (一財)日本建築センター NFNN-0200 平成13年06月06日

（仮称）イオン新居浜ショッピングセンター イオン興産株式会社  (一財)日本建築センター NFNN-0184 平成13年05月29日

慶應義塾　普通部新本館（仮称） 学校法人慶應義塾　  (一財)日本建築センター NFNN-0168 平成13年05月29日

広島県防災拠点施設ヘリ格納庫・管理棟 広島県  (一財)日本建築センター MNNN-0209 平成13年05月29日

（仮称）元麻布2丁目計画 株式会社サンウッド  (一財)日本建築センター MNNN-0205 平成13年05月29日

県立保健医療福祉大学（仮称） エスピーシー・ピーエフアイ
神奈川一株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0203 平成13年05月29日

ライオンズタワー榴岡 住友建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0199 平成13年05月29日

労働福祉事業団　中部労災病院 労働福祉事業団  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0192 平成13年05月29日

（仮称）西五軒町再開発計画 住友建設株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0189 平成13年05月29日

八幡駅前地区第1種市街地再開発事業　施設建築物
第3街区（3-A号棟）

八幡駅前地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築センター HNNN-0208 平成13年05月29日

八幡駅前地区第1種市街地再開発事業　施設建築物　第2街区（2号棟） 八幡駅前地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築センター HNNN-0207 平成13年05月29日

八幡駅前地区第1種市街地再開発事業　施設建築物
第1街区（1-A号棟）

八幡駅前地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築センター HNNN-0206 平成13年05月29日

（仮称）TK南青山ビル計画 南青山ビルディング株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0202 平成13年05月29日

（仮称）日本メナード化粧品本社ビル 日本メナード化粧品株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0198 平成13年05月29日

（仮称）西五軒町再開発計画　住居棟 住友建設株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-0190 平成13年05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

階段室型共同住宅用エレベーター・シャフトPCO1型棟 株式会社大林組  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0212 平成13年05月23日

シマノビル 株式会社シマノ  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0210 平成13年05月23日

平城宮跡第一次大極殿 文部科学省  (一財)日本建築センター MNNN-0204 平成13年05月23日

（仮称）梅田ワンルームマンション 株式会社フジタ大阪支店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0211 平成13年05月23日

（仮称）丸の内1丁目1街区（東京駅丸の内北口）開発計画　D棟
朝日生命保険相互会社 東京都新宿区西新宿1-7-3

(一財)日本建築センター HNNN-0197 平成13年05月23日
中央不動産株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-1

（仮称）丸の内1丁目1街区（東京駅丸の内北口）開発計画　C棟

株式会社丸ノ内ホテル 東京都千代田区丸の内1-6-3

(一財)日本建築センター HNNN-0196 平成13年05月23日日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-2-2

三菱地所株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3

（仮称）丸の内1丁目1街区（東京駅丸の内北口）開発計画　B棟

株式会社丸ノ内ホテル 東京都千代田区丸の内1-6-3

(一財)日本建築センター HNNN-0195 平成13年05月23日日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町1-2-2

三菱地所株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3

（仮称）丸の内1丁目1街区（東京駅丸の内北口）開発計画　A棟

株式会社丸ノ内ホテル 東京都千代田区丸の内1-6-3

(一財)日本建築センター HNNN-0194 平成13年05月23日東京都千代田区丸の内2-7-3 三菱地所株式会社

日本生命保険相互会社他２社 東京都千代田区有楽町1-2-2

竹ノ塚駅西口南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 竹ノ塚駅西口南地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0193 平成13年05月23日

芦屋競艇場　地下1階、1階、2階、3階及び4階 株式会社安井建築設計事務所  (一財)日本建築総合試験所 NNNF-0191 平成13年05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

東京大学　駒場Ⅱ　先端研　研究実験棟 東京大学  (一財)日本建築センター NNNB-0182 平成13年05月14日

アクセスビル（仮称） 株式会社アクセス  (一財)日本建築センター MFNN-0185 平成13年05月14日

（仮称）姪浜電気ビル 株式会社電気ビル  (一財)日本建築センター MNNN-0187 平成13年05月10日

川崎大宮団地（建替）第2住宅 都市基盤整備公団
神奈川地域支社  (一財)日本建築センター HNNN-0188 平成13年05月10日

国領駅北地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 国領駅北地区市街地再開発組
合  (一財)日本建築センター HNNN-0186 平成13年05月10日

（仮称）藤崎5丁目マンション計画A棟 清水不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0183 平成13年05月07日

青山第一マンションズ 相互住宅株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0181 平成13年05月07日

（仮称）新長田駅南地区久保5工区再開発ビル 神戸市  (一財)日本建築センター HNNN-0180 平成13年05月07日

福島駅西口複合施設 社団法人　福島県商工会館  (一財)日本建築センター HNNB-0178 平成13年04月26日

埼玉医科大学ゲノム医学研究センター 学校法人埼玉医科大学  (一財)日本建築センター NFNN-0158 平成13年04月19日

ライオンズマンション内丸第2 住友建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0177 平成13年04月19日

（仮称）静鉄分譲マンション　メゾン沼津高沢3 静岡鉄道株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0179 平成13年04月19日

（仮称）藤崎5丁目マンション計画A棟 清水不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0176 平成13年04月19日

青山第一マンションズ 相互住宅株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0175 平成13年04月19日

ライオンズタワー仙台広瀬 株式会社大京東北支店  (一財)日本建築センター HFNN-0174 平成13年04月19日

（仮称）田代会計事務所 株式会社田代マネジメントサ
ービス  (一財)日本建築センター MNNN-0173 平成13年04月13日

野村アセットマネジメント本社ビル 野村アセット・プロパティー
ズ株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0170 平成13年04月13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

（仮称）ガクエン住宅本社ビル 株式会社ガクエン住宅  (一財)日本建築センター MNNN-0169 平成13年04月13日

六本木六丁目地区第一種市街地再開発事業B街区劇場棟 六本木六丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター MNNN-0155 平成13年04月13日

(仮称)高知高須病院 医療法人尚腎会  (一財)日本建築センター MNNN-0151 平成13年04月13日

（仮称）池田山ハイツ 株式会社池田山ハイツ  (一財)日本建築センター HNNN-0172 平成13年04月13日

（仮称）船橋本町4丁目計画 株式会社グローブマネージメ
ント  (一財)日本建築センター HNNN-0171 平成13年04月13日

（仮称）川口本町4丁目第3地区共同ビル 株式会社ジーエー建築設計社  (一財)日本建築センター HNNN-0163 平成13年04月13日

（仮称）LM竹の塚ガーデン 株式会社大京  (一財)日本建築センター MNNN-0167 平成13年04月05日

フジクラ深川開発計画　オフィス棟 フジクラ開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0166 平成13年04月05日

（仮称）東雲プロジェクト 戸田建設株式会社一級建築士
事務所  (一財)日本建築センター HNNN-0165 平成13年04月05日

阪神西宮駅南第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 阪神西宮駅南第一地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0164 平成13年04月05日

（仮称）銀座一丁目マンション計画 三菱地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0162 平成13年04月05日

東京工科大学研究所棟 学校法人　片柳学園  (一財)日本建築センター HNNN-0161 平成13年04月05日

テレパーク堂島第2ビル 西日本電信電話株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0160 平成13年04月05日

（仮称）東神奈川駅前ハイツ 横浜市住宅供給公社  (一財)日本建築センター HNNN-0159 平成13年04月05日

室町一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 室町一丁目地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0148 平成13年04月04日

甲府支店社屋 名工建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0141 平成13年03月28日

浦和駅東口再開発事業施設建築物 浦和市  (一財)日本建築センター HNNN-0154 平成13年03月28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

(仮称)ルネ尼崎ビル 総合地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0153 平成13年03月28日

(仮称)ガーデンヒルズ三河安城タワー 株式会社東祥  (一財)日本建築センター HNNN-0145 平成13年03月28日

(仮称)西五軒町再開発計画住居棟 住友建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0134 平成13年03月28日

湯沢町立病院及び健康増進施設 湯沢町  (一財)日本建築センター MFNN-0150 平成13年03月27日

都立世田谷地区単位制高校 株式会社
早川邦彦建築研究室  (一財)日本建築センター NFEB-0121 平成13年03月23日

日本大学理工学部駿河台校舎１号館（仮称） 学校法人　日本大学  (一財)日本建築センター NFEB-0068 平成13年03月23日

プラダ東京南青山 プラダジャパン株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0157 平成13年03月23日

(仮称)住友不動産田町駅前ビル 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0152 平成13年03月23日

(仮称)リブコート須磨 株式会社　兼北  (一財)日本建築センター MFNN-0149 平成13年03月23日

ダイヤモンドタワー計画 株式会社竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築センター HFNN-0156 平成13年03月23日

川崎駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 都市基盤整備公団神奈川地域
支社  (一財)日本建築センター HNNB-0136 平成13年03月16日

品川駅東口B-3地区ビル(仮称) 株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ  (一財)日本建築センター HNNB-0135 平成13年03月16日

市川大門町庁舎 市川大門町役場  (一財)日本建築センター MNNN-0137 平成13年03月13日

(仮称)ライオンズタワー山鼻 株式会社大京  (一財)日本建築センター HNNN-0140 平成13年03月13日

(仮称)ベルドゥムール秋田 リベレステ株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0139 平成13年03月13日

(仮称)横浜金港町マンション 東海興業株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0138 平成13年03月13日

(仮称)松下センター 松下電器産業株式会社  (一財)日本建築センター NNNB-0147 平成13年03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

門司港地区拠点文化施設(仮称) 福岡県建築都市部営繕課  (一財)日本建築センター NNNB-0132 平成13年03月12日

(仮称)志木パーク･タワー 株式会社錢高組東京本社一級
建築事務所  (一財)日本建築センター HNNN-0146 平成13年03月09日

大宮鐘塚A地区第一種市街地再開発事業　施設建築物　実施設計A-1棟 大宮鐘塚A地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0143 平成13年03月09日

大宮鐘塚A地区第一種市街地再開発事業　施設建築物　実施設計A-2棟 大宮鐘塚A地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0142 平成13年03月09日

(仮称)モアグレース梅林公園前北棟 株式会社奥村組  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0118 平成13年02月22日

(仮称)モアグレース梅林公園前南棟 株式会社奥村組  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0117 平成13年02月22日

京阪くずはEブロック集合住宅C棟 株式会社竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0106 平成13年02月22日

京阪くずはEブロック集合住宅B棟 株式会社竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0104 平成13年02月22日

(仮称)AMS南9条 佐藤工業株式会社一級建築士
事務所  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0126 平成13年02月22日

京阪くずはEブロック集合住宅T棟 株式会社竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0105 平成13年02月22日

京阪くずはEブロック集合住宅A棟 株式会社竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0103 平成13年02月22日

(仮称)アマノGalaxyビル アマノ株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0098 平成13年02月20日

(仮称)川崎大師パーク・ホームズⅡ 三井建設株式会社横浜支店  (一財)日本建築センター MNNN-0131 平成13年02月19日

(仮称)大蔵海岸パーク・ホームズ 三井建設株式会社大阪支店  (一財)日本建築センター MNNN-0130 平成13年02月19日

愛知県西庁舎 愛知県  (一財)日本建築センター MNNN-0125 平成13年02月19日

理化学研究所特殊環境実験施設 理化学研究所  (一財)日本建築センター MNNN-0124 平成13年02月19日

矯正会館 財団法人矯正協会  (一財)日本建築センター MNNN-0123 平成13年02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

東京大学医科学研究所付属病院診療棟 東京大学  (一財)日本建築センター MNNN-0122 平成13年02月19日

プラダ東京南青山 プラダジャパン株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0119 平成13年02月19日

常楽院 住友建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0116 平成13年02月19日

(仮称)戸塚吉田町プロジェクト
東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

(一財)日本建築センター MNNN-0112 平成13年02月19日
中央商事株式会社 東京都中央区日本橋室町4-2-

14

広島県防災拠点施設整備(備蓄倉庫棟) 広島県  (一財)日本建築センター MNNN-0109 平成13年02月19日

東品川四丁目地区第一種市街地再開発事業住宅B棟 前田建設工業株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0129 平成13年02月19日

(仮称)USJ新駅街区(Ｂブロック)ホテル 綜合商事株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0128 平成13年02月19日

(仮称)馬車道マンション 株式会社大和地所  (一財)日本建築センター HNNN-0127 平成13年02月19日

NTTDoCoMo墨田ビル(仮称) 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ  (一財)日本建築センター HNNN-0115 平成13年02月19日

(仮称)品川駅東口駅ビル計画 東日本旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0114 平成13年02月19日

東京医科歯科大学医歯学総合研究棟 株式会社教育施設研究所  (一財)日本建築センター HNNN-0110 平成13年02月19日

(仮称)T-Ⅲビル 東和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0108 平成13年02月19日

(仮称)西五反田三丁目A地区区民住宅 品川区  (一財)日本建築センター HNNN-0097 平成13年02月19日

中部電力株式会社岐阜支店ビル 中部電力株式会社岐阜支店  (一財)日本建築センター NFEN-0070 平成13年02月16日

井内盛栄堂本社ビル 株式会社
竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0111 平成13年02月16日

京阪神不動産/(仮称)新町第2ビル 京阪神不動産株式会社  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0107 平成13年02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）

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

(仮称)阿倍野D3-1分譲住宅 大阪市住宅供給公社  (一財)日本建築センター MFNN-0075 平成13年02月16日

(仮称)藤和神楽坂5丁目マンション 藤和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HFNN-0120 平成13年02月16日

(仮称)ライフウェルズ上名和(B棟) 株式会社日鉄ライフ名古屋支
店  (一財)日本建築センター MNNN-0113 平成13年02月15日

(仮称)青山ライズスクエア 株式会社青山ライズスクエア  (一財)日本建築センター HNNN-0099 平成13年02月15日

(仮称)相模原橋本地区分譲共同住宅(A棟) 神奈川県住宅供給公社  (一財)日本建築センター MNNN-0102 平成13年02月02日

(仮称)下井草5丁目計画 株式会社サンウッド  (一財)日本建築センター MNNN-0100 平成13年02月02日

(仮称)相模原橋本地区分譲共同住宅(B・C棟) 神奈川県住宅供給公社  (一財)日本建築センター HNNN-0101 平成13年02月02日

(仮称)大同生命霞が関ビル 大同生命保険相互会社  (一財)日本建築センター HNNF-0051 平成13年01月18日

（仮称）東急ドエルアルス中央林間六丁目プロジェクト 東急不動産株式会社  (一財)日本建築センター MFNN-0095 平成13年01月17日

（仮称）永住共同社宅 不動建設株式会社東京本店  (一財)日本建築センター MNNN-0091 平成13年01月05日

（仮称）八事紅葉園シティハウス 住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部  (一財)日本建築センター MNNN-0089 平成13年01月05日

（仮称）パークマンション熊高正門前 日本勤労者住宅協会業務取扱店
熊本勤労者住宅生活共同組合  (一財)日本建築センター MNNN-0088 平成13年01月05日

黒梵山 保福寺（本堂） 宗教法人　保福寺  (一財)日本建築センター MNNN-0087 平成13年01月05日

（仮称）戸田・中町マンション 株式会社ジェイアール東日本
住宅開発  (一財)日本建築センター MNNN-0086 平成13年01月05日

新八尾市立病院 八尾市立病院  (一財)日本建築総合試験所 MNNN-0082 平成13年01月05日

（仮称）横浜金港町マンション 東海興業株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0096 平成13年01月05日

（仮称）ファミール月島 丸紅株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0094 平成13年01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

（仮称）ユニハイム与力町

株式会社銭高組一級建築士事
務所

大阪府大阪市西区西本町2-2-
11

(一財)日本建築センター HNNN-0093 平成13年01月05日
浅井謙建築研究所株式会社 大阪市北区西天満2-9-4

六本木三丁目計画 中央三井信託銀行株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0092 平成13年01月05日

（仮称）鴫野北PJ（新喜多東2丁目地区） 住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部  (一財)日本建築センター HNNN-0090 平成13年01月05日

（仮称）船橋本町Project 藤和不動産株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0085 平成13年01月05日

（仮称）グランシティ小台 日本綜合地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0084 平成13年01月05日

（仮称）北花田グランアヴェニュー6号棟 株式会社竹中工務店大阪本店  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0083 平成13年01月05日

六本木六丁目地区第1種市街地再開発事業B街区事務所棟A 六本木六丁目地区市街地再開
発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0081 平成13年01月05日

(仮称)香春口三萩野地区メディカルサポートハウジングﾞ事業の病院お
よび住宅棟 北九州市住宅供給公社  (一財)日本建築センター HNNN-0080 平成13年01月05日

（仮称）キャノン下丸子新本社棟 キャノン株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0079 平成13年01月05日

（仮称）ユーカリが丘南口駅前計画 山万株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0078 平成13年01月05日

フジクラ深川開発計画オフィス棟 フジクラ開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0077 平成13年01月04日

(仮称)西品川一丁目区民住宅 三菱建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0074 平成13年01月04日

京都烏丸商業施設 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社  (一財)日本建築センター NFNN-0037 平成12年12月22日

原子力緊急時支援・研修センター支援建屋 核燃料サイクル開発機構  (一財)日本建築センター MNNN-0067 平成12年12月19日

株式会社ブリヂストン磐田製造所C棟 株式会社ブリヂストン磐田製
造所  (一財)日本建築センター MNNN-0065 平成12年12月19日

（仮称）幕張新都心住宅地区SH-1街区東敷地SH-B棟住宅 三井不動産株式会社千葉支店  (一財)日本建築センター HNNN-0076 平成12年12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

(仮称)コアマンション大手門 株式会社ユニカ  (一財)日本建築センター HNNN-0073 平成12年12月19日

(仮称)天王寺シティタワー 株式会社奥村組  (一財)日本建築センター HNNN-0072 平成12年12月14日

(仮称)岡山市本町4番優良再開発ビル 岡山市本町4番地区優良再開
発組合  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0071 平成12年12月14日

JR東海ビル 東海旅客鉄道株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0069 平成12年12月14日

(仮称)樹樹ガーデン 大豊興業株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0063 平成12年12月14日

(仮称)住友不動産上野8号館 住友建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0060 平成12年12月07日

(仮称)RプロジェクトC・D棟 ゼネラル株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0064 平成12年12月07日

(仮称)鶴川駅前森農住 森　長  (一財)日本建築センター HFNN-0062 平成12年12月05日

東京女子医科大学(仮称)総合外来棟 学校法人　東京女子医科大学  (一財)日本建築センター MFEB-0053 平成12年12月01日

中央合同庁舎第3号館 建設大臣官房官庁営繕部  (一財)日本建築センター MNNN-0061 平成12年11月20日

(仮称)西五軒町再開発計画 住友建設株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0059 平成12年11月20日

(仮称)アイビーハイム　ウエストタワー 株式会社　奥村組  (一財)日本建築センター HNNN-0058 平成12年11月20日

(仮称)アイビーハイム　イーストタワー 株式会社　奥村組  (一財)日本建築センター HNNN-0057 平成12年11月20日

与野駅西口旭町地区第一種市街地再開発事業(11街区)施設建築物 与野駅西口旭町地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0056 平成12年11月20日

与野駅西口旭町地区第一種市街地再開発事業(10街区)施設建築物 与野駅西口旭町地区市街地再
開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0055 平成12年11月20日

(仮称)新杉田駅前地区市街地再開発ビル 新杉田駅前地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0054 平成12年11月20日

千葉市立郷土博物館 千葉市  (一財)日本建築センター MNNN-0050 平成12年11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

元住吉職員宿舎(東棟変更) 都市基盤整備公団  (一財)日本建築センター MNNN-0047 平成12年11月08日

(仮称)平成11年度一般賃貸住宅(ファミリー)大熊健造ビル 埼玉県住宅供給公社  (一財)日本建築センター MNNN-0045 平成12年11月08日

東京消防庁渋谷消防署 東京消防庁総務部施設課  (一財)日本建築センター MNNN-0044 平成12年11月08日

(仮称)勝どきＩＴビル 住友不動産株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0042 平成12年11月08日

精工技研第3工場 株式会社　精工技研  (一財)日本建築センター MNNN-0039 平成12年11月08日

(仮称)actSTEP 工藤一級建築事務所  (一財)日本建築センター MNNN-0035 平成12年11月08日

(仮称)東急ドエル　アルス中央林間六丁目プロジェクト(その2) 東急不動産株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0033 平成12年11月08日

金沢医科大学　病院新棟 学校法人　金沢医科大学  (一財)日本建築センター MNNN-0032 平成12年11月08日

南砺中央病院 南砺広域連合  (一財)日本建築センター MNNN-0031 平成12年11月08日

門前仲町一丁目計画 ㈱サンウッド  (一財)日本建築センター MFNN-0049 平成12年11月08日

宗仙寺本堂、客殿、納骨堂 宗教法人宗仙寺  (一財)日本建築センター MFNN-0046 平成12年11月08日

(仮称)成城8丁目計画 株式会社　サンウッド  (一財)日本建築センター MFNN-0038 平成12年11月08日

(仮称)マイクロテック本社ビル 五洋建設株式会社東京支社  (一財)日本建築センター MFNN-0036 平成12年11月08日

緑井駅周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物住宅棟 緑井駅周辺地区市街地再開発
組合  (一財)日本建築センター HNNN-0052 平成12年11月08日

NTTドコモ東海　静岡ビル(仮称) 株式会社エヌ・ティ・ティ・
ドコモ東海  (一財)日本建築センター HNNN-0048 平成12年11月08日

(仮称)東品川四丁目第一地区第一種市街地再開発事業(除く住宅街区)施
設建築物

東品川四丁目第一地区第一種市街
地再開発事業　個人施行者代表者
日本たばこ産業株式会社

 (一財)日本建築センター HNNN-0043 平成12年11月08日

(仮称)友泉道玄坂ビル 東泉地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0041 平成12年11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）
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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

阿倍野A1地区第2種市街地再開発事業A3棟建設工事高層棟 大阪市  (一財)日本建築総合試験所 HNNN-0040 平成12年11月08日

日立マクセル東京事務所ビル 日立マクセル株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0034 平成12年11月08日

(仮称)日本工業倶楽部会館・永楽ビルヂングの構造方法
三菱地所株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目

7番3号
(一財)日本建築センター HFNB-0030 平成12年10月30日

社団法人　日本工業倶楽部 東京都千代田区丸の内一丁目
5番1号

(仮称)藤沢市総合防災センター ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会
社  (一財)日本建築センター MNNN-0029 平成12年10月25日

菰野町新庁舎 三重県菰野町長  (一財)日本建築センター MNNN-0028 平成12年10月25日

シルクロザース 東亜シルク株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0027 平成12年10月25日

(仮称)ＭＭ２１　３９街区マンション 三菱地所株式会社横浜支店  (一財)日本建築センター HNNN-0026 平成12年10月25日

(仮称)トッパン・フォームズ本社ビル トッパン・フォームズ株式会
社  (一財)日本建築センター HNNN-0025 平成12年10月25日

パシフィックビスタ第5期新築工事 株式会社銭高組一級建築士事
務所  (一財)日本建築センター HNNN-0018 平成12年10月25日

フジクラ深川開発計画　オフィス棟新築工事 フジクラ開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0017 平成12年10月25日

(仮称)飯田町南街区計画Ｄ棟(住宅棟)

株式会社
ジェイアール貨物・不動産開発

東京都千代田区飯田橋3-11-1
4

(一財)日本建築センター HNNN-0016 平成12年10月25日
日商岩井不動産株式会社 東京都港区赤坂2-19-4

大和ハウス工業株式会社 大阪市北区梅田3-3-5、東京
都千代田区飯田橋3-13-1

日商岩井株式会社他３社 大阪市中央区今橋2-5-8

(仮称)汐留Ｃ街区開発事業　日本テレビ放送網㈱新社屋建設工事
鹿島棟建設工事(鹿島棟部分)

鹿島汐留開発株式会社 東京都港区元赤坂1-3-8
(一財)日本建築センター HNNN-0015 平成12年10月25日

日本テレビ放送網株式会社 東京都千代田区二番町14番地
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認定番号 認定年月日

(仮称)新宿御苑タワー 総合地所株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0014 平成12年10月25日

宗仙寺本堂、客殿、納骨堂 宗教法人　宗仙寺  (一財)日本建築センター MNNN-0024 平成12年10月19日

(仮称)上社シティハウス新築工事 住友不動産株式会社マンショ
ン事業本部  (一財)日本建築センター MNNN-0023 平成12年10月17日

(仮称)株式会社バイテック新社屋新築工事 株式会社　バイテック  (一財)日本建築センター MNNN-0022 平成12年10月17日

(仮称)南砂1丁目計画 共立機械株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0021 平成12年10月17日

(仮称)スポーツモール川崎店新築工事 昭和電線不動産株式会社  (一財)日本建築センター MNNN-0020 平成12年10月17日

(仮称)鶴見尻手計画 住友不動産株式会社
住宅事業本部東京支社  (一財)日本建築センター MNNN-0019 平成12年10月17日

(仮称)山下町マンション新築工事 相模鉄道株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0013 平成12年10月11日

(仮称)湘南台計画　プラザタワー棟 五洋建設株式会社　東京支社  (一財)日本建築センター HNNN-0012 平成12年10月11日

(仮称)西池袋プロジェクト
キクエイビル株式会社 東京都豊島区西池袋5-5-5

(一財)日本建築センター HNNN-0011 平成12年10月11日
ダイア建設株式会社他１社 東京都新宿区新宿6-28-7

代々木三丁目共同ビル建設計画Ⅱ期事務所棟新築工事 代々木三丁目共同ビル事業推
進協議会  (一財)日本建築センター HNNN-0010 平成12年10月11日

(仮称)共同通信社本社ビルアネックス 社団法人共同通信社  (一財)日本建築センター HFEN-0066 平成12年10月11日

西神田三丁目北部西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 西神田三丁目北部西地区市街
地再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0009 平成12年09月27日

名城大学天白キャンパス再開発第一期第一次計画(高層棟) 株式会社
日建設計名古屋事務所  (一財)日本建築センター HNNN-0008 平成12年09月27日

(仮称)ＬＭ上尾駅前計画 株式会社　大京  (一財)日本建築センター HNNN-0007 平成12年09月13日

神保町１丁目南部地区第1種市街地再開発事業　西棟 神保町一丁目南部地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0006 平成12年09月13日
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認定番号 認定年月日

神保町１丁目南部地区第1種市街地再開発事業　東棟 神保町一丁目南部地区市街地
再開発組合  (一財)日本建築センター HNNN-0005 平成12年09月13日

(仮称)月島１丁目地区開発計画 日本新都市開発株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0004 平成12年09月13日

(仮称)渋谷プロジェクト 三井建設株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0003 平成12年09月01日

(仮称)ＵＳＪ新駅街区(Ｂブロック)ホテル計画 綜合商事株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0002 平成12年08月09日

(仮称)ファミール月島新築工事 丸紅株式会社  (一財)日本建築センター HNNN-0001 平成12年08月07日
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