○ 登録住宅性能評価機関（国土交通大臣）
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国土交通大臣 １ 一般財団法人ベターリビング

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 東京都千代田区富士見二丁目 東京都千代田区富士見町二丁
日本全域
行規則第九条第一号か ７番地２号
目７番地２号
ら第三号までに定める
区分

井上俊之

井上俊之、深尾精一、髙田光
雄、坊垣和明、倉渕隆、有田芳
子、古久保英嗣、佐藤千佳、前
小駒勲
田栄治、久我俊哉、腹巻知、内
藤弘康、西山功、長﨑卓、小駒
勲、沢田聡、石渡廣一

国土交通大臣 ２ 一般財団法人日本建築センター

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
東京都千代田区神田錦町一丁
る住宅の種別に係る施 東京都千代田区神田錦町一丁 目９番地
日本全域
行規則第九条第一号か 目９番地
大阪府大阪市中央区南本町一
ら第三号までに定める
丁目７番１５号
区分

橋本公博

橋本公博、香山幹、今村芳恵、
瀧本裕之、久保哲夫、坂本雄
三、定行まり子、山本卓也、千 赤丸真弓
葉昭広、川瀬貴晴、合田純一、
竹江文章

国土交通大臣 ３

法第１３条の評価員

登録の年月日
（当初）

青木健、齋藤卓三、高瀬茂幸、長谷川芳彦、遠藤孝志、上原政実、三瓶栄二、川田伊都香、中村宗哲、守屋宏美、佐藤知巳、新井知明、水上洋子、宮城恭彦、井澤裕
子、本郷直也、嶋崎真理、細野優子、吉田双一、西田清己、荒井孝子、大熊重幸、日比野真之、坂井進、猪股勉、山崎正浩、佐藤道大、西村良久、小川満敏、梅村直
浩、幾野義徳、田村進、荒裕二、繁尾和男、八重樫淳雅、鈴木俊二、野呂秀明、須川勝利、青山幸市、後藤彰、竹下浩司、小林秀弘、吉良勝美、荒井美仁、米山和一、
吉野久美子、原田陽二郎、原田勉、山口正紀、河野勝廣、田﨑誠、上田修明、堀ノ内清美、亀山桃子、齋藤利一、猪正則、内野博幸、山田正史、遠藤吉一、瀬河博、平
形直治、菅村栄三、永岡弘行、河合秀人、内田実成、藤村圭城、増子浩美、小出直哉、本間幸、江口幸一、松本信男、紺野龍治、大川原正仁、菅原信次、松田和之、戸
高厚志、松本彰、笠間雅美、黒田忠佳、竹下一馬、今村則彦、猪狩孝、菊地由之、栗原諒、永井昭二、江頭茂樹、寺澤雄治、寺澤彰訓、大沼光、岡田かおり、髙橋浩
志、鈴木裕文、吉原也絵、佐藤次男、阿部隆行、齋藤久、水原丈、櫻田忠男、川島宏一郎、鎌田和夫、吉田寿雄、橋本隆、荒川澄孝、菊田茂男、星裕之、山川博士、鈴
木貴雄、高橋靖一、外山恵満、長野康男、細川隆志、目黒正紀、蔵田玲子、姜龍徳、高崎宜己（１１５名）

H12.10. 3

丸谷聡、小宮栄、横山淳子、増田正俊、横山士朗、扇丈朗、松本裕二、前山修司、古川暢、米田直樹、赤坂理加子、髙木常量、角田宗士、井尻京子、都竹昭彦、細田浩
史、川添喜代子、赤丸真弓、根田正、長谷川美佳、高橋徹、脇田茜（２２名）

H12.10. 3

（欠）

国土交通大臣 ４ ハウスプラス住宅保証（株）

－

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 東京都港区海岸一丁目１１番１ 東京都港区海岸一丁目１１番１ 日本全域
行規則第九条第一号か 号
号
ら第三号までに定める
区分

引馬洋子

引馬洋子、赤堀光年、森村和
三、二階堂悟志、柿澤幸彦、重
対馬幸久
野貴之、坪川昭洋、橋本勝昌、
野本修司

-1-

愛甲義則、相沢英一、相澤誠二、相沢誠、相本栄治、青木真千、青山幸市、青山貴仁、赤根良忠、秋山稔、朝倉敏明、浅原満紀子、旭貴子、浅見美穂、芦田正次、芦田
孝、足立修、安達正和、阿部多喜男、阿部守、安部喜孝、天野純一、荒裕二、新井直、新井正史、新井正寛、荒井祐介、新井義男、荒井美仁、荒川澄孝、有岡清史、有
本竜也、粟野展和、安藤修、安藤高志、安納正敏、飯田雅哉、五百川大樹、伊海紳三、猪狩孝、池井勝彦、池田鎮雄、池田政春、池田泰朗、池田佳史、石井正人、石川
一男、石川啓司、石川典男、石倉和裕、石澤正行、石黒優、石沢嘉英、石田昭一、石田智恵子、石田正明、石橋光弘、石原一恵、石原淳二、石原真由美、石丸優子、石
本俊太郎、礒田耕吉、磯部守、磯村富也、一川孝行、一宮嘉宏、伊藤圭、伊藤純助、伊藤耕人、伊藤達也、伊藤典男、伊藤博之、伊藤嘉文、稲毛亨次、稲積隆、犬嶋和
彦、井上光雄、井上泰信、井上佑夏、猪熊眞、猪股勉、伊原亮子、伊比均、今井千恵、今井通陽、今井靖夫、今井利一、今泉重男、今関正治、今村敦、今村春樹、井山
健博、岩井康晴、岩崎淳、岩﨑久男、岩澤光輪子、岩瀬英志、岩月日出男、岩永幸呼、石見真二、印南敏明、上野彩香、上野晋也、植野良裕、植村和幸、鵜澤寛、牛嶋
和文、臼井玲子、臼田勲、宇田川直治、宇田川博、内田実成、内野博幸、内山邦夫、浦野主海明、漆谷智之、漆畑かおり、江川保雄、江口幸一、江口友弘、江口満、江
後七郎、江角健治、越前茂、江夏慎一、榎本敏雄、榎本晴行、蛯原孝浩、圓光保彦、遠藤悟、遠藤吉一、近江彰、應和武彦、大泉知弘、大川智美、大川原正仁、大木
等、大久保健治、大久保忠徳、大作甲子光、大澤絹代、大沢宏、大嶋孝尚、大城猛、太田眞介、太田肇、太田幸夫、大谷浩一郎、大谷武、太谷登、大谷政治、大塚悦
子、大塚哲男、大濵尚、大原正一、大平博正、大森和明、岡耕作、岡民生、岡禎大、岡崎茂樹、小笠原修二、岡田かおり、岡野宏、岡本斉、小川敏和、小川信行、小川
充、奥田作雄、奥田祥、奥村絵里、奥村勝一、小倉ひとみ、尾崎加代子、小澤徹、越智夕子、落合弘康、小野義和、小野澤学、小野寺功、甲斐啓嗣、鏡實、加久敬、掛
須悠介、掛水孝信、笠井正秀、笠寺豊、笠貫曻、梶純子、楮山政彦、片山幸雄、加藤登志男、加藤俊秀、加藤文一、加藤雅之、加藤学、門脇賢治、金井伸治、金井仁
銖、金山春一、金子義宏、兼本哲史、家納吾郎、叶澤昭夫、鎌倉正博、神永充、加茂栄作、賀谷剛三、賀陽弥生子、狩谷茂夫、河合耕三、河合秀人、川江宏、川久保美
紀、川﨑郁夫、川嶋順市、川田清文、河野博幸、川野美由紀、川俣健治、川俣浩二、川村昭次、河村勇人、菊重徹、菊田健二、菊田茂男、菊田將恒、菊地綾子、菊池公
市、菊地由之、岸享一、木島裕太郎、岸本昭雄、木田美佐枝、北原靖子、木下俊一、木下尚美、木村浩二、木村栄、京極康夫、木和田悦代、工藤健一、國見伸吉、久保
圭造、熊谷正章、熊谷順巨、久米泰臣、久米良和、藏田誠、栗原亜由美、栗原一成、栗本剛、黒口浩示、黒坂直人、黒田春成、黒田浩之、黒野忠之、桑原久和、源田敏
之、小池宗明、幸岡英之、香田悠輔、河内光昭、河野栄一、郡孝宏、郡隆文、郡宏、國分信宏、小坂紀仁、小芝伸治、小柴幸弘、小嶋千洋、小寺浩、後藤紀子、小沼隆
一、小鉢裕一郎、小林梓弓、小林里実、小林昭一、小林貴幸、小林秀樹、小林正澄、小林光男、小松幸文、小松原力、小室卓雄、小和田俊也、近藤裕美、紺野龍治、齋
藤幸太郎、齋藤辰雄、齋藤利一、齊藤敏幸、斎藤元志、三枝健司、酒井英明、坂口正明、坂下賢一、坂田敏親、坂田光彦、坂巻龍男、坂本充、阪本元秀、佐久間通壽、
櫻田忠男、笹敦、笹尾慈子、佐々木和彦、佐々木孝、佐治撤雄、定光麻見、佐藤功、佐藤斎、佐藤公郎、佐藤恵子、佐藤里志、佐藤征、佐藤尚登、佐藤貴洋、佐藤敏
夫、佐藤直樹、佐藤政幸、佐藤道大、佐藤靖生、佐藤吉浩、眞田良政、猿渡啓、澤井得司、澤木朗、澤口哲夫、澤田能、塩﨑勝之、塩田繭子、志賀恒憲、志藤一則、柴
田明徳、柴田誠、芝本裕子、渋谷忠志、島尾香栄、島津靖之、島田賢二、清水高、清水祐治、清水美江、下地勝明、下村太郎、下村裕之、庄司章、昌子裕士、庄司理
恵、城生一葉、城生ナツイ、城生利一、庄山典子、白井勝好、白石昌弘、神秀一、末永良一、菅修二、菅沼章之、洲鎌常雄、菅原信次、杉原直美、杉本一、杉山崇、杉
山尚、杉山雅志、杉山正美、鈴木市郎、鈴木潮、鈴木一美、鈴木俊二、鈴木純哉、鈴木信一、鈴木誠一、鈴木隆、鈴木達也、鈴木千明、鈴木久子、鈴木裕文、鈴木祐太
郎、鈴木洋介、鈴木欣英、鈴木良文、清吾幸子、関雅弘、関口紀子、関根功二、関根秀徳、関根藤夫、瀬古大、世古泰朗、副島晋一、曽我善英、十河寛、曽根儀一、園
山久子、染谷孝幸、高木重行、高野淳一、高橋香織、高橋一安、髙橋慶一、高橋研二、髙橋俊次、髙橋聖子、高橋努、高橋伸廣、高橋晃、髙橋浩志、高橋優子、髙松信
利、高守留珠、滝田伸枝、滝田博章、田口茂、竹居典夫、竹石英雄、竹内孝一郎、竹内孝輔、竹内久樹、竹内博一、竹内政美、竹熊辰喜、竹下浩司、武島清元、竹田勝
紀、武田千賀子、武田俊之、竹原和司、竹村俊彦、竹村友克、竹森芳、田玉周一、橘英利、田中克明、田中賢一、田中寿幸、田中幸男、田中洋子、谷國大輔、谷山安
博、谷脇大介、田主知成、玉野元、田宮昭豊、田村圭、田守弘明、丹後大志、丹野廣、近川喜亮、塚田園、辻健二郎、辻野博文、対馬幸久、土田規仁、土屋長命、土屋
将行、常石茂博、角田和美、角田朋子、角田陽子、坪川裕、坪田收、寺澤彰訓、寺澤雄治、寺田幾夫、土居文也、都出幸市朗、東條祐一、藤堂英房、富樫俊英、戸川広
志、徳永史郎、戸舘康博、栃井進、戸塚昭仁、戸塚貴久子、冨田孝、豊田良彦、鳥居博、内藤孝、内藤正、内藤雅章、内藤佳之、長井一史、中尾彰良、長尾憲吉、中岡
哲也、中上翼、中川憲治、中桐愼治、永倉健、中込潤一、中沢明子、中澤栄二、長澤匠、中澤芳久、中島健一、中島純、長島仁、中島進、長島智明、長住正弘、中田照
男、長塚裕子、長友茂、長友敏勝、中野一郎、永野伸一、長野整悟、中野敏己、中野隆二、長畑謙治、中村一雄、中村喜代司、中村重嘉、中村進也、中村俊夫、中村治
仁、中村博導、中村吉幸、中本隆明、仲山久、成田奈緒、成田富美雄、成島秀一、成瀬啓一、成宮孝之、新園陽二、仁木昌宏、西岡恒幸、西田和夫、西田秀幸、西山喜
代至、西山清美、西山仁、根本憲一、野口亜美、野口勝、野澤伊沙夫、野田幸三郎、野中昭治、萩原安早子、橋口芳弘、橋爪英治、橋場隆嗣、橋本和明、橋本隆、橋本
礼子、長谷川輝明、長谷川正夫、長谷川正允、服部信幸、服部由美、羽鳥富由子、花田好司、花輪彼久治、花輪一雄、羽野豪仁、馬場智樹、濱井義樹、濱口修身、濱
田隆一、林成一、原嶋康仁、原田一紀、原田泉司、原田安之、日浦勉、東和人、東久雄、東舘隆、樋口智之、彦根仁、菱沼正二、日比野準、比屋根方幸、平形直治、平
子隆一、平田学、平野健次、平野俊幸、平林裕樹、平松一広、平松信雄、蛭川工、廣井貴久子、廣瀬睦弘、深澤純一、深見邦夫、福崎哲也、福嶋賢治、福島慎太郎、福
田憲隆、福永秀俊、福室武、福本和弘、藤井欣哉、藤井敏正、藤井正治、藤井義裕、藤岡豊、藤嶋秀美、藤島大、藤田行弘、藤原英二、伏見初吉、藤村圭城、冨士本順
子、藤山由美子、藤原崇、筆谷康隆、舩越幸孝、古川智博、古坂直也、古澤昌之、古田宜樹、古田智之、古本繁樹、古谷孝市、別宮正秀、星裕之、星野立成、星野洋
一、細川晋吾、細木伸悟、細野和彦、細矢輝夫、堀内眞一、堀内正紀、堀ノ内直美、堀本肇、本城利昭、本間明夫、本間孝、本間隆太、眞榮城勇、前田一夫、前田一、
前田盛之、増子隆、増子浩美、眞下照雄、間下麻理子、増崎尚、増田修二、町田武志、松井亮介、松岡裕子、松崎晴彦、松下一樹、松田和之、松田せい子、松田博幸、
松田道哉、松永務、松本あい子、松本厳、松本健治、松本孝志、松本猛、松本中一、松元博文、丸尾容子、丸山昇、丸山英範、丸山由宇、三浦夏美、三浦元、三浦力
也、三上隆博、三嶌潤一郎、水谷茂之、水野孝俊、溝渕匠、溝呂木彰信、三田友晴、道場公美子、道村春人、三橋正、三ツ村薫、皆本功、峯島正吉、美濃和弥、三野末
見、美濃輝之、宮内かおり、宮内美千雄、宮坂智信、宮坂幸枝、宮崎清、宮澤真紀、宮重正敏、宮下和久、宮島隆章、宮野昭三、三輪彰、向井久尚、武藏富士夫、牟田
幸寛、宗信伸一、村上恵介、村上哲彌、村上良幸、村崎朱美、村田和彦、村田吉生、村山智一、村山裕之、夫婦岩真友、目黒克己、目黒吉彦、最上千鶴、持田晋吾、望
月崇弘、本橋浩、森正秀、森岡薫、森藤忠平、森村和三、森本直人、森山麻紀、森脇美江、柳下佳男、薬師誠、安水實好、野内智子、柳沢浩、柳沢博行、柳原茂、矢野
方雄、矢野義智、山内英樹、山岡治、山岡秀晃、山岡豊、山縣薫、山川博士、八巻あんり、八巻紘人、山口金夫、山口潤、山口晶史、山﨑正則、山下源幸、山田賢治、
山田謙二、山田佐知子、山田武男、山田晴彦、山田秀軌、山中幹男、山根史嗣、山畑大次郎、山本圭介、山本潤児、山本奈津子、山本雅之、山本睦仁、山本八千枝、
山本雄一、山本留実、横井和子、横山哲也、吉井隆、吉岡勝、吉川奈美、吉沢克心、吉田寿雄、吉田直優、吉田康雄、吉原一晴、吉松昌則、吉山真三、米田豊雅、寄田
和弘、若山学、脇水久儀、和須津強、渡邊明人、渡辺朗、渡部和行、渡邉勝之、渡邊孝俊、渡邊徹、渡邉久、渡邉美衣、渡部保則、渡邉梨沙、金子直美、木村慶香、久
保健、近藤秀俊、星野綾乃、山田雄司、碓井克哉、上野健一、佐藤辰夫、都出卓男、梶辰輔、島崎淳一、田中圭子、植田隆雄、安藤雅宣、石川直木、大津恵一郎、久保
顕治、齋藤登、田澤淳子、田中立樹、仲宗根政勝、藤井泰介、矢口瞳、吉川雅樹、岡田稔、合谷浩、高田千里、永江崇彦、山上満治、脇坂幸弘、渡部さおり、厚澤秀
光、池口寛之、板垣喜久朗、岩崎壽一、上杉隆、大串育男、岡本智也、小野賢、加藤友夫、金沢済英、加納修、柄木田圭司、菊池浩一、木原隆明、黒木伸太郎、小島好
巳、古山浩史、酒井正夫、鈴木貴久、筒井浩二、中嶋義幸、西村智広、野口純平、広渡勤、藤巻健、宮川尊、望月清志、山本仁哲、渡辺義幸、渡邉隆一（８５６名）
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○ 登録住宅性能評価機関（国土交通大臣）
令和３年12月１日現在
登録番号

氏名または名称

登録の区分

住所

業務を行う事務所の住所

評価の業務を行う区域 代表者の氏名

国土交通大臣 ５ 日本ＥＲＩ（株）

東京都港区赤坂八丁目１０番２
４号、北海道札幌市中央区北
三条西三丁目１番地、岩手県
盛岡市中央通一丁目７番地２５
号、宮城県仙台市青葉区本町
二丁目１番２９号、茨城県つく
ば市吾妻三丁目15番15号、栃
木県宇都宮市馬場通り二丁目
１番１号、群馬県高崎市栄町１
６番１１号、埼玉県さいたま市
大宮区桜木町１丁目９番１号、
千葉県千葉市中央区新町３番
地１３、東京都中央区日本橋１
丁目１６番１１号、東京都立川
市錦町三丁目５番２２号、神奈
川県横浜市西区高島二丁目６
番３２号、神奈川県厚木市中町
二丁目６番１０号、新潟県新潟
市東大通一丁目３番１０号、石
川県金沢市西念一丁目９番３
法第七条第二項第一号
号、長野県長野市西後町１５９
から第三号までに掲げ
７番地１、長野県松本市中央一
東京都港区赤坂八丁目１０番２
る住宅の種別に係る施
丁目１７番１６号、静岡県静岡
４号
日本全域
行規則第九条第一号か
市駿河区森下町４番３０号、愛
ら第三号までに定める
知県名古屋市中村区名駅三丁
区分
目２５番９号、三重県津市羽所
町７００番地、京都府京都市中
京区四烏丸通押小路上る秋
野々町５３５、大阪府大阪市中
央区本町三丁目５番７号、兵庫
県神戸市中央区小野柄通七丁
目１番１号、岡山県岡山市北区
新屋敷町一丁目１番１８号、広
島県広島市中区八丁堀１４番４
号、香川県高松市番町二丁目
１７番１５号、愛媛県松山市三
番町七丁目１番２１号、福岡県
福岡市博多区博多駅前二丁目
２番１号、福岡県北九州市小倉
北区浅野三丁目８番１号、長崎
県長崎市万才町３番５号、熊本
県熊本市中央区水道町３番２２
号、大分県大分市金池町二丁
目１番１６号、山口県山口市小
郡高砂町１番８号、鹿児島県鹿
児島市西田一丁目５番１号、

国土交通大臣 ６ （株）住宅性能評価センター

東京都新宿区新宿一丁目７番
１号、東京都新宿区新宿一丁
目１９番地８、宮城県仙台市宮
城野区榴岡四丁目１番８号、栃
木県宇都宮市中河原町３番１９
号、埼玉県さいたま市北区宮原
法第七条第二項第一号
町三丁目３０６番１号、千葉県
から第三号までに掲げ
松戸市東松戸一丁目３番４号、
る住宅の種別に係る施 東京都新宿区新宿一丁目７番 東京都町田市原町田四丁目１
日本全域
行規則第九条第一号か １号
番１１号、大阪府大阪市淀川区
ら第三号までに定める
西中島五丁目１４番５号、兵庫
区分
県加古川市加古川町溝之口７
８８番地、福岡県福岡市博多区
住吉三丁目１番１号、福岡県久
留米市東町５番１３号、宮崎県
宮崎市大工一丁目１０番４０
号、鹿児島県鹿児島市山之口
町１番１０号

庄子猛宏

吉川倒

役員の氏名

専任の管理者の氏名

馬野俊彦、庄子猛宏、此川和
夫、出雲隆夫、原孝文、藤岡
尋、藤原卓士、中澤芳樹、増田
堀江紀子
明世、堂山俊介、加藤茂、太田
裕士、西村賢

吉川到、吉田光輝、伊藤則昭、 大島奈津
大島奈津、河野潔、馬野俊彦、 佐々木迅人
小池咲子
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法第１３条の評価員

金山信広、本山武、小比田淳、佐藤隆、櫻井祐美、德永圭、川崎優、吾妻正宏、井伊聰、渡部杏子、遠西克哲、川﨑勉、瓜生良子、高橋克夫、髙野佳子、伊藤直也、髙
須智宏、矢島育夫、小笠原敏允、関口眞佐宣、小林秀樹、我妻克志、白方和彦、伊倉清、菊池公市、藤田祥一、小野聖二、大淵英夫、古澤利恵、天野穣、日隈孝徳、増
田健、竹川正慶、田村喜則、金子勝彦、鈴木裕、南宏幸、城 恵美、一ノ瀬悟、米村政晃、浮田一志、阿部和子、稲葉隆一、木村恭子、住谷哲、和田宣人、本田聡、後
藤真寿雄、黒澤清、鈴木和則、雨宮ひとみ、関戸有里、室谷多美恵、玉川祐司、濱田弘行、近藤秀一、山口哲彦、後藤正光、二村定治、柴田晃孝、広山正弘、木村秀
幸、坂上浩隆、作野規恵、川下牧子、安藤暁子、竹田智樹、内田学、野澤春日人、菅野洋一、小川伸一、萩原恵子、高市智子、安永豊、岡崎章臣、君塚健太郎、陣内
利幸、大場茂明、鈴木久美子、木村明博、志鎌のり子、水戸部昌代、北野京子、生浪島俊美、大橋典子、西村泰、武田佳典、境美由姫、鈴木仁、間下将、秋山優、宮崎
敏郎、須﨑洋介、小嶋由美子、佐々木秀敏、緒方星生、柳田次朗、根塚信夫、若林知代、伊藤由佐子、石原岳、河合賢二、小西園恵、牛木範正、樋口孝司、枝里佳、林
ひとみ、林誠記、岡村喜吉、山内幸人、平井登喜雄、望月三吉、西本英代、土井内耕一、戸上歩弓、馬場ゆきの、藤田行雄、篠原純之、伊藤加奈恵、岩間年一、勝田展
明、南雲雅樹、三澤薫、稲田猛、藤岡裕、大木康弘、松本功、佐山希人、石井憲作、小原沢俊之、細谷昭、大川信行、稲垣晴久、越地明夫、藤代竜功、髙橋靖一、関矢
智則、堀川雅代、籾山程男、橋本正志、橘内真紀、稲澤隆、長南隆弘、内藤昇、山田啓介、見学洋介、笹岡洋二郎、濱野秀次、石川美和、齊藤幸夫、佐藤憲吾、宮田
浩臣、白井智、寺越健太郎、栁澤利雄、増子賢史、井上直機、川名芳幸、青木健治、八角直樹、北村由雄、石黒和夫、石井勅帥、蛯原孝浩、清田健志、山田淳一、佃
陽一、神谷繁樹、近藤友彦、塚田未央、坂元晋介、松口賀津子、増田敬之、湯本良治、増田利明、大沢俊幸、白木大作、数藤久幸、厚澤義治、堀裕史、小出雅夫、篠
田瑞保、望月幹男、今村輝武、出口昌利、杉村知之、大木善幸、田中勉、加藤邦宏、関根浩之、竹内智子、小澤俊和、深井茂雄、篠木大介、堀内利郎、熊谷紀子、中
島裕美、池田公一、大内恵、加野幸司、森田隆、日隈聡、梅澤初雄、髙橋一好、中澤茂、須賀温、清水正夫、吉野泰章、高畠勝紀、鈴木正人、森平孝一、杉山里奈、金
田知子、清原淳子、今野渉、小倉乙純、中澤利幸、末田恵理奈、佐久間麻美、藤田直人、宮本和幸、恩田雅明、小林政尚、澤田正樹、鬼原茂暢、北原彩花、齋藤和政、
鈴木健夫、内山篤子、椚正明、山崎良平、鈴木陽子、大内俊和、野口由紀、矢島哲也、後藤隆修、井野勇志、岩嵜秀雄、吉川徹男、狩野理恵、伊藤美保子、関口佐知
子、西脇正、飯塚真弓、小鮒文明、瀧野明儀、伊藤正明、牛口安広、飯嶋広司、山口雅治、本間省一、堀内紫乃、中山金光、佐藤富男、白山哲也、西本克彦、中西一
実、加藤美幸、澤入純子、阿部孝政、池田久美子、黒須利明、山田康弘、半田守可、佐藤秀夫、益子洋夫、上形昇、小島唯典、小沼隆一、佐藤貴洋、渡邉親宗、本田
勝善、小松孝之、船田昌詩、寺西美帆、木野内義正、幸島弘子、増渕伸、佐野直人、関信博、染谷謙治、久保田満雄、木村勝則、市川三和子、山内靖彦、中村末和、石
川義道、保立健、山本敏正、鏡吉明、平光都、板垣好美、大江良典、遠藤亜希子、中村浩、鯉沼彰一、内村弘行、藤原孝一郎、鈴木正弘、平川敏雄、中澤篤、奈良将
孝、星野直樹、三浦秀秋、田中裕司、宮﨑昇、坂下賢一、武田正人、長田三弦、宇野直樹、菊池茂伸、早川純子、黒壁斉、森竹治夫、浅見将史、髙田健一、佐藤美佳、
岩木守、岩本絵里子、岩浪麻衣、谷口ひとみ、山本晃久、佐藤俊英、鈴木祐哉、又村秀浩、和田卓、里孝浩、三浦正悦、奥田仁肖、熊谷穣、佐藤廣志、飯渕弘晃、佐久
間俊一、小松田正昭、遠藤清二、岡部光利、北田勇、遠藤浩二、遠藤崇、須藤真一、佐藤孝男、山下伸洋、栗本直美、本名奈緒美、晝場忠美、後藤学、平野桂、遠藤
悠介、高橋清和、菅原惣一、大友幸一、佐藤次男、武藤健一、金子まゆみ、髙橋雷人、岩瀬崇、佐々木裕、高橋誠一、市川由美、伊藤志保子、浦山ゆう、渡邉英典、遠
藤啓一、山本洋一、西川宏和、三木良太、佐藤恵美、中村静夫、大泉浩章、今野善隆、横井亜沙美、春田美香、髙寺悟、遠藤康誌、池端幹子、田嶋幸一、藤岡義昭、川
本俊憲、細川幸弥、竹内久樹、羽田野臣由、田中靖司、石原峰生、石原久三郎、長尾則子、鈴木俊二、竹内清村、森本康夫、内田実成、磯村隆幸、田嶋洋介、加納年
勝、小澤貴之、坂将弘、中植康夫、下村裕之、山根史嗣、角谷隆文、萩野理子、井上義英、北川早苗、堀江広恵、永澤美樹子、長崎竜也、石田勝彦、河端快行、安井
淑子、森孝弘、丹羽幸彦、三浦乃梨子、水谷祥子、山本貴之、水谷信雄、神戸美智代、赤尾正樹、佐俣紀一郎、上村勇樹、中村智一、亀島節子、南直樹、名取俊人、中
本則由、田中静雄、大瀬祥史、水畑葉子、林陽介、前川秀美、伊東和文、鈴木健太郎、熊谷真由美、晝場貴之、湯口和博、宮田哲、小泉信、藤原憲也、永野良一、北
村統之、秋幸雄、磯部信晴、冨永千弘、土橋清治、松浦重信、松村泰徳、中筋英晴、安井正晃、堀内眞一、池端綾子、森藤忠平、沖田真一、秋裕介、仲嶺牧子、大嶋
真粧美、鴇田ゆかり、藤井欣哉、細田牧江、牛瀧康之、西野祐介、外山朱、北尾一也、林原光司郎、板橋紀子、川原健一、野村泰三、元持清、橋口彩香、北野幹夫、黒
部史彦、竹内麻里、中村昌彦、小川竜生、宮野夕、
、田村嘉朗、筒井隆司、平田真、荒川卓郎、田中貴光、池田美穂、新家啓史、岩澤正悟、近田亮平、曽根
千栄、小池幸生、加藤正美、秋田邦晴、清水浩二、大向佳秀、山本泰治、寺内雅之、山根良雄、槇原正義、河村明植、冨永隆司、石木美都夫、高畑美和、上田有里、森
広王人、湯浅真久、光平昌司、今福將人、迫田良治、藤田和道、小柿修一、山下浩一、井上和枝、道中満、平賀克則、新上敏彦、畦田貞夫、原眞、江東育士、田村健
一、大吉秀和、渡辺和久、三上賢志、河﨑寛史、御簱茂、佐衛田浩、藤村伸二、曽我部信孝、稲田章治、加藤隆彦、里見達也、槙弘芳、一楽朋広、中道正、吉田秀照、
相川里美、相田香苗、幸功、中村孝徳、木村栄治、松平誠、豊田実、井口俊範、矢ヶ部千明、西聖志、新垣正清、清原康二、渕上聖一、江里口裕敏、齊藤隆策、貝原和
徳、中島俊博、岩尾俊孝、鹿島健司、上津原啓輔、中野薫、橋本浩基、柳本一恵、井上浩、善村昌康、島本丈弘、桒野剛、淺田隆一郎、吉川幸子、鈴木誠司、松本一
宏、中山博、倉重良一、森崎裕介、安達七子、東正三、鈴木正美、船越いずみ、橋田久義、松尾佳代、玉置祐人、溝部純、栗田和幸、曲渕弘文、舩越美智雄、坂野宏
行、福井由香、光元誠基、伊藤ゆかり、濱西保廣、石原競、三浦四郎、富士原泰、中原康雄、小川信行、石本敏之、石原大嗣、山下敬広、甘中愛士、原充広、加藤隆
寛、松浦淳、岡本直人、長尾大輔、真塚信男、目黒眞三、羽島雅彦、齋藤和美、髙山正明、岡憲一、鎌田雅敬、赤木尚久、石暮修身、小林道雄、高橋宏、金森透史、大
西克敏、中川誠、赤松浩司、正田綾子、宮野浩親、竹村誠二、深田有美子、水上順裕、中村之久、吉田隆、森脇建法、中野基廣、三浦進、平尾雄介、本田芳雄、中村健
児、福田和生、竹本麻記、和気末典、西口俊也、社林経典、斉藤歩、黒﨑善博、小屋龍彦、藤永眞善美、林良祐、吉田松次、森園泰二、中矢圭一、堀石小百合、水野吉
英、砂野正志、田中雅彦、薬師寺和之、神野富夫、土居幸光、須賀禎昌、三木晃、渡部利行、横山修二、西尾雅臣、太田美弥、水口浩一、都築康三、堀江紀子、吉村大
輔、吉田雅彦、黄木実、鶴田健治、緒方栄治、中村稔、久保祐次、竹村和彦、宮本誠、林田誠、倉野修一、松尾伯方、金子修、原田明日見、東紳子、松本真弥、楠木雄
一朗、川崎聖加、大島伸二、塩原学、岡本理恵、宮下正一、山本恒夫、矢島健一、倉島明、中島邦寿、小林国俊、倉嶋玲子、林和宏、上原啓二、柄木田圭司、小嶺健
治、倉沢潤、柳澤盟、西村宏、山本益男、金巻裕信、野坂学、長谷部昭夫、川上誠一、浦野宗明、召田多加子、川島宏一郎、松尾祐哉、森田聡、瀧澤豊、内藤隆司、原
光臣、村島充裕、里見頼宣、佐々木政史、竹内雅代、梶本幸、公文敏則、岡米政、豊嶋眞司、平田晃子、髙橋仁、戸城英之、堀正人、搆口芳典、和田光真、中野格、上
田英憲、増谷修、山下政昭、安永友加里、久保勝美、金本一成、野間聖二、又座歩己、青山三枝子、山長忠良、小紫数也、田村敏幸、岡知恵子、植野昌、後藤重夫、平
松佐智子、中川達哉、石原正信、熊田典彦、中岡光平、植田崇裕、土肥雅代、田村俊郎、寺嶋雅之、金木純子、菅原一哉、大田安輝、田村昌規、尾山清光、輪光芳、加
茂栄作、米田俊之、池上慶一、小杉俊明、米田大介、池田英明、山﨑隆、宮﨑真美、前田一、辰巳圭一、清水達也、中野泉美、中川洋一、中城祐子、石田毅彦、松田
悟、井上邦夫、足立祐治、宮本克彦、岩堀善廣、川嶋洋介、星名香、林俊男、村上昌平、狩野有経、三崎智也、藤橋俊輔、地井和裕、河野文明、後藤洋一、志賀智昭、
後藤靖、宮本吉朗、篠﨑綾、大塚文美、黒田勲、新井孝史、会田弘、寺澤秀和、田代雄一、梅田正孝、大旗源一郎、水口久、山﨑貴之、伊比均、吉田悦生、小川栄智、
大西豊、中島健一、本間雄一、中野一敏、小黒精一郎、清水泰介、藤井広之、小林弘、三浦勝平、畠山裕、大石壮、渡辺孝太郎、田代憲一、林崎恒輝、佐藤均、昆野惣
次郎、川島剛、齋藤秀光、田中博幸、佐藤幸夫、辻本正廣、武藏富士夫、鈴木忠德、稲見公介、児玉克久、保坂一知、石川弘則、武藤功、澤木聡、武藤一夫、池田勝
秀、藤澤洋一、谷藤正徳、宮地真沙子、志賀庸、天野勝次、中山加志郎、秋山哲朗、加藤寛、大石泰史、濵道雄、原田喜代美、勝又英和、佐野光司、山梨一正、野田安
廣、清水利至、平野泰章、芝田知巳、水野宏美、永田圭吾、秋山勝彦、原田智吉、藤中舞子、髙木邦宜、杉本怖二子、野口健司、田口輝彦、松田芳之、古川智博、迎良
幸、木原直史、長野友子、清水俊典、平川暁、峰哲夫、原田卓治、伴直隆、山口圭司、大竹友美、臼井俊弘、田原龍夫、福留勉、志賀隆行、熊谷巌、橋口修、黒田芳
明、黒木寛治、小出恒夫、川野晃義、藤﨑千尋、松元雄亮、古川未佳、鷹野真紀子、髙松寛典、髙橋順一、上野直子、加藤伸基、内田昌安、大原明規、杉谷寛子、安田
清美、伊藤正成、松原晃、小西昌治、森淳一、松岡良子、長野三男、濱崎満、渡部信司、吉田孝文、石川征四、山村知子、岡崎大地、和泉麻弓、石田佳弘、森戸慧、稲
田ひとみ、中野チエ、山里美奈子、泉田伸二、今村幸弘、柳瀬裕之、田口明、田中昭臣、高須賀聡、栗島正憲、岡部宏明、下山涼平、金本愛子、山田雄司、高田賢一、
塚原由美子、中村有希、川下誠二、奥田律子、伊藤勇喜、北村あや香、井神博文、矢野陽子、依田貴仁、久保歩美、渡部修、中村真、斎藤紀良、垣内宏彦、髙畑佐知
子、山口敬三、赤尾美絵、藤森輔、藤本文彦、木下光雄、安川猛行、田中裕、門澤俊一郎、星野正和、鈴木信一、池田晃平、松本吉史、橋本雄喜、原田達之、國田久、
鶴島卓人、北本義郎、上橋広行、松下顕亮、志築謙亮、小山健一（９４６名）

佐藤寿洋、石川澄夫、岩木正廣、八瀨立久、伊藤則昭、中村滋、佐藤保宏、高橋孝尚、渡部和行、安村建夫、岸田龍夫、堀江功、橋本恒雄、吉田光輝、大島奈津、村田
正博、梅澤剛、中村政雄、岡本淑行、本城利昭、佐々木迅人、島田雄一、藤井佐利、佐藤勝、多和田麻由、半田一夫、堀内浩二、内藤雅章、伏見初吉、家泉博、二見富
雄、平野久雄、中山朋絵、谷口建太、相福修司、佐久間保一、橋本江実子、長谷川倫子、菊池一雄、山田謙治、川畑徹朗、永田周吾、宮田京、除村篤史、須藤由香梨、
上野智子、穴井芳典、深谷嘉樹、溝口敏、新井真理子、髙木隆、石井利治、齋藤佑一、丸岡幹子、星野高志、星野洋一、峯岸一、長谷川英樹、八島和雄、馬場愛一郎、
一瀬勉、三浦菜穂、及川恭平、秀平譲二、田中武良、剱持伸夫、時政康司、柿岡晴男、正木知彦、藏田誠、正國幸男、大西博和、平澤佑樹、井上美文、中田宣行、傳田
和之、松井五彦、尾島多江子、山本賢二、松田賢太郎、公文寛、木下俊一、國吉能行、玉井公康、中桐愼治、高橋義二郎、豊田和夫、前川大輔、松本慕子、松山美樹、
五十嵐幸二、池島康郎、神田豊、根村浩正、濱田勝、原英壽、江成武久、庄司吉男、加藤勉、原薗辰男、向坂浩明、佐藤敏夫、坂本吉明、内海哲也、尾森清行、友栗浩
志、小宮路忍、野津安徳、元田淳、尾﨑久美子、高柳邦夫、木村泰久、中嶋広樹、益田敏彦、岩井新一、出原利雄、中曽根千明、渡辺正信、宮田正夫、成島憲二、竹田
市朗、小塩広士、上田真子登、八重樫護、黒木正知、西川恵理、鷲塚澄、小迫政幸、仲村健、永山徹也、道田佳子、福田義房、羽生直仁、小林健吾、古澤善光、辰巳裕
美、藤原博、福島典昭、林公一朗、兒玉未来、宇高江利子、種子田和則、千葉良司、平正太郎、木下裕貴、鈴木信一、井上薫、富田幸助、須藤光俊、力武真代、帖地留
利子、久保田修、秋吉勉、古川弘、堀内眞一、相原一雄、及川明弘、岩田喜美、小西敏文、永田庄一、新開満、杉本繁、吉田美保、佐久間涼、下武史、関和典、外山千
乃、岩田真悟、飯島美香、藤本幸男、村松正仁、中嶋和彦、尾美裕功、片岡孝一、高田利男、大友幸一、藤井欣哉、齋藤信子、阿部直美、古橋国男、佐藤隆司、市橋清
市、芝原保徳、松浦正、明神和明、林英雄、髙久一郎、小林光男、齋藤百樹、鈴木洋介、中澤元樹、大野覚司、山部哲治、山本玄道、清水康成、秋元朝文、前田達也、
阿久津恵美子、永塚周次、丸茂勉、鯨井修、上別府智、森﨑博文、渡邊正明、樋川真二、平舘敦、藤松隆、山下剛史、河原田武、松原登、羽田俊一、日高忍、宮﨑翔
平、税所麻子、神野大樹、武藤まりな、柳沼文子、西園雅俊、大塚千尋、中山拓、岡本茂樹、藤原敬一、岩﨑浩子、渡邊匠、松本行光、岡下宗示、及川峰子、宮下真希
男、原田宏樹、山下由理、小松治、福島美雪、河野文明、志賀智昭、前田一、愛甲さゆり、竹本未奈美、鈴木智也、後藤美佳、森本律子、深江大貴、矢野豊、高下勝
治、寺田理恵、大木健、中勝生、福田利光、松尾郁朗、辻裕二、寺田有里、中尾英夫、田嶋智幸、土居幸光、石屋晴香、川端悟嗣、矢口扶美、上竹明大、進藤仁美、迎
博次、小野寺真、工藤賢枝、荒船誠一、松尾英俊、堺章英、江東育士、調俊高、増子恵二、菊地真美、吉田邦房、山中絵理子、石川ひとみ、新城長繁、吉田慎朗、前田
歩、竹下明里、武田容、吉原将大、黒瀧麻衣、立花航一、木﨑直樹、福田秀行、牛島英樹（２８２名）

登録の年月日
（当初）

H12.10. 3

H12.10. 3

○ 登録住宅性能評価機関（国土交通大臣）
令和３年12月１日現在
登録番号

氏名または名称

登録の区分

住所

業務を行う事務所の住所

東京都江東区亀戸一丁目１４
番４号、北海道札幌市中央区
南一条東二丁目６番地、宮城
県仙台市青葉区本町二丁目１
番２９号、栃木県宇都宮市東簗
瀬一丁目３番２１号、長野県長
野市大字栗田３３８番地、東京
都江東区亀戸一丁目１４番４
号、神奈川県横浜市中区尾上 日本全域
町三丁目３５番、愛知県名古屋
市中区丸の内二丁目２０番２５
号、大阪府大阪市西区江戸堀
一丁目十１０番８号、広島県広
島市南区段原二丁目１番１４
号、福岡県福岡市博多区銀天
町二丁目２番地２８号

国土交通大臣 ７ （株）日本住宅保証検査機構

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 東京都千代田区神田須田町２
行規則第九条第一号か 丁目６番地
ら第三号までに定める
区分

国土交通大臣 ８ （株）東日本住宅評価センター

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央四丁目３３番５号、北海道札
幌市中央区北一条東二丁目５
番２号、宮城県仙台市青葉区
一番町三丁目７番２３号、群馬
県伊勢崎市寿町１６１番地１
法第七条第二項第一号
号、栃木県宇都宮市東宿郷二
から第三号までに掲げ
丁目２番１号、埼玉県さいたま
る住宅の種別に係る施 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
市北区宮原町二丁目１８番７
行規則第九条第一号か 央四丁目３３番５号
号、千葉県千葉市花見川区幕
ら第三号までに定める
張本郷一丁目２番２４号、東京
区分
都新宿区西新宿三丁目７番１
号、静岡県静岡市葵区黒金町
５９番７号、神奈川県横浜市鶴
見区鶴見中央四丁目３３番５
号、埼玉県さいたま市北区宮原
町二丁目１８番７号

国土交通大臣 ９

平井雅彦

設計住宅性能評価：
日本全域
建設住宅性能評価：
北海道、青森県、秋田
県、岩手県、山形県、
宮城県、福島県、新潟 松井順
県、長野県、東京都
（島しょ部を除く。）、神
奈川県、千葉県、埼玉
県、茨城県、群馬県、
栃木県、静岡県、山梨
県

法第１３条の評価員

登録の年月日
（当初）

平井雅彦、西山祐幸、伊東卓、
駒井幸治、黒澤英雄、中野康 吉田孝文
彦、関塚英樹

森本靖、小林哲也、緒方大樹、内田成伸、石井洋平、小原郁子、鬼澤政光、土本誠二、宗形浩一、小嶋禎久、伊塚清司、小峯茂、阿部卓、黒川勇一、川平靖次、吉田知
美、大谷しずか、築井英昭、小倉亮二、寺内祭五子、相川貴裕、松田奈津美、黒澤英雄、木村雄太、道山明生、田村公彦、緑川賛、佐々木佑太、田中亜矢、倉本光次、
木村和典、中村徹、田中康護、藤原聖二、藤田真、熊谷哲也、細田英史、熊倉和浩、菊池恵、黒岩恵利子、池田裕子、新村務、佐藤亜紀子、元木達也、大坂大介、齋藤
なつみ、鈴木洋介、平井孝、吉田清美、安田明雄、柳平俊一、北島多美子、宗像真木彦、佐藤伸、大和谷高弘、蟹江憲史、田中隆、佐々木繁、室崎茂、髙橋輝幸、家入
愛唯、福井廣安、八塩宏海、谷藤順信、相馬清登、荒井孝昭、市川正明、佐藤千代松、高橋淳子、芳山和義、佐藤有紀、大津加郷章、貝瀬和夫、鈴木章洋、清野由華、
小林貴幸、木村俊、松橋義明、楢舘延紘、橋本雅史、酒井美希、海野佳代子、大栁慶一、鈴石博実、三浦仁恵、藤橋幸恵、佐藤康一、佐藤三重子、佐々木真由美、藤
井祐樹、齋藤尚子、小関寛、宮川好美、原見昌孝、佐藤剛、小堤ちえ、堀裕貴、佐々木孝市、田實芳輝、田中雄二、湯原一吉、石田正明、山﨑良教、指首守、檜山圭
一、島田多恵子、大泉信明、菊池武夫、関伸一、堀口悟、九岡知之、島﨑重徳、小川隆、田中裕二、松本真彦、神田大介、松本かおり、古山浩史、須藤喜久夫、中村政
春、江﨑泰、山田智子、井上ゆう子、飯島美香、加藤世津子、臼田幸夫、原田安之、津澤純一、大嶋龍也、町田雄飛、中村真太郎、堀江勇暢、田中光男、深松和幸、長
友敏勝、渡辺裕章、岩渕廣行、小西正年、水村進、有本博英、大野和昭、猪野勝巳、岩佐充、田島晋、萬谷則男、武田晴男、柴田勝海、神田正則、佐藤訓章、鈴木宏
明、吉村孝行、平松修、河野由行、那須俊宏、秋山博、松本正義、保坂ノリ子、仮屋大、傳三夫、古矢日出夫、佐竹龍二、鈴木孝行、鈴木長英、青木賢司、田辺昇、奈
良拓嗣、阿部義則、清水光司、久米彰典、岡田浩之、吉田正寿、山田和将、成井克巳、佐藤和俊、迫田聖一郎、有川優治、佐々木達也、石﨑寛、志村満春、松浦正義、
池田義雄、中村和史、中尾哲也、玉腰浩治、村松正博、小﨑知香、神崎昌子、杉浦利光、山口勝義、森田弘正、岡内民治、折本純一、長畑謙治、今井秀祥、安井辰彦、
荒川千登世、中川紗耶子、近藤昭人、長坂豊、川口学、北川充志、中嶋光敏、森雅彦、可知三和、勝又司、荻野泰久、山内隆治郎、阪野裕介、林幸夫、河合和美、近藤
直哉、日比野伸裕、浅野透、山岸史忠、長島政弘、小島洋介、宮本徳良、田中靖司、長屋甚吾、河原英之、西原竜生、中西良成、新橋史朗、南陽平、辻清明、亀田竜
也、小幡裕人、荒子康博、松村彰太、橋本剛、中村郁子、香月義人、山口達也、喜多満宏、最上千鶴、大津惠一郎、伊東悟、宮國清久、北風寛一、福田幸司、坪井秀
樹、藤井隆司、原美智子、松田竜二、水野博子、大塚貴裕、神吉秀明、和田陽介、坂昭寛、川原達夫、山口浩二、矢野幸雄、山家敏宏、奥谷和功、松田法也、坂本英
之、塚本捨良、船附アユミ、松井芳昭、小寺竜、池井勝彦、小久保正義、橋本康之、小林勉、浦木敏明、石原良章、小谷真一、板倉修治、森登志夫、清水桂子、大前幸
雄、岡本静、荒木大輔、宮崎学、松原貞雄、岡村文嗣、大林広章、岡田正夫、松﨑晴彦、佐藤豪三、鳥谷秀文、伊原孝雄、後藤靖二、山下純則、浦郷武文、天久武二、
杉山光一、浅野正信、前田知輝、長野和之、成尾覚、二宮俊之、三浦覚、小城登志郎、渡邊純次、田上和俊、平川義隆、谷口良昭、宮木竹雄、西原勝則、松木厚治、渡
辺三喜、原田陽二郎、荒川修、西本幸史、大矢幸夫、山口吉晴、前僚介、髙橋崇、根本洋祐、太田智之、髙橋みちる、渡會美香、松本明美、今井克治、二戸健吾、工藤
都久、岸田利夫、中谷充宏、岡本芳仁、森藤忠平、田村英生、深津孝之、北風雄基、藤巻幸祐、梁木章雄、桑本啓行、島直樹、小笠原有紀子、入江祥隆、久米泰臣、土
肥雄一郎、矢澤由美子、山下剛史、武藏富士夫、安井正晃、山本直樹、吉田孝文、大村太一、佐々木穂髙、野村雅孝、金原治子、杉本龍介、坂口俊美、辻元繁也、山
下良真、菅重貴、安野直樹、若松峰、中原浩一、小林誠、大角亮、小野令之、臼田勲、北村亘、瀧澤敦、烏山勝樹、石原優、阿久津茂樹、鈴木将之、高橋隼人、江崎
遼、川満俊明、橋爪雅幸、荒海こづえ、阪口千恵、中川誠、内田実成、新井美加、石川篤史、柳瀬裕之、山田雄司、谷口満里子、星野賢二、本間えりさ、田澤淳子、津
川祐輔、井戸康貴、山根史嗣、稲守法子、水上俊太、大畑穂純、北田彩夏、堀口高宏、森脇弘典（３８５名）
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松井順、竹森康友、辻克巳、
古屋義雄、臼木正治

池田朝三、細沼信弘、今井歩実、小倉保彦、赤崎和広、竹森康友、玉木正吾、柳原耕二、織田晴子、石原聡、鈴木裕巳、安齋恵一、平光眞人、内田千絵、廣田貴美枝、
藤城昭臣、吉沢浩幸、渡邉真生、橋本秀之、矢部浩一、佐藤ゆかり、水出錠太郎、川島孝之、小野美紀、香川三彩、鈴木清昭、古屋義雄、日髙学、吉場啓治、矢口由
美子、大橋良晃、西野卓也、川俣光弘、篠塚勘弥、竹澤茂、内山浩征、増田慎也、長瀧美佐夫、渡邊伸宏、栗田毅、手塚眞、加藤悦雄、福田充志、荒井久明、渡部匡
基、青木美枝、鶴田篤雄、増田亨、関口美智子、松根良光、狩野光明、宗川和正、菊地定男、原憲一、木村健作、松井洋実、西村智美、佐々木章人、吉田優子、土方
香織、相澤学、今泉敏明、横山史子、五味昭一、内藤知行、山口浩隆、有賀健、寺内一晃、松永一郎、近藤正樹、新井真、岩崎芳昭、鈴木修平、中田沙由紀、服部利
博、大杉豊、竹田安利、北内真人、若杉金司、橋本美香、柳沼正雄、小池佑香、鈴木広望、増田仁美、相原千世、渡部祥子、櫻田幸子、菊池康宏、松本嘉子、矢吹欣
也、加藤高明、峯島英造、牧野貞幸、野口茂、辻裕光、関康伸、栗原英二、松本 樹、牧野潤子、河井ルミ子、満石博美、芦田重春、佐藤了太、米川歩美、小林順也、
石川貴子、森井伸次、小室忠夫、大平政樹、川田仁、岡﨑恵美子、佐藤新一、菊地紀子、青木健一、本名仁、古里實、森山浩、伊藤剛志、神田晴美、高野和広、泉誘
子、渡辺耕太、早坂政則、田代昇、青木雄二、豊田充、九郎田寛丈、小原豊彦、山内千枝、熊谷進、山越尚子、吉田大和、山田剛也、勝股紀夫、花見安弘、野田康雄、
相田英一、中山久一、佐藤郁子、石井邦彦、時田孝哲、丹野映二、山下英雄、花澤陽子、若宮亮、平井清美、齋藤俊彦、原田清明、中里勉、中嶋朋子、小山剛、吉倉
綾、髙橋久美子、大村健、横田巧、入江真由美、中田公浩、柳田みほ、宮麻里子、渡辺隆、大塚敏典、井上早美、柗本和也、岩崎勝則、小池啓一、小泉真規、若宮元、
安部章、片岡真由美、佐藤剛史、小田伸一、吉澤正浩、志村栄二、森田健治、小川和也、清水康弘、石井恵子、山本主税、白石悟志、伊藤由香里、大山拓朗、津金澤
好孝、関矢智則、伊藤政彦、小野内隆、櫻井学、宇賀神利清、高津一敏、千吉良功、吉原也絵、橋本美紀、須田悦万、松本秀夫、川端秀明、関令司、大川武、小林礼
子、天野賢一、芹澤守、荒井紅明、仙波直樹、駒崎明、菅原洋子、伊豫部慶則、鈴木里美、久保田政克、久保田翔吾、倉田裕司、平松聖一郎、小林克己、大村幸男、鈴
木裕介、遠藤浩、荻野淳、柴野光典、星井栄吉、星井一志、品田則夫、品田真言、品田要、諸伏和哉、大石孝典、小長井隆、望月正明、小澤高志、吉田磨、柳田誠人、
片山亮、井出正臣、勝又司、佐野嘉信、村田英二、内田真一郎、荻野進、柴田治昭、石塚克彦、森川勝弘、村田孔、間々田好博、村松実、石井大有、加苅健二、山口
司、浅川信二、滝澤貴光、井坂和人、森谷好孝、藤戸努、古賀史高、柴山幸吉、星野孝二、三枝守仁、麻生誉、佐藤雅行、宗像恭一、鎌田盛次、谷地栄、佐々木英夫、
高橋真一、高橋拓生、野呂秀明、鹿内卓也、児玉克久、秋山征憲、佐久間英樹、佐藤豊和、佐久間隆、岡村和幸、妻沼正則、宮崎昇、根本正明、岩永至功、高橋久美
子、笹沼哲也、石濱隆行、大塚満、山内肇、佐々田耕三、徳永東、完戸孝、荒井英明、伊達惠造、中野敬一、冨岡寛、稗田明弘、大橋菜穂子、渡邉正樹、正力勝美、平
川貴弘、塚田大輔、内本佳男、鈴木喜徳、服部顯一、保坂了、寺﨑精一、市原弘一、須田修二、水島信隆、栗原崇、清水博登、氏家真史、榊枝克幸、小野祥子、小沢聡
子、志村俊昭、大谷茂、廣瀬義聡、髙城英子、檜山志重、高崎宜己（３１０名）
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役員の氏名

専任の管理者の氏名

竹森康友

（欠）

国土交通大臣 １０ （株）西日本住宅評価センター

国土交通大臣 １１ 一般財団法人日本建築総合試験所

国土交通大臣 １２

評価の業務を行う区域 代表者の氏名

－

大阪府大阪市西区北堀江二丁
目２番２５号、愛知県名古屋市
中区栄二丁目３番３１号、京都
府京都市中京区御池通間之町
法第七条第二項第一号
東入高宮町２０６、兵庫県神戸
から第三号までに掲げ
市中央区京町７５番１号、福岡
る住宅の種別に係る施 大阪府大阪市西区北堀江二丁
県福岡市博多区博多駅東二丁
行規則第九条第一号か 目２番２５号
目１６番１号、岡山県岡山市北
ら第三号までに定める
区下石井二丁目１番１８号、愛
区分
媛県松山市宮田町１０８、広島
県広島市中区本川町二丁目６
番５号

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 大阪府吹田市藤白台五丁目８
行規則第九条第一号か 番１号
ら第三号までに定める
区分

設計住宅性能評価：
日本全域
建設住宅性能評価(新
築)：
富山県、石川県、福井
県、岐阜県、愛知県、
三重県、滋賀県、京都
府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、鳥 團栗知男
取県、島根県、岡山
県、広島県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛
県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

愛知県、岐阜県、福井
県、三重県、滋賀県、
京都府、大阪府、兵庫
大阪府大阪市中央区内本町二 県、奈良県、和歌山
上谷宏二
丁目４番７号
県、岡山県、広島県、
山口県、福岡県、徳島
県、香川県、愛媛県、
高知県

團栗知男、国宗充、澤田範夫、
国宗充
池内信司、柳伸之介

相木篤夫、赤浦真珠、赤堀達男、浅井俊紀、浅井靖典、浅山太、天野洋一、荒木秀彦、有吉泰弘、阿波田謙一、飯田健之、池田勝秀、池永俊二、池山祐介、石川悟、石
田久芳、石田康、石原康之、井戸律江、伊藤貴紀、伊藤武晴、伊藤公智、伊藤由香里、稲沢守次、井上眞也、今井裕保、岩田江南子、岩谷朋子、因洋一、植田清、上田
智也、上田隆一、上野健一、受川久富、内堀一美、内本守浩、内山和彦、梅田正弘、江川正利、大泉誠治、大神裕、大久保利光、大島賢一、太田導次、大槻浩二、大西
清司、大橋美穂子、大林良道、大村順一、大森勝、大山健、岡﨑亜紀、岡田博、岡田義夫、岡村利法、小川敏和、小川智弘、奥田信一、奥村讓治、小栗明子、尾高広
一、越智貴久、越智実登、小野和寿、小野雅文、小原一人、尾村栄吉、甲斐国彦、掛水孝信、片山孝範、勝木淳二、加藤正巳、加藤学、加藤泰久、門垣彰、金澤良晴、
金子麻衣、金嶋博光、金田剛英、金田達夫、加納博至、亀田裕貴、加茂栄作、河合強、川上浩一、川口直人、川瀬政孝、河野哲夫、神田昌彦、菊重徹、木谷博史、城戸
基行、楠田修三、宮内浩治、國﨑道子、国宗充、久保顕治、久保田潔、熊谷奈緒、黒岩勝巳、黒田香代、桑木野泰靖、河野剛成、古賀博、小木曽正樹、小堺悠也、小島
基弘、小西一富、小西充、近藤哲夫、近藤泰男、三枝健司、酒井勝義、堺千秋、酒井敏光、酒井久和、榊原順次、坂尻克彦、崎川保晴、左倉勝人、櫻井功康、櫻井洋
一、佐々江一男、笹本茂樹、佐藤功、佐藤健二、佐藤敏幸、佐藤直樹、佐藤博文、佐藤由紀夫、佐藤恵洋、澤井得司、澤田範夫、澤邉眞澄、澤村隆、塩谷章人、執行有
美子、重住昌宏、志野哲史、篠田望、柴康治、柴野光典、島本美香、下村喜代隆、白神元秀、末永一誠、菅谷喜晴、杦本俊夫、鈴木一広、鈴木充、鈴木良輔、鈴村孝
正、鷲見幸夫、隅田和夫、瀬木孝幸、高木小智、高木保、高北泰司、高島茂、高田賢一、髙橋孔美、高橋光俊、竹内久樹、竹内実、武田俊之、武部邦彦、武部重行、竹
村俊彦、多田耕作、橘敏彦、橘憲一、橘日出男、龍見信幸、田中隆男、田中達也、谷口栄治、谷藤美穂、近川房千代、鎮西昭男、塚本知良、津川祐輔、辻俊昭、辻憲
一、都司元晴、土本雅之、津村俊一、寺田博一、寺橋豊重、豊崎たか子、中井繁、長井正、中川卓、中川勇治、中﨑幹夫、中島順子、長住正弘、長友茂、中野正実、永
野智記、中村克彦、中村伸幸、中村正明、中村通男、中村友紀、中山圭太、成尾覚、西尾芳二、西門宏、西川博文、西澤定信、西村恒和、西村福男、西森則雄、沼辺
武、野口和宏、野口正博、野竿進、野村正俊、萩原克広、萩原邦夫、橋本昭夫、長谷川忠男、長谷川直大、馬場博子、原誠、原田幸二、原田廣幸、伴正博、疋田健士、
彦坂富夫、久門絵里、平田明彦、平山光一、深井久之、深見邦夫、福田正義、福田雄二、福村亮介、藤井康平、藤井由美、藤岡篤、藤田敏彦、藤原健、藤原豊和、不動
賢司、古川政源、古坂直也、古本繁樹、坊農陽子、堀野和人、本間誠治、前田哲男、槇林正樹、正井利弥、政石信行、正木知彦、眞下照雄、増田直晃、松井登、松岡祐
作、松木薫之、松下精一、松原純一、松村光浩、真利俊樹、丸谷秀和、三浦寿夫、三澤淳、三澤正、水澤義男、水野政美、南正晴、南充、南口昌弘、簑輪幸男、宮上美
幸、宮下栄一、宮下和明、宮本一義、村上博昭、村瀬正一、本橋浩、森光造、森川次男、森本浩之、八木克郎、八木智子、安井啓普、柳原正也、矢部晋、矢部正博、山
口晃司、山田芳昭、大和哲也、山根正博、山本茂、山本守彦、山本義男、山本良紀、行武俊則、油谷俊二、横田仁孝、横田文秀、横山勉、吉岡正則、吉田麿、吉田胆
自、吉田知佳子、吉田英髙、芳之内健城、由村知行、力武豊彦、和田謹介、渡邉裕通、山本八千代、加藤宏樹、赤尾恭平、市川愛子、刀根宏之、長畑謙治、沖哲夫、髙
橋利治、高畑輝和、南里勝則、鶴丸達也、德満正悟、冨岡寛、増田充宏、江上醇、大里千夏子、小懸章、夏井懸太、平岡俊樹、廣川可奈、湊博英、宮村美帆、岡山かす
み、宮内槇、髙山三千人、栗生由美子、中村一弘、市崎琢也、戸野谷伸夫、波頭陽一、前田哲夫、松本仁人（３４６名）

H12.10. 3

上谷宏二、川瀬博、小南和也、
角彰、多賀謙蔵、中務治三、西 岩佐裕一
山峰広、山中俊夫、宇野暢芳

播磨政弘、小川哲也、川上文香、平沢隆志、城ヶ原達也、藤田明子、武平俊秀、松川和永（８名）

H12.10. 3

（欠）

－

-3-

○ 登録住宅性能評価機関（国土交通大臣）
令和３年12月１日現在
登録番号

氏名または名称

国土交通大臣 １３ （株）都市居住評価センター

国土交通大臣 １４

住所

業務を行う事務所の住所

評価の業務を行う区域 代表者の氏名

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 東京都港区虎ノ門一丁目１番２ 東京都港区虎ノ門一丁目１番２
日本全域
行規則第九条第一号か １号
１号
ら第三号までに定める
区分

金谷輝範

役員の氏名

専任の管理者の氏名

金谷輝範、渡邉幸則、桃井孝
好、野崎豊、古川興一、近藤芳 渡邉幸則
正、平松進

法第１３条の評価員

登録の年月日
（当初）

浅海紘太郎、安達雅男、井口淑廣、石ヶ谷充、石田忠、石綿哲男、池谷辰雄、上野純一、大竹賢、大塚稔、大水英雄、加藤眞也、金澤義人、金丸洋一、金子正、軽部和
男、栗原和茂、古村利幸、佐藤潤、鴫原孝之、鈴木憲彦、関宏、髙梨秀一、髙栁和廣、田町浩之、塚田正紀、中島均、成田敏一、西岡紀一、沼倉紀章、橋本昭夫、平井
秀行、平内悌二、藤井節子、古川順子、本藤久典、松原敏子、三島啓、森本由紀子、山縣宣文、山本成之、渡邉幸則、平石峰夫（４３名）

H12.11. 1

（欠）

国土交通大臣 １５ 関西住宅品質保証（株）

国土交通大臣 １６

登録の区分

－
法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 大阪府大阪市中央区千日前一 大阪府大阪市中央区千日前一 日本全域
行規則第九条第一号か 丁目４番８号
丁目４番８号
ら第三号までに定める
区分

濱根潤也

濱根潤也、岩津雅仁、三浦光
城、竹原和司、武田高

足立修

足立修、中川憲治、吉田康雄、河野博幸、竹下浩司、小林秀樹、佐々木和彦、袴田吉彦、池田雅、定連直樹、山本雅之、濱根潤也、岸本昭雄、源田敏之、愛甲義則、藤
原英二、相川富裕、宮下和久、阿部清広、藤田行弘、土倉正清、杉哲太郎、穴井政彦、臼井玲子、森藤忠平、佐伯恒男、幸岡英之、高良保夫、金子義宏、山本仁哲、三
浦光城（３１名）

（欠）

国土交通大臣 １７ 富士建築センター（株）

国土交通大臣 １８ （株）ハウスジーメン

H12.12. 5

－
法第七条第二項第一号
茨城県、栃木県、群馬
神奈川県川崎市麻生区万福寺
から第三号までに掲げ
県、埼玉県、千葉県、
一丁目１番１号、東京都新宿区
る住宅の種別に係る施 神奈川県川崎市麻生区万福寺
東京都（島嶼部を除
竹内富士雄
西新宿一丁目１７番１号、神奈
行規則第九条第一号か 一丁目１番１号
く）、神奈川県、山梨
川県横浜市中区太田町六丁目
ら第三号までに定める
県、長野県、静岡県
８４番地２号
区分
（島嶼部を除く）

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
東京都港区西新橋三丁目７番
る住宅の種別に係る施 東京都港区西新橋三丁目７番
１号、福岡県福岡市博多駅前 日本全域
行規則第九条第一号か １号
三丁目７番３４号
ら第三号までに定める
区分

羽生五泰

竹内富士雄、鈴木信男

古木政樹

羽生五泰、鵜澤泰功、道下佳
紀、髙坂明孝、青木裕美、小池 道下佳紀
敏雄、野嶋慎一郎

山口朗、貫洞英俊、小林士朗、古木政樹、鈴木俊介、浅野佳子、大塚廣、大木裕一、足立文昭、谷本彩花（１０名）

H13. 2. 1

阿部哲治、山口仁、小田嶋勉、宮島國彰、坪川裕、岡田勝己、岡部早苗、阿部哲也、松山譲一、木村裕伸、川嵜清和、金沢悦男、下田能久、古橋広之、菊重徹、中村
進、星野立成、平川宏行、佐藤成美、中澤茂、宮内憲治、山本辰雄、河合耕三、秋山功、青山章子、足立正智、岡野宏、山口義美喜、川村孝洋、道下佳紀、村上明宏、
吉岡滋人、吉松昌則、清水剛、吉川徹男、原田泉司、東久雄、池田雅、西山秀志、神田光英、葛西靖洋、福田博志、亀田総吉郎、藤沢勝、木皿義倫、溝井宇一、橘英
利、水澤宗和、宮川法雄、榊政信、相川俊哉、加藤浩一、高橋政則、篠原紀二、青木明男、田畑明、島尾香栄、東條祐一、佐藤里志、藤山由美子、郡孝宏、新園陽二、
坂下賢一、大沼康弘、千代谷一寿、佐藤道大、戸井田秀明、蛯原孝浩、吉田知代、中原弘之、古谷孝市、市川孝光、植村和幸、本位田悟司、中島照子、中原真洋、三
野芳子、塩澤偉、吉野浩通、狹場芳男、船見重行、赤間勝敏、中村博、田中清貴、須藤幸伸、須藤雅直、須藤亜紀、早乙女由二、小林昭一、中村清隆、松下一樹、押尾
市郎、市川忠義、河合秀人、滝口武志、平松一広、前田哲宏、武田学、中村英司、渡辺裕之、大嶋龍也、橋本賴幸、小倉恭子、印南敏明、久米泰臣、中西道広、市原絵
美、梅村和二三、藤井旭、本間千晶、松井鉄美、中野慎亮、久保圭造、髙德清一朗、山田さやか、北村健治、中村吉幸、小堀浩平、田村圭、筆谷康隆、村上寛二郎、金
本利長、臼田勲、進藤美寿々、倉内博、木下尚美、坂口貴之、松尾恵美、内尾しのぶ、福田憲隆、吉岡英基、土居静穂、矢野公一、吉田明広、森下幹生、及川明弘、藏
永真由美、原朋教、宮内美千雄、梅澤亨、大吉秀和、中村徳行、鈴木宏典、武藏富士夫、菅谷豊、森田健治、伊藤政彦、金井仁銖、渡邉隆明、上野晋也、佐久間昇、髙
田賢一、西聖志、林成一、小松至恩、西村麻美、三浦力也、鶴田稔、坪田貢秋、山下剛史、比屋根方幸、芹澤慶明、亀井正芳、吉川智久、髙濱勉、伊比均、木村道徳、
中谷昌明、秋幸雄、塩田綾子、吉岡勝、秋裕介、山口貴宏、冨岡進太郎、石橋德一、阿部裕樹、松岡由紀夫、安藤一徳、谷國大輔、須永博巳、平賀秀樹、川嶋順市、長
崎竜也、洲鎌常雄、本間隆史、橋本伸二、渡邊明人、神永充、森恵美、山本八代枝、河合聖次、池田慎伍、三上隆博、古川智博、植田隆雄、飯島美香、西野幸子、山田
雄司、有嶋勇治、井藤雅嗣、鈴木俊二、山下正夫、藤田光彦、大町清仁、髙橋英典、堺章英、古山浩史、久保直人、細川朋美、本田大作、奈須野達也、松岡祐作、吉居
博幸、長谷川誠次、末廣義男、尾島幸代、大道麻希、石塚隆夫（２１８名）

H13. 4. 2

国土交通大臣 １９

（欠）

－

国土交通大臣 ２０

（欠）

－

国土交通大臣 ２１ ビューローベリタスジャパン（株）

国土交通大臣 ２２

外崎達人

外崎達人、佐々木泰介、小出
雄之、古賀明、天木豊、ジン・ハ 小出雄之
ン

茨城県、栃木県、群馬
県、埼玉県、千葉県、 安齋俊彦
東京都、神奈川県、山
梨県、静岡県

安齋俊彦、森山真次、小澤敏
成、髙岡信男、太田満雄、澤井
小澤敏成
光三、花﨑浜子、大井克美、神
津信一、奥雄二郎、

辻本正寿、柴田道人、川村昭男、佐野靖、阿部健三、藤田政信、北出雄次、加藤浩一、澤田能、田島真、坂田敏親、木村充幸、苅谷成進、田口紀彰、藤原英二、高嶋隆
司、坂口英喜、成田鉄正、伊藤勝則、鈴木俊二、土本正義、松本善晴、近藤陽子、太田原早苗、大沢潤一、内田実成、天野正志、茂山文枝、瀧澤祥子、大森隆、石澤
巧、大西和幸、大林厚志、鈴木信一、松岡穣、大谷真弓、豊﨑実、土居文也、角田京子、平野泰章、小川智弘、辻元寿、秋吉勉、橋本賴幸、藤田亜紀、仁木佐和子、石
田博文、福永洋一、馬部一三、吉岡典子、井上義英、稲見公介、金田由鼓、小堺悠也、藤井欣哉、倉島重夫、高橋泰樹、伊比均、中野敏己、岡崎茂樹、濱井義樹、坂田
光彦、石丸優子、高田良介、髙橋靖一、松田正市、亀山義之、笠井雄、江宮雅己、髙橋昌克、福島恵一、勝又司、斉藤昌敏、柴田誠、近藤友彦、内尾しのぶ、野口純
平、松尾恵美、古屋友只、久保泰子、佐野恭平、長井正、池田六三郎、大崎拓朗、高畑輝和、猪俣悦子、北濱剛久、山本仁哲、佐々木洋子、山崎千明、手塚進、脇坂幸
弘、朝田絵実子、大藪繁、片山隆信（９５名）

（欠）

国土交通大臣 ２３ 一般財団法人住宅金融普及協会

国土交通大臣 ２４

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 神奈川県横浜市中区山下町２
行規則第九条第一号か ２番地
ら第三号までに定める
区分

北海道札幌市中央区北二条西
一丁目１番地、宮城県仙台市
青葉区中央一丁目２番３号、東
京都新宿区西新宿一丁目６番
１号、東京都千代田区神田駿
河台四丁目３番地、東京都立
川市曙町二丁目１３番３号、神
奈川県横浜市西区高島二丁目
１９番１２号、愛知県名古屋市 日本全域
中区栄四丁目１番８号、愛知県
名古屋市中村区名駅四丁目６
番１７号、大阪府大阪市中央区
南本町四丁目２番２１号、兵庫
県神戸市中央区三宮町一丁目
１番１号、兵庫県姫路市栗山町
１５１番地２、広島県広島市胡
町４番２１号、福岡県福岡市中
央区天神一丁目１番１号

－
法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 東京都文京区関口一丁目２４
行規則第九条第一号か 番２号
ら第三号までに定める
区分

東京都文京区関口一丁目２４
番２号

小澤敏成、桜井清司、安藤一弘、鈴木俊康、山本嘉孝、佐藤篤志、矢部真介、暮石卓、小玉道夫、小山由紀夫、髙原達矢、木下晶、行方輝夫、笹本啓介、牧野恵一、梶
谷哲彦、米舛伊代、内田玲奈、荒井加奈子、田中真澄（２０名）

（欠）

国土交通大臣 ２５ （株）国際確認検査センター

国土交通大臣 ２６ （株）ジェイ・イー・サポート

H14. 4. 4

H15. 4.18

－
法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
東京都中央区京橋二丁目８番
る住宅の種別に係る施 東京都中央区京橋二丁目８番
７号、大阪府大阪市中央区平 日本全域
行規則第九条第一号か ７号
野町三丁目６番１号
ら第三号までに定める
区分
法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 広島県広島市中区八丁堀１５
行規則第九条第一号か 番８号
ら第三号までに定める
区分

山田耕藏
大島圭美

広島県広島市中区八丁堀１５
日本全域（東京都、新
番８号、東京都千代田区神田
潟県、及び沖縄県の 佐東政明
富山町２２、福岡県福岡市中央
島嶼部を除く）
区天神一丁目９番１７号

山田耕藏、大島圭美、馬場英
彦、福田基久、稲垣浩治、植田 稲垣浩治
邦男、大島中正

山田耕藏、福元輝明、福田基久、馬場英彦、岡本博治、山崎千明、稲垣浩治、高橋博之、長谷川徹、小林元治、石井隆之、土岐光正、川井正夫、坂本孝男、齋間孝一、
富永由美、髙橋靖一（１７名）

H16.10.21

合田尚義、佐東政明、藤川伸、
原本修二、佐々木正治、河田 原本修二
房夫、田中逸夫

早水文子、続木英二、佐東政明、佐々木正治、冨岡郁子、相本美子、河野秀穂、上田真一、徳田和美、網倉邦明、櫻井秋楽、長谷部章則、飯酒盃茂幸、吉澤文雄、沼
田恵子、橋本一将、中村彰秀、松村修、平本力、千田実、高橋芳之（２１名）

H17. 4.14

国土交通大臣 ２７

（欠）

－

国土交通大臣 ２８

（欠）

－

国土交通大臣 ２９

（欠）

－

-4-

○ 登録住宅性能評価機関（国土交通大臣）
令和３年12月１日現在
登録番号

氏名または名称

国土交通大臣 ３０

（欠）

登録の区分

住所

業務を行う事務所の住所

評価の業務を行う区域 代表者の氏名

役員の氏名

専任の管理者の氏名

法第１３条の評価員

登録の年月日
（当初）
－

国土交通大臣 ３１ （株）東京建築検査機構

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 東京都中央区日本橋富沢町１
行規則第九条第一号か ０番１６号
ら第三号までに定める
区分

東京都中央区日本橋富沢町１
０番１６号

日本全域

濱田信彦

濱田信彦、谷村広一、刑部章、
谷村広一
馬野俊彦、加藤茂

早川峰雄、戸田勝久、佐藤純、中西隆、村上敏雄、岡島明美、濵田信彦、伊藤浩、青山惠美、小野広行、東山敢治、小山博行、佐藤貢（１３名）

H13.7.27

国土交通大臣 ３２ （株）グッド・アイズ建築検査機構

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 東京都新宿区百人町二丁目１
行規則第九条第一号か ６番１５号
ら第三号までに定める
区分

東京都新宿区百人町二丁目１
６番１５号

日本全域

藤田孝行

藤田孝行、荒井道夫、藤田忠
孝

荒井道夫

荒井道夫、片山文、臼井勇人、山﨑善孝、沼田あゆみ、中田恵、岡本大輔、齋藤邦弘、大溝城弘、藤波茂、石丸裕幸、寺門由美子、三代川恵一郎、島村将宏、小林浩
一（１５名）

H17.12.28

国土交通大臣 ３３ ＳＢＩアーキクオリティ（株）

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 東京都新宿区西新宿二丁目６
行規則第九条第一号か 番１号
ら第三号までに定める
区分

東京都新宿区西新宿二丁目６
番１号

日本全域

小山勝宣

小山勝宣、新井英樹、蟹田弘
樹、中本祐三

新井英樹

青木眞理子、新井英樹、大澤道子、小山勝宣、深津有也、中原大地郎、藤井誠人、小後摩博明（８名）

H19. 3. 1

国土交通大臣 ３４

（欠）

国土交通大臣 ３５

（欠）

－
－

国土交通大臣 ３６ アウェイ建築評価ネット（株）

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施
東京都新宿区揚場町２番１８号 東京都新宿区揚場町２番１８号 日本全域
行規則第九条第一号か
ら第三号までに定める
区分

国土交通大臣 ３７ （株）確認サービス

愛知県名古屋市中区栄四丁目
３番２６号
東京都新宿区新宿一丁目１６
番１０号
大阪府大阪市北区梅田一丁目
１１番４号
静岡県静岡市葵区御幸町１１
番地の１０
法第七条第二項第一号
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋
から第三号までに掲げ
町二丁目２６番地４
る住宅の種別に係る施 愛知県名古屋市中区栄四丁目
愛知県豊橋市大橋通一丁目68
行規則第九条第一号か ３番２６号
番地
ら第三号までに定める
愛知県岡崎市錦町６番５
区分
愛知県一宮市栄三丁目８番１７
号
岐阜県岐阜市金宝町一丁目１
５番地
静岡県沼津市高島町１０番地
の１４
静岡県浜松市中区砂山町３５５
番地の４

国土交通大臣 ３８ 日本建築検査協会（株）

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 東京都中央区日本橋三丁目１
行規則第九条第一号か ３番１１号
ら第三号までに定める
区分

国土交通大臣 ３９

（欠）

国土交通大臣 ４０

（欠）

東京都中央区日本橋三丁目１
３番１１号

吉川充、野田宗一、蓮實健次、
蓮實健次
竹田將夫、小黒健三

吉川充、蓮實健次、渡部景之、石井敏、城生利一、新井正寛、石川啓司、坪川裕、花木彬、比田井純孝、川村昭次、城生一葉、植松敦史、赤津博、岡田博、宇多田裕
久、渡邉眞次（１７名）

H21. 1.22

設計住宅性能評価：
日本全域
建設住宅性能評価：
栃木県、群馬県、茨城
県、埼玉県、千葉県、
東京都（島しょ部を除 畑中重人
く。）、神奈川県、山梨
県、岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県、滋賀
県、京都府、奈良県、
大阪府、兵庫県及び
和歌山県の全域

畑中重人、加藤康浩、坂田正
利、佐藤廣志、中川鋭彦、山田
坂田正利
重也、鳥居明、恒成秀洋、纐纈
和義、田宮祥江

坂田正利、中川鋭彦、田中善子、清田明、山田茂樹、野村繁雄、加藤智恵理、加藤悦子、山田真也、橋口正一、松岡貴子、田口章良、山田重也、渡壁勇三郎、小島秀
一、田邉智彦、上村肇、南谷武志、小菅俊生、伊達雅好、唐沢耕司、野田豊、細川隆、熊﨑裕二、島川真人、脇田浩二、磯村仁司、加納幹也、中川崇、羽矢光廣、伊藤
寧之、小森由朗、河田康司、内藤宏和、中川良子、大嶌宗憲、三尾由子、稲吉弘道、水嶋智之、富田佳敬、小島忍、内山清人、渡辺知已、大竹由人、久野晃靖、栗本哲
治、南條隆伸、坂本真琴、白井清美、神辺隆史、山田豊三、志村慎、大森史子、石川好彦、本田美里、望月義之、近藤公成、神谷まゆみ、佐野徹、石川泰崇、鈴木浩
之、村田竹義、大場謙一、三輪朋子、小林健二、寺西真樹、佐久間悦夫、月野木輝美、白井淑夫、谷口茂子、神島修、加藤ゆう子、山本節子、山崎勝實、山下令子、尾
宮慧香、樽見智美、松本正幸、久保谷裕一、田中理絵、西江亮二、宮内義幸、山本佳奈、菅沼稔、水野賢治、大田康男、杉山敏男、北川綾子、根本雅祥、秋田里紗、石
川光、楠収一、上田泰成、新保京子、中島克敏、飯山真智子、辻清司、石原元歩、増田雅廣、加藤剛典、秋田圭佑、田中まどか、松浦典子、酒井紗知、沼田篤、佐々木
泉、大槻年男、塩川真、佐藤英一、鳴戸英彦、小川英士、河合孝昌、武田奈央、服部英之、藤井啓一郎、青山仁、濵田紘平、塩田岳、砂原瑛菜、山﨑正浩、尾島邦治、
藤井秀彦、内山莉李花、髙柳俊彦、牧野愛、尾川真未、村上光芳、井上裕貴、畑中悠平、鈴木優一、若松俊輝、田中智浩、加藤篤俊、吉田健一、山本悠香、松浪舞、岩
倉けい子、蒲野啓史、伏屋哲昌、早瀬信二、甲斐修治、藪野智成、谷尾映美、渡邉勝巳、荒木英之、井村直正、石田憲治、川村篤史、西尾信秀、中山志弘、柴田泰彦、
内田実成、石原淳二、河合伸彦、鈴木慎也、西尾則政、長谷美幸、荒井瑶子、井上元之、大杉泰子、前田康子、遠藤吉一、加藤直人、河合秀人、津川祐輔、広田智子、
森惠美、藤井五十広、青木清美代、吉岡典子、福西保夫、北村まゆみ、白神雅美、矢野幹子、西真史、串原直樹、藤井欣哉、石川貢二、永谷俊幸、梅村和二三、櫻井
安則、小池清一、吉田直人、大橋紗弥佳、岩間太郎、藤原諭、木下真美、清水裕之、北濱剛久、伊藤久人、長井俊典、梶辰輔、毛利勝美、畠山圭、鈴木道夫、石川博
之、江川健一、松下亜矢子、大野真斗（１９８名）

H12.10. 3

日本全域

山﨑哲、佐々木芳紀、並木治
男、伊藤勝彦、門井明美

佐々木芳紀、福永洋介、並木治男、宮澤茂、藤沢充利、富田哲也、渡邊眞理、尾崎和高、山本美香（９名）

H21. 7. 8

吉川充

山﨑哲

富田哲也

－
－

国土交通大臣 ４１ （株）確認検査機構トラスト

岐阜県、愛知県、三重
法第七条第二項第一号
県、滋賀県、京都府、
から第三号までに掲げ
大阪府大阪市中央区南本町一 大阪府、兵庫県、奈良
内田武三郎
る住宅の種別に係る施 大阪府大阪市中央区南本町一 丁目３番９号
県、和歌山県、岡山
行規則第九条第一号か 丁目３番９号
東京都武蔵野市吉祥寺本町一 県、広島県、茨城県、
廣田宜史
ら第三号までに定める
町目31番11号
埼玉県、千葉県、東京
区分
都（島しょ部を除く。）、
神奈川県の全域

内田武三郎、廣田宜史、尾崎
茂、野口洋子、川由達也、森本 巽秀万
哲、林徹、松浦幸男

吉尾元治、三宅豊久、森本哲、廣田宜史、菅原健治、金岡賢司、三谷幸男、松嵜永茂、藤村保夫、井上裕、梅野裕、三浦健司、山崎栄一（１３名）

H17. 4.14

国土交通大臣 ４２ （株）ＥＲＩソリューション

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
東京都港区南青山三丁目１番 東京都港区南青山三丁目１番 日本全域
る住宅の種別に係る施
３１号
３１号
行規則第九条第三号に
定める区分

増田明世、山田富治、小尾章
夫、岡川淳、松井竜太郎、渋木 茂呂広樹
克次、加藤茂

飯島典子、茂呂広樹、斉藤正仁、中島俊典、竹内和昭、川﨑勉、冨永千弘、稲田猛、藤岡裕、石原峰生、田村敏幸、秋幸雄、石黒和夫、小泉信、磯村隆幸、大川伸行、
新井裕史、立野博之、今泉昌之、遠藤隆、柘植雅美、古賀啓太郎、服部弘幸、松村信吉、丸山恵、吉田民洪、太田まどか、湯山潔、岡川淳、佐竹智香、門馬幸夫、上村
朋司、井手紘一、片桐千秋、安光裕司、五十嵐孝之、菅原浩之、中澤義男、佐伯紀和、荒井威雄、伊藤公一、池田和哉、柴田久志、石黒武雄、足立陽明、田住晃一、桐
原武士、進藤達也、長谷川慶太、小池輝、尾上富雄、榎本研治、遠藤晴彦、中克己、野口寛史、茂呂清勝、鵜飼誠（５１名）

H24. 6. 1

国土交通大臣 ４３

山田富治

（欠）

－

-5-

○ 登録住宅性能評価機関（国土交通大臣）
令和３年12月１日現在
登録番号

氏名または名称

国土交通大臣 ４４ （株）住宅あんしん保証

国土交通大臣 ４５

（欠）

国土交通大臣 ４６

（欠）

国土交通大臣 ４７ にほんのいえ評価センター（株）

国土交通大臣 ４８

登録の区分

住所

業務を行う事務所の住所

評価の業務を行う区域 代表者の氏名

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 東京都中央区京橋一丁目６番 東京都中央区京橋一丁目６番
日本全域
行規則第九条第一号か １号
１号
ら第三号までに定める
区分

梅田一彦

役員の氏名

専任の管理者の氏名

梅田一彦、水谷大輔、五十嵐
敬光、園尾知之、坂直、石井逸 柳平浩志
郎、富士和人

法第１３条の評価員

登録の年月日
（当初）

山田守彦、柳平浩志、清水一輝、原瀬寛之、佐々木友里、大橋幸生、肥田真美子、吉地沙穂里、片野隆裕、永谷潤一、長島竜司、清水照美、山際浩一、渡邉光、相澤
靖久、高瀬順ニ、梅澤雄介、齋藤禎徳、松井信三、井上正人、鈴木啓之、橋本礼子、渡邉梨沙、相沢誠、籾山程男、的場千修、北村正登、髙橋靖一、柳沢智樹、加藤明
美、堀川雅代、西島正、河合秀人、松田芳之、大沢宏、松岡穣、下田能久、山田孝也、小山公一、安井正晃、江里口裕敏、田中博幸、小泉信、藤原憲也、三上隆博、石
橋光弘、永野伸一、小嶋由美子、山田さやか、木下尚美、有本竜也、郡孝宏、郡宏、北原靖子、東條祐一、萩元悠文、横嶋晴美、永堀克則、安部里織、山﨑清弘、山本
隆司、中嶋義幸、笠井泰孝、金沢済英、上杉隆、伊藤宏、河内さな絵、二渡重彦、深澤純一、藤巻健、鈴木貴久、小林峰樹、重草隆史、末次容子、岩﨑壽一、加藤友
夫、大石典広、俵哲也、吉田誠、井田進、山下剛史、島崎淳一、村松克哉、木原隆明、千葉徳彦、山岡秀晃、町田泰祐、大串育男、筒井浩二、吉岡勝、大山征一郎、初
澤往夫、橋本英城、寺島一志、村田吉生、関哲也、岡本智也、坪井信勝、宮川尊、岡和雄、小島好巳、比屋根方幸、大崎拓朗、野口純平、竹内繁、前野幸彦、高山寛、
戸田裕三、中村世明、酒井正夫、須和部正彦、東孝一、太田竣也、浅井邦夫、加藤毅、廣長幹啓、前田典也、山本仁哲、野原亨、渡邉康子、松下三輪子、曽根千栄、内
田広也、山口敬三、奥津繁美、加来九生、岩田政勝（１２７名）

H24. 7.20

－
－
法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
大阪府大阪市中央区内平野町 大阪府大阪市中央区内平野二
日本全域
る住宅の種別に係る施
二丁目１番９号
丁目１番９号
行規則第九条第一号及
び第二号に定める区分

井上翔太

井上翔太、高橋邦明

高橋邦明

高橋邦明、岩佐義和、青山千夏、樋口智之、早矢仕ゆかり、近藤陽子、太田原早苗（７名）

（欠）

国土交通大臣 ４９ （株）Ｊ建築検査センター

H27. 1.26

－
法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
る住宅の種別に係る施 東京都渋谷区渋谷一丁目１３
行規則第九条第一号か 番９号
ら第三号までに定める
区分

法第七条第二項第一号
から第三号までに掲げ
国土交通大臣 ５０ 一般財団法人静岡県建築住宅まちづ る住宅の種別に係る施 静岡県静岡市駿河区南町１４
くりセンター
行規則第九条第一号か 番１号
ら第三号までに定める
区分

東京都渋谷区渋谷一丁目１３
番９号、東京都中央区八重洲
二丁目５番１２号

日本全域

丹野智幸

静岡県静岡市駿河区南町１４
番１号、静岡県沼津市岡一色８
１６番地の１、静岡県富士市瓜
神奈川県、山梨県、静
島町１０９番地３、静岡県浜松
岡県および愛知県の 柳敏幸
市中区元城町２１６番地の４、
全域
静岡県袋井市高尾町５番地２
２、静岡県藤枝市田沼三丁目１
１番２１号

丹野智幸、丹野彰子、井上正、
内山範昭、佐藤早苗、中野敬 川添崇正
久、廣田昭久

川添崇正、川久保始、田中雅弘、髙城芳昭、黒坂慶一、矢﨑聖一、佐々木淳、遠藤由美、百々吉太郎、永嶌玲子、牧聡一、古澤聡、岡村道洋、倉持政宣、上野幸大、森
島一夫（１６名）

H18.12.25

柳敏幸、大石武司、松永繁樹、
小沢敏郎、飯田眞由美、髙林 杉山崇
優人

坂西宗夫、中村久夫、野村進、伊藤綾敏、武縄真次、兼田賢二、望月勉、山田俊幸、村田直浩、二藤美秋、田中寿幸、近藤典彦、鈴木利哉、松下友美、菊池雄治、松村
香代子、杉山崇、中村良一、加藤敏明、望月崇弘、川崎吉訓、漆畑かおり、岩崎あずさ、河内秀記、杉山智美、山田有香、瀧田健策、天野純一、石黒義明、石川典男、
望月光男、井上宜丈、細田妙子、大内唯紀、出口皓一、石垣憲一、山﨑靖史、伴重慶、大嵩瑞歩、平松勇人、浦野香織、袴田有史、宮野昭三、小木克郎、足土真一、伊
藤亘、宮重正敏、平野いづみ、前澤のぞみ、筒井義人、二俣智彦、平野健次、小林維子、鈴木千明、大嶋剛、気田智、横井出、土屋卓、大木等、水野佐織、土屋好代、
近藤和雄、佐野行明、渡辺孝俊、長谷川裕幸、柴田克宏、鈴木一敏、椿邦彦、古村修一、中村博導、石上正、小澤徹、鈴木潮、髙橋俊次、渋谷忠志、谷口富昭、松永唯
夫、岩﨑久男、佐藤芳孝、伊久美隆、藤井義裕、加藤俊秀、榎本晴行、小花宰、松本忠久、池田昇、村松一雄、北野敏夫、青野一男、袴田力志、松坂得男、松本直己、
永田均、島野厚志、戸塚昭仁、賀茂積治、村田和彦、本間孝、河合勇始、鈴木淳司、河合利政、鈴木正勝、山下清、西谷透、久米良和、平野定夫、丸尾安二、浅原寿
一、木俣友一、鈴木勝義、志田幹雄、笠間正則、鈴木傳二、勝間田恒男、鈴木幸子、杉山正美、柳下佳男、杉山雅志、磯部守、植野良裕、竹居典夫、眞田良政、中村治
仁、高橋繁元、佐野孝、疋田博志、赤池三七夫、酒井章次、齋藤和慶、廣瀬睦弘、桐部清孝、早川真、清水広明、平野敏幸、吉田浩章、島野哲幸、小嶋誠、長田真史、
二ノ宮貴之（１３９名）

H22.10.3
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