
最終更新日：平成28年4月1日

登録建築物調査機関数：８２機関

１．国土交通大臣登録：２５機関

登録番号 登録年月日 氏名又は名称 建築物調査の業務を行う事業所の所在地
住宅省エネ
ラベルの
評価業務

国土交通大臣１
平成21年7月1日

平成24年7月1日更新
平成27年7月1日更新

日本ＥＲＩ株式会社 東京都港区赤坂八丁目５番２６号 ○

国土交通大臣２
平成21年7月1日

平成24年7月1日更新
平成27年7月1日更新

前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見町二丁目１０番２号

国土交通大臣３
平成21年7月8日

平成24年7月8日更新
平成27年7月8日更新

株式会社都市居住評価センター 東京都港区虎ノ門一丁目１番２１号

国土交通大臣４
平成21年7月8日

平成24年7月8日更新
平成27年7月8日更新

富士建築センター株式会社 神奈川県川崎市麻生区万福寺二丁目１番１号 ○

国土交通大臣６
平成21年7月22日

平成24年7月22日更新
平成27年7月22日更新

ビューローベリタスジャパン株式会社

ビューローベリタスジャパン(株)
横浜本社　神奈川県横浜市中区山下町一番地シルクビル
札幌アイアンドアイ事務所　北海道札幌市中央区北２条西一丁目１番地
仙台事務所　宮城県仙台市青葉区中央一丁目２番３号
埼玉事務所　埼玉県さいたま市大宮区仲町三丁目１３番１号
千葉事務所　千葉県船橋市本町一丁目３番１号
東京新宿事務所　東京都新宿区西新宿一丁目６番１号
東京御茶ノ水事務所　東京都千代田区神田駿河台二丁目８番地
東京渋谷事務所　東京都渋谷区渋谷一丁目１６番９号
神谷町事務所　東京都港区麻布台一丁目７番２号
新橋事務所　東京都港区新橋五丁目２０番４号
立川事務所　東京都立川市曙町二丁目１３番３号
横浜事務所　神奈川県横浜市西区高島二丁目１９番１２号
川崎事務所　神奈川県川崎市川崎区駅前本町１０番地５
名古屋事務所　愛知県名古屋市中区栄四丁目１番８号
大阪事務所　大阪府大阪市中央区北浜四丁目１番２１号
神戸三ノ宮事務所　兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目１番１号
山陽姫路事務所　 兵庫県姫路市栗山町１５１番地２
広島事務所　広島県広島市中区胡町４番２１号
福岡事務所　福岡県福岡市中央区天神一丁目１番１号
ＢＶエクスプレス大阪　大阪府大阪市中央区北浜三丁目２番２３号

○

国土交通大臣9
平成21年8月3日

平成24年8月3日更新
平成27年8月3日更新

日本建築検査協会株式会社 東京都中央区日本橋三丁目１３番１１号 ○

国土交通大臣10
平成21年9月11日

平成24年9月11日更新
平成27年9月11日更新

株式会社確認サービス 名古屋市中区栄四丁目３番２６号 ○

国土交通大臣11
平成21年9月11日

平成24年9月11日更新
平成27年9月11日更新

株式会社グッド・アイズ建築検査機構 東京都新宿区百人町二丁目１６番１５号 ○

国土交通大臣13
平成21年11月30日

平成24年11月30日更新
平成27年11月30日更新

ハウスプラス確認検査株式会社 東京都港区芝五丁目３３番７号 ○

国土交通大臣17
平成22年1月28日

平成25年1月28日更新
平成28年1月28日更新

株式会社住宅性能評価センター

本社　東京都新宿区新宿一丁目７番１号
東北地区出張所　宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目1番８号
北関東地区出張所　栃木県宇都宮市中河原町３番１９号
中関東地区出張所　埼玉県さいたま市北区宮原町三丁目３０６番地１
西関東地区出張所　東京都町田市原町田四丁目１番１１号
東関東地区出張所　千葉県松戸市東松戸一丁目３番地の４
関西地区出張所　大阪府大阪市淀川区西中島五丁目１４番５号
山陰地区出張所　島根県出雲市平田町２３０７番地１
中九州地区出張所　福岡県久留米市東町５番地１３
西九州地区出張所　長崎県佐世保市三浦町１番１３号
南九州地区出張所　鹿児島県鹿児島市山之口町１番１０号
東九州地区出張所　宮崎県宮崎市大工一丁目１０番４０号

○

国土交通大臣18
平成22年2月5日

平成25年2月5日更新
平成28年2月5日更新

株式会社東日本住宅評価センター 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３３番５号 ○

国土交通大臣20
平成22年4月19日

平成25年4月19日更新
株式会社ビルディングナビゲーション確認評価
機構

東京都豊島区南大塚三丁目３７番５号 ○

国土交通大臣22
平成22年6月1日

平成25年6月1日更新
株式会社ジェイ・イー・サポート

本社　広島県広島市八丁堀１５番８号
東京支店　東京都千代田区内神田二丁目15番2号 ○

登録建築物調査機関の登録状況



国土交通大臣23
平成22年6月1日

平成25年6月1日更新
栗本建設工業株式会社

大阪本社本店　大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番７号
東京支店 東京都千代田区九段北一丁目１２番３号
名古屋支店　愛知県名古屋市西区浅間一丁目１番２０号
神戸支店　神戸市中央区磯辺通二丁目２番１６号

国土交通大臣25
平成22年7月14日

平成25年7月14日更新
株式会社オリエントサービス 東京都杉並区上高井戸三丁目６番９号

国土交通大臣26
平成22年10月14日

平成25年10月14日更新
株式会社東京建築検査機構 東京都中央区日本橋富沢町１０番１６号 ○

国土交通大臣33
平成23年7月13日

平成26年7月13日更新
日本管財株式会社 東京都中央区日本橋二丁目１番１０号柳屋ビルディング

国土交通大臣35
平成23年10月20日

平成26年10月20日更新
株式会社ハウスジーメン 東京都港区西新橋３丁目７番１号 ○

国土交通大臣36
平成24年5月25日

平成27年5月25日更新
アウェイ建築評価ネット株式会社 飯田橋支店　東京都新宿区揚場町２番１８号 ○

国土交通大臣37
平成25年2月25日

平成28年2月25日更新
株式会社日本住宅保証検査機構 東京都江東区亀戸一丁目１４番４号 ○

国土交通大臣40 平成25年5月8日 一般財団法人日本建築センター 東京都千代田区神田錦町一丁目９番地

国土交通大臣41 平成25年7月29日 ハウスタイルズ株式会社 東京都千代田区神田佐久間町三丁目９番３号

国土交通大臣42 平成25年12月12日 一般財団法人ベターリビング 東京都千代田区富士見二丁目7番2号 ○

国土交通大臣43 平成26年8月1日 ジャパンホームシールド株式会社 東京都墨田区両国二丁目１０番１４号

国土交通大臣44 平成28年2月3日 一般財団法人住宅金融普及協会 東京都文京区関口一丁目２４番２号 ○

２．地方整備局長登録：計５７機関

北海道開発局長１
平成21年9月28日

平成24年9月28日更新
平成27年9月28日更新

株式会社環境設備計画 北海道札幌市北区北７条西２丁目６番地

北海道開発局長２
平成22年2月22日

平成25年2月22日更新
平成28年2月22日更新

株式会社札幌工業検査 北海道札幌市中央区南１条東２丁目６番地 ○

北海道開発局長４
平成23年1月17日

平成26年1月17日更新
日本都市設計株式会社 北海道札幌市中央区南９条西６丁目１番３７号

北海道開発局長５
平成23年6月7日

平成26年6月7日更新
一般財団法人北海道建築指導センター 北海道札幌市中央区北３条西３丁目１番地 ○

東北地方整備局長１
平成22年1月20日

平成25年1月20日更新
平成28年1月20日更新

一般財団法人宮城県建築住宅センター 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１番２０号 ○

東北地方整備局長２
平成23年8月1日

平成26年8月1日更新
株式会社東北建築センター 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番１０

東北地方整備局長３ 平成27年11月16日 株式会社仙台都市整備センター 宮城県仙台市青葉区木町通１丁目４番15号



関東地方整備局長２
平成21年10月1日

平成24年10月1日更新
平成27年10月1日更新

株式会社神奈川建築確認検査機関

【管理センター】神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目１３番地１３
【相模原本店】神奈川県相模原市南区相模大野七丁目８番１０号
【川崎支店】神奈川県川崎市中原区新丸子町９１５番地
【横浜支店】神奈川県横浜市中区尾上町四丁目５７番地
【東京西支店】東京都八王子市中町５番１号

○

関東地方整備局長４
平成22年2月1日

平成25年2月1日更新
平成28年2月1日更新

ユーディーアイ確認検査株式会社

【本      店】　千葉県柏市東上町８番２５号
【大宮支店】　埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目４１２番地３
【新宿支店】　東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号
【秋葉原支店】　東京都千代田区神田須田町一丁目２１番５号
【横浜支店】　神奈川県横浜市中区山下町２２番地

○

関東地方整備局長６
平成22年6月16日

平成25年6月16日更新
株式会社東京建物アメニティサポート 東京都中央区八重洲一丁目2番16号

関東地方整備局長７
平成22年7月1日

平成25年7月1日更新
株式会社湘南建築センター

【本　　店】　神奈川県平塚市宮の前１３番３号
【横浜支店】　神奈川県横浜市西区北幸二丁目６番１号 ○

関東地方整備局長８
平成22年8月1日

平成25年8月1日更新
一般財団法人神奈川県建築安全協会 神奈川県横浜市中区元浜町三丁目２１番２号 ○

関東地方整備局長９
平成22年8月6日

平成25年8月6日更新
株式会社Ｊ建築検査センター

【本      社】　  東京都渋谷区渋谷一丁目１３番９号
【町田支店】　　東京都町田市中町一丁目３番２号
【八重洲支店】 東京都中央区八重洲一丁目６番２号

○

関東地方整備局長10
平成22年9月21日

平成25年9月21日更新
日神工業株式会社 栃木県宇都宮市東塙田二丁目８番４１号 ○

関東地方整備局長11
平成23年7月25日

平成26年7月25日更新
一般財団法人さいたま住宅検査センター

【本　　　部】 　 埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目１２番３号
【さいたま中央事務所】　  埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目１２番３号
【武蔵浦和事務所】　　埼玉県さいたま市南区沼影二丁目４番７号
【大宮事務所】　　埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１２１番地１
【川越事務所】　　埼玉県川越市並木４８８番地１
【所沢事務所】　　埼玉県所沢市けやき台二丁目３３番地１
【越谷事務所】　　埼玉県越谷市南越谷四丁目１６番地２
【春日部事務所】　　埼玉県春日部市中央六丁目１番地７
【熊谷事務所】　　埼玉県熊谷市箱田五丁目１３番１号
【東京事務所】　　東京都武蔵野市中町一丁目１１番４号

○

関東地方整備局長12
平成23年7月25日

平成26年7月25日更新
一般社団法人日本マンション協会 東京都中央区日本橋一丁目７番１２号

関東地方整備局長13
平成24年4月1日

平成27年4月1日更新
多摩確認検査株式会社 東京都西東京市東伏見一丁目１７番２５号 ○

関東地方整備局長14
平成24年7月25日

平成27年7月25日更新
一般社団法人日本住宅性能評価機構

【東京センター】東京都渋谷区代々木一丁目３８番２号
【山梨センター】山梨県甲府市宝一丁目２１番２０号 ○

関東地方整備局長15
平成24年9月1日

平成27年9月1日更新
アーキミッション有限会社 千葉県千葉市中央区弁天二丁目１９番３６号

関東地方整備局長16
平成24年9月3日

平成27年9月3日更新
株式会社千葉県建築住宅センター 千葉県千葉市中央区中央四丁目８番５ ○

関東地方整備局長17 平成25年12月1日 株式会社高良GUT 東京都新宿区三栄町２３番地１ライラック三栄ビル４階

関東地方整備局長18 平成26年8月25日 公益社団法人山梨県建設技術センター 山梨県甲府市酒折一丁目２０７５番２号 ○

関東地方整備局長19 平成27年4月1日 日本確認センター株式会社 千葉県船橋市山野町１６１番地１

関東地方整備局長20 平成27年5月20日 日本タリアセン株式会社
【代々木事務所】　東京都渋谷区代々木一丁目３６番１号オダカビル４階Ｂ
号室 ○

関東地方整備局長21
平成21年8月3日

平成24年8月3日更新
平成27年8月3日更新

株式会社総研 栃木県宇都宮市小幡二丁目4番5号

北陸地方整備局長１
平成23年8月16日

平成26年8月16日更新
株式会社新潟建築確認検査機構 新潟県新潟市中央区新光町１０番地３ ○

北陸地方整備局長２
平成23年8月16日

平成27年1月30日更新
株式会社関口組 富山県魚津市港町７番８号



中部地方整備局長１
平成21年9月3日

平成24年9月3日更新
平成27年9月3日更新

日本建築検査機構株式会社 愛知県名古屋市東区矢田五丁目8番29号 ○

中部地方整備局長２
平成21年9月17日

平成24年9月17日更新
平成27年9月17日更新

特定非営利活動法人　静岡県建築物安全確保
支援協会

静岡県静岡市駿河区南町14番1号 ○

中部地方整備局長３
平成21年10月7日

平成24年10月7日更新
平成27年10月7日更新

一般財団法人愛知県建築住宅センター 愛知県名古屋市中区栄四丁目3番26号 ○

中部地方整備局長５
平成22年6月9日

平成25年6月9日更新
有限会社ナサプランニング 岐阜県岐阜市西荘一丁目２８番地 ○

中部地方整備局長６
平成22年7月23日

平成25年7月23日更新
株式会社環境設備計画 愛知県名古屋市東区代官町39番地22号

中部地方整備局長７
平成22年9月27日

平成25年9月27日更新
有限会社松林工業 三重県津市垂水1967番地 ○

中部地方整備局長８
平成24年9月20日

平成27年9月20日更新
株式会社愛知建築センター 愛知県安城市横山町浜畔上26番地1号

中部地方整備局長９
平成25年3月12日

平成28年3月12日更新
株式会社ＣＩ東海 愛知県名古屋市中区金山一丁目12番地14号 ○

中部地方整備局長10 平成25年6月7日 一般財団法人富士建築士会 静岡県富士市青島町199番

中部地方整備局長11 平成25年8月27日 岐阜県建築設計監理協同組合 岐阜県岐阜市六条南二丁目13番2号

中部地方整備局長12 平成26年7月22日 株式会社トータル建築確認評価センター 三重県鈴鹿市西条一丁目7番7号

中部地方整備局長13 平成27年8月4日
一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセン
ター

静岡県静岡市駿河区南町14番1号

近畿地方整備局長２
平成21年11月19日

平成24年11月19日更新
平成27年11月19日更新

株式会社兵庫確認検査機構 兵庫県姫路市南条４３４番地 ○

近畿地方整備局長３
平成21年12月10日

平成24年12月10日更新
平成27年12月10日更新

株式会社技研 大阪市北区天満四丁目１２番９号 ○

近畿地方整備局長４
平成22年3月1日

平成25年3月1日更新
平成28年3月1日更新

株式会社日本確認検査センター 大阪市中央区北浜三丁目１番２１号 ○

近畿地方整備局長７
平成23年12月21日

平成26年12月21日更新
株式会社ジェイネット

【本社】兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号
【神戸支所】兵庫県神戸市中央区江戸町９５番地 ○

近畿地方整備局長８
平成24年3月14日

平成27年3月14日更新
株式会社確認検査機構プラン２１ 奈良県橿原市八木町一丁目７番３９号 ○

近畿地方整備局長９
平成24年8月1日

平成27年8月1日更新
一般財団法人なら建築住宅センター 奈良県奈良市大森町５７番地３ ○

近畿地方整備局長10
平成24年9月25日

平成27年9月25日更新
アール・イー・ジャパン株式会社

【本社】大阪府守口市本町二丁目５番１８号
【京都支店】京都市下京区東塩小路高倉町２番１号 ○

近畿地方整備局長11
平成24年10月12日

平成27年10月12日更新
株式会社近確機構 大阪市中央区農人橋二丁目１番１０号 ○

近畿地方整備局長12
平成24年12月25日

平成27年12月25日更新
一般財団法人福井県建築住宅センター 福井県福井市御幸三丁目１０番１５号 ○

近畿地方整備局長13 平成25年6月17日 一般財団法人大阪建築防災センター 大阪市中央区谷町三丁目１番１７号 ○



中国地方整備局長１
平成22年1月18日

平成25年1月18日更新
平成28年1月18日更新

ハウスプラス中国住宅保証株式会社 広島県広島市中区国泰寺町１丁目３番３２号 ○

中国地方整備局長２
平成23年8月1日

平成26年8月1日更新
株式会社広島建築住宅センター 広島県広島市中区八丁堀１５番１０号 ○

中国地方整備局長３
平成23年10月3日

平成26年10月3日更新
岡山県建築住宅センター株式会社 岡山県岡山市北区蕃山町１番２０号 ○

四国地方整備局長１
平成22年2月22日

平成25年2月22日更新
平成28年2月22日更新

株式会社愛媛建築住宅センター 愛媛県松山市宮田町１８６番地４ ○

四国地方整備局長２
平成25年2月1日

平成28年2月1日更新
公益社団法人高知県建設技術公社 高知県高知市塩田町八番地一 ○

九州地方整備局長１
平成24年4月1日

平成27年4月1日更新
株式会社協栄コンサルタント 福岡県北九州市小倉北区堺町２丁目１番１号 ○

九州地方整備局長２
平成25年 4月 1日

平成28年4月1日更新
公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター 鹿児島県鹿児島市新屋敷町１６番２２８号 ○

九州地方整備局長３
平成25年 4月 1日

平成28年4月1日更新
九州住宅保証株式会社 福岡県福岡市中央区薬院一丁目１３番８号 ○


