
構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

DPL松戸 結和税理士法人内
DPL開発1特定目的会社

東京都千代田区飯田橋四丁目
7番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12013-1 令和5年04月28日

新綱島駅前地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 新綱島駅前地区市街地再開発
組合

神奈川県横浜市港北区綱島西
一丁目8番9-402号 日本ERI(株) HNNNNNN-11658-2 令和5年04月28日

NCO計画（新庁舎） 永田町PFI株式会社 東京都中央区京橋二丁目16蕃
１号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12394 令和5年04月26日

（仮称）千葉駅東口西銀座B地区優良建築物等整備事業施設建築物

ファーストコーポレーション
株式会社

東京都杉並区荻窪四丁目30番
16号

ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-12175-2 令和5年04月26日
株式会社中央住宅 埼玉県越谷市南越谷一丁目21

番地2

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

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目４
番16号

HAKUBA　DC1棟 白馬特定目的会社 東京都千代田区丸の内三丁目１
蕃１号東京共同会計事務所内 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12388 令和5年04月24日

（仮称）西区春日三丁目プロジェクト
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 OMMビル15階
日本ERI(株) HNNNNNN-12392 令和5年04月24日

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

囲町東地区第一種市街地再開発事業　Ｂ敷地 囲町東地区市街地再開発組合 東京都中野区新井2-30-4
IFOビル6階 日本ERI(株) HNNNNNN-12116-1 令和5年04月24日

囲町東地区第一種市街地再開発事業　Ａ敷地 囲町東地区市街地再開発組合 東京都中野区新井2-30-4
IFOビル6階 日本ERI(株) HNNNNNN-12115-1 令和5年04月24日

(仮称)赤坂二丁目プロジェクト

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11794-4 令和5年04月24日
森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3番1

7号

（仮）北仲計画
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
日本ERI(株) HNNNNNN-12387 令和5年04月19日

株式会社　大和地所 神奈川県横浜市中区山下町74
番地1

(仮称）大阪市中央区博労町３丁目計画 三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋一丁
目８番３０号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-12386 令和5年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

神戸三宮雲井通５丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 雲井通５丁目再開発株式会社 兵庫県神戸市中央区雲井通四
丁目２番２号 (一財)日本建築総合試験所 HNNBNNN-12390 令和5年04月18日

新鹿島市民会館 鹿島市 佐賀県鹿島市大字納富分2643
-1 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11578-1 令和5年04月17日

プロシード小岩 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ﾋﾞﾙ3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12399 令和5年04月17日

（仮称）新垂水図書館・自転車駐車場・ロータリー 神戸市 兵庫県神戸市中央区加納町6-
5-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12398 令和5年04月17日

（仮称）一之江7丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12397 令和5年04月17日

（仮称）青葉区昭和町計画 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二丁
目4番6号 日本ERI(株) HNNNNNN-11853-2 令和5年04月17日

川崎市新本庁舎 川崎市役所 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 HFNBNNN-11323-5 令和5年04月17日

（仮称）中央区明石町計画 株式会社　明石鐵工所 東京都中央区明石町5番16号 日本ERI(株) MNNNNNN-12393 令和5年04月12日

鹿島成田南物流施設 鹿島建設株式会社　東北支店 宮城県仙台市青葉区二日町1-
27 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12389 令和5年04月12日

アートリサーチセンター 公益財団法人　石橋財団 東京都港区麻布永坂町1丁目 日本ERI(株) MNNNNNN-08028-2 令和5年04月12日

（仮称）S2計画

株式会社ノリタケカンパニー
リミテド

愛知県名古屋市西区則武新町
三丁目1番36号

日本ERI(株) HNNNNNN-12384 令和5年04月11日鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号

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

（仮称）ＤＰＬ千葉四街道Ⅱ 大和ハウス工業株式会社 
東京本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-12381 令和5年04月10日

新JA三重ビル 一般社団法人三重県農協会館 三重県津市栄町一丁目960番
地 日本ERI(株) MNNNNNN-12060-1 令和5年04月10日

福岡大学病院新本館（仮称） 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)日本建築センター MNNNNNN-04627-4 令和5年04月07日

東京エレクトロン宮城株式会社第３開発棟 東京エレクトロン宮城株式会
社

宮城県黒川郡大和町テクノヒ
ルズ１番 日本ERI(株) MNNNNNN-12385 令和5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

道の駅瑞穂（仮称） 邑南町 島根県邑智郡邑南町矢上6000 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12405 令和5年04月04日

中野市市民会館 中野市 長野県中野市三好町一丁目３
番19号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12404 令和5年04月04日

（仮称）AICOHカフェ新築計画 株式会社ＡＩＣＯＨ 愛知県名古屋市東区葵一丁目
19番30号 日本ERI(株) NNNBNNN-12400 令和5年04月04日

福井県立恐竜博物館 福井県知事　杉本　達治 福井県福井市大手３丁目１７
番１号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11948-1 令和5年04月04日

（仮称）株式会社ツナシマ様文京区湯島3丁目計画 株式会社ツナシマ 東京都文京区湯島2-26-8 日本ERI(株) MNNNNNN-12383 令和5年04月04日

（仮称）うめきた2期地区開発事業のうち南街区賃貸棟

うめきた開発特定目的会社 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)日本建築総合試験所、
日本ERI(株) HNNBNNN-11739-4 令和5年04月04日

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町１番１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

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

関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目３番２３号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目３番
１号

大阪ガス都市開発株式会社 大阪府大阪市中央区平野町四
丁目1番2号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号

GLP ALFALINK 流山4 流山綜合開発Ｎ特定目的会社 東京都中央区八重洲2丁目2番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-12028-1 令和5年03月31日

（仮称）札幌ホテル計画 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) HNNNNNN-12011-1 令和5年03月31日

ＪＲ前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業 ファーストコーポレーション
株式会社

東京都杉並区荻窪四丁目30番
16号藤澤ビルディング8階 日本建築検査協会 HNNNNNN-11627-2 令和5年03月31日

金沢市民サッカー場 金沢市 石川県金沢市広坂1丁目1番1
号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11867-1 令和5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ＥＳＲ川西ＤＣ２新築計画 川西２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 日本ERI(株) MNNNNNN-12380 令和5年03月28日

（仮称）株式会社ナイス商事様東上野2丁目計画 株式会社ナイス商事 東京都新宿区新宿1丁目31番3
号 日本ERI(株) MNNNNNN-12378 令和5年03月28日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物
Ｂ－２街区（西）

虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目７番
３号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11426-7 令和5年03月28日

(仮称)Kアリーナプロジェクト 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 HNNBNNN-11684-4 令和5年03月28日

（仮称）有明南H街区プロジェクト 株式会社テレビ朝日 東京都港区六本木6-9-1 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12396 令和5年03月24日

NXグループ武道場新築計画 日本通運株式会社 東京都千代田区神田和泉町２
番地 (一財)日本建築センター NFNNNNN-12395 令和5年03月24日

品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)4街区 東日本旅客鉄道株式会社 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 HNNBNNN-11840-2 令和5年03月24日

（仮称）芝浦一丁目計画
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 HFNBNWN-11986-2 令和5年03月24日

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

イビデン株式会社 河間事業場 セル６棟 イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町２丁目１
番地 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12391 令和5年03月23日

潮見プロジェクト 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番
1号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11858-2 令和5年03月23日

神宮前六丁目地区第一種市街地再開発計画 神六再開発株式会社 東京都渋谷区神宮前六丁目28
番4号 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11677-5 令和5年03月23日

中日ビル建替計画 中部日本ビルディング株式会
社 名古屋市中区栄四丁目1番1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11797-4 令和5年03月23日

蒲郡競走場新スタンド 蒲郡市モーターボート競走事
業

愛知県蒲郡市竹谷町太田新田
1-1 日本ERI(株) NNNBNNN-08280-1 令和5年03月22日

プロロジスパーク八千代2プロジェクト 赤城特定目的会社 東京都丸の内2丁目7番3号 日本ERI(株) MNNNNNN-12377 令和5年03月22日

富田林市新庁舎 富田林市長　?村　善美 大阪府富田林市常磐町1番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12375 令和5年03月22日

（仮称）Ｍ様行徳駅前２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12374 令和5年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）マンション桐本Ⅱ スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
ｽﾀｰﾂ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12304-1 令和5年03月22日

GLP ALFALINK 茨木１プロジェクト JDP3ロジスティック２特定目
的会社 東京都中央区八重洲2-2-1 日本ERI(株) MNNNNNN-12291-1 令和5年03月22日

国分寺市新庁舎 国分寺市 東京都国分寺市戸倉1-6-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12167-2 令和5年03月22日

アルフレッサつくば物流センター アルフレッサ株式会社 東京都千代田区内神田一丁目
12番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12040-2 令和5年03月22日

順天堂大学医学部附属静岡病院増改築計画（H棟増築） 学校法人順天堂 東京都文京区本郷２丁目１番
１号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11301-5 令和5年03月22日

（仮称）大阪市北区堂島浜二丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社　関西支店

大阪府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 HNNNNNN-12373 令和5年03月22日

（仮称）東京都大田区大森北一丁目計画
京浜急行電鉄株式会社 神奈川県横浜市西区高島1-2-

8
日本ERI(株) HNNNNNN-12369 令和5年03月22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3-2-
1

（仮称）南青山リハイムマンション建替事業 南青山リハイムマンション建
替組合

東京都港区白金台５丁目５番
16 号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12362 令和5年03月22日

月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業（A街区） 月島三丁目北地区市街地再開
発組合

東京都中央区月島一丁目3-2
佃權月島ビル7階 日本ERI(株) HNNNNNN-12217-1 令和5年03月22日

渋谷二丁目17地区　第一種市街地再開発事業　施設建築物 渋谷二丁目17地区市街地再開
発組合

東京都渋谷区渋谷一丁目12番
1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11985-3 令和5年03月22日

(仮称)港区港南３丁目計画 大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋3-13-1 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11983-1 令和5年03月22日

新日本消防会館 公益財団法人日本消防協会 東京都港区東新橋一丁目１番
１９号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11918-3 令和5年03月22日

（仮称）医誠会国際総合病院　南棟

一般財団法人
ホロニクス医学健康振興財団

大阪府大阪市北区西天満4丁
目11番23号

日本ERI(株) HNNNNNN-11885-1 令和5年03月22日
医療法人　医誠会 大阪府大阪市東淀川区菅原6

丁目2番25号

（仮称）TCGビル新築計画 株式会社高松コンストラクシ
ョングループ

大阪府大阪市淀川区新北野一
丁目2番3号 日本ERI(株) HNNNNNN-11690-1 令和5年03月22日

（仮称）イトーピア浜離宮建替計画 イトーピア浜離宮マンション
建替組合

東京都新宿区神楽坂一丁目1
番 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11479-4 令和5年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称) TOKYO　AｰARENA トヨタ不動産株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁
目7番1号
ミッドランドスクエア　16階

(株)都市居住評価センター NNNBNNN-12382 令和5年03月15日

大井町駅周辺広町地区開発計画　A-1地区 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目二
番二号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-12290-1 令和5年03月15日

NHK放送センター 日本放送協会 東京都渋谷区神南二丁目2番1
号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11835-3 令和5年03月15日

(仮称)晴海三丁目計画(オフィス棟) 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目
５番５号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11834-3 令和5年03月15日

BML総合研究所　新棟建設計画　A棟（6期棟） 株式会社　ビー・エム・エル 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目
21番3号 日本ERI(株) MNNNNNN-12365 令和5年03月14日

BML総合研究所　新棟建設計画　B棟（国際治験棟） 株式会社　ビー・エム・エル 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目2
1番3号 日本ERI(株) MNNNNNN-12364 令和5年03月14日

（仮称）藤沢徳洲会総合病院 医療法人　徳洲会 大阪府大阪市北区梅田1丁目3
番1-1200号 日本ERI(株) MNNNNNN-06660-1 令和5年03月14日

東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業［住宅棟］ 東五反田二丁目第3地区市街
地再開発組合

東京都品川区東五反田2-14-1
8 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12360 令和5年03月14日

(仮称)西新宿一丁目地区プロジェクト 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11839-2 令和5年03月14日

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-2街区　施設建築物 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 NNNBNNN-11705-3 令和5年03月10日

（仮称）AZ-COM Matsubushi（Ａ棟） AZ-COM
丸和ホールディングス株式会社 埼玉県吉川市旭７－１ 日本ERI(株) MNNNNNN-12358 令和5年03月10日

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-1街区　施設建築物 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 HFNBNNN-11478-5 令和5年03月10日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11436-6 令和5年03月10日

プレミアヨコハマ 合同会社ジーナイン・ジャパ
ン・ワン

東京都江東区亀戸六丁目56番
15号

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNBNNN-07664-7 令和5年03月07日

（仮称）葛飾区亀有3丁目計画 アルシプラン株式会社
東京都新宿区四谷1-15
アーバンビルディングサカス8
1階

日本ERI(株) MNNNNNN-12368 令和5年03月07日

大阪信用金庫新本店計画 大阪信用金庫 大阪府大阪市天王寺区上本町
八丁目9番14号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12366 令和5年03月07日

日本パーカライジング新総合技術研究所　新研究棟 日本パーカライジング株式会
社

東京都中央区日本橋１丁目15
番１号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12363 令和5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）株式会社アイセン新倉庫計画 株式会社アイセン 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭
1-1 日本ERI(株) MNNNNNN-12089-1 令和5年03月07日

新大阪地区事務所ビル外新築（機器室ビル） 西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島5
丁目4番20号 日本ERI(株) MNNNNNN-11695-1 令和5年03月07日

新大阪地区事務所ビル外新築（事務所ビル） 西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島5
丁目4番20号 日本ERI(株) MNNNNNN-11693-1 令和5年03月07日

（仮称）東京消防庁赤羽消防署志茂出張所庁舎(2)新築工事 東京都 東京都新宿区西新宿二丁目８
番１号 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11678-1 令和5年03月07日

NRT073（仮称）相模原市中央区宮下一丁目224番326建物増築計画 特定目的会社　相模原開発 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 HNNNNNN-12371 令和5年03月07日

（仮称）ドコモ代々木第二ビル 株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町2丁目1
1番1号山王パークタワー 日本ERI(株) HNNNNNN-11774-2 令和5年03月07日

（仮称）東京国際大学池袋国際キャンパス 学校法人　東京国際大学 東京都新宿区高田馬場4丁目2
3-23 日本ERI(株) HNNNNNN-11723-3 令和5年03月07日

（仮称）福岡市拠点文化施設 株式会社福岡カルチャーベー
ス

福岡県福岡市博多区博多駅東
二丁目1番23号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11949-1 令和5年03月06日

AT TOK 1-D Project【S&C】 NECファシリティーズ株式会
社一級建築士事務所 東京都港区芝二丁目22番12号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12359 令和5年03月06日

技術センター人道橋および通路屋根計画 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 MNNNNNN-12343 令和5年03月06日

（仮称）南青山三丁目計画 ＭＡＢＤ合同会社　代表社員
ＭＡＢＤ一般社団法人

東京都港区南青山三丁目8番3
4号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12355 令和5年03月06日

長電長野パーキング建替え計画｛施設併用六層七段型自走式自動車車
庫｝

綿半ソリューションズ株式会
社

東京都新宿区四谷1-4
綿半野原ビル (一財)日本建築センター NFENNNN-12376 令和5年03月03日

丸の内パークビルディング 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-03670-3 令和5年03月03日

NHK新高知放送会館 日本放送協会 高知県高知市本町3-3-12 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12344 令和5年03月02日

大阪ガスネットワーク東部事業所建替プロジェクト 大阪ガスネットワーク株式会
社 大阪市中央区平野町4-1-2 ビューローベリタスジャパン(

株) MNNNNNN-12340 令和5年03月02日

（仮称）品川港南ビル ディエイチ・ディベロップメ
ント・スリー特定目的会社

東京都千代田区飯田橋四丁目
７番１号　結和税理士法人内

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNNNNN-12182-2 令和5年03月02日

（仮称）森永製菓芝浦ビル建替計画 森永製菓株式会社 東京都港区芝5-33-1 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-12176-2 令和5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

横須賀市新市立病院 横須賀市 神奈川県横須賀市小川町11番
地 日本ERI(株) MNNNNNN-12166-1 令和5年03月02日

（仮称）千葉駅東口西銀座B地区優良建築物等整備事業施設建築物

ファーストコーポレーション
株式会社

東京都杉並区荻窪四丁目30番
16号

ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-12175-1 令和5年03月02日
株式会社中央住宅 埼玉県越谷市南越谷一丁目21

番地2

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

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目４
番16号

グッドマンビジネスパークステージ６ シラカミ特定目的会社 東京都渋谷区広尾一丁目11番
2号嶋本公認会計士事務所気付 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11937-3 令和5年03月02日

大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 リズモ大泉学園施設管理組合 東京都練馬区東大泉1-28-1 (一財)日本建築センター HNNNNNN-07689-5 令和5年03月02日

社会医療法人 警和会 大阪警察病院 新病院統合整備事業 社会医療法人警和会 大阪府大阪市天王寺区北山町
10-31 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12112-1 令和5年03月01日

（仮称）ＤＰＬ流山Ⅱ 株式会社　流山共同開発 東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11952-1 令和5年03月01日

鳥栖市新庁舎 鳥栖市長　橋本　康志 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11552-2 令和5年03月01日

（仮称）大須四丁目計画 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) HNNNNNN-12183-1 令和5年03月01日

（仮称）TTMプロジェクト 三菱重工業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目
2番3号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11775-3 令和5年03月01日

（仮称）荒川３丁目計画 王子不動産株式会社 東京都中央区銀座5-12-8
王子ホールディングス1号館 7F 日本ERI(株) MNNNNNN-12022-1 令和5年02月28日

（仮称）名古屋丸の内一丁目計画

清水総合開発株式会社 東京都中央区京橋二丁目13番
11号

(一財)日本建築センター、(株
)東京建築検査機構 HNNBNWN-11968-2 令和5年02月28日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

清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番
1号

南2西3南西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南2西3南西地区市街地再開発
組合

北海道札幌市中央区南2条西2丁
目8番地NC北専ブロックビル7階

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNBNNN-11284-6 令和5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

幕張新都心若葉住宅地区計画　（B-5街区）　タワー棟 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3-2-
1 日本ERI(株) HFNNNNN-11945-2 令和5年02月28日

東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業
施設建築物等新築計画

東京駅前八重洲一丁目東B地
区市街地再開発組合

東京都中央区八重洲一丁目7
番17号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11935-3 令和5年02月28日

一条免震住宅MIW-GU22 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12354 令和5年02月27日

一条免震住宅TKH-GU21 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12353 令和5年02月27日

一条免震住宅SZK-GU20 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12352 令和5年02月27日

一条免震住宅WTN-GU19 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12351 令和5年02月27日

一条免震住宅ONO-GU18 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12350 令和5年02月27日

一条免震住宅ASI-GU17 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12349 令和5年02月27日

一条免震住宅WTN-GU16 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12348 令和5年02月27日

一条免震住宅NGT-GU15 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12347 令和5年02月27日

一条免震住宅SRI-GU14 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12346 令和5年02月27日

（仮称）K様さいたま市南区南本町1丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3丁目1番
8号　スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12345 令和5年02月27日

JR小岩駅北口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 JR小岩駅北口地区市街地再開
発組合

東京都江戸川区に日小岩１丁目
19番29号　エトワールビル４階 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12267-1 令和5年02月27日

（仮称）旭川1・7優良建築物等整備事業 大和ハウス工業株式会社
北海道支社

北海道札幌市東区北6条東8丁
目1-10 日本ERI(株) HNNNNNN-11969-3 令和5年02月27日

丸亀市(仮称)みんなの劇場 丸亀市 香川県丸亀市大手町二丁目4
番21号 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-12370 令和5年02月22日

（仮称）神戸アリーナプロジェクト 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) NNNBNNN-12367 令和5年02月22日

（仮称）ネクストサイト千葉ビル NTT・TCリース株式会社 東京都港区港南一丁目２番70
号　品川シーズンテラス13階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12233-1 令和5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）旧大名小学校跡地活用事業 大名プロジェクト特定目的会
社

福岡県福岡市中央区天神1丁
目13番2号 日本ERI(株) HNNBNNN-11494-6 令和5年02月22日

(仮称)ヨドバシ仙台第1ビル 株式会社ヨドバシホールディ
ングス

東京都新宿区新宿五丁目3番1
号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11981-2 令和5年02月21日

（仮称）村樫様業平1丁目計画 村樫エステート株式会社 東京都墨田区業平1丁目18番5
号 日本ERI(株) MNNNNNN-12342 令和5年02月21日

（仮称）Landport横浜杉田新築計画
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) MNNNNNN-12341 令和5年02月21日

株式会社　IHI 東京都江東区豊洲三丁目1番1
号

パナソニックホームズW パナソニック
ホームズ株式会社

大阪府豊中市新千里西町一丁
目１番４号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12306 令和5年02月21日

（仮称）吉田町ビルPJ 株式会社タクエー 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
3-30-5　タクエー横浜西口ビル ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-12219-3 令和5年02月21日

県央広域本部・防災センター合築庁舎（仮称） 熊本県 熊本県熊本市中央区水前寺六
丁目18番１号 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11781-2 令和5年02月21日

浜松医療センター新病院 浜松市 静岡県浜松市中区元城町103-
2 日本ERI(株) MNNNNNN-11759-3 令和5年02月21日

（仮称）三鷹第二センター 株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

東京都江東区豊洲3-3-3豊洲
センタービル 日本ERI(株) MNNNNNN-10513-2 令和5年02月21日

（仮称）横浜市旧市庁舎街区活用事業計画　タワー棟

東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

(一財)日本建築センター HNNNNNN-12134-1 令和5年02月21日

株式会社ディー・エヌ・エー 東京都渋谷区渋谷二丁目24番
12号

株式会社竹中工務店 東京都江東区南砂二丁目5番1
4号

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

京浜急行電鉄株式会社 神奈川県横浜市西区高島1丁
目2番8号

鹿島建設株式会社 東京都港区赤坂六丁目5番11
号

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

11/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）アパホテル＆リゾート＜大阪難波駅タワー＞
アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号

日本ERI(株) HNNNNNN-12000-2 令和5年02月21日
アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町1番5号

蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 蕨駅西口地区市街地再開発組
合

埼玉県蕨市中央1丁目8番5号2
階

(一財)さいたま住宅検査セン
ター HNNNNNN-11992-1 令和5年02月21日

[仮称]中央区久太郎町２丁目計画

総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31-19

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11700-3 令和5年02月21日

九州旅客鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前
三丁目25番21号

名鉄都市開発株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四
丁目8番18号

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

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5丁目13号

勝どき東地区第一種市街地再開発事業　A1棟 勝どき東地区市街地再開発組
合

東京都中央区勝どき四丁目13
番6号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11265-3 令和5年02月21日

大阪大学（吹田）医学部附属病院 国立大学法人大阪大学 大阪府吹田市山田丘１－１ (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-08125-4 令和5年02月21日

名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業 株式会社瑞穂ＬＯＯＰ－ＰＦ
Ｉ

愛知県名古屋市中区錦二丁目
2番13号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12361 令和5年02月20日

（仮称）アルプスアルパイン古川開発センターR&D棟 アルプスアルパイン株式会社 東京都大田区雪谷大塚町1-7 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12195-1 令和5年02月16日

（仮称）新トラック会館｛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35番地５ (一財)日本建築センター NFENNNN-12357 令和5年02月16日

福ビル街区建替プロジェクト 西日本鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前
三丁目5番7号 日本ERI(株) HNNBNNN-12019-2 令和5年02月16日

六層七段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛KITAGAWA PARKING⁷（H-PQS675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 NFENNNN-12356 令和5年02月10日

御坊市新庁舎 御坊市 和歌山県御坊市薗350番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11991-1 令和5年02月09日

泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業特定施設建築物 京浜急行電鉄株式会社 神奈川県横浜市西区高島1丁
目2番8号 日本ERI(株) HNNNNNN-12338 令和5年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業特定施設建築物
東急不動産株式会社
住宅事業ユニット再開発事業本
部

東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-12338 令和5年02月09日

（仮称）本町3丁目プロジェクト 野村不動産株式会社
西日本支社

大阪府大阪市西区阿波座一丁
目４番４号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-12337 令和5年02月09日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物
Ｂ－２街区（西）

虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目７番
３号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11426-6 令和5年02月09日

長崎スタジアムシティプロジェクト 株式会社ジャパネットホール
ディングス 長崎県佐世保市日宇町2781番 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12165-1 令和5年02月07日

広島空港旅客ターミナルビル拡張計画 広島国際空港株式会社 広島県三原市本郷町善入寺64
番31 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11595-1 令和5年02月07日

多久小城地区新公立病院 多久小城医療組合 佐賀県多久市北多久町大字小
侍7番地1 日本ERI(株) MNNNNNN-12339 令和5年02月07日

国分寺市新庁舎 国分寺市 東京都国分寺市戸倉1-6-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12167-1 令和5年02月07日

府中市新庁舎 東京都府中市 東京都府中市宮西町2丁目24
番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11088-3 令和5年02月07日

愛知県新体育館整備・運営等事業 株式会社　愛知国際アリーナ 愛知県名古屋市中区栄５丁目
２５番２５号 日本ERI(株) MNNBNNN-12164-1 令和5年02月07日

株式会社東芝　研究開発センター　研究開発新棟（仮称）建設計画 株式会社東芝　 神奈川県川崎市幸区小向東芝
町1番地 日本ERI(株) MNNBNNN-12131-1 令和5年02月07日

明治安田生命名古屋駅前ビル建替計画 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目
１番１号 日本ERI(株) HNNNNNN-12334 令和5年02月07日

日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業施設建築物（C街区） 日本橋一丁目中地区市街地再
開発組合

東京都中央区日本橋本町一丁
目4番3号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11970-1 令和5年02月07日

（仮称）中央区日本橋人形町3丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12336 令和5年02月02日

（仮称）Project Seiryu 小田原 Hi-Tech Park DC-1 棟 Outerspace Development
Japan 株式会社

横浜市⻄区みなとみらい2-2-
1 日本ERI(株) MNNNNNN-12335 令和5年02月02日

（仮称）鳥越プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12205-1 令和5年01月31日

草加市新庁舎 草加市 埼玉県草加市高砂1丁目1番1
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11339-2 令和5年01月31日

（仮称）芝二丁目計画 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 日本ERI(株) HNNBNNN-12332 令和5年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）グッドマンビジネスパークステージ7 トキワ特定目的会社 東京都渋谷区広尾一丁目11番
２号嶋本公認会計士事務所気付 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12227-1 令和5年01月27日

（仮称）池袋西口プロジェクト ウエストゲート株式会社 東京都港区虎ノ門3-22-10-20
1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12331 令和5年01月27日

（仮称）札幌駅東PJ（東棟）

株式会社キムラ 北海道札幌市東区北六条東４
丁目１番地７

日本ERI(株) HNNNNNN-12169-1 令和5年01月27日

大和ハウス工業株式会社
北海道支社

北海道札幌市東区北六条東８
丁目１番１０号

ミサワホーム北海道株式会社 北海道札幌市白石区東札幌二
条６丁目８番１号

京阪電鉄不動産株式会社 大阪府大阪市中央区大手前一
丁目７番３１号

株式会社大京 北海道支店 北海道札幌市中央区北一条西３
丁目３番地 敷島プラザビル９階

（仮称）札幌駅東PJ（西棟）

株式会社キムラ 北海道札幌市東区北六条東４
丁目１番地７

日本ERI(株) HNNNNNN-12086-1 令和5年01月27日

大和ハウス工業株式会社
北海道支社

北海道札幌市東区北六条東８
丁目１番１０号

ミサワホーム北海道株式会社 北海道札幌市白石区東札幌二
条６丁目８番１号

京阪電鉄不動産株式会社 大阪府大阪市中央区大手前一
丁目７番３１号

株式会社大京 北海道支店 北海道札幌市中央区北一条西３
丁目３番地 敷島プラザビル９階

北8西1地区第一種市街地再開発事業施設建築物（A棟） 札幌駅北口8・1地区市街地再
開発組合

札幌市東区北8条東1丁目1番4
0号 日本ERI(株) HNNNNNN-11575-3 令和5年01月27日

学校法人兵庫医科大学(仮称)新病院棟 学校法人兵庫医科大学 兵庫県西宮市武庫川町1番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-06883-1 令和5年01月27日

(仮称)新TODAビル計画 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目7番1
号

(一財)日本建築センター、ビュ
ーローベリタスジャパン(株) HFNBNNN-11866-3 令和5年01月26日

（仮称）NEC玉川かえでⅣ期棟 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 日本ERI(株) HNNBNNN-12330 令和5年01月24日

品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）3街区 東日本旅客鉄道株式会社 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 HNNBNNN-11685-4 令和5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）船橋アリーナ計画 株式会社TOKYO-
BAYアリーナ

東京都中央区日本橋室町3丁
目2番1号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12043-2 令和5年01月23日

品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）1街区 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木2丁目2番
地2号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11856-2 令和5年01月23日

（仮称）西新宿五丁目北地区防災街区整備事業　防災施設建築物　A棟 西新宿五丁目北地区防災街区
整備事業組合

東京都新宿区西新宿六丁目25
番8号 日本ERI(株) HNNBNNN-11336-6 令和5年01月23日

西新宿五丁目中央南地区第一種市街地再開発事業 西新宿五丁目中央南地区市街
地再開発組合

東京都新宿区西新宿五丁目9
番4号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNNNNN-11769-3 令和5年01月23日

横浜地方合同庁舎 ヨコハマしんこうパートナー
ズ株式会社

神奈川県横浜市西区みなとみら
い4-4-2
横浜ブルーアベニュー13階

日本ERI(株) MNNNNNN-11680-1 令和5年01月19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 MNNNNNN-06161-3 令和5年01月19日

中央大学（仮称）駿河台記念館建替計画 学校法人　中央大学 東京都八王子市東中野742
番1 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11785-2 令和5年01月19日

津久見市新庁舎 津久見市 大分県津久見市宮本町20番15
号 日本ERI(株) MNNNNNN-12328 令和5年01月17日

(仮称)新トラック会館 一般社団法人愛知県トラック
協会

愛知県みよし市福谷町西ノ洞
２１番地１２７ (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12327 令和5年01月17日

松江市新庁舎 松江市 島根県松江市末次町86番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11736-1 令和5年01月17日

産業医科大学病院急性期診療棟 学校法人　産業医科大学 福岡県北九州市八幡西区医生
ケ丘1番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11711-2 令和5年01月17日

浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業　高層部・低層部 浜松町二丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区浜松町二丁目4番1
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11826-2 令和5年01月17日

（仮称）名駅南二丁目計画

住友商事株式会社 東京都千代田区大手町2 丁目3
番2 号

(株)都市居住評価センター HNNNNNN-11579-3 令和5年01月17日

三交不動産株式会社 三重県津市丸之内9 番18 号

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

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

名鉄都市開発株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目8
番18 号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）名駅南二丁目計画 総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31 番19
号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11579-3 令和5年01月17日

幡多信用金庫本店 幡多信用金庫 高知県四万十市中村京町1丁
目17番地 日本ERI(株) MNNNNNN-12324 令和5年01月16日

伊東市新図書館 伊東市 静岡県伊東市大原二丁目1番1
号 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-12333 令和5年01月12日

学校法人常翔学園大阪工業大学大宮キャンパス5号館 学校法人　常翔学園 大阪府大阪市旭区大宮5丁目1
6番1号 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-12121-1 令和5年01月12日

（仮称）高槻ロジスティクスセンター オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目3番1
号 日本ERI(株) MNNNNNN-12319 令和5年01月12日

（仮称）川越地区消防局・川越北消防署庁舎 川越地区消防組合 埼玉県川越市神明町48番地４ (一財)日本建築センター MNNNNNN-12322 令和5年01月11日

（仮称）船福様船橋市本町６丁目計画 CUBE空間設計 愛知県名古屋市北区楠4丁目6
19-2 日本ERI(株) MNNNNNN-12321 令和5年01月11日

（仮称）板橋区舟渡物流施設計画
日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂１丁目８番１

号
(一財)日本建築センター MNNNNNN-12317 令和5年01月11日

三井不動産株式会社
ロジスティクス本部

東京都中央区日本橋室町３丁
目２番１号

（仮称）セコム三鷹第4センター新築計画 セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前1-5-1 日本ERI(株) MNNNNNN-12315 令和5年01月11日

南都銀行新本館 株式会社　南都銀行 奈良県奈良市橋本町16 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12314 令和5年01月11日

（仮称）二日町Ⅲ計画 野村不動産株式会社 仙台支店 宮城県仙台市青葉区中央3-2-
23 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-12313 令和5年01月11日

一条免震住宅（追1-GU13_14棟） 株式会社一条工務店 東京都江東区新木場5丁目10-
10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12312 令和5年01月11日

一条免震住宅（GU12_464棟） 株式会社一条工務店 東京都江東区新木場5丁目10-
10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12311 令和5年01月11日

一条免震住宅（B-GU11_4棟） 株式会社一条工務店 東京都江東区新木場5丁目10-
10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12310 令和5年01月11日

一条免震住宅（A-GU10_97棟） 株式会社一条工務店 東京都江東区新木場5丁目10-
10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12309 令和5年01月11日

河北総合病院移転建設事業 社会医療法人　河北医療財団
河北総合病院

東京都杉並区阿佐ヶ谷北１丁
目７番３号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12307 令和5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

相模原市中央区淵野辺プロジェクト
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 MNNNNNN-12133-1 令和5年01月11日

淵野辺デベロップメント特定
目的会社

東京都中央区日本橋二丁目7
番1号

高知市上下水道局本庁舎 高知市上下水道局 高知県高知市桟橋通三丁目31
番11号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12009-1 令和5年01月11日

（仮称）ＤＰＬ坂戸Ⅱ DTR2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) MNNNNNN-11920-1 令和5年01月11日

（仮称）医誠会国際総合病院　北棟

一般財団法人
ホロニクス医学健康振興財団

大阪府大阪市北区西天満4丁
目11番23号

日本ERI(株) MNNNNNN-11884-1 令和5年01月11日
医療法人　医誠会 大阪府大阪市東淀川区菅原6

丁目2番25号

GLP ALFALINK 流山７ 株式会社　流山綜合開発 東京都中央区八重洲二丁目2
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11779-1 令和5年01月11日

加古川中央市民病院 地方独立行政法人
加古川市民病院機構

兵庫県加古川市加古川町本町
439番地 日本ERI(株) MNNNNNN-08053-4 令和5年01月11日

（仮称）本郷1丁目計画 株式会社錢高組東京支社 東京都千代田区一番町31番地 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-02112-1 令和5年01月11日

（仮称）市川市市川南二丁目タワー棟計画

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)都市居住評価センター HNNNNNN-12323 令和5年01月11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
9 番2 号

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一丁
目11 番1 号

（仮称）大阪市北区中津１丁目計画

JR西日本プロパティーズ株式
会社

兵庫県神戸市中央区中町通二
丁目1番18号

日本ERI(株) HNNNNNN-12274-1 令和5年01月11日安田不動産株式会社
関西支店

兵庫県神戸市中央区京町72番
地

三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋1丁
目8番30号

岡山市駅前町一丁目2番3番4番地区第一種市街地再開発事業 岡山市駅前町一丁目2番3番4
番地区市街地再開発組合

岡山県岡山市北区駅前町一丁
目8番18号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11887-1 令和5年01月11日

（仮称）羽沢横浜国大駅前 Ａ地区 開発計画 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
9番2号 日本ERI(株) HNNNNNN-11814-1 令和5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）羽沢横浜国大駅前 Ａ地区 開発計画 日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂一丁目8番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11814-1 令和5年01月11日

大阪駅西北ビル
大阪ターミナルビル株式会社 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 HNNNNNN-11784-2 令和5年01月11日

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島五
丁目4番20号

(仮称)大阪市天王寺区茶臼山計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11721-3 令和5年01月11日

平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 平井五丁目駅前地区市街地再
開発組合

東京都江戸川区平井五丁目10
番12号 日本ERI(株) HNNNNNN-11712-3 令和5年01月11日

（仮称）大阪市西区京町堀３丁目３３計画 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪府大阪市西区土佐堀一丁
目4番14号 日本ERI(株) HNNNNNN-11697-2 令和5年01月11日

虎の門病院
国家公務員共済組合連合会 東京都千代田区九段南一丁目

１番10号
(一財)日本建築センター HNNNNNN-10410-5 令和5年01月11日

独立行政法人都市再生機構東
日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿六丁目５
番１号

（仮称）神戸・旧居留地ビル 三井住友信託銀行 東京都港区芝3丁目33番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-04446-2 令和5年01月11日

立命館大学OIC新展開施設整備事業 学校法人立命館 京都府京都市中京区西ノ京東
栂尾町8番地 (一財)日本建築総合試験所 NNNBNNN-12329 令和5年01月10日

(仮称)有沢製作所新研究所 株式会社有沢製作所 新潟県上越市南本町1-5-5 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-12325 令和5年01月10日

南都銀行新本館（駐車場棟）｛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 NFENNNN-12326 令和5年01月10日

(仮称)赤坂二丁目計画
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一町目

6番6号 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNBNNN-12058-2 令和5年01月10日

積水ハウス株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号

(仮称)西新宿一丁目地区プロジェクト 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11839-1 令和5年01月10日

虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行施設建築物

株式会社虎ノ門エネルギーサ
ービス

東京都港区虎ノ門二丁目2番1
号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11720-5 令和5年01月10日
独立行政法人都市再生機構東
日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿六丁目5
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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11436-5 令和5年01月05日

(仮称)ヨドバシ仙台第1ビル 株式会社ヨドバシホールディ
ングス

東京都新宿区新宿五丁目3番1
号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11981-1 令和4年12月26日

（仮称）玉野医療センター新病院 地方独立行政法人
玉野医療センター

岡山県玉野市宇野2丁目3番1
号 日本ERI(株) MNNNNNN-12318 令和4年12月26日

（仮称）ＡＸＡ札幌ＰＪ ALJ Sapporo RE2
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 MNNNNNN-12316 令和4年12月26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医療
センター好生館

佐賀県佐賀市嘉瀬町中原400
番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-06095-1 令和4年12月26日

JR東京総合病院病棟外新築他（新病棟・外来棟） 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 HNNNNNN-12129-1 令和4年12月26日

草加消防署（消防局機能含む） 草加八潮消防組合 埼玉県草加市神明二丁目２番
２号 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12305 令和4年12月20日

（仮称）マンション桐本Ⅱ スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
ｽﾀｰﾂ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12304 令和4年12月20日

（仮称）森田様船橋市本町五丁目計画 CUBE空間設計 愛知県名古屋市北区楠4丁目6
19-2 日本ERI(株) MNNNNNN-12303 令和4年12月20日

（仮称）株式会社ホウエイ技建様千葉市中央区栄町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12302 令和4年12月20日

水戸市消防本部南消防署 水戸市 茨城県水戸市中央1丁目4-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11786-1 令和4年12月20日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号小石川富士ビル3階 (一財)日本建築センター HNNNNNN-10196-7 令和4年12月20日

(仮称)髙島屋京都店 東神開発株式会社 東京都世田谷区玉川三丁目１
７番１号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11672-4 令和4年12月15日

（仮称）吉田町ビルPJ 株式会社タクエー 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
3-30-5　タクエー横浜西口ビル ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-12219-2 令和4年12月15日

アイセロ豊橋新工場 株式会社　アイセロ 愛知県豊橋市石巻本町字越川
45番地 日本ERI(株) MNNNNNN-12036-1 令和4年12月15日

株式会社SUBARU（仮称）群馬製作所新技術本館 株式会社 SUBARU 群馬県太田市スバル町1-1 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-11931-3 令和4年12月15日

北部消防庁舎等複合施設 吹田市長　後藤　圭二 大阪府吹田市泉町1丁目3番40
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11836-1 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

御幸町9番・伝馬町4番地区市街地再開発事業施設建築物 御幸町9番・伝馬町4番地区市
街地再開発組合

静岡市葵区追手町 2 番地の
12 日本ERI(株) HNNNNNN-12100-1 令和4年12月15日

（仮称）NTT仙台中央ビル新築計画 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区神田4-14-1 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12067-2 令和4年12月15日

(仮称）若林区卸町二丁目計画 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2-4-
6 日本ERI(株) HNNNNNN-11788-1 令和4年12月15日

（仮称）安土町３丁目ビル 積水ハウス株式会社
開発事業部

東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11698-3 令和4年12月15日

（仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区　Ａ棟 株式会社世界貿易センタービ
ルディング

東京都港区浜松町二丁目４番
１号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-10853-7 令和4年12月15日

（仮称）シマノ第二駐車場計画｛施設併用七層七段型（屋根付・地下
１層）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35番地５ (一財)日本建築センター NFENNNN-12320 令和4年12月14日

(仮称)神奈川県川崎市多摩区登戸51 街区計画
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 HNNNNNN-12301 令和4年12月14日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目１番２号

（仮称）南区東九条上殿田町計画 磯村商会株式会社 京都府京都市伏見区桃山福島
太夫南町６１－２ 日本ERI(株) NNNBNNN-12308 令和4年12月08日

（仮称）Qスクエア スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12299 令和4年12月08日

（仮称）品川区南品川4丁目計画 タイヘイ株式会社 千葉県匝瑳市八日市場イ2614 日本ERI(株) MNNNNNN-12298 令和4年12月08日

（仮称）難波中二丁目開発計画のうちA敷地計画 Centara Osaka 特定目的会社
東京都千代田区内神田神保町一
丁目11番地
さくら綜合事務所内

(一財)日本建築センター HFNNNNN-11600-5 令和4年12月08日

(仮称)新宿南口計画 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

(株)都市居住評価センター、
日本ERI(株) HFNBNNN-11962-3 令和4年12月08日

北海道ボールパーク（仮称）建設計画 株式会社　ファイターズ
スポーツ＆エンターテイメント

北海道札幌市豊平区羊ケ丘1
番地 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11631-5 令和4年12月05日

日本橋一丁目三井ビルディング増築計画 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 HNNBNNN-04174-1 令和4年12月05日

（仮称）中葛西３丁目計画 光井純アンドアソシエーツ建
築設計事務所

東京都品川区西五反田5-2-4
レキシントンプラザ西五反田3
階

日本ERI(株) MNNNNNN-12156-1 令和4年12月02日

地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院 地方独立行政法人岐阜県立多
治見病院 岐阜県多治見市前畑町5-161 (一財)日本建築センター MNNNNNN-02412-4 令和4年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大崎駅西口Ｆ南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大崎駅西口Ｆ南地区市街地再
開発組合

東京都品川区大崎三丁目7番2
号 日本ERI(株) HNNNNNN-12295 令和4年12月02日

中央大学（仮称）駿河台記念館建替計画 学校法人　中央大学 東京都八王子市東中野742
番1 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11785-1 令和4年12月02日

青山学院大学　新図書館棟(仮称)建築計画 学校法人青山学院 東京都渋谷区渋谷四丁目4番2
5号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11961-1 令和4年12月01日

福岡空港国際線旅客ターミナルビル 福岡国際空港株式会社 福岡県福岡市博多区大字下臼
井782番地1 日本ERI(株) NNNBNNN-11776-2 令和4年12月01日

大井町駅周辺広町地区開発計画　A-1地区 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目二
番二号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-12290 令和4年12月01日

プロロジスパーク　古河５　プロジェクト 穂高特定目的会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12297 令和4年11月25日

協和キリン株式会社　HB7棟 キリンエンジニアリング株式
会社

神奈川県横浜市神奈川区新浦
島町1-1-25 日本ERI(株) MNNNNNN-12293 令和4年11月25日

GLP ALFALINK 茨木１プロジェクト JDP3ロジスティック２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34階 日本ERI(株) MNNNNNN-12291 令和4年11月25日

（仮称）心斎橋プロジェクト

株式会社パルコ 東京都豊島区南池袋一丁目28
番2号

(一財)日本建築総合試験所 HNNBNNN-12286 令和4年11月25日
JR西日本不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島二丁

目2番7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

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

大阪・法円坂ホテル計画 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 (一財)日本建築センター、(一

財)日本建築総合試験所 HFNNNNN-12281 令和4年11月25日

(仮称）葛飾区金町6丁目計画 株式会社　都市環境デザイン 東京都千代田区神田神保町1-
3　ミヤタビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12296 令和4年11月21日

中央区複合庁舎整備事業 さっぽろシビックパートナー
ズ株式会社

北海道札幌市中央区南一条西
一丁目4番地 日本ERI(株) MNNNNNN-12294 令和4年11月21日

（仮称）森永製菓芝浦ビル建替計画 森永製菓株式会社 東京都港区芝5-33-1 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-12176-1 令和4年11月21日

（仮称）野田瀬戸物流センターA棟 株式会社　エルマックス 東京都新宿区西新宿8-17-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12056-2 令和4年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）上池袋２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社
建設技術本部一級建築士事務所

東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11845-2 令和4年11月21日

（仮称）KIX13 デジタル大阪４特定目的会社
東京都千代田区霞が関3丁目2番6
号
東京倶楽部ビルディング11階

(一財)日本建築センター MNNNNNN-11666-3 令和4年11月21日

宇土市庁舎 宇土市 熊本県宇土市浦田町51 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11583-2 令和4年11月21日

新香川県立体育館（仮称） 香川県知事　池田　豊人 香川県高松市番町4丁目1－10 (一財)日本建築センター MNNBNNN-12061-2 令和4年11月21日

（仮称）港区西麻布四丁目計画 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2番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11857-2 令和4年11月21日

（仮称）南2条西10丁目計画

株式会社じょうてつ 北海道札幌市白石区東札幌1
条1丁目1番8号

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11713-1 令和4年11月21日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

東急不動産株式会社住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部

東京都渋谷区道玄坂1丁目21
番1号

（仮称）大阪市中央区内本町2丁目計画
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)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11692-1 令和4年11月21日

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪府大阪市西区土佐堀一丁
目4番14号

（仮称）港区弁天4丁目集合住宅
株式会社阪神住建 大阪府大阪市福島区吉野1丁

目21番14号
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11670-1 令和4年11月21日

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

大宮駅西口第3-B地区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ｂ棟） 大宮駅西口第3-B地区市街地
再開発組合

埼玉県さいたま市大宮区桜木
町2丁目179番地 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11505-2 令和4年11月21日

川口栄町３丁目銀座地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築計
画

川口栄町３丁目銀座地区市街
地再開発組合

埼玉県川口市栄町三丁目10番
3号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11471-2 令和4年11月21日

渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業(B街区) 渋谷駅桜丘口地区市街地再開
発組合 東京都渋谷区桜丘町4番23号 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNNNNN-11269-4 令和4年11月21日

関西医科大学附属病院 学校法人関西医科大学 大阪府枚方市新町2-5-1 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-05980-1 令和4年11月21日

（仮称）内神田一丁目計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
１番１号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-12123-1 令和4年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

郡山駅前一丁目第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物 郡山駅前一丁目第二地区第一
種市街地再開発事業

福島県郡山市駅前一丁目１番
17号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12283 令和4年11月16日

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 HFNBNNN-07024-1 令和4年11月16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

品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）3街区 東日本旅客鉄道株式会社 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 HNNBNNN-11685-3 令和4年11月14日

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-4街区）高層棟

袖ヶ浦興業株式会社 千葉県千葉市中央区中央4丁
目17番3号

日本ERI(株) HFNFNNN-12277 令和4年11月14日

株式会社富士見地所 千葉県千葉市中央区富士見1
丁目10番12号

東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区栄町39番
10号

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部 東京都港区赤坂2丁目9番11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
9番2号

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

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

ATTOK2-B　Project TOK2特定目的会社 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 HNNNNNN-12289 令和4年11月11日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　B-1街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号4F (一財)日本建築センター HNNNNNN-11459-4 令和4年11月11日

(仮称)麹町山王マンション建替計画 麹町山王マンションマンショ
ン建替組合

東京都中央区八重洲一丁目4
番16号東京建物株式会社内 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12280 令和4年11月10日

(仮称)MM53街区プロジェクト

みなとみらい５３ＥＡＳＴ合
同会社

東京都港区港南二丁目15番２
号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11852-3 令和4年11月10日日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂一丁目８番１
号

京浜急行電鉄株式会社 神奈川県横浜市西区高島１丁
目２番８号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)MM53街区プロジェクト
ヤマハ株式会社 静岡県浜松市中区中沢町10番

1号
(一財)日本建築センター HNNBNNN-11852-3 令和4年11月10日

株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号

（仮称）OKB大垣共立銀行
大曽根レジデンス・寮跡地活用プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 大阪府大阪市北区曽根崎2-6-

6 日本ERI(株) MNNNNNN-12288 令和4年11月09日

（仮称）府中市宮町２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11919-1 令和4年11月09日

山形県立新庄病院 山形県病院事業局 山形県山形市松波二丁目8-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11741-2 令和4年11月09日

（仮称）四番町公共施設 千代田区役所 東京都千代田区九段南1-2-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11522-1 令和4年11月09日

新中央区総合庁舎 神戸市都市局 兵庫県神戸市中央区御幸通6-
1-12 三宮ビル東館6階 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-05665-4 令和4年11月09日

（仮称）グランドメゾン渡辺通2丁目計画 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15-6 綾杉ビル8F 日本ERI(株) HNNNNNN-12287 令和4年11月09日

（仮称)千葉富士見プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) NNNBNNN-11984-1 令和4年11月07日

一条免震住宅D追4-GU9 株式会社一条工務店 東京都江東区新木場5丁目10-
10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12265 令和4年11月02日

（仮称）大阪市北区中津１丁目計画

JR西日本プロパティーズ株式
会社

兵庫県神戸市中央区中町通二
丁目1番18号

日本ERI(株) HNNNNNN-12274 令和4年11月02日安田不動産株式会社
関西支店

兵庫県神戸市中央区京町72番
地

三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋1丁
目8番30号

（仮称）住友生命福岡ビル・天神西通りビジネスセンター建替計画
福岡地所株式会社 福岡県福岡市博多区住吉一丁

目2-25
(一財)日本建築センター HNNNNNN-12271 令和4年11月02日

住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁
目4-35

（仮称）名古屋市千種区内山3丁目PRJ
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

番2号
日本ERI(株) HNNNNNN-12270 令和4年11月02日

京阪電鉄不動産株式会社 大阪市中央区大手町1丁目7番
31号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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 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) HNNBNNN-12174-1 令和4年11月02日

SAGAサンライズパーク　アリーナ 佐賀県 佐賀県佐賀市城内一丁目1番5
9号 日本ERI(株) NNNBNNN-11520-1 令和4年11月01日

那覇市第一牧志公設市場 那覇市 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1
号 日本ERI(株) NNNBNNN-11422-2 令和4年11月01日

東洋パーキングビル新築計画｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫
｝ 株式会社ショウワパーク 大阪府大阪市淀川区宮原４丁

目３番12号 (一財)日本建築センター NFENNNN-12292 令和4年11月01日

（仮称）RR2新棟計画 住友化学株式会社 大阪府大阪市此花区春日出中
三丁目1番98号 日本ERI(株) MNNNNNN-12278 令和4年11月01日

INPEX新潟ビルディング新築計画 株式会社INPEX
ビジネスサービス 東京都港区赤坂五丁目3番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-12276 令和4年11月01日

区立お茶の水小学校・幼稚園 千代田区長　樋?口　高顕 東京都千代田区九段南一丁目
2番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11467-2 令和4年11月01日

あま市新庁舎 愛知県あま市 愛知県あま市木田戌亥18番地
1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11462-1 令和4年11月01日

（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設 神戸市都市局 兵庫県神戸市中央区御幸通6-
1-12 三宮ビル東館6階 (一財)日本建築総合試験所 MNNBNNN-11897-1 令和4年11月01日

（仮称）港区港南三丁目7 番プロジェクト 日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂1 丁目8 番1
号 赤坂インターシティAIR (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12275 令和4年11月01日

JR小岩駅北口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 JR小岩駅北口地区市街地再開
発組合

東京都江戸川区に日小岩１丁目
19番29号　エトワールビル４階 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12267 令和4年11月01日

豊海地区第一種市街地再開発事業 豊海地区市街地再開発組合 東京都中央区豊海町2番24号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-12266 令和4年11月01日

南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物(北街区) 南池袋二丁目C地区市街地再
開発組合

東京都豊島区南池袋二丁目40
番22号 日本ERI(株) HNNNNNN-12107-1 令和4年11月01日

（仮称）天神一丁目北１４番街区ビル
積水ハウス株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁

目15番6号
日本ERI(株) HNNNNNN-12106-1 令和4年11月01日

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

（仮称）渋谷区千駄ヶ谷四丁目計画 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２番１号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11571-5 令和4年11月01日

（仮称）桜川市複合施設 桜川市長　大塚　秀喜 茨城県桜川市羽田1023番地 日本ERI(株) NNNBNNN-12285 令和4年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

クミアイ化学工業（株）新研究施設 クミアイ化学工業株式会社 東京都台東区池之端1－4－26 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11963-1 令和4年10月27日

松山自動車道　三島川之江IC
管理施設（駐車場棟）増築計画｛三層四段型自走式自動車車庫｝ Parkキング建設株式会社 愛知県田原市緑が浜4-1-66 (一財)日本建築センター NFENNNN-12284 令和4年10月27日

ＩＮＰＥＸ新潟ビルディング新築計画｛施設併用六層七段型自走式自
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丁目16

番10号 (一財)日本建築センター NFENNNN-12282 令和4年10月27日

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-1街区　施設建築物 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 HFNBNNN-11478-4 令和4年10月27日

（仮称）永幸商事株式会社幡ヶ谷１丁目計画 永幸商事株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目２
番５号 日本ERI(株) MNNNNNN-12105-1 令和4年10月25日

南小岩六丁目地区第一種市街地再開発事業　Ⅲ街区 南小岩六丁目地区市街地再開
発組合

東京都江戸川区南小岩六丁目
31番1号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-12262 令和4年10月25日

（仮称）豊洲4－2街区開発計画B棟
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

1番1号
(一財)日本建築センター HNNBNNN-12155-1 令和4年10月25日

株式会社IHI 東京都江東区豊洲三丁目1番1
号

神宮前六丁目地区第一種市街地再開発計画 神六再開発株式会社 東京都渋谷区神宮前六丁目28
番4号 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11677-4 令和4年10月20日

（仮称）ＳＭＣ株式会社本社計画 ＳＭＣ株式会社 東京都千代田区外神田4-14-1 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-12259 令和4年10月20日

（仮称）西新井本町プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-11669-3 令和4年10月20日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-5街区　Ｔ棟

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号

日本ERI(株) HNNNNNN-11170-3 令和4年10月20日

東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番1号

大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号

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

住友商事株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番2号

日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂一丁目8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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-5街区　Ｔ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四丁目
14番1号

日本ERI(株) HNNNNNN-11170-3 令和4年10月20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2番1号

山口市新本庁舎 山口市 山口県山口市亀山町2番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-12269 令和4年10月18日

（仮称）福岡中央病院　建替計画 日本医療サービス株式会社 東京都港区南青山一丁目24番
１号 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-12268 令和4年10月18日

（仮称）神田須田町二丁目オフィスビル開発計画 大和証券オフィス投資法人 東京都中央区銀座六丁目2番1
号 日本ERI(株) MNNNNNN-12235-1 令和4年10月18日

（仮称）南麻布二丁目計画 積水ハウス株式会社
開発事業部

東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12258 令和4年10月18日

岡山市蕃山町１番地区市街地再開発事業 岡山市蕃山町１番地区市街地
再開発組合

岡山県岡山市北区本町４蕃18
号　コア本町 ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-12256 令和4年10月18日

大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物
D街区

大山町クロスポイント周辺地
区市街地再開発組合 東京都板橋区大山町31番10号 日本ERI(株) HNNNNNN-11848-2 令和4年10月18日

（仮称）芝浦４丁目計画 野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿１丁目２
６番２号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11501-4 令和4年10月18日

（仮称）吉田町ビルPJ 株式会社タクエー 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
3-30-5　タクエー横浜西口ビル ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-12219-1 令和4年10月13日

（仮称）MBK大阪事務センター建替計画 株式会社　みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目
5番5号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11828-2 令和4年10月13日

（仮称）新宿区四谷四丁目計画 住友商事株式会社 東京都千代田区大手町2丁目3
番2号 日本ERI(株) HNNNNNN-11982-1 令和4年10月13日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-6街区　Ｔ棟

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号

日本ERI(株) HNNNNNN-11171-2 令和4年10月13日

東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番1号

大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号

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

住友商事株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-6街区　Ｔ棟

日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂一丁目8番1号

日本ERI(株) HNNNNNN-11171-2 令和4年10月13日エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

千代田区外神田四丁目14番1
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2番1号

愛媛県庁第二別館 愛媛県総務部総務管理局総務
管理課

愛媛県松山市一番町４丁目4-
2 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12261 令和4年10月11日

（仮称）第一倉庫冷蔵株式会社 所沢2号冷蔵倉庫B棟 第一倉庫冷蔵株式会社 埼玉県さいたま市南区白幡5
丁目8番19号 日本ERI(株) MNNNNNN-12257 令和4年10月11日

GLP ALFALINK 流山６ 流山綜合開発特定目的会社 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) MNNNNNN-11881-1 令和4年10月11日

GLP ALFALINK 流山５ 流山綜合開発特定目的会社 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) MNNNNNN-11880-2 令和4年10月11日

千葉市新庁舎整備 千葉市 千葉県千葉市中央区千葉港1
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11585-5 令和4年10月11日

川口本町４丁目９番地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 川口本町4丁目9番地区市街地
再開発組合

埼玉県川口市本町４丁目13-3
-203 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12251 令和4年10月11日

（仮称）中野区東中野五丁目計画 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3-2-
1 日本ERI(株) HNNNNNN-12042-1 令和4年10月11日

（仮称）西五反田３丁目プロジェクトＣ棟

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2-2-2

(株)都市居住評価センター HNNNNNN-11643-6 令和4年10月11日
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2

（仮称）グランドメゾン上町１丁目タワー 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 日本ERI(株) HNNNNNN-11549-1 令和4年10月11日

株式会社ＰＡＬＴＡＣ　ＲＤＣ宮城 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) NNNFNNN-07462-1 令和4年10月06日

井原市立平櫛田中美術館 井原市 岡山県井原市井原町311番地1 日本ERI(株) NNNBNNN-11777-1 令和4年10月06日

IAI庵原新工場　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 広島県府中市元町77-1 (一財)日本建築センター NFENNNN-12273 令和4年10月06日

ゆめが丘大規模集客施設新築計画（センター地区Ⅰ
駐車場棟）｛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 NFENNNN-12272 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

東海国立大学機構（東山）プラットフォーム 国立大学法人
東海国立大学機構

愛知県名古屋市千種区不老町
１番 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-12150-1 令和4年10月05日

（仮称）西新宿五丁目北地区防災街区整備事業　防災施設建築物　A棟 西新宿五丁目北地区防災街区
整備事業組合

東京都新宿区西新宿六丁目25
番8号 日本ERI(株) HNNBNNN-11336-5 令和4年10月05日

RECS東葛西 佐久間　茂 東京都江戸川区中葛西8-5-2 日本ERI(株) MNNNNNN-12255 令和4年10月03日

（仮称）テクノロジス幕張 SMFLみらいパートナーズ株
式会社

東京都千代田区丸の内1丁目3
番2号 日本ERI(株) MNNNNNN-12254 令和4年10月03日

（仮称）川崎第一物流センター増築計画 株式会社マルハニチロ物流
関東支社

東京都中央区豊海町4-5
豊海振興ビル6階 日本ERI(株) MNNNNNN-12253 令和4年10月03日

株式会社長野県協同電算（仮称）新社屋 株式会社長野県協同電算 長野県長野市中御所1-25-1 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-12193-1 令和4年10月03日

（仮称）神宮前６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) MNNNNNN-11971-2 令和4年10月03日

GLP ALFALINK 相模原Ⅱプロジェクト 相模原２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) MNNNNNN-11910-1 令和4年10月03日

春日部市新本庁舎 埼玉県春日部市 埼玉県春日部市中央六丁目二
番地

(一財)さいたま住宅検査セン
ター MNNNNNN-11806-2 令和4年10月03日

新日本消防会館 公益財団法人日本消防協会 東京都港区東新橋一丁目１番
１９号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11918-2 令和4年10月03日

（仮称）アパホテル＆リゾート＜大阪梅田駅タワー＞ アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町1-5 日本ERI(株) HNNNNNN-11708-2 令和4年10月03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) HFNBNNN-08098-9 令和4年09月30日

半田市立半田病院新病院 半田市長　久世　孝宏 愛知県半田市東洋町二丁目1
番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12252 令和4年09月26日

（仮称）仙台市青葉区中央４丁目計画 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2-4-
6 日本ERI(株) HNNNNNN-12249 令和4年09月26日

うめきた２期地区開発事業 北街区分譲棟

うめきた開発特定目的会社 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)日本建築総合試験所 HNNNNNN-12050-1 令和4年09月26日三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋一丁
目8番３０号

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町１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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

うめきた２期地区開発事業 北街区分譲棟

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 HNNNNNN-12050-1 令和4年09月26日

関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目３番２３号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目３番
１号

大阪ガス都市開発株式会社 大阪府大阪市中央区平野町四
丁目１番２号

積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番88号

（仮称）三宮新港町計画　（西棟）
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目3番23号
日本ERI(株) HNNNNNN-11427-3 令和4年09月26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）小舟町プロジェクト ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
7-3 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12243 令和4年09月22日

（仮称）渋谷区道玄坂二丁目開発計画
株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディ
ングス

東京都目黒区青葉台二丁目19
番10号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11231-4 令和4年09月22日

（仮称）淀屋橋プロジェクト

京阪ホールディングス株式会
社

大阪府枚方市岡東町173番地
の1

日本ERI(株) HFNBNNN-12128-1 令和4年09月22日
中央日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目

4－1　日土地ビル

四万十町文化的施設 四万十町長　中尾　博憲 高知県高岡郡四万十町琴平町
16番17号 (一財)日本建築センター NNNFNNN-12260 令和4年09月21日

（仮称）新Ginza Sony Park　 ソニー企業株式会社　 東京都中央区銀座4－2－11ヒ
ューリック数寄屋橋ビル7階 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12138-1 令和4年09月21日

株式会社ブリヂストン下関工場新厚生棟 株式会社ブリヂストン下関工
場

山口県下関市長府港町３番１
号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12248 令和4年09月21日

（仮称）品川港南ビル ディエイチ・ディベロップメ
ント・スリー特定目的会社

東京都千代田区飯田橋四丁目
７番１号　結和税理士法人内

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNNNNN-12182-1 令和4年09月21日

（仮称）独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院
東館等整備事業

独立行政法人地域医療機能推
進機構中京病院

愛知県名古屋市南区三条一丁
目1番10号 日本ERI(株) MNNNNNN-11886-1 令和4年09月21日

（仮称）ASAMA　1号棟 Mirai合同会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番2
8号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11864-2 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）本町４丁目プロジェクト
大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25

番1号
日本ERI(株) HNNNNNN-12238 令和4年09月21日

学校法人　相愛学園 大阪府大阪市中央区本町四丁
目1番23号

新潟駅南口西地区優良建築物等整備事業（マンション棟）
株式会社国際総合計画・日生不
動産販売株式会社共同企業体
幹事会社 株式会社国際総合計画

新潟県新潟市中央区米山2-7-
3 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12236 令和4年09月21日

（仮称）琉球銀行本店ビル 株式会社　琉球銀行 沖縄県那覇市久茂地1丁目11
番1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12084-1 令和4年09月21日

大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物
Ａ街区

大山町クロスポイント周辺地
区市街地再開発組合 東京都板橋区大山町　31-10 日本ERI(株) HNNNNNN-11842-2 令和4年09月21日

十条駅西口地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 十条駅西口地区市街地再開発
組合

東京都北区上十条二丁目7番1
1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11516-4 令和4年09月21日

成田国際空港庁舎 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 HNNNNNN-07867-3 令和4年09月21日

（仮称）POLA青山ビル 株式会社
ピーオーリアルエステート 東京都品川区西五反田2-2-10 日本ERI(株) HNNBNNN-11926-2 令和4年09月21日

(仮称)晴海三丁目計画(オフィス棟) 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目
５番５号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11834-2 令和4年09月21日

（仮称）旧大名小学校跡地活用事業 大名プロジェクト特定目的会
社

福岡県福岡市中央区天神1丁
目13番2号 日本ERI(株) HNNBNNN-11494-5 令和4年09月21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二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNBNNN-07098-17 令和4年09月21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

ゆめが丘大規模集客施設（商業棟） 株式会社相鉄アーバンクリエ
イツ

神奈川県横浜市西区南幸二丁
目1番22号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12250 令和4年09月16日

(仮称)松本市基幹博物館 松本市 長野県松本市丸の内3番7号 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11360-2 令和4年09月16日

新香川県立体育館（仮称） 香川県知事　池田豊人 香川県高松市番町4丁目1－10 (一財)日本建築センター MNNBNNN-12061-1 令和4年09月16日

(仮称)新宿南口計画 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 日本ERI(株) HNNBNNN-11962-2 令和4年09月16日

(仮称)六本木七丁目計画 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、
日本ERI(株) HFNBNNN-11879-3 令和4年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業　複合棟-1 三田三・四丁目地区市街地再
開発組合 東京都港区三田三丁目11番4 (株)都市居住評価センター、

日本ERI(株) HFNBNNN-11334-3 令和4年09月16日

(仮称)千葉公園体育館 千葉市 千葉県千葉市中央区千葉港1
番1号 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11586-1 令和4年09月09日

水戸市新市民会館等施設建築物 泉町1丁目北地区市街地再開
発組合

茨城県水戸市泉町2丁目3番2
号 日本ERI(株) NNNBNNN-11378-2 令和4年09月09日

東北大学（青葉山３）青葉山ユニバース（仮称） 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 MNNNNNN-12246 令和4年09月09日

広島市医師会運営・安芸市民病院 広島市長　松井 一實 広島県広島市中区国泰寺町１
丁目6-34 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12245 令和4年09月09日

中部電力パワーグリッド株式会社　三重支社ビル 中部電力パワーグリッド株式
会社 三重県津市丸之内2番21号 日本ERI(株) MNNNNNN-12244 令和4年09月09日

（仮称）浅見様錦町１丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12242 令和4年09月09日

（仮称）神田須田町二丁目オフィスビル開発計画 大和証券オフィス投資法人 東京都中央区銀座六丁目2番1
号 日本ERI(株) MNNNNNN-12235 令和4年09月09日

一般財団法人　岐阜県市町村行政情報センター　社屋建設計画 一般財団法人
岐阜県市町村行政情報センター

岐阜県岐阜市六条南2丁目11
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11988-1 令和4年09月09日

（仮称）ＥＳＲ横浜幸浦ディストリビューションセンター2 ＥＳＲ幸浦２特定目的会社
東京都港区赤坂二丁目10-5
税理士法人赤坂国際会計事務所
内

日本ERI(株) MNNNNNN-11911-1 令和4年09月09日

浜松医療センター新病院 浜松市 静岡県浜松市中区元城町103-
2 日本ERI(株) MNNNNNN-11759-2 令和4年09月09日

（仮称）虎ノ門開発計画 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 HNNNNNN-12241 令和4年09月09日

[仮称]グランドメゾン池下ザ・タワーⅡ

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 HNNNNNN-12066-1 令和4年09月09日
積水ハウス株式会社

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42階

（仮称）本町二丁目計画 野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区中央3-2-
23 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11753-3 令和4年09月09日

虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行施設建築物

株式会社虎ノ門エネルギーサ
ービス

東京都港区虎ノ門二丁目2番1
号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11720-4 令和4年09月09日
独立行政法人都市再生機構東
日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿六丁目5
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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

関西国際空港第1ターミナルビル 関西エアポート株式会社 大阪府大阪市西区西本町一丁
目4番1号 (一財)日本建築総合試験所 NNNBNNN-07557-3 令和4年09月08日

（仮称）名古屋丸の内一丁目計画

清水総合開発株式会社 東京都中央区京橋二丁目13番
11号

(一財)日本建築センター、(株
)東京建築検査機構 HNNBNWN-11968-1 令和4年09月08日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

清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番
1号

（仮称）うめきた2期地区開発事業のうち南街区賃貸棟

うめきた開発特定目的会社 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)日本建築総合試験所、
日本ERI(株) HNNBNNN-11739-3 令和4年09月08日

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町１番１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

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

関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目３番２３号

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目３番
１号

大阪ガス都市開発株式会社 大阪府大阪市中央区平野町四
丁目1番2号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号

（仮称）千代田区内神田２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツＣＡＭ株式会社 日本ERI(株) MNNNNNN-12240 令和4年09月07日

千葉県企業局本局新庁舎（仮称） 千葉県企業局 千葉県千葉市花見区幕張町5-
517-24 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12239 令和4年09月07日

（仮称）ネクストサイト千葉ビル NTT・TCリース株式会社 東京都港区港南一丁目２番70
号　品川シーズンテラス13階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12233 令和4年09月07日

（仮称）NTT仙台中央ビル新築計画 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区神田4-14-1 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12067-1 令和4年09月07日

札幌すすきの駅前複合開発計画 東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番1号 日本ERI(株) HNNFNNN-11859-2 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

潮見プロジェクト 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番
1号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11858-1 令和4年09月01日

社会医療法人　畿内会　岡波総合病院 社会医療法人　畿内会
岡波総合病院

三重県伊賀市上野桑町1734番
地 日本ERI(株) MNNNNNN-11539-1 令和4年09月01日

（仮称）千葉西総合病院 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) MNNNNNN-07018-1 令和4年09月01日

板橋駅板橋口地区第一種市街地再開発事業
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) HNNNNNN-12228 令和4年09月01日
野村不動産株式会社 東京都新宿区新宿1-26-2

（仮称）大阪市北区豊崎四丁目 野村不動産株式会社
西日本支社

大阪府大阪市西区阿波座1丁
目4番4号 日本ERI(株) HNNNNNN-11667-3 令和4年09月01日

岡山市表町三丁目10番11番23番24番地区第一種市街地再開発事業施設
建築物

岡山市表町三丁目10番11番23
番24番地区市街地再開発組合

岡山県岡山市北区天瀬3番15
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11435-2 令和4年09月01日

北海道ボールパーク（仮称）建設計画 株式会社　ファイターズ
スポーツ＆エンターテイメント

北海道札幌市豊平区羊ケ丘1
番地 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11631-4 令和4年09月01日

NBF大崎ビル ソニーグループ株式会社 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 HFNBNNN-05330-1 令和4年09月01日

（仮称）高知電気ビル第2別館 四電ビジネス株式会社 香川県高松市亀井町７番地９ 日本ERI(株) MNNNNNN-11782-2 令和4年08月31日

大阪健康安全基盤研究所等一元化施設 地方独立行政法人
大阪健康安全基盤研究所

大阪府大阪市東成区中道1丁
目3-69 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11623-1 令和4年08月31日

会津若松市本庁舎 会津若松市 福島県会津若松市東栄町３番
46号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12234 令和4年08月30日

（仮称）東洋地産株式会社様 中央区日本橋横山町計画 東洋地産株式会社 東京都千代田区神田神保町3-
1 日本ERI(株) MNNNNNN-12140-1 令和4年08月30日

（仮称）ＤＰＬ浦安Ⅲ 浦安施設開発特定目的会社 東京都中央区日本橋1丁目4番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11832-4 令和4年08月30日

中村区役所等複合庁舎等整備事業 名古屋市 愛知県名古屋市中区錦2丁目2
-13 日本ERI(株) MNNNNNN-11652-1 令和4年08月30日

多治見駅南地区第一種市街地再開発事業（住宅棟） 多治見駅南地区市街地再開発
組合

岐阜県多治見市栄町一丁目6
番地1 日本ERI(株) HNNNNNN-11597-2 令和4年08月30日

(仮称)赤坂二丁目計画 日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一町目
6番6号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNBNNN-12058-1 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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 積水ハウス株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNBNNN-12058-1 令和4年08月30日

（仮称）千葉みなと物流センター 株式会社
江間忠ホールディングス

東京都中央区青梅3丁目3番3
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11878-3 令和4年08月26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番1
号 日本ERI(株) MNNNNNN-06368-3 令和4年08月26日

長崎市新庁舎 長崎市 長崎県長崎市桜町2-22 日本ERI(株) HNNBNNN-11303-2 令和4年08月26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） 東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5-6 (一財)日本建築センター HNNBNNN-05058-1 令和4年08月26日

五反田計画（仮称） 日本郵政不動産株式会社
東京都千代田区大手町二丁目3番
1号大手町プレイスウエストタワ
ー24階

(一財)日本建築センター HFNBNNN-11953-2 令和4年08月26日

Ｓ美術館（仮称）ヴィラ３ 丸井産業株式会社 広島県広島市西区商工センタ
ー1-1-46 日本ERI(株) MNNNNNN-12209 令和4年08月24日

ザ　サーパスタワー新潟万代シテイ 株式会社穴吹工務店
信越支店

長野県長野市西後町1597-1
長野朝日八十二ビル1階 ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-12038-1 令和4年08月24日

芝浦再開発計画 三菱倉庫株式会社 東京支店 東京都中央区新川一丁目28番24
号　東京ダイヤビル４号館 １階 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12033-2 令和4年08月24日

渋谷二丁目17地区　第一種市街地再開発事業　施設建築物 渋谷二丁目17地区市街地再開
発組合

東京都渋谷区渋谷一丁目12番
1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11985-2 令和4年08月24日

トヨタ記念病院 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 (株)確認サービス HNNNNNN-11588-1 令和4年08月24日

（仮称）西区靭本町計画 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 HNNNNNN-11453-3 令和4年08月24日

（仮称）三宮新港町計画（東棟）
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目3番23号
日本ERI(株) HNNNNNN-11428-4 令和4年08月24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）西五反田３丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12232 令和4年08月22日

（仮称）小泉様練馬３丁目２期計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-12230 令和4年08月22日

（仮称）グッドマンビジネスパークステージ7 トキワ特定目的会社 東京都渋谷区広尾一丁目11番
２号嶋本公認会計士事務所気付 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12227 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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追5-GU8 株式会社一条工務店 東京都江東区新木場5丁目10-
10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12218 令和4年08月22日

（仮称）統合新病院整備事業
公立学校共済組合 東京都千代田区神田駿河台2

丁目9番5号
日本ERI(株) MNNNNNN-12062-1 令和4年08月22日

市立伊丹病院 兵庫県伊丹市昆陽池1丁目100
番地

福井駅前電車通り北地区Ａ街区市街地再開発事業施設建築物 福井駅前電車通り北地区Ａ街
区市街地再開発組合

福井県福井市大手3丁目12番2
0 日本ERI(株) HNNNNNN-11974-2 令和4年08月22日

（仮称）OM 計画 オーエム４特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11816-2 令和4年08月22日

岡山市駅前町一丁目2番3番4番地区第一種市街地再開発事業（駐車場棟
）｛施設併用七層八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 NFENNNN-12237 令和4年08月18日

（仮称）Nプロジェクト{施設併用五層五段型自走式自動車車庫} アグナス株式会社 東京都千代田区神田和泉町1-
4-7　早尾ビル3階 (一財)日本建築センター NFENNNN-11824-2 令和4年08月18日

（仮称）DPL境古河Ⅰ 大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-12226 令和4年08月18日

（仮称）鈴木様下高井戸１丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12225 令和4年08月18日

（仮称）ヤマハ本社22号館新築計画 ヤマハ株式会社 静岡県浜松市中区中沢町10番
１号 (一財)日本建築センター MNNBNNN-12231 令和4年08月18日

月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業（A街区） 月島三丁目北地区市街地再開
発組合

東京都中央区月島一丁目3番2
号　佃權月島ビル7階 日本ERI(株) HNNNNNN-12217 令和4年08月18日

（仮称）ＭＹ金沢ビル 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) MNNNNNN-12222 令和4年08月15日

うめきた2期区域開発事業北街区賃貸棟

うめきた開発特定目的会社 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)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11803-1 令和4年08月15日

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町１番１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

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

関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目３番２３号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

うめきた2期区域開発事業北街区賃貸棟

オリックス不動産株式会社 東京都港区浜松町二丁目３番
１号

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11803-1 令和4年08月15日大阪ガス都市開発株式会社 大阪府大阪市中央区平野町四
丁目１番２号

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
１番１号

（仮称）中野駅西口開発 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 NNNBNNN-11368-1 令和4年08月10日

アルフレッサつくば物流センター アルフレッサ株式会社 東京都千代田区内神田一丁目
12番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12040-1 令和4年08月10日

（仮称）鳴島充子様東葛西６丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11877-2 令和4年08月10日

福岡大学病院新本館（仮称） 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)日本建築センター MNNNNNN-04627-3 令和4年08月10日

福ビル街区建替プロジェクト 西日本鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前
三丁目5番7号 日本ERI(株) HNNBNNN-12019-1 令和4年08月10日

南2西3南西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南2西3南西地区市街地再開発
組合

北海道札幌市中央区南2条西2丁
目8番地NC北専ブロックビル7階

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNBNNN-11284-5 令和4年08月10日

（仮称）ＤＰＬ久喜宮代 久喜開発特定目的会社 東京都千代田区飯田橋四丁目
7番1号　結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-11909-1 令和4年08月09日

島田市新庁舎 島田市 静岡県島田市中央町1-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11892-1 令和4年08月09日

創造館（仮称）・研究棟（仮称） 株式会社　技研製作所 高知県高知市布師田3948番地
1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11850-3 令和4年08月09日

（仮称）箕面市船場東三丁目計画

阪急阪神不動産株式会社 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 HNNNNNN-12029-1 令和4年08月09日住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4丁
目5番33号

東京建物株式会社 大阪府大阪市中央区本町3丁
目4番8号

富士ソフト新名古屋ビル 富士ソフト株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町１
－１

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNNNNN-11894-1 令和4年08月09日

（仮称）堂島2丁目計画 東京建物株式会社 大阪府大阪市中央区本町三丁
目4番8号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11540-1 令和4年08月09日

37/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アイランドシティ　オーシャン＆フォレスト　タワーレジデンスＷ棟 アイランドシティ環境配慮街
区画地Ｂ分譲棟企業連合体

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15番6号 日本ERI(株) HNNNNNN-11392-2 令和4年08月09日

（仮称）西新宿五丁目北地区防災街区整備事業　防災施設建築物
Ｂ棟

西新宿五丁目北地区防災街区
整備事業組合

東京都新宿区西新宿六丁目25
番8号 日本ERI(株) HNNNNNN-11337-3 令和4年08月09日

川崎市新本庁舎 川崎市役所 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 HFNBNNN-11323-4 令和4年08月09日

（仮称）株式会社篠商會様墨田区錦糸１丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12221 令和4年08月08日

浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物（西
棟）

浦和駅西口南高砂地区市街地
再開発組合

埼玉県さいたま市浦和区高砂
2-1-16 浦和大熊ビル4階 日本ERI(株) HNNNNNN-11999-1 令和4年08月08日

もと住吉市民病院跡地に整備する新病院 大阪市 大阪府大阪市北区中之島1丁
目3番20号 日本ERI(株) MNNNNNN-12220 令和4年08月05日

（仮称）吉田町ビルPJ 株式会社タクエー 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
3-30-5　タクエー横浜西口ビル ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-12219 令和4年08月05日

（仮称）西五反田３丁目プロジェクトB棟 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市
開発

東京都渋谷区代々木二丁目2
番2 号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11636-5 令和4年08月05日

五層六段型自走式自動車車庫｛ユウケンパーク　YP-VI型｝ 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜35番地５ (一財)日本建築センター NFENNNN-12224 令和4年08月04日

東和薬品株式会社　山形工場
第2駐車場｛三層三段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋二

丁目１番36号 (一財)日本建築センター NFENNNN-12223 令和4年08月04日

荷揚町小学校跡地複合公共施設 大分荷揚リンクスクエア株式
会社

大分県大分市金池町二丁目3
番4号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12153-1 令和4年08月04日

（仮称）台東区浅草２丁目計画 有限会社　栃木屋旅館 東京都台東区浅草2-22-2 日本ERI(株) MNNNNNN-12053-2 令和4年08月04日

（仮称）つくば市吾妻一丁目 株式会社　日本エスコン
東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
オークラプレステージタワー20
F

(一財)日本建築センター MNNNNNN-11743-2 令和4年08月04日

日立市新庁舎 日立市 茨城県日立市助川町1丁目1番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-10089-3 令和4年08月04日

蔵前計画（仮称） 日本郵政不動産株式会社
東京都千代田区大手町二丁目３
番１号
大手町ﾌﾟﾚｲｽｳｴｽﾄﾀﾜｰ24階

(一財)日本建築センター HNNNNNN-11679-6 令和4年08月04日

(仮称)赤坂二丁目プロジェクト

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11794-3 令和4年08月04日
森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3番1

7号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）平和二丁目計画 兼大商事有限会社 愛知県名古屋市昭和区福江1
丁目1番26号 日本ERI(株) MNNNNNN-12215 令和4年08月03日

（仮称）ＤＰＬ新横浜Ⅱ 大和ハウス港北開発特定目的
会社

東京都千代田区飯田橋四丁目
7番1号　結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-11847-1 令和4年08月03日

大宮区桜木町複合施設ビル 大和ハウスリアルティマネジ
メント株式会社

東京都千代田区飯田橋二丁目
18番2号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12014-2 令和4年08月03日

(仮称)新TODAビル計画 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目7番1
号

(一財)日本建築センター、ビュ
ーローベリタスジャパン(株) HFNBNNN-11866-2 令和4年08月02日

仮称環境保健研究所 静岡市 静岡県静岡市葵区追手町5番1
号 日本ERI(株) MNNNNNN-12212 令和4年07月29日

福岡空港事務所新管制塔 国土交通省大阪航空局 大阪府大阪市中央区大手前4-
1-76　大阪合同庁舎第４号館 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12208 令和4年07月29日

（仮称）松崎台ビル エクイニクス・ハイパースケ
ール1・ジャパン特定目的会社

東京都中央区日本橋２丁目７番
１号　　　　　　　　　　　　
東京日本橋タワー35階

(一財)日本建築センター MNNNNNN-12206 令和4年07月28日

（仮称）ＤＰＬ平塚 大和ハウス・ツインシティ大
神特定目的会社

東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11538-2 令和4年07月28日

岡山市新庁舎（1期） 岡山市 岡山県岡山市北区大供一丁目
1番1号 日本ERI(株) HNNBNNN-12214 令和4年07月28日

（仮称）天神西町プロジェクト スターツCAM株式会社
大阪支店

大阪府大阪市北区曾根崎2-6-6
コウズキキャピタルウエスト10
階

日本ERI(株) MNNNNNN-12211 令和4年07月26日

聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内施設リニューアル計画
新病院棟

学校法人
聖マリアンナ医科大学

神奈川県川崎市宮前区菅生2-
16-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11349-3 令和4年07月26日

NHK放送センター 日本放送協会 東京都渋谷区神南二丁目2番1
号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11835-2 令和4年07月26日

（仮称）ＤＰＬ坂戸Ⅲ 大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-12210 令和4年07月22日

花王すみだ事業場（仮称）新南館建設計画 花王株式会社　すみだ事業場 東京都墨田区文花二丁目1番3
号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11947-2 令和4年07月22日

鹿児島大学（桜ヶ丘）外来診療棟・病棟 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目2
1-24 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11616-3 令和4年07月22日

大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業（PFI） ＰＦＩ大阪第６合同庁舎株式
会社

大阪府大阪市北区中之島三丁
目6番32号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11496-3 令和4年07月22日

高野町学びの交流拠点整備事業（高野山小・中学校、高野町公民館） 和歌山県伊都郡高野町 和歌山県伊都郡高野町高野山
636 日本ERI(株) NNNBNNN-12216 令和4年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

GLP上尾プロジェクト 上尾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34階 日本ERI(株) MNNNNNN-12198 令和4年07月20日

（仮称）東京流通センター物流A棟建替計画 株式会社東京流通センター 東京都大田区平和島六丁目1
番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11993-1 令和4年07月20日

（仮称）大塚様猫実４丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11913-2 令和4年07月20日

大阪公立大学看護学部学舎　高層棟 公立大学法人大阪 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-60
1 日本ERI(株) HNNNNNN-12199 令和4年07月20日

勝どき東地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A2棟 勝どき東地区市街地再開発組
合

東京都中央区勝どき四丁目13
番6号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11273-6 令和4年07月20日

流山市消防本部・中央消防署 流山市 千葉県流山市平和台1-1-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12207 令和4年07月15日

（仮称）鳥越プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12205 令和4年07月15日

金沢大学（宝町）附属病院機能強化棟新営その他 国立大学法人　金沢大学 石川県金沢市角間町 日本ERI(株) MNNNNNN-12197 令和4年07月15日

（仮称）野田瀬戸物流センターA棟 株式会社　エルマックス 東京都新宿区西新宿8-17-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12056-1 令和4年07月15日

DPL兵庫川西 川西石道特定目的会社 東京都千代田区飯田橋四丁目
7番1号　結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-12054-1 令和4年07月15日

仙台厚生病院 一般財団法人厚生会
仙台厚生病院

宮城県仙台市青葉区広瀬町4
番5号 日本ERI(株) MNNNNNN-11699-1 令和4年07月15日

平川市新本庁舎 平川市 青森県平川市柏木町藤山25番
地6 日本ERI(株) MNNBNNN-11584-2 令和4年07月15日

（仮称）聖蹟桜ヶ丘プロジェクト　Ａ敷地

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) HNNNNNN-11686-2 令和4年07月15日
京王電鉄株式会社 東京都新宿区新宿三丁目1番2

4号

株式会社東栄住宅 東京都西東京市芝久保町四丁
目26番3号

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号

（仮称）ＭＪＲ熊本駅前タワー 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 日本ERI(株) HNNNNNN-11622-1 令和4年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）株式会社大創産業　神奈川ＲＤＣ 株式会社大創産業 広島県東広島市西条吉行東一
丁目4番14号 日本ERI(株) NNNBNNN-12005-1 令和4年07月14日

所沢駅西口開発計画｛施設併用七層八段型自走式自動車車庫｝ IHI運搬機械株式会社 東京都中央区明石町8番1号
聖路加タワー (一財)日本建築センター NFENNNN-12213 令和4年07月14日

日本生命熊本ビル 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 HNNNNNN-11829-1 令和4年07月14日

(仮称)新淀屋橋ビル新築計画
株式会社大林組 東京都港区港南２丁目１５番

２号
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11451-1 令和4年07月14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）船橋アリーナ計画 株式会社TOKYO-
BAYアリーナ

東京都中央区日本橋室町3丁
目2番1号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12043-1 令和4年07月13日

（仮称）日本橋馬喰町２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12102-2 令和4年07月13日

（仮称）SUMA 須磨特定目的会社 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)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11904-2 令和4年07月13日

幕張新都心若葉住宅地区計画　（B-5街区）　タワー棟 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3-2-
1 日本ERI(株) HFNNNNN-11945-1 令和4年07月13日

（仮称）トレンディインフォメーション株式会社様堀江１丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12098-1 令和4年07月11日

伊丹市新庁舎 伊丹市役所 兵庫県伊丹市千僧一丁目1番
地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11660-3 令和4年07月11日

加古川中央市民病院 地方独立行政法人
加古川市民病院機構

兵庫県加古川市米田町平津３
８４番地の１ 日本ERI(株) MNNNNNN-08053-3 令和4年07月11日

（仮称）虎ノ門3丁目計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿2丁目4番
1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11861-1 令和4年07月11日

東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業
施設建築物等新築計画

東京駅前八重洲一丁目東B地
区市街地再開発組合

東京都中央区八重洲一丁目7
番17号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11935-2 令和4年07月08日

名古屋市立大学病院　救急・災害医療センター（仮称） 公立大学法人
名古屋市立大学

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町
字川澄1番地 日本ERI(株) MNNNNNN-12200 令和4年07月07日

（仮称）キオクシア横浜テクノロジーキャンパス　技術開発新棟計画 横浜大船特定目的会社 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 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11964-1 令和4年07月07日

（仮称）ESR川崎浮島ディストリビューションセンター パトリオット特定目的会社 東京都中央区日本橋1丁目4番
1号日本橋1丁目ビルディング 日本ERI(株) MNNNNNN-11837-2 令和4年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）三菱倉庫茨木4号配送センター2期棟 三菱倉庫株式会社　大阪支店
大阪府大阪市福島区野田六丁目5
番20号
大阪ダイヤビルディング

(一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-10790-4 令和4年07月07日

西麻布六本木通りビル建替計画 日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂1丁目8番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11946-2 令和4年07月07日

（仮称）大手前一丁目プロジェクト
大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目

3番5号
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11933-2 令和4年07月07日

株式会社日本経済新聞社 東京都千代田区大手町一丁目
3番7号

（仮称）交通局跡地ホテル・サービス棟新築計画（ホテル棟） 南国殖産株式会社 鹿児島県鹿児島市中央町18番
地1 日本ERI(株) HNNNNNN-11662-2 令和4年07月06日

（仮称）高輪一丁目共同建替計画 高輪一丁目共同建替計画マン
ション建替組合 東京都港区三田1-1-12　2階 日本ERI(株) HNNNNNN-11091-2 令和4年07月06日

株式会社長野県協同電算（仮称）新社屋 株式会社長野県協同電算 長野県長野市中御所1-25-1 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-12193 令和4年07月04日

大阪大学(吹田)医学部附属病院 国立大学法人大阪大学 大阪府吹田市山田丘１－１ (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-08125-3 令和4年07月04日

中日ビル建替計画 中部日本ビルディング株式会
社 名古屋市中区栄四丁目1番1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11797-3 令和4年07月01日

(仮称)静岡理工科大学土木工学科棟 学校法人　静岡理工科大学 静岡県静岡市葵区相生町12-1
8 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11726-1 令和4年06月30日

八幡市新本庁舎整備事業 八幡市長　堀口 文昭 京都府八幡市八幡園内75他 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11789-1 令和4年06月30日

（仮称）TTMプロジェクト 三菱重工業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目
2番3号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11775-2 令和4年06月30日

（仮称）ヤンマー東京ビル セイレイ興産株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町1-32
YANMAR FLYING-Y BUILDING (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11387-2 令和4年06月30日

総社市新庁舎（庁舎棟） 総社市長　片岡　聡一 岡山県総社市中央一丁目１番
１号 日本ERI(株) MNNNNNN-12191 令和4年06月28日

（仮称）嶌根様おおたかの森計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12007-1 令和4年06月28日

県央広域本部・防災センター合築庁舎（仮称） 熊本県 熊本県熊本市中央区水前寺六
丁目18番１号 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11781-1 令和4年06月27日

（仮称）歌舞伎町一丁目地区開発計画 株式会社
東急レクリエーション 東京都渋谷区桜丘町24番4号 日本ERI(株) HFNBNNN-11363-8 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）歌舞伎町一丁目地区開発計画 東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号 日本ERI(株) HFNBNNN-11363-8 令和4年06月27日

株式会社SUBARU（仮称）群馬製作所新技術本館 株式会社 SUBARU 群馬県太田市スバル町1-1 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-11931-2 令和4年06月24日

荒尾市民病院 荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾2600番 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11903-2 令和4年06月24日

JR久留米駅前第二街区第一種市街地再開発事業 JR久留米駅前第二街区市街地
再開発組合

福岡県久留米市中央町37-20
久留米中央町ビル5F (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11719-2 令和4年06月24日

グッドマンビジネスパークステージ６ シラカミ特定目的会社 東京都渋谷区広尾一丁目11番
2号嶋本公認会計士事務所気付 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11937-2 令和4年06月23日

「青葉町パーフェクトハウス研修棟」新築計画 株式会社小野田産業 静岡県静岡市清水区梅田町13
番8号 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-12117 令和4年06月20日

東京都江戸東京博物館 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 NNNFNNN-12196 令和4年06月17日

新潟駅南口西地区優良建築物等整備事業計画｛施設併用八層九段型自
走式自動車車庫｝ IHI運搬機械株式会社 東京都中央区明石町8番1号

聖路加タワー (一財)日本建築センター NFENNNN-12194 令和4年06月17日

浜松いわた信用金庫　本部棟 浜松磐田信用金庫 静岡県浜松市中区元城町114
番地-8 (一財)日本建築センター MNNBNNN-11825-1 令和4年06月17日

（仮称）あすと長町2丁目計画
野村不動産株式会社 仙台支店 宮城県仙台市青葉区中央三丁

目2 番23 号
(株)都市居住評価センター HNNNNNN-12177 令和4年06月17日

株式会社ワールドアイシティ 宮城県仙台市青葉区一番町二
丁目4 番1

蔵前計画（仮称） 日本郵政不動産株式会社
東京都千代田区大手町二丁目３
番１号
大手町ﾌﾟﾚｲｽｳｴｽﾄﾀﾜｰ24階

(一財)日本建築センター HNNNNNN-11679-5 令和4年06月17日

淀屋橋駅西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 淀屋橋駅西地区市街地再開発
組合

大阪府大阪市北区堂島一丁目
1番5号 (一財)日本建築総合試験所 HNNBNNN-12178 令和4年06月17日

南海ターミナルビル 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、
日本ERI(株) HNNBNNN-06441-8 令和4年06月17日

（仮称）アルプスアルパイン古川開発センターR&D棟 アルプスアルパイン株式会社 東京都大田区雪谷大塚町1-7 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12195 令和4年06月16日

三井不動産ロジスティクスパーク海老名Ⅰ 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 MNNNNNN-11875-3 令和4年06月16日

協和キリン株式会社　（仮称）新品質棟新築計画 協和キリン株式会社
生産本部　高崎工場 群馬県高崎市萩原町100-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11718-3 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）旭川1・7優良建築物等整備事業 大和ハウス工業株式会社
北海道支社

北海道札幌市東区北6条東8丁
目1-10 日本ERI(株) HNNNNNN-11969-2 令和4年06月16日

（仮称）千代田区三番町28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2番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-12186 令和4年06月14日

（仮称）元新道小学校跡地活用計画（歌舞練場・地域施設棟） エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1 日本ERI(株) NNNBNNN-12192 令和4年06月13日

（仮称）新仙台KSビル 株式会社近藤紡績所 愛知県名古屋市中区丸の内二
丁目18番25号 日本ERI(株) MNNNNNN-12184 令和4年06月13日

（仮称）KIX13 デジタル大阪４特定目的会社
東京都千代田区霞が関3丁目2番6
号
東京倶楽部ビルディング11階

(一財)日本建築センター MNNNNNN-11666-2 令和4年06月13日

(仮称)六本木七丁目計画 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) HNNBNNN-11879-2 令和4年06月13日

（仮称）トヨタカローラ南海㈱本社駐車場・事務所棟
施設併用立駐｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫｝ 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFENNNN-12189 令和4年06月10日

日の丸交通足立営業所｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ 綿半ソリューションズ株式会
社

東京都新宿区四谷1-4綿半野
原ビル (一財)日本建築センター NFENNNN-12188 令和4年06月10日

（仮称）芝浦一丁目計画
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 HFNBNWN-11986-1 令和4年06月10日

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

広島駅南口計画（仮称） 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11634-6 令和4年06月10日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11436-4 令和4年06月10日

（仮称）品川港南ビル ディエイチ・ディベロップメ
ント・スリー特定目的会社

東京都千代田区飯田橋四丁目
７番１号　結和税理士法人内

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNNNNN-12182 令和4年06月09日

（仮称）浜松市中区西伊場町計画 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 MNNNNNN-12181 令和4年06月09日

（仮称）大須四丁目計画 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) HNNNNNN-12183 令和4年06月09日

（仮称）南堀江３丁目プロジェクト

パナソニックホームズ株式会
社都市開発支社

東京都新宿区西新宿二丁目3
番1号29階

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11932-1 令和4年06月09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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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３丁目プロジェクト 関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目3番23号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11932-1 令和4年06月09日

ディスコ大阪支店 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
-11 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12179 令和4年06月08日

一条免震住宅C追3-GU7 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12145 令和4年06月08日

（仮称）大阪市淀川区十三東計画 阪急阪神不動産株式会社 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) HNNNNNN-12171 令和4年06月07日

(仮称)髙島屋京都店 東神開発株式会社 東京都世田谷区玉川三丁目１
７番１号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11672-3 令和4年06月06日

九州ろうきん本店ビル新築工事 九州労働金庫 福岡県福岡市中央区大手門３
丁３番３号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11801-1 令和4年06月06日

（仮称）札幌駅東PJ（東棟）

株式会社キムラ 北海道札幌市東区北六条東4
丁目1番地7

日本ERI(株) HNNNNNN-12169 令和4年06月06日

大和ハウス工業株式会社
北海道支社

北海道札幌市東区北六条東8
丁目1番10号

ミサワホーム北海道株式会社 北海道札幌市白石区東札幌二
条6丁目8番1号

京阪電鉄不動産株式会社 大阪府大阪市中央区大手前一
丁目7番31号

株式会社大京　北海道支店 北海道札幌市中央区北一条西3
丁目3番地　敷島プラザビル9階

(仮称)小杉町3 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 HNNNNNN-11830-1 令和4年06月06日
東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

（仮称）みなとみらい21中央地区37街区開発計画 合同会社KRF48　代表社員
一般社団法人カリスト

東京都千代田区内幸町二丁目
1番6号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11441-4 令和4年06月06日

（仮称）難波中二丁目開発計画のうちA敷地計画 Centara Osaka 特定目的会社
東京都千代田区内神田神保町一
丁目11番地
さくら綜合事務所内

(一財)日本建築センター HFNNNNN-11600-4 令和4年06月06日

（仮称）森永製菓芝浦ビル建替計画 森永製菓株式会社 東京都港区芝5-33-1 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-12176 令和4年06月03日

（仮称）千葉駅東口西銀座B地区優良建築物等整備事業施設建築物 ファーストコーポレーション
株式会社

東京都杉並区荻窪四丁目30番
16号 ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-12175 令和4年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）千葉駅東口西銀座B地区優良建築物等整備事業施設建築物

株式会社中央住宅 埼玉県越谷市南越谷一丁目21
番地２

ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-12175 令和4年06月03日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

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目４
番16号

（仮称）東五反田二丁目計画 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) HNNBNNN-12174 令和4年05月30日

ふじみ野市文化施設整備事業の内（仮称）西地域文化施設 ふじみ野市 埼玉県ふじみ野市福岡一丁目
1番1号 日本ERI(株) NNNFNNN-12187 令和4年05月27日

東京国際空港第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 NFNBNNN-12190 令和4年05月27日

県立西宮総合医療センター（仮称）病院棟 兵庫県 兵庫県神戸市中央区下山手通
5丁目10番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-12173 令和4年05月27日

（仮称）港区南麻布２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11751-1 令和4年05月27日

（仮称）港区西麻布四丁目計画 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2番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11857-1 令和4年05月27日

（仮称）イトーピア浜離宮建替計画 イトーピア浜離宮マンション
建替組合

東京都新宿区神楽坂一丁目1
番 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11479-3 令和4年05月27日

（仮称）江戸川区中葛西3丁目計画 株式会社ナカエ・アーキテク
ツ

東京都杉並区桃井1-3-4
唐沢ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-12172 令和4年05月25日

東北大学（青葉山３）放射光研究拠点施設（仮称） 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 MNNNNNN-12170 令和4年05月25日

東京レールゲートEAST 日本貨物鉄道株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目
33番8号

(一財)さいたま住宅検査セン
ター MNNNNNN-11790-1 令和4年05月25日

（仮称）ＤＰＬ平塚 大和ハウス・ツインシティ大
神特定目的会社

東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11538-1 令和4年05月25日

（仮称）秀和青山レジデンスマンション建替計画 秀和青山レジデンスマンショ
ン建替組合

東京都港区南青山5丁目1番25
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11883-1 令和4年05月25日

愛知県新体育館整備・運営等事業 株式会社　愛知国際アリーナ 愛知県名古屋市中区栄５丁目
２５番２５号 日本ERI(株) MNNBNNN-12164 令和4年05月24日

地方独立行政法人　さんむ医療センター建替整備事業 地方独立行政法人
さんむ医療センター 千葉県山武市成東167番地 日本ERI(株) MNNNNNN-12168 令和4年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）西新宿五丁目北地区防災街区整備事業　防災施設建築物　A棟 西新宿五丁目北地区防災街区
整備事業組合

東京都新宿区西新宿六丁目25
番8号 日本ERI(株) HNNBNNN-11336-4 令和4年05月23日

国分寺市新庁舎 国分寺市 東京都国分寺市戸倉1-6-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12167 令和4年05月20日

横須賀市新市立病院 横須賀市 神奈川県横須賀市小川町11番
地 日本ERI(株) MNNNNNN-12166 令和4年05月20日

創造館（仮称）・研究棟（仮称） 株式会社　技研製作所 高知県高知市布師田3948番地
1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11850-2 令和4年05月20日

DPL茨木北 彩都はなだ開発特定目的会社 東京都中央区日本橋1-4-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11730-1 令和4年05月20日

練馬光が丘病院 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
6番3号 日本ERI(株) MNNNNNN-11610-1 令和4年05月20日

順天堂大学医学部附属静岡病院増改築計画（H棟増築） 学校法人順天堂 東京都文京区本郷２丁目１番
１号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11301-4 令和4年05月20日

福井駅前電車通り北地区A街区市街地再開発事業施設建築物 福井駅前電車通り北地区A街
区市街地再開発組合

福井県福井市大手3丁目12番2
0 日本ERI(株) HNNNNNN-11974-1 令和4年05月20日

（仮称）御堂筋淡路町ビル 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 HNNNNNN-11882-2 令和4年05月20日

（仮称）安土町３丁目ビル 積水ハウス株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11698-2 令和4年05月20日

（仮称）西五反田３丁目プロジェクトC棟

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2-2-2

(株)都市居住評価センター HNNNNNN-11643-5 令和4年05月20日
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2

神宮前六丁目地区第一種市街地再開発計画 神六再開発株式会社 東京都渋谷区神宮前六丁目28
番4 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11677-3 令和4年05月19日

新石川県立図書館 石川県 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11386-3 令和4年05月19日

（仮称）松本市基幹博物館 松本市 長野県松本市丸の内3番7号 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11360-1 令和4年05月19日

土佐市新庁舎 土佐市 高知県土佐市高岡町甲2017-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11574-1 令和4年05月19日

（仮称）レーベン天神計画 株式会社タカラレーベン西日
本

愛媛県松山市一番町四丁目1
番地3 日本ERI(株) HNNNNNN-11870-3 令和4年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）レーベン天神計画 株式会社タカラレーベン　 東京都千代田区丸の内1丁目8
番2号　鉃鋼ビルディング16階 日本ERI(株) HNNNNNN-11870-3 令和4年05月18日

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-2街区　施設建築物 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 NNNBNNN-11705-2 令和4年05月13日

中央区立本の森ちゅうおう（仮称） 中央区 東京都中央区築地一丁目1番1
号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11356-1 令和4年05月13日

八重洲ダイビル建替計画 ダイビル株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁
目6番32号 日本ERI(株) MNNNNNN-12162 令和4年05月13日

（仮称）中川中央１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丁目1番
8号 日本ERI(株) MNNNNNN-12023-1 令和4年05月13日

大阪はびきの医療センター新病院棟 地方独立行政法人大阪府立病
院機構

大阪府大阪市中央区大手前3
丁目1番69号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11798-3 令和4年05月13日

Landport八王子Ⅱ 野村不動産マスターファンド
投資法人

東京都新宿区西新宿八丁目5
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-10277-4 令和4年05月13日

戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業施設建築物 戸越五丁目19番地区市街地再
開発組合

東京都品川区戸越三丁目1番2
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11957-1 令和4年05月13日

琉球大学病院 国立大学法人琉球大学 沖縄県中頭郡西原町字千原1
番地 日本ERI(株) HNNNNNN-11758-3 令和4年05月13日

（仮称）大阪市天王寺区茶臼山計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11721-2 令和4年05月13日

（仮称）豊洲4－2街区開発計画B棟
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

1番1号
(一財)日本建築センター HNNBNNN-12155 令和4年05月13日

株式会社IHI 東京都江東区豊洲三丁目1番1
号

メディセオ阪神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15号 日本ERI(株) MNNNNNN-11972-1 令和4年05月12日

（仮称）西区江戸堀1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 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11768-3 令和4年05月12日

（仮称）渋谷区恵比寿１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) HNNNNNN-10582-2 令和4年05月12日

（仮称）千葉市中央区新田町計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12160 令和4年05月09日

唐津市新庁舎 唐津市 佐賀県唐津市西城内1番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11401-1 令和4年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

長崎スタジアムシティプロジェクト 株式会社ジャパネットホール
ディングス 長崎県佐世保市日宇町2781番 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12165 令和4年05月06日

（仮称）JR四国高松駅ビル｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2
町目1番36号 (一財)日本建築センター NFENNNN-12163 令和4年04月28日

（仮称）中葛西３丁目計画 光井純アンドアソシエーツ建
築設計事務所

東京都品川区西五反田5-2-4
レキシントンプラザ西五反田3
階

日本ERI(株) MNNNNNN-12156 令和4年04月28日

（仮称）日本橋馬喰町２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12102-1 令和4年04月28日

志木市新庁舎 志木市 埼玉県志木市中宗岡1-1-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11300-1 令和4年04月28日

株式会社メディカルヘルスクラブ　新茅ヶ崎中央病院 有限会社メディカルドリーム 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎二丁
目２番３号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-10977-3 令和4年04月28日

名古屋港湾合同庁舎別館 国土交通省　中部地方整備局 愛知県名古屋市中区三の丸2-
5-1 (株)確認サービス MNNNNNN-03830-1 令和4年04月28日

南池袋二丁目Ｃ地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物（南街
区）

南池袋二丁目Ｃ地区市街地再
開発組合

東京都豊島区南池袋二丁目40
番22号 日本ERI(株) HNNNNNN-12148 令和4年04月28日

平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 平井五丁目駅前地区市街地再
開発組合

東京都江戸川区平井五丁目10
番12号 日本ERI(株) HNNNNNN-11712-2 令和4年04月28日

（仮称）神戸・旧居留地ビル 三井住友信託銀行 東京都港区芝3丁目33番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-04446-1 令和4年04月28日

地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院 地方独立行政法人岐阜県立多
治見病院 岐阜県多治見市前畑町5-161 (一財)日本建築センター MNNNNNN-02412-3 令和4年04月25日

（仮称）大阪市福島区福島２丁目プロジェクト 関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目3番23号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-12144 令和4年04月25日

（仮称）港南二丁目ビル 大林新星和不動産株式会社 東京都千代田区九段南三丁目
３番６号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11646-3 令和4年04月22日

（仮称）広川町新庁舎等建設 広川町 福岡県八女群広川町大字新代
1804番地1 日本ERI(株) MNNNNNN-11674-1 令和4年04月20日

桐生市本庁舎 桐生市 群馬県桐生市織姫町1番1号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12157 令和4年04月18日

NerimaBMW計画｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ アグナス株式会社 東京都千代田区神田和泉町1
－4－7　早尾ビル3階 (一財)日本建築センター NFENNNN-12158 令和4年04月18日

荷揚町小学校跡地複合公共施設 大分荷揚リンクスクエア株式
会社

大分県大分市金池町二丁目3
番4号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12153 令和4年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）浅草橋5丁目計画 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号新宿NSビル 日本ERI(株) HNNFNNN-12137 令和4年04月18日

（仮称）錦三丁目25番街区計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番地1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-12136 令和4年04月18日

（仮称）Landport柏Ⅰ計画
総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31番19号

日本ERI(株) MNNNNNN-12147 令和4年04月14日
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

（仮称）株式会社キョクレイ神戸六甲物流センター新増設 戸田建設株式会社
一級建築士事務所

東京都港区芝浦3-9-1
芝浦ルネサイトタワー 日本ERI(株) MNNNNNN-12146 令和4年04月14日

警視庁本部庁舎 警視庁 東京都千代田区霞が関二丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11104-1 令和4年04月14日

川口市新庁舎2期棟 川口市長　奥ノ木　信夫 埼玉県川口市青木2－1－1 日本ERI(株) MNNBNNN-12149 令和4年04月11日

（仮称）横浜市旧市庁舎街区活用事業計画　タワー棟

東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

(一財)日本建築センター HNNNNNN-12134 令和4年04月11日

株式会社ディー・エヌ・エー 東京都渋谷区渋谷二丁目24番
12号

株式会社竹中工務店 東京都江東区南砂二丁目5番1
4号

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

京浜急行電鉄株式会社 神奈川県横浜市西区高島1丁
目2番8号

鹿島建設株式会社 東京都港区赤坂六丁目5番11
号

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

虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行施設建築物

株式会社虎ノ門エネルギーサ
ービス

東京都港区虎ノ門二丁目2番1
号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11720-3 令和4年04月11日
独立行政法人都市再生機構東
日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿六丁目5
番1号

（仮称）辻堂第二計画 リストプロパティーズ株式会
社

神奈川県横浜市中区尾上町3-
35　横浜第一有楽ビル 日本ERI(株) HNNNNNN-12132 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）東洋地産株式会社様　中央区日本橋横山町計画 東洋地産株式会社 東京都千代田区神田神保町3-
1 日本ERI(株) MNNNNNN-12140 令和4年04月07日

（仮称）GSプロジェクト 株式会社　ギンザのサヱグサ 東京都中央区銀座3－5－12 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12154 令和4年04月04日

氷見市新文化交流施設 氷見市役所 富山県氷見市鞍川1060番地 日本ERI(株) NNNBNNN-11927-1 令和4年04月04日

横浜研究拠点　（仮称）西側敷地　研究施設建設工事　研究棟 中外製薬株式会社 東京都北区浮間5-5-1 (一財)日本建築センター MNNBNNN-11444-4 令和4年04月04日

広島市中区富士見町PRJ. 富士見町開発合同会社 広島県広島市中区基町10番3
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11542-2 令和4年04月04日

（仮称）淀屋橋プロジェクト

京阪ホールディングス株式会
社

大阪府枚方市岡東町173番地
の1

日本ERI(株) HFNBNNN-12128 令和4年04月04日
中央日本土地建物株式会社 東京都千代田区霞が関一丁目

4－1　日土地ビル

（仮称）ESR東扇島ディストリビューションセンター タント特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11821-1 令和4年04月01日

札幌すすきの駅前複合開発計画 東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番1号 日本ERI(株) HNNFNNN-11859-1 令和4年04月01日

千葉県文化会館 千葉県 千葉県千葉市中央区市場町1
番1号 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-12152 令和4年03月28日

東海国立大学機構（東山）プラットフォーム 国立大学法人
東海国立大学機構 愛知県名古屋市千種区不老町 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-12150 令和4年03月28日

渋谷二丁目17地区　第一種市街地再開発事業　施設建築物 渋谷二丁目17地区市街地再開
発組合

東京都渋谷区渋谷一丁目12番
1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11985-1 令和4年03月28日

（仮称）旧大名小学校跡地活用事業 大名プロジェクト特定目的会
社

福岡県福岡市中央区天神1丁
目13番2号 日本ERI(株) HNNBNNN-11494-4 令和4年03月28日

新大阪プライムタワー 三井住友信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 日本ERI(株) NNNFNNN-12151 令和4年03月25日

相模原市中央区淵野辺プロジェクト
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 MNNNNNN-12133 令和4年03月25日

淵野辺デベロップメント特定
目的会社

東京都中央区日本橋二丁目7
番1号

富山県防災・危機管理センター（仮称） 富山県 富山県富山市新総曲輪1-7 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11659-2 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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 MNNNNNN-06161-2 令和4年03月25日

（仮称）パール福岡建替計画 旭化成不動産レジデンス株式
会社　開発営業本部

東京都千代田区神田神保町一
丁目105番地 日本ERI(株) HNNNNNN-11691-2 令和4年03月25日

（仮称）KRテクノセンター新築計画 鹿島道路株式会社 東京都文京区後楽1-7-27 日本ERI(株) MNNNNNN-12130 令和4年03月24日

大塚製薬株式会社（仮称）大阪創薬研究所 大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町二丁
目9番 日本ERI(株) MNNNNNN-11815-2 令和4年03月24日

（仮称）DPL三郷Ⅲ 三郷3特定目的会社 東京都千代田区飯田橋四丁目
7番1号　結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-11755-3 令和4年03月24日

鳥栖市新庁舎建設工事（建築工事） 鳥栖市 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11552-1 令和4年03月24日

株式会社東芝　研究開発センター　研究開発新棟（仮称）建設計画 株式会社東芝　 神奈川県川崎市幸区小向東芝
町1番地 日本ERI(株) MNNBNNN-12131 令和4年03月24日

平川市新本庁舎 平川市 青森県平川市柏木町藤山25番
地6 日本ERI(株) MNNBNNN-11584-1 令和4年03月24日

新菱冷熱工業中央研究所　新研究本館 新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷一丁目6番1
号コモレ四谷・四谷タワー5階 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12141 令和4年03月22日

大阪市立美術館大規模改修計画 地方独立行政法人大阪市博物
館機構

大阪府大阪市中央区大手前4
－1－32 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12139 令和4年03月22日

KIND Center AGC株式会社千葉工場 千葉県市原市五井海岸10番地 ビューローベリタスジャパン(
株) NNNBNNN-11764-1 令和4年03月22日

関西国際空港第1ターミナルビル 関西エアポート株式会社 大阪府大阪市西区西本町一丁
目4番1号 (一財)日本建築総合試験所 NNNBNNN-07557-2 令和4年03月22日

春日部市新本庁舎 埼玉県春日部市 埼玉県春日部市中央六丁目二
番地

(一財)さいたま住宅検査セン
ター MNNNNNN-11806-1 令和4年03月22日

産業医科大学病院急性期診療棟 学校法人　産業医科大学 福岡県北九州市八幡西区医生
ケ丘1番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11711-1 令和4年03月22日

(仮称)本郷一丁目計画 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 日本ERI(株) MFNNNNN-11783-2 令和4年03月22日

JR東京総合病院病棟外新築他（新病棟・外来棟） 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 HNNNNNN-12129 令和4年03月22日

（仮称）損保ジャパン霞が関ビル 損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-1 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11724-2 令和4年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）渋谷区千駄ヶ谷四丁目計画 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２番１号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11571-4 令和4年03月22日

十条駅西口地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 十条駅西口地区市街地再開発
組合

東京都北区上十条二丁目7番1
1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11516-3 令和4年03月22日

市立秋田総合病院 地方独立行政法人
市立秋田総合病院

秋田県秋田市川元松丘町4番3
0号 日本ERI(株) HNNNNNN-11506-2 令和4年03月22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二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNBNNN-07098-16 令和4年03月22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）新Ginza Sony Park　 ソニー企業株式会社　 東京都中央区銀座4－2－11ヒ
ューリック数寄屋橋ビル7階 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12138 令和4年03月18日

（仮称）T＆TⅢビル T＆Tビル株式会社 東京都新宿区新宿3－17－5T
&TⅢビル7F 日本ERI(株) MFNNNNN-11321-4 令和4年03月18日

広島駅南口計画（仮称） 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11634-5 令和4年03月18日

滋賀県立体育館(仮称) しがクロス株式会社 滋賀県大津市におの浜一丁目
1番24号 日本ERI(株) NNNBNNN-11766-1 令和4年03月17日

岐阜県庁舎行政棟（免震棟） 岐阜県 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番
1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11316-1 令和4年03月17日

（仮称）九段南一丁目プロジェクト 合同会社ノーヴェグランデ 東京都中央区日本橋兜町5番1号
兜町第1平和ビル7階レコルテ内 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11419-4 令和4年03月17日

（仮称）横浜北幸計画 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) MNNNNNN-11990-1 令和4年03月16日

（仮称）OM計画 オーエム４特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11816-1 令和4年03月16日

品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）1街区 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木2丁目2番
地2号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11856-1 令和4年03月15日

西新宿五丁目中央南地区第一種市街地再開発事業 西新宿五丁目中央南地区市街
地再開発組合

東京都新宿区西新宿五丁目9
番4号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNNNNN-11769-2 令和4年03月15日

（仮称）3Dプリンタ実証棟 株式会社　大林組 東京都港区港南2-15-2品川イ
ンターシティB棟 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12118 令和4年03月14日

長岡京市新庁舎 長岡京市 京都府長岡京市開田一丁目1
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11569-1 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

慶應義塾大学病院1号館（新病院棟） 慶應義塾 東京都港区三田二丁目15番45
号 日本ERI(株) MNNNNNN-08092-6 令和4年03月14日

（仮称）関電不動産八重洲ビル 関電不動産開発株式会社 東京都中央区京橋1丁目18番1
号　八重洲宝町ビル4階 日本ERI(株) HNNNNNN-11709-2 令和4年03月14日

新大工町地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 新大工町地区市街地再開発組
合 長崎県長崎市新大工町3-10 日本ERI(株) HNNNNNN-11338-3 令和4年03月14日

住友不動産芝公園ファーストビル改修計画 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 HNNNNNN-05709-2 令和4年03月14日

五反田計画（仮称） 日本郵政不動産株式会社
東京都千代田区大手町二丁目3番
1号大手町プレイスウエストタワ
ー24階

(一財)日本建築センター HFNBNNN-11953-1 令和4年03月14日

北海道ボールパーク（仮称）建設計画 株式会社　ファイターズ
スポーツ＆エンターテイメント

北海道札幌市豊平区羊ケ丘1
番地 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11631-3 令和4年03月11日

ヤマニパッケージ本社社屋 株式会社ヤマニパッケージ 岐阜県岐阜市清本町２丁目４
４番地 日本ERI(株) NNNBNNN-12135 令和4年03月10日

（仮称）須賀様南葛西2丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11822-1 令和4年03月09日

（仮称）野﨑様西瑞江5丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11791-2 令和4年03月09日

（仮称）㈱ソフトウェア・サービス東京支社 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2
丁目6番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11725-1 令和4年03月09日

ユニカ新宿ビル 株式会社ユニカ 東京都新宿区西早稲田２－７
－１ (一財)日本建築センター NNNBNNN-04253-1 令和4年03月08日

区立お茶の水小学校・幼稚園 千代田区長　樋口　高顕 東京都千代田区九段南一丁目
2番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11467-1 令和4年03月08日

高知警察署庁舎　庁舎棟 高知県警察 高知県高知市丸ノ内2丁目4-3
0 日本ERI(株) MNNNNNN-10998-1 令和4年03月07日

（仮称）未来医療国際拠点

京阪ホールディングス株式会
社

大阪府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 HNNNNNN-11928-1 令和4年03月07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

岡山市表町三丁目10番11番23番24番地区第一種市街地再開発事業施設
建築物

岡山市表町三丁目10番11番23
番24番地区市街地再開発組合

岡山県岡山市北区天瀬3番15
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11435-1 令和4年03月07日

ファーロ南青山 ファーロ南青山管理組合 東京都港区南青山6-7-8 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12127 令和4年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

NEC神戸システムセンター4号棟 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12124 令和4年03月04日

（仮称）ESR南港データセンター ESR株式会社 東京都港区虎ノ門4-1-17神谷
町プレイス3階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12122 令和4年03月04日

GOTEMBA 御殿場特定目的会社 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 MNNNNNN-12113 令和4年03月04日

医療法人 警和会 大阪警察病院 新病院統合整備事業 医療法人 警和会 大阪府大阪市天王寺区北山町
10-31 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12112 令和4年03月04日

（仮称）スターツ日暮里プロジェクト スターツデベロップメント株
式会社 東京都中央区日本橋3-1-8 日本ERI(株) MNNNNNN-12111 令和4年03月04日

長崎TEC CR棟
ソニーセミコンダクタマニュフ
ァクチャリング株式会社
長崎テクノロジーセンター

長崎県諫早市津久葉町1883-4
3 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11566-2 令和4年03月04日

囲町東地区第一種市街地再開発事業　B敷地 囲町東地区市街地再開発組合 東京都中野区新井2-30-4
IFOビル6階 日本ERI(株) HNNNNNN-12116 令和4年03月04日

囲町東地区第一種市街地再開発事業　Ａ敷地 囲町東地区市街地再開発組合 東京都中野区新井2-30-4
IFOビル6階 日本ERI(株) HNNNNNN-12115 令和4年03月04日

（仮称）大阪市中央区久太郎町１丁目計画 阪急阪神不動産株式会社 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) HNNNNNN-12108 令和4年03月04日

南池袋二丁目C
地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物（北街区）

南池袋二丁目C
地区市街地再開発組合

東京都豊島区南池袋二丁目４
０番２２号 日本ERI(株) HNNNNNN-12107 令和4年03月04日

　（仮称）アパホテル＆リゾート&lt;大阪難波駅タワー&gt;
アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号

日本ERI(株) HNNNNNN-12000-1 令和4年03月04日
アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町1番5号

（仮称）グランドメゾン大手門2丁目計画 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1-15
-6　綾杉ビル8F ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-11943-1 令和4年03月04日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物
Ｂ－２街区（西）

虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目７番
３号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11426-5 令和4年03月04日

（仮称）内神田一丁目計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-12123 令和4年03月04日

（仮称）豊洲4－2街区開発計画A棟 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1－1 (一財)日本建築センター HNNBNNN-12114 令和4年03月04日

(仮称)新宿南口計画 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 日本ERI(株) HNNBNNN-11962-1 令和4年03月04日

55/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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四丁目
14番1号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11794-2 令和4年03月04日
森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3番1

7号

品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）3街区 東日本旅客鉄道株式会社 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 HNNBNNN-11685-2 令和4年03月04日

（仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区　Ａ棟 株式会社世界貿易センタービ
ルディング

東京都港区浜松町二丁目４番
１号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-10853-6 令和4年03月04日

プロロジスパーク草加プロジェクト 陣馬特定目的会社 東京都千代田丸の内2-7-3
東京ビルディング (一財)日本建築センター MNNNNNN-11740-1 令和4年03月03日

三井住友海上高松ビル 三井住友海上火災保険株式会
社

東京都千代田区神田駿河台三
丁目9番地 日本ERI(株) MNNNNNN-11582-1 令和4年03月03日

平城宮跡第一次大極殿院 国土交通省近畿地方整備局
国営飛鳥歴史公園事務所

奈良県高市郡明日香村大字平
田538 (一財)日本建築センター MNNNNNN-10526-3 令和4年03月03日

（仮称）青葉区昭和町計画 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二丁
目4番6号 日本ERI(株) HNNNNNN-11853-1 令和4年03月03日

浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業　高層部・低層部 浜松町二丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区浜松町二丁目4番1
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11826-1 令和4年03月03日

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜 港区 東京都港区芝公園1-5-25 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11528-1 令和4年03月03日

うめきた2期区域開発事業南街区賃貸棟
大阪ガス都市開発株式会社 大阪府大阪市中央区平野町四

丁目1番2号 (一財)日本建築総合試験所、
日本ERI(株) HNNBNNN-11739-2 令和4年03月03日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号

西麻布六本木通りビル建替計画 日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂1-8-1 日本ERI(株) HNNNNNN-11946-1 令和4年03月02日

（仮称）北区天満一丁目計画 関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁
目3番23号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11572-3 令和4年03月02日

加和太建設株式会社新社屋 加和太建設株式会社 静岡県三島市文教町1－5－15 (一財)日本建築センター NNNFNNN-12120 令和4年03月01日

学校法人常翔学園大阪工業大学大宮キャンパス5号館 学校法人　常翔学園 大阪府大阪市旭区大宮5丁目1
6番1号 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-12121 令和4年03月01日

国技館 公益財団法人　日本相撲協会 東京都墨田区横網1丁目3番28
号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12119 令和4年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）シマノ第二・第三駐車場計画｛施設併用六層六段型（屋根付
）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35番地5 (一財)日本建築センター NFENNNN-12126 令和4年03月01日

六層七段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛SW－S67BSS－25｝

綿半ソリューションズ株式会
社 東京都新宿区四谷1－4 (一財)日本建築センター NFENNNN-12125 令和4年03月01日

地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院 地方独立行政法人岐阜県立多
治見病院 岐阜県多治見市前畑町5-161 (一財)日本建築センター MNNNNNN-02412-2 令和4年03月01日

（仮称）南大塚Ⅳ計画 株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町1丁目7
番2号 日本ERI(株) HNNNNNN-11644-3 令和4年03月01日

（仮称）台東区駒形１丁目計画 田実興産株式会社 東京都墨田区本所2-3-8 日本ERI(株) MNNNNNN-12110 令和4年02月28日

（仮称）グランドメゾン荒戸2丁目（旧シティオ大濠）計画 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1-15
-6　綾杉ビル8F ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-11944-1 令和4年02月28日

［仮称］中央区久太郎町２丁目計画
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 HNNNNNN-11700-2 令和4年02月28日

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5番13号

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　B-1街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号4F (一財)日本建築センター HNNNNNN-11459-3 令和4年02月28日

品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)4街区 東日本旅客鉄道株式会社 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 HNNBNNN-11840-1 令和4年02月28日

（仮称）永幸商事株式会社幡ヶ谷1丁目計画 永幸商事株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目２
番５号 日本ERI(株) MNNNNNN-12105 令和4年02月25日

（仮称）台東区浅草２丁目計画 有限会社　栃木屋旅館 東京都台東区浅草2-22-2 日本ERI(株) MNNNNNN-12053-1 令和4年02月25日

（仮称）千葉みなと物流センター 株式会社江間忠ホールディン
グス

東京都中央区晴海3丁目3番3
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11878-2 令和4年02月25日

（仮称）天神一丁目北１４番街区ビル
積水ハウス株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁

目15番6号
日本ERI(株) HNNNNNN-12106 令和4年02月25日

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

大宮区桜木町複合施設ビル 大和ハウスリアルティマネジ
メント株式会社

東京都千代田区飯田橋二丁目
18番2号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12014-1 令和4年02月25日

（仮称）DPL横浜戸塚 横浜戸塚施設開発特定目的会
社

東京都千代田区飯田橋4丁目7
番1号　結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-11727-2 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）宝塚ホテル跡地計画 阪急阪神不動産株式会社 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 HNNNNNN-12101 令和4年02月24日

（仮称）歌舞伎町一丁目地区開発計画

株式会社
東急レクリエーション 東京都渋谷区桜丘町24番4号

日本ERI(株) HFNBNNN-11363-7 令和4年02月22日
東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

福岡空港国際線旅客ターミナルビル 福岡国際空港株式会社 福岡県福岡市博多区大字下臼
井782番地1 日本ERI(株) NNNBNNN-11776-1 令和4年02月21日

（仮称）品川区南品川４丁目計画 タイヘイ株式会社 千葉県匝瑳市八日市場イ
2614 日本ERI(株) MNNNNNN-12103 令和4年02月21日

日本銀行福岡支店 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) MNNNNNN-10845-3 令和4年02月21日

（仮称）グランドメゾン薬院3丁目 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15-6綾杉ビル8階 日本ERI(株) HNNNNNN-11524-2 令和4年02月21日

勝どき東地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A2棟 勝どき東地区市街地再開発組
合

東京都中央区勝どき四丁目13
番6号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11273-5 令和4年02月21日

中日ビル建替計画 中部日本ビルディング株式会
社 名古屋市中区栄四丁目1番1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11797-2 令和4年02月21日

（仮称）日本橋馬喰町２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル３階 日本ERI(株) MNNNNNN-12102 令和4年02月18日

NHK新松江放送会館 日本放送協会　松江放送局 島根県松江市灘町1-21 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11668-1 令和4年02月18日

都城市郡医師会病院等 一般社団法人
都城市北諸県郡医師会

宮崎県都城市姫城町8街区23
号 日本ERI(株) MNNNNNN-07520-2 令和4年02月18日

（仮称）渋谷区道玄坂二丁目開発計画
株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディ
ングス

東京都目黒区青葉台二丁目19
番10号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11231-3 令和4年02月18日

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-1街区　施設建築物 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 HFNBNNN-11478-3 令和4年02月18日

（仮称）神宮前6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) MNNNNNN-11971-1 令和4年02月17日

（仮称）新宿区四谷三栄町計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-11750-1 令和4年02月17日

（仮称）足立区綾瀬三丁目計画 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) HNNNNNN-12090 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

新たな国立公文書館及び憲政記念館 国土交通省大臣官房官庁営繕
部長

東京都千代田区霞が関2－1－
2中央合同庁舎第２号館

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNBNNN-12109 令和4年02月14日

AT TOK 1-B 大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11665-1 令和4年02月14日

社会福祉法人　同愛記念病院財団　同愛記念病院 社会福祉法人
同愛記念病院財団

東京都墨田区横綱二丁目1番1
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11605-2 令和4年02月14日

徳島文理大学　高松駅キャンパス 学校法人　村崎学園 徳島県徳島市寺島本町東1-8 日本ERI(株) HNNNNNN-12087 令和4年02月14日

（仮称）札幌駅東PJ（西棟）
京阪電鉄不動産株式会社 大阪府大阪市中央区大手前一

丁目7番31号
日本ERI(株) HNNNNNN-12086 令和4年02月14日

株式会社大京　北海道支店 北海道札幌市中央区北一条西3
丁目3番地　敷島プラザビル9階

芝浦工業大学　豊洲第二校舎 学校法人　芝浦工業大学 東京都港区芝浦三丁目9番14
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11474-1 令和4年02月14日

渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業A街区 渋谷駅桜丘口地区市街地再開
発組合 東京都渋谷区桜丘町4番23号 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNNNNN-11268-3 令和4年02月14日

（新）阪和病院＋（新）阪和記念病院 医療法人　錦秀会 大阪市住吉区南住吉3丁目3番
7号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11490-3 令和4年02月09日

府中市新庁舎 東京都府中市 東京都府中市宮西町2丁目24
番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11088-2 令和4年02月09日

（仮称）琉球銀行本店ビル 株式会社　琉球銀行 沖縄県那覇市久茂地1丁目11
番1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12084 令和4年02月09日

(仮称)晴海三丁目計画(オフィス棟) 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目
５番５号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11834-1 令和4年02月09日

（仮称）相模大野四丁目計画 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) HNNNNNN-12068 令和4年02月08日

（仮称）亀戸２丁目計画 ＵＡｏ株式会社 東京都渋谷区桜丘町30-4-102 日本ERI(株) MNNNNNN-12099 令和4年02月07日

（仮称）トレンディインフォメーション株式会社様堀江１丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12098 令和4年02月07日

EQUINIX TY12x エクイニクス・ジャパン株式
会社

東京都中央区日本橋2丁目7番
1号　東京日本橋タワー35階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11805-1 令和4年02月07日

御幸町9番・伝馬町4番地区市街地再開発事業施設建築物 御幸町9番・伝馬町4番地区市
街地再開発組合 静岡市葵区追手町2 番地の12 日本ERI(株) HNNNNNN-12100 令和4年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）NTT仙台中央ビル新築計画 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区神田4-14-1秋
葉原UDX (一財)日本建築センター HNNNNNN-12067 令和4年02月07日

（仮称）大手前一丁目プロジェクト
大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目

３番５号
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11933-1 令和4年02月07日

株式会社日本経済新聞社 東京都千代田区大手前一丁目
３番７号

（仮称）ＤＰＬ浦和美園 浦和美園特定目的会社 東京都千代田区飯田橋4-7-1
結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-11581-2 令和4年02月04日

新中央区総合庁舎 神戸市 兵庫県神戸市中央区加納町6-
5-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-05665-3 令和4年02月03日

（仮称）山田様市谷台町免震計画 山田　信子 東京都新宿区住吉町1-5 日本ERI(株) MNNNNNN-12093 令和4年02月02日

一条免震住宅C追2-GU6 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12051 令和4年02月02日

宇部市新庁舎 宇部市長 山口県宇部市常磐町一丁目7
番1号 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11370-1 令和4年02月02日

福島市市民センター 福島市 福島県福島市五老町3番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-12091 令和4年02月01日

（仮称）株式会社アイセン新倉庫計画 株式会社アイセン 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭
1-1 日本ERI(株) MNNNNNN-12089 令和4年02月01日

（仮称）鏑木様目黒２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12088 令和4年01月31日

（仮称）彩都粟生北ビル エクイニクス・ハイパースケ
ール1・ジャパン特定目的会社

東京都中央区日本橋2丁目7番
1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11553-3 令和4年01月31日

Ｌａｎｄｐｏｒｔ八王子Ⅱ 野村不動産マスターファンド
投資法人

東京都新宿区西新宿八丁目5
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-10277-3 令和4年01月31日

（仮称）千代田区富士見一丁目計画（住宅棟）
東急不動産株式会社 住宅事業ユ
ニット首都圏住宅事業本部 東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12085 令和4年01月31日

丸井・喜多ビル
喜多　崇介 東京都新宿区新宿三丁目30番

13号
(一財)日本建築センター NNNBNNN-03641-1 令和4年01月28日

株式会社丸井 東京都中野区中野4丁目3番2
号

[仮称]グランドメゾン池下ザ・タワーⅡ 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 HNNNNNN-12066 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

[仮称]グランドメゾン池下ザ・タワーⅡ 積水ハウス株式会社
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42階

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-12066 令和4年01月28日

(仮称)Kアリーナプロジェクト 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 HNNBNNN-11684-3 令和4年01月28日

渋谷駅地区駅街区開発計画
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 HNNBNNN-08025-8 令和4年01月28日

東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

東京豊海冷蔵株式会社　新船橋物流センター 東京豊海冷蔵株式会社 東京都中央区豊海町13番9号 日本ERI(株) MNNNNNN-11763-1 令和4年01月27日

芝浦再開発計画 三菱倉庫株式会社 東京支店 東京都中央区新川一丁目 28
番 24 号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12033-1 令和4年01月27日

平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 平井五丁目駅前地区市街地再
開発組合

東京都江戸川区平井五丁目10
番12号 日本ERI(株) HNNNNNN-11712-1 令和4年01月27日

小松駅東地区複合ビル立体駐車場｛施設併用三層四段型自走式自動車
車庫｝ 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石

浜35番地5 (一財)日本建築センター NFENNNN-12097 令和4年01月26日

九州自動車道
久留米高速道路事務所改築実施計画｛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35番地5  NFENNNN-12096 令和4年01月26日

（仮称）nikko泉田店　新築計画 株式会社　ショウワパーク 大阪市淀川区宮原4丁目3番12
号 (一財)日本建築センター NFENNNN-12094 令和4年01月26日

新香川県立体育館 香川県知事　浜田恵造 香川県高松市番町4丁目1－10 (一財)日本建築センター MNNBNNN-12061 令和4年01月26日

（仮称）御成門郵船ビル建替え計画 日本郵船　株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目
3-2 日本ERI(株) HNNNNNN-12083 令和4年01月26日

（仮称）ヒューリック福岡ビル建替計画 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 日本ERI(株) HNNNNNN-12063 令和4年01月24日

（仮称）中国新聞社データセンター新築計画 株式会社中国新聞社 広島県広島市中区土橋町7番1
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11780-1 令和4年01月21日

さいたま市民医療センター 社会医療法人
さいたま市民医療センター

埼玉県さいたま市西区島根29
9-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-01841-2 令和4年01月21日

(仮称) 千葉市中央区中央2 丁目計画
中央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
(株)都市居住評価センター HNNNNNN-11593-1 令和4年01月21日

新日本建設株式会社 千葉県千葉市美浜区ひび野一
丁目4 番3
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

南小岩六丁目地区第一種市街地再開発事業　Ⅱ街区 南小岩六丁目地区市街地再開
発組合

東京都江戸川区南小岩六丁目
31番1号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11365-2 令和4年01月21日

警視庁丸の内警察署庁舎 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 HNNNNNN-11083-1 令和4年01月21日

(仮称)赤坂二丁目計画
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一町目

6番6号 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNBNNN-12058 令和4年01月21日

積水ハウス株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号

16㎡マルチハウス ジャパンドームハウス株式会
社

石川県加賀市新保町ロ３－１
７ (一財)日本建築センター MNNNNNN-12044 令和4年01月20日

（仮称）大塚様猫実4丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11913-1 令和4年01月20日

(仮称)西五反田３丁目プロジェクトＣ棟

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2-2-2

(株)都市居住評価センター HNNNNNN-11643-4 令和4年01月20日
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2

株式会社ジェイアール東日本ビルディング（仮称）西五反田３丁目プ
ロジェクトＡ棟

株式会社ジェイアール東日本
ビルディング

東京都渋谷区代々木二丁目7-
7 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11617-1 令和4年01月20日

（仮称）仙台茂庭計画 福山通運株式会社 広島県福山市東深津町四丁目
20番1号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-12092 令和4年01月18日

(仮称)R＆Dセンター増強計画 三井住友建設株式会社 東京都中央区佃二丁目1番6号 (一財)日本建築センター MNNBNNN-12057 令和4年01月18日

虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行施設建築物

株式会社虎ノ門エネルギーサ
ービス

東京都港区虎ノ門二丁目2番1
号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11720-2 令和4年01月18日
独立行政法人都市再生機構東
日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿六丁目5
番1号

（仮称）元浅草三丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二-四-一 (一財)日本建築センター HFNNNNN-11820-2 令和4年01月18日

（仮称）世田谷プロジェクトB棟 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11960-1 令和4年01月17日

（仮称）ＤＰＬ横浜港北Ｉ 大和ハウス港北開発特定目的
会社

東京都中央区日本橋4-7-1
結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-11649-1 令和4年01月17日

千葉市新庁舎整備 千葉市 千葉県千葉市中央区千葉港1
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11585-4 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）西区京町堀2丁目プロジェクト
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 HNNNNNN-11454-1 令和4年01月17日

住友商事株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3 番2 号

（仮称）統合新病院整備事業
公立学校共済組合 東京都千代田区神田駿河台2

丁目9番5号
日本ERI(株) MNNNNNN-12062 令和4年01月14日

市立伊丹病院 兵庫県伊丹市昆陽池1丁目100
番地

大阪医科大学附属病院新本館 学校法人　大阪医科薬科大学 大阪府高槻市大学町2番7号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11647-2 令和4年01月14日

（仮称）米沢市立病院・三友堂病院新病院
一般財団法人　三友堂病院 山形県米沢市中央6丁目1-219

日本ERI(株) MNNNNNN-11966-1 令和4年01月12日
米沢市立病院 山形県米沢市相生町6番36号

県央基幹病院 新潟県知事　花角　英世 新潟県新潟市中央区新光町4-
1 日本ERI(株) MNNNNNN-11405-1 令和4年01月12日

大田区大森北１丁目計画

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
１４番１号

日本ERI(株) HNNNNNN-12064 令和4年01月11日
三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町１丁目

９番２号

花王すみだ事業場（仮称）新南館建設計画 花王株式会社　すみだ事業場 東京都墨田区文花二丁目1番3
号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11947-1 令和4年01月07日

福岡大学病院新本館（仮称） 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)日本建築センター MNNNNNN-04627-2 令和4年01月07日

渋谷フクラス(道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業) 渋谷フクラス管理組合　 東京都渋谷区道玄坂一丁目2
番3号

(一財)日本建築センター、(公財)
東京都防災・建築まちづくりセ
ンター

HNNBNNN-10366-8 令和4年01月07日

（仮称）みなとみらい21中央地区37街区開発計画 合同会社KRF48　代表社員
一般社団法人カリスト

東京都千代田区内幸町二丁目
1番6号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11441-3 令和4年01月06日

新JA三重ビル 一般社団法人三重県農協会館 三重県津市栄町一丁目960番
地 日本ERI(株) MNNNNNN-12060 令和4年01月05日

タワー・ザ・ファースト タワー・ザ・ファースト管理
組合

静岡県浜松市中区中央3丁目1
5-31 (一財)日本建築センター HNNNNNN-01403-2 令和4年01月05日

(仮称)MM53街区プロジェクト ヤマハ株式会社 静岡県浜松市中区中沢町10番
1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11852-2 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)MM53街区プロジェクト 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11852-2 令和4年01月05日

（仮称）Nプロジェクト{施設併用五層五段型自走式自動車車庫} アグナス株式会社 東京都千代田区神田和泉町1-
4-7　早尾ビル3階 (一財)日本建築センター NFENNNN-11824-1 令和4年01月04日

（仮称）野田瀬戸物流センターA棟 株式会社　エルマックス 東京都墨田区太平四丁目1番3
号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12056 令和4年01月04日

（仮称）守谷市中央４丁目プロジェクト メークス株式会社 茨城県守谷市中央4丁目10番
地9 日本ERI(株) MNNNNNN-12055 令和4年01月04日

東京医科歯科大学　機能強化棟新営 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 日本ERI(株) MNNNNNN-11615-2 令和4年01月04日

（仮称）日本銀行本店営業所府中分館増築棟 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) MNNNNNN-11350-1 令和4年01月04日

うめきた２期地区開発事業 北街区分譲棟

三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋一丁
目8番30号

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-12050 令和4年01月04日
積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番88号

（仮称）西新宿8 丁目三和住居計画 三和不動産株式会社 東京都新宿区西新宿5-21-8
第7 三和マンション3F (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12049 令和4年01月04日

白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 白金一丁目東部北地区市街地
再開発組合

東京都白金一丁目29ｰ4
白金TNKビル3F ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-11314-4 令和4年01月04日

（仮称）虎ノ門二丁目計画 東洋海事工業株式会社 東京都港区西新橋二丁目23番
1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11180-1 令和4年01月04日

品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）２街区 東日本旅客鉄道株式会社 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 NNNBNNN-12065 令和3年12月28日

明治大学和泉キャンパス新教育棟（仮称）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 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11577-1 令和3年12月28日

（仮称）SUMA 須磨特定目的会社 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)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11904-1 令和3年12月28日

NHK新富山放送会館 富山放送局 富山県富山市新総曲輪3番1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11558-1 令和3年12月28日

（仮称）住友不動産　曙橋計画 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 日本ERI(株) MNNFNNN-11606-2 令和3年12月28日

東池袋四丁目2番街区地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 東池袋四丁目2番街区地区市
街地再開発組合

東京都豊島区南池袋二丁目36
番10号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11271-3 令和3年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

DPL兵庫川西 川西石道特定目的会社 東京都千代田区飯田橋四丁目
7番1号　結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-12054 令和3年12月27日

（仮称）台東区浅草２丁目計画 有限会社　栃木屋旅館 東京都台東区浅草2-22-2 日本ERI(株) MNNNNNN-12053 令和3年12月27日

（仮称）上杉２丁目計画 住友不動産株式会社 宮城県仙台市青葉区上杉二丁
目10番40号 日本ERI(株) MNNNNNN-11633-1 令和3年12月27日

kinobiru 株式会社東洋ハウジング 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷3-2-
9 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12052 令和3年12月24日

パナソニックホームズＷ パナソニック
ホームズ株式会社

大阪府豊中市新千里西町一丁
目1番4号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12045 令和3年12月24日

（仮称）大阪市西区京町堀３丁目３３計画 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪府大阪市西区土佐堀一丁
目3番7号 日本ERI(株) HNNNNNN-11697-1 令和3年12月24日

（仮称）梅田曽根崎計画 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)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11133-5 令和3年12月24日

(仮称)髙島屋京都店 東神開発株式会社 東京都世田谷区玉川三丁目１
７番１号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11672-2 令和3年12月22日

大阪電気通信大学寝屋川キャンパス整備 学校法人大阪電気通信大学 大阪府寝屋川市初町18番8号 (一財)日本建築総合試験所 NNNBNNN-11344-3 令和3年12月22日

四層五段型自走式自動車車庫(防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可能
タイプ)｛ナイスパーク　NPS-4CR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 NFENNNN-12059 令和3年12月22日

横浜研究拠点　（仮称）西側敷地　研究施設建設工事　研究棟 中外製薬株式会社 東京都北区浮間5-5-1 (一財)日本建築センター MNNBNNN-11444-3 令和3年12月22日

（仮称）POLA青山ビル 株式会社
ピーオーリアルエステート 東京都品川区西五反田2-2-10 日本ERI(株) HNNBNNN-11926-1 令和3年12月22日

南2西3南西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南2西3南西地区市街地再開発
組合

北海道札幌市中央区南2条西2丁
目8番地NC北専ブロックビル7階

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNBNNN-11284-4 令和3年12月22日

環境省新庁舎 国土交通省大臣官房官庁営繕
部

東京都千代田区霞が関2‐1‐
2 日本ERI(株) MNNNNNN-11951-1 令和3年12月21日

（仮称）三菱倉庫茨木4号配送センター2期棟 三菱倉庫株式会社　大阪支店
大阪府大阪市福島区野田六丁目5
番20号
大阪ダイヤビルディング

(一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-10790-3 令和3年12月20日

（仮称）本社ビル 株式会社　ナカノフドー建設 東京都千代田区九段北4-2-28 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11576-2 令和3年12月17日

日本下水道事業団研修センター　新寮室棟(仮称) 地方共同法人
日本下水道事業団研修センター 埼玉県戸田市下笹目5141 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11550-1 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）西五反田３丁目プロジェクトB棟 株式会社ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市
開発

東京都渋谷区代々木二丁目2
番2 号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11636-4 令和3年12月16日

（仮称）川西市立総合医療センター 川西市 兵庫県川西市中央町12番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11706-2 令和3年12月15日

（仮称）第一倉庫冷蔵株式会社　岩槻長宮第二物流センター 第一倉庫冷蔵株式会社 埼玉県さいたま市南区白幡5-
8-19 日本ERI(株) MNNNNNN-11532-2 令和3年12月15日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物
Ｂ－２街区（西）

虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目７番
３号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11426-4 令和3年12月15日

(仮称)新TODAビル計画 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目7番1
号

(一財)日本建築センター、ビュ
ーローベリタスジャパン(株) HFNBNNN-11866-1 令和3年12月14日

県・市連携文化施設 秋田県知事　佐竹　敬久 秋田県秋田市山王4丁目1番1
号 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11354-1 令和3年12月13日

富士山静岡空港旅客ターミナルビル 富士山静岡空港株式会社 静岡県牧之原市坂口3336番地
4 (一財)日本建築センター NNNBNNN-10552-6 令和3年12月13日

新長崎駅ビル（仮称）立体駐車場新築
施設併用立駐｛施設併用七層八段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFENNNN-12048 令和3年12月13日

みなとパーク芝浦・（仮称）芝浦第二小学校 港区 東京都港区芝公園一丁目5番2
5号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-07857-7 令和3年12月13日

オリンピックアクアティクスセンター（仮称） 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 MNNBNNN-10753-7 令和3年12月13日

（仮称）レーベン天神計画

株式会社タカラレーベン西日
本

愛媛県松山市一番町四丁目1
番地3

日本ERI(株) HNNNNNN-11870-2 令和3年12月13日
株式会社タカラレーベン　 東京都千代田区丸の内1丁目8

番2号　鉃鋼ビルディング16階

（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二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNBNNN-07098-15 令和3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二丁目

4番24号

衆議院　第一議員会館 衆議院 東京都千代田区永田町一丁目
7番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-06398-1 令和3年12月13日

衆議院　第二議員会館 衆議院 東京都千代田区永田町一丁目
7番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-06397-1 令和3年12月13日

川崎市新本庁舎 川崎市役所 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 HFNBNNN-11323-3 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

国立長寿医療研究センター新棟 国立研究開発法人国立長寿医
療研究センター

愛知県大府市森岡町七丁目43
0 日本ERI(株) MNNNNNN-11710-1 令和3年12月10日

(仮称）旭川1･7優良建築物等整備事業 大和ハウス工業株式会社
北海道支社

北海道札幌市東区北6条東8丁
目1-10 日本ERI(株) HNNNNNN-11969-1 令和3年12月10日

（仮称）横浜北幸計画 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) MNNNNNN-11990 令和3年12月09日

（仮称）二日町Ⅱ北計画 野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区中央三丁
目2番23号 日本ERI(株) HNNNNNN-11463-1 令和3年12月09日

（仮称）西新宿五丁目北地区防災街区整備事業　防災施設建築物　A棟 西新宿五丁目北地区防災街区
整備事業組合

東京都新宿区西新宿六丁目25
番8号 日本ERI(株) HNNBNNN-11336-3 令和3年12月09日

三井不動産ロジスティクスパーク市川塩浜Ⅱ 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目2番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11689-3 令和3年12月08日

（仮称）弘済会館ビル 公益財団法人 鉄道弘済会
東京都文京区小石川一丁目1 番1
号
文京ガーデンゲートタワー19 階

(株)都市居住評価センター HNNNNNN-12034 令和3年12月08日

（仮称）佐久間様西葛西６丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12041 令和3年12月06日

アルフレッサつくば物流センター アルフレッサ株式会社 東京都千代田区内神田一丁目
12番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12040 令和3年12月06日

（仮称）TANAKAホールディングス株式会社本社ビル TANAKAホールディングス株
式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7
-3東京ビルディング22階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12039 令和3年12月06日

（仮称）大滝町１丁目　Project 共益ストラテジックマネジメ
ント株式会社

神奈川県川崎市中原区新丸子
東三丁目1100番地 12M616 日本ERI(株) MNNNNNN-12012-1 令和3年12月06日

神戸市西区総合庁舎 株式会社　OMこうべ 神戸市中央区港島中町6-9-1 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11638-1 令和3年12月06日

大和郡山市新庁舎 大和郡山市 奈良県大和郡山市北郡山町24
8-4 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11502-2 令和3年12月06日

（仮称）中野区東中野五丁目計画 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3-2-
1 日本ERI(株) HNNNNNN-12042 令和3年12月06日

グランフロント大阪北館

積水ハウス株式会社開発事業
部

東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-06857-2 令和3年12月06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

（仮称）日本橋三丁目共同ビル 東神開発株式会社 東京都世田谷区玉川３丁目17
番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11551-4 令和3年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ザ　サーパスタワー新潟万代シテイ 株式会社穴吹工務店
信越支店

長野県長野市西後町1597-1
長野朝日八十二ビル1階 ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-12038 令和3年12月03日

（仮称）箕面市船場東三丁目計画
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)日本建築総合試験所 HNNNNNN-12029 令和3年12月03日

東京建物株式会社 大阪市中央区本町3丁目4番8
号

（仮称）錦二丁目7番第一種市街地再開発事業　A工区 錦二丁目7番地区市街地再開
発組合

愛知県名古屋市中区錦二丁目16
番1号　アベニューフシミ1601
5F

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11221-3 令和3年12月03日

三菱電機ロジスティクス株式会社（仮称）彩都2期 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) MNNNNNN-11754-1 令和3年12月02日

（仮称）Mアリーナ計画
株式会社ミクシィ 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋

谷スクランブルスクエア36F
(一財)日本建築センター NNNBNNN-12043 令和3年12月01日

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁
目2番1号

（仮称）豊洲六丁目4-3街区ホテル計画 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16-1 (一財)日本建築センター NFNNNNN-11620-2 令和3年12月01日

中外製薬株式会社　浮間事業所　E71号棟
バイオ原薬製造棟（UK4）新築計画 中外製薬株式会社 東京都北区浮間五丁目5番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12037 令和3年12月01日

豊洲ベイサイドクロスタワー 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁
目2番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-10638-7 令和3年12月01日

参議院議員会館 参議院　庶務部会計課長 東京都千代田区永田町一丁目
7番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-06256-1 令和3年12月01日

（仮称）OYプロジェクト計画 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNBNNN-11590-3 令和3年11月29日

（仮称）西新井本町プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11669-2 令和3年11月26日

（仮称）アパホテル＆リゾート＜大阪梅田駅タワー＞ アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町1-5 日本ERI(株) HNNNNNN-11708-1 令和3年11月26日

新中経ビル（仮称）

東和不動産株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四
丁目7番1号

(株)確認サービス HNNNNNN-05583-1 令和3年11月26日名古屋鉄道株式会社 愛知県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 愛知県名古屋市中村区名駅四
丁目4番10号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）愛知海運本社事務所計画 愛知海運株式会社 愛知県名古屋市港区名港二丁
目9番31号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11744-1 令和3年11月25日

琉球大学病院 国立大学法人琉球大学 沖縄県中頭郡西原町字千原1
番地 日本ERI(株) HNNNNNN-11758-2 令和3年11月25日

アイセロ豊橋新工場 株式会社　アイセロ 愛知県豊橋市石巻本町字越川
45番地 日本ERI(株) MNNNNNN-12036 令和3年11月24日

（仮称）多摩区登戸80街区3計画 株式会社三毛猫 神奈川県川崎市多摩区登戸22
01-3 日本ERI(株) MNNNNNN-12035 令和3年11月24日

株式会社ドーコン　本社ビル改築計画 株式会社　ドーコン 北海道札幌市中央区大通西4
丁目1番地 新大通ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12032 令和3年11月24日

株式会社 SUBARU（仮称）群馬製作所新技術本館 株式会社 SUBARU 群馬県太田市スバル町1-1 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-11931-1 令和3年11月24日

芝浦再開発計画 三菱倉庫株式会社 東京支店
東京都中央区新川一丁目 28 番
24 号 東京ダイヤビル４号館
１階

(株)都市居住評価センター HNNNNNN-12033 令和3年11月24日

いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業（街区２） 住宅棟 いわき駅並木通り地区第一種
市街地再開発組合

福島県いわき市平字材木町46
番地 日本ERI(株) HNNNNNN-12030 令和3年11月24日

（仮称）九段南一丁目プロジェクト 合同会社ノーヴェグランデ 東京都中央区日本橋兜町5番1号
兜町第1平和ビル7階レコルテ内 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11419-3 令和3年11月24日

中野区新庁舎整備事業 中野区長　酒井　直人 東京都中野区中野四丁目8番1
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11795-1 令和3年11月19日

（仮称）丸石製薬株式会社　新特薬倉庫棟新築計画 丸石製薬株式会社 大阪府大阪市鶴見区今津中二
丁目4番2号 日本ERI(株) MNNNNNN-11787-1 令和3年11月19日

（仮称）日吉箕輪町計画 Ｃ工区
関電不動産開発株式会社 東京都中央区京橋一丁目18番

1号
(一財)日本建築センター MNNNNNN-11420-3 令和3年11月19日

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　新宿野村ビル

（仮称）タワー・ザ・ファースト名古屋伏見 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 日本ERI(株) HNNNNNN-11485-1 令和3年11月19日

（仮称）西鉄香椎照葉七丁目計画 西日本鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前
3丁目5番7号 日本ERI(株) HNNNNNN-11388-2 令和3年11月19日

杏林大学医学部付属病院中央病棟手術室増築計画 学校法人杏林学園 東京都三鷹市新川6丁目20番2
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11976-1 令和3年11月18日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-6街区　T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四丁目
14番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11171-1 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-6街区　T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2番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11171-1 令和3年11月18日

福ビル街区建替プロジェクト 西日本鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前
三丁目5番7号 日本ERI(株) HNNBNNN-12019 令和3年11月18日

八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業　A-1街区　施設建築物
八重洲二丁目北地区市街地再開
発組合　理事長
住友生命保険相互会社

東京都中央区八重洲二丁目7
番2号 (一財)日本建築センター HFNFNNN-11206-5 令和3年11月18日

神宮前六丁目地区第一種市街地再開発計画 神六再開発株式会社 東京都渋谷区神宮前六丁目28
番4 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11677-2 令和3年11月17日

（仮称）FXプロジェクト 富士フィルムビジネスイノベ
ーション株式会社 東京都港区赤坂九丁目7番3号 (株)東京建築検査機構 HFNBNNN-06958-1 令和3年11月17日

GLP ALFALINK 流山４ 流山綜合開発Ｎ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) MNNNNNN-12028 令和3年11月16日

（仮称）Bosch Fusion Project ボッシュ株式会社 東京都渋谷区渋谷三丁目6番7
号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12027 令和3年11月15日

GLP　ALFALINK　流山5 流山綜合開発特定目的会社 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) MNNNNNN-11880-1 令和3年11月15日

（仮称）大宮区下町2丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-11650-1 令和3年11月15日

北3東11周辺地区第１種市街地再開発事業　住宅棟B-1 北3東11周辺地区市街地再開
発組合

北海道札幌市中央区北2条東3
丁目2-2マルタビル札幌3階 日本ERI(株) HNNNNNN-11276-1 令和3年11月15日

TSRC大宮建設計画 大正製薬株式会社 東京都豊島区高田三丁目24番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11912-1 令和3年11月12日

山形県立新庄病院 山形県病院事業局 山形県山形市松波二丁目8-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11741-1 令和3年11月12日

（仮称）博多区新庁舎 福岡市 福岡県福岡市中央区天神1丁
目8番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11716-2 令和3年11月12日

広島駅南口ビル　西棟 西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島5
丁目4番20号　中央ビル4F 日本ERI(株) HNNNNNN-11807-1 令和3年11月12日

（仮称）千葉みなと物流センター 株式会社
江間忠ホールディングス

東京都中央区晴海3丁目3番3
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11878-1 令和3年11月11日

（仮称）渋谷区千駄ヶ谷四丁目計画 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2番1号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11571-3 令和3年11月11日

（仮称）安田倉庫加須市北大桑新倉庫計画 安田倉庫株式会社 東京都港区芝浦三丁目1番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-12024 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

鹿児島大学（桜ヶ丘）外来診療棟・病棟 国立大学法人　鹿児島大学 鹿児島市郡元1丁目21番24号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11616-2 令和3年11月10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) MNNNNNN-06368-2 令和3年11月10日

（仮称）DPL三郷Ⅲ 大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11755-2 令和3年11月08日

（仮称）ＯＭタワー上本町
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁

目3番23号
日本ERI(株) HNNNNNN-12016 令和3年11月08日

大阪市高速電気軌道株式会社 大阪府大阪市西区九条南1丁
目12番62号

蔵前計画（仮称） 日本郵政不動産株式会社
東京都千代田区大手町二丁目3
番1号
大手町ﾌﾟﾚｲｽｳｴｽﾄﾀﾜｰ24階

(一財)日本建築センター HNNNNNN-11679-4 令和3年11月08日

（仮称）ASAMA　1号棟 Mirai合同会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番2
8号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11864-1 令和3年11月05日

（仮称）北品川５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 日本ERI(株) HNNBNNN-11051-4 令和3年11月05日

（仮称）大手町1-4-2計画 みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２
番１号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-10940-10 令和3年11月05日

（仮称）中川中央１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3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12023 令和3年11月04日

（仮称）荒川３丁目計画 王子不動産株式会社 東京都中央区銀座5-12-8
王子ホールディングス1号館 7F 日本ERI(株) MNNNNNN-12022 令和3年11月04日

大宮区桜木町複合施設ビル ダイワロイヤル株式会社 東京都千代田区飯田橋2丁目1
8番2号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-12014 令和3年11月04日

新日本消防会館 公益財団法人日本消防協会 東京都港区東新橋一丁目１番
１９号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11918-1 令和3年11月04日

北8西1地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（A棟） 札幌駅北口8・1地区市街地再
開発組合

北海道札幌市東区北8条東1丁
目1番40号 日本ERI(株) HNNNNNN-11575-2 令和3年11月02日

横浜文化体育館再整備事業（仮称）メインアリーナ 株式会社YOKOHAMA文体 神奈川県横浜市中区尾上町6-
81ニッセイ横浜尾上町ビル 日本ERI(株) NNNBNNN-12025 令和3年11月01日

世界心道教信徒用駐車場｛四層五段型自走式自動車車庫｝ 綿半ソリューションズ株式会
社

東京都新宿区四谷1-4
綿半野原ビル (一財)日本建築センター NFENNNN-12026 令和3年11月01日

（仮称）NRT12 デジタル東京２特定目的会社 東京都中央区新富1-15-3
新富ミハマビル 日本ERI(株) MNNNNNN-12021 令和3年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）札幌ホテル計画 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) HNNNNNN-12011 令和3年11月01日

大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物
D街区

大山町クロスポイント周辺地
区市街地再開発組合 東京都板橋区大山町31番10号 日本ERI(株) HNNNNNN-11848-1 令和3年11月01日

大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物
A街区

大山町クロスポイント周辺地
区市街地再開発組合 東京都板橋区大山町31番10号 日本ERI(株) HNNNNNN-11842-1 令和3年11月01日

広島駅南口計画（仮称） 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11634-4 令和3年11月01日

（仮称）備後町計画 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)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11252-5 令和3年10月28日

（仮称）鳴島充子様東葛西6丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11877-1 令和3年10月27日

東北大学農学部跡地計画 住友不動産株式会社 宮城県仙台市青葉区上杉2丁
目10番40号 日本ERI(株) MNNNNNN-11100-2 令和3年10月27日

（仮称）芝浦４丁目計画 野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿１丁目２
６番２号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11501-3 令和3年10月27日

（仮称）神奈川ＤＣ2期棟 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-12018 令和3年10月26日

三菱倉庫株式会社名古屋支店　飛島配送センター 三菱倉庫株式会社名古屋支店 愛知県名古屋市中区新栄町一
丁目1番地 日本ERI(株) MNNNNNN-02664-3 令和3年10月26日

（仮称）秋田市中通四丁目 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田四丁目3
番3 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-12008 令和3年10月26日

（仮）snowpeak HQ resort 株式会社　スノーピーク 新潟県三条市中野原456 ビューローベリタスジャパン(
株) NNNBNNN-11648-1 令和3年10月25日

枚方T-SITE スパイラルスター・グローバル
・パートナーズ特定目的会社 東京都渋谷区猿楽町14番23号 (一財)日本建築総合試験所 NNNBNNN-10147-4 令和3年10月25日

プレミアヨコハマ 合同会社ジーナイン・ジャパ
ン・ワン

東京都江東区亀戸六丁目56番
15号

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNBNNN-07664-6 令和3年10月25日

バンベール知立ザ・マーク｛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 NFENNNN-12020 令和3年10月25日

太田警察署 茨城県警察本部 茨城県水戸市笠原町978-6 日本ERI(株) MNNNNNN-12017 令和3年10月25日

新那覇市立病院（仮称） 地方独立行政法人
那覇市立病院 沖縄県那覇市古島2-31-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12015 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大阪はびきの医療センター新病院棟
地方独立行政法人大阪府立病院
機構
大阪はびきの医療センター

大阪府羽曳野市はびきの3丁
目7番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11798-2 令和3年10月25日

（仮称）本町二丁目計画 野村不動産株式会社
仙台支店

宮崎県仙台市青葉区中央3-2-
23 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11753-2 令和3年10月25日

東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業
施設建築物等新築計画

東京駅前八重洲一丁目東B地
区市街地再開発組合

東京都中央区八重洲一丁目7
番17号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11935-1 令和3年10月25日

（仮称）ポンテグランデTOKYO　E街区 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) HNNNNNN-12006 令和3年10月22日

小金井市新庁舎・（仮称）新福祉会館 小金井市役所 東京都小金井市本町六丁目6
番3号 日本ERI(株) MNNNNNN-12004 令和3年10月21日

DPL松戸 大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-12013 令和3年10月20日

（仮称）株式会社ベルーナ吉見ロジスティクスセンター増築計画 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) MNNNNNN-08327-1 令和3年10月20日

（仮称）大滝町１丁目　Project 共益ストラテジックマネジメ
ント株式会社

神奈川県川崎市中原区新丸子
東三丁目1100番地 12M616 日本ERI(株) MNNNNNN-12012 令和3年10月18日

名古屋市中区事務所ビル 有限会社
タマディックホールディングス

愛知県名古屋市東区泉1-10-2
3 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11592-2 令和3年10月18日

（仮称）大阪市西区新町3丁目タワー計画 阪急阪神不動産株式会社 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) HNNNNNN-12001 令和3年10月18日

（仮称）西五反田3丁目プロジェクトC棟

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2-2-2

(株)都市居住評価センター HNNNNNN-11643-3 令和3年10月18日
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2

一条免震住宅C追1-GU5 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-11987 令和3年10月15日

（仮称）MBK大阪事務センター建替計画 株式会社　みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目
5番5号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11828-1 令和3年10月15日

みなとみらい44街区計画 積水ハウス株式会社
開発事業部

東京都渋谷区代々木二丁目１
番１号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11484-2 令和3年10月15日

高知市上下水道局本庁舎 高知市上下水道局 高知県高知市桟橋通三丁目31
番11号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-12009 令和3年10月14日

（仮称）嶌根様おおたかの森計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-12007 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)山一鋼管株式会社様亀沢2丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-12002 令和3年10月14日

（仮称）DPL浦安Ⅲ 浦安施設開発特定目的会社 東京都中央区日本橋1丁目4番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11832-3 令和3年10月14日

（仮称）桜山プロジェクト 株式会社NTT西日本アセット
・プランニング

愛知県名古屋市中区栄2丁目8
番25号 日本ERI(株) MNNNNNN-11770-1 令和3年10月14日

福山市三之丸町地区1番地区再生事業（北棟） 穴吹興産株式会社 香川県高松市鍛治屋町7-12 日本ERI(株) HNNNNNN-12010 令和3年10月14日

新曽根崎ビル（仮称） 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町3
番15号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11512-4 令和3年10月14日

（仮称）高知電気ビル第2別館 四電ビジネス株式会社 香川県高松市丸の内2番5号 日本ERI(株) MNNNNNN-11782-1 令和3年10月13日

安城更生病院新棟建築計画及び本棟改修計画のうち新棟建築計画 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) MNNNNNN-11621-2 令和3年10月13日

（仮称）備後町計画 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)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11252-4 令和3年10月13日

新石川県立図書館 石川県知事　谷本　正憲 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11386-2 令和3年10月12日

国立競技場
公益財団法人オリンピック・パ
ラリンピック競技大会組織委員
会

東京都中央区晴海一丁目8番1
1号　オフィスタワー19階 (一財)日本建築センター MNNBNNN-10667-7 令和3年10月12日

　（仮称）アパホテル＆リゾート&lt;大阪難波駅タワー&gt;
アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号

日本ERI(株) HNNNNNN-12000 令和3年10月11日
アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町1番5号

浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物（西
棟）

浦和駅西口南高砂地区市街地
再開発組合

埼玉県さいたま市浦和区高砂
2-1-16浦和大熊ビル4階 日本ERI(株) HNNNNNN-11999 令和3年10月11日

(仮称)青果市場跡地活用事業・K棟 博多那珂６開発特定目的会社 福岡県福岡市博多区上呉服町
10番1号 日本ERI(株) NNNBNNN-11896-1 令和3年10月08日

（仮称）共同印刷小石川本社計画 共同印刷株式会社 東京都文京区小石川4丁目14
番12号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11568-2 令和3年10月08日

東池袋四丁目２番街区地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 東池袋四丁目2番街区地区市
街地再開発組合

東京都豊島区南池袋二丁目36
番10号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11271-2 令和3年10月08日

（仮称）柏の葉キャンパス162街区計画 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一丁目11
番1号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11157-3 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）旧大名小学校跡地活用事業 大名プロジェクト特定目的会
社

福岡県福岡市中央区天神1丁
目13番2号 日本ERI(株) HNNBNNN-11494-3 令和3年10月08日

東芝ビルディング 野村不動産ビルディング株式
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 HNNBNNN-07922-4 令和3年10月08日

武蔵野赤十字病院施設整備事業 武蔵野赤十字病院 東京都武蔵野市境南町一丁目
26番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11994 令和3年10月07日

（仮称）東京流通センター物流A棟建替計画 株式会社東京流通センター 東京都大田区平和島六丁目1
番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11993 令和3年10月07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 MNNNNNN-06161-1 令和3年10月06日

酒田市新消防本部・本署庁舎 酒田地区広域行政組合 山形県酒田市飛鳥字契約場30
番地 日本ERI(株) MNNNNNN-11364-1 令和3年10月05日

（仮称）大阪市中央区谷町2丁目PRJ 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 日本ERI(株) HNNNNNN-11257-1 令和3年10月05日

（仮称）株式会社大創産業　神奈川RDC 株式会社大創産業 広島県東広島市西条吉行東一
丁目4番14号 日本ERI(株) NNNBNNN-12005 令和3年10月04日

御坊市新庁舎 御坊市 和歌山県御坊市薗350番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11991 令和3年10月01日

（仮称）上池袋２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社
建設技術本部一級建築士事務所

東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11845-1 令和3年10月01日

蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 蕨駅西口地区市街地再開発組
合

埼玉県蕨市中央1丁目8番5号2
階

(一財)さいたま住宅検査セン
ター HNNNNNN-11992 令和3年10月01日

クレヴィアタワー御堂筋本町

大阪府大阪市西区土佐堀一丁
目3番7号

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 HNNNNNN-11452-1 令和3年10月01日

大阪府大阪市天王寺区上本町
6丁目5番13号 近鉄不動産株式会社

東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット関西住宅事業本部 大阪府大阪市中央区南船場四

丁目4番3号

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

(仮称)六本木七丁目計画 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) HNNBNNN-11879-1 令和3年10月01日

GLP ALFALINK 相模原Ⅳプロジェクト 相模原４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) MNNNNNN-11655-1 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

広島市立新安佐市民病院（仮称） 地方独立行政法人広島市立病
院機構

広島県広島市中区基町7番33
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11251-2 令和3年09月30日

渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業(B街区) 渋谷駅桜丘口地区市街地再開
発組合 東京都渋谷区桜丘町4番23号 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNNNNN-11269-3 令和3年09月30日

海田町新庁舎 海田町 広島県安芸郡海田町上市14-1
8 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11477-1 令和3年09月29日

（仮称）横浜金沢物流センター新築計画 ＳＢＳロジコム株式会社 東京都墨田区太平四丁目1番3
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11554-3 令和3年09月28日

（仮称）三宮新港町計画（東棟）
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目3番23号
日本ERI(株) HNNNNNN-11428-3 令和3年09月28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）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) HFNBNNN-08098-8 令和3年09月28日

高松市屋島山上拠点施設 高松市長　大西　秀人 香川県高松市番1丁目8番15号 (一財)日本建築センター NNNFNNN-11425-1 令和3年09月27日

イオンネクスト誉田CFC イオンネクスト準備株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-
1 日本ERI(株) NNNBNNN-11841-1 令和3年09月27日

大和ハウスグループ　新研修センター　建設プロジェクト 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 NNNBNNN-11400-3 令和3年09月27日

(仮称)S計画P1／P2棟{施設併用七層八段型自走式自動車車庫} アグナス株式会社 東京都千代田区神田和泉町1
－4－7　早尾ビル3階 (一財)日本建築センター NFENNNN-11737-1 令和3年09月27日

シマノ自転車博物館 公益財団法人シマノ・サイク
ル開発センター

大阪府堺市堺区大仙中町18番
２号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNNNNN-11765-2 令和3年09月27日

（仮称）KONOIKEテクノセンター計画 株式会社鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺
町3-6-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11630-1 令和3年09月27日

西宮消防署 西宮市長　石井　登志郎 兵庫県西宮市六湛寺町10-3 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11500-1 令和3年09月27日

（仮称）損保ジャパン霞が関ビル 損害保険ジャパン株式会社 東京新宿区西新宿1-26-1 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11724-1 令和3年09月27日

（仮称）関西医科大学　タワー棟 学校法人関西医科大学 大阪府枚方市新町二丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11548-2 令和3年09月27日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-5街区　T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四丁目
14番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11170-2 令和3年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-5街区　T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2番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11170-2 令和3年09月27日

うめきた2期区域開発事業南街区賃貸棟 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号

(一財)日本建築総合試験所、
日本ERI(株) HNNBNNN-11739-1 令和3年09月27日

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-3街区）　高層棟

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２
６番２号

日本ERI(株) HFNFNNN-11498-3 令和3年09月27日
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

荒尾市民病院 荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾2600番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11903-1 令和3年09月22日

（仮称）グランドメゾン唐人町1丁目計画 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15-6　綾杉ビル8F 日本ERI(株) HNNNNNN-11773-1 令和3年09月22日

（仮称）港区高輪1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
日本ERI(株) HNNNNNN-11114-3 令和3年09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
9番2号

（仮称）江東区亀戸6丁目計画　商業棟 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2 日本ERI(株) NNNBNNN-11461-2 令和3年09月21日

GLP ALFALINK 相模原 SITEⅢ プロジェクト 相模原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) MNNNNNN-11989 令和3年09月21日

県立はりま姫路総合医療センター（仮称） 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)日本建築センター MNNNNNN-11312-2 令和3年09月21日

（仮称）グランドメゾン浄水ガーデンシティプロジェクトⅡ期－① (代表企業)積水ハウス株式会
社福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神１丁
目15-6綾杉ビル8F (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11424-3 令和3年09月21日

大阪厚生信用金庫新本店ビル 大阪厚生信用金庫 大阪府大阪市中央区日本橋2
丁目8番14号 (一財)日本建築総合試験所 HNNFNNN-11384-2 令和3年09月21日

（仮称）難波中二丁目開発計画のうちA敷地計画 Centara Osaka 特定目的会社
東京都千代田区内神田神保町一
丁目11番地
さくら綜合事務所内

(一財)日本建築センター HFNNNNN-11600-3 令和3年09月21日

一般財団法人　岐阜県市町村行政情報センター　社屋建設計画 一般財団法人
岐阜県市町村行政情報センター

岐阜県岐阜市六条南２丁目11
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11988 令和3年09月17日

（仮称）ESR川崎浮島ディストリビューションセンター パトリオット特定目的会社 東京都中央区日本橋1丁目4番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11837-1 令和3年09月17日

（仮称）池袋3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
9番2号 日本ERI(株) HNNNNNN-11869-1 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）池袋3丁目計画 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号 日本ERI(株) HNNNNNN-11869-1 令和3年09月17日

（仮称）ドコモ代々木第二ビル 株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町2丁目1
1番1号　山王パークタワー 日本ERI(株) HNNNNNN-11774-1 令和3年09月17日

（仮称）イトーピア浜離宮建替計画 イトーピア浜離宮マンション
建替組合

東京都新宿区神楽坂一丁目1
番 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11479-2 令和3年09月17日

(仮称)オーケー千葉幸町店｛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 NFENNNN-11996 令和3年09月16日

三層四段型自走式自動車車庫(防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可能
タイプ)｛KITAGAWA PARKING4(H-PQS375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、(公財)
東京都防災・建築まちづくりセ
ンター

NFENNNN-11995 令和3年09月16日

NHK放送センター 日本放送協会 東京都渋谷区神南二丁目2番1
号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11835-1 令和3年09月16日

茨木市市民会館跡地エリア整備事業 茨木市 茨木市駅前三丁目8番13号 (一財)日本建築総合試験所 NNNBNNN-11997 令和3年09月15日

渋谷二丁目17地区　第一種市街地再開発事業　施設建築物 渋谷二丁目17地区市街地再開
発組合

東京都渋谷区渋谷一丁目12番
1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11985 令和3年09月15日

（仮称）ＤＰＬ浦和美園 浦和美園特定目的会社 東京都千代田区飯田橋4-7-1
結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-11581-1 令和3年09月10日

（仮称）DPL流山Ⅳ 株式会社
流山市平方地区共同開発

東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11374-1 令和3年09月10日

(仮称)港区港南3 丁目計画 大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋3-13-1 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11983 令和3年09月10日

（仮称）新さっぽろ駅周辺地区I街区マンション新築計画 大和ハウス工業株式会社
北海道支社

北海道札幌市東区北六条東8
丁目1番10号 日本ERI(株) HNNNNNN-11653-1 令和3年09月10日

（仮称）名古屋丸の内一丁目計画
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)日本建築センター、(株
)東京建築検査機構 HNNBNWN-11968 令和3年09月10日

清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番
1号

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　埼玉県済生会加須病院 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部

埼玉県川口市西川口5丁目11
番5号

(一財)さいたま住宅検査セン
ター MNNNNNN-11564-2 令和3年09月09日

（仮称）新宿区四谷四丁目計画 住友商事株式会社 東京都千代田区大手町2丁目3
番2号 日本ERI(株) HNNNNNN-11982 令和3年09月09日

三井不動産ロジスティクスパーク海老名Ⅰ 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 MNNNNNN-11875-2 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）石垣市新庁舎 石垣市 沖縄県石垣市美崎町14番地 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11103-2 令和3年09月06日

六層七段型自走式自動車車庫(防災備蓄倉庫設置可能タイプ)｛日成スカ
イ・パーク　NRC-6N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 NFENNNN-11998 令和3年09月06日

国立科学博物館（筑波）第2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 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11977 令和3年09月06日

筑波大学附属病院 国立大学法人筑波大学 茨城県つくば市天王台１丁目
１－１

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNNNNN-06416-2 令和3年09月06日

(仮称)MM53街区プロジェクト
ヤマハ株式会社 静岡県浜松市中区中沢町10番

1号
(一財)日本建築センター HNNBNNN-11852-1 令和3年09月06日

株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号

(仮称)Dプロジェクト四国坂出B棟 大和ハウス工業株式会社東京
本店 東京都千代田区飯田橋3-13-1 日本ERI(株) NNNBNNN-11793-1 令和3年09月03日

有楽町センタービル
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 NNNBNNN-07511-4 令和3年09月03日

株式会社朝日新聞社 東京都中央区築地五丁目3番2
号

豊洲地区1-1街区開発計画
株式会社　ＮＩＰＰＯ 東京都中央区京橋一丁目19番

11号 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNFNNN-11179-8 令和3年09月03日

東急不動産株式会社　 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番1号

古平町中心拠点誘導複合施設 古平町 北海道古平郡古平町大字浜町
40番4

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNBNNN-11604-1 令和3年09月02日

枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業第3工区施設建築物 枚方市駅周辺地区市街地再開
発組合 大阪府枚方市川原町4-9-205 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11978 令和3年09月02日

(仮称)Grand Garden Project スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-11979 令和3年09月01日

弘前大学（医病）病棟新営 国立大学法人　弘前大学 青森県弘前市大字文京町1番
地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11598-1 令和3年09月01日

（仮称）富士ソフト汐留ビルＡ棟 富士ソフト株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町1-
1 日本ERI(株) MNNNNNN-11560-2 令和3年09月01日

(仮称)三鷹第二センター 株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

東京都江東区豊洲3-3-3
豊洲センタービル 日本ERI(株) MNNNNNN-10513-1 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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中央病棟手術室増築計画 学校法人杏林学園 東京都三鷹市新川6丁目20番2
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11976 令和3年08月30日

（仮称）舟橋様千束1丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11975 令和3年08月30日

三井不動産ロジスティクスパーク市川塩浜Ⅱ 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目2番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11689-2 令和3年08月30日

福井駅前電車通り北地区A街区市街地再開発事業施設建築物 福井駅前電車通り北地区A街
区市街地再開発組合

福井県福井市大手3丁目12番2
0 日本ERI(株) HNNNNNN-11974 令和3年08月30日

琉球大学病院 国立大学法人琉球大学 沖縄県中頭郡西原町字千原1
番地 日本ERI(株) HNNNNNN-11758-1 令和3年08月30日

（仮称）江東区亀戸6丁目計画　S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

9番2号
日本ERI(株) HNNNNNN-11382-3 令和3年08月30日

野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル45階

（仮称）江東区亀戸6丁目計画　N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

9番2号
日本ERI(株) HNNNNNN-11381-3 令和3年08月30日

野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル45階

（仮称）港区三田5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
日本ERI(株) HNNNNNN-11194-1 令和3年08月30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

福岡大学病院新本館（仮称） 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)日本建築センター MNNNNNN-04627-1 令和3年08月27日

(仮称)Kアリーナプロジェクト 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 HNNBNNN-11684-2 令和3年08月27日

メディセオ阪神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15号 日本ERI(株) MNNNNNN-11972 令和3年08月25日

（仮称）神宮前6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) MNNNNNN-11971 令和3年08月25日

（仮称）サーパス宮の橋 株式会社穴吹工務店
北関東支店

栃木件宇都宮市大通り2-3-1
井門宇都宮ビル1F ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11508-2 令和3年08月25日

大阪駅西北ビル 大阪ターミナルビル株式会社
大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号
　梅田阪神第2ビルディング（ハービ
スENT）23階A区画

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11784-1 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大阪駅西北ビル 西日本旅客鉄道株式会社
大阪工事事務所

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 HNNNNNN-11784-1 令和3年08月25日

（仮称）彩都粟生北ビル エクイニクス・ハイパースケ
ール1・ジャパン特定目的会社

東京都中央区日本橋2丁目7番
1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11553-2 令和3年08月23日

（仮称）大阪・新今宮駅前ホテル建設プロジェクト 新今宮開発特定目的会社 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 HNNNNNN-11309-3 令和3年08月23日

（仮称）レーベン天神計画

株式会社タカラレーベン西日
本

愛媛県松山市一番町四丁目1
番地3

日本ERI(株) HNNNNNN-11870-1 令和3年08月19日
株式会社タカラレーベン　 東京都千代田区丸の内1丁目8

番2号　鉃鋼ビルディング16階

成田市公設地方卸売市場 成田市 千葉県成田市花崎町760番地 日本ERI(株) NNNFNNN-11146-3 令和3年08月18日

（仮称）千葉富士見プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) NNNBNNN-11984 令和3年08月18日

東京国際空港国際線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 NNNBNNN-08186-11 令和3年08月18日

青森市新町一丁目地区優良建築物等整備事業計画｛施設併用五層六段
型自走式自動車車庫｝ 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 NFENNNN-11929-1 令和3年08月18日

（仮称）米沢市立病院・三友堂病院新病院
一般財団法人　三友堂病院 山形県米沢市中央6丁目1-219

日本ERI(株) MNNNNNN-11966 令和3年08月18日
米沢市立病院 山形県米沢市相生町6番36号

浜松医療センター新病院 浜松市 静岡県浜松市中区元城町103-
2 日本ERI(株) MNNNNNN-11759-1 令和3年08月18日

千葉市新庁舎整備 千葉市 千葉県千葉市中央区千葉港1
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11585-3 令和3年08月18日

糸島市新庁舎 糸島市 福岡県糸島市前原西1－1－1 日本ERI(株) MNNBNNN-11967 令和3年08月18日

日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業施設建築物（C街区） 日本橋一丁目中地区市街地再
開発組合

東京都中央区日本橋本町一丁
目4番3号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11970 令和3年08月18日

(仮称）旭川1･7優良建築物等整備事業 大和ハウス工業株式会社
北海道支社

北海道札幌市東区北6条東8丁
目1-10 日本ERI(株) HNNNNNN-11969 令和3年08月18日

（仮称）札幌HBC跡地計画 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 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11965 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）東京国際大学池袋国際キャンパス 学校法人　東京国際大学 東京都新宿区高田馬場4丁目2
3-23 日本ERI(株) HNNNNNN-11723-2 令和3年08月18日

蔵前計画（仮称） 日本郵政不動産株式会社
東京都千代田区大手町二丁目3
番1号
大手町ﾌﾟﾚｲｽｳｴｽﾄﾀﾜｰ24階

(一財)日本建築センター HNNNNNN-11679-3 令和3年08月18日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11436-3 令和3年08月18日

GLP相模原プロジェクト SITE1 倉庫棟 相模原１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) MNNBNNN-11543-3 令和3年08月17日

つつじヶ丘マンション建替え事業　住宅棟 つつじヶ丘マンション建替組
合

東京都港区赤坂1-8-1赤坂イ
ンターシティAIR (株)都市居住評価センター MNNNNNN-11391-1 令和3年08月16日

（仮称）西区江戸堀1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 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11768-2 令和3年08月13日

四層五段型自走式自動車車庫{ユウケンパークYP‐VL型} 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜35番地5 (一財)日本建築センター NFENNNN-11980 令和3年08月12日

六層七段型自走式自動車車庫(防災備蓄倉庫設置可能タイプ)｛エレント
K6CP2.5｝ 近藤工業株式会社 愛知県豊田市高丘新町天王１

１番地 (一財)日本建築センター NFENNNN-11973 令和3年08月12日

KYC-RD キオクシア株式会社 東京都港区芝浦三丁目1番21
号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11964 令和3年08月12日

中野二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A棟 中野二丁目地区市街地再開発
組合 東京都中野区中野二丁目25-8 日本ERI(株) HNNNNNN-11559-2 令和3年08月12日

名古屋駅前モンブランホテル移転計画 株式会社　城野 愛知県名古屋市中区栄二丁目
2番26 日本ERI(株) HNNNNNN-11509-1 令和3年08月12日

(仮称)ヨドバシ仙台第1ビル 株式会社ヨドバシホールディ
ングス

東京都新宿区新宿五丁目3番1
号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11981 令和3年08月11日

大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 リズモ大泉学園施設管理組合 東京都練馬区東大泉1-28-1 (一財)日本建築センター HNNNNNN-07689-4 令和3年08月11日

(仮称)新宿南口計画 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 日本ERI(株) HNNBNNN-11962 令和3年08月11日

中日ビル建替計画 中部日本ビルディング株式会
社 名古屋市中区栄四丁目1番1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11797-1 令和3年08月11日

三井不動産ロジスティクスパーク海老名Ⅰ 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 MNNNNNN-11875-1 令和3年08月06日

プロロジスパーク猪名川1プロジェクト 蔵王特定目的会社 東京都千代田区丸の内二丁目
7番3号東京ビルディング (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11624-1 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

高砂市新本庁舎 高砂市長　都倉　達殊 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁
目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11143-1 令和3年08月06日

（仮称）御堂筋淡路町ビル 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 HNNNNNN-11882-1 令和3年08月06日

（仮称）TTMプロジェクト 三菱重工業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目
2番3号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11775-1 令和3年08月06日

（仮称）渋谷二丁目21地区開発計画

株式会社STPR　執行役員カンパ
ニーデザインチーム　 東京都新宿西新宿6－15－1－

504
(一財)日本建築センター HNNBNNN-08345-10 令和3年08月06日

東急株式会社　 東京都渋谷区南平台町5番6号

（仮称）世田谷プロジェクトB棟 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11960 令和3年08月04日

（仮称）世田谷プロジェクトA棟 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11959 令和3年08月04日

姶良市役所本庁舎 姶良市役所 鹿児島県姶良市宮島町25番地 日本ERI(株) MNNNNNN-11956 令和3年08月04日

（仮称）銀泉西新橋ビル 銀泉株式会社 東京都千代田区九段南三丁目
9番15号 日本ERI(株) MNNNNNN-11504-3 令和3年08月04日

大和郡山市新庁舎 大和郡山市 奈良県大和郡山市北郡山町24
8-4 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11502-1 令和3年08月04日

草加市新庁舎 草加市 埼玉県草加市高砂一丁目一番
一号 日本ERI(株) MNNNNNN-11339-1 令和3年08月04日

九州フィナンシャルグループ本社ビル 株式会社九州フィナンシャル
グループ

鹿児島県鹿児島市金生町6番6
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11291-1 令和3年08月04日

（仮称）三菱倉庫茨木４号配送センター2期棟 三菱倉庫株式会社　大阪支店 大阪府大阪市福島区野田六丁
目5番20号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-10790-2 令和3年08月04日

戸越五丁目19番地区第一種市街地再開発事業施設建築物 戸越五丁目19番地区市街地再
開発組合

東京都品川区戸越三丁目1番2
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11957 令和3年08月04日

（仮称）中山視覚障害者福祉財団新中山記念会館 公益財団法人中山視覚障害者
福祉財団

兵庫県神戸市中央区神若通5
丁目3番26号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11637-2 令和3年08月03日

山梨県立中央病院 地方独立行政法人
山梨県立病院機構 山梨県甲府市富士見1-1-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-07773-3 令和3年08月03日

大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業（PFI） ＰＦＩ大阪第６合同庁舎株式
会社

大阪府大阪市北区中之島三丁
目６番３２号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11496-2 令和3年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物
Ｂ－２街区（西）

虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目７番
３号４Ｆ (一財)日本建築センター HNNNNNN-11426-3 令和3年08月03日

（仮称）港区虎ノ門四丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11399-1 令和3年08月03日

（仮称）港区芝浦２丁目計画
近鉄不動産株式会社 東京都中央区八重洲2丁目7番

2号
(株)都市居住評価センター HNNNNNN-11182-3 令和3年08月03日東急不動産株式会社

住宅事業ユニット
首都圏住宅事業本部

東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番1号

梅田１丁目１番地計画
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
(一財)日本建築総合試験所 HNNBNNN-10283-8 令和3年08月02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

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-3街区）　高層棟

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部 東京都港区赤坂2丁目9番11号

日本ERI(株) HFNFNNN-11498-2 令和3年08月02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

9番2号

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２
６番２号

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

（仮称）芝浦一丁目計画
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 HFNBNWN-11986 令和3年08月02日

野村不動産ビルディング株式
会社 東京都港区芝浦一丁目1番1号

（仮称）MM21-54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 (一財)日本建築センター HFNBNNN-10868-6 令和3年08月02日

（仮称）西五反田3丁目プロジェクトC棟

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2-2-2

(株)都市居住評価センター HNNNNNN-11643-2 令和3年07月30日
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2

（仮称）愛宕山周辺地区（Ⅰ地区） 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 HNNNNNN-10712-8 令和3年07月30日

中野二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物　B棟 中野二丁目地区市街地再開発
組合 東京都中野区中野二丁目25-8 日本ERI(株) HNNFNNN-11555-2 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）西新井本町プロジェクト1期（西ウィング） スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-11669-1 令和3年07月28日

地方独立行政法人　岐阜県立多治見病院 地方独立行政法人岐阜県立多
治見病院 岐阜県多治見市前畑町5-161 (一財)日本建築センター MNNNNNN-02412-1 令和3年07月28日

横浜研究拠点　（仮称）西側敷地　研究施設建設工事　研究棟 中外製薬株式会社 東京都北区浮間5-5-1 (一財)日本建築センター MNNBNNN-11444-2 令和3年07月28日

勝どき東地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A2棟 勝どき東地区市街地再開発組
合

東京都中央区勝どき四丁目13
番6号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11273-4 令和3年07月28日

（仮称）DPL流山Ⅱ 株式会社　流山共同開発 東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11952 令和3年07月21日

（仮称）埼玉県狭山市物流施設 合同会社アリス 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 日本ERI(株) MNNNNNN-11683-1 令和3年07月21日

（仮称）神田和泉町計画 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) MNNFNNN-11396-2 令和3年07月21日

グッドマンビジネスパークステージ６ シラカミ特定目的会社 東京都渋谷区広尾一丁目11番
2号嶋本公認会計士事務所気付 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11937-1 令和3年07月21日

恵比寿ガーデンプレイスタワー 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 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11681-1 令和3年07月21日

五反田計画（仮称） 日本郵政不動産株式会社
東京都千代田区大手町二丁目3番
1号大手町プレイスウエストタワ
ー24階

(一財)日本建築センター HFNBNNN-11953 令和3年07月21日

花王すみだ事業場（仮称）新南館建設計画 花王株式会社 東京都墨田区文花二丁目1番3
号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11947 令和3年07月19日

伊丹市新庁舎 伊丹市役所 兵庫県伊丹市千僧一丁目1番
地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11660-2 令和3年07月19日

新中央区総合庁舎 神戸市 兵庫県神戸市中央区加納町6-
5-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-05665-2 令和3年07月19日

（仮称）中区丸の内一丁目計画 野村不動産株式会社
名古屋支店

名古屋市中区二色二丁目19番
6号 日本ERI(株) HNNNNNN-11950 令和3年07月19日

環境省新庁舎 国土交通省大臣官房官庁営繕
部

東京都千代田区霞が関2‐1‐
2 日本ERI(株) MNNNNNN-11951 令和3年07月16日

Z社オフィスビル 株式会社　ZOZO 千葉県千葉市稲毛区緑町1－1
5－6 (一財)日本建築センター NNNFNNN-11352-4 令和3年07月15日

クミアイ化学工業（株）新研究施設 クミアイ化学工業株式会社 東京都台東区池之端1－4－26 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11963 令和3年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

神宮前六丁目地区第一種市街地再開発計画 神六再開発株式会社 東京都渋谷区神宮前六丁目28
番4 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11677-1 令和3年07月15日

西麻布六本木通りビル建替計画 日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂1-8-1 日本ERI(株) HNNNNNN-11946 令和3年07月15日

（仮称）西新宿五丁目北地区防災街区整備事業　防災施設建築物　B棟 西新宿五丁目北地区防災街区
整備事業組合

東京都新宿区西新宿六丁目25
番8号 日本ERI(株) HNNNNNN-11337-2 令和3年07月15日

（仮称）東区泉１丁目計画 株式会社プレサンスコーポレ
ーション

大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　クリスタワー27F 日本ERI(株) HNNNNNN-10690-2 令和3年07月15日

長崎市新庁舎 長崎市長　田上　富久 長崎県長崎市桜町2-22 日本ERI(株) HNNBNNN-11303-1 令和3年07月15日

幕張新都心若葉住宅地区計画　（B-5街区）　タワー棟 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3-2-
1 日本ERI(株) HFNNNNN-11945 令和3年07月15日

（仮称）歌舞伎町一丁目地区開発計画

株式会社
東急レクリエーション 東京都渋谷区桜丘町24番4号

日本ERI(株) HFNBNNN-11363-6 令和3年07月15日
東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

朝日放送本社 朝日放送グループホールディ
ングス株式会社

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 HFNBNNN-06791-1 令和3年07月15日

水俣市新庁舎 水俣市 熊本県水俣市陣内1丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11456-1 令和3年07月14日

（仮称）本町二丁目計画 野村不動産株式会社
仙台支店

宮崎県仙台市青葉区中央3-2-
23 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11753-1 令和3年07月14日

（仮称）関電不動産八重洲ビル 関電不動産開発株式会社 東京都中央区京橋1丁目18番1
号　八重洲宝町ビル4階 日本ERI(株) HNNNNNN-11709-1 令和3年07月14日

（仮称）名駅南二丁目計画
名鉄不動産株式会社 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 HNNNNNN-11579-2 令和3年07月14日

総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31番19号

北3東11周辺地区第１種市街地再開発事業　住宅棟A 北3東11周辺地区市街地再開
発組合

北海道札幌市中央区北2条東3
丁目2-2マルタビル札幌3階 日本ERI(株) HNNNNNN-11275-1 令和3年07月14日

杜の街づくりプロジェクト 杜の街づくりPJ１合同会社 東京都港区元赤坂一丁目1番7
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11222-2 令和3年07月14日

大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業
施設建築物等

大宮駅東口大門町２丁目中地
区市街地再開発組合

埼玉県さいたま市大宮区大門
町2丁目26番地　鍵利ビル2Ｆ 日本ERI(株) HNNNNNN-10973-3 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）DPL浦安Ⅲ 浦安施設開発特定目的会社 東京都中央区日本橋1丁目4番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11832-2 令和3年07月09日

（仮称）DPL三郷Ⅲ 大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11755-1 令和3年07月09日

（仮称）野水様緑３丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-11591-1 令和3年07月09日

（仮称）横浜金沢物流センター新築計画 ＳＢＳロジコム株式会社 東京都墨田区太平四丁目1番3
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11554-2 令和3年07月09日

八代市新庁舎 熊本県八代市 熊本県八代市松江城1-25 日本ERI(株) MNNNNNN-11410-3 令和3年07月09日

各務原市新庁舎　高層棟 各務原市 岐阜県各務原市那加桜町1丁
目69番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11329-1 令和3年07月09日

東京女子医科大学附属足立医療センター 学校法人　東京女子医科大学 東京都新宿区河田町8-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11302-2 令和3年07月09日

県立宮崎病院 宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東１丁目９
番１８号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11256-1 令和3年07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 栃木県足利市五十部町284-1 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-05353-1 令和3年07月09日

(仮称)本郷一丁目計画 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 日本ERI(株) MFNNNNN-11783-1 令和3年07月09日

（仮称）港区新橋６丁目計画 積水ハウス株式会社開発事業
部

東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11328-5 令和3年07月09日

青山学院大学　新図書館棟(仮称)建築計画 学校法人青山学院 東京都渋谷区渋谷四丁目4番2
5号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11961 令和3年06月30日

一条免震住宅C-GU4 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-11955 令和3年06月30日

AIR断震を用いた木造住宅（阿賀中央No.2） 株式会社三誠AIR断震システ
ム

東京都中央区新川１-22-11
茅場町イーストスクエア１階 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11899 令和3年06月30日

AIR断震を用いた木造住宅（阿賀中央No.1） 株式会社三誠AIR断震システ
ム

東京都中央区新川１-22-11
茅場町イーストスクエア１階 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11898 令和3年06月30日

大阪はびきの医療センター新病院棟
地方独立行政法人大阪府立病院
機構
大阪はびきの医療センター

大阪府羽曳野市はびきの3丁
目7番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11798-1 令和3年06月30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
東京本店 東京都千代田区飯田橋3-13-1 日本ERI(株) MNNNNNN-07008-1 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）安土町３丁目ビル 積水ハウス株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11698-1 令和3年06月30日

東北学院大学　五橋キャンパス　高層棟 学校法人　東北学院 仙台市青葉区土樋一丁目3番1
号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNNNNN-11589-1 令和3年06月30日

(仮称)赤坂二丁目プロジェクト

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11794-1 令和3年06月30日
森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3番1

7号

(仮称)ディスコ桑畑工場Ａ棟Ｄゾーン増築 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-08156-5 令和3年06月29日

（仮称）大阪市北区豊崎四丁目 野村不動産株式会社西日本支
社

大阪市西区阿波座1丁目4番4
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11667-2 令和3年06月29日

東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業
施設建築物等新築計画

東京駅前八重洲一丁目東B地
区市街地再開発組合

東京都中央区八重洲一丁目7
番17号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11935 令和3年06月28日

福井県立恐竜博物館 福井県知事　杉本　達治 福井県福井市大手３丁目１７
番１号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11948 令和3年06月24日

（仮称）中部国際医療センター 社会医療法人厚生会 岐阜県美濃加茂市古井町下古
井590

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNNNNN-11495-2 令和3年06月24日

焼津市新庁舎 焼津市 静岡県焼津市本町二丁目16番
32号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11304-3 令和3年06月24日

防府市庁舎（庁舎棟） 防府市 山口県防府市寿町7番1号 日本ERI(株) MNNBNNN-11938 令和3年06月24日

（仮称）グランドメゾン荒戸2丁目（旧シティオ大濠）計画 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1-15
-6　綾杉ビル8F ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-11944 令和3年06月24日

（仮称）グランドメゾン大手門2丁目計画 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1-15
-6　綾杉ビル8F ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-11943 令和3年06月24日

（仮称）青葉通一番町計画 住友不動産株式会社 宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目4番25号 日本ERI(株) HNNNNNN-11942 令和3年06月24日

虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行施設建築物

株式会社虎ノ門エネルギーサ
ービス

東京都港区虎ノ門二丁目2番1
号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11720-1 令和3年06月24日
独立行政法人都市再生機構東
日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿六丁目5
番1号

（仮称）DPL横浜戸塚 横浜戸塚施設開発特定目的会
社

東京都千代田区飯田橋4丁目7
番1号　結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-11727-1 令和3年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）東区泉１丁目計画 株式会社プレサンスコーポレ
ーション

大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　クリスタワー27F 日本ERI(株) HNNNNNN-10690-1 令和3年06月23日

静岡市上下水道局庁舎 静岡市上下水道局 静岡県静岡市葵区七間町15番
地の1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-07961-2 令和3年06月22日

（仮称）POLA青山ビル 株式会社
ピーオーリアルエステート 東京都品川区西五反田2-2-10 日本ERI(株) HNNBNNN-11926 令和3年06月22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 HFNBNNN-08287-9 令和3年06月22日
国土交通省 東京都千代田区九段南1-2-1

九段第3合同庁舎15階

杜の街づくりプロジェクトC-2棟新築計画｛施設併用七層八段型自走式
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 NFENNNN-11189-1 令和3年06月21日

広島駅南口計画（仮称） 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11634-3 令和3年06月21日

東京医科歯科大学　機能強化棟新営 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 日本ERI(株) MNNNNNN-11615-1 令和3年06月18日

（仮称）日本橋三丁目共同ビル 東神開発株式会社 東京都世田谷区玉川３丁目17
番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11551-3 令和3年06月18日

（仮称）静鉄ホテルプレジオ大阪心斎橋計画 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　静鉄鷹匠ビル (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11525-1 令和3年06月18日

（仮称）大阪新美術館 大阪市長　松井　一郎 大阪市北区中之島1-3-20 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNBNNN-11240-1 令和3年06月18日

グッドマンビジネスパークステージ６ シラカミ特定目的会社 東京都渋谷区広尾一丁目11番
2号嶋本公認会計士事務所気付 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11937 令和3年06月18日

（仮称）備後町計画 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)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11252-3 令和3年06月18日

（仮称）中央区上町計画

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-
1-3

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11234-2 令和3年06月18日
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁

目3番23号

（仮称）福岡市拠点文化施設 株式会社福岡カルチャーベー
ス

福岡県福岡市博多区博多駅東
二丁目1番23号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11949 令和3年06月17日

（仮称）石垣市新庁舎 石垣市 沖縄県石垣市美崎町14番地 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11103-1 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）RR-3新築計画 住友化学株式会社　千葉工場 千葉県市原市姉崎海岸５番地
１ 日本ERI(株) MNNNNNN-11934 令和3年06月16日

株式会社 SUBARU（仮称）群馬製作所新技術本館 株式会社 SUBARU 群馬県太田市スバル町1-1 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-11931 令和3年06月16日

創造館（仮称） 株式会社　技研製作所 高知県高知市布師田3948番地
1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11850-1 令和3年06月16日

（仮称）仙台南町通ビル計画 合同会社
ミレーネ・オリエント1号

東京都中央区日本橋二丁目7
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11567-1 令和3年06月16日

GLP流山Ⅷプロジェクト 株式会社　流山綜合開発 東京都港区東新橋一丁目5番2
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11547-1 令和3年06月16日

虎ノ門八束ビル
鹿島　美枝子 東京都世田谷区上北沢3-24-2

4
日本ERI(株) MNNNNNN-11457-1 令和3年06月16日

鹿島　春彦 東京都世田谷区上北沢3-24-2
4

聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内施設リニューアル計画
新病院棟

学校法人
聖マリアンナ医科大学

神奈川県川崎市宮前区菅生2-
16-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11349-2 令和3年06月16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 MNNNNNN-06865-1 令和3年06月16日

（仮称）マンション京都白金台　マンション建替事業 マンション京都白金台管理組
合

東京都港区白金台三丁目16番
4号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11936 令和3年06月16日

（仮称）大手前一丁目プロジェクト
大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目

３番５号
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11933 令和3年06月16日

株式会社日本経済新聞社 東京都千代田区大手前一丁目
３番７号

（仮称）南堀江３丁目プロジェクト 関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目3番23号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11932 令和3年06月16日

タワー・ザ・ファースト タワー・ザ・ファースト管理
組合

静岡県浜松市中区中央3丁目1
5-31 (一財)日本建築センター HNNNNNN-01403-1 令和3年06月15日

（仮称）日本橋兜町7地区開発計画

ちばぎん証券株式会社 千葉県千葉市中央区中央二丁
目5番1号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11283-5 令和3年06月14日山種不動産株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町8
番1号

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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

京都市立芸術大学（Ｃ地区） 京都市 京都府京都市中京区寺町通御
池上る上本能寺前町488番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11602-1 令和3年06月11日

（仮称）みなとみらい21中央地区37街区開発計画 合同会社KRF48　代表社員
一般社団法人カリスト

東京都千代田区内幸町二丁目
1番6号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11441-2 令和3年06月10日

（仮称）湘南鎌倉総合病院 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) MNNNNNN-04812-4 令和3年06月09日

（仮称）NRT10 デジタル東京1特定目的会社 東京都千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング11階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11573-2 令和3年06月08日

（仮称）氷見市新文化交流施設における全館避難安全性能を有するも
のであることについての構造方法 氷見市役所 富山県氷見市鞍川1060番地 日本ERI(株) NNNBNNN-11927 令和3年06月07日

（仮称）府中市宮町２丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11919 令和3年06月07日

GLP相模原プロジェクト SITE1 倉庫棟 相模原１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) MNNBNNN-11543-2 令和3年06月07日

JR春日井駅南東地区第一種市街地再開発事業 JR春日井駅南東地区市街地再
開発組合

愛知県春日井市上条町一丁目
215番地 日本ERI(株) HNNNNNN-11264-1 令和3年06月07日

施設併用六層七段型自走式自動車車庫｛ユウケンパークYSP-
SF720型｝ 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石

浜35番地5 (一財)日本建築センター NFENNNN-11922 令和3年06月04日

施設併用四層五段型自走式自動車車庫｛ユウケンパークYSP-
SF520型｝ 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石

浜35番地5 (一財)日本建築センター NFENNNN-11921 令和3年06月04日

（仮称）銀泉西新橋ビル 銀泉株式会社 東京都千代田区九段南三丁目
9番15号 日本ERI(株) MNNNNNN-11504-2 令和3年06月04日

川島病院 社会医療法人　川島会 徳島県徳島市北佐古一番町1-
39 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11491-2 令和3年06月04日

（仮称）西五反田3丁目プロジェクトB棟 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二丁目2
番2号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11636-3 令和3年06月04日

（仮称）東桜1-1再開発計画 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) HNNNNNN-11521-2 令和3年06月04日

豊洲地区1-1街区開発計画
株式会社　ＮＩＰＰＯ 東京都中央区京橋一丁目19番

11号 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNFNNN-11179-7 令和3年06月04日

東急不動産株式会社　 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番1号

（仮称）未来医療国際拠点 関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁
目3番23号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11928 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）未来医療国際拠点

京阪ホールディングス株式会
社

大阪府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 HNNNNNN-11928 令和3年06月02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

新日本消防会館 公益財団法人日本消防協会 東京都港区東新橋一丁目１番
１９号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11918 令和3年06月02日

（仮称）元浅草三丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二-四-一 (一財)日本建築センター HFNNNNN-11820-1 令和3年06月02日

西新宿五丁目中央南地区第一種市街地再開発事業 西新宿五丁目中央南地区市街
地再開発組合

東京都新宿区西新宿五丁目13
番14号AOKIYAKATA101号室 (一財)日本建築センター HFNNNNN-11769-1 令和3年06月02日

（仮称）港南二丁目ビル 大林新星和不動産株式会社 東京都千代田区九段南三丁目
3番6号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11646-2 令和3年06月01日

ニッセイロジスティクスセンター大阪交野
株式会社大林組 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 MNNNNNN-11556-1 令和3年06月01日

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

（仮称）笹塚1丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11475-2 令和3年06月01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 HFNBNNN-01705-2 令和3年06月01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7番1号

（仮称）栗原様荏原２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11651-1 令和3年05月31日

(仮称)麻布市兵衛町ホームズ改修計画 麻布市兵衛町ホームズ管理組
合

東京都港区六本木一丁目7番2
4号 (一財)日本建築センター MFNNNNN-00598-1 令和3年05月31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 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 MFNBNNN-02108-4 令和3年05月31日

名港ビルディング建替プロジェクト 名郵不動産株式会社 愛知県名古屋市港区入船2丁
目4番6号 日本ERI(株) HNNNNNN-11565-3 令和3年05月31日

協和キリン株式会社（仮称）新品質棟新築計画 協和キリン株式会社 群馬県高崎市萩原町100-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11718-2 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）梅田曽根崎計画 住友不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11133-4 令和3年05月28日

（仮称）野﨑様西瑞江5丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11791-1 令和3年05月27日

株式会社二葉南港冷凍物流センター２期建設計画 株式会社　二葉 東京都港区高輪三丁目19番15
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11703-1 令和3年05月27日

（仮称）大阪市天王寺区東高津町マンション 株式会社　フクダ不動産 奈良県橿原市内膳町5丁目3番
31号 日本ERI(株) HNNNNNN-11267-2 令和3年05月27日

（仮称）DPL坂戸Ⅱ 大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11920 令和3年05月25日

（仮称）DPL浦安Ⅲ 浦安施設開発特定目的会社 東京都中央区日本橋1丁目4番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11832-1 令和3年05月25日

（仮称）博多区新庁舎 福岡市 福岡県福岡市中央区天神1丁
目8番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11716-1 令和3年05月25日

大阪医科大学附属病院新本館 学校法人　大阪医科薬科大学 大阪府高槻市大学町2番7号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11647-1 令和3年05月24日

NTTドコモ東海　静岡ビル（建築物） 株式会社NTTドコモ 愛知県名古屋市東区東桜1丁
目1番10号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11923 令和3年05月24日

（仮称）中央区常盤町二丁目計画
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目3番23号
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11917 令和3年05月24日

東急不動産株式会社 大阪府大阪市中央区南船場四
丁目4番3号

八潮市新庁舎 八潮市 埼玉県八潮市中央一丁目2番
地1

(一財)さいたま住宅検査セン
ター MNNNNNN-11916 令和3年05月21日

蕨市新庁舎建設計画 蕨市 埼玉県蕨市中央五丁目１４番
１５号 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-11915 令和3年05月18日

川島病院 社会医療法人　川島会 徳島県徳島市北佐古一番町1-
39 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11491-1 令和3年05月18日

（仮称）本町サンケイビル 株式会社サンケイビル 大阪府大阪市浪速区湊町2-1-
57 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11473-2 令和3年05月18日

（仮称）大阪市北区大淀南２丁目OM計画

三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋一丁
目8番30号

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11047-1 令和3年05月18日
積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番88号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）安曇野市新総合体育館 安曇野市 長野県安曇野市豊科6000番地 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11529-1 令和3年05月14日

新宮崎県体育館 宮崎県知事　河野　俊嗣 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10
番1号 (一財)日本建築センター NFNBNNN-11930 令和3年05月14日

青森市新町一丁目地区優良建築物等整備事業計画｛施設併用五層六段
型自走式駐車場車庫｝ 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 NFENNNN-11929 令和3年05月14日

施設併用三層四段型自走式自動車車庫｛石巻市立町一丁目5番地区（A2
地区）優良建築物等整備事業計画｝ 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石

浜35番地5 (一財)日本建築センター NFENNNN-11925 令和3年05月14日

大塚製薬株式会社（仮称）大阪創薬研究所 大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町二丁
目9番 日本ERI(株) MNNNNNN-11815-1 令和3年05月14日

多治見駅南地区第一種市街地再開発事業（住宅棟） 多治見駅南地区市街地再開発
組合

岐阜県多治見市栄町一丁目6
番地1 日本ERI(株) HNNNNNN-11597-1 令和3年05月14日

金町六丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 金町六丁目駅前地区市街地再
開発組合

東京都葛飾区金町６丁目７－
２２

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNNNNN-11151-3 令和3年05月14日

（仮称）グランドメゾン荒戸2丁目新築計画 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15-6　綾杉ビル8Ｆ 日本ERI(株) HNNNNNN-11389-1 令和3年05月13日

（仮称）LG Global R&D Center 建設プロジェクト LG Holdings Japan 株式会社 東京都中央区京橋二丁目1番3
号京橋トラストタワー15 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11383-2 令和3年05月13日

（仮称）日本ペイントHD東京事業所本社棟 日本ペイントホールディング
ス株式会社

大阪府大阪市北区大淀北二丁
目１番２号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11914 令和3年05月12日

（仮称）KIX12 デジタル大阪3特定目的会社 東京都千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング11階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11353-4 令和3年05月11日

（仮称）高輪一丁目共同建替計画 高輪一丁目共同建替計画マン
ション建替組合

東京都港区三田1丁目1番-12
号 2階 日本ERI(株) HNNNNNN-11091-1 令和3年05月11日

（仮称）大塚様猫実4丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11913 令和3年05月10日

（仮称）高知放送新社屋建設計画 株式会社高知放送 高知県高知市本町3丁目2-15 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11594-1 令和3年05月07日

敦賀市市庁舎・消防庁舎 敦賀市役所 福井県敦賀市中央町2丁目1番
1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11445-1 令和3年05月07日

（仮称）東京国際大学池袋国際キャンパス 学校法人　東京国際大学 東京都新宿区高田馬場4丁目2
3-23 日本ERI(株) HNNNNNN-11723-1 令和3年05月07日

TSRC大宮建設計画 大正製薬株式会社 東京都豊島区高田三丁目24番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11912 令和3年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター2 ESR幸浦2特定目的会社 東京都港区赤坂二丁目10番5
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11911 令和3年05月06日

GLP ALFALINK相模原Ⅱプロジェクト 相模原２ロジスティクス特定
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) MNNNNNN-11910 令和3年05月06日

（仮称）DPL久喜宮代 大和ハウス工業株式会社
東京本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1 日本ERI(株) MNNNNNN-11909 令和3年05月06日

(仮称)連絡ロビー・エネルギー施設 神戸市都市局 神戸市中央区御幸通6-1-12 
三宮ビル東館6階 (一財)日本建築総合試験所 MNNBNNN-11897 令和3年05月06日

（仮称）横濱ゲートタワープロジェクト

三井住友海上火災保険株式会
社

東京都千代田区神田駿河台三
丁目9番地

(一財)日本建築センター HNNNNNN-11315-5 令和3年05月06日住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁
目4番35号

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号

（仮称）西新宿五丁目北地区防災街区整備事業　防災施設建築物　A棟 西新宿五丁目北地区防災街区
整備事業組合

東京都新宿区西新宿六丁目25
番8号 日本ERI(株) HNNBNNN-11336-2 令和3年05月06日

ささしまライブ高架下オフィス 帝人株式会社
東京都千代田区霞が関３丁目２
番１号
霞が関コモンゲート西館

(一財)日本建築センター MNNNNNN-11891 令和3年04月28日

（仮称）SUMA 須磨特定目的会社 東京都千代田区丸の内三丁目1
番1号東京共同会計委事務所内 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11904 令和3年04月27日

荒尾市民病院 荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾2600番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11903 令和3年04月26日

富士ソフト新名古屋ビル 富士ソフト株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町１
－１

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNNNNN-11894 令和3年04月23日

南幸市街地住宅の共同建替事業 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11895 令和3年04月20日

島田市新庁舎 島田市 静岡県島田市中央町1-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11892 令和3年04月19日

（仮称）独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院
東館等整備事業

独立行政法人地域医療機能推
進機構中京病院

愛知県名古屋市南区三条一丁
目1番10号 日本ERI(株) MNNNNNN-11886 令和3年04月19日

（仮称）医誠会国際総合病院　北棟

一般財団法人
ホロニクス医学健康振興財団

大阪府大阪市北区西天満4丁
目11番23号

日本ERI(株) MNNNNNN-11884 令和3年04月16日
医療法人　医誠会 大阪府大阪市東淀川区菅原6

丁目2番25号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）医誠会国際総合病院　南棟

一般財団法人
ホロニクス医学健康振興財団

大阪府大阪市北区西天満4丁
目11番23号

日本ERI(株) HNNNNNN-11885 令和3年04月16日
医療法人　医誠会 大阪府大阪市東淀川区菅原6

丁目2番25号

（仮称）秀和青山レジデンスマンション建替計画 秀和青山レジデンスマンショ
ン建替組合

東京都港区南青山5丁目1番25
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11883 令和3年04月16日

大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業Ａ棟 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-10943-5 令和3年04月16日

（仮称）歌舞伎町一丁目地区開発計画

株式会社
東急レクリエーション 東京都渋谷区桜丘町24番4号

日本ERI(株) HFNBNNN-11363-5 令和3年04月16日
東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

（仮称）御堂筋淡路町ビル 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 HNNNNNN-11882 令和3年04月15日

GLP　ALFALINK　流山6 流山綜合開発特定目的会社 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) MNNNNNN-11881 令和3年04月12日

GLP　ALFALINK　流山5 流山綜合開発特定目的会社 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) MNNNNNN-11880 令和3年04月12日

(仮称)六本木七丁目計画 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) HNNBNNN-11879 令和3年04月12日

東大阪キャンパス情報学部棟(仮称) 学校法人　近畿大学 大阪府東大阪市小若江3丁目4
番1号 日本ERI(株) NNNBNNN-11757-1 令和3年04月09日

羽島市庁舎 羽島市役所 岐阜県羽島市竹鼻町55番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11437-1 令和3年04月09日

（仮称）鳴島充子様東葛西6丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11877 令和3年04月08日

名駅4丁目OTプロジェクト オー・ティー・ワン特定目的
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 日本ERI(株) HNNNNNN-11876 令和3年04月08日

鳥取市民体育館 PFI鳥取市民体育館株式会社 鳥取県鳥取市南吉方一丁目11
4番地3エステートビルⅡ3-3号 日本ERI(株) NNNBNNN-11907 令和3年04月06日

岡山市駅前町一丁目2番3番4番地区第一種市街地再開発事業 岡山市駅前町一丁目2番3番4
番地区市街地再開発組合

岡山県岡山市北区本町1番18
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11887 令和3年04月05日

三井不動産ロジスティクスパーク海老名 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 MNNNNNN-11875 令和3年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター１ ESR幸浦１特定目的会社 東京都港区赤坂二丁目10-5 日本ERI(株) MNNNNNN-11663-1 令和3年04月02日

金沢駅武蔵南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 金沢駅武蔵南地区市街地再開
発組合

石川県金沢市本町一丁目2番5
6号 日本ERI(株) MNNNNNN-11287-1 令和3年04月02日

十条駅西口地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 十条駅西口地区市街地再開発
組合

東京都北区上十条二丁目7番1
1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11516-2 令和3年04月02日

大宮鐘塚C地区第一種市街地再開発事業施設建築物 株式会社　武蔵野銀行 埼玉県さいたま市大宮区桜木
町1-10-8 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11369-1 令和3年04月02日

（仮称）千葉県鴨川市浜荻計画 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2番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11216-1 令和3年04月02日

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-1街区　施設建築物 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 HFNBNNN-11478-2 令和3年04月02日

皇漢堂製薬三田工場新棟 皇漢堂製薬株式会社 兵庫県尼崎市長州本通2-8-27 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11661-1 令和3年03月31日

豊橋駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物　東棟 豊橋駅前大通二丁目地区市街
地再開発組合　

愛知県豊橋市駅前大通2-33-1
開発ビル9F 日本ERI(株) HNNNNNN-11066-1 令和3年03月31日

一条免震住宅D追2-GU3 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-11855 令和3年03月30日

一条免震住宅D追1-GU2 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-11854 令和3年03月30日

NTT　DoCoMo　名古屋ビル（建築物） 株式会社NTTドコモ 愛知県名古屋市東区東桜1丁
目1番10号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11905 令和3年03月30日

NTT DoCoMo 川崎ビル（建築物） 株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町2丁目1
1番1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11889 令和3年03月30日

(仮称)青果市場跡地活用事業・K棟 博多那珂６開発特定目的会社 福岡県福岡市博多区上呉服町
10番1号 日本ERI(株) NNNBNNN-11896 令和3年03月29日

名古屋市国際展示場新第1展示館整備事業 株式会社名古屋モノづくりメ
ッセ

愛知県名古屋市中区錦二丁目
2番13号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11587-2 令和3年03月29日

（仮称）北品川５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 日本ERI(株) HNNBNNN-11051-3 令和3年03月29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二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNBNNN-07098-14 令和3年03月29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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

有明セントラルタワー ジーナイン・ジャパン・ファ
イブ特定目的会社

東京都江東区亀戸六丁目56番
15号 (株)都市居住評価センター HNNBNNN-05222-1 令和3年03月29日

(仮称)新TODAビル計画 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目7番1
号

(一財)日本建築センター、ビュ
ーローベリタスジャパン(株) HFNBNNN-11866 令和3年03月29日

（仮称）千葉みなと物流センター 株式会社
江間忠ホールディングス

東京都中央区晴海3丁目3番3
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11878 令和3年03月26日

（仮称）レーベン天神計画

株式会社タカラレーベン西日
本

愛媛県松山市一番町四丁目1
番地3

日本ERI(株) HNNNNNN-11870 令和3年03月26日
株式会社タカラレーベン　 東京都千代田区丸の内1丁目8

番2号　鉃鋼ビルディング16階

（仮称）池袋3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

9番2号
日本ERI(株) HNNNNNN-11869 令和3年03月26日

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号

（仮称）南町田グランベリーパーク駅前マンション計画 東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号 日本ERI(株) HNNNNNN-11868 令和3年03月26日

札幌すすきの駅前複合開発計画 東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番1号 日本ERI(株) HNNFNNN-11859 令和3年03月26日

(仮称)くろべ市民交流センター 黒部市長　大野　久芳 富山県黒部市三日市1301番地 日本ERI(株) NNNBNNN-11893 令和3年03月25日

（仮称）ASAMA　2号棟 Mirai合同会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番2
8号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11865 令和3年03月25日

（仮称）ASAMA　1号棟 Mirai合同会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番2
8号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11864 令和3年03月25日

日本銀行金沢支店 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) MNNNNNN-11860 令和3年03月25日

葛西トラックターミナルＡ棟（仮称） 日本自動車ターミナル株式会
社

東京都千代田区平河町二丁目
7番9号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11614-1 令和3年03月25日

（新）阪和病院＋（新）阪和記念病院 医療法人錦秀会 大阪市住吉区南住吉3丁目3番
7号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11490-2 令和3年03月25日

（仮称）新橋四丁目計画 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 日本ERI(株) HNNNNNN-11862 令和3年03月25日

（仮称）虎ノ門3丁目計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部 東京都新宿区2丁目4番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11861 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）大阪市天王寺区茶臼山計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11721-1 令和3年03月25日

（仮称）川西市立総合医療センター 川西市 兵庫県川西市中央町12番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11706-1 令和3年03月22日

日本医科大学　武蔵小杉病院 学校法人　日本医科大学 東京都文京区千駄木一丁目1
番5号 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-11295-2 令和3年03月22日

奈良市保健所等複合施設 奈良市 奈良県奈良市二条大路南1-1-
1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-04525-1 令和3年03月22日

ホテル川六エルステージ高松 株式会社川六 香川県高松市百間1-2 (一財)日本建築センター MNNNNNN-00284-1 令和3年03月22日

（仮称）御堂筋ダイビル建替計画 ダイビル株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-6-
32 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11863 令和3年03月22日

（仮称）聖蹟桜ヶ丘プロジェクト　A敷地
株式会社東栄住宅 東京都西東京市芝久保町四丁

目26番3号
日本ERI(株) HNNNNNN-11686-1 令和3年03月22日

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号

（仮称）西五反田3丁目プロジェクトC棟

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2-2-2

(株)都市居住評価センター HNNNNNN-11643-1 令和3年03月22日
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2

（仮称）芝浦４丁目計画 野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿１丁目２
６番２号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11501-2 令和3年03月22日

広島駅南口計画（仮称） 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11634-2 令和3年03月22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) HFNBNNN-08098-7 令和3年03月22日

NTTさいたま新都心ビル 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿3丁目19
番2号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-00738-1 令和3年03月22日

（仮称）KAMAKURA Kona合同会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番2
8号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11421-2 令和3年03月18日

（仮称）港区西麻布四丁目計画 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2番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11857 令和3年03月18日

品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）1街区 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木2丁目2番
地2号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11856 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）中央区久太郎町２丁目計画
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 HNNNNNN-11700-1 令和3年03月18日

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5番13号

(仮称)MM53街区プロジェクト
ヤマハ株式会社 静岡県浜松市中区中沢町10番

1号
(一財)日本建築センター HNNBNNN-11852 令和3年03月18日

株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号

東芝ビルディング 野村不動産ビルディング株式
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 HNNBNNN-07922-3 令和3年03月18日

Z社オフィスビル 株式会社　ZOZO 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-
1WBGマリブウエスト15,16階 (一財)日本建築センター NNNFNNN-11352-3 令和3年03月17日

(仮称)四万十市文化複合施設 四万十市 高知県四万十市中村大橋通4
丁目10 日本ERI(株) NNNBNNN-11888 令和3年03月17日

水戸市新市民会館等施設建築物 泉町1丁目北地区市街地再開
発組合

茨城県水戸市泉町2丁目3番2
号 日本ERI(株) NNNBNNN-11378-1 令和3年03月17日

（仮称）本社ビル 株式会社　ナカノフドー建設 東京都千代田区九段北4-2-28 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11576-1 令和3年03月17日

（仮称）難波中二丁目開発計画のうちA敷地計画 Centara Osaka 特定目的会社
東京都千代田区内神田神保町一
丁目11番地
さくら綜合事務所内

(一財)日本建築センター HFNNNNN-11600-2 令和3年03月17日

清水建設株式会社北陸支店 清水建設株式会社北陸支店 石川県金沢市南町4番55号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11745-1 令和3年03月16日

パナソニックホームズW パナソニックホームズ株式会
社

大阪府豊中市新千里西町一丁
目1番4号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11809 令和3年03月15日

竹中工務店静岡営業所 株式会社　竹中工務店
名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦二丁目
2番13号 日本ERI(株) MNNNNNN-11752-1 令和3年03月15日

国民健康保険勝浦病院 勝浦町 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国
字久保田3 日本ERI(株) MNNNNNN-11545-1 令和3年03月15日

（仮称）五井有料老人ホーム・クリニック複合施設 医療法人芙蓉会　五井病院 千葉県市原市五井5155 日本ERI(株) MNNNNNN-11534-1 令和3年03月15日

西新宿KSビル 公益財団法人　鉄道弘済会 東京都千代田区麹町5-1 (一財)日本建築センター MFNNNNN-00855-1 令和3年03月15日

（仮称）青葉区昭和町計画 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二丁
目4番6号 日本ERI(株) HNNNNNN-11853 令和3年03月15日

100/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）品川プロジェクト 旭化成不動産レジデンス株式
会社　開発営業本部

東京都千代田区神田神保町一
丁目105番地 日本ERI(株) HNNNNNN-11771-1 令和3年03月15日

（仮称）三宮新港町計画（東棟）
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目3番23号
日本ERI(株) HNNNNNN-11428-2 令和3年03月15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）三宮新港町計画（西棟）
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目3番23号
日本ERI(株) HNNNNNN-11427-2 令和3年03月15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

新大工町地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 新大工町地区市街地再開発組
合 長崎県長崎市新大工町3-10 日本ERI(株) HNNNNNN-11338-2 令和3年03月15日

(仮称)Kアリーナプロジェクト 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 HNNBNNN-11684-1 令和3年03月15日

陸前高田市庁舎 陸前高田市 岩手県陸前高田市高田町字鳴
石42番地5 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-11305-1 令和3年03月11日

順天堂大学医学部附属静岡病院増改築計画（H棟増築） 学校法人順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11301-3 令和3年03月11日

清瀬市新庁舎 清瀬市長　渋谷　金太郎 東京都清瀬市中里五丁目842
番地 日本ERI(株) MNNNNNN-11239-1 令和3年03月11日

（仮称）名古屋市中区丸の内3丁目PRJ
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
日本ERI(株) HNNNNNN-11682-1 令和3年03月11日

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

蔵前計画（仮称） 日本郵政不動産株式会社
東京都千代田区大手町二丁目3
番1号
大手町ﾌﾟﾚｲｽｳｴｽﾄﾀﾜｰ24階

(一財)日本建築センター HNNNNNN-11679-2 令和3年03月11日

（仮称）南大塚Ⅳ計画 株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町1丁目7
番2号 日本ERI(株) HNNNNNN-11644-2 令和3年03月11日

創造館（仮称） 株式会社　技研製作所 高知県高知市布師田3948番地
1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11850 令和3年03月10日

大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物
D街区

大山町クロスポイント周辺地
区市街地再開発組合 東京都板橋区大山町31番10号 日本ERI(株) HNNNNNN-11848 令和3年03月10日

（仮称）渋谷区千駄ヶ谷四丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11571-2 令和3年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）グランドメゾン浄水ガーデンシティプロジェクトⅡ期－① (代表企業)積水ハウス株式会
社福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神１丁
目15-6綾杉ビル8F (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11424-2 令和3年03月10日

（仮称）DPL新横浜Ⅱ 大和ハウス港北開発特定目的
会社

東京都値や抱く飯田橋四丁目
7番1号　結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-11847 令和3年03月08日

富山県防災・危機管理センター（仮称） 富山県 富山県富山市新総曲輪1-7 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11659-1 令和3年03月08日

千葉市新庁舎整備 千葉市 千葉県千葉市中央区千葉港1
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11585-2 令和3年03月08日

愛媛県立新居浜病院 愛媛県 愛媛県松山市一番町四丁目4
番地2 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11330-1 令和3年03月08日

（仮称）有明北2-1-A街区計画（Brillia 有明Ⅳ） 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11152-3 令和3年03月08日

（仮称）三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業　複合棟-1 三田三・四丁目地区市街地再
開発組合 東京都港区三田三丁目11番4 (株)都市居住評価センター、

日本ERI(株) HFNBNNN-11334-2 令和3年03月08日

安芸市新庁舎 安芸市 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4番
40号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11846 令和3年03月05日

（仮称）上池袋2丁目計画 スターツCAM株式会社
建設技術本部一級建築士事務所

東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11845 令和3年03月05日

三井住友信託銀行株式会社　Gビル御堂筋01 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-1 日本ERI(株) MNNNNNN-01644-2 令和3年03月05日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　B-1街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号4F (一財)日本建築センター HNNNNNN-11459-2 令和3年03月05日

（仮称）西区靱本町計画 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 HNNNNNN-11453-2 令和3年03月05日

京阪神　OBPビル 京阪神ビルディング株式会社 大阪府大阪市中央区瓦町4-2-
14 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11331-1 令和3年03月05日

シマノ自転車博物館 公益財団法人シマノ・サイク
ル開発センター

大阪府堺市堺区大仙中町18番
２号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNNNNN-11765-1 令和3年03月04日

五層六段型自走式自動車車庫{SW-F56RSS-20} 綿半ソリューションズ株式会
社 東京都新宿区四谷1－4 (一財)日本建築センター NFENNNN-11873 令和3年03月03日

五層六段型自走式自動車車庫{SW-F56RSS-25} 綿半ソリューションズ株式会
社 東京都新宿区四谷1－4 (一財)日本建築センター NFENNNN-11872 令和3年03月03日

世田谷区本庁舎（西棟） 世田谷区長　保坂　展人 東京都世田谷区世田谷4-21-2
7 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11642-1 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

世田谷区本庁舎（東棟） 世田谷区長　保坂　展人 東京都世田谷区世田谷4-21-2
7 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11641-1 令和3年03月02日

資生堂新羽計画 スターツアメニティー株式会
社

東京都江東区一之江八丁目4
番3号 日本ERI(株) MNNNNNN-11612-2 令和3年03月02日

JR品川イーストビル 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 HNNNNNN-00114-1 令和3年03月02日

金沢市民サッカー場 金沢市 石川県金沢市広坂1丁目1番1
号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11867 令和3年02月26日

潮見プロジェクト 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16番
1号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11858 令和3年02月26日

uitada 札幌中央アーバン株式会社 北海道札幌市中央区南３条西
四丁目 日本ERI(株) NNNBNNN-11079-3 令和3年02月26日

（仮称）OYプロジェクト計画 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNBNNN-11590-2 令和3年02月26日

（仮称）鈴木様新丸子町計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11843 令和3年02月25日

（仮称）ESR川崎浮島ディストリビューションセンター パトリオット特定目的会社 東京都中央区日本橋1丁目4番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11837 令和3年02月25日

北部消防庁舎等複合施設 吹田市長　後藤　圭二 大阪府吹田市泉町1丁目3番40
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11836 令和3年02月25日

（仮称）根本様川崎区池田町1丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11611-1 令和3年02月25日

京都市新庁舎（本庁舎敷地） 京都市長 京都府京都市中京区寺町通り
御池上る上本能寺前町488番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-10530-3 令和3年02月25日

（仮称）大国町タワープロジェクト
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) HNNNNNN-11844 令和3年02月25日

サンヨーホームズ株式会社 大阪府大阪市西区西本町一丁
目4番1号

大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物
A街区

大山町クロスポイント周辺地
区市街地再開発組合 東京都板橋区大山町31番10号 日本ERI(株) HNNNNNN-11842 令和3年02月25日

品川開発プロジェクト(第Ⅰ期)4街区 東日本旅客鉄道株式会社 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 HNNBNNN-11840 令和3年02月25日

(仮称)西新宿一丁目地区プロジェクト 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11839 令和3年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-2街区　施設建築物 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 NNNBNNN-11705-1 令和3年02月22日

（仮称）千葉公園ドーム 日本写真判定株式会社 東京都千代田区富士見2丁目4
番11号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11468-4 令和3年02月22日

四国中央市　市民文化ホール 四国中央市 愛媛県四国中央市三島宮川4
丁目6番55号 日本ERI(株) NNNBNNN-10578-2 令和3年02月22日

(仮称)KICONA相模原店Ⅱ{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 NFENNNN-11851 令和3年02月22日

（仮称）DPL浦安Ⅲ 浦安施設開発特定目的会社 東京都中央区日本橋1丁目4番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11832 令和3年02月22日

（仮称）関口様台東区柳橋２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11632-1 令和3年02月22日

（仮称）日本橋三丁目共同ビル 東神開発株式会社 東京都世田谷区玉川３丁目17
番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11551-2 令和3年02月22日

（仮称）住友不動産　芝浦三丁目計画 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 日本ERI(株) MNNFNNN-11297-2 令和3年02月22日

（仮称）T＆TⅢビル 川瀬不動産株式会社 東京都新宿区新宿三丁目26番
11号　新宿高野ビル4F 日本ERI(株) MFNNNNN-11321-3 令和3年02月22日

（仮称）西区江戸堀1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 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11768-1 令和3年02月22日

NHK放送センター 日本放送協会 東京都渋谷区神南二丁目2番1
号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11835 令和3年02月22日

(仮称)晴海三丁目計画(オフィス棟) 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11834 令和3年02月22日

（仮称）天神ビジネスセンター 福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉一丁目2
番25号キャナルシティ・ビジネ
スセンタービル10階

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11248-3 令和3年02月22日

（仮称）大手町1-4-2計画 大手町142特定目的会社 東京都千代田区内神田二丁目２
番６号５階あすな会計事務所内 (一財)日本建築センター HNNBNNN-10940-9 令和3年02月22日

愛宕病院　三・五病棟 医療法人　新松田会 高知県高知市愛宕町1丁目1番
13号 日本ERI(株) MNNNNNN-11831 令和3年02月19日

入間病院　病院棟 北関東防衛局長　松田　尚久
埼玉県さいたま市中央区新都心
2-1さいたま新都心合同庁舎2号
館

(一財)さいたま住宅検査セン
ター MNNNNNN-11140-1 令和3年02月19日

（仮称）小杉町3丁目計画 東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11830 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

新綱島駅前地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 新綱島駅前地区市街地再開発
組合

神奈川県横浜市港北区綱島西
一丁目8番9-402号 日本ERI(株) HNNNNNN-11658-1 令和3年02月19日

（仮称）関東学院横浜都心キャンパス 学校法人　関東学院 神奈川県横浜市金沢区六浦東
1-50-1 日本ERI(株) HNNNNNN-11466-1 令和3年02月19日

渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業A街区 渋谷駅桜丘口地区市街地再開
発組合 東京都渋谷区桜丘町4番23号 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNNNNN-11268-2 令和3年02月19日

武蔵小山駅前通り地区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小山駅前通り地区市街地
再開発組合

東京都品川区小山台1丁目22
番8号 昭和ビル2階 日本ERI(株) HNNNNNN-11067-2 令和3年02月19日

神奈川芸術劇場・日本放送協会横浜放送会館合同施設
日本放送協会　横浜局長 神奈川県横浜市中区山下町28

1
(一財)日本建築センター MNNBNNN-06665-2 令和3年02月18日

神奈川県　知事 神奈川県横浜市中区日本大通
1

秋葉原ダイビル ダイビル株式会社 大阪市北区中之島3-6-32 (一財)日本建築センター HNNBNNN-01267-1 令和3年02月18日

（仮称）MBK大阪事務センター建替計画 株式会社　みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目
5番5号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11828 令和3年02月16日

（仮称）株式会社NICEパートナーズ様行徳駅前１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3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-11530-1 令和3年02月16日

ドコモ大阪南港ビル（建築物） 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町2丁目1
1番1号山王パークタワー (一財)日本建築センター MNNNNNN-00282-3 令和3年02月16日

日本生命熊本ビル 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 HNNNNNN-11829 令和3年02月16日

JR久留米駅前第二街区第一種市街地再開発事業 JR久留米駅前第二街区市街地
再開発組合 福岡県久留米市城南町3番9号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11719-1 令和3年02月16日

勝どき東地区第一種市街地再開発事業　A1棟 勝どき東地区市街地再開発組
合

東京都中央区勝どき四丁目13
番6号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11265-2 令和3年02月16日

大阪大学（吹田）医学部附属病院 国立大学法人大阪大学 大阪府吹田市山田丘1-1 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-08125-2 令和3年02月16日

（仮称）1BAN高槻店
新築計画{施設併用五層六段型自走式自動車車庫} 株式会社　ショウワパーク 大阪市淀川区宮原4丁目3番12

号 (一財)日本建築センター NFENNNN-11849 令和3年02月12日

（仮称）旧大名小学校跡地活用事業 大名プロジェクト特定目的会
社

福岡県福岡市中央区天神1丁
目13番2号 日本ERI(株) HNNBNNN-11494-2 令和3年02月10日

いわて県民情報交流センター 岩手県 岩手県盛岡市内丸10番1号 (一財)日本建築センター MFEBNNN-00506-1 令和3年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）西五反田3丁目プロジェクトB棟 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二丁目2
番2号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11636-2 令和3年02月09日

Ao＜アオ＞ 株式会社ダイショウ 東京都港区北青山3-11-7 (一財)日本建築センター、(株
)都市居住評価センター HNNBNNN-03149-1 令和3年02月09日

（仮称）港南二丁目ビル 大林新星和不動産株式会社 東京都千代田区九段南三丁目
3番6号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11646-1 令和3年02月08日

浜松いわた信用金庫　本部・本店 浜松磐田信用金庫 静岡県浜松市中区元城町114
－8 (一財)日本建築センター MNNBNNN-11825 令和3年02月08日

（仮称）大阪市福島区福島7丁目計画
日鉄興和不動産株式会社 大阪市中央区高麗橋四丁目1

番1号
日本ERI(株) HNNNNNN-11827 令和3年02月08日

関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁目
3番23号（中之島ダイビル内）

浜松町二丁目地区第一種市街地再開発事業　高層部・低層部 浜松町二丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区浜松町二丁目4番1
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11826 令和3年02月08日

大阪府　咲洲庁舎　 大阪府知事　吉村　洋文 大阪府大阪市中央区大手前2
丁目1番22号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-07479-2 令和3年02月08日

豊洲地区1-1街区開発計画
株式会社　ＮＩＰＰＯ 東京都中央区京橋一丁目19番

11号 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNFNNN-11179-6 令和3年02月08日

東急不動産株式会社　 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番1号

（仮称）須賀様南葛西2丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11822 令和3年01月28日

（仮称）金子様足立区千住仲町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-11442-2 令和3年01月28日

（仮称）ESR東扇島ディストリビューションセンター タント特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11821 令和3年01月28日

（仮称）元浅草三丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿二-四-一 日本ERI(株) HNNNNNN-11820 令和3年01月28日

（仮称）北区天満一丁目計画 関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁
目3番23号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11572-2 令和3年01月28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 HNNBNNN-08345-9 令和3年01月28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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

イオンネクスト誉田CFC イオンネクスト準備株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-
1 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11841 令和3年01月26日

（仮称）江東区亀戸6丁目計画　商業棟 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2 日本ERI(株) NNNBNNN-11461-1 令和3年01月26日

大和ハウスグループ　新研修センター　建設プロジェクト 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 NNNBNNN-11400-2 令和3年01月26日

(仮称)長崎市交流拠点施設整備・運営事業駐車場(4街区){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 NFENNNN-11717-1 令和3年01月26日

川崎駅西口開発計画 東日本旅客鉄道株式会社 神奈川県横浜市西区平沼１丁
目４０番２６号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11101-4 令和3年01月26日

（仮称）つくば市吾妻一丁目 株式会社　日本エスコン
東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
オークラプレステージタワー20
F

(一財)日本建築センター MNNNNNN-11743-1 令和3年01月25日

（仮称）DPL草加 草加開発特定目的会社 東京都中央区日本橋1丁目4番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11492-2 令和3年01月25日

（仮称）中央区日本橋浜町二丁目計画 西濃運輸株式会社 岐阜県大垣市田口町1番地 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11483-3 令和3年01月25日

長崎大学（坂本１）実験研究棟 国立大学法人　長崎大学 長崎県長崎市文教町1番14号 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-11208-3 令和3年01月25日

川越市脇田本町計画
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
(株)都市居住評価センター HNNNNNN-11817 令和3年01月25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
9番2号

名港ビルディング建替プロジェクト 名郵不動産株式会社 愛知県名古屋市港区入船2丁
目4番6号 日本ERI(株) HNNNNNN-11565-2 令和3年01月25日

西宮市第二庁舎（危機管理センター）整備事業 西宮市長　石井　登志郎 兵庫県西宮市六湛寺町10番3
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11281-2 令和3年01月25日

（仮称）仙台市青葉区大町1丁目マンションプロジェクト 関電不動産開発株式会社　 東京都中央区京橋1丁目11番8
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11249-1 令和3年01月25日

大塚製薬株式会社（仮称）大阪創薬研究所 大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町二丁
目9番 日本ERI(株) MNNNNNN-11815 令和3年01月20日

日南市新庁舎 日南市 宮崎県日南市中央通一丁目1
番地1 日本ERI(株) MNNNNNN-11813 令和3年01月20日

八女市新庁舎 八女市 福岡県八女市本町647番地 日本ERI(株) MNNNNNN-11812 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

習志野市消防本部庁舎 習志野市 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11510-1 令和3年01月20日

さいたま市民医療センター 社会医療法人
さいたま市民医療センター

埼玉県さいたま市西区島根29
9-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-01841-1 令和3年01月20日

（仮称）OM計画 オーエム４特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11816 令和3年01月20日

（仮称）羽沢横浜国大駅前　Ａ地区　開発計画 日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂1丁目8-1 日本ERI(株) HNNNNNN-11814 令和3年01月20日

みなとみらい44街区計画 積水ハウス株式会社
開発事業部

東京都渋谷区代々木二丁目１
番１号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11484-1 令和3年01月20日

川口栄町３丁目銀座地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築計
画

川口栄町３丁目銀座地区市街
地再開発組合

埼玉県川口市栄町三丁目10番
3号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11471-1 令和3年01月20日

（仮称）港区新橋６丁目計画 積水ハウス株式会社開発事業
部

東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11328-4 令和3年01月20日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号小石川富士ビル3階 (一財)日本建築センター HNNNNNN-10196-6 令和3年01月20日

（仮称）豊洲六丁目4-2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

(一財)日本建築センター、(株
)東京建築検査機構 HFEBNNN-11322-5 令和3年01月18日

一条免震住宅D-GU1 株式会社一条工務店 東京都江東区木場5丁目10-10 (一社)日本免震構造協会 MNNNNNN-11823 令和3年01月14日

バイタルネット本社建替計画 株式会社プレアーク 宮城県仙台市青葉区大町二丁
目6番18号 日本ERI(株) MNNNNNN-11811 令和3年01月14日

（仮称）鈴木様田端新町3丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11810 令和3年01月14日

帝京大学先端総合研究機構（仮） 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11415-2 令和3年01月14日

（仮称）石田様相之川４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3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11406-1 令和3年01月14日

（仮称）ウィザースレジデンス五井計画 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田四丁目３
番３号 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-11327-3 令和3年01月14日

福島県庁北庁舎及び西庁舎 福島県 福島県福島市杉妻町2番16号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-10051-3 令和3年01月14日

（仮称）住友不動産　曙橋計画 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 日本ERI(株) MNNFNNN-11606-1 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

新曽根崎ビル（仮称） 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町3
番15号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11512-3 令和3年01月14日

（仮称）大阪・新今宮駅前ホテル建設プロジェクト 新今宮開発特定目的会社 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 HNNNNNN-11309-2 令和3年01月14日

（仮称）中央区瓦町四丁目PJ

東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット関西住宅事業本部 大阪府大阪市中央区南船橋四

丁目4番3号
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11160-3 令和3年01月14日

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5番13号

（仮称）大阪市北区東天満二丁目集合住宅新築計画
株式会社サンケイビル 大阪府大阪市浪速区湊町二丁

目1番57号
日本ERI(株) HNNNNNN-11064-1 令和3年01月14日

阪急阪神不動産株式会社 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

新橋田村町地区市街地再開発事業 新橋田村町地区市街地再開発
組合 東京都港区西新橋一丁目13-1 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11063-5 令和3年01月14日

(仮称)髙島屋京都店 東神開発株式会社 東京都世田谷区玉川三丁目１
７番１号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11672-1 令和3年01月13日

GLP相模原プロジェクト SITE1 倉庫棟 相模原１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) MNNBNNN-11543-1 令和3年01月13日

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 2-1街区 B棟 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁
目2番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11004-4 令和3年01月13日

八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業　A-1街区　施設建築物
八重洲二丁目北地区市街地再開
発組合　理事長
住友生命保険相互会社

東京都中央区八重洲二丁目7
番2号 (一財)日本建築センター HFNFNNN-11206-4 令和3年01月13日

（仮称）Nプロジェクト{施設併用五層五段型自走式自動車車庫} アグナス株式会社 東京都千代田区神田和泉町1-
4-7　早尾ビル3階 (一財)日本建築センター NFENNNN-11824 令和3年01月07日

学校法人東京医科大学　立体駐車場新築計画
{施設併用三層四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 NFENNNN-11688-2 令和3年01月07日

春日部市新本庁舎 埼玉県春日部市 埼玉県春日部市中央六丁目二
番地

(一財)さいたま住宅検査セン
ター MNNNNNN-11806 令和3年01月06日

EQUINIX TY12x エクイニクス・ジャパン株式
会社

東京都中央区日本橋2丁目7番
1号　東京日本橋タワー35階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11805 令和3年01月06日

（仮称）首都高速道路株式会社神奈川局社屋 首都高速道路株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1
日土地ビル 日本ERI(株) MNNNNNN-10910-3 令和3年01月06日

（仮称）湘南鎌倉総合病院 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) MNNNNNN-04812-3 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

広島駅南口ビル　西棟 西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島5
丁目4番20号　中央ビル4F 日本ERI(株) HNNNNNN-11807 令和3年01月06日

蔵前計画（仮称） 日本郵政不動産株式会社
東京都千代田区大手町二丁目3
番1号
大手町ﾌﾟﾚｲｽｳｴｽﾄﾀﾜｰ24階

(一財)日本建築センター HNNNNNN-11679-1 令和3年01月06日

北8西1地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（A棟） 札幌駅北口8・1地区市街地再
開発組合

北海道札幌市東区北8条東1丁
目1番40号 日本ERI(株) HNNNNNN-11575-1 令和3年01月06日

北海道ボールパーク（仮称）建設計画 株式会社　ファイターズ
スポーツ＆エンターテイメント

北海道札幌市豊平区羊ケ丘1
番地 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11631-2 令和3年01月06日

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-3街区）　高層棟

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２
６番２号

日本ERI(株) HFNFNNN-11498-1 令和3年01月06日
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

中日ビル建替計画 中部日本ビルディング株式会
社 名古屋市中区栄四丁目1番1号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11797 令和3年01月06日

ＡＩＲ断震を用いた木造住宅（ＡＩＲ断震つくば展示場） 株式会社三誠ＡＩＲ断震シス
テム

東京都中央区新川１-22-11
茅場町イーストスクエア１階 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11731 令和3年01月04日

九州ろうきん本店ビル新築工事 九州労働金庫 福岡県福岡市中央区大手門3
丁目3番3号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11801 令和2年12月25日

長崎TEC CR棟 ソニーセミコンダクタマニュ
ファクチャリング株式会社

長崎県諫早市津久葉町1883-4
3 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11566-1 令和2年12月25日

（仮称）日立物流　東日本第二メディカル物流センター計画 株式会社日立物流 東京都中央区京橋2丁目9番2
号　日立物流ビル 日本ERI(株) MNNNNNN-11481-1 令和2年12月25日

（仮称）神田和泉町計画 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) MNNFNNN-11396-1 令和2年12月25日

うめきた2期区域開発事業北街区賃貸棟
大阪ガス都市開発株式会社 大阪府大阪市中央区平野町四

丁目1番2号
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11803 令和2年12月25日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町大手町
一丁目1番1号

（仮称）大阪市中央区南本町二丁目計画
大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目

3番5号
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11802 令和2年12月25日

東急不動産株式会社 大阪府大阪市中央区南船場四
丁目4番3号

（仮称）千葉公園ドーム 日本写真判定株式会社 東京都千代田区富士見2丁目4
番11号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11468-3 令和2年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大阪国際空港ターミナルビル 関西エアポート株式会社 大阪府大阪市西区西本町一丁
目4番1号 (株)国際確認検査センター NNNBNNN-10639-4 令和2年12月24日

香川　園江・香川　邦彦　邸
香川　邦彦 神奈川県小田原市飯田岡270

番地
(一財)日本建築センター MNNNNNN-11800 令和2年12月23日

香川　園江 神奈川県小田原市飯田岡270
番地

湖南市複合庁舎 湖南市　市長　谷畑　英吾 滋賀県湖南市中央一丁目1番
地 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11799 令和2年12月23日

大阪はびきの医療センター新病院棟
地方独立行政法人大阪府立病院
機構
大阪はびきの医療センター

大阪府羽曳野市はびきの3丁
目7番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11798 令和2年12月23日

中野区新庁舎整備事業 中野区長　酒井　直人 東京都中野区中野四丁目8番1
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11795 令和2年12月21日

清水建設株式会社東北支店建替計画 清水建設株式会社　東北支店 宮城県仙台市青葉区木町通一
丁目3番26号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11499-2 令和2年12月21日

（仮称）大田区西蒲田７丁目計画 株式会社　東京蒲田文化会館 東京都大田区西蒲田7-61-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11487-2 令和2年12月21日

中野二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A棟 中野二丁目地区市街地再開発
組合 東京都中野区中野二丁目25-8 日本ERI(株) HNNNNNN-11559-1 令和2年12月21日

（仮称）柏市柏四丁目10計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央1丁
目11番1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11417-3 令和2年12月21日

（仮称）大阪南本町タワー 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 日本ERI(株) HNNNNNN-11069-1 令和2年12月21日

（仮称）愛宕山周辺地区（Ⅰ地区） 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 HNNNNNN-10712-7 令和2年12月21日

(仮称)赤坂二丁目プロジェクト

エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11794 令和2年12月21日
森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3番1

7号

(仮称)名古屋東ビル エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1 日本ERI(株) HFNBNNN-01197-2 令和2年12月21日

(仮称)ヨドバシ甲府計画 株式会社ヨドバシホールディ
ングス

東京都新宿区新宿5丁目3番1
号 日本ERI(株) NNNBNNN-11756-1 令和2年12月18日

ウインズ札幌A館 札幌中央アーバン株式会社 北海道札幌市中央区南３条西
四丁目 日本ERI(株) NNNBNNN-11079-2 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）野﨑様西瑞江5丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11791 令和2年12月18日

（仮称）北野建設株式会社新長野本社ビル 北野建設株式会社 長野県長野市県町524 日本ERI(株) MNNNNNN-11450-1 令和2年12月18日

上田市新本庁舎 上田市 長野県上田市大手一丁目11番
16号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11432-2 令和2年12月18日

（仮称）日吉箕輪町計画B工区 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 MNNNNNN-11274-2 令和2年12月18日

高島屋南地区第一種市街地再開発 戸田建設株式会社 東京都港区芝浦3-9-1 日本ERI(株) HNNNNNN-11218-2 令和2年12月18日

堺東駅南地区第一種市街地再開発事業 堺東駅南地区再開発株式会社 堺市堺区中瓦町2-3-18
高砂屋ビル4階 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11046-1 令和2年12月18日

（仮称）メゾン三田建替計画 メゾン三田マンション建替組
合 東京都北区田端新町2-16-8 日本ERI(株) HNNNNNN-11042-3 令和2年12月18日

（仮称）天神ビジネスセンター 福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉一丁目2
番25号キャナルシティ・ビジネ
スセンタービル10階

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11248-2 令和2年12月18日

東京レールゲートEAST 日本貨物鉄道株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目
33番8号

(一財)さいたま住宅検査セン
ター MNNNNNN-11790 令和2年12月15日

八幡市新本庁舎整備事業 八幡市長　堀口　文昭 京都府八幡市八幡園内75他 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11789 令和2年12月15日

大宮駅西口第3-B地区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ｂ棟） 大宮駅西口第3-B地区市街地
再開発組合

埼玉県さいたま市大宮区桜木
町2丁目179番地 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11505-1 令和2年12月15日

勝どき東地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A2棟 勝どき東地区市街地再開発組
合

東京都中央区勝どき四丁目13
番6号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11273-3 令和2年12月15日

中野二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物　B棟 中野二丁目地区市街地再開発
組合 東京都中野区中野二丁目25-8 日本ERI(株) HNNFNNN-11555-1 令和2年12月15日

中央町19・20番街区第一種市街地再開発事業施設建築物 中央町19・20番街区市街地再
開発組合

鹿児島県鹿児島市中央町22-1
6　アエールプラザ315

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNBNNN-10989-5 令和2年12月15日

（仮称）丸石製薬株式会社　新特薬倉庫棟新築計画 丸石製薬株式会社 大阪府大阪市鶴見区今津中二
丁目4番2号 日本ERI(株) MNNNNNN-11787 令和2年12月14日

水戸市消防本部南消防署 水戸市 茨城県水戸市中央1丁目4-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11786 令和2年12月14日

（仮称）木内建設㈱本社建替プロジェクト 木内建設株式会社 静岡県静岡市駿河区国吉田1
丁目7番37号 日本ERI(株) MNNNNNN-11430-1 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

八代市新庁舎 熊本県八代市 熊本県八代市松江城1-25 日本ERI(株) MNNNNNN-11410-2 令和2年12月14日

小山市役所新庁舎 小山市 栃木県小山市中央町1-1-1 日本ERI(株) MNNBNNN-11411-3 令和2年12月14日

（仮称）若林区卸町二丁目計画 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2-4-
6 日本ERI(株) HNNNNNN-11788 令和2年12月14日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物
Ｂ－２街区（西）

虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目７番
３号４Ｆ (一財)日本建築センター HNNNNNN-11426-2 令和2年12月11日

品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）3街区 東日本旅客鉄道株式会社 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 HNNBNNN-11685-1 令和2年12月11日

ウェルネット札幌オフィス ウェルネット株式会社
東京都港区虎ノ門1丁目3番1号東
京虎ノ門グローバルスクエア14
階

日本ERI(株) NNNBNNN-11808 令和2年12月09日

中央大学多摩キャンパス　学部共通棟（仮称） 学校法人　中央大学 東京都八王子市東中野742番1 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11625-1 令和2年12月09日

（仮称）姫路市文化コンベンションセンター 姫路市 兵庫県姫路市安田4-1 (一財)日本建築総合試験所 NNNBNNN-11107-2 令和2年12月09日

パナソニックセンター東京
パナソニック株式会社 東京都江東区有明3丁目5番1

号
(一財)日本建築センター NNNBNNN-00147-1 令和2年12月09日

iLUKAJapan株式会社 東京都中央区日本橋室町一丁
目5番3号福島ビル8階

四層五段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）{ナイスパーク　NPS-4CR25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 NFENNNN-11804 令和2年12月09日

（仮称）高知電気ビル第2別館 四電ビジネス株式会社 香川県高松市丸の内2番5号 日本ERI(株) MNNNNNN-11782 令和2年12月09日

県央広域本部・防災センター合築庁舎（仮称） 熊本県 熊本県熊本市中央区水前寺六
丁目18番１号 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11781 令和2年12月09日

（仮称）中国新聞社データセンター新築計画 株式会社中国新聞社 広島県広島市中区土橋町7番1
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11780 令和2年12月09日

GLP　ALFALINK　流山7 株式会社　流山綜合開発 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) MNNNNNN-11779 令和2年12月09日

シマノ自転車博物館 公益財団法人シマノ・サイク
ル開発センター

大阪府堺市堺区大仙中町18番
２号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNNNNN-11765 令和2年12月09日

市川塩浜物流施設開発計画 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目2番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11689-1 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

安城更生病院新棟建築計画及び本棟改修計画のうち新棟建築計画 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) MNNNNNN-11621-1 令和2年12月09日

鹿児島大学（桜ヶ丘）外来診療棟・病棟 国立大学法人　鹿児島大学 鹿児島市郡元1丁目21番24号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11616-1 令和2年12月09日

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　埼玉県済生会加須病院 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部

埼玉県川口市西川口5丁目11
番5号

(一財)さいたま住宅検査セン
ター MNNNNNN-11564-1 令和2年12月09日

常滑市庁舎 常滑市 愛知県常滑市新開町4-1 (株)確認サービス MNNNNNN-11563-1 令和2年12月09日

（仮称）新データセンター建設計画 株式会社　ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町96 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11418-1 令和2年12月09日

株式会社マルハニチロ物流　名古屋物流センター 株式会社マルハニチロ物流 東京都中央区豊海町14-17 日本ERI(株) MNNNNNN-11375-1 令和2年12月09日

越谷市新本庁舎 越谷市役所 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2
番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11319-2 令和2年12月09日

(仮称)本郷一丁目計画 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 日本ERI(株) MFNNNNN-11783 令和2年12月09日

中央大学（仮称）駿河台記念館建替計画 学校法人　中央大学 東京都八王子市東中野742番1 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11785 令和2年12月09日

大阪駅西北ビル
大阪ターミナルビル株式会社

大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号
　梅田阪神第2ビルディング（ハービ
スENT）23階A区画

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11784 令和2年12月09日
西日本旅客鉄道株式会社
大阪工事事務所

大阪府大阪市北区芝田二丁目
4番24号

（仮称）ドコモ代々木第二ビル 株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町2丁目1
1番1号　山王パークタワー 日本ERI(株) HNNNNNN-11774 令和2年12月09日

渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業(B街区) 渋谷駅桜丘口地区市街地再開
発組合 東京都渋谷区桜丘町4番23号 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNNNNN-11269-2 令和2年12月09日

広島銀行　新本店ビル 株式会社広島銀行 広島県広島市中区紙屋町一丁
目3番8号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11176-2 令和2年12月09日

千葉銀行　本部棟建替え計画 株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港1-
2 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11139-5 令和2年12月09日

千住一丁目地区市街地再開発事業施設建築物 千住一丁目地区市街地再開発
組合 東京都足立区島根1丁目2-3 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNNNNN-10768-6 令和2年12月09日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号　小石川富士ビル3階 (一財)日本建築センター HNNNNNN-10197-8 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）西新プロジェクト 東京建物株式会社　九州支店 福岡県福岡市中央区天神2丁
目8番36号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNNNNN-11056-5 令和2年12月09日

（仮称）豊洲六丁目4-2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

(一財)日本建築センター、(株
)東京建築検査機構 HFEBNNN-11322-4 令和2年12月09日

伊丹市新庁舎 伊丹市役所 兵庫県伊丹市千僧一丁目1番
地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11660-1 令和2年12月04日

（仮称）TTMプロジェクト 三菱重工業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目
2番3号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11775 令和2年12月04日

（仮称）ヤンマー東京ビル セイレイ興産株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町1-32
YANMAR FLYING-Y BUILDING (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11387-1 令和2年12月04日

南2西3南西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南2西3南西地区市街地再開発
組合

北海道札幌市中央区南2条西2丁
目8番地NC北専ブロックビル7階

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNBNNN-11284-3 令和2年12月04日

西新宿五丁目中央南地区第一種市街地再開発事業 西新宿五丁目中央南地区市街
地再開発組合

東京都新宿区西新宿五丁目13
番14号AOKIYAKATA101号室

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNNNNN-11769 令和2年12月03日

（仮称）グランドメゾン唐人町1丁目計画 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15-6　綾杉ビル8F 日本ERI(株) HNNNNNN-11773 令和2年11月30日

所沢駅西口北街区第一種市街地再開発事業　施設建築物 所沢駅西口北街区市街地再開
発組合

埼玉県所沢市東住吉9-5
ARAIビル東棟2階 日本ERI(株) HNNNNNN-10876-3 令和2年11月30日

（仮称）大阪府食品流通センター新A棟 株式会社大阪府食品流通セン
ター

大阪府茨木市宮島一丁目2番1
号 日本ERI(株) NNNBNNN-11497-1 令和2年11月24日

枚方市総合文化芸術センター 枚方市 大阪府枚方市大垣内町二丁目
１番２０号 (一財)日本建築総合試験所 NNNBNNN-11014-2 令和2年11月24日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11436-2 令和2年11月19日

（仮称）井上様新宿区白銀町計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11772 令和2年11月18日

（仮称）株式会社三葉商事様菊川2丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11561-1 令和2年11月18日

和泉市新庁舎 和泉市長　辻　宏康 大阪府和泉市府中町二丁目7
番5号 日本ERI(株) MNNNNNN-11536-1 令和2年11月18日

（仮称）渋谷区道玄坂2丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11476-2 令和2年11月18日

長岡事業所 株式会社　データドック 新潟県長岡市上前島1丁目186
0番地 日本ERI(株) MNNNNNN-10800-1 令和2年11月18日

115/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）パール福岡建替計画 旭化成不動産レジデンス株式
会社　開発営業本部

東京都千代田区神田神保町一
丁目105番地 日本ERI(株) HNNNNNN-11691-1 令和2年11月18日

（仮称）桜山プロジェクト 株式会社NTT西日本アセット
・プランニング

愛知県名古屋市中区栄2丁目8
番25号 日本ERI(株) MNNNNNN-11770 令和2年11月16日

（仮称）品川プロジェクト 旭化成不動産レジデンス株式
会社　開発営業本部

東京都千代田区神田神保町一
丁目105番地 日本ERI(株) HNNNNNN-11771 令和2年11月16日

住友芝大門ビル 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1 日本ERI(株) NNNFNNN-11792 令和2年11月13日

(仮称)Dプロジェクト四国坂出B棟 大和ハウス工業株式会社東京
本店 東京都千代田区飯田橋3-12-1 日本ERI(株) NNNBNNN-11793 令和2年11月13日

福岡空港国内線旅客ターミナルビル 福岡国際空港株式会社 福岡県福岡市博多区大字下臼
井782番1 (一財)日本建築センター NNNBNNN-10269-3 令和2年11月13日

千葉市新庁舎整備 千葉市 千葉県千葉市中央区千葉港1
番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11585-1 令和2年11月13日

（仮称）株式会社キョクレイ本牧物流センター新設計画 株式会社　錢高組東京支社 東京都千代田区一番町３１番
地 日本ERI(株) MNNNNNN-11414-1 令和2年11月13日

（仮称）西区江戸堀1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 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11768 令和2年11月13日

（仮称）交通局跡地ホテル・サービス棟新築計画（ホテル棟） 南国殖産株式会社 鹿児島県鹿児島市中央町18番
地1 日本ERI(株) HNNNNNN-11662-1 令和2年11月13日

東京豊海冷蔵株式会社　新船橋物流センター 東京豊海冷蔵株式会社 東京都中央区豊海町13番9号 日本ERI(株) MNNNNNN-11763 令和2年11月10日

大和高田市新庁舎 大和高田市 奈良県大和高田市大字大中10
0番地1 日本ERI(株) MNNNNNN-11439-1 令和2年11月10日

（仮称）大阪ホテル計画 株式会社　フレンドステージ 埼玉県上尾市富士見二丁目1
番25号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11185-3 令和2年11月10日

大阪厚生信用金庫新本店ビル 大阪厚生信用金庫 大阪府大阪市中央区日本橋2
丁目8番14号 (一財)日本建築総合試験所 HNNFNNN-11384-1 令和2年11月09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 HNNBNNN-08345-8 令和2年11月09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）新電元工業　朝霞事業所プロジェクト 新電元工業株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2
番1号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11449-2 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）日本橋兜町7地区開発計画
山種不動産株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町8

番1号
(一財)日本建築センター HNNBNNN-11283-4 令和2年11月06日

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

（仮称）南堀江２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社
大阪支店

大阪府大阪市北区曽根崎2-6-
6　ｺｳﾂﾞｷｷｬﾋﾟﾀﾙｳｪｽﾄ10階 日本ERI(株) MNNNNNN-11535-1 令和2年11月05日

（仮称）銀泉西新橋ビル 銀泉株式会社 東京都千代田区九段南三丁目
9番15号 日本ERI(株) MNNNNNN-11504-1 令和2年11月05日

聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内施設リニューアル計画
新病院棟

学校法人
聖マリアンナ医科大学

神奈川県川崎市宮前区菅生2-
16-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11349-1 令和2年11月05日

新市立島田市民病院 市立島田市民病院 静岡県島田市野田1200番地-5 (一財)日本建築センター MNNNNNN-10972-2 令和2年11月05日

ドコモ大阪南港ビル（建築物） 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町2丁目1
1番1号山王パークタワー (一財)日本建築センター MNNNNNN-00282-2 令和2年11月05日

（仮称）名古屋三井ビルディング北館 三井不動産株式会社中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南
一丁目24番30号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11136-2 令和2年11月05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) HFNBNNN-08098-6 令和2年11月05日

（仮称）横濱ゲートタワープロジェクト
住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁

目4番35号
(一財)日本建築センター HNNBNNN-11315-4 令和2年11月04日

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号

浜松医療センター新病院 浜松市 静岡県浜松市中区元城町103-
2 日本ERI(株) MNNNNNN-11759 令和2年11月02日

（仮称）NRT10 デジタル東京1特定目的会社 東京都千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング11階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11573-1 令和2年11月02日

日本通運株式会社　西日本医薬品センター新築計画 日本通運株式会社 大阪府大阪市北区中津5丁目4
番10号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11367-3 令和2年11月02日

徳恩寺本堂新築計画 宗教法人　徳恩寺 横浜市港南区日野中央２－１
０－１４ (一財)日本建築センター MNNNNNN-11150-2 令和2年11月02日

松山赤十字病院　病院棟 松山赤十字病院 愛媛県松山市文京町1番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-10055-2 令和2年11月02日

東京都庁第二本庁舎 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 HNNNNNN-07104-2 令和2年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

東京都庁第一本庁舎 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 HNNNNNN-07103-1 令和2年11月02日

井原市立田中美術館 井原市 岡山県井原市井原町311番地1 日本ERI(株) NNNBNNN-11777 令和2年10月30日

福岡空港国際線ターミナルビル(仮称) 福岡国際空港株式会社 福岡県福岡市博多区大字下臼
井782番地1 日本ERI(株) NNNBNNN-11776 令和2年10月30日

（仮称）新小牧市立図書館 小牧市 愛知県小牧市堀の内三丁目1
番地 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11311-2 令和2年10月30日

H3プロジェクト{施設併用七層八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35番地5 (一財)日本建築センター NFENNNN-11778 令和2年10月30日

富士山静岡空港旅客ターミナルビル5番スポット固定橋 富士山静岡空港株式会社 静岡県牧之原市坂口3336番地
4 (一財)日本建築センター NNNBNNN-10552-5 令和2年10月28日

浜中町役場庁舎 浜中町役場 北海道厚岸群浜中町霧多布東
4条1丁目35番地1 日本ERI(株) MNNNNNN-11220-1 令和2年10月28日

琉球大学病院 国立大学法人琉球大学 沖縄県中頭郡西原町字千原1
番地 日本ERI(株) HNNNNNN-11758 令和2年10月28日

（仮称）DPL三郷Ⅲ 大和ハウス工業株式会社東京
支店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11755 令和2年10月23日

三菱電機ロジスティクス株式会社（仮称）彩都2期 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) MNNNNNN-11754 令和2年10月23日

竹中工務店静岡営業所 株式会社　竹中工務店
名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦二丁目
2番13号 日本ERI(株) MNNNNNN-11752 令和2年10月23日

（仮称）港区南麻布2丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11751 令和2年10月23日

彩都もえぎ物流施設（Ａ街区）

メック都市開発11号特定目的
会社

東京都中央区日本橋二丁目7
番1号

(一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11541-1 令和2年10月23日
阪急阪神不動産株式会社 大阪府大阪市北区芝田1丁目1

番4号

（仮称）横浜市中区山下町計画 株式会社カンコー 東京都港区芝浦4丁目17-11 日本ERI(株) MNNNNNN-11308-1 令和2年10月23日

大館市本庁舎 秋田県大館市 秋田県大館市字中城20番地 日本ERI(株) MNNNNNN-11195-1 令和2年10月23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一
丁目2番5号 日本ERI(株) MNNNNNN-08322-1 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

北海道ボールパーク（仮称）建設計画 株式会社　ファイターズ
スポーツ＆エンターテイメント

北海道札幌市豊平区羊ケ丘1
番地 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11631-1 令和2年10月23日

（仮称）赤坂2丁目開発計画
日本郵政不動産株式会社 東京都千代田区大手町二丁目

3番1号
(株)都市居住評価センター MNNNNNN-11358-2 令和2年10月22日

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

（仮称）本町二丁目計画 野村不動産株式会社
仙台支店

宮崎県仙台市青葉区中央3-2-
23 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11753 令和2年10月22日

（仮称）名駅南二丁目計画
名鉄不動産株式会社 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 HNNNNNN-11579-1 令和2年10月22日

総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31番19号

（仮称）新宿区四谷三栄町計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-11750 令和2年10月21日

（仮称）渋谷区笹塚計画 合同会社　丸エス 東京都渋谷区笹塚1-55-7 日本ERI(株) MNNNNNN-11748 令和2年10月19日

協和キリン株式会社（仮称）新品質棟新築計画 協和キリン株式会社 群馬県高崎市萩原町100-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11718-1 令和2年10月19日

社会福祉法人　同愛記念病院財団　同愛記念病院 社会福祉法人
同愛記念病院財団

東京都墨田区横綱二丁目1番1
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11605-1 令和2年10月19日

ＮＨＫ新佐賀放送会館 日本放送協会　佐賀放送局 佐賀県佐賀市城内2丁目15番8
号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-10856-3 令和2年10月19日

みなとパーク芝浦・（仮称）芝浦第二小学校 港区 東京都港区芝公園一丁目5番2
5号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-07857-6 令和2年10月19日

（仮称）御茶ノ水計画 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丁目4番
1号 日本ERI(株) MNNFNNN-11286-3 令和2年10月19日

梅田3丁目計画（仮称）
大阪ターミナルビル株式会社 大阪府大阪市北区梅田2丁目2

番22号
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11749 令和2年10月19日

日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番1号

（仮称）西五反田3丁目プロジェクトB棟 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二丁目2
番2号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11636-1 令和2年10月19日

所沢東町地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 所沢東町地区市街地再開発組
合

埼玉県所沢市御幸町6-1
サンライズ所沢306号室 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11223-1 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)神宮前駅東街区計画 名古屋鉄道株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一
丁目2番4号 日本ERI(株) NNNBNNN-11747 令和2年10月16日

(仮称)させぼ五番街立体駐車場{施設併用五層六段型自走式自動車車庫} 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 NFENNNN-11767 令和2年10月16日

学校法人東京医科大学　立体駐車場新築計画
{施設併用三層四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 NFENNNN-11688-1 令和2年10月16日

中央町19・20番街区第一種市街地再開発事業施設建築物 中央町19・20番街区市街地再
開発組合

鹿児島県鹿児島市中央町22-1
6　アエールプラザ315号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNBNNN-10989-4 令和2年10月16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
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 HFNBNNN-07928-9 令和2年10月15日

（仮称）富士ソフト汐留ビルＡ棟 富士ソフト株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町1-
1 日本ERI(株) MNNNNNN-11560-1 令和2年10月14日

ディスコ茅野工場B棟増築 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目１
３番１１号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11371-1 令和2年10月14日

大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業（PFI） ＰＦＩ大阪第６合同庁舎株式
会社

大阪府大阪市北区中之島三丁
目６番３２号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11496-1 令和2年10月14日

（仮称）千代田区飯田橋四丁目計画　住宅棟
トヨタホーム株式会社 愛知県名古屋市東区泉一丁目

23番22号
日本ERI(株) HNNNNNN-11219-1 令和2年10月14日

ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号

（仮称）福岡市中央区地行浜２丁目マンション計画（EAST棟） 三菱地所レジデンス株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁
目６番８号 日本ERI(株) HNNNNNN-11148-1 令和2年10月14日

滋賀県立体育館(仮称) しがクロス株式会社 滋賀県大津市におの浜一丁目
1番24号 日本ERI(株) NNNBNNN-11766 令和2年10月12日

KIND Center AGC株式会社千葉工場 千葉県市原市五井海岸10番地 ビューローベリタスジャパン(
株) NNNBNNN-11764 令和2年10月12日

（仮称）愛知海運本社事務所計画 愛知海運株式会社 名古屋市港区名港二丁目9番3
1号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11744 令和2年10月12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一
丁目2番5号 日本ERI(株) MNNNNNN-08321-1 令和2年10月12日

（仮称）イトーピア浜離宮建替計画 イトーピア浜離宮マンション
建替組合

東京都新宿区神楽坂一丁目1
番 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11479-1 令和2年10月12日

広島駅南口計画（仮称） 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11634-1 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

梅田１丁目１番地計画
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
(一財)日本建築総合試験所 HNNBNNN-10283-7 令和2年10月12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

(仮称)ヨドバシ甲府計画 株式会社ヨドバシホールディ
ングス

東京都新宿区新宿5丁目3番1
号 日本ERI(株) NNNBNNN-11756 令和2年10月09日

清水建設株式会社北陸支店 清水建設株式会社北陸支店 石川県金沢市南町4番55号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11745 令和2年10月07日

（仮称）豊洲六丁目4-3街区ホテル計画 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16-1 (一財)日本建築センター NFNNNNN-11620-1 令和2年10月07日

（仮称）彩都粟生北ビル エクイニクス・ジャパン株式
会社

東京都中央区日本橋2丁目7番
1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11553-1 令和2年10月07日

（仮称）梅田曽根崎計画 住友不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11133-3 令和2年10月07日

渋谷駅地区駅街区開発計画
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 HNNBNNN-08025-7 令和2年10月07日

東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

新橋田村町地区市街地再開発事業 新橋田村町地区市街地再開発
組合 東京都港区西新橋一丁目13-1 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11063-4 令和2年10月07日

豊田地域医療センター　新棟 豊田市 愛知県豊田市西町3丁目60番
地 (株)確認サービス MNNNNNN-10880-1 令和2年10月06日

うめきた2期区域開発事業南街区賃貸棟 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号

(一財)日本建築総合試験所、
日本ERI(株) HNNBNNN-11739 令和2年10月06日

（仮称）つくば市吾妻一丁目 株式会社　日本エスコン
東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
オークラプレステージタワー20
F

(一財)日本建築センター MNNNNNN-11743 令和2年10月05日

モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート 西武ハウス株式会社 福岡県福岡市中央区長浜三丁
目16番6号 日本ERI(株) HNNNNNN-11205-1 令和2年10月05日

名古屋市国際展示場新第1展示館整備事業 株式会社名古屋モノづくりメ
ッセ

愛知県名古屋市中区錦二丁目
2番13号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11587-1 令和2年10月02日

六層七段型自走式自動車車庫(防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可能
タイプ){ナイスパーク　NP-6CL-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 NFENNNN-11762 令和2年10月02日

六層七段型自走式自動車車庫(防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可能
タイプ){ナイスパーク　NP-6CR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 NFENNNN-11761 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-SF620型} 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字名石
浜35番地5 (一財)日本建築センター NFENNNN-11760 令和2年10月02日

山形県立新庄病院 山形県病院事業管理者 山形県山形市松波二丁目8-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11741 令和2年10月02日

プロロジスパーク草加プロジェクト 陣馬特定目的会社 東京都千代田丸の内2-7-3
東京ビルディング (一財)日本建築センター MNNNNNN-11740 令和2年10月02日

（仮称）共同印刷小石川本社計画 共同印刷株式会社 東京都文京区小石川4丁目14
番12号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11568-1 令和2年10月02日

十条駅西口地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 十条駅西口地区市街地再開発
組合

東京都北区上十条二丁目7番1
1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11516-1 令和2年10月02日

（仮称）難波中二丁目開発計画のうちA敷地計画 Centara Osaka 特定目的会社
東京都千代田区内神田神保町一
丁目11番地
さくら綜合事務所内

(一財)日本建築センター HFNNNNN-11600-1 令和2年10月02日

帝京大学先端総合研究機構（仮） 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11415-1 令和2年10月01日

（仮称）大阪市北区豊崎四丁目 野村不動産株式会社西日本支
社

大阪市西区阿波座1丁目4番4
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11667-1 令和2年10月01日

東大阪キャンパス情報学部棟(仮称) 学校法人　近畿大学 大阪府東大阪市小若江3丁目4
番1号 日本ERI(株) NNNBNNN-11757 令和2年09月30日

地方独立行政法人くまもと県北病院機構新病院 地方独立行政法人くまもと県
北病院機構 熊本県玉名市中1950番地 日本ERI(株) MNNNNNN-11372-1 令和2年09月28日

JCHO仙台病院
独立行政法人
地域医療機能推進機構
仙台病院

宮城県仙台市青葉区堤街3丁
目16-1 日本ERI(株) MNNNNNN-10923-1 令和2年09月28日

The Okura Tokyo 株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門二丁目10番
4号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-10502-9 令和2年09月24日

松江市新庁舎 松江市 島根県松江市末次町86番地 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11736 令和2年09月23日

（仮称）ニプロ健都イノベーションパーク施設　研究開発管理本部棟 ニプロ株式会社 大阪市北区本庄西3丁目9番3
号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11735 令和2年09月23日

世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館 世田谷区 東京都世田谷区
世田谷4-21-27 (一財)日本建築センター MNNNNNN-10735-3 令和2年09月23日

（仮称）南大塚Ⅳ計画 株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町1丁目7
番2号 日本ERI(株) HNNNNNN-11644-1 令和2年09月23日

南小岩六丁目地区第一種市街地再開発事業　Ⅱ街区 南小岩六丁目地区市街地再開
発組合

東京都江戸川区南小岩六丁目
31番8号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11365-1 令和2年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

君津6CGL設置　高層棟 日本製鉄株式会社
東日本製鉄所 千葉県君津市君津1番地 日本ERI(株) HNNNNNN-11266-2 令和2年09月23日

（仮称）ユニゾインエクスプレス大阪南本町計画 ユニゾホテル株式会社 東京都中央区八丁堀2丁目10
番9号 日本ERI(株) HNNNNNN-11082-2 令和2年09月23日

（仮称）西新宿五丁目北地区防災街区整備事業　防災施設建築物　A棟 西新宿五丁目北地区防災街区
整備事業組合

東京都新宿区西新宿六丁目25
番8号 日本ERI(株) HNNBNNN-11336-1 令和2年09月23日

成田市公設地方卸売市場 成田市 千葉県成田市花崎町760番地 日本ERI(株) NNNFNNN-11146-2 令和2年09月18日

関西国際空港第1ターミナルビル 関西エアポート株式会社 大阪府大阪市西区西本町一丁
目4番1号 (一財)日本建築総合試験所 NNNBNNN-07557-1 令和2年09月18日

（仮称）北品川５丁目計画 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 日本ERI(株) HNNBNNN-11051-2 令和2年09月18日

（仮称）歌舞伎町一丁目地区開発計画

株式会社
東急レクリエーション 東京都渋谷区桜丘町24番4号

日本ERI(株) HFNBNNN-11363-4 令和2年09月18日
東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

田辺市庁舎 田辺市長　真砂　充敏 和歌山県田辺市新屋敷町1番
地 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11734 令和2年09月17日

ＪＲ前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業 ファーストコーポレーション
株式会社

東京都杉並区荻窪四丁目30番
16号藤澤ビルディング8階 日本建築検査協会 HNNNNNN-11627-1 令和2年09月17日

DPL茨木北 彩都はなだ開発特定目的会社 東京都中央区日本橋1-4-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11730 令和2年09月14日

（仮称）垂水市新庁舎 鹿児島県垂水市役所 鹿児島県垂水市上町114番地 日本ERI(株) MNNNNNN-11728 令和2年09月14日

（仮称）DPL横浜戸塚 横浜戸塚施設開発特定目的会
社

東京都千代田区飯田橋4丁目7
番1号　結和税理士法人内 日本ERI(株) MNNNNNN-11727 令和2年09月14日

（仮称）横浜金沢物流センター新築計画 ＳＢＳロジコム株式会社 東京都墨田区太平四丁目1番3
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11554-1 令和2年09月14日

（仮称）タクマビル新館（研修センター） 株式会社タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺2-2-33 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11412-1 令和2年09月14日

飯塚消防署（消防庁舎） 飯塚地区消防組合 福岡県飯塚市片島3-16-8 日本ERI(株) MNNNNNN-11290-1 令和2年09月14日

（仮称）関西医科大学　タワー棟 学校法人関西医科大学 大阪府枚方市新町二丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11548-1 令和2年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）グランドメゾン薬院3丁目 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15-6綾杉ビル8階 日本ERI(株) HNNNNNN-11524-1 令和2年09月14日

（仮称）日本通運（株）新本社ビル計画 日本通運株式会社 東京都港区東新橋一丁目９番
３号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11470-2 令和2年09月14日

（仮称）㈱ソフトウェア・サービス東京支店 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2
丁目6番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11725 令和2年09月07日

宇土市庁舎 宇土市長　元松　茂樹 熊本県宇土市浦田町51 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11583-1 令和2年09月07日

三郷２号配送センター２期棟 三菱倉庫株式会社　東京支店 東京都中央区新川一丁目28番
24号 日本ERI(株) MNNNNNN-11416-1 令和2年09月07日

（仮称）KIX12 デジタル大阪3特定目的会社 東京都千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング11階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11353-3 令和2年09月07日

三井不動産インダストリアルパーク印西Ⅱ 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁
目2-1 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11192-2 令和2年09月07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 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 MFNBNNN-02108-3 令和2年09月07日

（仮称）九段南一丁目プロジェクト 合同会社ノーヴェグランデ 東京都中央区日本橋兜町5番1号
兜町第1平和ビル7階レコルテ内 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11419-2 令和2年09月07日

南2西3南西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南2西3南西地区市街地再開発
組合

北海道札幌市中央区南2条西2丁
目
8番地NC北専ブロックビル7階

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNBNNN-11284-2 令和2年09月07日

株式会社しまむら新本社 株式会社　しまむら 埼玉県さいたま市北区宮原町
2丁目19番4号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11236-2 令和2年09月04日

東京国際空港国際線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 NNNBNNN-08186-10 令和2年09月04日

（仮称）第一倉庫冷蔵株式会社　岩槻長宮第二物流センター 第一倉庫冷蔵株式会社 埼玉県さいたま市南区白幡5-
8-19 日本ERI(株) MNNNNNN-11532-1 令和2年09月04日

（仮称）Ｄプロジェクト江東深川 ディエイチ・アセット・ワン
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) MNNNNNN-11431-1 令和2年09月04日

Ｃｏｎｓｉｌｉｅｎｃｅ　Ｈａｌｌ　２０２０ 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) MNNNNNN-10993-3 令和2年09月04日

（仮称）損保ジャパン霞が関ビル 損害保険ジャパン株式会社 東京新宿区西新宿1-26-1 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11724 令和2年09月04日

（仮称）大阪市中央区内久宝寺町4丁目計画 三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪市北区天満橋一丁目8番3
0号 日本ERI(株) HNNNNNN-10994-2 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）大阪市中央区内久宝寺町4丁目計画 積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部

大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号 日本ERI(株) HNNNNNN-10994-2 令和2年09月04日

(仮称)広島駅南口ビル 施設併用立駐
{施設併用六層七段型自走式自動車車庫} 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFENNNN-11742 令和2年09月03日

（仮称）東京国際大学池袋国際キャンパス 学校法人　東京国際大学 東京都新宿区高田馬場4丁目2
3-23 日本ERI(株) HNNNNNN-11723 令和2年09月03日

川崎駅西口開発計画 東日本旅客鉄道株式会社 神奈川県横浜市西区平沼１丁
目４０番２６号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11101-3 令和2年09月03日

理化学研究所本部・事務棟 株式会社和光アールサポート
PFI

東京都江東区新砂一丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11465-1 令和2年09月02日

虎ノ門二丁目地区(再)特定業務代行施設建築物

株式会社虎ノ門エネルギーサ
ービス

東京都港区虎ノ門二丁目2番1
号

(一財)日本建築センター HNNBNNN-11720 令和2年09月02日
独立行政法人都市再生機構東
日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿六丁目5
番1号

Z社オフィスビル 株式会社　ZOZO 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-
1WBGマリブウエスト15,16階 (一財)日本建築センター NNNFNNN-11352-2 令和2年08月31日

大阪市立長居球技場((仮称)桜スタジアムプロジェクト)
大阪市 大阪府大阪市北区中之島一丁

目3番20号
(一財)日本建築総合試験所 NNNBNNN-11373-1 令和2年08月31日

桜スタジアム建設募金団体 大阪府大阪市東住吉区長居公
園一丁目1番

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-2街区）高層棟

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) HFNFNNN-10808-5 令和2年08月31日
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

協和キリン株式会社（仮称）新品質棟新築計画 協和キリン株式会社 群馬県高崎市萩原町100-1 日本ERI(株) MNNNNNN-11718 令和2年08月28日

（新）阪和病院＋（新）阪和記念病院 医療法人錦秀会 大阪市住吉区南住吉3丁目3番
7号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11490-1 令和2年08月28日

（仮称）笹塚1丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11475-1 令和2年08月28日

県立はりま姫路総合医療センター（仮称） 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)日本建築センター MNNNNNN-11312-1 令和2年08月28日

（仮称）大阪市天王寺区茶臼山計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11721 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

JR久留米駅前第二街区第一種市街地再開発事業 JR久留米駅前第二街区市街地
再開発組合 福岡県久留米市城南町3番9号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11719 令和2年08月28日

（仮称）北区天満一丁目計画 関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁
目3番23号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11572-1 令和2年08月28日

（仮称）西区靱本町計画 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 HNNNNNN-11453-1 令和2年08月28日

（仮称）新サンケイビル建替プロジェクト
不二鉱材株式会社 大阪府大阪市北区梅田二丁目

5番2号
日本ERI(株) HNNNNNN-11254-2 令和2年08月28日

株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目
7番2号

（仮称）大阪市中央区高津ＰＪ
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)日本建築センター HNNNNNN-11108-1 令和2年08月28日

関電不動産開発株式会社 大阪市北区中之島三丁目3番2
3号

（仮称）西新プロジェクト 東京建物株式会社　九州支店 福岡県福岡市中央区天神2丁
目8番36号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNNNNN-11056-4 令和2年08月27日

(仮称)S計画P3棟{施設併用七層八段型自走式自動車車庫} アグナス株式会社 東京都千代田区神田和泉町1
－4－7　早尾ビル3階 (一財)日本建築センター NFENNNN-11738 令和2年08月26日

(仮称)S計画P1／P2棟{施設併用七層八段型自走式自動車車庫} アグナス株式会社 東京都千代田区神田和泉町1
－4－7　早尾ビル3階 (一財)日本建築センター NFENNNN-11737 令和2年08月26日

（仮称）清湘会東砂クリニック新築計画 医療法人社団　清湘会 東京都江東区亀戸2-17-24 日本ERI(株) MNNNNNN-10949-1 令和2年08月26日

白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 白金一丁目東部北地区市街地
再開発組合

東京都白金一丁目29ｰ4
白金TNKビル3F ハウスプラス確認検査(株) HNNNNNN-11314-3 令和2年08月26日

（仮称）栄五丁目計画 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) HNNNNNN-11277-2 令和2年08月26日

（仮称）博多区新庁舎 福岡市 福岡県福岡市中央区天神1丁
目8番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11716 令和2年08月21日

（仮称）KIX13 デジタル大阪４特定目的会社
東京都千代田区霞が関3丁目2番6
号
東京倶楽部ビルディング11階

(一財)日本建築センター MNNNNNN-11666-1 令和2年08月21日

（仮称）中山視覚障害者福祉財団新中山記念会館 公益財団法人中山視覚障害者
福祉財団

兵庫県神戸市中央区神若通5
丁目3番26号 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11637-1 令和2年08月21日

京阪神虎ノ門ビル（仮称） 京阪神ビルディング株式会社 大阪府大阪市中央区瓦町4丁
目2番14号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11186-1 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）市川市新第１庁舎 市川市 千葉県市川市八幡一丁目1番1
号 日本ERI(株) MNNBNNN-10382-2 令和2年08月21日

八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業　A-1街区　施設建築物
八重洲二丁目北地区市街地再開
発組合　理事長
住友生命保険相互会社

東京都中央区八重洲二丁目7
番2号 (一財)日本建築センター HFNFNNN-11206-3 令和2年08月21日

（仮称）南2条西10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
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11713 令和2年08月19日

東急不動産株式会社住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部

北海道札幌市中央区北1条西4
丁目2番2号

JT本社ビル 日本たばこ産業株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目2番1
号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-09004-1 令和2年08月19日

筑波大学付属病院 国立大学法人筑波大学 茨城県つくば市天王台１丁目
１－１

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNNNNN-06416-1 令和2年08月18日

平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 平井五丁目駅前地区市街地再
開発組合

東京都江戸川区平井五丁目10
番12号 日本ERI(株) HNNNNNN-11712 令和2年08月18日

新曽根崎ビル（仮称） 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町3
番15号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11512-2 令和2年08月18日

（仮称）リーフィアタワー海老名Ｂ棟計画　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
(一財)日本建築センター HNNNNNN-11138-1 令和2年08月18日

小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台1丁目47番1
号

本厚木駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 本厚木駅南口地区市街地再開
発組合

神奈川県厚木市中町二丁目1
番24号柳田ビル7階 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11018-4 令和2年08月18日

神戸阪急ビル 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 日本ERI(株) HNNNNNN-10813-3 令和2年08月18日

（仮称）旧大名小学校跡地活用事業 大名プロジェクト特定目的会
社

福岡県福岡市中央区天神1丁
目13番2号 日本ERI(株) HNNBNNN-11494-1 令和2年08月18日

(仮称)シップヘルスケアグループ江坂ビル グリーンホスピタルサプライ
株式会社

大阪府吹田市春日三丁目20番
8号 日本ERI(株) NNNBNNN-11733 令和2年08月17日

イオンモール則武新町立体駐車場{施設併用七層八段型自走式自動車車
庫} 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFENNNN-11732 令和2年08月17日

（仮称）市民総合交流センター整備事業計画｛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 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 NFENNNN-11409-2 令和2年08月17日

(仮称)静岡理工科大学土木工学科棟 学校法人　静岡理工科大学 静岡県静岡市葵区相生町12－
18 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11726 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

産業医科大学病院急性期診療棟 学校法人　産業医科大学 福岡県北九州市八幡西区医生
ケ丘1番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11711 令和2年08月12日

国立長寿医療研究センター新棟 国立研究開発法人国立長寿医
療研究センター

愛知県大府市森岡町七丁目43
0 日本ERI(株) MNNNNNN-11710 令和2年08月12日

小山市役所新庁舎 小山市 栃木県小山市中央町1-1-1 日本ERI(株) MNNBNNN-11411-2 令和2年08月12日

清水建設株式会社東北支店建替計画 清水建設株式会社　東北支店 宮城県仙台市青葉区木町通一
丁目3番26号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11499-1 令和2年08月11日

（仮称）赤坂2丁目開発計画
日本郵政不動産株式会社 東京都千代田区大手町二丁目

3番1号
(株)都市居住評価センター MNNNNNN-11358-1 令和2年08月11日

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

（仮称）大日本印刷市谷工場整備計画〔中央街区時計台〕 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) MNNBNNN-11227-2 令和2年08月11日

（仮称）関電不動産八重洲ビル 関電不動産開発株式会社 東京都中央区京橋1丁目18番1
号　八重洲宝町ビル4階 日本ERI(株) HNNNNNN-11709 令和2年08月11日

（仮称）アパホテル＆リゾート＜大阪梅田駅タワー＞ アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町1-5 日本ERI(株) HNNNNNN-11708 令和2年08月11日

（仮称）渋谷区道玄坂二丁目開発計画
株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディ
ングス

東京都目黒区青葉台二丁目19
番10号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11231-2 令和2年08月11日

（仮称）新正和ビル 正和地所株式会社 東京都港区三田3丁目13番12
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNBNNN-11340-2 令和2年08月07日

（仮称）T＆TⅢビル 川瀬不動産株式会社 東京都新宿区新宿三丁目26番
11号　新宿高野ビル4F 日本ERI(株) MFNNNNN-11321-2 令和2年08月07日

（仮称）GBビル計画 有限会社　梅林 東京都中央区銀座7-11-6
徳島新聞ビル2F (株)都市居住評価センター MNNNNNN-11469-1 令和2年08月06日

（仮称）荒井様本所２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-11707 令和2年08月04日

（仮称）川西市立総合医療センター 川西市 兵庫県川西市中央町12番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11706 令和2年08月04日

日本通運株式会社　東日本医薬品センター新築計画 日本通運株式会社 東京都中央区日本橋人形町二
丁目26番5号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11460-2 令和2年08月04日

県立はりま姫路総合医療センター(仮称) 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 NFENNNN-11722 令和2年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

白十字病院（仮称）施設併用立駐｛施設併用四層五段型自走式自動車
車庫｝ 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFENNNN-11626-1 令和2年08月03日

柏崎市新庁舎 柏崎市 新潟県柏崎市中央区5-50 日本ERI(株) MNNNNNN-11115-2 令和2年08月03日

（仮称）東新橋一丁目計画 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 日本ERI(株) HNNNNNN-11298-3 令和2年08月03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) HFNBNNN-08098-5 令和2年08月03日

養父市文化会館(仮称)建設計画 養父市役所 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 (一財)日本建築総合試験所 NNNBNNN-11715 令和2年07月29日

（仮称）横濱ゲートタワープロジェクト 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11315-3 令和2年07月29日

株式会社二葉南港冷凍物流センター２期建設計画 株式会社　二葉 東京都港区高輪三丁目19番15
号 日本ERI(株) MNNNNNN-11703 令和2年07月28日

（仮称）安土町３丁目ビル 積水ハウス株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号 日本ERI(株) HNNNNNN-11698 令和2年07月28日

（仮称）渋谷区千駄ヶ谷四丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11571-1 令和2年07月28日

(仮称)長崎市交流拠点施設整備・運営事業駐車場(4街区){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 NFENNNN-11717 令和2年07月27日

（仮称）中央区久太郎町２丁目計画
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 HNNNNNN-11700 令和2年07月27日

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5番13号

(仮称)ラクエン建て替え計画 Parkキング建設株式会社 愛知県田原市緑が浜4号1番66 (一財)日本建築センター NFENNNN-11714 令和2年07月22日

仙台厚生病院 一般財団法人　厚生会 仙台市青葉区広瀬町４番５号 日本ERI(株) MNNNNNN-11699 令和2年07月22日

新大阪地区事務所ビル外新築（機器室ビル） 西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島5
丁目4番20号 日本ERI(株) MNNNNNN-11695 令和2年07月22日

新大阪地区事務所ビル外新築（事務所ビル） 西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島5
丁目4番20号 日本ERI(株) MNNNNNN-11693 令和2年07月22日

（仮称）DPL草加 草加開発特定目的会社 東京都中央区日本橋1丁目4番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11492-1 令和2年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

焼津市新庁舎 焼津市 静岡県焼津市本町二丁目16番
32号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11304-2 令和2年07月22日

（仮称）大阪市西区京町堀３丁目３３計画 エヌ・ティ・ティ都市開発
株式会社

大阪府大阪市西区土佐堀一丁
目3番7号 日本ERI(株) HNNNNNN-11697 令和2年07月22日

（仮称）大阪市中央区内本町2丁目計画 エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

大阪府大阪市中央区土佐堀一
丁目3番7号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11692 令和2年07月22日

（仮称）江東区亀戸6丁目計画　S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

9番2号
日本ERI(株) HNNNNNN-11382-2 令和2年07月22日

野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル45階

（仮称）江東区亀戸6丁目計画　N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

9番2号
日本ERI(株) HNNNNNN-11381-2 令和2年07月22日

野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル45階

資生堂新羽計画 スターツアメニティー株式会
社

東京都江東区一之江八丁目4
番3号 日本ERI(株) MNNNNNN-11612-1 令和2年07月20日

（仮称）上町台筆ケ崎プロジェクト 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) HNNNNNN-11696 令和2年07月20日

（仮称）パール福岡建替計画 旭化成不動産レジデンス株式
会社　

東京都千代田区神田神保町一
丁目105番地 日本ERI(株) HNNNNNN-11691 令和2年07月20日

（仮称）TCGビル新築計画 株式会社髙松コンストラクシ
ョングループ

大阪府大阪市淀川区新北野一
丁目2番3号 日本ERI(株) HNNNNNN-11690 令和2年07月20日

広島市中区富士見町PRJ. 富士見町開発合同会社 広島県広島市中区基町10番3
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11542-1 令和2年07月20日

（仮称）千葉公園ドーム 日本写真判定株式会社 東京都千代田区富士見2丁目4
番11号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11468-2 令和2年07月17日

（仮称）東京消防庁赤羽消防署志茂出張所庁舎(2)新築工事 東京都 東京都新宿区西新宿二丁目８
番１号 ハウスプラス確認検査(株) MNNNNNN-11678 令和2年07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二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNBNNN-07098-13 令和2年07月17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

市川塩浜物流施設開発計画 三井不動産株式会社
ロジスティクス本部

東京都中央区日本橋室町三丁
目2番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11689 令和2年07月15日

130/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）OYプロジェクト計画 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNBNNN-11590-1 令和2年07月15日

（仮称）聖蹟桜ヶ丘プロジェクト　A敷地
株式会社東栄住宅 東京都西東京市芝久保町四丁

目26番3号
日本ERI(株) HNNNNNN-11686 令和2年07月15日

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号

（仮称）芝浦４丁目計画 野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿１丁目２
６番２号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11501-1 令和2年07月14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 大阪府大阪市北区中之島3丁
目2番18号 日本ERI(株) MNNNNNN-03375-5 令和2年07月13日

品川開発プロジェクト（第Ⅰ期）3街区 東日本旅客鉄道株式会社 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 HNNBNNN-11685 令和2年07月13日

(仮称)Kアリーナプロジェクト 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 HNNBNNN-11684 令和2年07月13日

印西３
Inzai Development 合同会社
代表社員
エフエムアール・エルエルシー

東京都港区六本木１－６－１
泉ガーデンタワー27階 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11342-2 令和2年07月10日

（仮称）一之江7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3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11282-2 令和2年07月10日

牧田総合病院B棟 社会医療法人財団仁医会 東京都大田区大森北1丁目34
番6号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11260-3 令和2年07月10日

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス未来創造塾研究実験棟（仮称） 学校法人　慶應義塾 東京都港区三田2-15-45 日本ERI(株) MNNNNNN-10937-1 令和2年07月10日

苗穂駅北口西地区優良建築物等整備事業 株式会社　大京　北海道支店 北海道札幌市中央区北一条西3
丁目3番地　敷島プラザビル9階 日本ERI(株) HNNNNNN-11162-2 令和2年07月10日

千葉銀行　本部棟建替え計画 株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港1-
2 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11139-4 令和2年07月10日

大丸心斎橋店本館・北館 株式会社大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築総合試験所 HNNBNNN-01413-8 令和2年07月09日

宮崎県防災拠点庁舎（仮称） 宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10
番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-10828-3 令和2年07月08日

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-2街区　施設建築物 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 NNNBNNN-11705 令和2年07月03日

（仮称）新電元工業　朝霞事業所プロジェクト 新電元工業株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2
番1号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11449-1 令和2年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）埼玉県狭山市物流施設 合同会社アリス 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 日本ERI(株) MNNNNNN-11683 令和2年07月03日

名古屋市中区事務所ビル 有限会社
タマディックホールディングス

愛知県名古屋市東区泉1-10-2
3 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11592-1 令和2年07月03日

（仮称）真岡市新庁舎 真岡市 栃木県真岡市荒町5191番地 日本ERI(株) MNNNNNN-11134-1 令和2年07月03日

所沢駅西口北街区第一種市街地再開発事業　施設建築物 所沢駅西口北街区市街地再開
発組合

埼玉県所沢市東住吉9-5
ARAIビル東棟2階 日本ERI(株) HNNNNNN-10876-2 令和2年07月03日

リバティパーク枚方Ｄ棟
株式会社フジタ　大阪支店 大阪府大阪市北区堂島2-1-16

(一財)日本建築センター HNNNNNN-10863-1 令和2年07月03日
三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30

（仮称）歌舞伎町一丁目地区開発計画

株式会社
東急レクリエーション 東京都渋谷区桜丘町24番4号

日本ERI(株) HFNBNNN-11363-3 令和2年07月03日
東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

酒田駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 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 NFENNNN-11702 令和2年07月01日

(仮称)デルパラ南大沢 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 NFENNNN-11701 令和2年07月01日

新橋田村町地区市街地再開発事業 新橋田村町地区市街地再開発
組合 東京都港区西新橋一丁目13-1 (一財)日本建築センター HFNBNNN-11063-3 令和2年07月01日

横浜地方合同庁舎 ヨコハマしんこうパートナー
ズ株式会社

神奈川県横浜市西区みなとみら
い4-4-2
横浜ブルーアベニュー13階

日本ERI(株) MNNNNNN-11680 令和2年06月29日

（仮称）名古屋市中区丸の内3丁目PRJ
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
日本ERI(株) HNNNNNN-11682 令和2年06月29日

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

恵比寿ガーデンプレイスタワー 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 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11681 令和2年06月29日

(仮称)トヨタ自動車九州株式会社　組立工場 トヨタ自動車九州株式会社 福岡県宮若市上有木1番地 ビューローベリタスジャパン(
株) NNNBNNN-11122-2 令和2年06月26日

古川七日町西地区第一種市街地再開発事業施設建築物(北街区2){施設併
用四層五段型自走式自動車車庫} 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFENNNN-11694 令和2年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

新石川県立図書館 石川県知事　谷本　正憲 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11386-1 令和2年06月25日

（仮称）みなとみらい21中央地区37街区開発計画 合同会社KRF48　代表社員
一般社団法人カリスト

東京都千代田区内幸町二丁目
1番6号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-11441-1 令和2年06月25日

蔵前計画（仮称） 日本郵政不動産株式会社
東京都千代田区大手町二丁目3
番1号
大手町ﾌﾟﾚｲｽｳｴｽﾄﾀﾜｰ24階

(一財)日本建築センター HNNNNNN-11679 令和2年06月24日

（仮称）心斎橋ホテル計画 積水ハウス株式会社
開発事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番88号

(一財)日本建築センター、(一
財)日本建築総合試験所 HFNNNNN-11174-3 令和2年06月23日

サントリー商品開発センター サントリーホールディングス
株式会社 大阪市北区堂島浜2-1-40 (一財)日本建築センター NNNFNNN-01062-2 令和2年06月22日

勝どき東地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A2棟 勝どき東地区市街地再開発組
合

東京都中央区勝どき四丁目13
番6号 (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11273-2 令和2年06月22日

（仮称）錦二丁目7番第一種市街地再開発事業　A工区 錦二丁目7番地区市街地再開
発組合

愛知県名古屋市中区錦二丁目16
番1号　アベニューフシミ1601
5F

(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11221-2 令和2年06月22日

（仮称）港区芝浦２丁目計画
近鉄不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目7

番2号
(株)都市居住評価センター HNNNNNN-11182-2 令和2年06月22日東急不動産株式会社

住宅事業ユニット
首都圏住宅事業本部

東京都港区南青山二丁目6番2
1号

（仮称）柏の葉キャンパス162街区計画 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一丁目11
番1号 (株)都市居住評価センター HNNNNNN-11157-2 令和2年06月22日

mioka 不動産信託受託者
三井住友信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-04481-1 令和2年06月22日

（仮称）広川町新庁舎等建設 広川町 福岡県八女群広川町大字新代
1804番地1 日本ERI(株) MNNNNNN-11674 令和2年06月19日

名港ビルディング建替プロジェクト 名郵不動産株式会社 愛知県名古屋市港区入船2丁
目4番6号 日本ERI(株) HNNNNNN-11565-1 令和2年06月19日

市立秋田総合病院 地方独立行政法人
市立秋田総合病院

秋田県秋田市川元松丘町4番3
0号 日本ERI(株) HNNNNNN-11506-1 令和2年06月19日

（仮称）日本橋兜町7地区開発計画
山種不動産株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町8

番1号
(一財)日本建築センター HNNBNNN-11283-3 令和2年06月19日

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

那覇市第一牧志公設市場 那覇市 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1
号 日本ERI(株) NNNBNNN-11422-1 令和2年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

学校法人東京医科大学　立体駐車場新築計画 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 NFENNNN-11688 令和2年06月18日

D-Parking旭川駅前PJ(仮称) 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 NFENNNN-11687 令和2年06月18日

（仮称）松戸北部市場開発プロジェクト｛五層六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JFE蔵前ビル5階 (一財)日本建築センター NFENNNN-11156-1 令和2年06月18日

（仮称）豊洲六丁目４－２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

(一財)日本建築センター、(株
)東京建築検査機構 MFEBNNN-11322-3 令和2年06月18日

（仮称）西新井本町プロジェクト1期（西ウィング） スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-11669 令和2年06月17日

（仮称）港区弁天4丁目集合住宅
株式会社阪神住建 大阪府大阪市福島区吉野1丁

目21番14号
(一財)日本建築総合試験所 HNNNNNN-11670 令和2年06月17日

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

（仮称）市川市新第１庁舎 市川市 千葉県市川市八幡1丁目1番1
号 日本ERI(株) MNNBNNN-10382-1 令和2年06月16日

NHK新松江放送会館 日本放送協会　松江放送局 島根県松江市灘町1-21 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11668 令和2年06月15日

日本通運株式会社　東日本医薬品センター新築計画 日本通運株式会社 東京都中央区日本橋人形町二
丁目26番5号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11460-1 令和2年06月15日

日本通運株式会社　西日本医薬品センター新築計画 日本通運株式会社 大阪府大阪市北区中津5丁目4
番10号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11367-2 令和2年06月15日

焼津市新庁舎 焼津市 静岡県焼津市本町二丁目16番
32号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11304-1 令和2年06月15日

（仮称）瀬戸内海放送新社屋　移転プロジェクト（北棟） 株式会社　瀬戸内海放送 香川県高松市西宝町1-5-20 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11199-1 令和2年06月15日

(仮称)麹町新スタジオ棟建設プロジェクト 日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋1-6-1 (一財)日本建築センター MNNN-10446-4 令和2年06月15日

（仮称）大阪市北区豊崎四丁目 野村不動産株式会社西日本支
社

大阪市西区阿波座1丁目4番4
号 日本ERI(株) HNNNNNN-11667 令和2年06月15日

（仮称）KIX13 デジタル大阪４特定目的会社
東京都千代田区霞が関3丁目2番6
号
東京倶楽部ビルディング11階

(一財)日本建築センター MNNNNNN-11666 令和2年06月12日

伊丹市新庁舎 伊丹市役所 兵庫県伊丹市千僧一丁目1番
他 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11660 令和2年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

日本医科大学　武蔵小杉病院 学校法人　日本医科大学 東京都文京区千駄木一丁目1
番5号 (株)都市居住評価センター MNNNNNN-11295-1 令和2年06月12日

文京区立本郷小学校 文京区 東京都文京区春日1-16-21 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11090-1 令和2年06月11日

AT TOK 1-B 大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11665 令和2年06月10日

（仮称）ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター１ ESR幸浦１特定目的会社 東京都港区赤坂二丁目10-5 日本ERI(株) MNNNNNN-11663 令和2年06月10日

結城市庁舎 結城市 茨城県結城市大字結城１４４
７ 日本ERI(株) MNNNNNN-11147-2 令和2年06月10日

（仮称）交通局跡地ホテル・サービス棟新築計画（ホテル棟） 南国殖産株式会社 鹿児島県鹿児島市中央町18番
地1 日本ERI(株) HNNNNNN-11662 令和2年06月10日

皇漢堂製薬三田工場新棟 皇漢堂製薬株式会社 兵庫県尼崎市長州本通2-8-27 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11661 令和2年06月05日

富山県防災・危機管理センター（仮称） 富山県 富山県富山市新総曲輪1-7 (一財)日本建築センター MNNNNNN-11659 令和2年06月05日

新綱島駅前地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 新綱島駅前地区市街地再開発
組合

神奈川県横浜市港北区綱島西
一丁目8番9-402号 日本ERI(株) HNNNNNN-11658 令和2年06月05日

ジュールA 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
４番５号 日本ERI(株) NNNFNNN-11671 令和2年06月04日

神宮前六丁目地区第一種市街地再開発計画 神六再開発株式会社 東京都渋谷区神宮前六丁目28
番4 (株)都市居住評価センター NNNBNNN-11677 令和2年06月04日

(仮称)髙島屋京都店 東神開発株式会社 東京都世田谷区玉川三丁目１
７番１号 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11672 令和2年06月04日

一般財団法人電力中央研究所我孫子地区新本館 一般財団法人電力中央研究所 千葉県我孫子市我孫子1646 (一財)日本建築センター NNNBNNN-11357-1 令和2年06月04日

（仮称）大手町1-4-2計画 大手町１４２特定目的会社 東京都千代田区内神田二丁目２
番６号５階あすな会計事務所内 (一財)日本建築センター HNNBNNN-10940-8 令和2年06月04日

（仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区　Ａ棟 株式会社世界貿易センタービ
ルディング

東京都港区浜松町二丁目４番
１号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-10853-5 令和2年06月04日

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区　AC棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター HNNBNNN-10638-6 令和2年06月04日

（仮称）足立区六町123街区計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNNNNN-11562-1 令和2年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）中央区日本橋浜町二丁目計画 西濃運輸株式会社 岐阜県大垣市田口町1番地 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11483-2 令和2年06月03日

（仮称）渋谷区道玄坂2丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNNNNN-11476-1 令和2年06月03日

味の素株式会社（仮称）食品研究所北棟 味の素株式会社 東京都中央区京橋一丁目15番
1号 日本ERI(株) MNNNNNN-11404-1 令和2年06月03日

山陽放送株式会社　RSKイノベイティブ・メディアセンター本館 RSKホールディングス株式会
社

岡山県岡山市北区丸の内2-1-
3 (一財)日本建築総合試験所 MNNNNNN-11262-2 令和2年06月03日

（仮称）中村様早稲田鶴巻町計画 バルバス株式会社 東京都新宿区早稲田鶴巻町57
4 日本ERI(株) MNNNNNN-11255-1 令和2年06月03日

花王すみだ事業場 中央棟　建設計画 花王株式会社 東京都墨田区文花二丁目１番
３号 (株)東京建築検査機構 MNNNNNN-11212-3 令和2年06月03日

（仮称）東桜1-1再開発計画 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) HNNNNNN-11521-1 令和2年06月03日

小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 小杉町３丁目東地区市街地再
開発組合

神奈川県川崎市中原区新丸子東
一丁目835番5号KAHALA EAST2
201号室

日本ERI(株) HNNNNNN-10755-6 令和2年06月03日

（仮称）みどりの寮新築計画 日本国土開発株式会社 東京都港区赤坂四丁目9番9号 日本ERI(株) MNNNNNN-11285-1 令和2年06月01日

宮城野ビル（仮称） 宮城商事株式会社 宮城県仙台市青葉区中央一丁
目7番4号 日本ERI(株) HNNNNNN-11235-2 令和2年06月01日

（仮称）三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業　複合棟-1 三田三・四丁目地区市街地再
開発組合 東京都港区三田三丁目11-4 日本ERI(株) HNNBNNN-11334-1 令和2年06月01日

ローレルコート三番町 ローレルコート三番町
管理組合

東京都千代田区三番町7-6
ローレルコート三番町 (一財)日本建築センター MNNN-11657 令和2年05月22日

（仮称）日吉箕輪町計画 Ｃ工区
関電不動産開発株式会社 東京都中央区京橋一丁目18番

1号
(一財)日本建築センター MNNNNNN-11420-2 令和2年05月21日

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　新宿野村ビル

八代市新庁舎 熊本県八代市 熊本県八代市松江城1-25 日本ERI(株) MNNNNNN-11410-1 令和2年05月21日

テレビ新広島新社屋建設事業 株式会社　テレビ新広島 広島県広島市南区出汐2丁目3
－19 日本ERI(株) MNNNNNN-11259-1 令和2年05月21日

（仮称）首都高速道路株式会社神奈川局社屋 首都高速道路株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1
日土地ビル 日本ERI(株) MNNNNNN-10910-2 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ＮＨＫ新大津放送会館 日本放送協会　大津放送局 滋賀県大津市打出浜3-30 (一財)日本建築センター MNNNNNN-10909-3 令和2年05月21日

千葉県がんセンター新棟 千葉県病院局長 千葉市中央区市場町1番1号 日本ERI(株) MNNNNNN-10762-1 令和2年05月21日

みなとパーク芝浦・（仮称）芝浦第二小学校 港区 東京都港区芝公園一丁目5番2
5号 (一財)日本建築センター MNNNNNN-07857-5 令和2年05月21日

（仮称）大日本印刷市谷工場整備計画〔中央街区時計台〕 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) MNNB-11227-1 令和2年05月21日

（仮称）グランドメゾン浄水ガーデンシティプロジェクトⅡ期－① (代表企業)積水ハウス株式会
社福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神１丁
目15-6綾杉ビル8F (株)東京建築検査機構 HNNNNNN-11424-1 令和2年05月21日

新大工町地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 新大工町地区市街地再開発組
合 長崎県長崎市新大工町3-10 日本ERI(株) HNNNNNN-11338-1 令和2年05月21日

（仮称）横濱ゲートタワープロジェクト
住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁

目4番35号
(一財)日本建築センター HNNNNNN-11315-2 令和2年05月21日

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号

神奈川大学みなとみらいキャンパス（本体棟） 学校法人神奈川大学 神奈川県横浜市神奈川区六角
橋3-27-1 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11183-3 令和2年05月21日

（仮称）あいおいニッセイ同和損保　桜ヶ丘事務センター建替計画 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1-28-1 (一財)日本建築センター HNNNNNN-11137-1 令和2年05月21日

（仮称）大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物（高層
棟）

大船駅北第二地区市街地再開
発組合

神奈川県鎌倉市大船一丁目7
番5号大船末広神尾ビル5F (一財)日本建築センター HNNNNNN-10748-4 令和2年05月21日

（仮称）愛宕山周辺地区（Ⅰ地区） 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 HNNNNNN-10712-6 令和2年05月21日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号 (一財)日本建築センター HNNNNNN-10197-7 令和2年05月21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-08098-4 令和2年05月21日

（仮称）三井倉庫関東P&Mセンター 三井倉庫株式会社 東京都港区西新橋三丁目20番
1号 日本ERI(株) MNNN-11656 令和2年05月13日

GLP　ALFALINK　相模原IVプロジェクト 相模原４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-11655 令和2年05月13日

GLP流山Ⅶプロジェクト 株式会社　流山綜合開発 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-11654 令和2年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

中村区役所等複合庁舎等整備事業 名古屋市 愛知県名古屋市中区三の丸三
丁目1番1号 日本ERI(株) MNNN-11652 令和2年05月12日

（仮称）新さっぽろ駅周辺地区I街区マンション新築計画 大和ハウス工業株式会社
北海道支社

北海道札幌市東区北六条東8
丁目1番10号 日本ERI(株) HNNN-11653 令和2年05月12日

（仮称）栗原様荏原２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11651 令和2年05月11日

（仮称）大宮区下町2丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNN-11650 令和2年05月11日

（仮称）ＤＰＬ横浜港北Ｉ 大和ハウス港北開発特定目的
会社 東京都中央区日本橋2-7-1 日本ERI(株) MNNN-11649 令和2年05月11日

大阪医科大学附属病院新本館 学校法人　大阪医科薬科大学 大阪府高槻市大学町2番7号 (一財)日本建築センター MNNN-11647 令和2年05月11日

（仮称）港南二丁目ビル 大林新星和不動産株式会社 東京都千代田区九段南三丁目
3番6号 (一財)日本建築センター MNNN-11646 令和2年05月11日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　B-1街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号4F (一財)日本建築センター HNNN-11459-1 令和2年05月11日

世田谷区本庁舎（西棟） 世田谷区 東京都世田谷区世田谷4-21-2
7 (一財)日本建築センター MNNN-11642 令和2年04月30日

世田谷区本庁舎（東棟） 世田谷区 東京都世田谷区世田谷4-21-2
7 (一財)日本建築センター MNNN-11641 令和2年04月30日

京セラコミュニケーションシステム（株）（仮称）石狩データセンタ
ー＜DC棟＞

京セラコミュニケーションシ
ステム株式会社

京都府京都市伏見区竹田鳥羽
殿町６ (一財)日本建築センター MNNN-11640 令和2年04月30日

（仮称）千葉県総合救急災害医療センター 千葉県病院局 千葉県千葉市中央区市場町１
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-11639 令和2年04月30日

（仮称）西五反田3丁目プロジェクトC棟

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2-2-2

(株)都市居住評価センター HNNN-11643 令和2年04月28日
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2

日本銀行福岡支店 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-10845-2 令和2年04月27日

平城宮跡第一次大極殿院 国土交通省近畿地方整備局
国営飛鳥歴史公園事務所

奈良県高市郡明日香村大字平
田538 (一財)日本建築センター MNNN-10526-2 令和2年04月27日

（仮称）南大塚Ⅳ計画 株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町1丁目7
番2号 日本ERI(株) HNNN-11644 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ＪＲ前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業 ファーストコーポレーション
株式会社

東京都杉並区荻窪四丁目30番
16号藤澤ビルディング8階 日本建築検査協会 HNNN-11627 令和2年04月23日

神戸市西区総合庁舎 株式会社　OMこうべ 神戸市中央区港島中町6-9-1 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11638 令和2年04月20日

（仮称）中山視覚障害者福祉財団新中山記念会館 公益財団法人中山視覚障害者
福祉財団

兵庫県神戸市中央区神若通5
丁目3番26号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11637 令和2年04月17日

東京女子医科大学東医療センター 学校法人　東京女子医科大学 東京都新宿区河田町8-1 (一財)日本建築センター MNNN-11302-1 令和2年04月17日

（仮称）西五反田3丁目プロジェクトB棟 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二丁目2
番2号 (株)都市居住評価センター HNNN-11636 令和2年04月17日

北海道ボールパーク（仮称）建設計画 株式会社　ファイターズ
スポーツ＆エンターテイメント 札幌市豊平区羊ヶ丘1番地 (一財)日本建築センター HNNB-11631 令和2年04月15日

（仮称）上杉２丁目計画 住友不動産株式会社 宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目4番25号 日本ERI(株) MNNN-11633 令和2年04月14日

（仮称）関口様台東区柳橋２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11632 令和2年04月14日

（仮称）西新宿五丁目北地区防災街区整備事業　防災施設建築物　B棟 西新宿五丁目北地区防災街区
整備事業組合

東京都新宿区西新宿六丁目25
番8号 日本ERI(株) HNNN-11337-1 令和2年04月14日

ＣＬＵＢ ＴＨＥ．薬院ステーションタワー 株式会社　アライアンス 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁
目8番15号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11117-1 令和2年04月13日

広島駅南口計画（仮称） 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番1号 (一財)日本建築センター HNNB-11634 令和2年04月13日

（仮）snowpeak HQ resort 株式会社　スノーピーク 新潟県三条市中野原456 ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-11648 令和2年04月10日

大阪電気通信大学 学校法人大阪電気通信大学 大阪府寝屋川市初町18番8号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-11344-2 令和2年04月10日

（仮称）市民総合交流センター整備事業計画｛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 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-11409-1 令和2年04月10日

（仮称）神奈川区大口仲町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11429-1 令和2年04月09日

千葉大学（医病）中央診療棟 国立大学法人　千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-
33 (一財)日本建築センター MNNN-10985-2 令和2年04月09日

さいたま市立病院新病院 さいたま市 埼玉県さいたま市浦和区常盤
6-4-4 日本ERI(株) MNNN-10558-2 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）KONOIKEテクノセンター計画 株式会社鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺
町3-6-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11630 令和2年04月07日

静岡県富士山世界遺産センター 静岡県　 静岡市追手町9番6号 日本ERI(株) NNNB-10299-3 令和2年04月06日

（仮称）御茶ノ水計画 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 日本ERI(株) MNNF-11286-2 令和2年04月06日

（仮称）メゾン三田建替計画 メゾン三田マンション建替組
合 東京都北区田端新町2-16-8 日本ERI(株) HNNN-11042-2 令和2年04月06日

横浜市庁舎 横浜市建築局長　黒田　浩 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 HFNB-10836-4 令和2年04月06日

四層五段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛KITAGAWA PARKING5 (H-PQS475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-11645 令和2年04月03日

（仮称）サーパス宮の橋 株式会社穴吹工務店
北関東支店

栃木件宇都宮市大通り2-3-1
井門宇都宮ビル1F ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11508-1 令和2年04月03日

大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業Ａ棟 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNB-10943-4 令和2年04月03日

（仮称）丸の内１－３計画（タワー棟）
一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区大手町二丁目

６番１号
(一財)日本建築センター HNNB-10942-5 令和2年04月03日

株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ

東京都千代田区大手町一丁目
５番５号

プロロジスパーク猪名川1プロジェクト 蔵王特定目的会社 東京都千代田区丸の内二丁目
7番3号東京ビルディング (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11624 令和2年03月31日

安城更生病院新棟建築計画及び本棟改修計画のうち新棟建築計画 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-11621 令和2年03月30日

京都市新庁舎（本庁舎敷地） 京都市長 京都府京都市中京区寺町通り
御池上る上本能寺前町488番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10530-2 令和2年03月30日

大阪健康安全基盤研究所等一元化施設 地方独立行政法人
大阪健康安全基盤研究所

大阪府大阪市東成区中道1丁
目3-69 (一財)日本建築センター HNNN-11623 令和2年03月30日

（仮称）MJR熊本駅前タワー 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 日本ERI(株) HNNN-11622 令和2年03月30日

（仮称）港川プロジェクト 株式会社
ゆがふホールディングス 沖縄県名護市港2丁目6番5号 (一財)日本建築センター HNNN-11619 令和2年03月30日

小田原市市民ホール 小田原市 神奈川県小田原市荻窪300番
地 (株)都市居住評価センター NNNB-11318-1 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

順天堂大学医学部附属静岡病院増改築計画（H棟増築） 学校法人順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-11301-2 令和2年03月27日

神奈川県分庁舎 神奈川県 神奈川県横浜市中区日本大通
１ 日本ERI(株) MNNN-10557-2 令和2年03月27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-06411-2 令和2年03月27日

茶屋ヶ坂アパート 清水建設株式会社名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦一丁目
３－７ (一財)日本建築センター MNNN-11233-2 令和2年03月26日

（仮称）港区新橋６丁目計画 積水ハウス株式会社開発事業
部

東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-11328-3 令和2年03月26日

（仮称）中部国際医療センター 社会医療法人厚生会 岐阜県美濃加茂市古井町下古
井590

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-11495-1 令和2年03月25日

坂出市新庁舎 坂出市 香川県坂出市室町二丁目3番5
号 (一財)日本建築センター MNNN-10761-1 令和2年03月25日

（仮称）柏市柏四丁目10計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央1丁
目11番1号 (一財)日本建築センター HNNN-11417-2 令和2年03月25日

アイランドシティ オーシャン＆フォレスト タワーレジデンスＥ棟 アイランドシティ環境配慮街
区画地Ｂ分譲棟企業連合体

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15番6号 日本ERI(株) HNNN-11393-1 令和2年03月25日

アイランドシティ オーシャン＆フォレスト タワーレジデンスＷ棟 アイランドシティ環境配慮街
区画地Ｂ分譲棟企業連合体

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15番6号 日本ERI(株) HNNN-11392-1 令和2年03月25日

（仮称）中央区上町計画

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-
1-3

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-11234-1 令和2年03月25日
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁

目3番23号

鹿児島大学（桜ヶ丘）外来診療棟・病棟 国立大学法人　鹿児島大学 鹿児島市郡元1丁目21番24号 (一財)日本建築センター MNNN-11616 令和2年03月24日

福岡歯科大学医科歯科総合病院建替計画 学校法人　福岡学園 福岡市早良区田村二丁目15番
1号 (一財)日本建築センター MNNN-11258-2 令和2年03月24日

（仮称）本町サンケイビル 株式会社サンケイビル 大阪府大阪市浪速区湊町2-1-
57 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11473-1 令和2年03月24日

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業　２-１街区
Ｂ棟 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁

目2番1号 (一財)日本建築センター HNNB-11004-3 令和2年03月24日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号 (一財)日本建築センター HFNB-11436-1 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）吹田市豊津町計画 スターツＣＡＭ株式会社
大阪支店

大阪府大阪市北区曽根崎2-6-
6 ｺｳﾂﾞｷｷｬﾋﾟﾀﾙｳｪｽﾄ10階 日本ERI(株) MNNN-11618 令和2年03月23日

株式会社ジェイアール東日本ビルディング（仮称）西五反田３丁目プ
ロジェクトＡ棟

株式会社ジェイアール東日本
ビルディング

東京都渋谷区代々木二丁目7-
7 (一財)日本建築センター HNNN-11617 令和2年03月23日

（仮称）港区高輪1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
日本ERI(株) HNNN-11114-2 令和2年03月23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
9番2号

日赤愛知災害管理センター棟 名古屋第二赤十字病院 愛知県名古屋市昭和区妙見町
2番地の9 (株)確認サービス MNNN-11385-1 令和2年03月19日

株式会社村田製作所　みなとみらいイノベーションセンター 株式会社村田製作所 京都府長岡京市東神足1丁目1
0番1号 日本ERI(株) HNNN-11119-2 令和2年03月19日

（仮称）大田区西蒲田７丁目計画 株式会社　東京蒲田文化会館 東京都大田区西蒲田7-61-1 日本ERI(株) MNNN-11487-1 令和2年03月18日

（仮称）新福井県繊協ビル
駐車場棟｛施設併用六層七段型自走式自動車車庫（地下一層付）｝ 雄健工業株式会社 熊本件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-11635 令和2年03月17日

東京医科歯科大学　機能強化棟 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 日本ERI(株) MNNN-11615 令和2年03月17日

葛西トラックターミナルＡ棟（仮称） 日本自動車ターミナル株式会
社

東京都千代田区平河町二丁目
7番9号JA共済ビル11階 (一財)日本建築センター MNNN-11614 令和2年03月17日

ドコモ大阪南港ビル（建築物） 株式会社ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町2丁目1
1番1号山王パークタワー (一財)日本建築センター MNNN-00282-1 令和2年03月17日

資生堂新羽計画 スターツアメニティー株式会
社

東京都江東区一之江八丁目4
番3号 日本ERI(株) MNNN-11612 令和2年03月16日

（仮称）根本様川崎区池田町1丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11611 令和2年03月16日

練馬光が丘病院 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
6番3号 日本ERI(株) MNNN-11610 令和2年03月16日

新中央区総合庁舎 神戸市 兵庫県神戸市中央区加納町6-
5-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-05665-1 令和2年03月16日

（仮称）名駅一丁目計画 鹿島建設株式会社中部支店 愛知県名古屋市中区新栄町二
丁目14番地

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-11209-2 令和2年03月16日

大阪府済生会富田林病院建設事業 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部大阪府済生会

大阪府大阪市中央区谷町七丁
目4番15号 日本ERI(株) MNNN-11250-2 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 白金一丁目東部北地区市街地
再開発組合

東京都白金一丁目29ｰ4
白金TNKビル3F ハウスプラス確認検査(株) HNNN-11314-2 令和2年03月13日

（仮称）仲よし幼稚園跡地活用計画

三井不動産レジデンシャル株
式会社千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目11番1号

(株)都市居住評価センター HNNN-10560-3 令和2年03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

9番2号

（仮称）MM21-54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 (一財)日本建築センター HFNB-10868-5 令和2年03月13日

京都市立芸術大学（Ｃ地区） 京都市 京都府京都市中京区寺町通御
池上る上本能寺前町488番地 (一財)日本建築センター MNNN-11602 令和2年03月12日

理研計器株式会社　開発センターⅡ期建設工事 理研計器株式会社 東京都板橋区小豆沢2-7-6 (一財)日本建築センター MNNN-11333-1 令和2年03月12日

宮崎県防災拠点庁舎（仮称） 宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10828-2 令和2年03月12日

岡山県警察本部庁舎 岡山県知事　伊原木　隆太 岡山県岡山市北区内山2丁目4
番6号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10796-1 令和2年03月12日

（仮称）東新橋一丁目計画 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 日本ERI(株) HNNN-11298-2 令和2年03月12日

大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業
施設建築物等

大宮駅東口大門町２丁目中地
区市街地再開発組合

埼玉県さいたま市大宮区大門
町2丁目26番地　鍵利ビル2Ｆ 日本ERI(株) HNNN-10973-2 令和2年03月12日

（仮称）渋谷区役所建替プロジェクト　住宅棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNN-10769-4 令和2年03月12日

(仮称)広島大学跡地「知の拠点」再生プロジェクト

三井不動産レジデンシャル株
式会社

広島県広島市中区中町9番12
号

(一財)日本建築センター HNNN-10757-2 令和2年03月12日
三菱地所レジデンス株式会社 広島県広島市中区大手町三丁

目7番5号

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-1街区　施設建築物 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-11478-1 令和2年03月11日

（仮称）ヒューリック成増 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 日本ERI(株) NNNB-11607 令和2年03月10日

（仮称）住友不動産　曙橋計画 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 日本ERI(株) MNNF-11606 令和2年03月10日

社会福祉法人　同愛記念病院財団　同愛記念病院 社会福祉法人
同愛記念病院財団

東京都墨田区横綱二丁目1番1
1号 日本ERI(株) MNNN-11605 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

自衛隊福岡病院 九州防衛局 福岡県福岡市博多区博多駅東
2-10-7 福岡第２合同庁舎５Ｆ (一財)日本建築センター MNNN-11603 令和2年03月09日

（仮称）天神ビジネスセンター 福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉一丁目2
番25号キャナルシティ・ビジネ
スセンタービル10階

(一財)日本建築センター HNNB-11248-1 令和2年03月09日

大阪貯金事務センター 株式会社　ゆうちょ銀行 東京都千代田区大手町二丁目
3番1号 (一財)日本建築センター MNNN-11102-2 令和2年03月07日

六層七段型自走式自動車車庫{A-67F2.5} アグナス株式会社 東京都千代田区神田和泉町1-
4-7早尾ビル3階 (一財)日本建築センター NFEN-11629 令和2年03月06日

六層七段型自走式自動車車庫{A-67F} アグナス株式会社 東京都千代田区神田和泉町1-
4-7早尾ビル3階 (一財)日本建築センター NFEN-11628 令和2年03月06日

株式会社メディカルヘルスクラブ　新茅ヶ崎中央病院 株式会社メディカルヘルスク
ラブ

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎二丁
目２番３号 (一財)日本建築センター MNNN-10977-2 令和2年03月06日

新宿住友ビル 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 日本ERI(株) HNNN-10895-5 令和2年03月06日

成田国際空港新ランプコントロールタワー 成田国際空港株式会社 千葉県成田市古込宇古込1-1
（成田国際空港内） (一財)日本建築センター MNNN-10646-2 令和2年03月05日

千葉銀行　本部棟建替え計画 株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港1-
2 (一財)日本建築センター HNNN-11139-3 令和2年03月05日

（仮称）大手町1-4-2計画 大手町１４２特定目的会社 東京都千代田区内神田二丁目２
番６号５階あすな会計事務所内 (一財)日本建築センター HNNB-10940-7 令和2年03月05日

（仮称）麹町五丁目計画 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 日本ERI(株) HFNB-10887-5 令和2年03月05日

白十字病院（仮称）施設併用立駐｛施設併用四層五段型自走式自動車
車庫｝ 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-11626 令和2年03月04日

東京エレクトロン　テクノロジーソリューションズ(株)　藤井事務所
新棟計画

東京エレクトロンテクノロジ
ーソリューションズ株式会社

山梨県韮崎市藤井町北下条23
81-1 (一財)日本建築センター MNNN-11288-1 令和2年03月04日

富山県立大学新棟 富山県知事　石井　隆一 富山県富山市新総曲輪1-7 日本ERI(株) MNNN-10961-2 令和2年03月04日

エビススバルビル スバル興産株式会社 東京都渋谷区恵比寿1-20-8エ
ビススバルビル5F (一財)日本建築センター MNNB-08266-3 令和2年03月04日

（仮称）豊洲六丁目４－２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

(一財)日本建築センター、(株
)東京建築検査機構 MFEB-11322-2 令和2年03月04日

旭・板屋Ａ－２地区第一種市街地再開発事業施設建築物 旭・板屋Ａ－２地区市街地再
開発組合

静岡県浜松市中区旭町10番地
8 (一財)日本建築センター HNNN-10924-1 令和2年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）大井一丁目マンション
三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町1丁目9

番2号
日本ERI(株) HNNN-10900-1 令和2年03月04日

伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂二丁目9番11
号

（仮称）アパホテル＆リゾート&lt;両国駅タワー&gt; アパ株式会社 石川県金沢市大和町1-5 日本ERI(株) HNNN-10794-1 令和2年03月04日

（仮称）歌舞伎町一丁目地区開発計画

株式会社
東急レクリエーション 東京都渋谷区桜丘町24番4号

日本ERI(株) HNNB-11363-2 令和2年03月04日
東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

中央大学多摩キャンパス　学部共通棟（仮称） 学校法人　中央大学 東京都八王子市東中野742番1 (一財)日本建築センター NNNB-11625 令和2年03月03日

（仮称）友田町四丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 四丁目再開発株式会社 和歌山県和歌山市八番丁9番
地　パーク県信ビル606号 (一財)日本建築センター HNNN-10999-3 令和2年03月03日

（仮称）豊洲六丁目4-3街区ホテル計画 清水建設株式会社 東京都中央区京橋二丁目16-1 (一財)日本建築センター NFNN-11620 令和2年03月02日

（仮称）KAMAKURA Kona合同会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番2
8号 (一財)日本建築センター MNNN-11421-1 令和2年03月02日

（仮称）新宿南口ＪＲ・小田急共同計画　ＪＲ・小田急共同ビル
小田急ホテル・オフィス部分 小田急電鉄株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目28

番12号 (一財)日本建築センター HNNN-11546 令和2年03月02日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物
Ｂ－２街区（西）

虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目７番
３号４Ｆ (一財)日本建築センター HNNN-11426-1 令和2年03月02日

（仮称）堂島タワー SKハウジング株式会社 大阪府大阪市北区西天満5-2-
18三共ビル東館9F (一財)日本建築総合試験所 HNNN-04102-2 令和2年03月02日

（仮称）中央区日本橋浜町二丁目計画 西濃運輸株式会社 岐阜県大垣市田口町1番地 (株)東京建築検査機構 MNNN-11483-1 令和2年02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二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-07098-12 令和2年02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

大丸心斎橋店本館・北館 株式会社大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-01413-7 令和2年02月28日

島根県立古代出雲歴史博物館 島根県 島根県松江市殿町1番地 (一財)日本建築センター NNNB-01266-1 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

住友不動産秋葉原駅前ビル 神田練塀町地区市街地再開発
組合

東京都千代田区神田佐久間一
丁目14番

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10668-6 令和2年02月27日

（仮称）三菱倉庫芝浦計画 三菱倉庫株式会社　東京支店 東京都中央区新川一丁目28番
24号 日本ERI(株) MNNN-11601 令和2年02月25日

弘前大学（医病）病棟新営 国立大学法人　弘前大学 青森県弘前市大字文京町1番
地 (一財)日本建築センター MNNN-11598 令和2年02月25日

（仮称）三田様三郷中央１丁目計画免震プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNN-11596 令和2年02月25日

西湘実験フィールドドーム型事務所棟新築計画 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-11335-1 令和2年02月25日

牧田総合病院B棟 社会医療法人財団仁医会 東京都大田区大森北1丁目34
番6号 (一財)日本建築センター MNNN-11260-2 令和2年02月25日

（仮称）Landport厚木愛川町 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) MNNN-11177-1 令和2年02月25日

徳恩寺本堂新築計画 宗教法人　徳恩寺 横浜市港南区日野中央２－１
０－１４ (一財)日本建築センター MNNN-11150-1 令和2年02月25日

多治見駅南地区第一種市街地再開発事業（住宅棟） 多治見駅南地区市街地再開発
組合

岐阜県多治見市栄町一丁目6
番地1 日本ERI(株) HNNN-11597 令和2年02月25日

（仮称）三宮新港町計画（東棟）
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目3番23号
日本ERI(株) HNNN-11428-1 令和2年02月25日

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号

（仮称）三宮新港町計画（西棟）
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目3番23号
日本ERI(株) HNNN-11427-1 令和2年02月25日

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号

（仮称）有明北2-1-A街区計画（Brillia 有明Ⅳ） 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号 (一財)日本建築センター HNNN-11152-2 令和2年02月25日

（仮称）KIX12 デジタル大阪3特定目的会社 東京都千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング11階 (一財)日本建築センター MNNN-11353-2 令和2年02月21日

弥富市新庁舎 弥富市 愛知県弥富市前ヶ須町南本田
335 (一財)日本建築センター MNNN-10033-2 令和2年02月21日

（仮称）高知放送新社屋建設計画 株式会社高知放送 高知県高知市本町3丁目2-15 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11594 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

Dプロジェクト門真Ⅱ 芙蓉総合リース株式会社 東京都千代田区神田三崎町3
丁目3番23号 日本ERI(株) MNNN-11261-1 令和2年02月20日

山梨大学（医病）病棟Ⅱ・Ⅲ新営 国立大学法人山梨大学 山梨県甲府市武田四丁目４－
３７ (一財)日本建築センター MNNN-11149-1 令和2年02月20日

府中市新庁舎 東京都府中市 東京都府中市宮西町2丁目24
番地 (一財)日本建築センター MNNN-11088-1 令和2年02月20日

札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地再開発事業施設建築物 札幌創世1.1.1区北1西1地区市
街地再開発組合

北海道札幌市中央区北一条西二
丁目1番地　札幌時計台ビル5階 (株)都市居住評価センター HNNB-10158-7 令和2年02月20日

東芝ビルディング 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-07922-2 令和2年02月20日

名古屋市中区事務所ビル 有限会社
タマディックホールディングス

愛知県名古屋市東区泉1-10-2
3 (一財)日本建築センター MNNN-11592 令和2年02月19日

横浜研究拠点　（仮称）西側敷地　研究施設建設工事　研究棟 中外製薬株式会社 東京都北区浮間5-5-1 (一財)日本建築センター MNNB-11444-1 令和2年02月18日

（仮称）野水様緑３丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNN-11591 令和2年02月17日

（仮称）日本橋三丁目共同ビル 東神開発株式会社 東京都世田谷区玉川３丁目17
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-11551-1 令和2年02月17日

（仮）OYプロジェクト計画 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-11590 令和2年02月17日

（仮称）千葉市中央区中央2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-11593 令和2年02月17日
新日本建設株式会社 千葉県千葉市美浜区ひび野一

丁目4番3

東北学院大学　五橋キャンパス　高層棟 学校法人　東北学院 仙台市青葉区土樋一丁目3番1
号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-11589 令和2年02月17日

新曽根崎ビル（仮称） 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町3
番15号 (一財)日本建築センター HNNN-11512-1 令和2年02月17日

（仮称）難波中二丁目開発計画のうちA敷地計画 Centara Osaka 特定目的会社
東京都千代田区内神田神保町一
丁目11番地
さくら綜合事務所内

(一財)日本建築センター HFNN-11600 令和2年02月17日

岐阜市新庁舎 岐阜市 岐阜県岐阜市今沢町18番地 日本ERI(株) HNNN-10782-2 令和2年02月14日

五層六段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛KITAGAWA PARKING6 (H-PQS575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-11608 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

宇土市庁舎 宇土市長　元松　茂樹 熊本県宇土市浦田町51 (一財)日本建築センター MNNN-11583 令和2年02月12日

（仮称）日吉箕輪町計画 Ｃ工区
関電不動産開発株式会社 東京都中央区京橋一丁目18番

1号
(一財)日本建築センター MNNN-11420-1 令和2年02月12日

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　新宿野村ビル

（仮称）IS銀座計画 株式会社　伊勢半本店 東京都中央区銀座8丁目11-13 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11207-2 令和2年02月12日

香南市役所新庁舎 香南市 高知県香南市野市町西野2706
番地 (一財)日本建築センター MNNN-10980-1 令和2年02月12日

トヨタ記念病院 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 (株)確認サービス HNNN-11588 令和2年02月12日

（仮称）LG Global R&D Center 建設プロジェクト LG Holdings Japan 株式会社 東京都中央区京橋二丁目1番3
号森トラストタワー15 (一財)日本建築センター HNNN-11383-1 令和2年02月12日

渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業(B街区) 渋谷駅桜丘口地区市街地再開
発組合 東京都渋谷区桜丘町4番23号 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNN-11269-1 令和2年02月12日

渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業A街区 渋谷駅桜丘口地区市街地再開
発組合 東京都渋谷区桜丘町4番23号 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNN-11268-1 令和2年02月12日

グランフロント大阪北館

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

(一財)日本建築センター HNNB-06857-1 令和2年02月12日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

1番1号

豊洲地区1-1街区開発計画
株式会社　ＮＩＰＰＯ 東京都中央区京橋一丁目19番

11号 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-11179-5 令和2年02月10日

東急不動産株式会社　 東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番1号

古平町中心拠点誘導複合施設 古平町 北海道古平郡古平町大字浜町
40番4

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-11604 令和2年02月07日

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル施設再整備 新千歳空港ターミナルビルデ
ィング株式会社 北海道千歳市美々987番地22 (一財)日本建築センター NNNB-10925-5 令和2年02月07日

仙台空港ターミナルビル各階リニューアル及び増築計画 仙台国際空港株式会社 宮城県名取市下増田字南原仙
台空港内 (一財)日本建築センター NNNB-04100-1 令和2年02月07日

越谷市新本庁舎 越谷市役所 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-11319-1 令和2年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

虎ノ門トラストシティ　ワールドゲート 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3番1
7号 (一財)日本建築センター HFNB-10625-5 令和2年02月07日

千葉市新庁舎整備 千葉市 千葉県千葉市中央区千葉南1
番1号 日本ERI(株) MNNN-11585 令和2年02月06日

平川市役所本庁舎 平川市 青森県平川市柏木町藤山25番
地6 日本ERI(株) MNNB-11584 令和2年02月06日

三井住友海上高松ビル 三井住友海上火災保険株式会
社

東京都千代田区神田駿河台三
丁目9番地 日本ERI(株) MNNN-11582 令和2年02月05日

（仮称）ＤＰＬ浦和美園 大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋3-13-1 日本ERI(株) MNNN-11581 令和2年02月05日

上田市新本庁舎 上田市 長野県上田市大手一丁目11番
16号 (一財)日本建築センター MNNN-11432-1 令和2年02月03日

13号地客船ターミナル施設（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-10885-2 令和2年02月03日

（仮称）ホテルFORZA札幌駅前 福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉一丁目
2-25ｷｬﾅﾙｼﾃｨ・ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ10
F

日本ERI(株) HNNN-11084-2 令和2年02月03日

（仮称）本社ビル 株式会社　ナカノフドー建設 東京都千代田区九段北4-2-28 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11576 令和2年01月30日

土佐市新庁舎 土佐市 高知県土佐市高岡町甲2017-1 (一財)日本建築センター MNNN-11574 令和2年01月30日

（仮称）NRT10 デジタル東京1特定目的会社 東京都千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング11階 (一財)日本建築センター MNNN-11573 令和2年01月30日

（仮称）仙台南町通ビル計画 合同会社
ミレーネ・オリエント1号

東京都中央区日本橋二丁目7
番1号 日本ERI(株) MNNN-11567 令和2年01月30日

（仮称）ウィザースレジデンス五井計画 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田四丁目３
番３号 (株)都市居住評価センター MNNN-11327-2 令和2年01月30日

臼井国際産業本社建替計画 Usuiビルディングス株式会社 静岡県駿東郡清水町長沢131
番地の2 日本ERI(株) MNNN-11243-1 令和2年01月30日

（仮称）ニチレイロジスティクス東海名古屋みなと物流センター
冷蔵棟

戸田建設株式会社
一級建築士事務所 東京都港区芝浦3-9-1 日本ERI(株) MNNN-11193-1 令和2年01月30日

（仮称）名駅南二丁目計画
住友商事株式会社 東京都千代田区大手町2丁目3

番2号
(株)都市居住評価センター HNNN-11579 令和2年01月30日

三交不動産株式会社 三重県津市丸之内9番18号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）名駅南二丁目計画

大和ハウス工業株式会社名古
屋支社

名古屋市中村区平池町4丁目6
0番地9

(株)都市居住評価センター HNNN-11579 令和2年01月30日
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

名鉄不動産株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目26
番25号

総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31番19号

北8西1地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（A棟） 札幌駅北口8・1地区市街地再
開発組合

北海道札幌市北区北8条西1丁
目1番3 日本ERI(株) HNNN-11575 令和2年01月30日

（仮称）渋谷区千駄ヶ谷四丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1 (株)東京建築検査機構 HNNN-11571 令和2年01月30日

（仮称）新宮下公園等整備事業（北街区）高層棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (株)都市居住評価センター HNNN-11141-1 令和2年01月30日

Ｎ４．ＴＯＷＥＲ Ｎ４．ＴＯＷＥＲ管理組合 大阪府大阪市北区中之島4丁
目3番20号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-02282-1 令和2年01月30日

（仮称）ＤＰＬ坂戸 大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 日本ERI(株) MNNN-10959-1 令和2年01月27日

（仮称）北区天満一丁目計画 関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁
目3番23号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11572 令和2年01月27日

広島空港ターミナルビル 広島空港ビルディング株式会
社

広島県三原市本郷町善入寺64
番31 (一財)日本建築センター NNNB-11595 令和2年01月24日

五層六段型自走式自動車車庫｛PKパーキング CRF-5/6型｝ Parkキング建設株式会社 愛知県田原市緑が浜4丁目1-6
6番 (一財)日本建築センター NFEN-11599 令和2年01月24日

長岡京市新庁舎 長岡京市 京都府長岡京市開田一丁目1
番1号 日本ERI(株) MNNN-11569 令和2年01月24日

（仮称）社会医療法人　令和会　熊本整形外科病院 社会医療法人　令和会
熊本整形外科病院

熊本県熊本市中央区九品寺1
丁目15-7 日本ERI(株) MNNN-11131-1 令和2年01月24日

（仮称）日本通運（株）新本社ビル計画 日本通運株式会社 東京都港区東新橋一丁目９番
３号 (一財)日本建築センター HNNN-11470-1 令和2年01月24日

本厚木駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 本厚木駅南口地区市街地再開
発組合

神奈川県厚木市中町二丁目1
番24号柳田ビル7階 (一財)日本建築センター HNNN-11018-3 令和2年01月24日

川崎市新本庁舎 川崎市役所 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 HFNB-11323-2 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

津山文化センター 津山市 岡山県津山市山北520 (一財)日本建築センター NNNB-11310-1 令和2年01月23日

（仮称）有限会社安正産業様新橋6丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11377-1 令和2年01月21日

（仮称）T＆TⅢビル 川瀬不動産株式会社 東京都新宿区新宿三丁目26番
11号　新宿高野ビル4F 日本ERI(株) MFNN-11321-1 令和2年01月21日

（仮称）江東区亀戸6丁目計画　S棟 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル45階 日本ERI(株) HNNN-11382-1 令和2年01月21日

（仮称）江東区亀戸6丁目計画　N棟 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル45階 日本ERI(株) HNNN-11381-1 令和2年01月21日

（仮称）名古屋市東区泉一丁目計画 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 (一財)日本建築センター HNNN-10996-3 令和2年01月21日

（仮称）共同印刷小石川本社計画 共同印刷株式会社 東京都文京区小石川4丁目14
番12号 (株)東京建築検査機構 MNNN-11568 令和2年01月20日

（仮称）九段南一丁目プロジェクト 合同会社ノーヴェグランデ 東京都中央区日本橋2丁目1-1
4 (一財)日本建築センター HNNB-11419-1 令和2年01月20日

八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業　A-1街区　施設建築物
八重洲二丁目北地区市街地再開
発組合　理事長
住友生命保険相互会社

東京都中央区八重洲二丁目7
番2号 (一財)日本建築センター HFNF-11206-2 令和2年01月20日

（仮称）大手町1-4-2計画 大手町１４２特定目的会社 東京都千代田区内神田二丁目２
番６号５階あすな会計事務所内 (一財)日本建築センター HNNB-10940-6 令和2年01月17日

（仮称）千葉公園体育館 千葉市長 千葉市中央区千葉港1番1号 (株)都市居住評価センター NNNB-11586 令和2年01月16日

岡山大学病院立体駐車場等整備運営事業 セイワパーク株式会社 福岡市博多区東比恵2丁目1番
3号 (一財)日本建築センター NFEN-11390-1 令和2年01月16日

長崎TEC CR棟 ソニーセミコンダクタマニュ
ファクチャリング株式会社

長崎県諫早市津久葉町1883-4
3 (一財)日本建築センター MNNN-11566 令和2年01月16日

社会福祉法人恩賜財団済生会支部　埼玉県済生会加須病院 埼玉県済生会 埼玉県川口市西川口5丁目11
番5号

(一財)さいたま住宅検査セン
ター MNNN-11564 令和2年01月16日

常滑市庁舎 常滑市 愛知県常滑市新開町4-1 (株)確認サービス MNNN-11563 令和2年01月16日

はまゆう療育園 社会福祉法人　慈永会 熊本県天草郡苓北町上津深江
278-2 日本ERI(株) MNNN-11178-3 令和2年01月16日

早稲田大学　研究開発センター研究実験施設（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) MNNN-10984-3 令和2年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ＮＨＫ新佐賀放送会館 日本放送協会　佐賀放送局 佐賀県佐賀市城内2丁目15番8
号 (一財)日本建築センター MNNN-10856-2 令和2年01月16日

（仮称）友田町四丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 四丁目再開発株式会社 和歌山県和歌山市八番町9番
地　パーク県信ビル606号 (一財)日本建築センター HNNN-10999-2 令和2年01月16日

大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業Ａ棟 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNB-10943-3 令和2年01月16日

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-2街区）高層棟

袖ヶ浦興業株式会社 千葉県千葉市中央区中央4丁
目17番3号

日本ERI(株) HFNF-10808-4 令和2年01月16日

株式会社　富士見地所 千葉県千葉市中央区富士見1
丁目10番12号

東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区栄町39番
10号

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部 東京都港区赤坂2丁目9番11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
9番2号

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

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

名港ビルディング建替プロジェクト 名郵不動産株式会社 愛知県名古屋市港区入船2丁
目4番6号 日本ERI(株) HNNN-11565 令和2年01月14日

名古屋市国際展示場新第1展示館整備事業 株式会社名古屋モノづくりメ
ッセ

愛知県名古屋市中区錦二丁目
2番13号 (一財)日本建築センター NNNB-11587 令和2年01月10日

（仮称）竹芝地区開発計画建築計画（業務棟） 株式会社　アルベログランデ 東京都中央区日本橋二丁目1
番14号 (一財)日本建築センター HNNB-10503-7 令和2年01月10日

中央町19・20番街区第一種市街地再開発事業施設建築物 中央町19・20番街区市街地再
開発組合

鹿児島県鹿児島市中央町22-1
6　アエールプラザ315

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10989-3 令和2年01月10日

(仮称)グランドメゾン上町1丁目タワー 積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部

大阪府大阪市北区大淀中1丁
目1番88号 日本ERI(株) HNNN-11549 令和2年01月09日

（仮称）中央区瓦町四丁目PJ

東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット関西住宅事業本部 大阪府大阪市中央区南船橋四

丁目4番3号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-11160-2 令和2年01月09日

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）足立区六町123街区計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNN-11562 令和2年01月08日

（仮称）株式会社三葉商事様菊川2丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11561 令和2年01月08日

（仮称）富士ソフト汐留ビルＡ棟 富士ソフト株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町1-
1 日本ERI(株) MNNN-11560 令和2年01月08日

NHK新富山放送会館 富山放送局 富山県富山市新総曲輪3番1 (一財)日本建築センター MNNN-11558 令和2年01月07日

新鹿島市民会館 鹿島市 佐賀県鹿島市大字納富分2643
-1 (一財)日本建築センター NNNB-11578 令和2年01月06日

明治大学和泉キャンパス新教育棟（仮称）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 (一財)日本建築センター NNNB-11577 令和2年01月06日

二層三段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛セイワパーク　SSP-ⅢK3型｝ セイワパーク株式会社 福岡市博多区東比恵2丁目1番

3号 (一財)日本建築センター NFEN-11580 令和2年01月06日

横浜市消防本部庁舎 横浜市役所 神奈川県横浜市中区港町1丁
目1番地 日本ERI(株) MNNN-11557 令和2年01月06日

ニッセイロジスティクスセンター大阪交野
株式会社大林組 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 MNNN-11556 令和2年01月06日

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

（仮称）横浜金沢物流センター新築計画 ＳＢＳロジコム株式会社 東京都墨田区太平四丁目1番3
号 日本ERI(株) MNNN-11554 令和2年01月06日

（仮称）鳥栖市新庁舎建設工事 鳥栖市 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11552 令和2年01月06日

日本下水道事業団研修センター　新寮室棟(仮称) 地方共同法人
日本下水道事業団研修センター 埼玉県戸田市下笹目5141 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11550 令和2年01月06日

日本通運株式会社　西日本医薬品センター新築計画 日本通運株式会社 大阪府大阪市北区中津5丁目4
番10号 (一財)日本建築センター MNNN-11367-1 令和2年01月06日

（仮称）KIX12 デジタル大阪3特定目的会社 東京都千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング11階 (一財)日本建築センター MNNN-11353-1 令和2年01月06日

（仮称）戸塚イーストプロジェクト 株式会社
日立アーバンインベストメント 東京都千代田区内神田1-1-14 (一財)日本建築センター MNNN-11230-1 令和2年01月06日

（仮称）シマノR&Dセンター 株式会社シマノ 大阪府堺市堺区老松町３丁７
７番地 (一財)日本建築センター MNNN-11145-3 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

横浜市立市民病院 横浜市病院事業管理者 横浜市中区港町1-1 (一財)日本建築センター MNNN-10830-3 令和2年01月06日

大田市立病院 大田市立病院 島根県大田市大田町吉永1428
-3 (一財)日本建築センター MNNN-10279-2 令和2年01月06日

中野二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A棟 中野二丁目地区市街地再開発
組合 東京都中野区中野二丁目25-8 日本ERI(株) HNNN-11559 令和2年01月06日

東池袋四丁目２番街区地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 東池袋四丁目2番街区地区市
街地再開発組合

東京都豊島区南池袋二丁目36
番10号 (株)都市居住評価センター HNNN-11271-1 令和2年01月06日

神奈川大学みなとみらいキャンパス（本体棟） 学校法人神奈川大学 神奈川県横浜市神奈川区六角
橋3-27-1 (一財)日本建築センター HNNN-11183-2 令和2年01月06日

「専修大学靖国通り神田新校舎（仮称）」 学校法人　専修大学 東京都千代田区神田神保町3
丁目8番1号 (一財)日本建築センター HNNN-11028-2 令和2年01月06日

中野二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物　B棟 中野二丁目地区市街地再開発
組合 東京都中野区中野二丁目25-8 日本ERI(株) HNNF-11555 令和2年01月06日

虎ノ門駅前地区市街地再開発事業　施設建築物 虎ノ門駅前地区市街地再開発
組合

東京都港区西新橋一丁目7番1
号 (一財)日本建築センター HNNB-10914-2 令和2年01月06日

（仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区　Ａ棟 株式会社世界貿易センタービ
ルディング

東京都港区浜松町二丁目４番
１号 (一財)日本建築センター HNNB-10853-4 令和2年01月06日

エクイニクス・ジャパン　EQUINIX OS2 エクイニクス・ジャパン株式
会社

東京都中央区日本橋2丁目7番
1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11553 令和元年12月24日

（仮称）日本橋三丁目共同ビル 東神開発株式会社 東京都世田谷区玉川３丁目17
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-11551 令和元年12月24日

GLP流山Ⅷプロジェクト 株式会社　流山綜合開発 東京都港区東新橋一丁目5番2
号 日本ERI(株) MNNN-11547 令和元年12月24日

国民健康保険勝浦病院 勝浦町 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国
字久保田3 日本ERI(株) MNNN-11545 令和元年12月24日

広島市立新安佐市民病院（仮称） 地方独立行政法人広島市立病
院機構

広島県広島市中区中町8番18
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11251-1 令和元年12月24日

（仮称）原町田三丁目計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区ｊ西新宿二丁目
4番1号 日本ERI(株) MNNN-10891-2 令和元年12月24日

京都府警察本部新庁舎 京都府警察本部 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 MNNN-10545-6 令和元年12月24日

横浜ＭＩＤベース 横浜ＭＩＤベース
全体管理組合

神奈川県横浜市西区花咲町6
丁目143番 日本ERI(株) MNNN-10236-5 令和元年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

御茶ノ水計画 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 日本ERI(株) MNNF-11286-1 令和元年12月24日

（仮称）関西医科大学　タワー棟 学校法人関西医科大学 大阪府枚方市新町二丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11548 令和元年12月24日

（仮称）豊島区北大塚一丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 日本ERI(株) HNNN-11120-2 令和元年12月24日

（仮称）中区錦一丁目Ⅱ計画 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) HNNN-11011-1 令和元年12月24日

（仮称）名古屋栄一丁目計画 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 日本ERI(株) HNNN-10816-1 令和元年12月24日

（仮称）豊島プロジェクトＡ棟
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目

7番2号
(一財)日本建築センター HNNB-10655-4 令和元年12月24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

梅田１丁目１番地計画
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
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-10283-6 令和元年12月24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

（仮称）ヨドバシ梅田タワー 株式会社ヨドバシホールディ
ングス

東京都新宿区新宿5丁目3番1
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNB-06327-6 令和元年12月24日

大手町プレイス
JPビルマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目

7番2号　JPタワー
(一財)日本建築センター HFNB-10245-6 令和元年12月24日

エヌ・ティ・ティ都市開発ビ
ルサービス株式会社

東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX

（仮称）五井有料老人ホーム・クリニック複合施設 株式会社　新昭和 千葉県君津市東坂田四丁目3
番3号 日本ERI(株) MNNN-11534 令和元年12月23日

（仮称）第一倉庫冷蔵株式会社　岩槻長宮第二物流センター 第一倉庫冷蔵株式会社 埼玉県さいたま市南区白幡5-
8-19 日本ERI(株) MNNN-11532 令和元年12月23日

長崎大学（坂本１）実験研究棟 国立大学法人　長崎大学 長崎県長崎市文教町1番14号 (株)都市居住評価センター MNNN-11208-2 令和元年12月23日

ホテルドリームゲート舞浜アネックス 東日本旅客鉄道株式会社 千葉県千葉市中央区弁天2丁
目23番3号 (一財)日本建築センター MFNN-10500-2 令和元年12月23日

ホテルドリームゲート舞浜 東日本旅客鉄道株式会社 千葉県千葉市中央区弁天2丁
目23番3号 (一財)日本建築センター MFNN-00888-1 令和元年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）港区新橋６丁目計画 積水ハウス株式会社開発事業
部

東京都渋谷区代々木2丁目1番
1号 (株)都市居住評価センター HNNN-11328-2 令和元年12月23日

白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 白金一丁目東部北地区市街地
再開発組合

東京都白金一丁目29ｰ4
白金TNKビル3F ハウスプラス確認検査(株) HNNN-11314-1 令和元年12月23日

金町六丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 金町六丁目駅前地区市街地再
開発組合

東京都葛飾区金町６丁目７－
２２

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-11151-2 令和元年12月23日

（仮称）プラウド堤通雨宮町Ⅲ計画 野村不動産株式会社仙台支店 仙台市青葉区中央３－２－２
３

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10986-4 令和元年12月23日

（仮称）港区海岸2丁目
総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31番19号

(株)都市居住評価センター HNNN-10843-3 令和元年12月23日
近鉄不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目7

番2号

（仮称）大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物（高層
棟）

大船駅北第二地区市街地再開
発組合

神奈川県鎌倉市大船一丁目7
番5号大船末広神尾ビル5F (一財)日本建築センター HNNN-10748-3 令和元年12月23日

GLP相模原プロジェクト SITE1 倉庫棟 相模原１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-11543 令和元年12月18日

広島市中区富士見町PRJ. 富士見町開発合同会社 広島県広島市中区基町10番3
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11542 令和元年12月18日

彩都もえぎ物流施設（Ａ街区）
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

1番1号
(一財)日本建築総合試験所 MNNN-11541 令和元年12月17日

阪急阪神不動産株式会社 大阪府大阪市北区芝田1丁目1
番4号

（仮称）堂島２丁目計画 東京建物株式会社 大阪府大阪市中央区本町三丁
目4番8号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11540 令和元年12月17日

社会医療法人　畿内会　岡波総合病院 社会医療法人　畿内会
岡波総合病院

三重県伊賀市上野桑町1734番
地 日本ERI(株) MNNN-11539 令和元年12月16日

（仮称）ＤＰＬ平塚 大和ハウス・ツインシティ大
神特定目的会社

東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 日本ERI(株) MNNN-11538 令和元年12月16日

和泉市新庁舎 和泉市長　辻　宏康 大阪府和泉市府中町二丁目7
番5号 日本ERI(株) MNNN-11536 令和元年12月16日

（仮称）南堀江２丁目計画新築工事 スターツＣＡＭ株式会社
大阪支店

大阪府大阪市北区曽根崎2-6-
6　ｺｳﾂﾞｷｷｬﾋﾟﾀﾙｳｪｽﾄ10階 日本ERI(株) MNNN-11535 令和元年12月16日

（仮称）名古屋三交ビル 三交不動産　株式会社 三重県津市丸之内9番18号 日本ERI(株) HNNN-11116-1 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

武蔵小金井駅南口第２地区第一種市街地再開発事業 武蔵小金井駅南口第２地区市
街地再開発組合

東京都小金井市本町六丁目9
番35号 (株)東京建築検査機構 HNNN-10752-3 令和元年12月16日

Ｃｏｎｓｉｌｉｅｎｃｅ　Ｈａｌｌ　２０２０ 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-10993-2 令和元年12月13日

大和ハウスグループ　新研修センター　建設プロジェクト 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 NNNB-11400-1 令和元年12月12日

木更津1丁目地区優良建築物等整備事業 吉村コンセクター株式会社 千葉県木更津市文京3丁目1番
50号 日本ERI(株) MNNN-11052-1 令和元年12月12日

新居浜市総合防災拠点施設 新居浜市長　石川　勝行 愛媛県新居浜市一宮町1丁目5
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10820-1 令和元年12月12日

新日本橋ビル（仮称） 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町3
番15号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10687-1 令和元年12月12日

（仮称）竹芝ウォーターフロント開発計画B棟（劇場棟） 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 NNNB-10975-2 令和元年12月11日

トラスコ中山プラネット南関東 トラスコ中山株式会社 東京都港区新橋四丁目28番1号
トラスコ　フィオリートビル (一財)日本建築センター MNNN-11130-1 令和元年12月11日

千葉労災病院 独立行政法人労働者健康安全
機構　千葉労災病院

千葉県市原市辰巳台東2丁目1
6 日本ERI(株) MNNN-05256-2 令和元年12月11日

気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター整備等事業 鞆絵ｻｲｴﾝｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社 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 HNNN-10767-3 令和元年12月11日

（仮称）愛宕山周辺地区（Ⅰ地区） 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 HNNN-10712-5 令和元年12月11日

(仮称)名古屋東ビル エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 東京都千代田区外神田4-14-1 日本ERI(株) HFNB-01197-1 令和元年12月11日

SAGAサンライズパーク　アリーナ 佐賀県 佐賀県佐賀市城内一丁目1番5
9号 日本ERI(株) NNNB-11520 令和元年12月10日

青梅市立総合病院　本館 青梅市 東京都青梅市東青梅4丁目16
番地の15 日本ERI(株) MNNN-11531 令和元年12月09日

（仮称）株式会社NICEパートナーズ様行徳駅前１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3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNN-11530 令和元年12月09日

（仮称）海老名Ⅳブロック計画　西棟

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部

東京都港区赤坂二丁目9番11
号

(一財)日本建築センター HNNN-10807-2 令和元年12月09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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

Z社オフィスビル 株式会社　ZOZO 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-
1WBGマリブウエスト16階 (一財)日本建築センター NNNF-11352-1 令和元年12月06日

株式会社しまむら新本社 株式会社　しまむら 埼玉県さいたま市北区宮原町
2丁目19番4号 (一財)日本建築センター NNNB-11236-1 令和元年12月06日

大阪国際空港ターミナルビル 関西エアポート株式会社 大阪府大阪市西区西本町一丁
目4番1号 (株)国際確認検査センター NNNB-10639-3 令和元年12月06日

（仮称）国際医療福祉大学成田病院 戸田建設株式会社 東京都港区芝浦3-9-1 日本ERI(株) MNNN-10884-3 令和元年12月06日

（仮称）新正和ビル 正和地所株式会社 東京都港区三田3丁目13番12
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-11340-1 令和元年12月06日

（仮称）大阪・新今宮駅前ホテル建設プロジェクト 新今宮開発特定目的会社 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-11309-1 令和元年12月06日

勝どき東地区第一種市街地再開発事業　A1棟 勝どき東地区市街地再開発組
合

東京都中央区勝どき四丁目13
番6号 (一財)日本建築センター HNNN-11265-1 令和元年12月06日

（仮称）備後町計画 住友不動産株式会社 大阪市北区中之島３丁目２番
１８号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11252-2 令和元年12月06日

（仮称）山下町A街区ホテル計画 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 HNNB-10702-2 令和元年12月06日

丸の内パークビルディング 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HFNB-03670-2 令和元年12月06日

イオンモール日の出 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)日本建築センター NNNB-04667-1 令和元年12月05日

（仮称）静鉄ホテルプレジオ大阪心斎橋計画 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)日本建築総合試験所 MNNN-11525 令和元年12月05日

（仮称）住友不動産　芝浦三丁目計画 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 日本ERI(株) MNNF-11297-1 令和元年12月05日

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜 港区 東京都港区芝公園1-5-25 (一財)日本建築センター HNNN-11528 令和元年12月05日

（仮称）西新プロジェクト 東京建物株式会社　九州支店 福岡県福岡市中央区天神2丁
目8番49号 日本ERI(株) HFNN-11056-3 令和元年12月05日

印西３
Inzai Development 合同会社
代表社員
エフエムアール・エルエルシー

東京都港区六本木１－６－１
泉ガーデンタワー27階 (一財)日本建築センター MNNN-11342-1 令和元年12月02日

（仮称）マルタケ新潟駅前ビル マルタケ不動産株式会社 新潟県新潟市中央区東大通1
丁目4番1号 (一財)日本建築センター MNNN-11023-1 令和元年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

尾道市役所本庁舎 尾道市長　平谷　祐宏 広島県尾道市久保一丁目15-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10847-1 令和元年12月02日

NHK新札幌放送会館 日本放送協会
札幌拠点放送局

北海道札幌市中央区大通西1-
1 (株)都市居住評価センター MNNN-10839-1 令和元年12月02日

（仮称）グランドメゾン薬院3丁目 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15-6綾杉ビル8階 日本ERI(株) HNNN-11524 令和元年12月02日

（仮称）柏市柏四丁目10計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央1丁
目11番1号 (一財)日本建築センター HNNN-11417-1 令和元年12月02日

新宿住友ビル 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 日本ERI(株) HNNN-10895-4 令和元年12月02日

西新宿６丁目計画（仮称） 西新宿タワープロジェクト特
定目的会社

東京都千代田区永田町二丁目
17番17号結和税理士法人内 (一財)日本建築センター HNNN-10822-3 令和元年12月02日

東京国際空港国際線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-08186-9 令和元年11月29日

（仮称）四番町公共施設 千代田区役所 東京都千代田区九段南1-2-1 (一財)日本建築センター MNNN-11522 令和元年11月29日

（仮称）金子様足立区千住仲町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNN-11442-1 令和元年11月29日

（仮称）堤通雨宮町Ⅳ計画 野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区中央三丁
目2番23号 日本ERI(株) MNNN-11086-1 令和元年11月29日

財務省本庁舎（耐震改修） 国土交通省　 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 (一財)日本建築センター MNNN-10203-2 令和元年11月29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 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 MFNB-02108-2 令和元年11月29日

多摩センタービル ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目３
番２号 (一財)日本建築センター HNNN-11077-2 令和元年11月29日

（仮称）MM21-54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 (一財)日本建築センター HFNB-10868-4 令和元年11月29日

（仮称）諫早駅東地区第二種市街地再開発事業Ⅱ敷地駐車場計画｛施
設併用五層六段型自走式自動車車庫｝ ＩＨＩ運搬機械株式会社 東京都中央区明石町8番1号

聖路加タワー (一財)日本建築センター NFEN-11228-1 令和元年11月28日

桜井市新庁舎および地域交流センター 桜井市長　松井　正剛 奈良県桜井市大字粟殿432番
地の1 日本ERI(株) MNNN-11515 令和元年11月28日

順天堂大学医学部附属静岡病院増改築計画（H棟増築） 学校法人順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-11301-1 令和元年11月28日

159/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）日吉箕輪町計画Ａ工区

パナソニック
ホームズ株式会社
都市開発支社

東京都港区東新橋一丁目5番1
号

(一財)日本建築センター MNNN-11072-2 令和元年11月28日関電不動産開発株式会社 東京都中央区京橋一丁目18番
1号

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

（仮称）東桜1-1再開発計画 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-11521 令和元年11月27日

（仮称）西鉄香椎照葉七丁目計画 西日本鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前
3丁目5番7号 日本ERI(株) HNNN-11388-1 令和元年11月27日

十条駅西口地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 十条駅西口地区市街地再開発
組合

東京都北区上十条二丁目7番1
1号 (一財)日本建築センター HNNN-11516 令和元年11月26日

（仮称）耕田様東砂2丁目免震計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11332-1 令和元年11月25日

東北大学農学部跡地計画 住友不動産株式会社 宮城県仙台市青葉区花京院1
丁目4番25号 日本ERI(株) MNNN-11100-1 令和元年11月25日

（仮称）中日新聞社大府新工場 株式会社　中日新聞社 愛知県名古屋市中区三の丸6
番1号 日本ERI(株) MNNN-11093-1 令和元年11月25日

ＮＨＫ新奈良放送会館 日本放送協会　奈良放送局 奈良県奈良市鍋屋町27 (一財)日本建築センター MNNN-11089-2 令和元年11月25日

小野市新庁舎 兵庫県小野市 兵庫県小野市王子町806-1 日本ERI(株) MNNN-11071-1 令和元年11月25日

STREAM Hall 2019 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-10974-2 令和元年11月25日

総合スポーツゾーン新体育館・屋内水泳場（仮称） 株式会社グリーナとちぎ 栃木県宇都宮市東宿郷三丁目
10番9号 日本ERI(株) NNNB-11127-1 令和元年11月22日

JR富山駅NKビル新築計画｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫（地
下一層付） 雄健工業株式会社 熊本件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-11544 令和元年11月22日

袋井消防庁舎・袋井市防災センター 袋井市森町広域行政組合 静岡県袋井市岡崎6635番地の
192 (一財)日本建築センター MNNN-11060-2 令和元年11月21日

（仮称）ブライトタウン磐田フレシア
日本貨物鉄道株式会社 愛知県稲沢市駅前1丁目9番3

号
(一財)日本建築センター MNNN-11059-1 令和元年11月21日

遠州鉄道株式会社 静岡県浜松市中区旭町12-1
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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１－３計画（アネックス棟地下部分）
一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区大手町二丁目

6番1号
(一財)日本建築センター MNNN-10953-4 令和元年11月21日

株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ

東京都千代田区大手町一丁目
5番5号

広島銀行　新本店ビル 株式会社広島銀行 広島県広島市中区紙屋町一丁
目3番8号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11176-1 令和元年11月21日

（仮称）北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト民活事業計画（高
層部） 青山共創株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9

番9号 日本ERI(株) HNNN-11044-4 令和元年11月21日

（仮称）丸の内１－３計画（タワー棟）
一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区大手町二丁目

６番１号
(一財)日本建築センター HNNB-10942-4 令和元年11月20日

株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ

東京都千代田区大手町一丁目
５番５号

（仮称）Dプロジェクト相模原 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
4番5号 日本ERI(株) MNNN-07667-2 令和元年11月19日

羽衣駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 羽衣駅前地区市街地再開発組
合

大阪府高石市羽衣二丁目3番2
3号 (一財)日本建築センター HNNN-10781-3 令和元年11月19日

日本赤十字社　長崎県支部・長崎原爆病院 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎県長崎市茂里町3番15号 (一財)日本建築センター HNNN-10311-8 令和元年11月19日

（仮称）福井銀行本店建替プロジェクト 株式会社　福井銀行 福井県福井市順化一丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-11035-2 令和元年11月18日

千葉銀行　本部棟建替え計画 株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港1-
2 (一財)日本建築センター HNNN-11139-2 令和元年11月18日

（仮称）府中市寿町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

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10938-2 令和元年11月18日

(仮称)TGMM芝浦プロジェクトB棟 東京ガス不動産株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目7
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-10848-4 令和元年11月18日

（仮称）大手町1-4-2計画 大手町１４２特定目的会社
東京都千代田区内神田二丁目２
番６号
５階あすな会計事務所内

(一財)日本建築センター HNNB-10940-5 令和元年11月18日

枚方市総合文化芸術センター 枚方市 大阪府枚方市大垣内町二丁目
１番２０号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-11014-1 令和元年11月15日

（仮称）駅前図書館 那須塩原市 栃木県那須塩原市共墾社108
番地2 日本ERI(株) NNNB-10952-1 令和元年11月15日

群馬県コンベンション施設　会議・展示施設 群馬県知事　山本　一太　様 群馬県前橋市大手町1-1-1 日本ERI(株) NNNB-10945-1 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）グランドメゾン内久宝寺町2丁目タワー計画 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 日本ERI(株) HNNN-10640-2 令和元年11月15日

瑞穂町新庁舎 瑞穂町 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱
根ヶ崎2335番地 日本ERI(株) MNNN-10970-1 令和元年11月14日

豊見城中央病院移転新築 社会医療法人友愛会 沖縄県豊見城市上田25番地 日本ERI(株) MNNN-10696-2 令和元年11月14日

新曽根崎ビル（仮称） 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町3
番15号 (一財)日本建築センター HNNN-11512 令和元年11月13日

習志野市消防本部庁舎 習志野市 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番
1号 日本ERI(株) MNNN-11510 令和元年11月12日

朝倉市庁舎 朝倉市 福岡県朝倉市菩提寺412-2 日本ERI(株) MNNN-11507 令和元年11月12日

（仮称）銀泉西新橋ビル 銀泉株式会社 東京都千代田区九段南三丁目
9番15号 日本ERI(株) MNNN-11504 令和元年11月12日

東京レールゲートWEST整備事業 日本貨物鉄道株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目
33-8 日本ERI(株) MNNN-11187-1 令和元年11月12日

名古屋駅前モンブランホテル移転計画 株式会社　城野 愛知県名古屋市中区栄二丁目
2番26 日本ERI(株) HNNN-11509 令和元年11月12日

市立秋田総合病院 地方独立行政法人
市立秋田総合病院

秋田県秋田市川元松丘町4番3
0号 日本ERI(株) HNNN-11506 令和元年11月12日

（仮称）サーパス宮の橋 株式会社穴吹工務店
北関東支店

栃木件宇都宮市大通り2-3-1
井門宇都宮ビル1F ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11508 令和元年11月11日

四谷駅前地区（再）施設建築物 独立行政法人　都市再生機構
東日本賃貸住宅本部

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 HNNN-10516-9 令和元年11月11日

イオンモールKYOTO　Sakura館 みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2
番1号 (一財)日本建築センター NNNB-08176-2 令和元年11月08日

イオンモールKYOTO Kaede 館 みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2
番1号 (一財)日本建築センター NNNB-06509-1 令和元年11月08日

施設併用六層七段型自走式自動車車庫｛ユウケンパーク　YP-SF
7201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-11511 令和元年11月08日

道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 道玄坂一丁目駅前地区市街地
再開発組合

東京都渋谷区道玄坂一丁目16
番3号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNB-10366-7 令和元年11月08日

（仮称）竹芝ウォーターフロント開発計画A棟（高層棟） 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 HFNB-10893-4 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）安曇野市新総合体育館 安曇野市 長野県安曇野市豊科6000番地 (株)都市居住評価センター NNNB-11529 令和元年11月07日

六層七段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫設置可能タイプ）｛日成
スカイ・パークNC-6L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-11527 令和元年11月05日

六層七段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫設置可能タイプ）｛日成
スカイ・パークNC-6N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-11526 令和元年11月05日

（仮称）原町田三丁目計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区ｊ西新宿二丁目
4番1号 日本ERI(株) MNNN-10891-1 令和元年11月05日

小山市役所新庁舎 小山市 栃木県小山市中央町1-1-1 日本ERI(株) MNNB-11411-1 令和元年11月05日

大宮駅西口第3-B地区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ｂ棟） 大宮駅西口第3-B地区市街地
再開発組合

埼玉県さいたま市大宮区桜木
町2丁目179番地 (一財)日本建築センター HNNN-11505 令和元年11月05日

（仮称）北品川５丁目計画 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 日本ERI(株) HNNB-11051-1 令和元年11月05日

ウインズ札幌A館 札幌中央アーバン株式会社 北海道札幌市中央区南３条西
四丁目 日本ERI(株) NNNB-11079-1 令和元年11月01日

新さっぽろ駅周辺地区I街区立体駐車場施設併用立駐｛施設併用七層八
段型自走式自動車車庫｝ 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-11523 令和元年11月01日

大和郡山市新庁舎 大和郡山市 奈良県大和郡山市北郡山町24
8-4 (一財)日本建築センター MNNN-11502 令和元年11月01日

西宮消防署 西宮市長　石井　登志郎 兵庫県西宮市六湛寺町10-3 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11500 令和元年11月01日

新市立島田市民病院 市立島田市民病院 静岡県島田市野田1200番地の
5 (一財)日本建築センター MNNN-10972-1 令和元年11月01日

日本銀行福岡支店 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-10845-1 令和元年11月01日

開成町新庁舎 開成町 神奈川県足柄上郡開成町延沢
773番地 日本ERI(株) MNNB-11058-2 令和元年11月01日

（仮称）芝浦４丁目計画 野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿１丁目２
６番２号 (一財)日本建築センター HNNN-11501 令和元年11月01日

（仮称）横浜駅西口開発ビル計画 東日本旅客鉄道株式会社　 神奈川県横浜市西区平沼一丁
目40番26号 (一財)日本建築センター HNNB-10436-5 令和元年11月01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二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-07098-11 令和元年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-07098-11 令和元年11月01日

清水建設株式会社東北支店建替計画 清水建設株式会社　東北支店 宮城県仙台市青葉区木町通一
丁目3番26号 (株)東京建築検査機構 MNNN-11499 令和元年10月30日

（仮称）丸山国際中継所D棟 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1 (一財)日本建築センター MNNN-11121-3 令和元年10月30日

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-3街区）　高層棟

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２
６番２号

日本ERI(株) HFNF-11498 令和元年10月30日
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

（仮称）真澄寺横浜別院 真澄寺 東京都立川市柴崎街一丁目2-
13 日本ERI(株) MNNN-10571-3 令和元年10月28日

グランドメゾン勾当台通レジデンス 積水ハウス株式会社
東京マンション事業部

東京都新宿区西新宿1丁目20
番2号 日本ERI(株) HNNN-10966-1 令和元年10月28日

（仮称）歌舞伎町一丁目地区開発計画
東急株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

日本ERI(株) HNNB-11363-1 令和元年10月28日
株式会社
東急レクリエーション 東京都渋谷区桜丘町24番4号

平和の森公園新体育館
東京都下水道局 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 NNNB-11361-1 令和元年10月25日

中野区役所 東京都中野区中野四丁目8番1
号

みなとみらい２１中央地区20街区ＭＩＣＥ施設 株式会社横浜グローバルＭＩ
ＣＥ

神奈川県横浜市西区花咲町6-
145 (一財)日本建築センター NNNB-10842-2 令和元年10月25日

五層六段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫設置可能タイプ）｛日成
スカイ・パーク　NRC-5L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-11514 令和元年10月25日

ソフトバンク北戸田センターアネックス ソフトバンク株式会社
ネットワーク運用本部

東京都港区六本木1-9-10
アークヒルズ仙石山森タワー38
階

(一財)日本建築センター MNNN-11050-1 令和元年10月23日

大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業（PFI） ＰＦＩ大阪第６合同庁舎株式
会社

大阪府大阪市北区中之島三丁
目６番３２号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11496 令和元年10月23日

（仮称）中部国際医療センター 社会医療法人厚生会 岐阜県美濃加茂市古井町下古
井590

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-11495 令和元年10月21日

（仮称）中央区日本橋浜町二丁目計画 西濃運輸株式会社 岐阜県大垣市田口町1番地 (株)東京建築検査機構 MNNN-11483 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

三菱倉庫神戸支店　西神配送センター2期 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
一丁目7番4号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10713-3 令和元年10月21日

勝どき東地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A2棟 勝どき東地区市街地再開発組
合

東京都中央区勝どき四丁目13
番6号 (株)東京建築検査機構 HNNN-11273-1 令和元年10月21日

（仮称）メゾン三田建替計画 メゾン三田マンション建替組
合 東京都北区田端新町2-16-8 日本ERI(株) HNNN-11042-1 令和元年10月21日

WBF新大阪ホテル 株式会社ホワイト・ベアーフ
ァミリー

大阪府大阪市北区豊崎3-14-9
ＷＢＦビル (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10950-2 令和元年10月21日

神戸市中央区相生町１丁目計画
JR西日本不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島二丁

目2番7号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10826-2 令和元年10月21日

三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋一丁
目８番３０号

（仮称）旧大名小学校跡地活用事業 大名プロジェクト特定目的会
社

福岡県福岡市中央区天神1丁
目13番2号 日本ERI(株) HNNB-11494 令和元年10月21日

（仮称）日本橋兜町7地区開発計画

ちばぎん証券株式会社 千葉県千葉市中央区中央二丁
目5番1号

(一財)日本建築センター HNNB-11283-2 令和元年10月21日山種不動産株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町8
番1号

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

JＲ秋田ゲートアリーナ（仮称） 東日本旅客鉄道株式会社 秋田県秋田市中通七丁目1番1
号 (一財)日本建築センター NFNN-11123-1 令和元年10月18日

総合高度先端医療病棟（Ⅱ期）・iPS等臨床試験センター棟 国立大学法人京都大学 京都市左京区吉田本町36番地
1 (一財)日本建築センター MNNN-07888-6 令和元年10月18日

総合スポーツゾーン新スタジアム 栃木県 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番
20号 (一財)日本建築センター NNNB-10573-1 令和元年10月17日

兵庫医科大学教育研究棟2期工事ならびに立体駐車場計画｛六層七段型
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丁目16

番10号 (一財)日本建築センター NFEN-11513 令和元年10月17日

阿波銀行新本店営業部ビル 株式会社阿波銀行 徳島県徳島市西船場町2-24-1 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-11158-1 令和元年10月10日

（仮称）須賀様末広1丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11493 令和元年10月10日

（仮称）DPL草加 大和ハウス工業株式会社 東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 日本ERI(株) MNNN-11492 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

川島病院 社会医療法人　川島会 徳島県徳島市北佐古一番町1-
39 (一財)日本建築センター MNNN-11491 令和元年10月10日

（新）阪和病院＋（新）阪和記念病院 医療法人錦秀会 大阪市住吉区南住吉3丁目3番
7号 (一財)日本建築センター MNNN-11490 令和元年10月10日

（仮称）GBビル計画 有限会社　梅林 東京都中央区銀座7-11-6
徳島新聞ビル2F (株)都市居住評価センター MNNN-11469 令和元年10月10日

世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業　区複合棟 世田谷区 東京都世田谷区
世田谷4-21-27 (一財)日本建築センター MNNN-10671-3 令和元年10月10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-07061-1 令和元年10月10日

（仮称）大阪ホテル計画 株式会社　フレンドステージ 埼玉県上尾市富士見二丁目1
番25号 (株)都市居住評価センター HNNN-11185-2 令和元年10月10日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号小石川富士ビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-10196-5 令和元年10月10日

衛生研究所 名古屋市 愛知県名古屋市中区三の丸三
丁目1番1号 日本ERI(株) MNNN-10758-2 令和元年10月09日

（仮称）福岡市中央区地行浜2丁目マンション計画（WEST棟） 三菱地所レジデンス株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁
目6番8号 日本ERI(株) HNNN-10922-1 令和元年10月09日

（仮称）大田区西蒲田７丁目計画 株式会社　東京蒲田文化会館 東京都大田区西蒲田7-61-1 日本ERI(株) MNNN-11487 令和元年10月07日

（仮称）江東区木場６丁目免震計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11486 令和元年10月07日

（仮称）タワー・ザ・ファースト名古屋伏見 セキスイハイム東海株式会社 静岡県浜松市中区松屋町111-
2 日本ERI(株) HNNN-11485 令和元年10月07日

みなとみらい44街区計画 積水ハウス株式会社
開発事業部

東京都渋谷区代々木二丁目１
番１号 (一財)日本建築センター HNNN-11484 令和元年10月07日

（仮称）外苑ハウス建替え計画 外苑ハウスマンション建替組
合 東京都中央区築地四丁目7番1 (一財)日本建築センター HNNN-10911-3 令和元年10月07日

（仮称）北堀江4丁目集合住宅 ジオ北堀江管理組合 大阪府大阪市西区北堀江4-2-
27 (一財)日本建築センター HNNN-05685-2 令和元年10月07日

日本橋髙島屋三井ビルディング
日本橋髙島屋三井ビルディング管理
組合　管理者　三井不動産株式会社
ビルディング本部

東京都中央区日本橋二丁目5
番1号 (一財)日本建築センター HNNB-08178-11 令和元年10月07日

仙台ファーストタワー 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目
5番5号 (一財)日本建築センター HFNF-07816-1 令和元年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

仙台ファーストタワー 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一
丁目11番地 (一財)日本建築センター HFNF-07816-1 令和元年10月07日

（仮称）MG東村山店｛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-11503 令和元年10月04日

（仮称）東新橋一丁目計画 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 日本ERI(株) HNNN-11298-1 令和元年10月03日

（仮称）大阪市中央区・高麗橋２丁目計画

大林新星和不動産株式会社
大阪支店

大阪府大阪市中央区本町一丁
目8番12号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10740-1 令和元年10月03日
野村不動産株式会社
西日本支社

大阪府大阪市西区阿波座一丁
目4番4号

虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業 A-1街区　施設建築物 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-11478 令和元年10月03日

南2西3南西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南2西3南西地区市街地再開発
組合

北海道札幌市中央区南2条西2丁
目
8番地NC北専ブロックビル7階

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNB-11284-1 令和元年10月03日

（仮称）日立物流　東日本第二メディカル物流センター計画 株式会社日立物流 東京都中央区京橋2丁目9番2
号　日立物流ビル 日本ERI(株) MNNN-11481 令和元年10月02日

（仮称）大阪市北区豊崎三丁目計画
住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁

目５番３３号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10544-4 令和元年10月02日東急不動産株式会社

住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪府大阪市中央区南船場四
丁目４番３号

（仮称）イトーピア浜離宮建替計画 イトーピア浜離宮マンション
建替組合 東京都港区海岸一丁目6番 (株)東京建築検査機構 HNNN-11479 令和元年10月01日

（仮称）大阪府食品流通センター新A棟 株式会社大阪府食品流通セン
ター

大阪府茨木市宮島一丁目2番1
号 日本ERI(株) NNNB-11497 令和元年09月30日

（仮称）沖縄市多目的アリーナ 沖縄市役所 沖縄県沖縄市仲宗根26番1号 (株)都市居住評価センター NNNB-11048-1 令和元年09月30日

福岡歯科大学医科歯科総合病院建替計画 学校法人　福岡学園 福岡市早良区田村二丁目15番
1号 (一財)日本建築センター MNNN-11258-1 令和元年09月30日

（仮称）新井様塩焼１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3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11293-1 令和元年09月27日

コナミクリエイティブセンター銀座 コナミリアルエステート株式
会社 東京都港区赤坂9丁目7番2号 日本ERI(株) MNNN-10770-1 令和元年09月27日

川口市新庁舎１期棟 川口市役所 埼玉県川口市青木2-1-1 日本ERI(株) MNNB-10869-1 令和元年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)葺手ハイツ建替計画 葺手ハイツ・マンション建替
組合 東京都港区虎ノ門4-1-11 (一財)日本建築センター HFNN-07737-3 令和元年09月27日

海田町新庁舎 海田町 広島県安芸郡海田町上市14-1
8 (一財)日本建築センター MNNN-11477 令和元年09月26日

（仮称）渋谷区道玄坂2丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11476 令和元年09月25日

（仮称）笹塚1丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11475 令和元年09月25日

山陽放送株式会社　RSKイノベイティブ・メディアセンター本館 RSKホールディングス株式会
社

岡山県岡山市北区丸の内2-1-
3 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11262-1 令和元年09月24日

徳島新聞社新印刷センター 一般社団法人徳島新聞社 徳島県徳島市中徳島町2丁目5
番地2 日本ERI(株) MNNN-11181-1 令和元年09月24日

深江竹友寮建替計画 株式会社竹中工務店
大阪本店

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 MNNN-11045-2 令和元年09月24日

芝浦工業大学　豊洲第二校舎 学校法人　芝浦工業大学 東京都港区芝浦三丁目9番14
号 日本ERI(株) HNNN-11474 令和元年09月24日

（仮称）本町サンケイビル 株式会社サンケイビル 大阪府大阪市浪速区湊町2-1-
57 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11473 令和元年09月24日

（仮称）海老名駅間マンション計画　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

9番2号
(一財)日本建築センター HNNN-10814-2 令和元年09月24日

小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台１丁目47番
１号

御堂筋平野町計画 株式会社　オービック 東京都中央区京橋2-4-15 (一財)日本建築センター HNNN-10804-4 令和元年09月24日

（仮称）大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物（高層
棟）

大船駅北第二地区市街地再開
発組合

神奈川県鎌倉市大船一丁目7
番5号大船末広神尾ビル5F (一財)日本建築センター HNNN-10748-2 令和元年09月24日

（仮称）千葉公園ドーム 日本写真判定株式会社 東京都千代田区富士見2丁目4
番11号 (一財)日本建築センター NNNB-11468-1 令和元年09月20日

プレミアヨコハマ 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

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-07664-5 令和元年09月20日

オリンピックアクアティクスセンター（仮称）
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 MNNB-10753-6 令和元年09月20日公益財団法人東京オリンピック
・パラリンピック競技大会組織
委員会

東京都中央区晴海1-8-12
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

港区北青山三丁目・港区施設　合築棟 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-10734-5 令和元年09月20日

川口栄町３丁目銀座地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築計
画

川口栄町３丁目銀座地区市街
地再開発組合

埼玉県川口市栄町三丁目10番
3号 (一財)日本建築センター HNNN-11471 令和元年09月19日

西宮市第二庁舎（危機管理センター）整備事業 西宮市長　石井　登志郎 兵庫県西宮市六湛寺町10番3
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11281-1 令和元年09月19日

刈谷銀座AB地区プロジェクト　住宅棟 角文株式会社 愛知県刈谷市泉田町古和井1
番地 日本ERI(株) HNNN-10919-1 令和元年09月19日

北中西・栄町地区第一種市街地再開発ビル 北中西・栄町地区市街地再開
発組合

滋賀県草津市大路一丁目8番5
号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10802-1 令和元年09月19日

(仮称）阿部野橋ターミナルビル 株式会社近鉄百貨店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁
目１番４３号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-08196-2 令和元年09月19日

区立お茶の水小学校・幼稚園 千代田区長　石川　雅己 東京都千代田区九段南一丁目
2番1号 日本ERI(株) MNNN-11467 令和元年09月17日

（仮称）一之江7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3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11282-1 令和元年09月17日

（仮称）日本通運（株）新本社ビル計画 日本通運株式会社 東京都港区東新橋一丁目９番
３号 (一財)日本建築センター HNNN-11470 令和元年09月17日

（仮称）関東学院横浜都心キャンパス 学校法人　関東学院 神奈川県横浜市金沢区六浦東
1-50-1 日本ERI(株) HNNN-11466 令和元年09月17日

高浜発電所２号機外部しゃへい建屋 関西電力株式会社 福井県三方郡美浜町郷市13号
横田8番 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10593-1 令和元年09月17日

高浜発電所１号機外部しゃへい建屋 関西電力株式会社 福井県三方郡美浜町郷市13号
横田8番 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10592-1 令和元年09月17日

(仮称)神田錦町二丁目計画 住友商事株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番2号 (一財)日本建築センター HNNB-10785-5 令和元年09月13日

理化学研究所本部・事務棟 株式会社和光アールサポート
PFI

東京都江東区新砂一丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-11465 令和元年09月12日

（仮称）ウィザースレジデンス五井計画 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田四丁目３
番３号 (株)都市居住評価センター MNNN-11327-1 令和元年09月12日

（仮称）名古屋支店本郷寮新築計画 株式会社奥村組東日本支社 東京都港区芝五丁目6番1号 日本ERI(株) MNNN-11213-1 令和元年09月12日

高知市新庁舎 高知市長　岡﨑　誠也 高知県高知市本町五丁目1番4
5号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10421-2 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）名古屋市中区栄一丁目計画 近鉄不動産株式会社 名古屋市中村区名駅4丁目5番
28号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-11163-1 令和元年09月12日

（仮称）プラウド堤通雨宮町Ⅲ計画 野村不動産株式会社仙台支店 仙台市青葉区中央３－２－２
３

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10986-3 令和元年09月12日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10197-6 令和元年09月12日

（仮称）谷中様西浅草3丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11245-2 令和元年09月10日

（仮称）二日町Ⅱ北計画 野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区中央三丁
目2番23号 日本ERI(株) HNNN-11463 令和元年09月10日

あま市新庁舎 愛知県あま市 愛知県あま市木田戌亥18番地
1 (一財)日本建築センター MNNN-11462 令和元年09月09日

中之島児童文学館 株式会社安藤忠雄建築研究所 大阪府大阪市北区豊崎2丁目5
-23 (一財)日本建築センター NNNB-11225-1 令和元年09月06日

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル施設再整備 新千歳空港ターミナルビルデ
ィング株式会社 北海道千歳市美々987番地22 (一財)日本建築センター NNNB-10925-4 令和元年09月06日

（仮称）錦二丁目7番第一種市街地再開発事業　B工区 IHI運搬機械株式会社 東京都中央区明石町8番1号
聖路加タワー (一財)日本建築センター NFEN-11489 令和元年09月06日

香椎駅立体駐輪駐車場　施設併用立駐
｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-11488 令和元年09月06日

宮城野ビル（仮称） 宮城商事株式会社 宮城県仙台市青葉区中央一丁
目7番4号 日本ERI(株) HNNN-11235-1 令和元年09月05日

（仮称）麹町五丁目計画 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、日
本ERI(株) HFNB-10887-4 令和元年09月04日

日本通運株式会社　東日本医薬品センター新築計画 日本通運株式会社ロジスティ
クス事業支店

東京都港区東新橋1丁目9番3
号 (一財)日本建築センター MNNN-11460 令和元年09月03日

公設市場立体駐車場｛施設併用三層四段型自走式自動車車庫｝ 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-11482 令和元年09月02日

（仮称）東栄株式会社様江戸川区瑞江2丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNN-11324-1 令和元年09月02日

京都府警察本部新庁舎 京都府警察本部 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 MNNN-10545-5 令和元年09月02日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　B-1街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号4F (一財)日本建築センター HNNN-11459 令和元年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（高層棟） 虎ノ門一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区西新橋二丁目15番
3号 (一財)日本建築センター HNNB-10711-4 令和元年09月02日

（仮称）新小牧市立図書館 小牧市 愛知県小牧市堀の内三丁目1
番地 (株)都市居住評価センター NNNB-11311-1 令和元年08月29日

（仮称）住友林業筑波研究所新研究棟 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
３番２号経団連会館

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-11030-2 令和元年08月29日

山梨県立中央病院（精神科病棟増築） 地方独立行政法人
山梨県立病院機構 山梨県甲府市富士見1-1-1 (一財)日本建築センター MNNN-07773-2 令和元年08月29日

（仮称）新橋一丁目ビル エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原ＵＤＸ (一財)日本建築センター HNNN-10859-3 令和元年08月29日

順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）新研究棟建設計
画 学校法人　順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1

号 (一財)日本建築センター HNNN-10536-7 令和元年08月29日

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区　AC棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-10638-5 令和元年08月29日

（仮称）竹芝地区開発計画建築計画（業務棟） 株式会社アルベログランデ 東京都中央区日本橋2丁目1番
14号 (一財)日本建築センター HNNB-10503-6 令和元年08月29日

プレミストタワー大阪上本町
株式会社　淺沼組　大阪本店 大阪市浪速区湊町1丁目2番3

号マルイト難波ビル
ハウスプラス確認検査(株) HNNN-11094-2 令和元年08月28日

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

水俣市新庁舎 水俣市 熊本県水俣市陣内1丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-11456 令和元年08月27日

Spiber本社ラボ棟 Spiber株式会社 山形県鶴岡市覚岸寺字水上23
4番地1 日本ERI(株) MNNN-11263-1 令和元年08月27日

（仮称）丸富商店様相之川４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3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11075-1 令和元年08月27日

（仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区　Ａ棟 株式会社世界貿易センタービ
ルディング

東京都港区浜松町二丁目４番
１号 (一財)日本建築センター HNNB-10853-3 令和元年08月27日

虎ノ門八束ビル
鹿島　美枝子 東京都世田谷区上北沢3-24-2

4
日本ERI(株) MNNN-11457 令和元年08月26日

鹿島　春彦 東京都世田谷区上北沢3-24-2
4

茶屋ヶ坂アパート 清水建設株式会社名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦一丁目
３－７ (一財)日本建築センター MNNN-11233-1 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

サントリー商品開発センター サントリーホールディングス
株式会社 大阪市北区堂島浜2-1-40 (一財)日本建築センター NNNF-01062-1 令和元年08月23日

ＮＨＫ新奈良放送会館 日本放送協会　奈良放送局 奈良県奈良市鍋屋町27 (一財)日本建築センター MNNN-11089-1 令和元年08月23日

大分県地域成人病検診センター建替え建設事業　検診センター 公益財団法人
大分県地域成人病検診協会

大分県大分市大字宮崎1415番
地 日本ERI(株) MNNN-10879-1 令和元年08月23日

（仮称）千代田区永田町二丁目計画
東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
首都圏住宅事業本部

東京都港区南青山二丁目6番2
1号 日本ERI(株) MNNN-10717-3 令和元年08月23日

（仮称）錦二丁目7番第一種市街地再開発事業　A工区 錦二丁目7番地区市街地再開
発組合

愛知県名古屋市中区錦二丁目16
番1号　アベニューフシミ1601
5F

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-11221-1 令和元年08月23日

（仮称）ル・サンク仙台二日町 株式会社　ＮＩＰＰＯ 東京都中央区京橋一丁目19番
11号 日本ERI(株) HNNN-10902-1 令和元年08月23日

日本赤十字社　長崎県支部・長崎原爆病院 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎県長崎市茂里町3番15号 (一財)日本建築センター HNNN-10311-7 令和元年08月23日

成田市公設地方卸売市場 成田市 千葉県成田市花崎町760番地 日本ERI(株) NNNF-11146-1 令和元年08月19日

（仮称）磐田市文化会館 磐田市長　渡部　修 静岡県磐田市国府台3-1 (一財)日本建築センター NNNB-11472 令和元年08月19日

（仮称）西区京町堀2丁目プロジェクト 住友商事株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番2号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11454 令和元年08月19日

（仮称）西区靱本町計画 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-11453 令和元年08月19日

（仮称）クレヴィアタワー御堂筋本町

東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪府大阪市中央区南船場四
丁目4番3号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-11452 令和元年08月19日
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

（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-08345-7 令和元年08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

南海ターミナルビル 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、
日本ERI(株) HNNB-06441-7 令和元年08月19日

京都市美術館再整備計画 京都市 京都府京都市中京区寺町通御
池上る上本能寺前町488番地 (一財)日本建築総合試験所 NNNF-10991-2 令和元年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）千葉公園ドーム 日本写真判定株式会社 東京都千代田区富士見2丁目4
番11号 (一財)日本建築センター NNNB-11468 令和元年08月16日

（仮称）姫路市文化コンベンションセンター 姫路市 兵庫県姫路市安田4-1 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-11107-1 令和元年08月16日

有明北3-1地区計画　B-1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 NNNB-10920-2 令和元年08月16日

（仮称）豊島プロジェクトＢ棟
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目

7番2号
(一財)日本建築センター NNNB-10661-4 令和元年08月16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

五井駐車場｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2
丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-11464 令和元年08月15日

（仮称）北野建設株式会社新長野本社ビル 北野建設株式会社 長野県長野市県町524 日本ERI(株) MNNN-11450 令和元年08月13日

敦賀市市庁舎・消防庁舎 敦賀市 福井県敦賀市中央町2丁目1番
1号 (一財)日本建築センター MNNN-11445 令和元年08月13日

（仮称）石鍋様店舗併用共同住宅新築計画 石鍋　一郎 東京都足立区六町4丁目8-8 日本ERI(株) MNNN-11253-1 令和元年08月13日

結城市庁舎 結城市 茨城県結城市大字結城１４４
７ 日本ERI(株) MNNN-11147-1 令和元年08月13日

横浜研究拠点　（仮称）西側敷地　研究施設建設工事　研究棟 中外製薬株式会社 東京都北区浮間5-5-1 (一財)日本建築センター MNNB-11444 令和元年08月13日

（仮称）新淀屋橋ビル新築計画
株式会社大林組 東京都港区港南２丁目１５番

２号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-11451 令和元年08月13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）栄五丁目計画 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) HNNN-11277-1 令和元年08月13日

（仮称）渋谷区道玄坂二丁目開発計画
株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディ
ングス

東京都目黒区青葉台二丁目19
番10号 (一財)日本建築センター HNNN-11231-1 令和元年08月13日

高島屋南地区第一種市街地再開発 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋1-7-1 日本ERI(株) HNNN-11218-1 令和元年08月13日

（仮称）港区芝浦２丁目計画 近鉄不動産株式会社 東京都中央区八重洲二丁目7
番2号 (株)都市居住評価センター HNNN-11182-1 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）港区芝浦２丁目計画
東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
首都圏住宅事業本部

東京都港区南青山二丁目6番2
1号 (株)都市居住評価センター HNNN-11182-1 令和元年08月13日

（仮称）名古屋三井ビルディング北館 三井不動産株式会社中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南
一丁目24番30号 (一財)日本建築センター HNNN-11136-1 令和元年08月13日

大阪貯金事務センター 株式会社　ゆうちょ銀行 東京都千代田区大手町二丁目
3番1号 (一財)日本建築センター MNNN-11102-1 令和元年08月12日

データセンター 株式会社オプテージ 大阪府大阪市中央区城見2丁
目1番5号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-05939-1 令和元年08月09日

（仮称）ＭＭ21地区47街区開発計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10954-4 令和元年08月09日

KDXレジデンス大濠ハーバービュータワー 三井住友信託銀行株式会社 東京都港区芝3-33-1 日本ERI(株) HNNN-03280-1 令和元年08月09日

花王すみだ事業場 中央棟　建設計画 花王株式会社 東京都墨田区文花二丁目１番
３号 (株)東京建築検査機構 MNNN-11212-2 令和元年08月08日

（仮称）豊洲六丁目４－２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

(一財)日本建築センター、(株
)東京建築検査機構 MFEB-11322-1 令和元年08月08日

（仮称）横浜市中区北仲通５丁目計画
丸紅株式会社 東京都中央区日本橋二丁目7

番1号
(一財)日本建築センター HNNN-10590-5 令和元年08月08日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目１番２号

虎ノ門トラストシティ　ワールドゲート 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3番1
7号 (一財)日本建築センター HFNB-10625-4 令和元年08月08日

（仮称）金子様足立区千住仲町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNN-11442 令和元年08月06日

（仮称）みなとみらい21中央地区37街区開発計画 合同会社KRF48　代表社員
一般社団法人カリスト

東京都千代田区内幸町二丁目
1番6号 (一財)日本建築センター HNNB-11441 令和元年08月06日

（仮称）江東区亀戸6丁目計画　商業棟 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2 日本ERI(株) NNNB-11461 令和元年08月05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一丁目4
番1号 (株)都市居住評価センター NNNB-06516-2 令和元年08月05日

大和高田市新庁舎 大和高田市 奈良県大和高田市大字大中10
0番地1 日本ERI(株) MNNN-11439 令和元年08月05日

越中貞邸 越中　貞 京都府福知山市大江町河守29
6-4 (一財)日本建築センター MNNN-11438 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

羽島市庁舎 羽島市役所 岐阜県羽島市竹鼻町55番地 (一財)日本建築センター MNNN-11437 令和元年08月05日

（仮称）幕張本郷1丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11279-1 令和元年08月05日

柏崎市新庁舎 柏崎市 新潟県柏崎市中央区5-50 日本ERI(株) MNNN-11115-1 令和元年08月05日

横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 横浜駅きた西口鶴屋地区市街
地再開発組合

神奈川県横浜市西区南幸二丁
目1番22号 日本ERI(株) HNNN-11440 令和元年08月05日

（仮称）大手町1-4-2計画 大手町１４２特定目的会社
東京都千代田区内神田二丁目２
番６号
５階あすな会計事務所内

(一財)日本建築センター HNNB-10940-4 令和元年08月05日

丸ノ内オアゾ（丸の内1丁目1街区（東京駅丸の内北口）開発計画B・C
棟）

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 HNNB-04388-1 令和元年08月05日
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町1丁目1

番1号

大丸心斎橋店本館建替計画 株式会社大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-01413-6 令和元年08月05日

豊洲地区1-1街区開発計画
株式会社　ＮＩＰＰＯ 東京都中央区京橋一丁目19番

11号 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-11179-4 令和元年08月05日

東急不動産株式会社　 東京都港区南青山二丁目6番2
1号

長門市本庁舎 長門市 山口県長門市東深川１３３９
番地２ (一財)日本建築センター MNNN-10862-1 令和元年08月01日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A街区 虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目7番3
号 (一財)日本建築センター HNNB-11436 令和元年07月31日

川崎市新本庁舎 川崎市役所 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 HFNB-11323-1 令和元年07月31日

岡山市表町三丁目10番11番23番24番地区第一種市街地再開発事業施設
建築物

岡山市表町三丁目10番11番23
番24番地区市街地再開発組合

岡山県岡山市北区天瀬3番15
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11435 令和元年07月30日

本厚木駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 本厚木駅南口地区市街地再開
発組合

神奈川県厚木市中町二丁目1
番24号柳田ビル7階 (一財)日本建築センター HNNN-11018-2 令和元年07月30日

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業　２-１街区
Ｂ棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番

1号 (一財)日本建築センター HNNB-11004-2 令和元年07月30日

上田市新本庁舎 上田市 長野県上田市大手一丁目11番
16号 (一財)日本建築センター MNNN-11432 令和元年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）東町プロジェクト スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11299-1 令和元年07月29日

（仮称）日吉箕輪町計画B工区 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 MNNN-11274-1 令和元年07月29日

（仮称）東陽３丁目計画 株式会社　竹中工務店 東京都江東区南砂二丁目5番1
4号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11204-4 令和元年07月29日

石巻市中央二丁目４番南地区優良建築物等整備事業施設建築物 中央二丁目４番南地区商業地
活性化協議会

宮城県石巻市住吉町1丁目2番
12号 日本ERI(株) MNNN-10921-1 令和元年07月29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-06411-1 令和元年07月29日

（仮称）北青山二丁目計画 第6メック都市開発特定目的
会社

東京都中央区日本橋二丁目7
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10955-2 令和元年07月29日

（仮称）御堂会館建替計画 積和不動産関西株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1丁目1
番30号（梅田スカイビルタワー
ウエスト24・25階）

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10890-2 令和元年07月29日

（仮称）赤坂５丁目プロジェクト 積水ハウス株式会社 東京都渋谷区代々木2丁目1-1 (一財)日本建築センター HNNN-10861-2 令和元年07月29日

川崎駅西口開発計画 東日本旅客鉄道株式会社 神奈川県横浜市西区平沼１丁
目４０番２６号 (一財)日本建築センター HNNB-11101-2 令和元年07月29日

（仮称）ヨドバシ梅田タワー 株式会社ヨドバシホールディ
ングス

東京都新宿区新宿5丁目3番1
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNB-06327-5 令和元年07月29日

竜泉寺の湯　流山店　｛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21-13 (一財)日本建築センター NFEN-11458 令和元年07月26日

（仮称）多目的アリーナ計画 クロススポーツマーケティン
グ株式会社

東京都千代田区神田錦町3-20
錦町トラッドスクエア14階 (一財)日本建築センター NNNB-11272-1 令和元年07月25日

ステイシア武蔵新城 志村　典亮 神奈川県川崎市高津区坂戸2-
19-3 (一財)日本建築センター MNNN-11455 令和元年07月25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二丁
目1番1号 (一財)日本建築センター NNNB-06578-2 令和元年07月24日

鳥取市新本庁舎 鳥取市 鳥取県鳥取市尚徳町116番地 (一財)日本建築センター MNNN-10866-2 令和元年07月24日

さいたま市立病院新病院 さいたま市 埼玉県さいたま市浦和区常盤
6-4-4 日本ERI(株) MNNN-10558-1 令和元年07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 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-07490-3 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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プロジェクト江東深川 ディエイチ・アセット・ワン
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-11431 令和元年07月23日

（仮称）木内建設㈱本社建替プロジェクト 木内建設株式会社 静岡県静岡市駿河区国吉田1
丁目7番37号 日本ERI(株) MNNN-11430 令和元年07月22日

（仮称）神奈川区大口仲町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11429 令和元年07月22日

（仮称）東特塗料株式会社様亀沢４丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋３－１－
８　スターツ日本橋ビル３階 日本ERI(株) MNNN-11165-1 令和元年07月22日

深江竹友寮建替計画 株式会社竹中工務店
大阪本店

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 MNNN-11045-1 令和元年07月22日

（仮称）三宮新港町計画（東棟） 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 日本ERI(株) HNNN-11428 令和元年07月22日

（仮称）三宮新港町計画（西棟） 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 日本ERI(株) HNNN-11427 令和元年07月22日

君津6CGL設置　高層棟 日本製鉄株式会社
君津製鉄所 千葉県君津市君津1番地 日本ERI(株) HNNN-11266-1 令和元年07月19日

土佐市複合文化施設（仮称） 土佐市 高知県土佐市高岡町甲2017-1 日本ERI(株) MNNB-10935-1 令和元年07月18日

四谷駅前地区（再）施設建築物 独立行政法人　都市再生機構
東日本賃貸住宅本部

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 HNNN-10516-8 令和元年07月18日

小山市役所新庁舎 小山市 栃木県小山市中央町1-1-1 日本ERI(株) MNNB-11411 令和元年07月17日

虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建築物
Ｂ－２街区（西）

虎ノ門・麻布台地区市街地再
開発組合

東京都港区麻布台一丁目７番
３号４Ｆ (一財)日本建築センター HNNN-11426 令和元年07月17日

新橋田村町地区市街地再開発事業 新橋田村町地区市街地再開発
組合 東京都港区西新橋一丁目13-1 (一財)日本建築センター HFNB-11063-2 令和元年07月17日

（仮称）日吉箕輪町計画 Ｃ工区
関電不動産開発株式会社 東京都中央区京橋一丁目18番

1号
(一財)日本建築センター MNNN-11420 令和元年07月16日

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　新宿野村ビル

三郷２号配送センター２期棟 三菱倉庫株式会社　東京支店 東京都中央区新川一丁目28番
24号 日本ERI(株) MNNN-11416 令和元年07月16日

（仮称）京急グループ本社ビル 京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪二丁目20番20
号 日本ERI(株) HNNB-10854-5 令和元年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）新電元工業　朝霞事業所プロジェクト 新電元工業株式会社 東京都千代田区大手町2丁目2
番1号 (一財)日本建築センター NNNB-11449 令和元年07月12日

大阪電気通信大学 学校法人　大阪電気通信大学 大阪府寝屋川市初町18番8号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-11344-1 令和元年07月12日

（仮称）エイリックタウン二日市駅前ザ・テラス（駐車場棟） セイワパーク株式会社 福岡市博多区東比恵2丁目1番
3号 (一財)日本建築センター NFEN-11448 令和元年07月12日

熊本駅ビル（仮称）施設併用立駐｛施設併用七層八段型自走式自動車
車庫｝ 大和リース　株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-11447 令和元年07月12日

創価学会　世界聖教会館 創価学会 東京都新宿区信濃町32番地 (一財)日本建築センター MNNN-10844-3 令和元年07月12日

総合高度先端医療病棟（Ⅱ期）・iPS等臨床試験センター棟 国立大学法人京都大学 京都市左京区吉田本町36番地
1 (一財)日本建築センター MNNN-07888-5 令和元年07月12日

三井住友信託銀行株式会社　HHK御堂筋ビル 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-1 日本ERI(株) MNNN-01644-1 令和元年07月12日

金町六丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 金町六丁目駅前地区市街地再
開発組合

東京都葛飾区金町６丁目７－
２２

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-11151-1 令和元年07月12日

（仮称）太白区あすと長町一丁目計画

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部

東京都港区赤坂二丁目9番11
号

日本ERI(株) HNNN-10627-1 令和元年07月12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二町
目4番6号

（仮称）立川泉町計画（映画館） 三井不動産株式会社
商業施設本部

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 日本ERI(株) NNNF-11446 令和元年07月11日

（仮称）千代田区一番町20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-10799-2 令和元年07月11日
東京建物　株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4

番16号

住友不動産（仮称）西新宿六丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区新宿二丁目４番
１号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10833-3 令和元年07月11日

ｎＯＲＢＥＳＡ みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1-2-1 (一財)日本建築センター NNNB-00484-3 令和元年07月10日

（仮称）石鍋様足立区六町129街区計画 石鍋　則雄 東京都台東区西浅草3-18-5-1
204 日本ERI(株) MNNN-11423 令和元年07月10日

（仮称）KAMAKURA Kona合同会社 東京都港区虎ノ門四丁目1番2
8号 (一財)日本建築センター MNNN-11421 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）豊島プロジェクトＡ棟
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目

7番2号
(一財)日本建築センター HNNB-10655-3 令和元年07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

丸の内パークビルディング 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HFNB-03670-1 令和元年07月05日

（仮称）丸山国際中継所D棟 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1 (一財)日本建築センター MNNN-11121-2 令和元年07月04日

（仮称）グランドメゾン浄水ガーデンシティプロジェクトⅡ期－① （代表企業）積水ハウス株式
会社福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神１丁
目15-6綾杉ビル8F (株)東京建築検査機構 HNNN-11424 令和元年07月04日

宇田川町14・15番地区第一種市街地再開発事業施設建築物 宇田川町14・15番地区第一種
市街地再開発事業　個人施行者

東京都豊島区南池袋一丁目28
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-10779-5 令和元年07月02日

国際PARK　新築計画 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-11434 令和元年07月01日

（仮称）メッセ武蔵境店 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-11433 令和元年07月01日

鹿児島銀行本店ビル 株式会社　鹿児島銀行 鹿児島県鹿児島市金生町６番
６号 (一財)日本建築センター HNNN-10805-2 令和元年07月01日

福岡市中央区長浜２丁目計画

株式会社ウェルホールディン
グス

福岡県福岡市中央区天神2丁目
14番8号天神センタービル11F

日本ERI(株) HNNN-10484-2 令和元年07月01日
三菱地所レジデンス株式会社 福岡県福岡市中央区天神1丁

目6番8号天神ツインビル

（仮称）竹芝地区開発計画建築計画（業務棟） 株式会社アルベログランデ 東京都中央区日本橋2丁目1番
14号 (一財)日本建築センター HNNB-10503-5 令和元年07月01日

杜の街づくりプロジェクト 杜の街づくりPJ１合同会社 東京都港区元赤坂一丁目1番7
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11222-1 令和元年06月28日

(仮称)六本木一丁目計画 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3番1
7号 (一財)日本建築センター HNNN-10817-5 令和元年06月28日

大井一丁目南第１地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大井一丁目南第１地区市街地
再開発組合 東京都品川区大井1-34-11 (株)都市居住評価センター HNNN-10600-3 令和元年06月27日

豊洲地区1-1街区開発計画
株式会社　NIPPO 東京都中央区八重洲一丁目2

番16号
(一財)日本建築センター HFNF-11179-3 令和元年06月27日

東急不動産株式会社　 東京都港区南青山二丁目6番2
1号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）新データセンター建設計画 株式会社　ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町96 (一財)日本建築センター MNNN-11418 令和元年06月26日

（仮称）九段南一丁目プロジェクト 合同会社ノーヴェグランデ 東京都中央区日本橋2丁目1-1
4 (一財)日本建築センター HNNB-11419 令和元年06月26日

（仮称）竹芝ウォーターフロント開発計画B棟（劇場棟） 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 NNNB-10975-1 令和元年06月25日

（仮称）柏市柏四丁目10計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央1丁
目11番1号 (一財)日本建築センター HNNN-11417 令和元年06月25日

高松市屋島山上拠点施設 高松市長　大西　秀人 香川県高松市番1丁目8番15号 (一財)日本建築センター NNNF-11425 令和元年06月24日

東京国際空港国際線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-08186-8 令和元年06月24日

帝京大学先端総合研究機構（仮） 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 (一財)日本建築センター MNNN-11415 令和元年06月24日

（仮称）株式会社キョクレイ本牧物流センター新設計画 株式会社　錢高組東京支社 東京都千代田区一番町３１番
地 日本ERI(株) MNNN-11414 令和元年06月24日

（仮称）タクマビル新館（研修センター） 株式会社タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺2-2-33 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11412 令和元年06月24日

（仮称）JECビル 学校法人　高宮学園 東京都渋谷区代々木一丁目29
番1号 日本ERI(株) MNNN-11015-1 令和元年06月24日

知多信用金庫　本部棟 知多信用金庫 愛知県半田市星崎町3丁目39
番地の10 (株)確認サービス MNNN-10857-1 令和元年06月24日

高松赤十字病院新東館（仮称） 高松赤十字病院 香川県高松市番町4丁目1-3 日本ERI(株) MNNN-10583-3 令和元年06月24日

（仮称）京急グループ本社ビル 京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪二丁目20番20
号 日本ERI(株) HNNB-10854-4 令和元年06月24日

（仮称）久御山プロジェクト　A棟 三菱食品株式会社 東京都大田区平和島六丁目1
番1号 日本ERI(株) NNNB-11172-1 令和元年06月20日

四谷駅前地区（再）施設建築物 独立行政法人　都市再生機構
東日本賃貸住宅本部

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 HNNN-10516-7 令和元年06月20日

八代市新庁舎 熊本県八代市 熊本県八代市松江城1-25 日本ERI(株) MNNN-11410 令和元年06月19日

(仮称)ディスコ桑畑工場Ａ棟Ｄゾーン増築 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 (一財)日本建築センター MNNN-08156-4 令和元年06月19日

180/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル施設再整備 新千歳空港ターミナルビルデ
ィング株式会社 北海道千歳市美々987番地22 (一財)日本建築センター NNNB-10925-3 令和元年06月18日

（仮称）折本様富士見２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11407 令和元年06月18日

（仮称）石田様相之川４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3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11406 令和元年06月18日

県央基幹病院 新潟県知事　花角　英世 新潟県新潟市中央区新光町4-
1 日本ERI(株) MNNN-11405 令和元年06月18日

味の素株式会社（仮称）食品研究所北棟 味の素株式会社 東京都中央区京橋一丁目15番
1号 日本ERI(株) MNNN-11404 令和元年06月17日

（仮称）メディカテック株式会社様ビル大瀬1丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11403 令和元年06月17日

三井不動産インダストリアルパーク印西Ⅱ 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座6-17-1 (一財)日本建築センター MNNN-11192-1 令和元年06月17日

東部医療センター新病棟 名古屋市病院局 愛知県名古屋市中区三の丸三
町目1番1号 日本ERI(株) MNNN-10594-1 令和元年06月17日

開成町新庁舎 開成町 神奈川県足柄上郡開成町延沢
773番地 日本ERI(株) MNNB-11058-1 令和元年06月17日

東京慈恵会医科大学附属病院　中央棟 学校法人　慈恵大学 東京都港区西新橋三丁目25-8 日本ERI(株) HNNN-10969-1 令和元年06月17日

（仮称）SGリアルティ新大阪ホテル計画 SGリアルティ株式会社 京都府京都市南区上鳥羽角田
町68番地 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10875-4 令和元年06月17日

（仮称）首都高速道路株式会社神奈川局社屋 首都高速道路株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1
日土地ビル 日本ERI(株) MNNN-10910-1 令和元年06月14日

みなとパーク芝浦・（仮称）芝浦第二小学校 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-07857-4 令和元年06月14日

北海道議会庁舎 北海道 北海道札幌市中央区北3条西6
丁目

(一財)日本建築センター、(株
)都市居住評価センター MNNF-10978-2 令和元年06月14日

アイランドシティ オーシャン＆フォレスト タワーレジデンスＥ棟 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15番6号 日本ERI(株) HNNN-11393 令和元年06月14日

アイランドシティ オーシャン＆フォレスト タワーレジデンスＷ棟 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15番6号 日本ERI(株) HNNN-11392 令和元年06月14日

熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 熊本桜町再開発株式会社 熊本県熊本市中央区花畑町4
番3号 (株)都市居住評価センター NNNB-10653-4 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

唐津市新庁舎 唐津市 佐賀県唐津市西城内1番1号 日本ERI(株) MNNN-11401 令和元年06月13日

（仮称）梅田曽根崎計画 住友不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11133-2 令和元年06月13日

つつじヶ丘マンション建替え事業　住宅棟 つつじヶ丘マンション建替組
合

東京都港区赤坂1-8-1赤坂イ
ンターシティAIR (株)都市居住評価センター MNNN-11391 令和元年06月12日

（仮称）港区虎ノ門四丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 日本ERI(株) HNNN-11399 令和元年06月12日

（仮称）西鉄香椎照葉七丁目計画 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) HNNN-11388 令和元年06月12日

コニシ株式会社　関東支社 コニシ株式会社 東京都千代田区神田錦町２－
３ 日本ERI(株) MNNN-11190-1 令和元年06月11日

町立南伊勢病院 南伊勢町 三重県度会郡南伊勢町五ケ所
浦3057番地 日本ERI(株) MNNN-11153-1 令和元年06月11日

（仮称）グランドメゾン荒戸2丁目新築計画 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15-6　綾杉ビル8Ｆ 日本ERI(株) HNNN-11389 令和元年06月11日

武蔵小山パルム駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小山パルム駅前地区市街
地再開発組合

東京都品川区小山三丁目26番
9号 駅サイドビル6階 日本ERI(株) HNNN-10465-5 令和元年06月11日

那覇市第一牧志公設市場 那覇市 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1
号 日本ERI(株) NNNB-11422 令和元年06月10日

有明体操競技場兼展示場（仮称）－大会時

公益財団法人　東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組
織委員会

東京都港区虎ノ門一丁目23番
1号

(株)都市居住評価センター NFNB-10929-4 令和元年06月10日
東京都知事　小池　百合子 東京都新宿区西新宿二丁目8

番地1号

有明体操競技場兼展示場（仮称）－後利用時

公益財団法人　東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組
織委員会

東京都港区虎ノ門一丁目23番
1号

(株)都市居住評価センター NFNB-10928-4 令和元年06月10日
東京都知事　小池　百合子 東京都新宿区西新宿二丁目8

番地1号

千葉大学（医病）中央診療棟 国立大学法人　千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-
33 (一財)日本建築センター MNNN-10985-1 令和元年06月10日

BOATRACE六本木（仮称）建設事業 一般財団法人BOATRACE振興
会

東京都港区三田3-12-12
笹川記念会館10階 日本ERI(株) MNNN-10976-1 令和元年06月10日

（仮称）神田和泉町計画 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) MNNF-11396 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）ヤンマー東京ビル セイレイ興産株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町1-32
YANMAR FLYING-Y BUILDING (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11387 令和元年06月10日

（仮称）港区新橋６丁目計画 積水ハウス株式会社開発事業
部

東京都渋谷区代々木二丁目1
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-11328-1 令和元年06月10日

(仮称)ベルコ難波ホテル 株式会社ベルコ 大阪府池田市空港1丁目12-10 (一財)日本建築センター HNNN-10525-4 令和元年06月10日

ＮＨＫ新大津放送会館 日本放送協会　大津放送局 滋賀県大津市打出浜3-30 (一財)日本建築センター MNNN-10909-2 令和元年06月07日

(仮称)広島大学跡地「知の拠点」再生プロジェクト

三井不動産レジデンシャル株
式会社

広島県広島市中区中町9番12
号

(一財)日本建築センター HNNN-10757-1 令和元年06月07日
三菱地所レジデンス株式会社 広島県広島市中区大手町三丁

目7番5号

（仮称）横浜駅西口開発ビル計画 東日本旅客鉄道株式会社　 神奈川県横浜市西区平沼一丁
目40番26号 (一財)日本建築センター HNNB-10436-4 令和元年06月07日

鳥取赤十字病院 鳥取赤十字病院 鳥取県鳥取市尚徳町117番地 日本ERI(株) MNNN-07695-2 令和元年06月03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 大阪府大阪市北区中之島3丁
目2番18号 日本ERI(株) MNNN-03375-4 令和元年06月03日

摂津工場新施設構築プロジェクト　209棟 シオノギファーマ株式会社
摂津工場

大阪府摂津市三島2丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11144-2 令和元年05月31日

宮崎県防災拠点庁舎（仮称） 宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10828-1 令和元年05月31日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-5街区　T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四丁目
14番1号

日本ERI(株) HNNN-11170-1 令和元年05月31日
三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号

大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業
施設建築物等

大宮駅東口大門町２丁目中地
区市街地再開発組合

埼玉県さいたま市大宮区大門
町2丁目26番地　鍵利ビル2Ｆ 日本ERI(株) HNNN-10973-1 令和元年05月31日

（仮称）麹町五丁目計画 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　新宿ＮＳビル 日本ERI(株) HFNB-10887-3 令和元年05月31日

ビ・ウェル九反田Ⅱ 和建設株式会社 高知県高知市北本町4丁目3-2
5 日本ERI(株) MNNN-10896-1 令和元年05月30日

京都新聞滋賀本社建替計画 株式会社京都新聞社 京都府京都市中京区烏丸通夷
川上ル少将井町239 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11175-1 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大阪府済生会富田林病院建設事業 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部大阪府済生会

大阪府大阪市中央区谷町七丁
目4番15号 日本ERI(株) MNNN-11250-1 令和元年05月27日

（仮称）アパホテル＆リゾート＜御堂筋本町駅タワー＞ アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号 日本ERI(株) HNNN-10865-3 令和元年05月27日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（A棟） 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-10619-3 令和元年05月27日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（C棟） 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-10618-3 令和元年05月27日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（B棟） 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-10617-3 令和元年05月27日

順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）新研究棟建設計
画 学校法人　順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1

号 (一財)日本建築センター HNNN-10536-6 令和元年05月27日

浜松駅前旭・砂山地区再生事業 遠州鉄道株式会社 浜松市中区旭町12-1 (一財)日本建築センター HFNN-05656-1 令和元年05月27日

（仮称）京都エミナース立体駐車場 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-11413 令和元年05月24日

独立行政法人地域医療機能推進機構　南海医療センター　新病院棟 独立行政法人地域医療機能推
進機構 大分県佐伯市常盤西町11-20 日本ERI(株) MNNN-10615-1 令和元年05月24日

世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館 世田谷区 東京都世田谷区
世田谷4-21-27 (一財)日本建築センター MNNN-10735-2 令和元年05月23日

（仮称）神奈川大学新国際学生寮 学校法人　神奈川大学 神奈川県横浜市神奈川区六角
橋3-27-1 日本ERI(株) NNNB-10837-2 令和元年05月22日

（仮称）市民総合交流センター整備事業計画｛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 熊本県玉名郡長洲町大字石浜

21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-11409 令和元年05月20日

（仮称）西新宿3丁目計画
株式会社　ツカダ・グローバル
ホールディング 東京都渋谷区東3丁目11番10

号 (一財)日本建築センター HNNN-10956-2 令和元年05月20日

横浜市庁舎 横浜市建築局長　黒田　浩 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 HFNB-10836-3 令和元年05月20日

新国立競技場（仮称） 独立行政法人
日本スポーツ振興センター

東京都港区北青山二丁目8番3
5号 (一財)日本建築センター MNNB-10667-6 令和元年05月17日

IKパーク　K-5BH型 IHI運搬機械株式会社 東京都中央区明石町8番1号
聖路加タワー (一財)日本建築センター NFEN-11408 令和元年05月16日

（仮称）新橋一丁目ビル エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原ＵＤＸ (一財)日本建築センター HNNN-10859-2 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）外神田一丁目計画 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　

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-10819-3 令和元年05月16日

大和ハウスグループ　新研修センター　建設プロジェクト 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 NNNB-11400 令和元年05月13日

六層七段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛ナイスパーク　NP-6CL25-S｝ 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-11402 令和元年05月13日

宇部市新庁舎 宇部市長 山口県宇部市常磐町一丁目7
番1号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11370 令和元年05月13日

（仮称）日興パレス白金建替計画 日興パレス白金マンション建
替組合　

東京都千代田区神田神保町一丁
目105番地旭化成不動産レジデン
ス株式会社　開発営業本部内

ハウスプラス確認検査(株) HNNN-11362 令和元年05月13日

（仮称）横濱ゲートタワープロジェクト

三井住友海上火災保険株式会
社

東京都千代田区神田駿河台三
丁目9番地

(一財)日本建築センター HNNN-11315-1 令和元年05月13日住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁
目4番35号

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号

（仮称）有明北2-1-A街区計画（Brillia 有明Ⅳ） 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号 (一財)日本建築センター HNNN-11152-1 令和元年05月13日

武蔵小山駅前通り地区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小山駅前通り地区市街地
再開発組合

東京都品川区小山台1丁目22
番8号 昭和ビル2階 日本ERI(株) HNNN-11067-1 令和元年05月13日

（仮称）北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト民活事業計画（高
層部） 青山共創株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9

番9号 日本ERI(株) HNNN-11044-3 令和元年05月13日

（仮称）ベッセルホテルT棟 株式会社　Depot island
spa&resort

沖縄県中頭郡北谷町字美浜9
番地46 日本ERI(株) NNNB-11398 令和元年05月10日

赤ちゃん本舗　狭山物流センター 株式会社　赤ちゃん本舗 大阪府大阪市中央区南本町三
丁目3番21号 日本ERI(株) NNNB-11397 令和元年05月10日

(仮称)住友不動産青山通ビル 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 NFNN-01692-1 令和元年05月10日

広島銀行　新本店ビル　駐車場棟 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-11394 令和元年05月09日

岡山大学病院立体駐車場等整備事業運営事業 セイワパーク株式会社 福岡市博多区東比恵2丁目1番
3号 (一財)日本建築センター NFEN-11390 令和元年05月08日

日赤愛知災害管理センター棟 名古屋第二赤十字病院 愛知県名古屋市昭和区妙見町
2番地の9 (株)確認サービス MNNN-11385 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

野洲市民病院 野洲市 滋賀県野洲市小篠原2100番地
1 日本ERI(株) MNNN-11379 令和元年05月07日

（仮称）有限会社安生産業様新橋6丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11377 令和元年05月07日

株式会社マルハニチロ物流　名古屋物流センター 株式会社マルハニチロ物流 東京都中央区豊海町14-17 日本ERI(株) MNNN-11375 令和元年05月07日

（仮称）DPL流山Ⅱ 株式会社
流山市平方地区共同開発

東京都千代田区内神田2丁目1
5番4号 日本ERI(株) MNNN-11374 令和元年05月07日

地方独立行政法人くまもと県北病院機構新病院 地方独立行政法人くまもと県
北病院機構 熊本県玉名市中1950番地 日本ERI(株) MNNN-11372 令和元年05月07日

ディスコ茅野工場B棟増築 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目１
３番１１号 (一財)日本建築センター MNNN-11371 令和元年05月07日

（仮称）東陽３丁目計画 株式会社　竹中工務店 東京都江東区南砂二丁目5番1
4号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11204-3 令和元年05月07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 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 MFNB-02108-1 令和元年05月07日

（仮称）LG Global R&D Center 建設プロジェクト LG Holdings Japan 株式会社 東京都中央区京橋二丁目1番3
号森トラストタワー15 (一財)日本建築センター HNNN-11383 令和元年05月07日

（仮称）江東区亀戸6丁目計画　S棟 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル45階 日本ERI(株) HNNN-11382 令和元年05月07日

（仮称）江東区亀戸6丁目計画　N棟 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル45階 日本ERI(株) HNNN-11381 令和元年05月07日

港区北青山三丁目・港区施設　合築棟 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-10734-4 令和元年05月07日

大阪厚生信用金庫新本店ビル 大阪厚生信用金庫 大阪府大阪市中央区日本橋2
丁目8番14号 (一財)日本建築総合試験所 HNNF-11384 令和元年05月07日

大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業Ａ棟 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNB-10943-2 令和元年05月07日

ささしまライブ２４地区「（仮称）グローバルゲート」 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 (一財)日本建築センター HFNB-05252-6 令和元年05月07日

日本通運株式会社　西日本医薬品センター新築計画 日本通運株式会社 東京都港区東新橋一丁目9番3
号 (一財)日本建築センター MNNN-11367 平成31年04月26日

酒田市新消防本部・本署庁舎 酒田地区広域行政組合 山形県酒田市飛鳥字契約場30
番地 日本ERI(株) MNNN-11364 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大宮鐘塚C地区第一種市街地再開発事業施設建築物 株式会社　武蔵野銀行 埼玉県さいたま市大宮区桜木
町1-10-8 (一財)日本建築センター HNNN-11369 平成31年04月26日

南小岩六丁目地区第一種市街地再開発事業　Ⅱ街区 南小岩六丁目地区市街地再開
発組合

東京都江戸川区南小岩六丁目
31番8号 (株)東京建築検査機構 HNNN-11365 平成31年04月26日

（仮称）歌舞伎町一丁目地区開発計画
東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

日本ERI(株) HNNB-11363 平成31年04月26日
株式会社東急レクリエーショ
ン 東京都渋谷区桜丘町24番4号

道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 道玄坂一丁目駅前地区市街地
再開発組合

東京都渋谷区道玄坂一丁目16
番3号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNB-10366-6 平成31年04月26日

（仮称）心斎橋ホテル計画 積水ハウス株式会社
開発事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番88号

(一財)日本建築センター、(一
財)日本建築総合試験所 HFNN-11174-2 平成31年04月26日

虎ノ門トラストシティ　ワールドゲート 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3-17 (一財)日本建築センター HFNB-10625-3 平成31年04月26日

（仮称）竹芝ウォーターフロント開発計画A棟（高層棟） 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 HFNB-10893-3 平成31年04月19日

（仮称）赤坂2丁目開発計画 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 (株)都市居住評価センター MNNN-11358 平成31年04月18日

（仮称）福井銀行本店建替プロジェクト 株式会社　福井銀行 福井県福井市順化一丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-11035-1 平成31年04月16日

東京国際空港国内線第2ターミナルビル国際線施設 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-07081-3 平成31年04月12日

（仮称）KIX12 デジタル大阪3特定目的会社 東京都千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング11階 (一財)日本建築センター MNNN-11353 平成31年04月12日

（仮称）新サンケイビル建替プロジェクト
不二鉱材株式会社 大阪府大阪市北区梅田二丁目

5番2号
日本ERI(株) HNNN-11254-1 平成31年04月12日

株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目
7番2号

北４東６周辺地区市街地再開発事業南街区計画 北４東６周辺地区市街地再開
発組合

北海道札幌市中央区北3条東5丁
目354番2北ガス不動産ビル3階 日本ERI(株) HNNN-10673-1 平成31年04月12日

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区　AC棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-10638-4 平成31年04月12日

小倉駅南口東地区第一種市街地再開発事業 小倉駅南口東地区市街地再開
発組合

福岡県北九州市小倉北区魚町
１丁目４番21号 日本ERI(株) HFNN-10584-1 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

豊洲地区1-1街区開発計画

JR西日本プロパティーズ株式
会社 東京都港区芝五丁目34番6号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-11179-2 平成31年04月12日

大成有楽不動産株式会社 東京都中央区京橋三丁目13番
1号

株式会社　NIPPO 東京都中央区八重洲一丁目2
番16号

東急不動産株式会社　 東京都港区南青山二丁目6番2
1号

（仮称）神田練塀町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 神田練塀町地区市街地再開発
組合

東京都千代田区神田佐久間一
丁目14番

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10668-5 平成31年04月12日

（仮称）篠崎町７丁目免震プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11200-1 平成31年04月11日

（仮称）柏の葉キャンパス162街区計画 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一丁目11
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-11157-1 平成31年04月11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)日本建築センター、(一
財)日本建築防災協会 MFNB-06318-2 平成31年04月10日

（仮称）日本銀行本店営業所府中分館増築棟 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-11350 平成31年04月08日

聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内施設リニューアル計画
新病院棟

学校法人
聖マリアンナ医科大学

神奈川県川崎市宮前区菅生2-
16-1 日本ERI(株) MNNN-11349 平成31年04月08日

（仮称）丸の内１－３計画（アネックス棟地下部分）

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
１番１号

(一財)日本建築センター MNNN-10953-3 平成31年04月08日一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区大手町二丁目
6番1号

株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ

東京都千代田区大手町一丁目
5番5号

（仮称）備後町計画 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)日本建築総合試験所 HNNN-11252-1 平成31年04月08日

千住一丁目地区市街地再開発事業施設建築物 千住一丁目地区市街地再開発
組合 東京都足立区島根1丁目2-3 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNN-10768-5 平成31年04月08日

豊洲キュービックガーデン 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-05610-1 平成31年04月08日

京都市美術館再整備計画 京都市長　門川　大作 京都市中京区寺町通御池上る
上本能寺前町488番地 (一財)日本建築総合試験所 NNNF-10991-1 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）倫理研究所紀尾井町第2ビル 一般財団法人倫理研究所 東京都千代田区紀尾井町4-5 (一財)日本建築センター NNNB-11380 平成31年04月05日

水戸市新市民会館等施設建築物 泉町1丁目北地区市街地再開
発組合

茨城県水戸市泉町2丁目3番2
号 日本ERI(株) NNNB-11378 平成31年04月05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-08014-4 平成31年04月05日
株式会社ＪＲ博多シティ

福岡県福岡市博多区博多駅中央
街7番21号
紙与博多中央ビル12階

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

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

伊豆ベロドローム

公益財団法人　東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟ
ﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会 東京都港区虎ノ門一丁目23番

1号虎の門ヒルズ森タワー8階
日本ERI(株) NNNB-05562-2 平成31年04月05日

一般財団法人
日本サイクルスポーツセンター

東京都品川区上大崎三丁目3
番1号

ＭＩＤ堀之内新築計画【駐車場棟】｛五層六段型自走式自動車車庫｝ 株式会社ショウワパーク 大阪市淀川区宮原4丁目3番12
号　新大阪明幸ビル406号 (一財)日本建築センター NFEN-11376 平成31年04月05日

（仮称）江東区森下2丁目計画 太田　要作 東京都江東区森下2－14－5 日本ERI(株) MNNN-11345 平成31年04月05日

牧田総合病院B棟 社会医療法人財団仁医会 東京都大田区大森北1丁目34
番6号 (一財)日本建築センター MNNN-11260-1 平成31年04月05日

京都市新庁舎（分庁舎敷地） 京都市長 京都府京都市中京区寺町通り
御池上る上本能寺前町488番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10531-3 平成31年04月05日

（仮称）大倉集古館改修・増築計画 公益財団法人大倉文化財団 東京都港区虎ノ門二丁目十番
三号 (一財)日本建築センター MNNN-10353-1 平成31年04月05日

羽衣駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 羽衣駅前地区市街地再開発組
合

大阪府高石市羽衣二丁目3番2
3号 (一財)日本建築センター HNNN-10781-2 平成31年04月05日

（仮称）アパホテル＆リゾート&lt;横浜ベイタワー&gt; アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号 (株)都市居住評価センター、
日本ERI(株) HNNF-10795-4 平成31年04月05日

（仮称）丸の内１－３計画（タワー棟）
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

１番１号
(一財)日本建築センター HNNB-10942-3 平成31年04月05日

一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区大手町二丁目
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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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１－３計画（タワー棟） 株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ

東京都千代田区大手町一丁目
５番５号 (一財)日本建築センター HNNB-10942-3 平成31年04月05日

虎ノ門駅前地区市街地再開発事業　施設建築物 虎ノ門駅前地区市街地再開発
組合

東京都港区西新橋一丁目7番1
号 (一財)日本建築センター HNNB-10914-1 平成31年04月05日

（仮称）MM21-54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 (一財)日本建築センター HFNB-10868-3 平成31年04月05日

大阪市立長居球技場 桜スタジアム建設募金団体 大阪府大阪市東住吉区長居公
園一丁目1番 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-11373 平成31年04月04日

（仮称）大手町1-4-2計画 大手町１４２特定目的会社
東京都千代田区内神田二丁目２
番６号
５階あすな会計事務所内

(一財)日本建築センター HNNB-10940-3 平成31年04月04日

虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（高層棟） 虎ノ門一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区西新橋二丁目15番
3号 (一財)日本建築センター HNNB-10711-3 平成31年04月04日

AIR断震を用いた木造住宅（試験住宅） 株式会社三誠AIR断震システ
ム

東京都中央区新川一丁目8番8
号　アクロス新川ビル9階 (一財)日本建築センター MNNN-11246 平成31年04月03日

印西３
Inzai Development
合同会社代表社員
エフエムアール・エルエルシー

東京都港区六本木１－６－１
泉ガーデンタワー27階 (一財)日本建築センター MNNN-11342 平成31年04月01日

花王すみだ事業場 中央棟　建設計画 花王株式会社 東京都墨田区文花二丁目１番
３号 (株)東京建築検査機構 MNNN-11212-1 平成31年04月01日

草加市新庁舎 草加市 埼玉県草加市高砂一丁目一番
一号 日本ERI(株) MNNN-11339 平成31年03月29日

西湘実験フィールドドーム型事務所棟新築計画 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-11335 平成31年03月29日

株式会社ブリヂストン横浜地区　厚生会館/体育館 株式会社ブリヂストン 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町
1番地

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10946-2 平成31年03月29日

スガツネ工業新社屋建替計画 スガツネ工業株式会社 東京都千代田区東神田1丁目8
番11号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10926-2 平成31年03月29日

（仮称）新正和ビル 正和地所株式会社 東京都港区三田3丁目13番12
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-11340 平成31年03月29日

新大工町地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 新大工町地区市街地再開発組
合 長崎県長崎市新大工町3-10 日本ERI(株) HNNN-11338 平成31年03月29日

（仮称）西新宿五丁目北地区防災街区整備事業　防災施設建築物　B棟 西新宿五丁目北地区防災街区
整備事業組合

東京都新宿区西新宿六丁目25
番8号 日本ERI(株) HNNN-11337 平成31年03月29日

（仮称）大阪市天王寺区東高津町マンション 株式会社　フクダ不動産 奈良県橿原市内膳町5丁目3番
31号 日本ERI(株) HNNN-11267-1 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）西新宿五丁目北地区防災街区整備事業　防災施設建築物　A棟 西新宿五丁目北地区防災街区
整備事業組合

東京都新宿区西新宿六丁目25
番8号 日本ERI(株) HNNB-11336 平成31年03月29日

道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 道玄坂一丁目駅前地区市街地
再開発組合

東京都渋谷区道玄坂一丁目16
番3号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNB-10366-5 平成31年03月29日

大丸心斎橋店本館建替計画 株式会社大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-01413-5 平成31年03月29日

理研計器株式会社　開発センターⅡ期建設工事 理研計器株式会社 東京都板橋区小豆沢2-7-6 (一財)日本建築センター MNNN-11333 平成31年03月28日

株式会社　潤工社　YOC3期 株式会社　潤工社 茨城県笠間市福田961番地20 日本ERI(株) MNNN-10878-1 平成31年03月28日

大垣市新庁舎 大垣市 岐阜県大垣市丸の内2丁目29
番地 日本ERI(株) MNNN-10791-1 平成31年03月28日

（仮称）SGリアルティ新大阪ホテル計画 SGリアルティ株式会社 京都府京都市南区上鳥羽角田
町68番地 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10875-3 平成31年03月28日

（仮称）三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業　複合棟-1 三田三・四丁目地区市街地再
開発組合

東京都港区三田三丁目5番21
号　三田北島ビル8階 日本ERI(株) HNNB-11334 平成31年03月28日

（仮称）日本橋兜町7地区開発計画

ちばぎん証券株式会社 千葉県千葉市中央区中央二丁
目5番1号

(一財)日本建築センター HNNB-11283-1 平成31年03月28日山種不動産株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町8
番1号

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

（仮称）虎ノ門2-10計画 株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門二丁目10番
4号 (一財)日本建築センター HNNB-10502-8 平成31年03月28日

六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（南街区） 六本木三丁目東地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目6番1
号 (一財)日本建築センター HFNB-08229-7 平成31年03月28日

（仮称）中野駅西口開発 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 NNNB-11368 平成31年03月27日

渋谷cocotiビル 三井住友信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 (一財)日本建築センター NNNB-01195-2 平成31年03月27日

（仮称）Nikko十日市店新築計画｛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-11366 平成31年03月27日

（仮称）京橋一丁目東地区永坂産業京橋ビル 株式会社　永坂産業 東京都中央区京橋1-10-1 (株)都市居住評価センター HFNB-10488-3 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大阪電気通信大学 学校法人　大阪電気通信大学 大阪府寝屋川市初町18番8号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-11344 平成31年03月25日

大宮区役所新庁舎 大宮クロスポイント株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木
町一丁目10番地16 (一財)日本建築センター MNNB-10855-6 平成31年03月25日

（仮称）タワーザファースト静岡 株式会社　淺沼組
名古屋支店

愛知県名古屋市中村区名駅南
三丁目3番44号 (一財)日本建築センター HNNN-02763-1 平成31年03月25日

（仮称）耕田様東砂2丁目免震計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11332 平成31年03月22日

平和の森公園新体育館
東京都下水道局 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 NNNB-11361 平成31年03月20日

中野区役所 東京都中野区中野四丁目8番1
号

（仮称）松本市基幹博物館 松本市 長野県松本市丸の内3番7号 (株)都市居住評価センター NNNB-11360 平成31年03月20日

山梨県立中央病院（精神科病棟増築） 地方独立行政法人
山梨県立病院機構 山梨県甲府市富士見1-1-1 (一財)日本建築センター MNNN-07773-1 平成31年03月20日

京阪神　OBPビル 京阪神ビルディング株式会社 大阪府大阪市中央区瓦町4-2-
14 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11331 平成31年03月20日

六本木一丁目西地区（A-4地区）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) MNNF-10904-2 平成31年03月19日

新石川県立図書館 石川県知事　谷本　正憲 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 (一財)日本建築センター NNNB-11386 平成31年03月18日

一般財団法人電力中央研究所我孫子地区新本館 一般財団法人電力中央研究所 千葉県我孫子市我孫子1646 (一財)日本建築センター NNNB-11357 平成31年03月18日

愛媛県立新居浜病院 愛媛県 公営企業管理者 愛媛県松山市一番町四丁目4
番地2 (一財)日本建築センター MNNN-11330 平成31年03月18日

各務原市新庁舎　高層棟 各務原市 岐阜県各務原市那加桜町1丁
目69番地 (一財)日本建築センター MNNN-11329 平成31年03月18日

（仮称）羽田旭町プロジェクト 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター MNNN-11065-1 平成31年03月18日

13号地客船ターミナル施設（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-10885-1 平成31年03月18日

水戸市役所本庁舎 水戸市 茨城県水戸市中央一丁目４番
１

(一財)日本建築センター、(株
)都市居住評価センター MNNB-10463-3 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）港区新橋６丁目計画 積水ハウス株式会社
開発事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目１番88号 (株)都市居住評価センター HNNN-11328 平成31年03月18日

（仮称）池上５丁目計画 株式会社フォレスト 神奈川県川崎市中原区井田杉
山町2-3 日本ERI(株) MNNN-11021-1 平成31年03月15日

（仮称）湘南鎌倉総合病院 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-04812-2 平成31年03月15日

Z社オフィス 株式会社　ZOZO
千葉県千葉市美浜町中瀬2-6-1W
BGマリブウエスト15、16階
Z社オフィス

(一財)日本建築センター NNNF-11352 平成31年03月14日

中央区立本の森ちゅうおう（仮称） 中央区 東京都中央区築地一丁目1番1
号 (一財)日本建築センター NNNB-11356 平成31年03月14日

県・市連携文化施設 秋田県知事　佐竹　敬久 秋田県秋田市山王4丁目1番1
号 (株)都市居住評価センター NNNB-11354 平成31年03月14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-07511-3 平成31年03月14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 東京都中央区築地五丁目3番2
号

（仮称）豊洲六丁目４－２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

(一財)日本建築センター、(株
)東京建築検査機構 MFEB-11322 平成31年03月14日

（仮称）IS銀座計画 株式会社　伊勢半本店 東京都中央区銀座8丁目11-13 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11207-1 平成31年03月13日

（仮称）東陽３丁目計画 株式会社　竹中工務店 東京都江東区南砂二丁目5番1
4号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11204-2 平成31年03月13日

三原市新庁舎 三原市 広島県三原市港町三丁目5番1
号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10724-1 平成31年03月13日

福山市新総合体育館 福山市 広島県福山市東桜町3-5 (一財)日本建築センター NFNN-10824-1 平成31年03月12日

（仮称）ウィザースレジデンス五井計画 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田四丁目３
番３号 (株)都市居住評価センター MNNN-11327 平成31年03月12日

袋井消防庁舎・袋井市防災センター 袋井市森町広域行政組合 静岡県袋井市岡崎6635番地の
192 (一財)日本建築センター MNNN-11060-1 平成31年03月12日

（仮称）Ｄタワー豊洲 豊洲６丁目４－１B開発特定
目的会社

東京都中央区日本橋一丁目４
番１号 (株)都市居住評価センター HNNN-10934-2 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）日鐵日本橋ビル建替計画 新日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂一丁目8番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10239-4 平成31年03月12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-05874-1 平成31年03月12日

東京国際空港第2ターミナル北側国内線施設（北増築棟） 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 NNNB-11081-2 平成31年03月08日

熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 熊本桜町再開発株式会社 熊本県熊本市中央区花畑町4
番3号 (株)都市居住評価センター NNNB-10653-3 平成31年03月08日

（仮称）（株）PALTAC　RDC北関東流通加工場 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) MNNN-11326 平成31年03月08日

（仮称）東栄株式会社様江戸川区瑞江2丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNN-11324 平成31年03月08日

有明アリーナ（仮称） 東京都知事　小池　百合子 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-10803-4 平成31年03月08日

（仮称）T＆TⅢビル 川瀬不動産株式会社 東京都新宿区新宿三丁目26番
11号　新宿高野ビル4F 日本ERI(株) MFNN-11321 平成31年03月08日

神戸阪急ビル 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 日本ERI(株) HNNN-10813-2 平成31年03月08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-08345-6 平成31年03月08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）西新プロジェクト 東京建物株式会社　九州支店 福岡県福岡市中央区天神2丁
目8番49号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-11056-2 平成31年03月08日

川崎市新本庁舎 川崎市役所 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 HFNB-11323 平成31年03月08日

（仮称）三井アウトレットパーク横浜ベイサイド建替計画（2街区）｛
施設併用三層四段型自走式自動車車庫｝ IHI運搬機械株式会社 東京都中央区明石町8番1号

聖路加タワー (一財)日本建築センター NFEN-11348 平成31年03月07日

三原駅前商業駐車場｛施設併用六層七段型自走式自動車車庫｝ 株式会社　内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井31
39番地

(一財)日本建築センター、(公財)
東京都防災・建築まちづくりセ
ンター

NFEN-11347 平成31年03月07日

フィオーレ新宿 埼玉県住宅供給公社 埼玉県さいたま市浦和区仲町
3丁目12番10号 (一財)日本建築センター MNNN-11359 平成31年03月07日

阿南医療センター 徳島県厚生農業協同組合連合
会

徳島県徳島市北佐古一番町5
番12号 日本ERI(株) MNNN-10635-2 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

川崎駅西口開発計画 東日本旅客鉄道株式会社 神奈川県横浜市西区平沼１丁
目４０番２６号 (一財)日本建築センター HNNB-11101-1 平成31年03月07日

（仮称）竹芝地区開発計画建築計画（業務棟） 株式会社アルベログランデ 東京都中央区日本橋2丁目1番
14号 (一財)日本建築センター HNNB-10503-4 平成31年03月07日

砺波工業(株)新社屋 砺波工業株式会社 富山県砺波市中央町3番21号 (一財)日本建築センター NNNB-11125-1 平成31年03月06日

（仮称）渋谷区恵比寿１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) HNNN-10582-1 平成31年03月06日

千葉銀行　本部棟建替え計画 株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港1-
2 (一財)日本建築センター HNNN-11139-1 平成31年03月05日

長崎市新庁舎 長崎市長　田上　富久 長崎県長崎市桜町2-22 日本ERI(株) HNNB-11303 平成31年03月05日

成城学園駅前ビル 小田急電鉄株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目8番
3号 (一財)日本建築センター NNNB-10354-2 平成31年03月04日

県営住宅常永団地2号館 山梨県 山梨県甲府市丸の内1-6-1 日本ERI(株) NFNN-11343 平成31年03月04日

三重県立志摩病院　外来診療棟 三重県病院事業庁 三重県津市広明町13番地 日本ERI(株) MNNN-01569-2 平成31年03月04日

境港市民交流センター（仮称） 境港市長　中村　勝治 鳥取県境港市上道町3000番地 (一財)日本建築センター NFNB-11341 平成31年03月01日

四国中央市市民文化ホール 四国中央市 愛媛県四国中央市三島宮川4
丁目6番55号 日本ERI(株) NNNB-10578-1 平成31年02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二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-07098-10 平成31年02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

越谷市新本庁舎 越谷市役所 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-11319 平成31年02月27日

岩手医科大学附属病院移転事業　附属病院新築計画 学校法人岩手医科大学 岩手県盛岡市内丸19番1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10763-4 平成31年02月27日

京都市南部クリーンセンター第二工場（仮称）建替え　煙突 京都市 京都市中京区寺町通御池上る
上本能寺前町488番地 日本ERI(株) HNNN-10254-2 平成31年02月27日

八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業　A-1街区　施設建築物
八重洲二丁目北地区市街地再開
発組合　理事長
住友生命保険相互会社

東京都中央区八重洲二丁目7
番2号 (一財)日本建築センター HNNF-11206-1 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

梅田１丁目１番地計画
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
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-10283-5 平成31年02月27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

神奈川県分庁舎 神奈川県 神奈川県横浜市中区日本大通
１ 日本ERI(株) MNNN-10557-1 平成31年02月25日

岐阜市新庁舎 岐阜市 岐阜県岐阜市今沢町18番地 日本ERI(株) HNNN-10782-1 平成31年02月25日

（周南市）新庁舎建設 周南市長 山口県周南市岐山通1丁目1番
地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10452-3 平成31年02月22日

（仮称）ホテルFORZA札幌駅前 福岡地所　株式会社
福岡県福岡市博多区住吉一丁目
2-25ｷｬﾅﾙｼﾃｨ・ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ10
F

日本ERI(株) HNNN-11084-1 平成31年02月22日

（仮称）OH-1計画
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋宝町2-1-

1
(一財)日本建築センター HNNF-10511-6 平成31年02月22日

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-3

(仮称)神田錦町二丁目計画 住友商事株式会社 東京都千代田区大手町二丁目
3番2号 (一財)日本建築センター HNNB-10785-4 平成31年02月22日

宇田川町14・15番地区第一種市街地再開発事業施設建築物 宇田川町14・15番地区第一種
市街地再開発事業　個人施行者

東京都豊島区南池袋一丁目28
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-10779-4 平成31年02月22日

(仮称）阿部野橋ターミナルビル 株式会社近鉄百貨店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁
目１番４３号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-08196-1 平成31年02月22日

京都市新庁舎（分庁舎敷地） 京都市長 京都府京都市中京区寺町通り
御池上る上本能寺前町488番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10531-2 平成31年02月21日

（仮称）中央区瓦町四丁目PJ

総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31番19号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-11160-1 平成31年02月21日
東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット関西住宅事業本部 大阪府大阪市中央区南船橋四

丁目4番3号

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5番13号

南2西3南西地区第一種市街地再開発事業施設建築物 南2西3南西地区市街地再開発
組合

北海道札幌市中央区南2条西2丁
目
8番地NC北専ブロックビル7階

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNB-11284 平成31年02月21日

県立はりま姫路総合医療センター（仮称） 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)日本建築センター MNNN-11312 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

岐阜県庁舎行政棟（免震棟） 岐阜県 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番
1号 (一財)日本建築センター HNNN-11316 平成31年02月20日

中央町19・20番街区第一種市街地再開発事業施設建築物 中央町19・20番街区市街地再
開発組合

鹿児島市中央町22番地16（ア
エールプラザ315号）

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10989-2 平成31年02月20日

（仮称）横濱ゲートタワープロジェクト

三井住友海上火災保険株式会
社

東京都千代田区神田駿河台三
丁目9番地

(一財)日本建築センター HNNN-11315 平成31年02月19日住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁
目4番35号

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂一丁目3番1
号

はまゆう療育園 社会福祉法人　慈永会 熊本県天草郡苓北町上津深江
278-2 日本ERI(株) MNNN-11178-2 平成31年02月15日

香川銀行本店 株式会社香川銀行 香川県高松市亀井町7番地9 (一財)日本建築センター MNNN-10913-3 平成31年02月15日

プレシス陸前高砂 一建設株式会社 東京都練馬区石神井町2-26-1
1 (一財)日本建築センター MNNN-10721-1 平成31年02月15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 大阪府大阪市北区中之島3丁
目2番18号 日本ERI(株) MNNN-03375-3 平成31年02月15日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10197-5 平成31年02月15日

陸前高田市庁舎 陸前高田市 岩手県陸前高田市高田町字鳴
石42番地5 (一社)日本免震構造協会 MNNN-11305 平成31年02月14日

焼津市新庁舎 焼津市 静岡県焼津市本町二丁目16番
32号 (一財)日本建築センター MNNN-11304 平成31年02月14日

Spiber本社ラボ棟 Spiber株式会社 山形県鶴岡市覚岸寺字水上23
4番地1 日本ERI(株) MNNN-11263 平成31年02月14日

いなべ市庁舎 いなべ市 三重県いなべ市員弁町笠田新
田111番地 (株)確認サービス MNNN-10658-1 平成31年02月14日

白金一丁目東部北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 白金一丁目東部北地区市街地
再開発組合

東京都白金1丁目3番2号ハイ
マート白金502 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-11314 平成31年02月14日

（仮称）大阪・新今宮駅前ホテル 株式会社ミナミホテルマネジ
メント

長野県北佐久郡軽井沢町大字
長倉2148番地 (一財)日本建築センター HNNN-11309 平成31年02月14日

（仮称）京急グループ本社ビル 京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪二丁目20番20
号 日本ERI(株) HNNB-10854-3 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）横浜市中区山下町計画 関東港業株式会社 東京都港区芝浦4-17-11 日本ERI(株) MNNN-11308 平成31年02月13日

（仮称）小久保様足立区千住1丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11307 平成31年02月13日

（仮称）土橋80街区計画 スターツCAM株式会社
大阪支店一級建築士事務所

大阪府大阪市北区曽根崎2-6-5
コウヅキキャピタルウエスト10
階

日本ERI(株) MNNN-11306 平成31年02月13日

高崎文化芸術センター（仮称） 高崎市長　富岡　賢治 群馬県高崎市高松町35-1 (一財)日本建築センター NNNB-10439-2 平成31年02月12日

ブリヂストン横浜工場青年会館 株式会社ブリヂストン横浜工
場

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町
1番地 (一財)日本建築センター MNNN-10903-2 平成31年02月12日

（仮称）梅田曽根崎計画 住友不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11133-1 平成31年02月12日

ニチレイ明石町ビル制震改修 株式会社ニチレイ 東京都中央区築地六丁目19番
20号 (一財)日本建築センター HNNN-10477-2 平成31年02月12日

武蔵小山パルム駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小山パルム駅前地区市街
地再開発組合

東京都品川区小山三丁目26番
9号 日本ERI(株) HNNN-10465-4 平成31年02月12日

鳥取市新本庁舎 鳥取市 鳥取県鳥取市尚徳町116番地 (一財)日本建築センター MNNN-10866-1 平成31年02月08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-08287-8 平成31年02月08日
国土交通省 東京都千代田区九段南1-2-1

九段第3合同庁舎15階

東京女子医科大学東医療センター 学校法人　東京女子医科大学 東京都新宿区河田町8-1 (一財)日本建築センター MNNN-11302 平成31年02月07日

（仮称）シスメックス新診断薬拠点 シスメックス株式会社 神戸市中央区脇浜海岸通１丁
目５番１号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11017-1 平成31年02月07日

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-2街区）高層棟

袖ヶ浦興業株式会社 千葉県千葉市中央区中央4丁
目17番3号

日本ERI(株) HFNF-10808-3 平成31年02月07日
東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区栄町39番

10号

株式会社　富士見地所 千葉県千葉市中央区富士見1
丁目10番12号

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部 東京都港区赤坂2丁目9番11号

198/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-2街区）高層棟

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

日本ERI(株) HFNF-10808-3 平成31年02月07日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

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

順天堂大学医学部附属静岡病院増改築計画（H棟増築） 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 MNNN-11301 平成31年02月05日

志木市新庁舎 志木市 埼玉県志木市中宗岡1-1-1 (一財)日本建築センター MNNN-11300 平成31年02月04日

カンダホールディングス本社新築計画 カンダホールディングス株式
会社

東京都千代田区東神田三丁目
1番13号 日本ERI(株) MNNN-10987-2 平成31年02月01日

（仮称）つくば警察署庁舎 茨城県警察本部 茨城県水戸市笠原町978番6 日本ERI(株) MNNN-10905-1 平成31年02月01日

（仮称）名駅一丁目計画 鹿島建設株式会社中部支店 愛知県名古屋市中区新栄町二
丁目14番地

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-11209-1 平成31年01月31日

（仮称）NIC５計画A棟 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) HNNN-10686-1 平成31年01月31日

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル施設再整備 新千歳空港ターミナルビルデ
ィング株式会社 北海道千歳市美々987番地22 (一財)日本建築センター NNNB-10925-2 平成31年01月30日

渋谷駅地区駅街区開発計画

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-08025-6 平成31年01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

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）東町プロジェクト スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11299 平成31年01月29日

STREAM Hall 2019 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-10974-1 平成31年01月29日

（仮称）神栖中央公園防災アリーナ 神栖防災アリーナPFI株式会
社 茨城県神栖市神栖三丁目1-56 (一財)日本建築センター NNNB-10818-1 平成31年01月25日

堺市民芸術文化ホール 堺市 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 (一財)日本建築センター NNNB-10271-1 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）谷中様西浅草3丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11245-1 平成31年01月25日

KINOSHITA Bldg. 有限会社　木下商事 川崎市多摩区登戸1891番地 日本ERI(株) MNNN-11033-1 平成31年01月25日

六本木一丁目西地区（A-4地区）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) MNNN-10904-1 平成31年01月25日

（仮称）千代田区永田町二丁目計画
東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

1号 日本ERI(株) MNNN-10717-2 平成31年01月25日

（仮称）住友不動産　芝浦三丁目計画 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 日本ERI(株) MNNF-11297 平成31年01月25日

（仮称）新・栄タワーヒルズ 有限会社　東建大津通B 東京都中央区日本橋二丁目1
番14号 日本ERI(株) HNNN-10616-5 平成31年01月25日

新橋田村町地区市街地再開発事業 新橋田村町地区市街地再開発
組合 東京都港区西新橋一丁目13-1 (一財)日本建築センター HFNB-11063-1 平成31年01月25日

小田原市市民ホール 小田原市 神奈川県小田原市荻窪300番
地 (株)都市居住評価センター NNNB-11318 平成31年01月21日

（仮称）リバーホールディングス本社 株式会社　鈴徳
東京都江東区新大橋1丁目8番2号
新大橋リバーサイドビル101
4階

(一財)日本建築センター NNNB-11317 平成31年01月21日

日本医科大学　武蔵小杉病院 学校法人　日本医科大学 東京都文京区千駄木一丁目1
番5号 (株)都市居住評価センター MNNN-11295 平成31年01月21日

（仮称）新井様塩焼１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3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11293 平成31年01月21日

九州フィナンシャルグループ本社ビル 株式会社九州フィナンシャル
グループ

鹿児島県鹿児島市金生町6番6
号 日本ERI(株) MNNN-11291 平成31年01月21日

飯塚消防署（消防庁舎） 飯塚地区消防組合 福岡県飯塚市片島3-16-8 日本ERI(株) MNNN-11290 平成31年01月21日

東京エレクトロン　テクノロジーソリューションズ(株)　藤井事務所
新棟計画

東京エレクトロンテクノロジ
ーソリューションズ株式会社

山梨県韮崎市藤井町北下条23
81-1 (一財)日本建築センター MNNN-11288 平成31年01月21日

（仮称）神奈川工科大学多目的広場新築計画 学校法人　幾徳学園 神奈川県厚木市下萩野1030 (株)東京建築検査機構 MNNN-11278 平成31年01月21日

（仮称）KIX11 デジタル大阪2特定目的会社 東京都千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング11階 (一財)日本建築センター MNNN-11000-2 平成31年01月21日

成田国際空港新ランプコントロールタワー 成田国際空港株式会社 千葉県成田市古込宇古込1-1
（成田国際空港内） (一財)日本建築センター MNNN-10646-1 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 独立行政法人国立病院機構
嬉野医療センター

佐賀県嬉野市嬉町大字下宿丙
2436 (一財)日本建築センター MNNN-10490-1 平成31年01月21日

苗穂駅北口西地区優良建築物等整備事業 株式会社　大京　北海道支店 北海道札幌市中央区北一条西3
丁目3番地　敷島プラザビル9階 日本ERI(株) HNNN-11162-1 平成31年01月21日

（仮称）ＭＭ21地区47街区開発計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10954-3 平成31年01月21日

四谷駅前地区（再）施設建築物 独立行政法人　都市再生機構
東日本賃貸住宅本部

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 HNNN-10516-6 平成31年01月21日

総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業 総曲輪三丁目地区市街地再開
発組合

富山県富山市総曲輪三丁目5
番8号 日本ERI(株) HNNN-10419-6 平成31年01月21日

（仮称）東池袋四丁目計画 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
4番5号 日本ERI(株) HNNF-10329-5 平成31年01月21日

（仮称）日本橋兜町7地区開発計画

ちばぎん証券株式会社 千葉県千葉市中央区中央二丁
目5番1号

(一財)日本建築センター HNNB-11283 平成31年01月21日山種不動産株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町8
番1号

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

住友市ヶ谷ビル 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1 日本ERI(株) NNNF-11313 平成31年01月18日

（仮称）四条河原町計画 京阪ホールディングス株式会
社

京都市下京区河原町通四条下ル
富永町338番地
京阪四条河原町ビル5階

(一財)日本建築センター NNNB-11092-1 平成31年01月18日

GLP流山Ⅲプロジェクト 流山３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 日本ERI(株) MNNN-10927-1 平成31年01月18日

京都府警察本部新庁舎 京都府警察本部 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 MNNN-10545-4 平成31年01月18日

（仮称）心斎橋ホテル計画 積水ハウス株式会社
開発事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番88号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11174-1 平成31年01月18日

（仮称）東池袋一丁目シネマコンプレックス計画
東急不動産株式会社
都市事業ユニット
都市事業本部

東京都港区南青山二丁目6番2
1号 (一財)日本建築センター HNNF-10815-2 平成31年01月18日

（仮称）虎ノ門2-10計画 株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門二丁目10番
4号 (一財)日本建築センター HNNB-10502-7 平成31年01月18日

（仮称）新小牧市立図書館 小牧市 愛知県小牧市堀の内三丁目1
番地 (株)都市居住評価センター NNNB-11311 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）日本女子大学目白キャンパス図書館棟 学校法人　日本女子大学 東京都文京区目白台2丁目8番
1号

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-10886-2 平成31年01月17日

（仮称）西五反田二丁目計画 パーク２４株式会社 東京都千代田区有楽町二丁目
7番1号 (一財)日本建築センター NNNB-10669-2 平成31年01月17日

（仮称）中区錦一丁目計画 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) HNNN-10716-3 平成31年01月17日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号小石川富士ビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-10196-4 平成31年01月16日

金沢駅武蔵南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 金沢駅武蔵南地区市街地再開
発組合

石川県金沢市本町一丁目2番5
6号 日本ERI(株) MNNN-11287 平成31年01月15日

（仮称）みどりの寮新築計画 日本国土開発株式会社 東京都港区赤坂四丁目9番9号 日本ERI(株) MNNN-11285 平成31年01月15日

（仮称）一之江7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3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11282 平成31年01月15日

独立行政法人　国立病院機構　仙台医療センター 独立行政法人国立病院機構 宮城県仙台市宮城野区宮城野
2丁目8番8号 (一財)日本建築センター MNNN-10113-2 平成31年01月15日

（仮称）御茶ノ水計画 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 日本ERI(株) MNNF-11286 平成31年01月15日

西宮市第二庁舎（危機管理センター）整備事業 西宮市長　石井　登志郎 兵庫県西宮市六湛寺町10番3
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11281 平成31年01月15日

（仮称）大阪ホテル計画 株式会社　フレンドステージ 埼玉県上尾市富士見二丁目1
番25号 (株)都市居住評価センター HNNN-11185-1 平成31年01月15日

（仮称）ヨドバシ梅田タワー 株式会社ヨドバシホールディ
ングス

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、日
本ERI(株) HNNB-06327-4 平成31年01月15日

（仮称）西新プロジェクト 東京建物株式会社　九州支店 福岡県福岡市中央区天神2丁
目8番49号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-11056-1 平成31年01月15日

住友不動産（仮称）西新宿六丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区新宿二丁目４番
１号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10833-2 平成31年01月15日

大井ホッケー競技場（仮称） 東京都知事 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 NNNB-10870-1 平成31年01月11日

Qiball（きぼーる） 千葉市長　熊谷　俊人 千葉県千葉市中央区千葉港1
番1号 (一財)日本建築センター NFNB-02369-1 平成31年01月11日

（仮称）新名古屋ビル 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 日本ERI(株) MNNN-10936-1 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）アパホテル＆リゾート&lt;横浜ベイタワー&gt; アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号 (株)都市居住評価センター、
日本ERI(株) HNNF-10795-3 平成31年01月11日

Qiball（きぼーる） 千葉市長　熊谷　俊人 千葉県千葉市中央区千葉港1
番1号 (一財)日本建築センター HFNB-02369-1 平成31年01月11日

フジトランスコーポレーション本社社屋 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-05838-2 平成31年01月10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丁
目19番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-08055-1 平成31年01月09日

（仮称）南森町プロジェクト 栗原工業株式会社 大阪市北区角田町1－1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10983-2 平成31年01月08日

トヨタ自動車九州株式会社　組立工場 トヨタ自動車九州株式会社 福岡県宮若市上有木1番地 ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-11122-1 平成31年01月07日

（仮称）梅光学院大学　北館 学校法人　梅光学院 山口県下関市向洋町1－1－1 (株)都市居住評価センター NNNB-11041-1 平成31年01月07日

五層六段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・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-04759-1 平成31年01月07日

四層五段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・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-04758-1 平成31年01月07日

（仮称）幕張本郷1丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋３－１－
８　スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11279 平成31年01月07日

須磨消防署新庁舎 神戸市消防局 兵庫県神戸市中央区加納町6
丁目5番1号 日本ERI(株) MNNN-10877-1 平成31年01月07日

（仮称）ユニゾインエクスプレス大阪南本町計画 ユニゾホテル株式会社 東京都中央区八丁堀2丁目10
番9号 日本ERI(株) HNNN-11082-1 平成31年01月07日

多摩センタービル ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目３
番２号 (一財)日本建築センター HNNN-11077-1 平成31年01月07日

本厚木駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 本厚木駅南口地区市街地再開
発組合

神奈川県厚木市中町二丁目1
番24号 (一財)日本建築センター HNNN-11018-1 平成31年01月07日

（仮称）千駄ヶ谷五丁目再開発計画
日本製粉株式会社 東京都千代田区麹町四丁目8

番地
(一財)日本建築センター HNNN-10747-3 平成31年01月07日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号

月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業 月島一丁目西仲通り地区市街
地再開発組合

東京都中央区佃二丁目6番9号
JS月島ビル2F 日本ERI(株) HNNN-10710-4 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

東池袋五丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 東池袋五丁目地区市街地再開
発組合

東京都豊島区東池袋四丁目30
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-10672-4 平成31年01月07日

秋葉原UDX ユーディーエックス特定目的
会社

東京都中央区日本橋１－４－
１ (一財)日本建築センター HNNB-01647-3 平成31年01月07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-08098-3 平成31年01月07日

株式会社メディカルヘルスクラブ　新茅ヶ崎中央病院 株式会社メディカルヘルスク
ラブ

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎二丁
目２番３号 (一財)日本建築センター MNNN-10977-1 平成30年12月28日

（仮称）千代田区六番町計画
東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

1号 日本ERI(株) MNNN-10773-3 平成30年12月28日

有明アリーナ（仮称） 東京都知事　小池　百合子 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-10803-3 平成30年12月28日

北3東11周辺地区第１種市街地再開発事業　住宅棟B-1 北3東11周辺地区市街地再開
発組合

北海道札幌市中央区北2条東3
丁目2-2マルタビル札幌4階 日本ERI(株) HNNN-11276 平成30年12月28日

北3東11周辺地区第１種市街地再開発事業　住宅棟A 北3東11周辺地区市街地再開
発組合

北海道札幌市中央区北2条東3
丁目2-2マルタビル札幌3階 日本ERI(株) HNNN-11275 平成30年12月28日

勝どき東地区第一種市街地再開発事業施設建築物　A2棟 勝どき東地区市街地再開発組
合

東京都中央区勝どき四丁目13
番6号 (株)東京建築検査機構 HNNN-11273 平成30年12月28日

東池袋四丁目２番街区地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 東池袋四丁目2番街区地区市
街地再開発組合

東京都豊島区南池袋二丁目36
番10号 (株)都市居住評価センター HNNN-11271 平成30年12月28日

渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業(B街区) 渋谷駅桜丘口地区市街地再開
発組合

東京都渋谷区桜丘町4番23号
渋谷桜丘ビル10階

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNN-11269 平成30年12月28日

渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業A街区 渋谷駅桜丘口地区市街地再開
発組合

東京都渋谷区桜丘町4番23号
渋谷桜丘ビル9階

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNN-11268 平成30年12月28日

プレミストタワー大阪上本町
株式会社　淺沼組　大阪本店 大阪市浪速区湊町1丁目2番3

号マルイト難波ビル
ハウスプラス確認検査(株) HNNN-11094-1 平成30年12月28日

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

（仮称）海老名Ⅳブロック計画　東棟

鹿島建設株式会社 東京都港区赤坂六丁目5番11
号

(一財)日本建築センター HNNN-10806-2 平成30年12月28日伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部

東京都港区赤坂二丁目9番11
号

相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2-9-
14
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区　Ａ棟 株式会社世界貿易センタービ
ルディング

東京都港区浜松町二丁目４番
１号 (一財)日本建築センター HNNB-10853-2 平成30年12月28日

赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂インターシティAIR管理
組合 東京都港区赤坂一丁目8番1号 (一財)日本建築センター HNNB-08113-8 平成30年12月28日

グランフロント大阪タワーA・南館

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、(一
財)日本建築総合試験所 HNNB-06679-2 平成30年12月28日

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

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

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1
番1号

プレミアヨコハマ 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

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-07664-4 平成30年12月27日

県立柏原・柏原赤十字統合新病院 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)日本建築センター MNNN-10674-1 平成30年12月27日

国立循環器病研究センター 国立研究開発法人国立循環器
病研究センター 大阪府吹田市藤白台5-7-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10554-3 平成30年12月26日

京都市新庁舎（本庁舎敷地） 京都市長 京都府京都市中京区寺町通り
御池上る上本能寺前町488番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10530-1 平成30年12月26日

大宮区役所新庁舎 大宮クロスポイント株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木
町一丁目10番地16 (一財)日本建築センター MNNB-10855-5 平成30年12月26日

（仮称）栄五丁目計画 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) HNNN-11277 平成30年12月26日

（仮称）中央区西心斎橋一丁目計画
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)日本建築総合試験所 HNNN-10641-3 平成30年12月26日

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5番13号

（仮称）日吉箕輪町計画B工区 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 MNNN-11274 平成30年12月25日

有明体操競技場兼展示場（仮称）－大会時
公益財団法人　東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組
織委員会

東京都港区虎ノ門一丁目23番
1号 (株)都市居住評価センター NFNB-10929-3 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

有明体操競技場兼展示場（仮称）－大会時 東京都知事　小池　百合子 東京都新宿区西新宿二丁目8
番地1号 (株)都市居住評価センター NFNB-10929-3 平成30年12月21日

有明体操競技場兼展示場（仮称）－後利用時

公益財団法人　東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組
織委員会

東京都港区虎ノ門一丁目23番
1号

(株)都市居住評価センター NFNB-10928-3 平成30年12月21日
東京都知事　小池　百合子 東京都新宿区西新宿二丁目8

番地1号

（仮称）丸山国際中継所D棟 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1 (一財)日本建築センター MNNN-11121-1 平成30年12月21日

みなとパーク芝浦・（仮称）芝浦第二小学校 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-07857-3 平成30年12月21日

（仮称）名古屋市東区泉一丁目計画 野村不動産株式株式会社
名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦2丁目1
9番6号 (一財)日本建築センター HNNN-10996-2 平成30年12月21日

新宿住友ビル 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 日本ERI(株) HNNN-10895-3 平成30年12月21日

（仮称）中央区瓦町３丁目計画
野村不動産株式会社関西支社 大阪府大阪市西区阿波座１丁

目４番４号
(一財)日本建築センター HNNN-10602-1 平成30年12月21日

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

（仮称）乃木坂ナショナルコートマンション建替事業 乃木坂ナショナルコートマン
ション建替組合

東京都千代田区神田神保町1-
41 (一財)日本建築センター HNNN-10591-2 平成30年12月21日

日本赤十字社　長崎県支部・長崎原爆病院 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎県長崎市茂里町3番15号 (一財)日本建築センター HNNN-10311-6 平成30年12月20日

ＡＧＣ旭硝子京浜工場　新研究棟 AGC株式会社京浜工場 横浜市鶴見区末町1-1 (一財)日本建築センター MNNN-11073-1 平成30年12月19日

北海道議会庁舎 北海道 北海道札幌市中央区北3条6丁
目

(一財)日本建築センター、(株
)都市居住評価センター MNNF-10978-1 平成30年12月19日

「専修大学靖国通り神田新校舎（仮称）」 学校法人　専修大学 東京都千代田区神田神保町3
丁目8番1号 (一財)日本建築センター HNNN-11028-1 平成30年12月19日

学校法人　東京医科大学　新大学病院 学校法人　東京医科大学 東京都新宿区新宿六丁目1番1
号 日本ERI(株) HNNN-07185-5 平成30年12月19日

（仮称）大阪市天王寺区東高津町マンション 株式会社　フクダ不動産 奈良県橿原市内膳町5丁目3番
31号 日本ERI(株) HNNN-11267 平成30年12月18日

君津6CGL設置　高層棟 新日鐵住金株式会社
君津製鐵所 千葉県君津市君津1番地 日本ERI(株) HNNN-11266 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

勝どき東地区第一種市街地再開発事業　A1棟 勝どき東地区市街地再開発組
合

東京都中央区勝どき四丁目13
番6号 (一財)日本建築センター HNNN-11265 平成30年12月18日

山陽放送株式会社　RSKイノベイティブ・メディアセンター本館 山陽放送株式会社 岡山県岡山市北区丸の内2-1-
3 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11262 平成30年12月17日

（仮称）品川区東五反田３丁目計画 永楽産業株式会社 東京都品川区東五反田３－１
８－７ (一財)日本建築センター MNNN-11099-1 平成30年12月17日

JR春日井駅南東地区第一種市街地再開発事業 JR春日井駅南東地区市街地再
開発組合

愛知県春日井市上条町一丁目
215番地 日本ERI(株) HNNN-11264 平成30年12月17日

（仮称）北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト民活事業計画（高
層部） 青山共創株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9

番9号 日本ERI(株) HNNN-11044-2 平成30年12月17日

(仮称)御堂筋北久宝寺町４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 日本ERI(株) HNNN-10851-1 平成30年12月17日

高崎駅東口第九地区第一種市街地再開発建築物
高崎駅東口第九地区第一種市街地再開
発整備事業　共同個人施行者代表者
株式会社　ココパルク

群馬県高崎市東町5番地 日本ERI(株) HNNN-10656-2 平成30年12月17日

渋谷駅南街区プロジェクト B-1棟 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-10312-6 平成30年12月17日

富士山静岡空港旅客ターミナルビル（仮称） 静岡県知事　川勝　平太 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 NNNB-10552-4 平成30年12月14日

四層五段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛KITAGAWA PARKING⁶（PCR485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-11292 平成30年12月14日

摂津工場新施設構築プロジェクト　209棟 塩野義製薬株式会社摂津工場 大阪府摂津市三島2丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11144-1 平成30年12月13日

東京慈恵会医科大学附属病院　新外来棟（仮称） 学校法人　慈恵大学 東京都港区西新橋三丁目25-8 日本ERI(株) MNNN-10968-2 平成30年12月13日

横浜市立市民病院 横浜市病院事業管理者 横浜市中区港町1-1 (一財)日本建築センター MNNN-10830-2 平成30年12月13日

天草市本庁舎 天草市役所 熊本県天草市東浜町8番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10720-1 平成30年12月13日

（仮称）御堂会館建替計画 積和不動産関西株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1丁目1
番30号（梅田スカイビルタワー
ウエスト24・25階）

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10890-1 平成30年12月13日

読売テレビ新社屋建設計画 讀賣テレビ放送株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁
目2番33号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-10599-5 平成30年12月13日

ららぽーと柏の葉 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-07364-1 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

鹿児島市交通局跡地駐車場棟｛施設併用八層九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-11289 平成30年12月12日

Dプロジェクト門真Ⅱ 芙蓉総合リース株式会社 東京都千代田区神田三崎町3
丁目3番23号 日本ERI(株) MNNN-11261 平成30年12月12日

牧田総合病院B棟 社会医療法人財団仁医会 東京都大田区大森北1丁目34
番6号 (一財)日本建築センター MNNN-11260 平成30年12月11日

（仮称）中村様早稲田鶴巻町計画 バルバス株式会社 東京都新宿区早稲田鶴巻町57
4 日本ERI(株) MNNN-11255 平成30年12月11日

静岡県環境衛生科学研究所 静岡県庁 静岡県静岡市葵区追手町9-6 (一財)日本建築センター MNNN-11106-1 平成30年12月11日

（仮称）墨田区緑1丁目計画 スターツデベロップメント株
式会社

東京都中央区日本橋3-4-10ス
ターツ八重洲中央ビル5階 日本ERI(株) MNNN-10947-2 平成30年12月11日

静岡済生会総合病院　南館Ｂ、南館Ａ、南北通路、北館、ＭＲＩ棟 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部静岡県済生会

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁
目１番１号 日本ERI(株) MNNN-07881-3 平成30年12月11日

(仮称)大阪市北区豊崎3丁目計画
株式会社サンキョウホーム 大阪市北区西天満5丁目2番18

号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10441-3 平成30年12月11日

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

テレビ新広島新社屋建設事業 株式会社　テレビ新広島 広島県広島市南区出汐2丁目3
－19 日本ERI(株) MNNN-11259 平成30年12月10日

（仮称）大阪市中央区谷町2丁目PRJ 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 日本ERI(株) HNNN-11257 平成30年12月10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-08014-3 平成30年12月07日
株式会社ＪＲ博多シティ

福岡県福岡市博多区博多駅中央
街7番21号
紙与博多中央ビル12階

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

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

神奈川大学みなとみらいキャンパス（本体棟） 学校法人神奈川大学 神奈川県横浜市神奈川区六角
橋3-27-1 (一財)日本建築センター HNNN-11183-1 平成30年12月07日

豊洲地区1-1街区開発計画 大成有楽不動産株式会社 東京都中央区京橋三丁目13番
1号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-11179-1 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

豊洲地区1-1街区開発計画
株式会社　NIPPO 東京都中央区八重洲一丁目2

番16号 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-11179-1 平成30年12月07日

東急不動産株式会社　 東京都港区南青山二丁目6番2
1号

（仮称）東新橋一丁目計画 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 日本ERI(株) HNNN-11298 平成30年12月06日

福岡歯科大学医科歯科総合病院建替計画 学校法人　福岡学園 福岡市早良区田村二丁目15番
1号 (一財)日本建築センター MNNN-11258 平成30年12月05日

（仮称）西新宿3丁目計画
株式会社　ツカダ・グローバル
ホールディング 東京都渋谷区東3丁目11番10

号　恵比寿ビル (一財)日本建築センター HNNN-10956-1 平成30年12月05日

六層七段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛ナイスパーク　NP-6CR25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-11280 平成30年12月04日

県立宮崎病院 宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東１丁目９
番１０号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11256 平成30年12月04日

（仮称）シマノR&Dセンター 株式会社シマノ 大阪府堺市堺区老松町３丁７
７番地 (一財)日本建築センター MNNN-11145-2 平成30年12月04日

（仮称）（株）ブリヂストン　横浜社宅 株式会社
ブリヂズトン横浜工場

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町
１番地 (株)都市居住評価センター MNNN-10889-2 平成30年12月04日

(仮称)流山おおたかの森駅前市有地活用事業集合住宅棟 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3丁目4番
10号 (一財)日本建築センター MNNN-10789-3 平成30年12月04日

東神奈川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 東神奈川一丁目地区市街地再
開発組合

横浜市神奈川区東神奈川一丁
目6番

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10665-3 平成30年12月04日

（仮称）大阪市中央区北浜二丁目計画

積和不動産関西株式会社 大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番30号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10408-1 平成30年12月04日京阪電鉄不動産株式会社 大阪府牧方市岡東町173番地
の1

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

（仮称）石鍋様店舗併用共同住宅新築計画 石鍋　一郎 東京都足立区六町4丁目8-8 日本ERI(株) MNNN-11253 平成30年12月03日

（仮称）医療法人社団愛育会　福田病院　増築棟 医療法人社団愛育会
福田病院

熊本県熊本市中央区新町2丁
目2-6 日本ERI(株) MNNN-11038-2 平成30年12月03日

ＮＥＣ神戸システムセンター　３号棟 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 日本ERI(株) MNNN-11016-1 平成30年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

Ｃｏｎｓｉｌｉｅｎｃｅ　Ｈａｌｌ　２０２０ 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-10993-1 平成30年12月03日

（仮称）東北医科薬科大学　新大学病院棟 学校法人　東北医科薬科大学 宮城県仙台市青葉区小松島4-
4-1 (株)都市居住評価センター MNNN-10723-2 平成30年12月03日

東京大学（本郷）クリニカルリサーチセンター クリニカルリサーチセンター
ＰＦＩ株式会社

東京都港区元赤坂二丁目3番8
号 日本ERI(株) MNNN-07863-5 平成30年12月03日

（仮称）サンケイビル建替プロジェクト
不二鉱材株式会社 大阪府大阪市北区梅田二丁目

5番2号
日本ERI(株) HNNN-11254 平成30年12月03日

株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目
7番2号

（仮称）仙台市青葉区大町1丁目マンションプロジェクト 関電不動産開発株式会社
東京支社

東京都中央区京橋1丁目11番8
号 日本ERI(株) HNNN-11249 平成30年12月03日

（仮称）港区高輪1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 日本ERI(株) HNNN-11114-1 平成30年12月03日

御堂筋平野町計画 株式会社　オービック 東京都中央区京橋2-4-15 (一財)日本建築センター HNNN-10804-3 平成30年12月03日

（仮称）中央区西心斎橋一丁目計画
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)日本建築総合試験所 HNNN-10641-2 平成30年12月03日

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5番13号

虎の門病院 国家公務員共済組合連合会 東京都千代田区九段南1丁目1
番10号 (一財)日本建築センター HNNN-10410-4 平成30年12月03日

（仮称）日鐵日本橋ビル建替計画 新日鉄興和不動産株式会社 東京都港区青山一丁目15番5
号 (一財)日本建築センター HNNN-10239-3 平成30年12月03日

（仮称）天神ビジネスセンター 福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉一丁目2
番25号キャナルシティ・ビジネ
スセンタービル10階

(一財)日本建築センター HNNB-11248 平成30年12月03日

（仮称）豊島プロジェクトＢ棟
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目

7-2
(一財)日本建築センター NNNB-10661-3 平成30年11月28日

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9-
9

広島市立新安佐市民病院（仮称） 地方独立行政法人広島市立病
院機構

広島県広島市中区中町8番18
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11251 平成30年11月28日

大阪府済生会富田林病院建設事業 社会福祉法人恩賜財団
済生会支部大阪府済生会

大阪府大阪市中央区谷町七丁
目4番15号 日本ERI(株) MNNN-11250 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

臼井国際産業本社建替計画 Usuiビルディングス株式会社 静岡県駿東郡清水町長沢131
番地の2 日本ERI(株) MNNN-11243 平成30年11月28日

（仮称）おおたかの森C71街区プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3階 日本ERI(株) MNNN-11142-1 平成30年11月28日

日本生命日本橋ビル 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 MNNN-10741-1 平成30年11月28日

（仮称）新小牧市民病院 小牧市民病院 愛知県小牧市常普請一丁目20
番地

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10657-2 平成30年11月28日

（仮称）石岡市新庁舎 茨城県石岡市 茨城県石岡市石岡一丁目１番
地１ (一財)日本建築センター MNNN-10555-3 平成30年11月28日

（仮称）備後町計画 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)日本建築総合試験所 HNNN-11252 平成30年11月28日

（仮称）近鉄不動産福島7丁目マンション 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-10677-2 平成30年11月28日

（仮称）湊二丁目計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSビル19階 日本ERI(株) HNNN-10609-1 平成30年11月28日

（仮称）はとバス港南ビル・港南一丁目市街地住宅の共同建替事業
独立行政法人　都市再生機構 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 HNNN-10498-5 平成30年11月28日

株式会社　はとバス 東京都大田区平和島五丁目4
番1号

三鷹駅南口西側中央地区再開発事業共同ビル

株式会社細田工務店 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3丁
目35番21号

日本ERI(株) HNNN-10265-4 平成30年11月28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

相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2丁
目9番14号

虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（高層棟） 虎ノ門一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区西新橋二丁目15番
3号 (一財)日本建築センター HNNB-10711-2 平成30年11月28日

はまゆう療育園 社会福祉法人　慈永会 熊本県天草郡苓北町上津深江
278-2 日本ERI(株) MNNN-11178-1 平成30年11月26日

（仮称）多目的アリーナ計画 クロススポーツマーケティン
グ株式会社

東京都千代田区神田錦町3-20
錦町トラッドスクエア14階 (一財)日本建築センター NNNB-11272 平成30年11月22日

（仮称）外神田一丁目計画 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　

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-10819-2 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

清瀬市新庁舎 清瀬市長　渋谷　金太郎 東京都清瀬市中里五丁目842
番地 日本ERI(株) MNNN-11239 平成30年11月21日

（仮称）東陽３丁目計画 株式会社　竹中工務店 東京都江東区南砂二丁目5番1
4号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11204-1 平成30年11月21日

（仮称）豊島区北大塚一丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 日本ERI(株) HNNN-11120-1 平成30年11月21日

（仮称）外苑ハウス建替え計画 外苑ハウスマンション建替組
合 東京都中央区築地四丁目7番1 (一財)日本建築センター HNNN-10911-2 平成30年11月21日

宮城野ビル（仮称） 宮城商事株式会社 宮城県仙台市青葉区中央一丁
目7番4号 日本ERI(株) HNNN-11235 平成30年11月20日

JR春日井駅南東地区第一種市街地再開発事業｛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-11270 平成30年11月19日

（仮称）谷中様西浅草3丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11245 平成30年11月19日

（仮称）神田練塀町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 神田練塀町地区市街地再開発
組合

東京都千代田区神田佐久間一
丁目14番

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10668-4 平成30年11月19日

東京国際展示場増築計画 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 NNNB-10621-1 平成30年11月16日

アトレ秋葉原1 株式会社アトレ 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番
18号 日本ERI(株) NNNB-04740-1 平成30年11月16日

イオンモールむさし村山2019活性化計画 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-01925-1 平成30年11月16日

（仮称）南幸町３丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11232 平成30年11月14日

長崎大学（坂本１）実験研究棟 国立大学法人　長崎大学 長崎県長崎市文教町1番14号 (株)都市居住評価センター MNNN-11208-1 平成30年11月14日

（仮称）渋谷区道玄坂二丁目開発計画 株式会社ドンキホーテホール
ディングス

東京都目黒区青葉台二丁目19
番10号 (一財)日本建築センター HNNN-11231 平成30年11月14日

（仮称）大阪新美術館 大阪市長　吉村　洋文 大阪市北区中之島1-3-20 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-11240 平成30年11月13日

株式会社しまむら新本社 株式会社しまむら 埼玉県さいたま市北区宮原町
2丁目19番4号 (一財)日本建築センター NNNB-11236 平成30年11月09日

(仮称)大淀南2丁目計画（住宅棟） 積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部

大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10529-2 平成30年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）大日本印刷市谷工場整備計画〔中央街区時計台〕 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) MNNB-11227 平成30年11月07日

（仮称）中央区上町計画

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-
1-3

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-11234 平成30年11月07日
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁

目3番23号

(仮称)東品川4丁目C街区

京急不動産株式会社 東京都港区高輪2丁目21番28
号

(株)都市居住評価センター HNNN-10458-2 平成30年11月07日

総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31番19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

大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号

京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪2丁目20番20
号

浜松町一丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 浜松町一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区東新橋二丁目４番
６号パラッツォシエナ４階 (一財)日本建築センター HNNN-10141-6 平成30年11月07日

茶屋ヶ坂アパート 清水建設株式会社名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦一丁目
３－７ (一財)日本建築センター MNNN-11233 平成30年11月06日

（仮称）渋谷区役所建替プロジェクト　住宅棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNN-10769-3 平成30年11月05日

（仮称）幕張新都心若葉住宅地区計画（B7街区）高層棟

袖ヶ浦興業株式会社 千葉県千葉市中央区中央4丁
目17番3号

日本ERI(株) HFNN-10666-3 平成30年11月05日

東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区栄町39番
10号

株式会社　富士見地所 千葉県千葉市中央区富士見1
丁目10番12号

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部 東京都港区赤坂2丁目9番11号

野村不動産株式会社 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）幕張新都心若葉住宅地区計画（B7街区）高層棟 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) HFNN-10666-3 平成30年11月05日

五層六段型自走式自動車車庫{フリーパークDL-F6型(多雪)} 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-08222-1 平成30年11月02日

学校法人　藤田学園　岡崎医療センター 学校法人藤田学園 愛知県豊明市沓掛町田楽々窪
1番地98 日本ERI(株) MNNN-11126-1 平成30年11月02日

（仮称）（株）PALTAC RDC杉戸流通加工場 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) MNNN-11025-1 平成30年11月02日

小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 小杉町３丁目東地区市街地再
開発組合

神奈川県川崎市中原区新丸子東
一丁目835番5号KAHALA EAST2
201号室

日本ERI(株) HNNN-10755-5 平成30年11月02日

（仮称）南平台プロジェクト 一般社団法人　道玄坂１２１ 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 HNNB-10517-5 平成30年11月02日

（仮称）所沢南永井倉庫建替プロジェクト 株式会社　董花 東京都渋谷区1丁目4番13号 日本ERI(株) MNNN-11001-1 平成30年11月01日

（仮称）戸塚イーストプロジェクト 株式会社
日立アーバンインベストメント 東京都千代田区内神田1-1-14 (一財)日本建築センター MNNN-11230 平成30年10月31日

（仮称）プライムマウンティン大垣市東前 協和建設株式会社 岐阜県各務原市神置町3丁目5
番地 (株)確認サービス MNNN-11210 平成30年10月31日

大宮区役所新庁舎 大宮クロスポイント株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木
町一丁目10番地16 (一財)日本建築センター MNNB-10855-4 平成30年10月31日

(仮称)麹町３丁目タワープロジェクト

大林新星和不動産株式会社 東京都千代田区九段南三丁目
3番6号

(一財)日本建築センター HNNN-10430-2 平成30年10月31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

サンヨーホームズ株式会社 大阪市西区西本町一丁目4番1
号

（仮称）上野池之端プロジェクト 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号 (一財)日本建築センター HNNN-10153-2 平成30年10月31日

大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業Ａ棟 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNB-10943-1 平成30年10月31日

(仮称)神田錦町二丁目計画 住友商事株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番
１１号 (一財)日本建築センター HNNB-10785-3 平成30年10月31日

宇田川町14・15番地区第一種市街地再開発事業施設建築物 宇田川町14・15番地区第一種
市街地再開発事業　個人施行者

東京都豊島区南池袋一丁目28
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-10779-3 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

読売テレビ新社屋建設計画 讀賣テレビ放送株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁
目2番33号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-10599-4 平成30年10月31日

（仮称）品川区西中延1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3-1-8
スターツ日本橋ビル３階 日本ERI(株) MNNN-11229 平成30年10月30日

高島屋南地区第一種市街地再開発 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋1-7-1 日本ERI(株) HNNN-11218 平成30年10月30日

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-2街区）高層棟

袖ヶ浦興業株式会社 千葉県千葉市中央区中央4丁
目17番3号

日本ERI(株) HFNF-10808-2 平成30年10月30日

東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区栄町39番
10号

株式会社　富士見地所 千葉県千葉市中央区富士見1
丁目10番12号

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部 東京都港区赤坂2丁目9番11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

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

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

（仮称）プラウド堤通雨宮町Ⅲ計画 野村不動産株式会社仙台支店 仙台市青葉区中央３－２－２
３

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10986-2 平成30年10月23日

（仮称）渋谷区宇田川町計画 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

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10688-4 平成30年10月23日

五層六段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛KITAGAWA PARKING⁶（PCR585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-11247 平成30年10月19日

（仮称）北４東１計画 住友不動産株式会社 北海道札幌市中央区大通西4
丁目6番8 日本ERI(株) HNNN-10701-2 平成30年10月19日

所沢東町地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 所沢東町地区市街地再開発組
合

埼玉県所沢市御幸町6-1
サンライズ所沢306号 (一財)日本建築センター HNNN-11223 平成30年10月17日

浜中町役場庁舎 浜中町役場 北海道厚岸群浜中町霧多布東
4条1丁目35番地1 日本ERI(株) MNNN-11220 平成30年10月15日

Ｗプロジェクト（仮称） 日本郵政株式会社 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 MNNN-10964-1 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

Ｅプロジェクト（仮称） 日本郵政株式会社 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 MNNN-10963-1 平成30年10月15日

杜の街づくりプロジェクト 杜の街づくりPJ１合同会社 東京都港区元赤坂一丁目1番7
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11222 平成30年10月15日

（仮称）錦二丁目7番第一種市街地再開発事業　A工区 錦二丁目7番地区市街地再開
発組合

愛知県名古屋市中区錦二丁目7
番6号　ブランメール伏見１F (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11221 平成30年10月15日

東京国際空港第2ターミナル北側国内線施設（北増築棟） 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 NNNB-11081-1 平成30年10月12日

（仮称）住友林業筑波研究所新研究棟 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
３番２号経団連会館

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-11030-1 平成30年10月12日

（仮称）江東橋NKビル計画｛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-11242 平成30年10月12日

（仮称）ラスカ小田原駐車場｛施設併用七層八段型自走式自動車車庫
｝ 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-11241 平成30年10月12日

保健衛生総合庁舎 高知県知事　尾﨑　正直 高知県高知市丸ノ内1-2-20 (一財)日本建築センター MNNN-10232-2 平成30年10月12日

（仮称）千代田区飯田橋四丁目計画　住宅棟
トヨタホーム株式会社 愛知県名古屋市東区泉一丁目

23番22号
日本ERI(株) HNNN-11219 平成30年10月12日

ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号

芳賀赤十字病院施設整備事業 芳賀赤十字病院 栃木県真岡市台町2461 日本ERI(株) MNNN-10549-1 平成30年10月11日

釜石市民体育館 釜石市 岩手県釜石市只越町3丁目9番
13号

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-11237 平成30年10月10日

（仮称）亀有5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3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11217 平成30年10月10日

（仮称）千葉県鴨川市浜荻計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNN-11216 平成30年10月10日

(仮称)TGMM芝浦プロジェクトB棟 東京瓦斯　株式会社 東京都港区海岸一丁目5番20
号 (株)都市居住評価センター HNNN-10848-3 平成30年10月09日

（仮称）国際医療福祉大学成田病院 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋1-7-1 日本ERI(株) MNNN-10884-2 平成30年10月05日

中外製薬工業（株）藤枝工場　固形剤棟（31号棟） 中外製薬工業株式会社 東京都北区浮間5-5-1 日本ERI(株) MNNN-01776-1 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）大手町1-4-2計画 大手町１４２特定目的会社
東京都千代田区内神田二丁目２
番６号
５階あすな会計事務所内

(一財)日本建築センター HNNN-10940-2 平成30年10月05日

（仮称）アパホテル＆リゾート&lt;横浜ベイタワー&gt; アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号 (株)都市居住評価センター、
日本ERI(株) HNNF-10795-2 平成30年10月05日

東京国際空港国際線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-08186-7 平成30年10月04日

（仮称）花本３号館 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 日本ERI(株) MNNN-10990-1 平成30年10月04日

（仮称）秋葉原北口計画 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-10811-1 平成30年10月04日

花王すみだ事業所（仮称）新棟建設計画 花王株式会社 東京都墨田区文花二丁目１番
３号 (株)東京建築検査機構 MNNN-11212 平成30年10月03日

（仮称）大阪市中央区内久宝寺町4丁目計画

三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪市北区天満橋一丁目8番3
0号

日本ERI(株) HNNN-10994-1 平成30年10月03日
積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部

大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

（仮称）川口飯塚1丁目3番地区計画 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 (株)都市居住評価センター HNNN-10944-1 平成30年10月03日

（仮称）ヨドバシ梅田タワー 株式会社ヨドバシホールディ
ングス

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、日
本ERI(株) HNNB-06327-3 平成30年10月03日

（仮称）広島二葉の里プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目
3-5

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-10675-1 平成30年10月03日

（仮称）泉佐野市りんくう往来北　計画 株式会社ホワイトベア・ファ
ミリー 大阪市北区豊崎3丁目14番9号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11214 平成30年10月02日

（仮称）諫早駅東地区第二種市街地再開発事業Ⅱ敷地駐車場計画｛施
設併用五層六段型自走式自動車車庫｝ ＩＨＩ運搬機械株式会社 東京都中央区明石町8番1号

聖路加タワー (一財)日本建築センター NFEN-11228 平成30年09月28日

（仮称）名古屋支店本郷寮新築計画 株式会社奥村組東日本支社 東京都港区芝五丁目6番1号 日本ERI(株) MNNN-11213 平成30年09月28日

（仮称）日吉箕輪町計画Ａ工区 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 MNNN-11072-1 平成30年09月28日

早稲田大学　研究開発センター研究実験施設（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) MNNN-10984-2 平成30年09月28日

新豊川市民病院 豊川市 愛知県豊川市八幡町野路23番
地 (株)確認サービス MNNN-06135-1 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）愛宕山周辺地区（Ⅰ地区） 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 HNNN-10712-4 平成30年09月28日

虎ノ門ヒルズ（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）

虎ノ門ヒルズ管理組合管理者
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-07940-1 平成30年09月28日

長崎大学（坂本１）実験研究棟 国立大学法人　長崎大学 長崎県長崎市文教町1番14号 (株)都市居住評価センター MNNN-11208 平成30年09月27日

大田原市新庁舎 栃木県大田原市 栃木県大田原市本町1-4-1 (一財)日本建築センター MNNN-10873-2 平成30年09月27日

新工場建設プロジェクト　第１製造棟 小野薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
1丁目8番2号 日本ERI(株) MNNN-10872-1 平成30年09月27日

NF青葉 株式会社ナカノフドー建設 東京都千代田区九段北四丁目
2-28 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10793-2 平成30年09月27日

三菱倉庫神戸支店　西神配送センター2期 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
一丁目7番4号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10713-2 平成30年09月27日

レグノ・グランデ一番町タワー レグノ・グランデ一番町タワ
ー　管理組合 東京都千代田区一番町13-6 日本ERI(株) MNNN-01740-1 平成30年09月27日

（仮称）北青山二丁目計画 第6メック都市開発特定目的
会社

東京都中央区日本橋二丁目7
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10955-1 平成30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

大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-07098-9 平成30年09月27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）名駅一丁目計画 鹿島建設株式会社中部支店 愛知県名古屋市中区新栄町二
丁目14番地

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-11209 平成30年09月26日

社会医療法人厚生会　木沢記念病院　地域災害医療センター 社会医療法人厚生会
木沢記念病院

岐阜県美濃加茂市古井町下古
井590 日本ERI(株) MNNN-11226 平成30年09月25日

（仮称）丸の内１－３計画（アネックス棟地下部分）

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番2号

(一財)日本建築センター MNNN-10953-2 平成30年09月25日一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区大手町二丁目
6番1号

株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ

東京都千代田区大手町一丁目
5番5号

（仮称）北５西８計画 住友不動産株式会社 北海道札幌市中央区大通西4
丁目6番8 日本ERI(株) HNNN-10509-1 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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１－３計画（タワー棟）

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号

(一財)日本建築センター HNNB-10942-2 平成30年09月25日一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区大手町二丁目
６番１号

株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ

東京都千代田区大手町一丁目
５番５号

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区　AC棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-10638-3 平成30年09月25日

中之島児童文学館 株式会社
安藤忠雄建築研究所

大阪府大阪市北区豊崎2丁目5
-23 (一財)日本建築センター NNNB-11225 平成30年09月21日

大阪国際空港ターミナルビル 関西エアポート株式会社 大阪府大阪市西区西本町一丁
目4-1 (株)国際確認検査センター NNNB-10639-2 平成30年09月21日

名取駅前地区第一種市街地再開発事業　南棟 名取駅前地区市街地再開発組
合

宮城県名取市増田二丁目2番4
1号 日本ERI(株) MNNN-10642-1 平成30年09月21日

(仮称)六本木一丁目計画 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目３番
１７号 (一財)日本建築センター HNNN-10817-4 平成30年09月21日

東京慈恵会医科大学附属病院新大学２号館（仮称）・新病院（仮称）
整備 学校法人　慈恵大学 東京都港区西新橋3-25-8 日本ERI(株) HNNN-10534-2 平成30年09月21日

西名阪自動車道阪奈高速道路事務所改築計画｛施設併用三層四段型自
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-11224 平成30年09月20日

（仮称）IS銀座計画 株式会社　伊勢半本店 東京都中央区銀座8丁目11-13 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11207 平成30年09月20日

八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業　A-1街区　施設建築物
八重洲二丁目北地区市街地再開
発組合　理事長
住友生命保険相互会社

東京都中央区八重洲二丁目7
番2号 (一財)日本建築センター HNNF-11206 平成30年09月20日

（仮称）東陽３丁目計画 株式会社　竹中工務店 東京都江東区南砂二丁目5番1
4号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11204 平成30年09月18日

TDK株式会社テクニカルセンターW2棟 TDK株式会社 千葉県市川市東大和田二丁目
１５－７ 日本ERI(株) NNNB-10729-2 平成30年09月14日

（仮称）東区香椎浜３丁目Ｅ棟 株式会社　ユニカ 福岡県福岡市中央区大名1丁
目2番23号 日本ERI(株) HNNN-11205 平成30年09月14日

西梅田プロジェクト（ブリーゼタワー） 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 HNNB-02818-2 平成30年09月14日

日進工具株式会社　開発センター 日進工具株式会社 東京都品川区南大井四丁目５
番地９号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11202 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）八丁堀三丁目計画 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-10829-2 平成30年09月13日

伊賀市庁舎 伊賀市 三重県伊賀市上野丸之内116
番地 (株)確認サービス MNNN-10533-1 平成30年09月13日

株式会社村田製作所　みなとみらいイノベーションセンター 株式会社村田製作所 京都府長岡京市東神足1丁目1
0番1号 日本ERI(株) HNNN-11119-1 平成30年09月13日

渋谷駅南街区プロジェクト B-1棟 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-10312-5 平成30年09月13日

（仮称）渋谷区神南一丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区二丁目4番1号 日本ERI(株) HNNN-10177-3 平成30年09月12日

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業　２-１街区
Ｂ棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番

1号 (一財)日本建築センター HNNB-11004-1 平成30年09月12日

（仮称）竹芝地区開発計画建築計画（業務棟） 株式会社アルベログランデ 東京都中央区日本橋2丁目1番
14号 (一財)日本建築センター HNNB-10503-3 平成30年09月12日

（仮称）大阪城公園屋内音楽堂整備計画　ＨＡＬＬ　Ｂ，Ｃ 大阪城パークマネジメント株
式会社

大阪府大阪市中央区大阪城1
番1号 日本ERI(株) NNNB-11113-1 平成30年09月10日

（仮称）大阪城公園屋内音楽堂整備計画　ＨＡＬＬ　Ａ 大阪城パークマネジメント株
式会社

大阪府大阪市中央区大阪城1
番1号 日本ERI(株) NNNB-11112-1 平成30年09月10日

丸亀市市庁舎等複合施設 丸亀市 香川県丸亀市大手町二丁目3
番1号 日本ERI(株) MNNN-11201 平成30年09月07日

（仮称）札幌北７西２計画 株式会社　YREマネジメント 東京都渋谷区代々木1丁目29
番1号 日本ERI(株) MNNN-10864-2 平成30年09月07日

創価学会　世界聖教会館 創価学会 東京都新宿区信濃町32番地 (一財)日本建築センター MNNN-10844-2 平成30年09月07日

（仮称）ＭＭ21地区47街区開発計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10954-2 平成30年09月07日

（仮称）新・栄タワーヒルズ 有限会社　東建大津通B 東京都中央区日本橋二丁目1
番14号 日本ERI(株) HNNN-10616-4 平成30年09月07日

順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）新研究棟建設計
画 学校法人　順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1

号 (一財)日本建築センター HNNN-10536-5 平成30年09月07日

中央町19・20番街区第一種市街地再開発事業施設建築物 中央町19・20番街区市街地再
開発組合

鹿児島市中央町22番地16（ア
エールプラザ315号）

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10989-1 平成30年09月07日

（仮称）篠崎町７丁目免震プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11200 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

渋谷駅地区駅街区開発計画

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-08025-5 平成30年09月06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

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

ＮＨＫ新佐賀放送会館 日本放送協会　佐賀放送局 佐賀県佐賀市城内2丁目15番8
号 (一財)日本建築センター MNNN-10856-1 平成30年09月05日

水戸市役所本庁舎 水戸市 茨城県水戸市中央一丁目４番
１

(一財)日本建築センター、(株
)都市居住評価センター MNNB-10463-2 平成30年09月04日

神戸FRTC計画 株式会社富基ファシリティー
ズ

神戸市灘区赤松町三丁目2番3
号 (一財)日本建築センター MNNN-11215 平成30年09月03日

富山県立大学新棟 富山県知事　石井　隆一 富山県富山市新総曲輪1-7 日本ERI(株) MNNN-10961-1 平成30年09月03日

（仮称）大阪扇町計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 日本ERI(株) HNNN-10528-4 平成30年09月03日

（仮称）小杉町二丁目開発計画（Ｂ地区）
ＪＸ不動産株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町一

丁目1番地8
日本ERI(株) HNNN-10296-4 平成30年09月03日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目1番2号

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10197-4 平成30年09月03日

（仮称）中央区晴海二丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNN-10013-4 平成30年09月03日

（仮称）横浜駅西口開発ビル計画 東日本旅客鉄道株式会社　 神奈川県横浜市西区平沼一丁
目40番26号 (一財)日本建築センター HNNB-10436-3 平成30年09月03日

世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業　区複合棟 世田谷区 東京都世田谷区
世田谷4-21-27 (一財)日本建築センター MNNN-10671-2 平成30年08月31日

（仮称）横浜市中区北仲通５丁目計画
丸紅株式会社 東京都中央区日本橋二丁目7

番1号
(一財)日本建築センター HNNN-10590-4 平成30年08月31日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目１番２号

（仮称）丸の内3-2計画 株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内三丁目
２番１号 (一財)日本建築センター HNNB-10387-6 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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3-2計画
東京商工会議所 東京都千代田区丸の内二丁目

5番1号
(一財)日本建築センター HNNB-10387-6 平成30年08月31日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号

名古屋貯金事務センター 株式会社ゆうちょ銀行 東京都千代田区霞が関１－３
－２ (一財)日本建築センター MNNN-10849-1 平成30年08月30日

（仮称）真澄寺横浜別院 真澄寺 東京都立川市柴崎街一丁目2-
13 日本ERI(株) MNNN-10571-2 平成30年08月30日

（仮称）麹町五丁目計画 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

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10887-2 平成30年08月30日

横浜市庁舎 横浜市建築局長　坂和　伸賢 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 HFNB-10836-2 平成30年08月29日

（仮称）瀬戸内海放送新社屋　移転プロジェクト（北棟） 株式会社　瀬戸内海放送 香川県高松市西宝町1-5-20 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11199 平成30年08月28日

（仮称）日立製作所中央研究所新棟計画 株式会社日立製作所中央研究
所

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁
目280番地 (一財)日本建築センター NNNB-10715-3 平成30年08月27日

（仮称）Dプロジェクト相模原 大和ハウス工業株式会社
東京本店

東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNN-7667-1 平成30年08月27日

大館市本庁舎 秋田県大館市 秋田県大館市字中城20番地 日本ERI(株) MNNN-11195 平成30年08月27日

（仮称）南森町プロジェクト 栗原工業株式会社 大阪市北区角田町1－1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10983-1 平成30年08月27日

（仮称）港区三田5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

日本ERI(株) HNNN-11194 平成30年08月27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

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

千住一丁目地区市街地再開発事業施設建築物 千住一丁目地区市街地再開発
組合 東京都足立区島根1丁目2-3 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNN-10768-4 平成30年08月24日

中央労働金庫　本店 中央労働金庫 東京都千代田区神田駿河台二
丁目五番地 (一財)日本建築センター MNNN-03007-2 平成30年08月23日

（仮称）八王子計画 日本貨物鉄道株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目
３３番８号 日本ERI(株) HNNN-10559-2 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）八王子計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号 日本ERI(株) HNNN-10559-2 平成30年08月23日

（仮称）ニチレイロジスティクス東海名古屋みなと物流センター
冷蔵棟

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 日本ERI(株) MNNN-11193 平成30年08月21日

三井不動産インダストリアルパーク印西Ⅱ 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座６－１７－
１ (一財)日本建築センター MNNN-11192 平成30年08月20日

武蔵小金井駅南口第２地区第一種市街地再開発事業 武蔵小金井駅南口第２地区市
街地再開発組合

東京都小金井市本町六丁目9
番35号 (株)東京建築検査機構 HNNN-10752-2 平成30年08月20日

大阪府　咲洲庁舎 大阪府知事　松井　一郎 大阪府大阪市中央区大手前2
丁目1番22号 (一財)日本建築センター HNNN-07479-1 平成30年08月20日

コニシ株式会社東京本社 コニシ株式会社 東京都千代田区神田錦町２－
３ 日本ERI(株) MNNN-11190 平成30年08月17日

野口倉庫株式会社本社倉庫 野口倉庫株式会社 埼玉県戸田市早瀬1-24-1 (一財)日本建築センター MNNN-11043-1 平成30年08月17日

港区北青山三丁目・港区施設　合築棟 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-10734-3 平成30年08月17日

よみうり文化センター（千里中央）再整備事業

関西電力株式会社 大阪市北区中之島三丁目6番1
6号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-08122-5 平成30年08月17日
関電不動産開発株式会社 大阪市北区中之島三丁目3番2

3号

讀賣テレビ放送株式会社 大阪市中央区城見二丁目２番
３３号

株式会社読売新聞大阪本社 大阪市北区野崎町５番９号

東京レールゲートWEST整備事業 日本貨物鉄道株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目
33-8 日本ERI(株) MNNN-11187 平成30年08月16日

六層七段型自走式自動車車庫｛ユウケンパーク　YP-SF720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-11203 平成30年08月13日

京阪神虎ノ門ビル（仮称） 京阪神ビルディング株式会社 大阪府大阪市中央区瓦町4丁
目2番14号 (一財)日本建築センター MNNN-11186 平成30年08月13日

（仮称）医療法人社団愛育会　福田病院　増築棟 医療法人社団愛育会
福田病院

熊本県熊本市中央区新町2丁
目2-6 日本ERI(株) MNNN-11038-1 平成30年08月13日

新市立伊勢総合病院 伊勢市 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29
号 日本ERI(株) MNNN-10699-2 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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) MNNF-10743-4 平成30年08月13日

東京農業大学世田谷キャンパス新研究棟整備事業 学校法人　東京農業大学 東京都世田谷区桜丘1丁目1番
1号 日本ERI(株) NNNB-11049-1 平成30年08月10日

（仮称）医薬横浜研究所 日本たばこ産業株式会社 東京都港区虎ノ門2-2-1 日本ERI(株) MNNN-10792-2 平成30年08月10日

（仮称）大阪ホテル計画 株式会社　フレンドステージ 埼玉県上尾市富士見二丁目1
番25号 (株)都市居住評価センター HNNN-11185 平成30年08月10日

（仮称）東池袋四丁目計画 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
4番5号 日本ERI(株) HNNF-10329-4 平成30年08月10日

（仮称）京急グループ本社ビル 京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪二丁目20番20
号 日本ERI(株) HNNB-10854-2 平成30年08月10日

（仮称）六本木四丁目計画

株式会社　大京 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号

(株)東京建築検査機構 MNNN-10749-4 平成30年08月09日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

東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

1号

オムロン株式会社　桂川事業所 オムロン株式会社 京都府京都市下京区塩小路通
堀川東入南不動堂町801 日本ERI(株) MNNB-05674-2 平成30年08月09日

四谷駅前地区（再）施設建築物 独立行政法人　都市再生機構
東日本賃貸住宅本部

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 HNNN-10516-5 平成30年08月09日

白金キャンパス薬学部校舎・北里本館建替新築 学校法人　北里研究所 東京都港区白金５－９－１ (一財)日本建築センター HNNN-08172-7 平成30年08月09日

（仮称）虎ノ門2-10計画 株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門2-10-4 (一財)日本建築センター HNNB-10502-6 平成30年08月09日

徳島新聞社新印刷センター 一般社団法人徳島新聞社 徳島県徳島市中徳島町2丁目5
番地2 日本ERI(株) MNNN-11181 平成30年08月07日

神奈川大学みなとみらいキャンパス（本体棟） 学校法人神奈川大学 神奈川県横浜市神奈川区六角
橋3-27-1 (一財)日本建築センター HNNN-11183 平成30年08月07日

（仮称）虎ノ門二丁目計画 東洋海事工業株式会社 東京都港区西新橋二丁目23番
1号 日本ERI(株) HNNN-11180 平成30年08月07日

豊洲地区1-1街区開発計画 大成有楽不動産株式会社 東京都中央区京橋三丁目13番
1号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-11179 平成30年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

豊洲地区1-1街区開発計画
株式会社　NIPPO 東京都中央区八重洲一丁目2

番16号 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-11179 平成30年08月07日

東急不動産株式会社　 東京都港区南青山二丁目6番2
1号

（仮称）ホテルユニゾ福岡博多駅前 ユニゾホテル株式会社 東京都中央区八丁堀2丁目10
番9号 日本ERI(株) MNNN-10774-1 平成30年08月06日

（仮称）港区芝浦2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-11182 平成30年08月06日

神田神社（仮称）文化交流館 宗教法人神田神社 東京都千代田区外神田2-16-2 (一財)日本建築センター NNNB-10965-1 平成30年08月03日

はまゆう療育園 社会福祉法人　慈永会 熊本県天草郡苓北町上津深江
278-2 日本ERI(株) MNNN-11178 平成30年08月03日

（仮称）石村様おおたかの森C68街区プロジェクト スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11005-1 平成30年08月03日

（仮称）ＷＩＮＧ新棟計画 株式会社　ＬＩＸＩＬ 東京都江東区大島二丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-10971-1 平成30年08月03日

（仮称）豊島プロジェクトＡ棟
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目

7番2号
(一財)日本建築センター HNNB-10655-2 平成30年08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9号

日本ピラー工業株式会社三田工場管理棟 日本ピラー工業株式会社 大阪府大阪市西区新町1丁目7
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10821-2 平成30年08月02日

（仮称）中央運輸㈱岩槻物流センター 中央運輸株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
10-2 日本ERI(株) MNNN-10745-1 平成30年08月02日

高知市新庁舎 高知市長　岡﨑　誠也 高知県高知市本町五丁目1番4
5号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10421-1 平成30年08月02日

大宮区役所新庁舎 大宮クロスポイント株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木
町一丁目10番地16 (一財)日本建築センター MNNB-10855-3 平成30年08月02日

（仮称）アパホテル＆リゾート＜御堂筋本町駅タワー＞ アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号 日本ERI(株) HNNN-10865-2 平成30年08月02日

（仮称）港区海岸2丁目
総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31番19号

(株)都市居住評価センター HNNN-10843-2 平成30年08月02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二丁目7
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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）Landport厚木愛川町 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) MNNN-11177 平成30年07月31日

京都新聞滋賀本社建替計画 株式会社京都新聞社 京都府京都市中京区烏丸通夷
川上ル少将井町239 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11175 平成30年07月30日

広島銀行　新本店ビル 株式会社広島銀行 広島県広島市中区紙屋町一丁
目3番8号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11176 平成30年07月30日

（仮称）心斎橋ホテル計画 積水ハウス株式会社
開発事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番88号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11174 平成30年07月30日

（仮称）BRANCH仙台長命ヶ丘店舗併用立駐｛施設併用四層五段型自
走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-11198 平成30年07月27日

六層七段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛フリーパークDL-F7型R（2.5ton）｝ 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36番 (一財)日本建築センター NFEN-11197 平成30年07月27日

四層五段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛フリーパークDL-F5型R｝ 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-11196 平成30年07月27日

（仮称）AFRW１号物件 帝人ファーマ株式会社 東京都日野市旭が丘４－３－
２ (一財)日本建築センター MNNN-11173 平成30年07月27日

（仮称）シマノR&Dセンター 株式会社シマノ 大阪府堺市堺区老松町３丁７
７番地 (一財)日本建築センター MNNN-11145-1 平成30年07月27日

安芸総合庁舎 高知県 高知県高知市丸の内1丁目2番
20号 日本ERI(株) MNNN-06017-1 平成30年07月27日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-6街区　T棟

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号

日本ERI(株) HNNN-11171 平成30年07月27日

東急不動産株式会社 東京都港区南青山二丁目6番2
1号

大和ハウス工業株式会社東京
本社

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号

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

住友商事株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番1
1号

新日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂一丁目8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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-6街区　T棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 日本ERI(株) HNNN-11171 平成30年07月27日

晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業　第5-5街区　T棟

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4
番16号

日本ERI(株) HNNN-11170 平成30年07月27日

東急不動産株式会社 東京都港区南青山二丁目6番2
1号

大和ハウス工業株式会社東京
本社

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号

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

住友商事株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番1
1号

新日鉄興和不動産株式会社 東京都港区赤坂一丁目8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

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号

プレミスト天神赤坂タワー 大和ハウス工業株式会社 福岡県福岡市博多区上牟田二
丁目11番24号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10586-3 平成30年07月27日

（仮称）人形町３丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋３－１－
８　スターツ日本橋ビル３階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10697-1 平成30年07月25日

（仮称）友田町四丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 四丁目再開発株式会社 和歌山県和歌山市八番町9番
地　パーク県信ビル606号 (一財)日本建築センター HNNN-10999-1 平成30年07月23日

技術センター　第2次施設拡充計画　大型風洞実験棟 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 MNNN-11167 平成30年07月20日

武蔵野赤十字病院新１番館（仮称） 武蔵野赤十字病院 東京都武蔵野市境南町１－２
６－１ 日本ERI(株) MNNN-11166 平成30年07月20日

（仮称）千代田区一番町20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-10799-1 平成30年07月20日
東京建物　株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4

番16号

浜松町一丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 浜松町一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区東新橋二丁目４番
６号パラッツォシエナ４階 (一財)日本建築センター HNNN-10141-5 平成30年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）中央区難波3丁目計画 株式会社　成信 大阪府大阪市中央区淡路町3
丁目5番13号 日本ERI(株) NNNB-10659-2 平成30年07月19日

（仮称）KICONA堺店｛施設併用八層九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-11188 平成30年07月18日

（仮称）東特塗料株式会社様亀沢４丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋３－１－
８　スターツ日本橋ビル３階 日本ERI(株) MNNN-11165 平成30年07月18日

杜の街づくりプロジェクトC-2棟新築計画｛施設併用七層八段型自走式
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-11189 平成30年07月17日

中外製薬（株）浮間事業所　E68号棟　合成実験棟 中外製薬株式会社 東京都中央区日本橋室町２－
１－１ 日本ERI(株) MNNN-11164 平成30年07月17日

（仮称）幕張新都心若葉住宅地区計画（B7街区）高層棟

袖ケ浦興業株式会社 千葉県千葉市中央区中央4丁
目17番3号

日本ERI(株) HFNN-10666-2 平成30年07月17日

東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区栄町39番
10号

株式会社　富士見地所 千葉県千葉市中央区富士見1
丁目10番12号

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

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

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

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

日本大学理工学部駿河台校舎キャンパス整備事業に伴う南棟（仮称） 学校法人　日本大学 東京都千代田区九段南4丁目8
番24号 (一財)日本建築センター HFNN-10350-4 平成30年07月17日

（仮称）竹芝ウォーターフロント開発計画A棟（高層棟） 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 HFNB-10893-2 平成30年07月17日

明治埼玉工場新製造棟（第二期） 株式会社錢高組東京支社 東京都千代田区一番町３１ (株)国際確認検査センター MNNN-11161 平成30年07月13日

香川銀行本店 株式会社香川銀行 香川県高松市亀井町7番地9 (一財)日本建築センター MNNN-10913-2 平成30年07月13日

MK-Tプロジェクト　オフィス棟 前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見二丁目
10番2号 (一財)日本建築センター MNNN-10775-1 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

京浜トラックターミナルDynaBASE 日本自動車ターミナル株式会
社

東京都千代田区平河町二丁目
7番地9号 (一財)日本建築センター MNNN-10532-2 平成30年07月13日

（仮称）名古屋市中区栄一丁目計画 近鉄不動産株式会社 名古屋市中村区名駅4丁目5番
28号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-11163 平成30年07月13日

苗穂駅北口西地区優良建築物等整備事業 株式会社　大京　北海道支店 北海道札幌市中央区北一条西3
丁目3番地　敷島プラザビル9階 日本ERI(株) HNNN-11162 平成30年07月13日

東池袋五丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 東池袋五丁目地区市街地再開
発組合

東京都豊島区東池袋四丁目30
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-10672-3 平成30年07月13日

山口大学医学部附属病院 診療棟・病棟 及び第１病棟 国立大学法人　山口大学 山口県山口市吉田1677-1 (一財)日本建築センター HNNN-10274-3 平成30年07月13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-06445-2 平成30年07月09日

（仮称）中央区瓦町四丁目PJ

総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31番19号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-11160 平成30年07月09日
東急不動産株式会社
住宅事業ユニット関西住宅事業
部

大阪府大阪市中央区南船橋四
丁目4番3号

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5番13号

（仮称）山下町A街区ホテル計画 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 HNNB-10702-1 平成30年07月09日

（仮称）南平台プロジェクト 一般社団法人　道玄坂１２１ 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 HNNB-10517-4 平成30年07月09日

西武鉄道池袋ビル 西武鉄道株式会社 東京都豊島区南池袋一丁目16
番15号 (一財)日本建築センター HFNB-10326-4 平成30年07月09日

（仮称）久御山プロジェクト　A棟 三菱食品株式会社 東京都大田区平和島六丁目1
番1号 日本ERI(株) NNNB-11172 平成30年07月06日

世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館 世田谷区 東京都世田谷区
世田谷4-21-27 (一財)日本建築センター MNNN-10735-1 平成30年07月06日

（仮称）博多駅前四丁目計画 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 日本ERI(株) MNNN-10692-1 平成30年07月06日

（仮称）府中市寿町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

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10938-1 平成30年07月06日

スター精密株式会社　本社リニューアルプロジェクト スター精密株式会社 静岡県静岡市駿河区中吉田20
-10 日本ERI(株) MNNN-10750-1 平成30年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

四国中央市新庁舎 四国中央市 愛媛県四国中央市三島宮川4
丁目6番55号 日本ERI(株) MNNN-10681-1 平成30年07月04日

西新宿６丁目計画（仮称） 西新宿タワープロジェクト特
定目的会社

東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10822-2 平成30年07月04日

総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業 総曲輪三丁目地区市街地再開
発組合

富山県富山市総曲輪三丁目5
番8号 日本ERI(株) HNNN-10419-5 平成30年07月04日

（仮称）OH-1計画
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋宝町2-1-

1
(一財)日本建築センター HNNF-10511-5 平成30年07月04日

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-3

笠倉様亀戸２丁目計画 合同会社チェリーＨＯＭＥ 東京都江東区亀戸2-32-4 日本ERI(株) MNNN-10988-1 平成30年07月03日

株式会社ホウスイ　川島物流センター 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-11039-1 平成30年06月29日

（仮称）吹田市新市民病院 地方独立行政法人市立吹田市
民病院

大阪府吹田市片山町二丁目13
番20号 日本ERI(株) MNNN-10608-1 平成30年06月29日

藤沢市民病院再整備事業　新東館 藤沢市 神奈川県藤沢市朝日町１番地
の１

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-07650-3 平成30年06月29日

高知東警察署庁舎棟 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-05700-1 平成30年06月29日

（仮称）堂島タワー SKハウジング株式会社 大阪府大阪市北区西天満5-2-
18三共ビル東館9F (一財)日本建築総合試験所 HNNN-04102-1 平成30年06月29日

新いわき市立総合磐城共立病院 いわき市立総合磐城共立病院 福島県いわき市内郷御厩町久
世原16番地 日本ERI(株) MNNN-10340-2 平成30年06月27日

内閣本府　A棟 国土交通省大臣官房官庁営繕
部 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 (一財)日本建築センター MNNN-02760-1 平成30年06月27日

（仮称）柏の葉キャンパス162街区計画 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一丁目11
番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-11157 平成30年06月27日

（仮称）麹町五丁目計画 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) HNNB-10887-1 平成30年06月26日

五層六段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛フリーパークDL-S6型R｝ 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-11169 平成30年06月25日

敦賀駅前立体駐車場計画 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-11168 平成30年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区　Ａ棟 株式会社世界貿易センタービ
ルディング

東京都港区浜松町二丁目４番
１号 (一財)日本建築センター HNNB-10853-1 平成30年06月25日

道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 道玄坂一丁目駅前地区市街地
再開発組合

東京都渋谷区道玄坂一丁目16
番3号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNB-10366-4 平成30年06月25日

南海ターミナルビル 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

(一財)日本建築総合試験所、
日本ERI(株) HNNB-06441-6 平成30年06月25日

住友不動産大崎ガーデンタワー 西品川一丁目地区市街地再開
発組合 東京都品川区西品川1-1-1 (一財)日本建築センター HFNB-10186-5 平成30年06月25日

ｎＯＲＢＥＳＡ みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1-2-1 (一財)日本建築センター NNNB-00484-2 平成30年06月22日

東京国際空港新貴賓室 国土交通省　東京航空局長 東京都千代田区九段南1-1-15
九段第二合同庁舎 (一財)日本建築センター NFNF-11159 平成30年06月22日

（仮称）KIX11 デジタル大阪2特定目的会社 東京都千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング11階 (一財)日本建築センター MNNN-11000-1 平成30年06月22日

（仮称）富ヶ谷一丁目プロジェクト
住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8-11

(一財)日本建築センター MNNN-10497-2 平成30年06月22日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1丁目4-1

6

（仮称）京橋一丁目東地区永坂産業京橋ビル 株式会社　永坂産業 東京都中央区京橋1-10-1 (株)都市居住評価センター HFNB-10488-2 平成30年06月22日

大塚製薬株式会社　美馬工場 大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町2-9 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10825-1 平成30年06月21日

（仮称）SGリアルティ新大阪ホテル計画 SGリアルティ株式会社 京都府京都市南区上鳥羽角田
町68番地 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10875-2 平成30年06月21日

有明北3-1地区計画　B-1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 NNNB-10920-1 平成30年06月20日

町立南伊勢病院 南伊勢町 三重県度会郡南伊勢町五ケ所
浦3057番地 日本ERI(株) MNNN-11153 平成30年06月20日

（仮称）外苑ハウス建替え計画 外苑ハウスマンション建替組
合

東京都渋谷区神宮前二丁目2
番39 (一財)日本建築センター HNNN-10911-1 平成30年06月19日

日本赤十字社　長崎県支部・長崎原爆病院 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎県長崎市茂里町3番15号 (一財)日本建築センター HNNN-10311-5 平成30年06月19日

独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター 独立行政法人国立病院機構 宮城県仙台市宮城野区宮城野
2丁目8番8号 (一財)日本建築センター MNNN-10113-1 平成30年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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２－１－A街区計画（Brillia有明Ⅳ） 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目４
番16号 (一財)日本建築センター HNNN-11152 平成30年06月18日

(仮称)六本木一丁目計画 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目３番
１７号 (一財)日本建築センター HNNN-10817-3 平成30年06月18日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-08178-10 平成30年06月18日

(仮称)ディスコ桑畑工場Ａ棟Ｃゾーン増築 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 (一財)日本建築センター MNNN-08156-3 平成30年06月15日

京都府警察本部新庁舎 京都府警察本部 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 MNNN-10545-3 平成30年06月14日

小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 小杉町３丁目東地区市街地再
開発組合

神奈川県川崎市中原区新丸子東
一丁目835番5号KAHALA EAST2
201号室

日本ERI(株) HNNN-10755-4 平成30年06月14日

金町六丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 金町六丁目駅前地区市街地再
開発組合

東京都葛飾区金町６丁目７－
２２

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-11151 平成30年06月13日

（仮称）あすと長町２６街区計画
株式会社ワールドアイシティ 宮城県仙台市青葉区一番町2

丁目4番1号
日本ERI(株) HNNN-10838-2 平成30年06月13日

住友不動産株式会社 宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目4番25号

（仮称）資生堂グローバルイノベーションセンター 株式会社　資生堂 東京都中央区銀座七丁目5番5
号 (一財)日本建築センター HNNB-10628-2 平成30年06月13日

徳恩寺本堂新築計画 宗教法人　徳恩寺 横浜市港南区日野中央２－１
０－１４ (一財)日本建築センター MNNN-11150 平成30年06月12日

(仮称)渋谷区役所建替プロジェクト新庁舎棟（庁舎） 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNB-10369-3 平成30年06月12日

学校法人電波学園　東京電子専門学校　新館計画 学校法人電波学園
東京電子専門学校 東京都豊島区東池袋3-6-1 (株)東京建築検査機構 HNNN-10308-3 平成30年06月11日

（仮称）虎ノ門2-10計画 株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門2-10-4 (一財)日本建築センター HNNB-10502-5 平成30年06月11日

浜松町二丁目４地区B街区（仮称）浜松町駅前プロジェクト
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 HNNB-10375-6 平成30年06月11日
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

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-2街区）高層棟 袖ヶ浦興業株式会社 千葉県千葉市中央区中央4丁
目17番3号 日本ERI(株) HFNF-10808-1 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-2街区）高層棟

東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区栄町39番
10号

日本ERI(株) HFNF-10808-1 平成30年06月11日

株式会社　富士見地所 千葉県千葉市中央区富士見1
丁目10番12号

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部 東京都港区赤坂2丁目9番11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

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

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

山梨大学（医病）病棟Ⅱ・Ⅲ新営 国立大学法人山梨大学 山梨県甲府市武田四丁目４－
３７ (一財)日本建築センター MNNN-11149 平成30年06月08日

結城市庁舎 結城市長　前場　文夫 茨城県結城市大字結城１４４
７ 日本ERI(株) MNNN-11147 平成30年06月08日

（仮称）福岡市中央区地行浜２丁目マンション計画（EAST棟） 三菱地所レジデンス株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁
目６番８号 日本ERI(株) HNNN-11148 平成30年06月08日

新中核病院 筑西市 茨城県筑西市下中山732番地1 日本ERI(株) MNNN-10744-1 平成30年06月07日

三層四段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛フリーパークDL-S4型R｝ 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-11155 平成30年06月05日

東京慈恵会医科大学附属病院　新外来棟（仮称） 学校法人　慈恵大学 東京都港区西新橋三丁目25-8 日本ERI(株) MNNN-10968-1 平成30年06月05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二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-07098-8 平成30年06月05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）シマノR&Dセンター 株式会社シマノ 大阪府堺市堺区老松町３丁７
７番地 (一財)日本建築センター MNNN-11145 平成30年06月04日

新宿住友ビル 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 日本ERI(株) HNNN-10895-2 平成30年06月01日

（仮称）松戸北部市場開発プロジェクト｛五層六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-11156 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）講談社福岡渡辺通り計画｛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 熊本県玉名郡長州町大字名石

浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-11154 平成30年05月31日

西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物（B街区） 西品川一丁目地区市街地再開
発組合 東京都品川区西品川1-1-1 (一財)日本建築センター HNNN-10187-4 平成30年05月31日

阿波銀行新本店営業部ビル 株式会社阿波銀行 徳島県徳島市西船場町2-24-1 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-11158 平成30年05月30日

新国立競技場（仮称） 独立行政法人
日本スポーツ振興センター

東京都港区北青山二丁目8番3
5号 (一財)日本建築センター MNNB-10667-5 平成30年05月30日

オリンピックアクアティクスセンター（仮称） 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 MNNB-10753-5 平成30年05月29日

秋葉原UDX ユーディーエックス特定目的
会社

東京都中央区日本橋１－４－
１ (一財)日本建築センター HNNB-01647-2 平成30年05月29日

（仮称）大手町1-4-2計画 大手町１４２特定目的会社
東京都千代田区内神田二丁目２
番６号
５階あすな会計事務所内

(一財)日本建築センター HNNN-10940-1 平成30年05月28日

有明体操競技場兼展示場（仮称）－大会時

公益財団法人　東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組
織委員会

東京都港区虎ノ門一丁目23番
1号

(株)都市居住評価センター NFNB-10929-2 平成30年05月23日
東京都知事　小池　百合子 東京都新宿区西新宿二丁目8

番地1号

有明体操競技場兼展示場（仮称）－後利用時

公益財団法人　東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組
織委員会

東京都港区虎ノ門一丁目23番
1号

(株)都市居住評価センター NFNB-10928-2 平成30年05月23日
東京都知事　小池　百合子 東京都新宿区西新宿二丁目8

番地1号

摂津工場新施設構築プロジェクト　209棟 塩野義製薬株式会社摂津工場 大阪府摂津市三島2丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11144 平成30年05月23日

近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市立総合医療センタ
ー

滋賀県近江八幡市桜宮町236
番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-01122-1 平成30年05月23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77
番地 (一財)日本建築センター MNNN-08005-2 平成30年05月21日

ＧＬＰ枚方Ⅲプロジェクト 枚方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-10754-1 平成30年05月18日

（仮称）仲よし幼稚園跡地活用計画
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)都市居住評価センター HNNN-10560-2 平成30年05月18日

三井不動産レジデンシャル株
式会社千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目１１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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）仲よし幼稚園跡地活用計画 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 (株)都市居住評価センター HNNN-10560-2 平成30年05月18日

大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業 株式会社日本政策金融公庫 東京都千代田区大手町一丁目
1-9-4 (一財)日本建築センター HNNB-06328-1 平成30年05月18日

（仮称）北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト民活事業計画（高
層部） 青山共創株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9

番9号 日本ERI(株) HNNN-11044-1 平成30年05月17日

高砂市新本庁舎 高砂市長　登　幸人 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁
目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11143 平成30年05月16日

（仮称）Ｄタワー豊洲 豊洲６丁目４－１B開発特定
目的会社

東京都中央区日本橋一丁目４
番１号 (株)都市居住評価センター HNNN-10934-1 平成30年05月16日

（仮称）おおたかの森C71街区プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3階 日本ERI(株) MNNN-11142 平成30年05月15日

（仮称）ＭＭ21地区47街区開発計画 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10954-1 平成30年05月15日

（仮称）株式会社NIPPO新本社計画 株式会社　NIPPO 東京都中央区八重洲1-2-16TG
ビルディング (一財)日本建築センター MNNB-10551-3 平成30年05月11日

（仮称）はとバス港南ビル・港南一丁目市街地住宅の共同建替事業
独立行政法人　都市再生機構 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 HNNN-10498-4 平成30年05月11日

株式会社　はとバス 東京都大田区平和島五丁目4
番1号

（仮称）白金二丁目計画

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-10344-3 平成30年05月11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）中山下一丁目1番地区第一種市街地再開発事業　施設建物 岡山市中山下一丁目1番地区
市街地再開発組合

岡山県岡山市北区本町4番18
号　コア本町 日本ERI(株) HNNN-10169-2 平成30年05月11日

ベイタワー清水 ベイタワー清水管理組合 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-05315-1 平成30年05月11日

（仮称）神田練塀町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 神田練塀町地区市街地再開発
組合

東京都千代田区神田松永町5
番地

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10668-3 平成30年05月11日

東京国際空港国内線第2ターミナルビル国際線施設 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-07081-2 平成30年05月10日

武蔵小山パルム駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小山パルム駅前地区市街
地再開発組合

東京都品川区小山三丁目26番
9号 日本ERI(株) HNNN-10465-3 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）須賀川市市民交流センター 福島県須賀川市長 福島県須賀川市八幡町135 ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-10433-1 平成30年05月09日

ＮＨＫ新大津放送会館 日本放送協会　大津放送局 滋賀県大津市打出浜3-30 (一財)日本建築センター MNNN-10909-1 平成30年05月09日

（仮称）大阪第一DC 株式会社ミライト・テクノロ
ジーズ

大阪府大阪市西区江戸堀3-3-
15 (一財)日本建築センター MNNN-10563-3 平成30年05月09日

（仮称）新宮下公園等整備事業（北街区）高層棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座6-17-1 (株)都市居住評価センター HNNN-11141 平成30年05月09日

千葉銀行　本部棟建替え計画 株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港1-
2 (一財)日本建築センター HNNN-11139 平成30年05月09日

（仮称）リーフィアタワー海老名Ｂ棟計画　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
(一財)日本建築センター HNNN-11138 平成30年05月09日

小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台1丁目47番1
号

（仮称）あいおいニッセイ同和損保　桜ヶ丘事務センター建替計画 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1-28-1 (一財)日本建築センター HNNN-11137 平成30年05月09日

（仮称）天王洲計画（タワー棟） 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 (株)都市居住評価センター HNNN-10476-3 平成30年05月09日

（仮称）アパホテル＆リゾート&lt;横浜ベイタワー&gt; アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号 (株)都市居住評価センター、
日本ERI(株) HNNF-10795-1 平成30年05月09日

（仮称）真岡市新庁舎 真岡市 栃木県真岡市荒町5191番地 日本ERI(株) MNNN-11134 平成30年05月07日

（仮称）名古屋三井ビルディング北館 三井不動産株式会社中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南
一丁目24番30号 (一財)日本建築センター HNNN-11136 平成30年05月07日

（仮称）梅田曽根崎計画 住友不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11133 平成30年05月07日

成田市公設地方卸売市場 成田市 千葉県成田市花崎町760番地 日本ERI(株) NNNF-11146 平成30年05月02日

横浜市立市民病院 横浜市病院事業管理者 横浜市中区港町1-1 (一財)日本建築センター MNNN-10830-1 平成30年05月02日

福島赤十字病院（仮称） 福島赤十字病院 福島県福島市入江町11番31号 (一財)日本建築センター MNNN-10579-2 平成30年05月02日

大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業C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)日本建築センター MNNB-10874-2 平成30年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）外神田一丁目計画 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) HNNF-10819-1 平成30年05月02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-07996-1 平成30年05月01日

（仮称）社会医療法人社団　熊本丸田会　熊本整形外科病院 社会医療法人社団熊本丸田会
熊本整形外科病院

熊本県熊本市中央区九品寺1
丁目15-7 日本ERI(株) MNNN-11131 平成30年04月27日

トラスコ中山プラネット南関東 トラスコ中山株式会社 東京都港区新橋四丁目28番1号
トラスコ　フィオリートビル (一財)日本建築センター MNNN-11130 平成30年04月27日

藤田保健衛生大学　岡崎医療センター 学校法人藤田学園 愛知県豊明市沓掛町田楽々窪
1番地98 日本ERI(株) MNNN-11126 平成30年04月27日

早稲田大学　研究開発センター研究実験施設（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) MNNN-10984-1 平成30年04月27日

日本ピラー工業株式会社三田工場管理棟 日本ピラー工業株式会社 大阪府大阪市淀川区野中南2
丁目11番48号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10821-1 平成30年04月27日

鳥取県立中央病院 鳥取県 鳥取県鳥取市江津730番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10553-2 平成30年04月27日

兵庫県立美術館 安藤忠雄建築研究所 大阪府大阪市北区豊崎２丁目
５－２３ (一財)日本建築センター MNNB-11012-1 平成30年04月27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 兵庫県小野市市場町926-250 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-07343-1 平成30年04月23日

月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業 月島一丁目西仲通り地区市街
地再開発組合

東京都中央区佃二丁目6番9号
JS月島ビル2F 日本ERI(株) HNNN-10710-3 平成30年04月23日

（仮称）丸山国際中継所D棟 ソフトバンク株式会社 東京都港区東新橋1-9-1 (一財)日本建築センター MNNN-11121 平成30年04月20日

（仮称）豊島区北大塚一丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 日本ERI(株) HNNN-11120 平成30年04月20日

（仮称）豊島プロジェクトＢ棟
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目

7-2
(一財)日本建築センター NNNB-10661-2 平成30年04月19日

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9-
9

弥富市新庁舎 弥富市 愛知県弥富市前ヶ須町南本田
335 (一財)日本建築センター MNNN-10033-1 平成30年04月16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)日本建築センター、(一
財)日本建築防災協会 MFNB-06318-1 平成30年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）近畿産業信用組合新本店 近畿産業信用組合 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎
町2-8 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10784-1 平成30年04月16日

港区北青山三丁目・港区施設　合築棟 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-10734-2 平成30年04月16日

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル施設再整備 新千歳空港ターミナルビルデ
ィング株式会社 北海道千歳市美々987番地22 (一財)日本建築センター NNNB-10925-1 平成30年04月13日

（仮称）墨田区緑1丁目計画 スターツデベロップメント株
式会社

東京都中央区日本橋3-4-10ス
ターツ八重洲中央ビル5階 日本ERI(株) MNNN-10947-1 平成30年04月13日

スガツネ工業新社屋建替計画 スガツネ工業株式会社 東京都千代田区東神田1丁目8
番11号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10926-1 平成30年04月13日

（仮称）東京海上日動西落合研修所建築計画（宿泊棟） 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 (一財)日本建築センター MNNN-10892-1 平成30年04月13日

株式会社村田製作所　みなとみらいイノベーションセンター 株式会社村田製作所 京都府長岡京市東神足1丁目1
0番1号 日本ERI(株) HNNN-11119 平成30年04月13日

（仮称）名古屋市東区泉一丁目計画 野村不動産株式株式会社
名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦2丁目1
9番6号 (一財)日本建築センター HNNN-10996-1 平成30年04月13日

四谷駅前地区（再）施設建築物 独立行政法人　都市再生機構
東日本賃貸住宅本部

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 HNNN-10516-4 平成30年04月13日

飯田橋グラン・ブルーム 飯田橋グラン・ブルーム管理
組合

東京都千代田区富士見二丁目
10番2号 (一財)日本建築センター HNNB-08168-1 平成30年04月13日

（仮称）芝公園１丁目ビル計画 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、日
本ERI(株) HFNB-10263-7 平成30年04月13日

みなとみらい２１中央地区20街区ＭＩＣＥ施設 株式会社横浜グローバルＭＩ
ＣＥ

神奈川県横浜市西区花咲町6-
145 (一財)日本建築センター NNNB-10842-1 平成30年04月12日

（仮称）あすと長町２６街区計画
株式会社ワールドアイシティ 宮城県仙台市青葉区一番町2

丁目4番1号
日本ERI(株) HNNN-10838-1 平成30年04月12日

住友不動産株式会社 宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目4番25号

大森海岸計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSビル19階 日本ERI(株) HNNN-10380-2 平成30年04月12日

（仮称）北堀江4丁目集合住宅 ジオ北堀江管理組合 大阪府大阪市西区北堀江4-2-
27 (一財)日本建築センター HNNN-05685-1 平成30年04月12日

ＣＬＵＢ ＴＨＥ．薬院ステーションタワー 株式会社　アライアンス 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁
目8番15号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-11117 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（周南市）新庁舎建設 周南市長 山口県周南市岐山通1丁目1番
地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10452-2 平成30年04月09日

読売テレビ新社屋建設計画 讀賣テレビ放送株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁
目2番33号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-10599-3 平成30年04月09日

東京国際空港第2ターミナル北側サテライト 日本空港ビルデング株式会社 東京都大田区羽田空港三丁目
3番2号 (一財)日本建築センター NNNB-10834-2 平成30年04月06日

伊豆ベロドローム建設計画

公益財団法人　東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟ
ﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会 東京都港区虎ノ門一丁目23番

1号虎の門ヒルズ森タワー8階
日本ERI(株) NNNB-05562-1 平成30年04月06日

一般財団法人
日本サイクルスポーツセンター

東京都港区赤坂１丁目９番３
号

長野県立武道館 長野県知事　阿部　守一 長野県長野市大字南長野字幅
下692-2 (一財)日本建築センター NFNN-11135 平成30年04月06日

入間病院　病院棟 北関東防衛局長　吉田
廣太郎

埼玉県さいたま市中央区新都心
2-1さいたま新都心合同庁舎2号
館

(一財)さいたま住宅検査セン
ター MNNN-11140 平成30年04月06日

柏崎市新庁舎 柏崎市 新潟県柏崎市中央区5-50 日本ERI(株) MNNN-11115 平成30年04月06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-07176-2 平成30年04月06日

有明アリーナ（仮称） 東京都知事　小池　百合子 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-10803-2 平成30年04月06日

（仮称）港区高輪1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 日本ERI(株) HNNN-11114 平成30年04月06日

千住一丁目地区市街地再開発事業施設建築物 千住一丁目地区市街地再開発
組合 東京都足立区島根1丁目2-3 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNN-10768-3 平成30年04月06日

気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター整備等事業 鞆絵ｻｲｴﾝｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社 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 HNNN-10767-2 平成30年04月06日

（仮称）グランドメゾン浄水ガーデンシティプロジェクトⅠ期－③ (代表企業)積水ハウス株式会
社福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15-6綾杉ビル8F (株)東京建築検査機構 HNNN-10651-2 平成30年04月06日

（仮称）丸の内１－３計画（アネックス棟地下部分）
一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区大手町二丁目

6番1号
(一財)日本建築センター MNNN-10953-1 平成30年04月05日

株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ

東京都千代田区大手町一丁目
5番5号

（仮称）丸の内１－３計画（タワー棟） 一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区大手町二丁目
６番１号 (一財)日本建築センター HNNB-10942-1 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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１－３計画（タワー棟） 株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ

東京都千代田区大手町一丁目
５番５号 (一財)日本建築センター HNNB-10942-1 平成30年04月05日

ブリヂストン横浜工場青年会館 株式会社ブリヂストン横浜工
場

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町
1番地 (一財)日本建築センター MNNN-10903-1 平成30年04月03日

（仮称）名古屋三交ビル 三交不動産株式会社 三重県津市丸之内9番18号 日本ERI(株) HNNN-11116 平成30年04月03日

（仮称）渋谷区役所建替プロジェクト　住宅棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNN-10769-2 平成30年04月03日

静岡県環境衛生科学研究所 静岡県庁 静岡県静岡市葵区追手町9-6 (一財)日本建築センター MNNN-11106 平成30年04月02日

（仮称）大阪市中央区高津ＰＪ
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)日本建築センター HNNN-11108 平成30年04月02日

関電不動産開発株式会社 大阪市北区中之島三丁目3番2
3号

大阪貯金事務センター 株式会社　ゆうちょ銀行 東京都千代田区霞ヶ関１－３
－２ (一財)日本建築センター MNNN-11102 平成30年03月30日

（仮称）品川区東五反田３丁目計画 永楽産業株式会社 東京都品川区東五反田３－１
８－７ (一財)日本建築センター MNNN-11099 平成30年03月30日

公立藤岡総合病院 多野藤岡医療事務市町村組合 群馬県藤岡市藤岡942-1 (一財)日本建築センター MNNN-10394-3 平成30年03月30日

大宮区役所新庁舎 大宮クロスポイント株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木
町一丁目10番地16 (一財)日本建築センター MNNB-10855-2 平成30年03月30日

警視庁本部庁舎 警視庁 東京都千代田区霞が関二丁目
1番1号 (一財)日本建築センター HNNN-11104 平成30年03月30日

御堂筋平野町計画 株式会社　オービック 東京都中央区京橋2-4-15 (一財)日本建築センター HNNN-10804-2 平成30年03月30日

（仮称）東池袋一丁目シネマコンプレックス計画 東急不動産株式会社
都市事業ユニット都市事業本部

東京都港区南青山二丁目6番2
1号 (一財)日本建築センター HNNF-10815-1 平成30年03月30日

川崎駅西口開発計画 東日本旅客鉄道株式会社 神奈川県横浜市西区平沼１丁
目４０番２６号 (一財)日本建築センター HNNB-11101 平成30年03月30日

（仮称）北品川５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) HNNB-11051 平成30年03月30日

東北大学農学部跡地計画 住友不動産株式会社 宮城県仙台市青葉区花京院1
丁目4番25号 日本ERI(株) MNNN-11100 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）中日新聞社KNF建設プロジェクト 株式会社　中日新聞社 愛知県名古屋市中区三の丸6
番1号 日本ERI(株) MNNN-11093 平成30年03月29日

三菱倉庫株式会社茨木４号配送センター 三菱倉庫株式会社大阪支店 大阪府大阪市福島区野田六丁
目5番20号 日本ERI(株) MNNN-10790-1 平成30年03月29日

JFE物流株式会社　浮島倉庫 JFE物流株式会社
東京都千代田区大手町一丁目9番
5号大手町フィナンシャルシティ
ノースタワー25階

日本ERI(株) MNNN-10760-2 平成30年03月29日

新いわき市立総合磐城共立病院 いわき市立総合磐城共立病院 福島県いわき市内郷御厩町久
世原16番地 日本ERI(株) MNNN-10340-1 平成30年03月29日

（仮称）麹町四丁目計画 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) MNNF-10626-3 平成30年03月29日

（仮称）刈谷駅北地区再開発プロジェクト アイシン開発　株式会社 愛知県刈谷市相生町三丁目3
番地 日本ERI(株) HNNN-11095 平成30年03月29日

（仮称）天王寺区東高津町計画 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 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-11094 平成30年03月29日

(仮称)TGMM芝浦プロジェクトB棟 東京瓦斯　株式会社 東京都港区海岸一丁目5番20
号 (株)都市居住評価センター HNNN-10848-2 平成30年03月29日

（仮称）新橋四丁目計画
大林新星和不動産　株式会社 東京都千代田区九段南三丁目

３番６号
(一財)日本建築センター HNNN-10546-3 平成30年03月29日

森ビル　株式会社 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

福岡市総合体育館 福岡照葉アリーナ株式会社 福岡市中央区渡辺通三丁目6-
11 日本ERI(株) NNNB-10689-1 平成30年03月28日

富士山静岡空港旅客ターミナルビル（仮称） 静岡県知事　川勝　平太 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 NNNB-10552-3 平成30年03月28日

安城市中心市街地拠点施設（アンフォーレ） 愛知県安城市 愛知県安城市桜町18番23号 日本ERI(株) NNNB-10489-1 平成30年03月28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本町橋2
番46号 日本ERI(株) NNNB-05268-2 平成30年03月28日

（仮称）ＫＩＣＯＮＡ海老名店｛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-11132 平成30年03月28日

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区　AC棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-10638-2 平成30年03月28日

総合スポーツゾーン新体育館・屋内水泳場（仮称） 株式会社グリーナとちぎ 栃木県宇都宮市東宿郷三丁目
10番9号 日本ERI(株) NNNB-11127 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

日本女子大学目白図書館 学校法人　日本女子大学 東京都文京区目白台2丁目8番
1号

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-10886-1 平成30年03月27日

（仮称）新百合ヶ丘総合病院立体駐車場｛施設併用六層七段型自走式
自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-11129 平成30年03月27日

五層六段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛フリーパークDL-F6型Ｒ｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-11128 平成30年03月27日

府中市新庁舎 東京都府中市 東京都府中市宮西町2丁目24
番地 (一財)日本建築センター MNNN-11088 平成30年03月27日

（仮称）（株）ブリヂストン　横浜社宅 株式会社
ブリヂズトン横浜工場

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町
１番地 (株)都市居住評価センター MNNN-10889-1 平成30年03月27日

岩手医科大学附属病院移転事業　附属病院新築計画 学校法人岩手医科大学 岩手県盛岡市内丸19番1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10763-3 平成30年03月27日

（仮称）OM社　K計画 オムロン株式会社 京都府京都市下京区塩小路通
堀川東入南不動堂町801 日本ERI(株) MNNB-05674-1 平成30年03月27日

（仮称）高輪一丁目共同建替計画 高輪一丁目共同建替計画マン
ション建替組合

東京都港区三田1丁目1番-12
号 2階 日本ERI(株) HNNN-11091 平成30年03月27日

砺波工業(株)新社屋 砺波工業株式会社 富山県砺波市中央町3番21号 (一財)日本建築センター NNNB-11125 平成30年03月23日

六層六段型（五層六段屋根付）自走式自動車車庫｛ファナック第５・
第７立体駐車場計画｝ 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-11124 平成30年03月23日

株式会社ブリヂストン横浜地区　厚生会館/体育館 株式会社ブリヂストン 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町
1番地

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10946-1 平成30年03月23日

（仮称）アパホテル＆リゾート＜御堂筋本町駅タワー＞ アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号 日本ERI(株) HNNN-10865-1 平成30年03月23日

（仮称）MM21-54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 (一財)日本建築センター HFNB-10868-2 平成30年03月23日

ＮＨＫ新奈良放送会館 日本放送協会　奈良放送局 奈良県奈良市鍋屋町27 (一財)日本建築センター MNNN-11089 平成30年03月22日

トヨタ自動社九州株式会社　組立工場 トヨタ自動社九州株式会社 福岡県宮若市上有木1番地 ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-11122 平成30年03月20日

（仮称）西五反田二丁目計画 パーク２４株式会社 東京都千代田区有楽町二丁目
7番1号 (一財)日本建築センター NNNB-10669-1 平成30年03月20日

JＲ秋田ゲートアリーナ（仮称） 東日本旅客鉄道株式会社 秋田県秋田市中通七丁目1番
地1号 (一財)日本建築センター NFNN-11123 平成30年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）プラウド堤通雨宮町Ⅲ計画 野村不動産株式会社仙台支店 仙台市青葉区中央３－２－２
３

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10986-1 平成30年03月20日

（仮称）赤坂５丁目プロジェクト 積水ハウス株式会社
開発事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目１番８８号 (一財)日本建築センター HNNN-10861-1 平成30年03月20日

カンダホールディングス本社新築計画 カンダホールディングス株式
会社

東京都千代田区東神田三丁目
1番13号 日本ERI(株) MNNN-10987-1 平成30年03月19日

(仮称)島屋６丁目計画 ＨＵＰ２特定目的会社
東京都新宿区西新宿一丁目25番1
号　新宿センタービル31階
辻・本郷税理士法人内

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10539-1 平成30年03月19日

（仮称）大阪扇町計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 日本ERI(株) HNNN-10528-3 平成30年03月19日

(仮称)大阪市北区豊崎3丁目計画
株式会社サンキョウホーム 大阪市北区西天満5丁目2番18

号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10441-2 平成30年03月19日

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

三鷹駅南口西側中央地区再開発事業共同ビル

株式会社細田工務店 東京都杉並区阿佐谷南3丁目3
5番21号

日本ERI(株) HNNN-10265-3 平成30年03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

相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2丁
目9番14号

信濃毎日新聞社松本本社 信濃毎日新聞株式会社 長野県長野市南県町657番地 (一財)日本建築センター MNNN-10700-1 平成30年03月16日

日圧電子部品株式会社宇都宮工場新棟 日圧電子部品株式会社 大阪府大阪市中央区道修町三
丁目4番7号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11087 平成30年03月15日

（仮称）ユニゾインエクスプレス大阪南本町計画 ユニゾホテル株式会社 東京都中央区八丁堀2丁目10
番9号 日本ERI(株) HNNN-11082 平成30年03月15日

渋谷宮下町計画 渋谷宮下町リアルティ株式会
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-10001-5 平成30年03月15日

日本大学理工学部駿河台校舎キャンパス整備事業に伴う南棟（仮称） 学校法人　日本大学 東京都千代田区九段南4丁目8
番24号 (一財)日本建築センター HFNN-10350-3 平成30年03月15日

（仮称）静鉄分譲マンション　藤枝田沼一丁目計画 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 MNNN-10897-2 平成30年03月14日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号小石川富士ビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-10196-3 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）姫路市文化コンベンションセンター 姫路市 兵庫県姫路市安田4-1 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-11107 平成30年03月13日

県営住宅貢川団地36号館 山梨県 山梨県甲府市丸の内1-6-1 日本ERI(株) NFNN-11118 平成30年03月13日

浜松町二丁目４地区B街区（仮称）浜松町駅前プロジェクト
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 HNNB-10375-5 平成30年03月13日
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

（仮称）芝公園１丁目ビル計画 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、日
本ERI(株) HFNB-10263-6 平成30年03月13日

フジトランスコーポレーション本社社屋 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-05838-1 平成30年03月12日

武蔵小金井駅南口第２地区第一種市街地再開発事業 武蔵小金井駅南口第２地区市
街地再開発組合

東京都小金井市本町六丁目9
番35号 (株)東京建築検査機構 HNNN-10752-1 平成30年03月12日

有明体操競技場兼展示場（仮称）－大会時

公益財団法人　東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組
織委員会

東京都港区虎ノ門一丁目23番
1号

(株)都市居住評価センター NFNB-10929-1 平成30年03月09日
東京都知事　小池　百合子 東京都新宿区西新宿二丁目8

番地1号

有明体操競技場兼展示場（仮称）－後利用時

公益財団法人　東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組
織委員会

東京都港区虎ノ門一丁目23番
1号

(株)都市居住評価センター NFNB-10928-1 平成30年03月09日
東京都知事　小池　百合子 東京都新宿区西新宿二丁目8

番地1号

（仮称）堤通雨宮町Ⅳ計画 野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区中央三丁
目2番23号 日本ERI(株) MNNN-11086 平成30年03月09日

（仮称）ホテルFORZA札幌駅前 福岡地所　株式会社
福岡県福岡市博多区住吉一丁目
2-25ｷｬﾅﾙｼﾃｨ・ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ10
F

日本ERI(株) HNNN-11084 平成30年03月09日

香川銀行本店 株式会社香川銀行 香川県高松市亀井町7番地9 (一財)日本建築センター MNNN-10913-1 平成30年03月08日

（仮称）布田５丁目プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京中央区日本橋3-1-8スタ
ーツ日本橋ビル3Ｆ 日本ERI(株) MNNN-10901-1 平成30年03月08日

（仮称）大阪城公園屋内音楽堂整備計画　ＨＡＬＬ　Ｂ，Ｃ 大阪城パークマネジメント株
式会社

大阪府大阪市中央区大阪城1
番1号 日本ERI(株) NNNB-11113 平成30年03月06日

（仮称）大阪城公園屋内音楽堂整備計画　ＨＡＬＬ　Ａ 大阪城パークマネジメント株
式会社

大阪府大阪市中央区大阪城1
番1号 日本ERI(株) NNNB-11112 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

東京ビッグサイト　青海展示棟　ホールＢ

飯田電機工業株式会社 東京都渋谷区神宮前五丁目８
番７号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター NNNF-11110 平成30年03月05日新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷二丁目4番

地

大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋３－１
３－１

東京ビッグサイト　青海展示棟　ホールＡ

飯田電機工業株式会社 東京都渋谷区神宮前五丁目８
番７号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター NNNF-11109 平成30年03月05日新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷二丁目4番

地

大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋３－１
３－１

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-07511-2 平成30年03月02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 東京都中央区築地五丁目3番2
号

（仮称）青葉区大町二丁目計画

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部

東京都港区赤坂２丁目９番１
１号

(一財)日本建築センター MNNN-10556-2 平成30年03月02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二丁
目４番６号

（仮称）石垣市新庁舎 石垣市 沖縄県石垣市美崎町14番地 (株)都市居住評価センター NNNB-11103 平成30年03月01日

（仮称）関西ユビキタス 株式会社　クレディセゾン 東京都豊島区東池袋3丁目1番
1号 (一財)日本建築センター MNNN-02740-1 平成30年03月01日

（仮称）麹町一丁目計画 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) MNNF-10743-3 平成30年03月01日

水戸市役所本庁舎 水戸市 茨城県水戸市中央一丁目４番
１

(一財)日本建築センター、(株
)都市居住評価センター MNNB-10463-1 平成30年03月01日

東京国際空港国際線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-08186-6 平成30年02月28日

ＡＧＣ旭硝子京浜工場　新研究棟 旭硝子株式会社京浜工場 横浜市鶴見区末町1-1 (一財)日本建築センター MNNN-11073 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

品川新駅（仮称）新築計画 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

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-10746-1 平成30年02月28日

（仮称）石岡市新庁舎 茨城県石岡市 茨城県石岡市石岡一丁目１番
地１ (一財)日本建築センター MNNN-10555-2 平成30年02月28日

（仮称）麹町四丁目計画 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) MNNF-10626-2 平成30年02月28日

（仮称）大阪南本町タワー 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 日本ERI(株) HNNN-11069 平成30年02月28日

神田練塀町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 神田練塀町地区市街地再開発
組合

東京都千代田区神田松永町5
番地 日本ERI(株) HNNB-10668-2 平成30年02月28日

（仮称）住友林業筑波研究所新研究棟 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
３番２号経団連会館

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-11030 平成30年02月27日

（仮称）日立製作所中央研究所新棟計画 株式会社日立製作所中央研究
所

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁
目280番地 (一財)日本建築センター NNNB-10715-2 平成30年02月27日

（仮称）ＭＭ21地区34街区商業施設開発計画（マークイズみなとみら
い） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

４番５号 (一財)日本建築センター NNNB-06961-3 平成30年02月27日

六層七段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫設置可能タイプ）（IKパ
ークK6型） IHI運搬機械株式会社 東京都中央区明石町８－１

聖路加タワー (一財)日本建築センター NFEN-11098 平成30年02月27日

（仮称）金沢市広岡一丁目駐車場｛施設併用五層六段型自走式自動車
車庫｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-11097 平成30年02月27日

六層七段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛フリーパークDL-F7型Ｒ｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-11096 平成30年02月27日

大宮区役所新庁舎 大宮クロスポイント株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木
町一丁目10番地16 (一財)日本建築センター MNNB-10855-1 平成30年02月27日

（仮称）四条河原町計画 京阪ホールディングス株式会
社

大阪市中央区天満橋京町1番1
号KEIHAN CITYMALL 4F (一財)日本建築センター NNNB-11092 平成30年02月26日

文京区立本郷小学校 文京区 東京都文京区春日1-16-21 (一財)日本建築センター MNNN-11090 平成30年02月26日

（仮称）丸富商店様相之川４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3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11075 平成30年02月26日

（仮称）市立釧路総合病院　新棟 市立釧路総合病院 北海道釧路市春湖台1番12号 (一財)日本建築センター MNNN-11074 平成30年02月26日

多摩センタービル ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目３
番２号 (一財)日本建築センター HNNN-11077 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

新宿住友ビル 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 日本ERI(株) HNNN-10895-1 平成30年02月26日

(仮称)六本木一丁目計画 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目３番
１７号 (一財)日本建築センター HNNN-10817-2 平成30年02月26日

羽衣駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 羽衣駅前地区市街地再開発組
合 大阪府高石市羽衣二丁目3-23 (一財)日本建築センター HNNN-10781-1 平成30年02月26日

港区北青山三丁目・港区施設　合築棟 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-10734-1 平成30年02月26日

日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業Ａ地区新築計画 日本橋室町三丁目地区市街地
再開発組合

東京都中央区日本橋室町1-8-
3室町ＮＳビル8階 (一財)日本建築センター HNNN-10392-3 平成30年02月26日

（仮称）ヨドバシ梅田タワー 株式会社ヨドバシホールディ
ングス

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、日
本ERI(株) HNNB-06327-2 平成30年02月23日

三菱倉庫神戸支店　西神配送センター 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
一丁目7番4号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10713-1 平成30年02月22日

（仮称）愛宕山周辺地区（Ⅰ地区） 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 HNNN-10712-3 平成30年02月22日

新橋田村町地区市街地再開発事業 新橋田村町地区市街地再開発
組合 東京都港区西新橋一丁目13-1 (一財)日本建築センター HFNB-11063 平成30年02月21日

（仮称）日吉箕輪町計画Ａ工区 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 MNNN-11072 平成30年02月20日

小野市新庁舎 兵庫県小野市 兵庫県小野市王子町806-1 日本ERI(株) MNNN-11071 平成30年02月20日

(仮称)流山おおたかの森駅前市有地活用事業集合住宅棟 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3丁目4番
10号 (一財)日本建築センター MNNN-10789-2 平成30年02月20日

（仮称）マストスクエア池下 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24番16号 日本ERI(株) MNNN-10537-1 平成30年02月20日

(仮称)千代田区三番町計画
長島　敏之 東京都千代田区三番町2-1-70

1
(一財)日本建築センター MNNN-10411-2 平成30年02月20日

長島不動産株式会社 東京都千代田区五番町三番地
五番町グランドビル

警視庁丸の内警察署庁舎 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 HNNN-11083 平成30年02月20日

武蔵小山駅前通り地区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小山駅前通り地区市街地
再開発組合

東京都品川区小山台1丁目22
番8号 昭和ビル2階 日本ERI(株) HNNN-11067 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

WBF新大阪ホテル 株式会社ホワイト・ベアーフ
ァミリー

大阪府大阪市北区豊崎3-14-9
ＷＢＦビル (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10950-1 平成30年02月20日

（仮称）羽田旭町プロジェクト 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター MNNN-11065 平成30年02月19日

豊橋駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物　東棟 豊橋駅前大通二丁目地区市街
地再開発組合　

愛知県豊橋市駅前大通2-33-1
開発ビル9F 日本ERI(株) HNNN-11066 平成30年02月19日

小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 小杉町３丁目東地区市街地再
開発組合

神奈川県川崎市中原区新丸子東
一丁目835番5号KAHALA EAST2
201号室

日本ERI(株) HNNN-10755-3 平成30年02月19日

（仮称）千代田区永田町二丁目計画
東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

1号 日本ERI(株) MNNN-10717-1 平成30年02月16日

（仮称）大阪市北区東天満二丁目集合住宅新築計画 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-11064 平成30年02月16日

日本赤十字社　長崎県支部・長崎原爆病院 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎県長崎市茂里町3番15号 (一財)日本建築センター HNNN-10311-4 平成30年02月16日

宇田川町14・15番地区第一種市街地再開発事業施設建築物 宇田川町14・15番地区第一種
市街地再開発事業　個人施行者

東京都豊島区南池袋一丁目28
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-10779-2 平成30年02月16日

（仮称）ＴＯＰＳ坂東事業所新築 トーカイパッケージングシス
テム株式会社

神奈川県藤沢市湘南台1-6-3
ハイコート湘南台2階 日本ERI(株) MNNN-11061 平成30年02月15日

鳥取赤十字病院 鳥取赤十字病院 鳥取県鳥取市尚徳町117番地 日本ERI(株) MNNN-07695-1 平成30年02月15日

（仮称）千駄ヶ谷五丁目再開発計画
日本製粉株式会社 東京都千代田区麹町四丁目8

番地
(一財)日本建築センター HNNN-10747-2 平成30年02月15日

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
1番1号

袋井消防庁舎・袋井市防災センター 袋井市森町広域行政組合 静岡県袋井市岡崎6635番地の
192 (一財)日本建築センター MNNN-11060 平成30年02月14日

豊見城中央病院移転新築 社会医療法人友愛会 沖縄県豊見城市上田25番地 日本ERI(株) MNNN-10696-1 平成30年02月14日

（仮称）虎屋赤坂店建替計画 株式会社　一五 東京都港区南青山１丁目11番2
6号シャンプラージュ南青山3F (一財)日本建築センター NNNB-10787-1 平成30年02月13日

熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 熊本桜町再開発株式会社 熊本県熊本市中央区花畑町4
番3号 (株)都市居住評価センター NNNB-10653-2 平成30年02月13日

プレミアヨコハマ 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

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-07664-3 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）ブライトタウン磐田フレシア
日本貨物鉄道株式会社 愛知県稲沢市駅前1丁目9番3

号
(一財)日本建築センター MNNN-11059 平成30年02月13日

遠州鉄道株式会社 静岡県浜松市中区旭町12-1

富山銀行新本店 富山銀行 富山県高岡市守山町２２番地 (株)確認サービス MNNN-11057 平成30年02月13日

（仮称）東駒形４丁目計画 西山　直宏 東京都墨田区東駒形4-23-2-7
01 日本ERI(株) MNNN-10683-1 平成30年02月13日

開成町新庁舎 開成町 神奈川県足柄上郡開成町延沢
773 日本ERI(株) MNNB-11058 平成30年02月13日

産業能率大学　代官山校舎 学校法人　産業能率大学 東京都世田谷区等々力6丁目3
9番15号 (一財)日本建築センター MFNN-00530-3 平成30年02月13日

所沢駅西口北街区第一種市街地再開発事業　施設建築物 所沢駅西口北街区市街地再開
発組合

埼玉県所沢市東住吉9-5
ARAIビル東棟2階 日本ERI(株) HNNN-10876-1 平成30年02月13日

大井一丁目南第１地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大井一丁目南第１地区市街地
再開発組合 東京都品川区大井1-34-11 (株)都市居住評価センター HNNN-10600-2 平成30年02月13日

(仮称)大阪市北区豊崎3丁目計画
株式会社サンキョウホーム 大阪市北区西天満5丁目2番18

号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10441-1 平成30年02月13日

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

(仮称)神田錦町二丁目計画 住友商事株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番
１１号 (一財)日本建築センター HNNB-10785-2 平成30年02月13日

東京国際空港第2ターミナル北側国内線施設（事務所棟） 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 NNNB-11081 平成30年02月09日

GLP流山Ⅱプロジェクト 流山２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-10611-1 平成30年02月09日

（仮称）日鐵日本橋ビル建替計画 新日鉄興和不動産株式会社 東京都港区青山一丁目15番5
号 (一財)日本建築センター HNNN-10239-2 平成30年02月09日

（仮称）西新プロジェクト 東京建物　株式会社
九州支店

福岡県福岡市中央区天神2丁
目8番49号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-11056 平成30年02月09日

横浜市庁舎 横浜市建築局長　坂和　伸賢 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 HFNB-10836-1 平成30年02月08日

木更津1丁目地区優良建築物等整備事業 ドリームマンション木更津建
設組合

千葉県木更津市文京3丁目1番
50号 日本ERI(株) MNNN-11052 平成30年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）那覇市新文化芸術発信拠点施設 那覇市 沖縄県那覇市泉崎１丁目１番
１号 日本ERI(株) NNNB-11080 平成30年02月05日

ウインズ札幌A館 札幌中央アーバン株式会社 北海道札幌市中央区南３条西
四丁目 日本ERI(株) NNNB-11079 平成30年02月05日

県営住宅東山梨団地3号館 山梨県 山梨県甲府市丸の内1-6-1 日本ERI(株) NFNN-11078 平成30年02月05日

ワールド北青山ビル 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4
番1号 (一財)日本建築センター HFNB-05849-2 平成30年02月02日

大田原市新庁舎 栃木県大田原市 栃木県大田原市本町1-4-1 (一財)日本建築センター MNNN-10873-1 平成30年01月31日

（仮称）磯上オフィスビル 有限会社建隆マネジメント 兵庫県神戸市中央区海岸通6
番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10722-1 平成30年01月31日

高松赤十字病院新東館（仮称） 高松赤十字病院 香川県高松市番町4丁目1-3 日本ERI(株) MNNN-10583-2 平成30年01月31日

深江竹友寮建替計画 株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町4丁
目1-13 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11045 平成30年01月30日

（仮称）大阪市北区大淀南２丁目OM計画

三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋一丁
目8番30号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-11047 平成30年01月30日
積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番88号

堺東駅南地区第一種市街地再開発事業 堺東駅南地区再開発株式会社 堺市堺区中瓦町2-3-18
高砂屋ビル4階 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-11046 平成30年01月30日

野口倉庫株式会社本社倉庫 野口倉庫株式会社 埼玉県戸田市早瀬1-24-1 (一財)日本建築センター MNNN-11043 平成30年01月29日

ビビット南船橋 リテールスクウェアマネージ
メント有限会社

東京都千代田区丸の内二丁目2
番3号　丸の内仲通りビル6階 (一財)日本建築センター NNNB-07945-1 平成30年01月26日

有明テニスの森公園　クラブハウス・インドアコート（仮称） 東京都知事　小池  百合子 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 NFNN-10835-1 平成30年01月26日

（仮称）マツダ八重洲通ビル建替計画 東京マツダ販売株式会社 東京都中央区八丁堀1丁目10
番7号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MFNN-10577-2 平成30年01月26日

（仮称）北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト民活事業計画（高
層部） 青山共創株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9

番9号 日本ERI(株) HNNN-11044 平成30年01月26日

（仮称）メゾン三田建替計画 メゾン三田マンション建替組
合 東京都北区田端新町2-16-8 日本ERI(株) HNNN-11042 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）新研究棟建設計
画 学校法人　順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1

号 (一財)日本建築センター HNNN-10536-4 平成30年01月26日

赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂インターシティAIR管理
組合 東京都港区赤坂一丁目8番1号 (一財)日本建築センター HNNB-08113-7 平成30年01月26日

（仮称）ay-museum project 株式会社　AMG 京都府京都市右京区西院東貝
川町31番地 (株)都市居住評価センター NNNB-10485-1 平成30年01月25日

（仮称）SGリアルティ新大阪ホテル計画 SGリアルティ株式会社 京都府京都市南区上鳥羽角田
町68番地 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10875-1 平成30年01月25日

（仮称）大阪第一DC 株式会社ミライト・テクノロ
ジーズ

大阪府大阪市西区江戸堀3-3-
15 (一財)日本建築センター MNNN-10563-2 平成30年01月24日

（仮称）冨田様北葛西5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3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 (一財)日本建築センター MNNN-11040 平成30年01月23日

（仮称）北関東冷凍物流センター 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-11039 平成30年01月23日

桶川市新庁舎 桶川市 埼玉県桶川市泉一丁目3番28
号 (一財)日本建築センター MNNN-10494-1 平成30年01月23日

オリンピックアクアティクスセンター（仮称） 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 MNNB-10753-4 平成30年01月23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-08345-5 平成30年01月23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

防府市公会堂 防府市 山口県防府市寿町7番1号 日本ERI(株) NNNB-11062 平成30年01月22日

大田市立病院 大田市立病院 島根県大田市大田町吉永1428
-3 (一財)日本建築センター MNNN-10279-1 平成30年01月22日

船橋駅南口第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物 船橋フェイスビル管理組合法
人

船橋市本町一丁目3番1号フェ
イス12階 (一財)日本建築センター HNNN-11068 平成30年01月22日

NF青葉 株式会社ナカノフドー建設 東京都千代田区九段北四丁目
2-28 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10793-1 平成30年01月19日

（仮称）真澄寺横浜別院 真澄寺 東京都立川市柴崎街一丁目2-
13 日本ERI(株) MNNN-10571-1 平成30年01月19日

テプコ豊洲ビル 東京電力パワーグリッド株式
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-05488-5 平成30年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）沖縄市多目的アリーナ 沖縄市役所 沖縄県沖縄市仲宗根26番1号 (株)都市居住評価センター NNNB-11048 平成30年01月18日

（仮称）医療法人社団愛育会　福田病院　増築棟 医療法人社団愛育会
福田病院

熊本県熊本市中央区新町2丁
目2-6 日本ERI(株) MNNN-11038 平成30年01月18日

（仮称）株式会社角屋米穀　Ｂ棟 株式会社　角屋米穀 神奈川県川崎市川崎区池田1-
12-16 日本ERI(株) MNNN-10867-1 平成30年01月16日

創価学会　世界聖教会館 創価学会 東京都新宿区信濃町32番地 (一財)日本建築センター MNNN-10844-1 平成30年01月16日

（仮称）東北医科薬科大学　新大学病院棟 学校法人　東北医科薬科大学 宮城県仙台市青葉区小松島4-
4-1 (株)都市居住評価センター MNNN-10723-1 平成30年01月16日

阿南医療センター 徳島県厚生農業協同組合連合
会

徳島県徳島市北佐古一番町5
番12号 日本ERI(株) MNNN-10635-1 平成30年01月16日

紙与不動産（仮称）博多駅中央街ビル 紙与不動産株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁
目12-14 (株)都市居住評価センター MNNN-10575-1 平成30年01月16日

（仮称）秋葉原昭和通り計画 清水建設株式会社 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 MNNN-10041-2 平成30年01月16日

（仮称）新橋一丁目ビル エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原ＵＤＸ (一財)日本建築センター HNNN-10859-1 平成30年01月16日

東神奈川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 東神奈川一丁目地区市街地再
開発組合

横浜市神奈川区東神奈川一丁
目6番

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10665-2 平成30年01月16日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10197-3 平成30年01月16日

（仮称）河合様おおたかの森C68街区プロジェクト 河合　房雄 千葉県流山市駒木378 日本ERI(株) MNNN-11036 平成30年01月15日

（仮称）福井銀行本店建替プロジェクト 株式会社　福井銀行 福井県福井市順化一丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-11035 平成30年01月15日

KINOSHITA Bldg. 有限会社　木下商事 川崎市多摩区登戸1891番地 日本ERI(株) MNNN-11033 平成30年01月15日

（仮称）JR姫路駅NKビル 神戸SC開発株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉本町
1丁目2番1号 (一財)日本建築センター NNNB-06659-2 平成30年01月12日

神奈川芸術劇場・日本放送協会横浜放送会館合同施設
日本放送協会　横浜局長 神奈川県横浜市中区山下町28

1番地
(一財)日本建築センター MNNB-06665-1 平成30年01月12日

神奈川県　知事 神奈川県横浜市中区日本大通
1
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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
大阪ターミナルビル株式会社

大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-07098-7 平成30年01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

西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物（A街区） 西品川一丁目地区市街地再開
発組合 東京都品川区西品川1-1-1 (一財)日本建築センター HFNB-10186-4 平成30年01月11日

（仮称）後藤様相之川４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3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11031 平成30年01月10日

(仮称)DPL川口領家 大和ハウス工業株式会社
埼玉支社

埼玉県さいたま市中央区新都
心11番1 日本ERI(株) MNNN-10662-1 平成30年01月10日

高松市危機管理センター 高松市 香川県高松市番町一丁目8番1
5号 (一財)日本建築センター MNNN-10095-1 平成30年01月10日

（仮称）大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物（高層
棟）

大船駅北第二地区市街地再開
発組合

神奈川県鎌倉市大船一丁目7
番5号大船末広神尾ビル5F (一財)日本建築センター HNNN-10748-1 平成30年01月10日

（仮称）新砺波図書館 砺波市 富山県砺波市栄町7番3号 日本ERI(株) NNNB-11054 平成30年01月09日

日清食品　新滋賀工場 日清食品株式会社 東京都新宿区新宿6-28-1 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-10812-2 平成30年01月09日

四層五段型自走式自動車車庫（面積拡大・防災備蓄倉庫設置可能タイ
プ）｛SP-45LP2.5W｝

綿半ソリューションズ株式会
社 東京都新宿区四谷1-4 (一財)日本建築センター NFEN-11053 平成30年01月09日

（仮称）エレブエンタープライズプロジェクトB棟 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11026 平成30年01月09日

（仮称）（株）PALTAC RDC杉戸流通加工場 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) MNNN-11025 平成30年01月09日

（仮称）マルタケ新潟駅前ビル マルタケ不動産株式会社 新潟県新潟市中央区東大通1
丁目4番1号 (一財)日本建築センター MNNN-11023 平成30年01月09日

（仮称）ＪＥＣビル 学校法人　高宮学園 東京都渋谷区代々木一丁目29
番1号 日本ERI(株) MNNN-11015 平成30年01月09日

（仮称）武蔵野研究開発センタ新棟 ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株
式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1
番6号 日本ERI(株) MNNN-10995 平成30年01月09日

岩手医科大学附属病院移転事業　附属病院新築計画 学校法人岩手医科大学 岩手県盛岡市内丸19番1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10763-2 平成30年01月09日

（仮称）六本木四丁目計画 株式会社大京 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目2
4番13号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10749-3 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）六本木四丁目計画
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

(株)東京建築検査機構 MNNN-10749-3 平成30年01月09日東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

1号

ディスコ九州支店 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 (一財)日本建築センター MNNN-10726-1 平成30年01月09日

（仮称）関西第二メディカル物流センター 日立キャピタルコミュニティ
株式会社

東京都港区西新橋一丁目3番1
号 日本ERI(株) MNNN-10725-1 平成30年01月09日

QUON南麻布アネックス 三上　芳宏 東京都港区南麻布4-10-10
QUON601 (株)都市居住評価センター MNNN-10650-2 平成30年01月09日

京都府警察本部新庁舎 京都府警察本部 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 MNNN-10545-2 平成30年01月09日

「専修大学靖国通り神田新校舎（仮称）」 学校法人　専修大学 東京都千代田区神田神保町3
丁目8番1号 (一財)日本建築センター HNNN-11028 平成30年01月09日

本厚木駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 本厚木駅南口地区市街地再開
発組合

神奈川県厚木市中町二丁目1
番24号　柳田ビル7階 (一財)日本建築センター HNNN-11018 平成30年01月09日

御堂筋平野町計画 株式会社　オービック 東京都中央区京橋2-4-15 (一財)日本建築センター HNNN-10804-1 平成30年01月09日

（仮称）虎ノ門2-10計画 株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門2-10-4 (一財)日本建築センター HNNB-10502-4 平成30年01月09日

東京農業大学世田谷キャンパス新研究棟整備事業 学校法人　東京農業大学 東京都世田谷区桜丘1丁目1番
1号 日本ERI(株) NNNB-11049 平成30年01月05日

五層六段型自走式自動車車庫｛フリーパークDL-F6型(2.5ton)｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-07844-1 平成30年01月05日

（仮称）折本様堀江４丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 (一財)日本建築センター MNNN-10727-1 平成30年01月05日

（仮称）山下町プロジェクト スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル３階 (一財)日本建築センター MNNN-10612-1 平成30年01月05日

（仮称）南平台プロジェクト 一般社団法人　道玄坂１２１ 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 HNNB-10517-3 平成30年01月05日

住友化学株式会社　健康・農業関連事業研究所　合成新棟 住友化学株式会社
健康・農業関連事業研究所

兵庫県宝塚市高司４丁目２－
１ 日本ERI(株) MNNN-10547-1 平成30年01月04日

（仮称）港区海岸2丁目 総合地所株式会社 東京都港区芝二丁目31番19号 (株)都市居住評価センター HNNN-10843-1 平成30年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）港区海岸2丁目 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 (株)都市居住評価センター HNNN-10843-1 平成30年01月04日

（仮称）横浜市中区北仲通５丁目計画
丸紅株式会社 東京都中央区日本橋二丁目7

番1号
(一財)日本建築センター HNNN-10590-3 平成30年01月04日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目１番２号

札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地再開発事業施設建築物 札幌創世1.1.1区北1西1地区市
街地再開発組合

北海道札幌市中央区北一条西二
丁目1番地　札幌時計台ビル5階 (株)都市居住評価センター HNNB-10158-6 平成30年01月04日

（仮称）梅光学院大学　北館 学校法人　梅光学院 山口県下関市向洋町1－1－1 (株)都市居住評価センター NNNB-11041 平成29年12月26日

（仮称）神奈川大学新国際学生寮 学校法人　神奈川大学 神奈川県横浜市神奈川区六角
橋3-27-1 日本ERI(株) NNNB-10837-1 平成29年12月26日

京橋エドグラン 京橋エドグラン管理組合
理事長　株式会社京橋35 東京都中央区京橋2-2-1 (株)都市居住評価センター HFNB-07552-6 平成29年12月26日

（仮称）石村様おおたかの森C68街区プロジェクト スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-11005 平成29年12月25日

（仮称）国際医療福祉大学成田病院 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋1-7-1 日本ERI(株) MNNN-10884-1 平成29年12月25日

東邦大学医療センター新大橋病院 学校法人　東邦大学 東京都大田区大森西五丁目21
番16号 日本ERI(株) MNNN-10368-2 平成29年12月25日

新奈良県総合医療センター 地方独立行政法人
奈良県立病院機構

奈良県大和郡山市満願寺町60
-1 日本ERI(株) MNNN-08354-5 平成29年12月25日

（仮称）仙台オープン病院救急センター棟等改築計画 公益財団法人
仙台市医療センター

宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷
五丁目22番1 (一財)日本建築センター MNNN-01074-2 平成29年12月25日

（仮称）中区錦一丁目Ⅱ計画 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) HNNN-11011 平成29年12月25日

神戸阪急ビル 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 日本ERI(株) HNNN-10813-1 平成29年12月25日

大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物

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 HFNB-10245-5 平成29年12月25日
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

ソフトバンク北戸田センターアネックス ソフトバンク株式会社
ネットワーク運用本部

東京都港区六本木1-9-10
アークヒルズ仙石山森タワー38
階

(一財)日本建築センター MNNN-11050 平成29年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）池上５丁目計画 株式会社フォレスト 神奈川県川崎市中原区井田杉
山町2-3 日本ERI(株) MNNN-11021 平成29年12月22日

（仮称）シスメックス新診断薬拠点 シスメックス株式会社 神戸市中央区脇浜海岸通１丁
目５番１号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-11017 平成29年12月22日

ＮＥＣ神戸システムセンター　３号棟 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 日本ERI(株) MNNN-11016 平成29年12月22日

（仮称）文京区向丘１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3-1-8 日本ERI(株) MNNN-11013 平成29年12月22日

高知警察署庁舎　庁舎棟 高知県警察 高知県高知市丸ノ内2丁目4-3
0 日本ERI(株) MNNN-10998 平成29年12月22日

パナホームＷ パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町一丁
目1番4号 (一財)日本建築センター MNNN-10962 平成29年12月22日

（仮称）静鉄分譲マンション　藤枝田沼一丁目計画 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 MNNN-10897-1 平成29年12月22日

高知赤十字病院 高知赤十字病院 高知県高知市新本町二丁目13
-51 日本ERI(株) MNNN-10685-1 平成29年12月22日

（仮称）甲府市中央一丁目地区　優良建築新築計画 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2-2-3
丸の内仲通りビル10階 日本ERI(株) MNNN-10227-3 平成29年12月22日

兵庫県立美術館 安藤忠雄建築研究所 大阪府大阪市北区豊崎２丁目
５－２３ (一財)日本建築センター MNNB-11012 平成29年12月22日

（仮称）中央区西心斎橋一丁目計画
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)日本建築総合試験所 HNNN-10641-1 平成29年12月22日

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5番13号

（仮称）OH-1計画
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋宝町2-1-

1
(一財)日本建築センター HNNF-10511-4 平成29年12月22日

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-3

（仮称）消防本部・上越北消防署庁舎 上越地域消防事務組合 新潟県上越市北城町1丁目16
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-11008 平成29年12月21日

（仮称）所沢南永井倉庫建替プロジェクト 株式会社　董花 東京都渋谷区1丁目4番13号 日本ERI(株) MNNN-11001 平成29年12月21日

（仮称）KIX11 デジタル大阪2特定目的会社 東京都千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング11階 (一財)日本建築センター MNNN-11000 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

亜細亜大学新1号館建替 学校法人　亜細亜学園 東京都武蔵野市境5丁目24番1
0号 日本ERI(株) MNNN-10406-3 平成29年12月21日

（仮称）友田町四丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 四丁目再開発株式会社 和歌山県和歌山市黒田９３番
地の１ (一財)日本建築センター HNNN-10999 平成29年12月21日

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業　２-１街区
Ｂ棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番

1号 (一財)日本建築センター HNNB-11004 平成29年12月21日

住友不動産（仮称）西新宿六丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区新宿二丁目４番
１号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10833-1 平成29年12月21日

近江八幡市庁舎 近江八幡市長　冨士谷　英正 滋賀県近江八幡市桜宮町236
番 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10992 平成29年12月20日

秋葉原UDX ユーディーエックス特定目的
会社

東京都中央区日本橋１－４－
１ (一財)日本建築センター HNNB-01647-1 平成29年12月20日

モナコ姫路店｛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 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-11037 平成29年12月18日

（仮称）東池袋四丁目計画 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
4番5号 日本ERI(株) HNNF-10329-3 平成29年12月18日

（仮称）丸の内3-2計画

株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内三丁目
２番１号

(一財)日本建築センター HNNB-10387-5 平成29年12月18日東京商工会議所 東京都千代田区丸の内二丁目
5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

渋谷駅地区駅街区開発計画

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-08025-4 平成29年12月18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

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）MM21-54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 (一財)日本建築センター HFNB-10868-1 平成29年12月18日

（仮称）南小岩８丁目宝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3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10997 平成29年12月15日

（仮称）Ｄプロジェクト流山Ｃ棟 株式会社　流山共同開発 東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNN-10570-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

前橋赤十字病院 日本赤十字社　群馬県支部 群馬県前橋市光が丘町32番地
10 日本ERI(株) MNNN-10333-1 平成29年12月15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-06272-1 平成29年12月15日

（仮称）大阪市中央区内久宝寺町4丁目計画

三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪市北区天満橋一丁目8番3
0号

日本ERI(株) HNNN-10994 平成29年12月15日
積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部

大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号

(仮称)ベルコ難波ホテル 株式会社ベルコ 大阪府池田市空港1丁目12-10 (一財)日本建築センター HNNN-10525-3 平成29年12月15日

南海ターミナルビル 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

(一財)日本建築総合試験所、
日本ERI(株) HNNB-06441-5 平成29年12月15日

Ｃｏｎｓｉｌｉｅｎｃｅ　Ｈａｌｌ　２０１９ 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-10993 平成29年12月14日

小野薬品工業株式会社　新東京支社ビル 小野薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
1丁目8番2号 日本ERI(株) MNNN-10451-2 平成29年12月14日

鹿児島銀行本店ビル 株式会社　鹿児島銀行 鹿児島県鹿児島市金生町６番
６号 (一財)日本建築センター HNNN-10805-1 平成29年12月14日

四谷駅前地区（再）施設建築物 独立行政法人　都市再生機構
東日本賃貸住宅本部

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 HNNN-10516-3 平成29年12月14日

（仮称）はとバス港南ビル・港南一丁目市街地住宅の共同建替事業
独立行政法人　都市再生機構 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 HNNN-10498-3 平成29年12月14日

株式会社　はとバス 東京都大田区平和島五丁目4
番1号

諫早市栄町東西街区第一種市街地再開発事業
東街区施設建築物｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫｝

綿半ソリューションズ株式会
社 東京都新宿区四谷１番４号 (一財)日本建築センター NFEN-11034 平成29年12月13日

（仮称）名古屋市東区泉一丁目計画 野村不動産株式株式会社
名古屋支店 名古屋市中区錦2丁目19番6号 (一財)日本建築センター HNNN-10996 平成29年12月13日

TDK株式会社テクニカルセンターW2棟 TDK株式会社 千葉県市川市東大和田二丁目
１５－７ 日本ERI(株) NNNB-10729-1 平成29年12月12日

渋谷駅南街区プロジェクト　A棟 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 NNNB-10258-3 平成29年12月12日

テラッソ姫路 エミス株式会社 兵庫県姫路市駅前町27番地 日本ERI(株) NNNB-10016-2 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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

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-08014-2 平成29年12月12日
株式会社ＪＲ博多シティ 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 福岡県福岡市博多区博多駅前
3丁目25番21号

（仮称）刈谷銀座計画｛二層三段型自走式自動車車庫｝ Parkキング建設株式会社 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-11032 平成29年12月12日

近江町市場地区複合商業施設整備計画｛施設併用五層六段型自走式自
動車車庫｝ 日成ビルド工業株式会社 石川県金沢市金石3丁目16番1

0号 (一財)日本建築センター NFEN-11027 平成29年12月12日

（仮称）西蒲田１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3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10846-1 平成29年12月12日

トラスコ中山プラネット埼玉 トラスコ中山株式会社 東京都港区新橋四丁目28番1号
トラスコ　フィオリートビル (一財)日本建築センター MNNN-10614-1 平成29年12月12日

（仮称）渋谷区役所建替プロジェクト　住宅棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNN-10769-1 平成29年12月12日

千住一丁目地区市街地再開発事業施設建築物 千住一丁目地区市街地再開発
組合 東京都足立区島根1丁目2-3 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNN-10768-2 平成29年12月12日

中央町19・20番街区第一種市街地再開発事業施設建築物 中央町19・20番街区市街地再
開発組合

鹿児島市中央町22番地16（ア
エールプラザ315号）

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10989 平成29年12月12日

笠倉様亀戸２丁目計画 合同会社チェリーＨＯＭＥ 東京都江東区亀戸2-32-4 日本ERI(株) MNNN-10988 平成29年12月08日

駒澤大学開校130周年記念棟 学校法人　駒澤大学 東京都世田谷区駒沢一丁目23
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10314-2 平成29年12月08日

日本赤十字社　長崎県支部・長崎原爆病院 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎県長崎市茂里町3番15号 (一財)日本建築センター HNNN-10311-3 平成29年12月08日

(仮称)河合塾横浜校新築計画 学校法人　河合塾 愛知県名古屋市瑞穂区駒場町
四丁目1番地 日本ERI(株) MNNN-10519-2 平成29年12月07日

理想科学工業株式会社　第二開発センター（仮称） 理想科学工業株式会社 東京都港区芝5丁目34番7号
田町センタービル 日本ERI(株) NNNB-11024 平成29年12月06日

カンダホールディングス本社新築計画 カンダホールディングス株式
会社

東京都千代田区東神田三丁目
1番13号 日本ERI(株) MNNN-10987 平成29年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

千葉大学（医病）中央診療棟 国立大学法人　千葉大学 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-
33 (一財)日本建築センター MNNN-10985 平成29年12月06日

（仮称）南森町プロジェクト 栗原工業株式会社 大阪市北区角田町1－1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10983 平成29年12月06日

香南市新庁舎 香南市 高知県香南市野市町西野2706
番地 (一財)日本建築センター MNNN-10980 平成29年12月06日

山陽新聞印刷配送センター 株式会社山陽新聞社 岡山県岡山市北区柳町2-1-1 日本ERI(株) MNNN-10645-1 平成29年12月06日

（仮称）プラウド堤通雨宮町Ⅲ計画 野村不動産株式会社仙台支店 仙台市青葉区中央一丁目２番
３号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10986 平成29年12月06日

（仮称）海老名Ⅳブロック計画　西棟

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部

東京都港区赤坂二丁目9番11
号

(一財)日本建築センター HNNN-10807-1 平成29年12月06日
相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2-9-

14

（仮称）海老名Ⅳブロック計画　東棟

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部

東京都港区赤坂二丁目9番11
号

(一財)日本建築センター HNNN-10806-1 平成29年12月06日
相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2-9-

14

(仮称)大阪市北区長柄西（関大キャンパス跡地）集合住宅新築計画（西
棟） 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-10403-1 平成29年12月06日

(仮称)大阪市北区長柄西（関大キャンパス跡地）集合住宅新築計画（東
棟） 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-10402-1 平成29年12月06日

（仮称）京急グループ本社ビル 京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪二丁目20番20
号 日本ERI(株) HNNB-10854-1 平成29年12月06日

世田谷梅ヶ丘拠点整備事業　区複合棟 世田谷区 東京都世田谷区
世田谷4-21-27 (一財)日本建築センター MNNN-10671-1 平成29年12月05日

北海道議会庁舎 北海道 北海道札幌市中央区北3条6丁
目

(一財)日本建築センター、(株
)都市居住評価センター MNNF-10978 平成29年12月05日

(仮称)大淀南2丁目計画（住宅棟） 積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部

大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10529-1 平成29年12月05日

（仮称）グランスイート千種 株式会社奥村組　東日本支社 東京都港区芝5-6-1 日本ERI(株) HNNN-04111-1 平成29年12月05日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-08178-9 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）枚方市総合文化芸術センター 枚方市 大阪府枚方市大垣内町二丁目
１番２０号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-11014 平成29年12月04日

東京国際空港第2ターミナル北側サテライト 日本空港ビルデング株式会社 東京都大田区羽田空港三丁目
3番2号 (一財)日本建築センター NNNB-10834-1 平成29年12月04日

中央緑地新体育館 四日市市 三重県四日市市諏訪町1番5号 日本ERI(株) NNNB-10786-1 平成29年12月01日

（仮称）花本３号館 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 日本ERI(株) MNNN-10990 平成29年12月01日

（仮称）中野区中央５丁目計画 古野　典 東京都中野区中央5-12-1-100
5 日本ERI(株) MNNN-10606-1 平成29年12月01日

（仮称）プレサンスタワー大阪本町 株式会社プレサンスコーポレ
ーション

大阪府大阪市中央区城見1丁
目2番27号 日本ERI(株) HNNN-10339-2 平成29年12月01日

損保ジャパン日本興亜本社ビル 損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

東京都新宿西新宿1丁目26番1
号 (一財)日本建築センター HNNN-06657-1 平成29年12月01日

（仮称）渋谷区宇田川町計画 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

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10688-3 平成29年12月01日

順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）新研究棟建設計
画 学校法人　順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1

号 (一財)日本建築センター HNNN-10536-3 平成29年11月30日

西新宿６丁目計画（仮称） 西新宿タワープロジェクト特
定目的会社

東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10822-1 平成29年11月29日

早稲田大学　研究開発センター研究実験施設（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) MNNN-10984 平成29年11月28日

株式会社メディカルヘルスクラブ　新茅ヶ崎中央病院 株式会社メディカルヘルスク
ラブ

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎二丁
目２番３号 (一財)日本建築センター MNNN-10977 平成29年11月28日

ＢＯＡＴＲＡＣＥ六本木（仮称）建設事業 一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣ
Ｅ振興会

東京都港区三田3-12-12笹川
記念会館10階 日本ERI(株) MNNN-10976 平成29年11月28日

（仮称）新小牧市民病院 小牧市民病院 愛知県小牧市常普請一丁目20
番地

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10657-1 平成29年11月28日

(仮称)第５野口ビル新築計画 株式会社野口ビル 東京都渋谷区宇田川町10番2
号 (一財)日本建築センター MNNN-10514-2 平成29年11月28日

帯広厚生病院 北海道厚生農業協同組合連合
会

北海道札幌市中央区北4条西1
丁目1番地 日本ERI(株) MNNN-10468-2 平成29年11月28日

有明アリーナ（仮称） 東京都知事　小池　百合子 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-10803-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）中区錦一丁目計画 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) HNNN-10716-2 平成29年11月28日

（仮称）国分寺都市計画事業
国分寺駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物　東街区棟

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-10206-2 平成29年11月28日

（仮称）国分寺都市計画事業
国分寺駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物　西街区棟

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-10205-4 平成29年11月28日

（仮称）資生堂グローバルイノベーションセンター 株式会社　資生堂 東京都中央区銀座七丁目5番5
号 (一財)日本建築センター HNNB-10628-1 平成29年11月28日

(仮称)麹町新スタジオ棟建設プロジェクト 日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋1-6-1 (一財)日本建築センター MNNN-10446-3 平成29年11月24日

大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業
施設建築物等

大宮駅東口大門町２丁目中地
区市街地再開発組合

埼玉県さいたま市大宮区大門
町2丁目26鍵利ビル2Ｆ 日本ERI(株) HNNN-10973 平成29年11月24日

総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業 総曲輪三丁目地区市街地再開
発組合

富山県富山市総曲輪三丁目5
番8号 日本ERI(株) HNNN-10419-4 平成29年11月24日

（仮称）横浜泉計画｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ 株式会社　北斗システム 東京都文京区湯島2丁目31番1
5号　和光湯島ビル (一財)日本建築センター NFEN-11010 平成29年11月20日

不二興産ビル｛三層四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-11009 平成29年11月20日

（仮称）西早稲田１丁目免震プロジェクト スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 (一財)日本建築センター MNNN-10979 平成29年11月20日

STREAM Hall 2019 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-10974 平成29年11月20日

新市立島田市民病院 市立島田市民病院 静岡県島田市野田1200番地の
5 (一財)日本建築センター MNNN-10972 平成29年11月20日

（仮称）（株）埼玉県魚市場　物流センター 株式会社　埼玉県魚市場 埼玉県さいたま市北区吉野町
2-226-1 日本ERI(株) MNNN-10682-1 平成29年11月20日

市原市防災庁舎 市原市 千葉県市原市国分寺台中央一
丁目1番地1 日本ERI(株) MNNN-10455-2 平成29年11月20日

(仮称)東京団地冷蔵株式会社再整備事業Ｂ棟 東京団地冷蔵株式会社 東京都大田区平和島六丁目2
番25号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10435-4 平成29年11月20日

（仮称）麹町一丁目計画 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) MNNF-10743-2 平成29年11月20日

日向市新庁舎 日向市長　十屋　幸平 宮崎県日向市本町10番5号 (一財)日本建築センター MNNB-10367-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

グランドメゾン勾当台通レジデンス 積水ハウス株式会社東京マン
ション事業部

東京都新宿区西新宿1丁目20
番2号 日本ERI(株) HNNN-10966 平成29年11月20日

（仮称）近鉄不動産福島7丁目マンション 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-10677-1 平成29年11月20日

高崎駅東口第九地区第一種市街地再開発建築物
高崎駅東口第九地区第一種市街地再開
発整備事業　共同個人　施行者代表者
株式会社　ココパルク

群馬県高崎市東町5番地 日本ERI(株) HNNN-10656-1 平成29年11月20日

静岡朝日テレビ 株式会社　静岡朝日テレビ 静岡県静岡市葵区東町15番地 (一財)日本建築センター NNNB-11006 平成29年11月16日

東京慈恵会医科大学附属病院　新外来棟（仮称） 学校法人　慈恵大学 東京都港区西新橋三丁目25-8 日本ERI(株) MNNN-10968 平成29年11月15日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（A街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-08195-3 平成29年11月15日

三層四段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛ＴＯＫＡＩパーク　コンプリオⅢ｝ 株式会社　トーカイロード 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通

五丁目27-8 (一財)日本建築センター NFEN-11003 平成29年11月13日

三層四段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛セイワパーク　SSP-VK-2.5型｝ セイワパーク株式会社 福岡県福岡市博多区東比恵2

丁目1番3号 (一財)日本建築センター NFEN-11002 平成29年11月13日

（仮称）新東京武田ビル 武田薬品不動産株式会社 東京都中央区日本橋本町2丁
目1番7号 (一財)日本建築センター HFNN-10217-3 平成29年11月13日

総合高度先端医療病棟（Ⅱ期）・iPS等臨床試験センター棟 国立大学法人京都大学 京都府京都市左京区吉田本町
36番地1 (一財)日本建築センター MNNN-07888-4 平成29年11月10日

渋谷駅南街区プロジェクト B-1棟 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-10312-4 平成29年11月10日

（仮称）Starbucks Reserve Roastery スターバックス・トレーディ
ング合同会社

東京都品川区上大崎二丁目25
番2号

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-10832-1 平成29年11月09日

（仮称）ＷＩＮＧ新棟計画 株式会社　ＬＩＸＩＬ 東京都江東区大島二丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-10971 平成29年11月09日

瑞穂町新庁舎 瑞穂町 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱
根ヶ崎2335番地 日本ERI(株) MNNN-10970 平成29年11月09日

（仮称）拓進設備工業株式会社様プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10967 平成29年11月09日

富山県立大学新棟 富山県知事　石井　隆一 富山県富山市新総曲輪1-7 日本ERI(株) MNNN-10961 平成29年11月09日

（仮称）ホテルエミオン東京ベイ・新館 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3丁目4-1
0 (一財)日本建築センター MNNN-10346-2 平成29年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

藤沢市新庁舎 藤沢市 神奈川県藤沢市朝日町１番地
の１

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-10276-3 平成29年11月09日

(仮称)TGMM芝浦プロジェクトB棟 東京瓦斯　株式会社 東京都港区海岸一丁目5番20
号 (株)都市居住評価センター HNNN-10848-1 平成29年11月09日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（A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-10619-2 平成29年11月09日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（C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-10618-2 平成29年11月09日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（B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-10617-2 平成29年11月09日

虎ノ門タワーズオフィス 三井住友信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 (一財)日本建築センター HNNB-01903-1 平成29年11月09日

（仮称）竹芝ウォーターフロント開発計画A棟（高層棟） 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 HFNB-10893-1 平成29年11月09日

Ｗプロジェクト（仮称） 日本郵政株式会社 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 MNNN-10964 平成29年11月07日

Ｅプロジェクト（仮称） 日本郵政株式会社 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 MNNN-10963 平成29年11月07日

JFE物流株式会社　浮島倉庫 JFE物流株式会社
東京都千代田区大手町一丁目9番
5号大手町フィナンシャルシティ
ノースタワー25階

日本ERI(株) MNNN-10760-1 平成29年11月07日

GLP流山Ⅰプロジェクト 流山１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-10576-1 平成29年11月07日

国立循環器病研究センター 国立研究開発法人国立循環器
病研究センター 大阪府吹田市藤白台5-7-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10554-2 平成29年11月07日

住友別子病院 医療法人　住友別子病院 愛媛県新居浜市王子町３番１
号 (一財)日本建築センター MNNN-07425-4 平成29年11月07日

(仮称)渋谷区役所建替プロジェクト新庁舎棟（庁舎） 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNB-10369-2 平成29年11月06日

（仮称）西新宿3丁目計画
株式会社　ツカダ・グローバル
ホールディング 東京都渋谷区東3丁目11番10

号　恵比寿ビル (一財)日本建築センター HNNN-10956 平成29年11月01日

京都市美術館再整備計画 京都市長　門川　大作 京都市中京区寺町通御池上る
上本能寺前町488番地 (一財)日本建築総合試験所 NNNF-10991 平成29年10月31日

大丸心斎橋店本館建替計画 株式会社大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-01413-4 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

虎ノ門トラストシティ　ワールドゲート 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3-17 (一財)日本建築センター HFNB-10625-2 平成29年10月31日

大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物

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 HFNB-10245-4 平成29年10月31日
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

（仮称）北青山二丁目計画 第6メック都市開発特定目的
会社

東京都中央区日本橋二丁目7
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10955 平成29年10月30日

（仮称）ＤＰＬ坂戸 大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 日本ERI(株) MNNN-10959 平成29年10月27日

神田練塀町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 神田練塀町地区市街地再開発
組合

東京都千代田区神田松永町5
番地 日本ERI(株) HNNB-10668-1 平成29年10月27日

Ｇ福山店｛施設併用七層八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-10981 平成29年10月25日

西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物（A街区） 西品川一丁目地区市街地再開
発組合 東京都品川区西品川1-1-1 (一財)日本建築センター HFNB-10186-3 平成29年10月25日

雲南市立病院 雲南市立病院 島根県雲南市大東町飯田96-1 日本ERI(株) MNNN-10249-2 平成29年10月24日

（仮称）愛宕山周辺地区（Ⅰ地区） 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 HNNN-10712-2 平成29年10月24日

（仮称）西区新町タワープロジェクト
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 HNNN-10288-1 平成29年10月23日

大和ハウス工業株式会社 大阪市北区梅田三丁目3番5号

（仮称）千代田区一番町14計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター MNNN-10443-1 平成29年10月20日

ニチレイ明石町ビル制震改修 株式会社ニチレイ 東京都中央区築地六丁目19番
20号 (一財)日本建築センター HNNN-10477-1 平成29年10月20日

虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（高層棟） 虎ノ門一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区西新橋二丁目15番
3号 (一財)日本建築センター HNNB-10711-1 平成29年10月20日

（仮称）丸の内１－３計画（アネックス棟地下部分）
一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区大手町二丁目

6番1号
(一財)日本建築センター MNNN-10953 平成29年10月19日

株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ

東京都千代田区大手町一丁目
5番5号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）千代田区九段北1丁目計画 有限会社　スターブライト 東京都千代田区九段北1-7-8 日本ERI(株) MNNN-10951 平成29年10月19日

（仮称）上高井戸1丁目H様　免震計画 保谷　勲 東京都杉並区上高井戸1丁目6
-15 日本ERI(株) MNNN-10607-1 平成29年10月19日

オリンピックアクアティクスセンター（仮称） 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 MNNB-10753-3 平成29年10月19日

小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 小杉町３丁目東地区市街地再
開発組合

神奈川県川崎市中原区新丸子東
一丁目835番5号KAHALA EAST2
201号室

日本ERI(株) HNNN-10755-2 平成29年10月19日

(仮称）神田東松下町プロジェクト 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 日本ERI(株) HNNN-10193-4 平成29年10月19日

（仮称）丸の内１－３計画（タワー棟）

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)日本建築センター HNNB-10942 平成29年10月19日一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区大手町二丁目
６番１号

株式会社みずほフィナンシャ
ルグループ

東京都千代田区大手町一丁目
５番５号

西武鉄道池袋ビル 西武鉄道株式会社 東京都豊島区南池袋一丁目16
番15号 (一財)日本建築センター HFNB-10326-3 平成29年10月19日

（仮称）竹芝ウォーターフロント開発計画B棟（劇場棟） 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 NNNB-10975 平成29年10月16日

シティコーポ小坂南 シティコーポ小坂南管理組合 愛知県名古屋市緑区篭山1-10
9-1 (一財)日本建築センター MNNN-10982 平成29年10月16日

（仮称）川口飯塚1丁目3番地区計画 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 (株)都市居住評価センター HNNN-10944 平成29年10月16日

（仮称）虎ノ門2-10計画 株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門2-10-4 (一財)日本建築センター HNNB-10502-3 平成29年10月16日

柏の葉キャンパス148街区住宅計画　西棟 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 日本ERI(株) HFNN-10085-5 平成29年10月16日

大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業Ａ棟 三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
６番一号 (一財)日本建築センター HNNB-10943 平成29年10月13日

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス未来創造塾研究実験棟（仮称） 学校法人　慶應義塾 東京都港区三田2-15-45 日本ERI(株) MNNN-10937 平成29年10月12日

（仮称）キャタラー研究開発センター　研究棟 株式会社キャタラー 静岡県掛川市千浜7800番地 日本ERI(株) MNNN-10610-1 平成29年10月12日

266/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

平塚市庁舎・国庁舎一体的整備 平塚市長　落合　克宏 神奈川県平塚市浅間町９番１
号 (一財)ベターリビング MNNN-08139-1 平成29年10月12日

長崎県庁舎（行政棟・議会棟） 長崎県総務部 長崎県長崎市江戸町2番13号 (株)都市居住評価センター MNNN-07983-2 平成29年10月12日

土佐市複合文化施設（仮称） 土佐市 高知県土佐市高岡町甲2017-1 日本ERI(株) MNNB-10935 平成29年10月12日

（仮称）MM21地区47街区開発計画 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-10954 平成29年10月12日

気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター整備等事業 鞆絵ｻｲｴﾝｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社 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 HNNN-10767-1 平成29年10月12日

東京慈恵会医科大学附属病院　中央棟 学校法人　慈恵大学 東京都港区西新橋三丁目25-8 日本ERI(株) HNNN-10969 平成29年10月11日

東京国際空港国際線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-08186-5 平成29年10月10日

広島ガス株式会社（仮称）防災センタービル 広島ガス株式会社 広島県広島市南区皆実町二丁
目7番1号 日本ERI(株) MNNN-10649-2 平成29年10月06日

（仮称）大手町1-4-2計画 丸紅株式会社 東京都中央区日本橋二丁目7
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10940 平成29年10月06日

赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂九丁目北地区市街地再開
発組合

東京都港区赤坂9-6-44日本教
文社ビル4階 (株)都市居住評価センター HNNN-10167-3 平成29年10月06日

（仮称）新日比谷プロジェクト 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-10166-6 平成29年10月06日

富士山静岡空港旅客ターミナルビル（仮称） 静岡県知事　川勝　平太 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 NNNB-10552-2 平成29年10月05日

（仮称）二俣川駅ビル 相模鉄道株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2-9-
14 日本ERI(株) NNNB-10512-1 平成29年10月05日

（仮称）南平台プロジェクト 一般社団法人　道玄坂１２１ 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 HNNB-10517-2 平成29年10月03日

（仮称）八丁堀三丁目計画 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-10829-1 平成29年10月02日

財務省本庁舎（耐震改修） 国土交通省　 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 (一財)日本建築センター MNNN-10203-1 平成29年10月02日

（仮称）大阪市北区中之島６丁目計画 住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-
33 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10110-3 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）大阪市北区中之島６丁目計画 三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋一丁
目8番30号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10110-3 平成29年10月02日

虎の門病院 国家公務員共済組合連合会 東京都千代田区九段南1丁目1
番10号 (一財)日本建築センター HNNN-10410-3 平成29年09月29日

日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業Ａ地区新築計画 日本橋室町三丁目地区市街地
再開発組合

東京都中央区日本橋室町1-8-
3室町ＮＳビル8階 (一財)日本建築センター HNNN-10392-2 平成29年09月29日

(仮称)帝京大学八王子キャンパス新校舎棟 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 (一財)日本建築センター HNNN-08326-4 平成29年09月29日

神田神社（仮称）文化交流館 宗教法人神田神社 東京都千代田区外神田2-16-2 (一財)日本建築センター NNNB-10965 平成29年09月28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本町橋2
番46号 日本ERI(株) NNNB-05268-1 平成29年09月28日

新国立競技場（仮称） 独立行政法人
日本スポーツ振興センター

東京都港区北青山二丁目8番3
5号 (一財)日本建築センター MNNB-10667-4 平成29年09月28日

（仮称）清湘会東砂クリニック新築計画 医療法人社団　清湘会 東京都江東区亀戸2-17-24 日本ERI(株) MNNN-10949 平成29年09月27日

（仮称）駅前図書館 那須塩原市 栃木県那須塩原市共墾社108
番地2 日本ERI(株) NNNB-10952 平成29年09月26日

大阪国際空港ターミナルビル 関西エアポート株式会社 大阪府大阪市西区西本町一丁
目4-1 (株)国際確認検査センター NNNB-10639-1 平成29年09月26日

有明体操競技場兼展示場（仮称）－大会時

公益財団法人　東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組
織委員会

東京都港区虎ノ門一丁目23番
1号

(株)都市居住評価センター NFNB-10929 平成29年09月26日
東京都知事　小池　百合子 東京都新宿区西新宿二丁目8

番地1号

有明体操競技場兼展示場（仮称）－後利用時

公益財団法人　東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組
織委員会

東京都港区虎ノ門一丁目23番
1号

(株)都市居住評価センター NFNB-10928 平成29年09月26日
東京都知事　小池　百合子 東京都新宿区西新宿二丁目8

番地1号

（仮称）墨田区緑ＰＪ スターツデベロップメント株
式会社

東京都中央区日本橋3-4-10ス
ターツ八重洲中央ビル5階 日本ERI(株) MNNN-10947 平成29年09月26日

（仮称）丸の内3-2計画
株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内三丁目

２番１号
(一財)日本建築センター HNNB-10387-4 平成29年09月26日

東京商工会議所 東京都千代田区丸の内二丁目
5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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3-2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 HNNB-10387-4 平成29年09月26日

株式会社ブリヂストン横浜地区　厚生会館/体育館 株式会社ブリヂストン 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町
1番地

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10946 平成29年09月25日

（仮称）札幌北７西２計画 学校法人　高宮学園 東京都渋谷区代々木1丁目29
番1号 日本ERI(株) MNNN-10864-1 平成29年09月21日

（仮称）六本木四丁目計画
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

(株)東京建築検査機構 MNNN-10749-2 平成29年09月20日東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

1号

枚方T-SITE スパイラルスター・グローバル
・パートナーズ特定目的会社 東京都渋谷区猿楽町14番23号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-10147-3 平成29年09月19日

（仮称）ＭＭ21地区34街区商業施設開発計画（マークイズみなとみら
い） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

４番５号 (一財)日本建築センター NNNB-06961-2 平成29年09月19日

月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業 月島一丁目西仲通り地区市街
地再開発組合

東京都中央区佃二丁目6番9号
JS月島ビル2階 日本ERI(株) HNNN-10710-2 平成29年09月19日

（仮称）千代田区六番町計画
東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

1号 日本ERI(株) MNNN-10773-2 平成29年09月15日

（仮称）中央区東心斎橋Ⅱ計画
NTT都市開発株式会社 大阪市西区土佐堀一丁目3番7

号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10229-2 平成29年09月15日東急不動産株式会社

住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪市中央区南船場四丁目4
番3号

群馬県コンベンション施設　会議室・展示施設 群馬県知事　大澤　正明 群馬県前橋市大手町1-1-1 日本ERI(株) NNNB-10945 平成29年09月14日

熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 熊本桜町再開発株式会社 熊本県熊本市中央区桜町3-10 (株)都市居住評価センター NNNB-10653-1 平成29年09月14日

産業能率大学　代官山校舎 学校法人　産業能率大学 東京都世田谷区等々力6丁目3
9番15号 (一財)日本建築センター MFNN-00530-2 平成29年09月14日

（仮称）府中市寿町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

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10938 平成29年09月14日

旭・板屋Ａ－２地区第一種市街地再開発事業施設建築物 旭・板屋Ａ－２地区市街地再
開発組合

静岡県浜松市中区旭町7番地1
4 (一財)日本建築センター HNNN-10924 平成29年09月14日

（仮称）福岡市中央区地行浜2丁目マンション計画（WEST棟） 三菱地所レジデンス株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁
目6番8号 日本ERI(株) HNNN-10922 平成29年09月14日

269/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

六層七段型自走式自動車車庫　｛メタルパーク　67-FB-20100型｝ JFEシビル　株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17番4
号　JFE蔵前ビル5階 (一財)日本建築センター NFEN-10941 平成29年09月13日

四層五段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫設置可能タイプ）｛SP-45
LP2.5｝

綿半ソリューションズ株式会
社 東京都新宿区四谷1-4 (一財)日本建築センター NFEN-10939 平成29年09月13日

あすと長町中央公園
株式会社ワールドアイシティ 仙台市青葉区一番町2丁目4番

1号 ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10388-2 平成29年09月13日

野村不動産株式会社仙台支店 仙台市青葉区中央一丁目2番3
号

石巻市中央二丁目4番南地区優良建築物等整備事業施設建築物 中央二丁目4番南地区商業地
活性化協議会

宮城県石巻市立町1丁目2番11
号 日本ERI(株) MNNN-10921 平成29年09月12日

（仮称）広島テレビ放送株式会社　新社屋 広島テレビ放送株式会社 広島県広島市中区中町6番6号 日本ERI(株) MNNN-10596-1 平成29年09月12日

刈谷銀座AB地区プロジェクト　住宅棟 角文株式会社 愛知県刈谷市泉田町古和井1
番地 日本ERI(株) HNNN-10919 平成29年09月12日

大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業C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)日本建築センター MNNB-10874-1 平成29年09月11日

松山赤十字病院　病院棟 松山赤十字病院 愛媛県松山市文京町1番地 (一財)日本建築センター MNNN-10055-1 平成29年09月08日

（仮称）プラウド錦町一丁目Ⅲ 野村不動産株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区中央一丁
目2番3号 (一財)日本建築センター HNNN-10461-2 平成29年09月08日

（仮称）東池袋４丁目計画 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
4番5号 日本ERI(株) HNNN-10329-2 平成29年09月08日

浜松町一丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 浜松町一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区東新橋二丁目４番
６号パラッツォシエナ４階 (一財)日本建築センター HNNN-10141-4 平成29年09月08日

（仮称）小杉町二丁目開発計画（A地区）
JX不動産株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町一

丁目1番地8
日本ERI(株) HNNN-10098-4 平成29年09月08日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目1番2号

慶應義塾大学病院1号館（新病院棟） 慶應義塾 東京都港区三田二丁目15番45
号 日本ERI(株) MNNN-08092-5 平成29年09月07日

スガツネ工業新社屋建替計画 スガツネ工業株式会社 東京都千代田区東神田1丁目8
番11号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10926 平成29年09月06日

新宿住友ビル 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 日本ERI(株) HNNN-10895 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大手町タワー 大手町タワープロジェクト共
同企業体

福岡県北九州市門司区黄金町
3番4-102 日本ERI(株) HNNN-10637-1 平成29年09月06日

（仮称）天満三丁目マンション 村本建設株式会社 奈良県北葛城郡広陵町大字平
尾11-1 日本ERI(株) MNNN-10742-1 平成29年09月05日

WBF新大阪ホテル 株式会社ホワイト・ベアーフ
ァミリー

大阪府大阪市北区豊崎3-14-9
ＷＢＦビル (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10950 平成29年09月05日

（仮称）千駄ヶ谷五丁目再開発計画
日本製粉株式会社 東京都千代田区麹町四丁目8

番地
(一財)日本建築センター HNNN-10747-1 平成29年09月05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）横浜市中区北仲通５丁目計画
丸紅株式会社 東京都中央区日本橋二丁目7

番1号
(一財)日本建築センター HNNN-10590-2 平成29年09月05日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目１番２号

読売テレビ新社屋建設計画 讀賣テレビ放送株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁
目2番33号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-10599-2 平成29年09月04日

ビ・ウェル九反田Ⅱ 和建設株式会社 高知県高知市北本町4丁目3-2
5 日本ERI(株) MNNN-10896 平成29年09月01日

（仮称）医薬横浜研究所 日本たばこ産業株式会社 東京都港区虎ノ門2-2-1 日本ERI(株) MNNN-10792-1 平成29年09月01日

（仮称）花咲町６丁目地区プロジェクト 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) MNNN-10236-4 平成29年09月01日

長崎県警察本部庁舎 長崎県 長崎県長崎市江戸町2番13号 日本ERI(株) MNNN-07808-2 平成29年09月01日

メゾンエルメス エルメスジャポン株式会社 東京都中央区銀座五丁目4番1
号 (一財)日本建築センター MNNB-01054-1 平成29年09月01日

虎ノ門駅前地区市街地再開発事業　施設建築物 虎ノ門駅前地区市街地再開発
組合

東京都港区西新橋一丁目7番1
号 (一財)日本建築センター HNNB-10914 平成29年09月01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二丁
目1番1号 (一財)日本建築センター NNNB-06578-1 平成29年08月31日

新座市新庁舎 新座市 埼玉県新座市野火止一丁目1
番1号 日本ERI(株) MNNN-10423-1 平成29年08月31日

小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 小杉町３丁目東地区市街地再
開発組合

神奈川県川崎市中原区新丸子東
一丁目835番5号KAHALA EAST2
201号室

日本ERI(株) HNNN-10755-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

学校法人　東京医科大学　新大学病院 学校法人　東京医科大学 東京都新宿区新宿六丁目1番1
号 日本ERI(株) HNNN-07185-4 平成29年08月31日

（仮称）イシダ実業栄町複合ビル 株式会社イシダ実業 神奈川県小田原市荻窪359 日本ERI(株) NNNB-10933 平成29年08月25日

高岡市総合体育館（仮称） 高岡市長　髙橋　正樹 富山県高岡市広小路7-50 (一財)日本建築センター NNNB-10932 平成29年08月25日

日清食品　新滋賀工場 日清食品株式会社 東京都新宿区新宿6-28-1 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-10812-1 平成29年08月25日

（仮称）日立製作所中央研究所新棟計画 株式会社日立製作所中央研究
所

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁
目280番地 (一財)日本建築センター NNNB-10715-1 平成29年08月25日

イオンモール鶴見緑地 イオンモール株式会社
イオンモール鶴見緑地

大阪府大阪市鶴見区4丁目17-
1 (一財)日本建築センター NNNB-02037-1 平成29年08月25日

（仮称）新名古屋ビル 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 日本ERI(株) MNNN-10936 平成29年08月25日

GLP流山Ⅲプロジェクト 流山３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 日本ERI(株) MNNN-10927 平成29年08月25日

（仮称）Ｄタワー豊洲 大和ハウス工業株式会社
東京本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 (株)都市居住評価センター HNNN-10934 平成29年08月25日

（仮称）大阪市北区豊崎三丁目計画
住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁

目５番３３号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10544-3 平成29年08月25日東急不動産株式会社

住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪府大阪市中央区南船場四
丁目４番３号

新日生病院建設プロジェクト 日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋３丁
目５番１２号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10305-3 平成29年08月25日

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区　AC棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-10638-1 平成29年08月25日

DC２棟 Inzai Development合同会社 東京都港区芝浦三丁目１番３
５号　住友不動産駅前ビル (一財)日本建築センター MNNN-10643-1 平成29年08月24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-05795-1 平成29年08月24日

（仮称）外苑ハウス建替え計画 外苑ハウスマンション建替組
合

東京都渋谷区神宮前二丁目2
番39 (一財)日本建築センター HNNN-10911 平成29年08月24日

梅田１丁目１番地計画 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 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-10283-4 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

梅田１丁目１番地計画 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 HNNB-10283-4 平成29年08月24日

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル施設再整備 新千歳空港ターミナルビルデ
ィング株式会社 北海道千歳市美々987番地22 (一財)日本建築センター NNNB-10925 平成29年08月23日

（仮称）静鉄分譲マンション　藤枝田沼一丁目計画 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 MNNN-10897 平成29年08月23日

（仮称）新浦安明海プロジェクト　D棟

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3丁目4番
10号

日本ERI(株) MNNN-10633-1 平成29年08月23日
スターツデベロップメント株
式会社

東京都中央区日本橋3丁目4番
10号

（仮称）新浦安明海プロジェクト　C棟

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3丁目4番
10号

日本ERI(株) MNNN-10632-1 平成29年08月23日
スターツデベロップメント株
式会社

東京都中央区日本橋3丁目4番
10号

（仮称）新浦安明海プロジェクト　B棟

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3丁目4番
10号

日本ERI(株) MNNN-10631-1 平成29年08月23日
スターツデベロップメント株
式会社

東京都中央区日本橋3丁目4番
10号

（仮称）新浦安明海プロジェクト　A棟

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3丁目4番
10号

日本ERI(株) MNNN-10630-1 平成29年08月23日
スターツデベロップメント株
式会社

東京都中央区日本橋3丁目4番
10号

東池袋五丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 東池袋五丁目地区市街地再開
発組合

東京都豊島区東池袋四丁目30
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-10672-2 平成29年08月23日

（仮称）新・栄タワーヒルズ 有限会社　東建大津通B 東京都中央区日本橋二丁目1
番14号 日本ERI(株) HNNN-10616-3 平成29年08月23日

（仮称）新橋四丁目計画
大林新星和不動産　株式会社 東京都千代田区九段南三丁目

３番６号
(一財)日本建築センター HNNN-10546-2 平成29年08月23日

森ビル　株式会社 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業B街区 湊二丁目東地区市街地再開発
組合 東京都中央区湊2丁目12番6号 日本ERI(株) HNNN-10118-4 平成29年08月23日

（仮称）中央区難波3丁目計画 株式会社　成信 大阪府大阪市中央区淡路町3
丁目5番13号 日本ERI(株) NNNB-10659-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

鳥取県立中央病院 鳥取県 鳥取県鳥取市江津730番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10553-1 平成29年08月21日

厚木市立病院 厚木市立病院 神奈川県厚木市水引一丁目16
番36号 (一財)日本建築センター MNNN-08024-6 平成29年08月21日

(仮称)東品川4丁目C街区

大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号

(株)都市居住評価センター HNNN-10458-1 平成29年08月21日
京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪2丁目20番20

号

(仮称)神田錦町二丁目計画 住友商事株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番
１１号 (一財)日本建築センター HNNB-10785-1 平成29年08月21日

（仮称）錦二丁目計画
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 (一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HNNB-10450-2 平成29年08月21日

名古屋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

東京国際空港国際線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-08186-4 平成29年08月17日

箱根町総合保健福祉センター　さくら館 株式会社　日立建設設計 東京都千代田区内神田3-11-7
日立神田ビル (一財)日本建築センター MNNN-10931 平成29年08月17日

中落合パーク・ホームズ 中落合パーク・ホームズ管理
組合

東京都新宿区中落合三丁目6
番4 (一財)日本建築センター MNNN-10930 平成29年08月17日

（仮称）佐々木様綱島東３丁目免震賃貸戸建　Ｆ棟 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10918 平成29年08月17日

（仮称）佐々木様綱島東３丁目免震賃貸戸建　Ｅ棟 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10917 平成29年08月17日

（仮称）佐々木様綱島東３丁目免震賃貸戸建　Ｄ棟 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10916 平成29年08月17日

（仮称）佐々木様綱島東３丁目免震賃貸戸建　Ｃ棟 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10908 平成29年08月17日

（仮称）佐々木様綱島東３丁目免震賃貸戸建　Ｂ棟 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10907 平成29年08月17日

（仮称）佐々木様綱島東３丁目免震賃貸戸建　Ａ棟 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10906 平成29年08月17日

（仮称）千代田区六番町計画
東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

1号 日本ERI(株) MNNN-10773-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

新図書館等複合施設 高知県 高知県高知市丸ノ内1-2-20 日本ERI(株) MNNF-07555-2 平成29年08月17日

月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業 月島一丁目西仲通り地区市街
地再開発組合

東京都中央区佃二丁目6番9号
JS月島ビル2階 日本ERI(株) HNNN-10710-1 平成29年08月17日

（仮称）麹町五丁目計画 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) HNNB-10887 平成29年08月17日

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番6
号 日本ERI(株) NFNN-06259-1 平成29年08月14日

（仮称）山口不動産大塚北口A地区計画 山口不動産株式会社 東京都豊島区北大塚2-13-1 (一財)日本建築センター NFNN-10894 平成29年08月09日

（仮称）マツダ八重洲通ビル建替計画 東京マツダ販売株式会社 東京都中央区八丁堀1丁目10
番7号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MFNN-10577-1 平成29年08月09日

香川銀行本店 株式会社香川銀行 香川県高松市亀井町7番地9 (一財)日本建築センター MNNN-10913 平成29年08月08日

ＮＨＫ新大津放送会館 日本放送協会　大津放送局 滋賀県大津市打出浜3-30 (一財)日本建築センター MNNN-10909 平成29年08月08日

（仮称）竹芝地区開発計画建築計画（業務棟） 株式会社アルベログランデ 東京都中央区日本橋2丁目1番
14号 (一財)日本建築センター HNNB-10503-2 平成29年08月08日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-08178-8 平成29年08月08日

有明北3-1地区計画　B-1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 NNNB-10920 平成29年08月07日

（仮称）(株)キーペックス　千葉センター第二倉庫 株式会社　キーペックス 千葉県千葉市中央区中央港2
丁目4番4号 日本ERI(株) MNNN-10912 平成29年08月07日

（仮称）首都高速道路株式会社神奈川局社屋 首都高速道路株式会社 東京都千代田区霞が関1-4-1
日土地ビル 日本ERI(株) MNNN-10910 平成29年08月07日

（仮称）室町東地区開発計画2-3街区
室町古河三井ビルディング管理
組合　管理者
古河機械金属株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁
目3番1号 (一財)日本建築センター HNNF-07767-1 平成29年08月07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-07490-2 平成29年08月07日

（仮称）芝公園１丁目ビル計画 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、日
本ERI(株) HFNB-10263-5 平成29年08月07日

釜石市民ホール（仮称） 釜石市 岩手県釜石市只越町３丁目9
番13号 日本ERI(株) NNNB-10379-1 平成29年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）つくば警察署庁舎 茨城県警察本部 茨城県水戸市笠原町978番6 日本ERI(株) MNNN-10905 平成29年08月04日

六本木一丁目西地区（A-4地区）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) MNNN-10904 平成29年08月04日

（仮称）中丸子計画 ナイスエスト株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央4-37-1
0 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10508-2 平成29年08月04日

(仮称)六本木一丁目計画 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目３番
１７号 (一財)日本建築センター HNNN-10817-1 平成29年08月04日

（仮称）海老名駅間マンション計画　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
(一財)日本建築センター HNNN-10814-1 平成29年08月04日

小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台１丁目47番
１号

総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業 総曲輪三丁目地区市街地再開
発組合

富山県富山市総曲輪三丁目5
番8号 日本ERI(株) HNNN-10419-3 平成29年08月04日

（仮称）中央区南本町4丁目集合住宅

神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜海岸通2丁
目2番4号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10201-1 平成29年08月04日近鉄不動産株式会社 大阪市天王寺区上本町6-5-13

東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪市中央区南船場四丁目4
番3号

（仮称）渋谷区宇田川町計画 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

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10688-2 平成29年08月04日

新奈良県総合医療センター 地方独立行政法人
奈良県立病院機構

奈良県大和郡山市満願寺町60
-1 日本ERI(株) MNNN-08354-4 平成29年08月03日

千住一丁目地区市街地再開発事業施設建築物 千住一丁目地区市街地再開発
組合 東京都足立区島根1丁目2-3 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNN-10768-1 平成29年08月03日

二俣川駅南口地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物 二俣川駅南口地区市街地再開
発組合

神奈川県横浜市旭区二俣川二
丁目56番地1 日本ERI(株) HNNN-10225-2 平成29年08月03日

岩手医科大学附属病院移転事業　附属病院新築計画 学校法人岩手医科大学 岩手県盛岡市内丸19番1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10763-1 平成29年08月02日

（仮称）杉本建設（株）様横浜市中区常盤町計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10810-1 平成29年08月01日

豊田市駅前通り北地区第一種市街地再開発事業施設建築物　東棟 豊田市駅前通り北地区市街地
再開発組合

愛知県豊田市西町3丁目26番
地 日本ERI(株) HNNN-10157-2 平成29年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

浜松町二丁目４地区B街区（仮称）浜松町駅前プロジェクト
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 HNNB-10375-4 平成29年07月31日
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

（仮称）日鐵日本橋ビル建替計画 新日鉄興和不動産株式会社 東京都港区青山一丁目15番5
号 (一財)日本建築センター HNNN-10239-1 平成29年07月28日

小林様三郷中央175-2街区計画 株式会社オフィス・裕 東京都江東区亀戸五丁目30番
9-906号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10521-1 平成29年07月27日

Ｌａｎｄｐｏｒｔ八王子Ⅱ 野村不動産株式会社
都市開発事業本部

東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号 日本ERI(株) MNNN-10277-2 平成29年07月27日

新宮市庁舎 新宮市 和歌山県新宮市春日1番1号 日本ERI(株) MNNN-10146-2 平成29年07月27日

MJR赤坂タワー 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 日本ERI(株) HNNN-10301-1 平成29年07月27日

新国立競技場（仮称） 独立行政法人
日本スポーツ振興センター

東京都港区北青山二丁目8番3
5号 (一財)日本建築センター MNNB-10667-3 平成29年07月26日

(仮称)葺手ハイツ建替計画 葺手ハイツ・マンション建替
組合 東京都港区虎ノ門4-1-11 (一財)日本建築センター HFNN-07737-2 平成29年07月26日

豊田地域医療センター　新棟 豊田市 愛知県豊田市西町3丁目60番
地 (株)確認サービス MNNN-10880 平成29年07月25日

(仮称)流山おおたかの森駅前市有地活用事業集合住宅棟 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３-４-１
０ (一財)日本建築センター MNNN-10789-1 平成29年07月25日

湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業B街区 湊二丁目東地区市街地再開発
組合 東京都中央区湊2丁目12番6号 日本ERI(株) HNNN-10118-3 平成29年07月25日

（仮称）有明北3-1地区（C街区駐車場棟）計画 ＩＨＩ運搬機械株式会社 東京都中央区明石町8番1号聖
路加タワー (一財)日本建築センター NFEN-10915 平成29年07月24日

（仮称）乃木坂ナショナルコートマンション建替事業 乃木坂ナショナルコートマン
ション建替組合

東京都千代田区神田神保町1-
41 (一財)日本建築センター HNNN-10591-1 平成29年07月24日

赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂一丁目地区市街地再開発
組合

東京都港区赤坂一丁目5番12
号 (一財)日本建築センター HNNB-08113-6 平成29年07月24日

NHK新金沢放送会館 日本放送協会　金沢放送局 石川県金沢市大手町十四番一
号 (一財)日本建築センター MNNN-10282-2 平成29年07月21日

グレース　アベニュー 石川ビル 神奈川県川崎市川崎区日進町
16-6 (一財)日本建築センター MNNN-10898 平成29年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ユニバーサルシティ駅前プロジェクト エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 大阪市西区土佐堀1-3-7 ビューローベリタスジャパン(

株) HNNN-10383-1 平成29年07月19日

東京国際空港国内線第2ターミナルビル国際線施設 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-07081-1 平成29年07月18日

13号地客船ターミナル施設（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-10885 平成29年07月18日

所沢駅西口北街区第一種市街地再開発事業　施設建築物 所沢駅西口北街区市街地再開
発組合

埼玉県所沢市東住吉9-5
ARAIビル東棟2階 日本ERI(株) HNNN-10876 平成29年07月18日

（仮称）北４東１計画 住友不動産株式会社 北海道札幌市中央区大通西4
丁目6番8 日本ERI(株) HNNN-10701-1 平成29年07月18日

東北大学（病院）新中央診療棟等 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) HNNN-08278-1 平成29年07月18日

白金キャンパス薬学部校舎・北里本館建替新築 学校法人　北里研究所 東京都港区白金５－９－１ (一財)日本建築センター HNNN-08172-6 平成29年07月18日

札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地再開発事業施設建築物 札幌創世1.1.1区北1西1地区市
街地再開発組合

北海道札幌市中央区北一条西二
丁目1番地　札幌時計台ビル5階 (株)都市居住評価センター HNNB-10158-5 平成29年07月18日

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ａ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目15
番19号 (一財)日本建築センター HFNN-08329-6 平成29年07月18日

JCHO仙台病院
独立行政法人
地域医療機能推進機構
仙台病院

宮城県仙台市青葉区堤街3丁
目16-1 日本ERI(株) MNNN-10923 平成29年07月14日

ブリヂストン横浜工場青年会館 株式会社ブリヂストン横浜工
場

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町
1番地 (一財)日本建築センター MNNN-10903 平成29年07月14日

（仮称）布田５丁目プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京中央区日本橋3-1-8スタ
ーツ日本橋ビル3Ｆ 日本ERI(株) MNNN-10901 平成29年07月14日

（仮称）東京海上日動西落合研修所建築計画（宿泊棟） 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 (一財)日本建築センター MNNN-10892 平成29年07月14日

（仮称）原町田三丁目計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区ｊ西新宿二丁目
4番1号 日本ERI(株) MNNN-10891 平成29年07月14日

（仮称）国際医療福祉大学成田病院 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋1-7-1 日本ERI(株) MNNN-10884 平成29年07月14日

大分県地域成人病検診センター建替え建設事業　検診センター 公益財団法人
大分県地域成人病検診協会

大分県大分市大字宮崎1415番
地 日本ERI(株) MNNN-10879 平成29年07月14日

株式会社　潤工社　YOC3期における構造方法 株式会社　潤工社 茨城県笠間市福田961番地20 日本ERI(株) MNNN-10878 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

須磨消防署新庁舎 神戸市消防局 兵庫県神戸市中央区加納町6
丁目5番1号 日本ERI(株) MNNN-10877 平成29年07月14日

平城宮跡第一次大極殿院 国土交通省近畿地方整備局
国営飛鳥歴史公園事務所

奈良県高市郡明日香村大字平
田538 (一財)日本建築センター MNNN-10526-1 平成29年07月14日

（仮称）ル・サンク仙台二日町 株式会社ＮＩＰＰＯ 東京都中央区八重洲1-2-16
TGﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 日本ERI(株) HNNN-10902 平成29年07月14日

（仮称）大井一丁目マンション
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-10900 平成29年07月14日

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部

東京都港区赤坂二丁目9番11
号

（仮称）中区錦一丁目計画 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) HNNN-10716-1 平成29年07月14日

（仮称）ヨドバシ梅田タワー 株式会社ヨドバシカメラ 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、日
本ERI(株) HNNB-06327-1 平成29年07月14日

（仮称）竹芝ウォーターフロント開発計画A棟（高層棟） 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 HFNB-10893 平成29年07月14日

(仮称)芝浦三丁目計画 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　新宿NSビル

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-10336-3 平成29年07月13日

柳本邸 東急建設株式会社　建築本部 東京都渋谷区渋谷1-16-14 (一財)日本建築センター MNNN-10899 平成29年07月12日

（仮称）（株）ブリヂストン　横浜社宅 株式会社
ブリヂズトン横浜工場

神奈川県横浜市戸塚区柏尾町
１番地 (株)都市居住評価センター MNNN-10889 平成29年07月07日

オリンピックアクアティクスセンター（仮称） 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 MNNB-10753-2 平成29年07月07日

（仮称）御堂会館建替計画 積和不動産関西株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1丁目1
番30号（梅田スカイビルタワー
ウエスト24・25階）

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10890 平成29年07月07日

（仮称）SGリアルティ新大阪ホテル計画 SGリアルティ株式会社 京都府京都市南区上鳥羽角田
町68番地 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10875 平成29年07月07日

富士山世界遺産センター（仮称） 静岡県　 静岡県静岡市葵区追手町9番6
号 日本ERI(株) NNNB-10299-2 平成29年07月05日

県営住宅富士見台団地Ｅ棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町9-6 日本ERI(株) NFNN-10888 平成29年07月05日

福島赤十字病院（仮称） 福島赤十字病院 福島県福島市入江町11番31号 (一財)日本建築センター MNNN-10579-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-06756-1 平成29年07月05日

川口市新庁舎１期棟 川口市役所 埼玉県川口市青木2-1-1 日本ERI(株) MNNB-10869 平成29年07月05日

大井一丁目南第１地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大井一丁目南第１地区市街地
再開発組合 東京都品川区大井1-34-11 (株)都市居住評価センター HNNN-10600-1 平成29年07月05日

（仮称）日本女子大学目白キャンパス図書館棟 学校法人　日本女子大学 東京都文京区目白台2丁目8番
1号

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-10886 平成29年06月30日

大田原市新庁舎 栃木県大田原市 栃木県大田原市本町1-4-1 (一財)日本建築センター MNNN-10873 平成29年06月30日

（仮称）株式会社NIPPO新本社計画 株式会社　NIPPO 東京都中央区八重洲1-2-16TG
ビルディング (一財)日本建築センター MNNB-10551-2 平成29年06月30日

神戸市中央区相生町１丁目計画

安田不動産株式会社
関西支店

兵庫県神戸市中央区京町７２
番地

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10826-1 平成29年06月30日
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丁目７番４号

JR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
６０号

三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋一丁
目８番３０号

（仮称）大阪市北区豊崎三丁目計画

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

大阪府大阪市北区中之島3丁
目2番18号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10544-2 平成29年06月30日住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁
目５番３３号

東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪府大阪市中央区南船場四
丁目４番３号

京浜トラックターミナルDynaBASE 日本自動車ターミナル株式会
社

東京都千代田区平河町二丁目
7番地9号 (一財)日本建築センター MNNN-10532-1 平成29年06月28日

大和ハウス工業／ヤマトグループ　関西ゲートウェイターミナル 茨木松下開発特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 日本ERI(株) MNNN-10426-3 平成29年06月28日

新工場建設プロジェクト　第１製造棟 小野薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
1丁目8番2号 日本ERI(株) MNNN-10872 平成29年06月27日

（仮称）豊島プロジェクトＢ棟 株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目
7-2 (一財)日本建築センター NNNB-10661-1 平成29年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）豊島プロジェクトＢ棟 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9-
9 (一財)日本建築センター NNNB-10661-1 平成29年06月26日

(仮称)渋谷区役所建替プロジェクト新庁舎棟（公会堂） 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) NNNB-10374-1 平成29年06月26日

（仮称）橘商事株式会社小杉町１丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10871 平成29年06月26日

〈仮称〉株式会社角屋米穀　Ｂ棟 株式会社　角屋米穀 神奈川県川崎市川崎区池田1-
12-16 日本ERI(株) MNNN-10867 平成29年06月26日

鳥取市新本庁舎 鳥取市 鳥取県鳥取市尚徳町116番地 (一財)日本建築センター MNNN-10866 平成29年06月26日

(仮称)松戸市立千駄堀新病院建設事業計画 松戸市 千葉県松戸市根本387番地の5 (一財)日本建築センター MNNN-10385-2 平成29年06月26日

（仮称）麹町四丁目計画 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) MNNF-10626-1 平成29年06月26日

（仮称）栄一丁目御園座共同ビル計画 積水ハウス株式会社
名古屋マンション事業部

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-
4　JRセントラルタワーズ42階 日本ERI(株) HNNN-10220-2 平成29年06月26日

（仮称）豊島プロジェクトＡ棟
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目

7番2号
(一財)日本建築センター HNNB-10655-1 平成29年06月26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）幕張新都心若葉住宅地区計画（B7街区）高層棟

袖ケ浦興業株式会社 千葉県千葉市中央区中央4丁
目17番3号

日本ERI(株) HFNN-10666-1 平成29年06月26日

東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区栄町39番
10号

株式会社　富士見地所 千葉県千葉市中央区富士見1
丁目10番12号

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部 東京度港区赤坂2丁目9番11号

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

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

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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）MM21-54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 (一財)日本建築センター HFNB-10868 平成29年06月26日

（仮称）オーケー株式会社寒川物流センター（ドライセンター） オーケー株式会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い6丁目3番6号オーケーみなとみ
らいビル

日本ERI(株) MNNB-10624-1 平成29年06月19日

（仮称）札幌北7西2計画 学校法人　高宮学園 東京都渋谷区代々木1丁目29
番1号 日本ERI(株) MNNN-10864 平成29年06月16日

（仮称）アパホテル＆リゾート＜御堂筋本町駅タワー＞ アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号 日本ERI(株) HNNN-10865 平成29年06月16日

（仮称）国分寺都市計画事業
国分寺駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物　西街区棟 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-10205-3 平成29年06月16日

ｎＯＲＢＥＳＡ 札幌中央プロパティー特定目
的会社

東京都千代田区岩本町2丁目1
番15号 (一財)日本建築センター NNNB-00484-1 平成29年06月15日

（仮称）タツノ芝浦ビル 株式会社タツノ 東京都港区三田三丁目2番6号 (一財)日本建築センター MNNN-10471-1 平成29年06月15日

(仮称)墨田区千歳３丁目計画 株式会社　NIPPO 東京都中央区八重洲1-2-16 日本ERI(株) MNNN-07159-2 平成29年06月15日

（仮称）大阪市北区中之島６丁目計画

株式会社アサヒプロパティズ 大阪府大阪市北区中之島六丁
目2番40号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10110-2 平成29年06月15日
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

住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-
33

三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30

道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 道玄坂一丁目駅前地区市街地
再開発組合

東京都渋谷区道玄坂一丁目16
番3号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNB-10366-3 平成29年06月15日

長門市本庁舎 長門市 山口県長門市東深川１３３９
番地２ (一財)日本建築センター MNNN-10862 平成29年06月14日

レーベンリゾシア熱海シーサイドタワー レーベンリゾシア熱海シーサ
イドタワー管理組合 静岡県熱海市銀座町13番18号 日本ERI(株) MNNN-02545-1 平成29年06月14日

リブコートフェリス須磨妙法寺 東急建設株式会社　大阪支店 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3
ピアスタワー内 (一財)日本建築センター MFNN-00149-1 平成29年06月14日

（仮称）横浜駅西口開発ビル計画 東日本旅客鉄道株式会社　 神奈川県横浜市西区平沼一丁
目40番26号 (一財)日本建築センター HNNB-10436-2 平成29年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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５丁目プロジェクト 積水ハウス株式会社
開発事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目１番８８号 (一財)日本建築センター HNNN-10861 平成29年06月13日

（仮称）新橋一丁目ビル エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社

東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原ＵＤＸ (一財)日本建築センター HNNN-10859 平成29年06月12日

四谷駅前地区（再）施設建築物 独立行政法人　都市再生機構
東日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー (一財)日本建築センター HNNN-10516-2 平成29年06月09日

（仮称）革新的医療産業創出推進拠点計画 CYBERDYNE株式会社 茨城県つくば市学園南二丁目
２番地１ (一財)日本建築センター MNNN-10858 平成29年06月08日

東京慈恵会医科大学附属病院新大学２号館（仮称）・新病院（仮称）
整備 学校法人　慈恵大学 東京都港区西新橋3-25-8 日本ERI(株) HNNN-10534-1 平成29年06月08日

武蔵小山パルム駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小山パルム駅前地区市街
地再開発組合

東京都品川区小山三丁目26番
9号 日本ERI(株) HNNN-10465-2 平成29年06月08日

宇田川町14・15番地区第一種市街地再開発事業施設建築物 宇田川町14・15番地区第一種
市街地再開発事業

東京都豊島区南池袋一丁目28
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-10779-1 平成29年06月08日

大宮区役所新庁舎 大宮クロスポイント株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木
町一丁目10番地16 (一財)日本建築センター MNNB-10855 平成29年06月07日

知多信用金庫　本部棟 知多信用金庫 愛知県半田市星崎町3丁目39
番地の18 (株)確認サービス MNNN-10857 平成29年06月06日

京急グループ本社ビル 京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪二丁目20番20
号 日本ERI(株) HNNB-10854 平成29年06月06日

ＮＨＫ新佐賀放送会館 日本放送協会　佐賀放送局 佐賀県佐賀市城内2丁目15番8
号 (一財)日本建築センター MNNN-10856 平成29年06月05日

（仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区　Ａ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 HNNB-10853 平成29年06月05日東京モノレール株式会社　 東京都港区浜松町二丁目４番
１２号

株式会社世界貿易センタービ
ルディング

東京都港区浜松町二丁目４番
１号

（仮称）はまなす複合施設 株式会社　北洋銀行 札幌市中央区大通西三丁目七
番地 (一財)日本建築センター MNNN-04235-2 平成29年06月01日

（仮称）南平台プロジェクト 一般社団法人　道玄坂１２１ 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 HNNB-10517-1 平成29年06月01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-08345-4 平成29年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）渋谷二丁目21地区開発計画 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 (一財)日本建築センター HNNB-08345-4 平成29年06月01日

大井ホッケー競技場（仮称） 東京都知事 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 NNNB-10870 平成29年05月29日

阪急西宮ガーデンズ南臨時駐車場立体化計画
｛施設併用七層八段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-10883 平成29年05月29日

愛知県名古屋市中区栄2-10駐車場
｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-10882 平成29年05月29日

（仮称）十日町市まちなかステージ立体駐車場
｛三層四段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-10881 平成29年05月29日

THE CONOE&lt;三田綱町&gt; アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町1-5 (株)都市居住評価センター MNNN-08320-3 平成29年05月29日

プレミスト天神赤坂タワー 大和ハウス工業株式会社 福岡県福岡市博多区上牟田二
丁目11番24号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10586-2 平成29年05月29日

公立藤岡総合病院 多野藤岡医療事務市町村組合 群馬県藤岡市藤岡942-1 (一財)日本建築センター MNNN-10394-2 平成29年05月26日

酒田市庁舎 酒田市 山形県酒田市本町二丁目２番
４５号 (一財)日本建築センター MNNN-07437-3 平成29年05月26日

東京警察病院（既存棟） 一般財団法人自警会 東京都千代田区霞が関2丁目1
番1号　警視庁内 日本ERI(株) MNNN-01450-1 平成29年05月26日

（仮称）仲よし幼稚園跡地活用計画

三井不動産レジデンシャル株
式会社千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目１１番１号

(株)都市居住評価センター HNNN-10560-1 平成29年05月26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）新MID大阪京橋ビル 関電不動産開発株式会社
取締役副社長執行役員

大阪府大阪市北区中之島３丁
目３番２３号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-10253-2 平成29年05月26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二丁目2番22
号
ハービスＥＮＴオフィスタワー23階

(一財)日本建築総合試験所 HNNB-07098-6 平成29年05月26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

日華化学株式会社　イノベーションセンター 日華化学株式会社 福井県福井市文京4丁目23-1 (株)都市居住評価センター NNNB-10548-1 平成29年05月25日

(仮称)ベルコ難波ホテル 株式会社ベルコ 大阪府池田市空港1丁目12-10 (一財)日本建築センター HNNN-10525-2 平成29年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)モンナカプロジェクト
有限会社　一の屋 東京都江東区豊岡1-25-5

日本ERI(株) MNNN-10365-2 平成29年05月22日
株式会社　豊会館 東京都江東区門前仲町1-13-1

2

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-08189-3 平成29年05月22日

衛生研究所 名古屋市 愛知県名古屋市中区三の丸三
丁目1番1号 日本ERI(株) MNNN-10758-1 平成29年05月19日

(仮称)株式会社一徳商会様本社屋　建替計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3Ｆ 日本ERI(株) MNNN-10478-1 平成29年05月19日

（仮称）芝5丁目プロジェクト
清水建設株式会社　 東京都中央区京橋二丁目16-1

(株)東京建築検査機構 HNNN-10464-2 平成29年05月19日三井不動産株式会社
ビルディング本部
ビルディング事業二部長

東京都中央区銀座六丁目17-1

ＧＬＰ吹田プロジェクト 吹田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-10480-1 平成29年05月16日

（仮称）新・栄タワーヒルズ 有限会社　東建大津通B 東京都中央区日本橋二丁目1
番14号 日本ERI(株) HNNN-10616-2 平成29年05月16日

尾道市役所本庁舎 尾道市長　平谷　祐宏 広島県尾道市久保一丁目15-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10847 平成29年05月15日

リバティパーク枚方Ｄ棟
株式会社フジタ　大阪支店 大阪府大阪市北区堂島2-1-16

(一財)日本建築センター HNNN-10863 平成29年05月15日
三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30

南海ターミナルビル 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

(一財)日本建築総合試験所、
日本ERI(株) HNNB-06441-4 平成29年05月15日

北見市新庁舎 北見市 北海道北見市大通西2丁目1
まちきた大通ビル 日本ERI(株) NNNB-10860 平成29年05月12日

（仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区　ＴＭ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 NNNB-10852 平成29年05月12日株式会社世界貿易センタービ
ルディング

東京都港区浜松町二丁目４番
１号

東京モノレール株式会社　 東京都港区浜松町二丁目４番
１２号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業　C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)日本建築センター MNNN-10874 平成29年05月12日

雲南市立病院 雲南市立病院 島根県雲南市大東町飯田96-1 日本ERI(株) MNNN-10249-1 平成29年05月12日

(仮称)ディスコ桑畑工場Ａ棟Ｃゾーン増築 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 (一財)日本建築センター MNNN-08156-2 平成29年05月12日

住友不動産（仮称）西新宿六丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区新宿二丁目４番
１号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-10833 平成29年05月12日

広島ガス株式会社（仮称）防災センタービル 広島ガス株式会社 広島県広島市南区皆実町二丁
目7番1号 日本ERI(株) MNNN-10649-1 平成29年05月11日

（仮称）ドコモ神戸局電力棟 株式会社ＮＴＴドコモ 大阪府大阪市北区梅田一丁目
10番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10378-1 平成29年05月10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-07157-3 平成29年05月10日

（仮称）OH-1計画
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋宝町2-1-

1
(一財)日本建築センター HNNF-10511-3 平成29年05月10日

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-3

赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂一丁目地区市街地再開発
組合

東京都港区赤坂一丁目5番12
号 (一財)日本建築センター HNNB-08113-5 平成29年05月10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
資産開発事業本部

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-07928-8 平成29年05月10日

名古屋貯金事務センター 株式会社ゆうちょ銀行 東京都千代田区霞が関１－３
－２ (一財)日本建築センター MNNN-10849 平成29年05月08日

(仮称)御堂筋北久宝寺町４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 日本ERI(株) HNNN-10851 平成29年05月08日

（仮称）西蒲田１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3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10846 平成29年05月01日

日本銀行福岡支店 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-10845 平成29年05月01日

創価学会　世界聖教会館 創価学会 東京都新宿区信濃町32番地 (一財)日本建築センター MNNN-10844 平成29年05月01日

NHK新札幌放送会館 日本放送協会札幌放送局 北海道札幌市中央区大通西1-
1 (株)都市居住評価センター MNNN-10839 平成29年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)TGMM芝浦プロジェクトB棟 東京瓦斯　株式会社 東京都港区海岸一丁目5番20
号 (株)都市居住評価センター HNNN-10848 平成29年05月01日

（仮称）港区海岸2丁目

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-10843 平成29年05月01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二丁目7
番2号

（仮称）京橋一丁目東地区永坂産業京橋ビル 株式会社　永坂産業 東京都中央区京橋1-10-1 (株)都市居住評価センター HFNB-10488-1 平成29年04月28日

横浜市庁舎 横浜市建築局長　坂和　伸賢 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 HFNB-10836 平成29年04月27日

（仮称）外神田一丁目計画 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) HNNF-10819 平成29年04月26日

横浜市立市民病院 横浜市病院事業管理者 横浜市中区港町1-1 (一財)日本建築センター MNNN-10830 平成29年04月17日

（仮称）八丁堀三丁目計画 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-10829 平成29年04月17日

ニッセイ静岡ビル 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 日本ERI(株) MNNN-10373-2 平成29年04月17日

（仮称）あすと長町２６街区計画
株式会社ワールドアイシティ 宮城県仙台市青葉区一番町2

丁目4番1号
日本ERI(株) HNNN-10838 平成29年04月17日

住友不動産株式会社 宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目25号

（仮称）薬院２丁目計画 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神１丁
目１５番地６号綾杉ビル８階 日本ERI(株) HNNN-10087-1 平成29年04月17日

（仮称）大手町１－１計画　Ｂ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)日本建築センター HFNB-07906-6 平成29年04月13日

みなとみらい２１中央地区20街区ＭＩＣＥ施設 株式会社横浜グローバルＭＩ
ＣＥ

神奈川県横浜市西区花咲町6-
145 (一財)日本建築センター NNNB-10842 平成29年04月12日

大塚製薬株式会社　美馬工場 大塚製薬株式会社 東京都千代田区神田司町2-9 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10825 平成29年04月10日

京都市新庁舎（分庁舎敷地） 京都市長 京都府京都市中京区寺町通り
御池上る上本能寺前町488番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10531-1 平成29年04月10日

(仮称)ＤＰＬ阿見霞ヶ浦 阿見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-10479-1 平成29年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大和ハウス工業／ヤマトグループ　関西ゲートウェイターミナル 茨木松下開発特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 日本ERI(株) MNNN-10426-2 平成29年04月10日

日本赤十字社　長崎県支部・長崎原爆病院 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎県長崎市茂里町3番15号 (一財)日本建築センター HNNN-10311-2 平成29年04月10日

(仮称）神田東松下町プロジェクト 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 日本ERI(株) HNNN-10193-3 平成29年04月10日

（仮称）中野区中野５丁目計画

一般財団法人首都圏不燃建築
公社 東京都港区新橋4丁目6番15号

日本ERI(株) HNNN-10182-1 平成29年04月10日
三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6

番1号

浜松町一丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 浜松町一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区浜松町一丁目３番
２号 (一財)日本建築センター HNNN-10141-3 平成29年04月10日

四層五段型自走式自動車車庫｛（仮称）海老名駅間マンション計画｝ 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-10841 平成29年04月07日

（仮称）神奈川大学新国際学生寮 学校法人　神奈川大学 神奈川県横浜市神奈川区六角
橋3-27-1 日本ERI(株) NNNB-10837 平成29年04月06日

東京国際空港第2ターミナル北側サテライト 日本空港ビルデング株式会社 東京都大田区羽田空港三丁目
3番2号 (一財)日本建築センター NNNB-10834 平成29年04月04日

有明テニスの森公園　クラブハウス・インドアコート（仮称） 東京都知事　小池  百合子 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 NFNN-10835 平成29年04月04日

住友別子病院 医療法人　住友別子病院 愛媛県新居浜市王子町３番１
号 (一財)日本建築センター MNNN-07425-3 平成29年04月03日

(仮称)六本木一丁目計画 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目３番
１７号 (一財)日本建築センター HNNN-10817 平成29年04月03日

武蔵中原ガーデンハウス 株式会社　熊谷組
首都圏支店 東京都新宿区津久戸町2番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10850 平成29年03月31日

日本ピラー工業株式会社三田工場管理棟 日本ピラー工業株式会社 大阪府大阪市淀川区野中南2
丁目11番48号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10821 平成29年03月31日

(仮称)消防拠点施設 日立市長　小川　春樹 茨城県日立市助川町1丁目1番
1号 (一財)日本建築センター MNNN-01837-1 平成29年03月31日

神戸市中央区相生町１丁目計画

安田不動産株式会社
関西支店

兵庫県神戸市中央区京町７２
番地

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10826 平成29年03月31日
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

一丁目７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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

神戸市中央区相生町１丁目計画
JR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

６０号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10826 平成29年03月31日

三菱地所レジデンス株式会社
関西支店

大阪府大阪市北区天満橋一丁
目８番３０号

（仮称）名古屋栄一丁目計画 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 日本ERI(株) HNNN-10816 平成29年03月31日

住友不動産麻布十番ビル（(仮称)三田一丁目計画） 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　

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-10120-6 平成29年03月31日

ささしまライブ２４地区「（仮称）グローバルゲート」 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 (一財)日本建築センター HFNB-05252-5 平成29年03月31日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-08178-7 平成29年03月30日

(仮称)熊沢様小杉町１丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10809 平成29年03月29日

（仮称）大阪第一DC 株式会社ミライト・テクノロ
ジーズ

大阪府大阪市西区江戸堀3-3-
15 (一財)日本建築センター MNNN-10563-1 平成29年03月29日

(仮称)Ｌａｎｄｐｏｒｔ高槻新築計画 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　新宿野村ビル 日本ERI(株) MNNN-10425-1 平成29年03月29日

(仮称)海老名駅間マンション計画　A棟
三菱地所レジデンス株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみ

らい２丁目２番１号
(一財)日本建築センター HNNN-10814 平成29年03月29日

小田急不動産株式会社 東京都渋谷区初台１丁目47番
１号

神戸阪急ビル 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 日本ERI(株) HNNN-10813 平成29年03月29日

(仮称)ベルコ難波ホテル 株式会社ベルコ 大阪府池田市空港1丁目12-10 (一財)日本建築センター HNNN-10525-1 平成29年03月29日

(仮称)大阪商工信用金庫新本店ビル 大阪商工信用金庫 大阪府大阪市中央区松屋町住
吉3番2号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10420-1 平成29年03月29日

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-2街区）高層棟

袖ケ浦興業株式会社 千葉県千葉市中央区中央4丁
目17番3号

日本ERI(株) HFNF-10808 平成29年03月29日東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区栄町39番
10号

株式会社　富士見地所 千葉県千葉市中央区富士見1
丁目10番12号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

幕張新都心若葉住宅地区計画（B-2街区）高層棟

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部 東京都港区赤坂2丁目9番11号

日本ERI(株) HFNF-10808 平成29年03月29日

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

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

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

新居浜市総合防災拠点施設 新居浜市長 愛媛県新居浜市一宮町1丁目5
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10820 平成29年03月28日

西新宿６丁目計画（仮称） 大和ハウス工業株式会社
東京本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
１３番１号 (一財)日本建築センター HNNN-10822 平成29年03月28日

（仮称）愛宕山周辺地区（Ⅰ地区） 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 HNNN-10712-1 平成29年03月28日

（仮称）新橋四丁目計画
大林新星和不動産　株式会社 東京都千代田区九段南三丁目

３番６号
(一財)日本建築センター HNNN-10546-1 平成29年03月28日

森ビル　株式会社 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

（仮称）東池袋一丁目シネマコンプレックス計画 東急不動産株式会社
都市事業ユニット都市事業本部 東京都港区南青山二丁目6-21 (一財)日本建築センター HNNF-10815 平成29年03月28日

（仮称）南青山３丁目プロジェクト エイベックス・グループ・ホ
ールディングス株式会社　

東京都港区六本木一丁目６番
１号 (一財)日本建築センター HNNB-10297-4 平成29年03月28日

（仮称）Starbucks Reserve Roastery スターバックス・トレーディ
ング合同会社

東京都品川区上大崎二丁目25
番2号

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-10832 平成29年03月27日

六層七段型自走式自動車車庫｛SP-67F-S｝ 綿半ソリューションズ株式会
社 東京都新宿区四谷1-4 (一財)日本建築センター NFEN-10831 平成29年03月27日

（仮称）杉本建設（株）様横浜市中区常盤町計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10810 平成29年03月27日

藤沢市新庁舎 藤沢市 神奈川県藤沢市朝日町１番地
の１

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-10276-2 平成29年03月27日

東池袋五丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 東池袋五丁目地区市街地再開
発組合

東京都豊島区東池袋四丁目30
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-10672-1 平成29年03月27日

虎ノ門トラストシティ　ワールドゲート 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3-17 (一財)日本建築センター HFNB-10625-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

新国民健康保険　志雄病院 宝達志水町 石川県羽咋郡宝達志水町子浦
そ18番地1 日本ERI(株) MNNN-10445-1 平成29年03月24日

（仮称）ホテルエミオン東京ベイ・新館 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3丁目4-1
0 (一財)日本建築センター MNNN-10346-1 平成29年03月24日

駒澤大学開校130周年記念棟 学校法人　駒澤大学 東京都世田谷区駒沢一丁目23
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10314-1 平成29年03月24日

福島県警察本部庁舎 福島県 福島県福島市杉妻町2-16 日本ERI(株) MNNN-10222-1 平成29年03月24日

ＮＨＫ新仙台放送会館 日本放送協会仙台放送局 宮城県仙台市青葉区錦町一丁
目11-1 日本ERI(株) MNNN-10142-1 平成29年03月24日

広島赤十字・原爆病院（玄関棟） 広島赤十字・原爆病院 広島県広島市中区千田町一丁
目９番６号 日本ERI(株) MNNN-07484-2 平成29年03月24日

（仮称）株式会社NIPPO新本社計画 株式会社　NIPPO 東京都中央区八重洲1-2-16TG
ビルディング (一財)日本建築センター MNNB-10551-1 平成29年03月24日

順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）新研究棟建設計
画 学校法人　順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1

号 (一財)日本建築センター HNNN-10536-2 平成29年03月24日

エンブルタワー七間町 ヨシコン株式会社 静岡市葵区常磐町2丁目4-25 ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-08021-1 平成29年03月24日

（仮称）渋谷区宇田川町計画 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) HNNB-10688-1 平成29年03月24日

（仮称）札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地再開発事業施設建築
物

札幌創世1.1.1区北1西1地区市
街地再開発組合

北海道札幌市中央区北一条西二
丁目1番地　札幌時計台ビル5階 (株)都市居住評価センター HNNB-10158-4 平成29年03月24日

柏の葉キャンパス148街区住宅計画　西棟 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 日本ERI(株) HFNN-10085-4 平成29年03月24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-07511-1 平成29年03月23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 東京都中央区築地五丁目3番2
号

日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟

独立行政法人
日本スポーツ振興センター 東京都港区北青山2-8-35

日本ERI(株) HNNN-10313-2 平成29年03月17日
一般財団法人　日本青年館 東京都港区虎ノ門3-23-6

秀和虎ノ門三丁目ビル4階
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

東京大学医学部附属病院病棟Ⅰ期新営及び東京大学医学部附属病院病
棟Ⅱ期新営 国立大学法人　東京大学 東京都文京区本郷７－３－１ (一財)日本建築センター HNNN-08135-4 平成29年03月17日

（仮称）丸の内3-2計画

株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内三丁目
2番1号

(一財)日本建築センター HNNB-10387-3 平成29年03月16日東京商工会議所 東京都千代田区丸の内二丁目
5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

高崎文化芸術センター（仮称） 高崎市長　富岡　賢治 群馬県高崎市高松町35-1 (一財)日本建築センター NNNB-10439-1 平成29年03月15日

銀座Velvia館 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座6丁目17-1 (一財)日本建築センター NNNB-02221-1 平成29年03月15日

（仮称）六本木四丁目計画
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

(株)東京建築検査機構 MNNN-10749-1 平成29年03月15日東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

号

（仮称）石岡市新庁舎 茨城県石岡市 茨城県石岡市石岡一丁目１番
地１ (一財)日本建築センター MNNN-10555-1 平成29年03月15日

（仮称）海老名Ⅳブロック計画　西棟 相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2-9-
15 (一財)日本建築センター HNNN-10807 平成29年03月15日

（仮称）海老名Ⅳブロック計画　東棟 相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2-9-
14 (一財)日本建築センター HNNN-10806 平成29年03月15日

鹿児島銀行本店ビル 株式会社　鹿児島銀行 鹿児島県鹿児島市金生町６番
６号 (一財)日本建築センター HNNN-10805 平成29年03月15日

（仮称）アパホテル＆リゾート&lt;両国駅タワー&gt; アパ株式会社 石川県金沢市大和町1-5 日本ERI(株) HNNN-10794 平成29年03月15日

（仮称）ＴＧＭＭ芝浦プロジェクト（Ａ棟・ホテル棟）
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-10334-4 平成29年03月15日
三井不動産株式会社 東京都中央区銀座6-17-1

(仮称)帝京大学八王子キャンパス新校舎棟 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 (一財)日本建築センター HNNN-08326-3 平成29年03月15日

（仮称）住友不動産秋葉原北口計画 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-10811 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

日本大学理工学部駿河台校舎キャンパス整備事業に伴う南棟（仮称） 学校法人　日本大学 東京都千代田区九段南4丁目8
番24号 (一財)日本建築センター HFNN-10350-2 平成29年03月15日

御堂筋平野町計画 株式会社　オービック 東京都中央区京橋2-4-15 (一財)日本建築センター HNNN-10804 平成29年03月14日

北中西・栄町地区第一種市街地再開発ビル 北中西・栄町地区市街地再開
発組合

滋賀県草津市大路一丁目8番5
号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10802 平成29年03月14日

（仮称）さいたま市浦和区仲町1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
ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10212-5 平成29年03月14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

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目9
番1号小石川富士ビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-10196-2 平成29年03月14日

福山市新総合体育館 福山市 広島県福山市東桜町3-5 (一財)日本建築センター NFNN-10824 平成29年03月13日

赤坂五丁目TBS開発計画 株式会社東京放送ホールディ
ングス 東京都港区赤坂5-3-6 (一財)日本建築センター HFNB-02499-1 平成29年03月13日

宮崎県防災拠点庁舎（仮称） 宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10828 平成29年03月10日

阿南市新庁舎 阿南市長　岩浅　嘉仁 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-06496-3 平成29年03月10日

（仮称）港区南青山二丁目計画
Iconique特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4

番1号
(一財)日本建築センター HNNN-10345-4 平成29年03月10日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号

（仮称）アパホテル＆リゾート&lt;横浜ベイタワー&gt; アパマンション株式会社 石川県金沢市大和町1番5号 (株)都市居住評価センター、
日本ERI(株) HNNF-10795 平成29年03月10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-08345-3 平成29年03月10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

赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂一丁目地区市街地再開発
組合

東京都港区赤坂一丁目5番12
号 (一財)日本建築センター HNNB-08113-4 平成29年03月10日

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ａ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目15
番19号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-08329-5 平成29年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

三井不動産ロジスティクスパーク茨木 彩都特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目４
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-10524-1 平成29年03月09日

岩井機械工業株式会社本社新社屋建設計画 岩井機械工業株式会社 東京都大田区東糀谷3-17-10 (一財)日本建築センター MNNN-10459-1 平成29年03月09日

（仮称）麹町一丁目計画 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) MNNF-10743-1 平成29年03月09日

ホテルドリームゲート舞浜別館（仮称） 東日本旅客鉄道株式会社 千葉市中央区弁天2丁目23番3
号 (一財)日本建築センター MFNN-10500-1 平成29年03月09日

（仮称）天王洲計画（タワー棟） 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 (株)都市居住評価センター HNNN-10476-2 平成29年03月09日

日本橋三井タワー 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-01456-1 平成29年03月09日

神栖中央公園防災アリーナ（仮称） 神栖防災アリーナPFI株式会
社 茨城県神栖市神栖三丁目1-56 (一財)日本建築センター NNNB-10818 平成29年03月07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-06445-1 平成29年03月07日

(仮称)流山おおたかの森駅前市有地活用事業集合住宅棟 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３丁目４
番１０号 (一財)日本建築センター MNNN-10789 平成29年03月07日

(仮称)東京流通センター物流ビルＢ棟建替計画 株式会社東京流通センター 東京都大田区平和島六丁目1
番1 (一財)日本建築センター MNNN-10447-1 平成29年03月07日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（A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-10619-1 平成29年03月07日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（C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-10618-1 平成29年03月07日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（B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-10617-1 平成29年03月07日

三鷹駅南口西側中央地区再開発事業共同ビル

株式会社細田工務店 東京都杉並区阿佐谷南3丁目3
5番21号

日本ERI(株) HNNN-10265-2 平成29年03月07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

相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2丁
目9番14号

北里大学臨床教育研究棟 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 MNNN-10416-1 平成29年03月03日

294/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

朝霞台中央総合病院移転計画 医療法人社団　武蔵野会
朝霞台中央総合病院

埼玉県朝霞市西弁財一丁目8
番10号 (一財)日本建築センター MNNN-10415-2 平成29年03月03日

(仮称)千代田区三番町計画

長島　公輔 東京都千代田区三番町2-1-70
1

(一財)日本建築センター MNNN-10411-1 平成29年03月03日長島　敏之 東京都千代田区三番町2-1-70
1

長島不動産株式会社 東京都千代田区五番町三番地
五番町グランドビル

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-07558-3 平成29年03月03日

（仮称）横浜市中区北仲通５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-10590-1 平成29年03月03日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目１番２号

(仮称)麹町３丁目タワープロジェクト

大林新星和不動産株式会社 東京都千代田区九段南三丁目
3番6号

(一財)日本建築センター HNNN-10430-1 平成29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

サンヨーホームズ株式会社 大阪市西区西本町一丁目4番1
号

藤久ビル東5号館
株式会社　文英土地建物 東京都豊島区目白3丁目15番8

号
(一財)日本建築センター HNNN-10242-3 平成29年03月03日

後藤　文男 東京都豊島区目白3丁目15番8
号

（仮称）渋谷区神南一丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区二丁目4番1号
新宿NSビル 日本ERI(株) HNNN-10177-2 平成29年03月03日

（仮称）中央区新川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6番1号

(一財)日本建築センター HNNN-10109-3 平成29年03月03日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4

番16号

よみうり文化センター（千里中央）再整備事業
関電不動産開発株式会社 大阪市北区中之島三丁目3番2

3号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-08122-4 平成29年03月03日

関西電力株式会社 大阪市北区中之島三丁目6番1
6号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

よみうり文化センター（千里中央）再整備事業
讀賣テレビ放送株式会社 大阪市中央区城見二丁目２番

３３号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-08122-4 平成29年03月03日

株式会社読売新聞大阪本社 大阪市北区野崎町５番９号

さいたま新都心ビル（仮称）・ドコモ埼玉ビル
株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町二丁目

11番1号
(一財)日本建築センター HNNB-09005-3 平成29年03月03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）富ヶ谷一丁目プロジェクト
住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8-11

(一財)日本建築センター MNNN-10497-1 平成29年03月01日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1丁目4-1

6

（仮称）野村不動産仙台青葉通ビル 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　新宿野村ビル

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10414-2 平成29年03月01日

前川製作所本社ビル新館計画 株式会社　前川製作所 東京都江東区牡丹3丁目14番1
5号 (一財)日本建築センター MNNB-10788 平成29年03月01日

羽衣駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 羽衣駅前地区市街地再開発組
合

大阪府高石市東羽衣三丁目1-
6 (一財)日本建築センター HNNN-10781 平成29年03月01日

広島八丁堀プロジェクト
広島電鉄株式会社 広島県広島市中区東千田町２

丁目9-29
日本ERI(株) HNNN-10389-2 平成29年03月01日

日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋3丁
目5番12号

(仮称)神田錦町二丁目計画 住友商事株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番
１１号 (一財)日本建築センター HNNB-10785 平成29年03月01日

宇田川町14・15番地区第一種市街地再開発事業施設建築物 宇田川町14・15番地区第一種
市街地再開発事業

東京都豊島区南池袋一丁目28
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-10779 平成29年03月01日

日清食品　新滋賀工場 日清食品株式会社 東京都新宿区新宿6-28-1 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-10812 平成29年02月28日

長岡事業所 株式会社　データドック 新潟県長岡市東坂之上町2-1-
1三井生命長岡ビル10F 日本ERI(株) MNNN-10800 平成29年02月28日

（仮称）千代田区一番町20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-10799 平成29年02月28日
東京建物　株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4

番16号

296/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

岡山県警察本部庁舎 岡山県知事　伊原木　隆太 岡山県岡山市北区内山2丁目4
番6号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10796 平成29年02月28日

埼玉石心会病院 社会医療法人財団　石心会 川崎市幸区都町39-1 日本ERI(株) MNNN-10407-3 平成29年02月28日

(仮称)市川市新第2庁舎 市川市 千葉県市川市八幡1丁目1番1
号 日本ERI(株) MNNN-10307-1 平成29年02月28日

(仮称)社会医療法人　愛仁会　千船病院 社会医療法人　愛仁会 大阪市西淀川区佃2丁目2番45
号 (一財)日本建築センター MNNN-10148-1 平成29年02月28日

オリンピックアクアティクスセンター（仮称） 東京都　代表者 東京都新宿区西新宿2-8-1 (一財)日本建築センター MNNB-10753-1 平成29年02月28日

新国立競技場（仮称） 独立行政法人日本スポーツ振
興センター

東京都港区北青山二丁目8番3
5号 (一財)日本建築センター MNNB-10667-2 平成29年02月28日

六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（南街区） 六本木三丁目東地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目6番1
号 (一財)日本建築センター HFNB-08229-6 平成29年02月28日

有明アリーナ（仮称） 東京都知事　小池　百合子 東京都新宿区西新宿2-8-1 (一財)日本建築センター MNNB-10803 平成29年02月23日

（仮称）松坂屋上野店南館建替計画 株式会社　大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築センター HNNB-10268-3 平成29年02月23日

代々木ゼミナール名古屋プロジェクト 学校法人高宮学園 東京都渋谷区代々木一丁目29
番1号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-10107-5 平成29年02月23日

NF青葉 株式会社ナカノフドー建設 東京都千代田区九段下北四丁
目2-28 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10793 平成29年02月22日

（仮称）医薬横浜研究所 日本たばこ産業株式会社 東京都港区虎ノ門2-2-1 日本ERI(株) MNNN-10792 平成29年02月22日

三菱倉庫株式会社茨木４号配送センター 三菱倉庫株式会社大阪支店 大阪府大阪市福島区野田六丁
目5番20号 日本ERI(株) MNNN-10790 平成29年02月22日

（仮称）墨田自動車工業株式会社様　本社屋 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNN-10780 平成29年02月22日

（仮称）アデニウム萬代橋タワー 株式会社奥村組東日本支社 東京都港区芝5-6-1 (一財)日本建築センター HFNN-02893-1 平成29年02月22日

MK-Tプロジェクト　オフィス棟 前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見二丁目
10番2号 (一財)日本建築センター MNNN-10775 平成29年02月21日

県営住宅山王団地１号館 山梨県 山梨県甲府市丸の内１－６－
１ 日本ERI(株) NFNN-10801 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

コナミクリエイティブセンター銀座 コナミリアルエステート株式
会社 東京都港区赤坂9丁目7番2号 日本ERI(株) MNNN-10770 平成29年02月17日

新市立伊勢総合病院 伊勢市 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29
号 日本ERI(株) MNNN-10699-1 平成29年02月17日

日本海事検定協会八丁堀本部ビル建替 一般社団法人
日本海事検定協会

東京都中央区八丁堀１丁目９
番７号 (一財)日本建築センター MNNN-10601-1 平成29年02月17日

高松赤十字病院新東館（仮称） 高松赤十字病院 香川県高松市番町4丁目1-3 日本ERI(株) MNNN-10583-1 平成29年02月17日

(仮称)エクセレントシティ本町三丁目 新日本建設株式会社 千葉県千葉市美浜区ひび野1
丁目4－3 (一財)日本建築センター MNNN-10361-1 平成29年02月17日

甲賀市新庁舎 甲賀市 滋賀県甲賀市水口町水口6053
番地 日本ERI(株) MNNN-10275-1 平成29年02月17日

（仮称）渋谷区役所建替プロジェクト　住宅棟 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNN-10769 平成29年02月17日

東神奈川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 東神奈川一丁目地区市街地再
開発組合

横浜市神奈川区東神奈川一丁
目6番

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10665-1 平成29年02月17日

天神赤坂プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 福岡県福岡市博多区上牟田二
丁目11番24号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10586-1 平成29年02月17日

（仮称）大阪扇町計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 日本ERI(株) HNNN-10528-2 平成29年02月17日

（仮称）柏木一丁目計画

株式会社錢高組東北支店 宮城県仙台市青葉区一番町四
丁目7番17号

日本ERI(株) HNNN-10272-1 平成29年02月17日三菱地所レジデンス株式会社 宮城県仙台市青葉区国分町三
丁目6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

渋谷宮下町計画 渋谷宮下町リアルティ株式会
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-10001-4 平成29年02月17日

産業能率大学　代官山校舎 学校法人　産業能率大学 東京都世田谷区等々力6丁目3
9番15号 (一財)日本建築センター MFNN-00530-1 平成29年02月16日

マロニエゲート銀座1 株式会社読売新聞東京本社 東京都千代田区大手町1丁目7
番1号 (一財)日本建築センター NNNB-01790-1 平成29年02月15日

五層六段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）スパイラルパーク56Ⅲ-S-20100型 JFEシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17番4

号　JFE蔵前ビル5階 (一財)日本建築センター NFEN-10798 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）スパイラルパーク45Ⅲ-S-20100型 JFEシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17番4

号　JFE蔵前ビル5階 (一財)日本建築センター NFEN-10797 平成29年02月15日

（仮称）MM21-32街区オフィス計画 東急不動産株式会社都市事業
ユニット都市事業本部 東京都港区南青山二丁目6-21 (株)東京建築検査機構 HFNB-10371-3 平成29年02月14日

大垣市新庁舎 大垣市 岐阜県大垣市丸の内2丁目29
番地 日本ERI(株) MNNN-10791 平成29年02月13日

岩手医科大学附属病院移転事業　附属病院新築計画 学校法人岩手医科大学 岩手県盛岡市内丸19番1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10763 平成29年02月13日

千葉県がんセンター新棟 千葉県病院局長　矢島　鉄也 千葉市中央区市場町1番1号 日本ERI(株) MNNN-10762 平成29年02月13日

（仮称）花咲町６丁目地区プロジェクト 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) MNNN-10236-3 平成29年02月13日

（仮称）近畿産業信用組合新本店 近畿産業信用組合 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎
町2-8 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10784 平成29年02月13日

千住一丁目地区市街地再開発事業施設建築物 千住一丁目地区市街地再開発
組合 東京都足立区島根1丁目2-3 (公財)東京都防災・建築まち

づくりセンター HNNN-10768 平成29年02月13日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目4
番12号 (一財)日本建築センター HNNN-10197-2 平成29年02月13日

学校法人　東京医科大学　新大学病院 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 日本ERI(株) HNNN-07185-3 平成29年02月13日

（仮称）虎ノ門2-10計画 株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門2-10-4 (一財)日本建築センター HNNB-10502-2 平成29年02月13日

日立市新庁舎 日立市 茨城県日立市助川町1丁目1番
1号 日本ERI(株) MNNN-10089-2 平成29年02月10日

(仮称)芝浦三丁目計画 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、日
本ERI(株) HFNN-10336-2 平成29年02月10日

（仮称）虎屋赤坂店建替計画 株式会社　一五 東京都港区南青山１丁目11番2
6号シャンプラージュ南青山3F (一財)日本建築センター NNNB-10787 平成29年02月09日

中央緑地新体育館 四日市市 三重県四日市市諏訪町1番5号 日本ERI(株) NNNB-10786 平成29年02月09日

坂出市新庁舎 坂出市 香川県坂出市室町二丁目3番5
号 (一財)日本建築センター MNNN-10761 平成29年02月08日

国立循環器病研究センター 国立研究開発法人国立循環器
病研究センター 大阪府吹田市藤白台5-7-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10554-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)広島大学跡地「知の拠点」再生プロジェクト

広島電鉄株式会社 広島県広島市中区東千田町二
丁目9番29号

(一財)日本建築センター HNNN-10757 平成29年02月08日

株式会社トータテ都市開発 広島県広島市中区国泰寺町二
丁目4番7号

菱重ファシリティー＆プロパ
ティーズ株式会社　広島支社

広島県広島市西区観音新町四
丁目8番4号

三井不動産レジデンシャル株
式会社　中国支店

広島県広島市中区中町9番12
号

三菱地所レジデンス株式会社 広島県広島市中区大手町三丁
目7番5号

小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物 小杉町３丁目東地区市街地再
開発組合

神奈川県川崎市中原区新丸子東
一丁目835番5号KAHALA EAST2
201号室

日本ERI(株) HNNN-10755 平成29年02月08日

（仮称）グランドメゾン浄水ガーデンシティプロジェクトⅠ期－③ (代表企業)積水ハウス株式会
社福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15-6綾杉ビル8F (株)東京建築検査機構 HNNN-10651-1 平成29年02月08日

国分町立体駐車場｛四層五段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-10783 平成29年02月07日

順天堂大学医学部附属浦安病院増改築計画 学校法人順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-10337-2 平成29年02月06日

（仮称）ポルシェセンター横浜青葉 有限会社　緑第一倉庫 神奈川県横浜市青葉区荏田町
301番地 日本ERI(株) NNNB-10777 平成29年02月03日

みなとみらいグランドセントラルタワー 丸紅リアルエステートマネジ
メント株式会社

東京都港区芝５丁目２０番６
号 (一財)日本建築センター HFNB-05567-1 平成29年02月03日

(仮称)大塚様猫実４丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10751 平成29年01月31日

スター精密株式会社　本社リニューアルプロジェクト スター精密株式会社 静岡県静岡市駿河区中吉田20
-10 日本ERI(株) MNNN-10750 平成29年01月31日

中央労働金庫　本店 中央労働金庫 東京都千代田区神田駿河台二
丁目五番地 (一財)日本建築センター MNNN-03007-1 平成29年01月31日

武蔵小金井駅南口第２地区第一種市街地再開発事業 武蔵小金井駅南口第２地区市
街地再開発組合

東京都小金井市本町六丁目9
番35号 (株)東京建築検査機構 HNNN-10752 平成29年01月31日

四谷駅前地区（再）施設建築物 独立行政法人　都市再生機構
東日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー (一財)日本建築センター HNNN-10516-1 平成29年01月31日

（仮称）港区南青山二丁目計画 Iconique特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10345-3 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）港区南青山二丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター HNNN-10345-3 平成29年01月31日

（仮称）ホテルユニゾ福岡博多駅前 ユニゾホテル株式会社 東京都中央区八丁堀2丁目10
番9号 日本ERI(株) MNNN-10774 平成29年01月30日

（仮称）千代田区六番町計画
東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

1号 日本ERI(株) MNNN-10773 平成29年01月30日

オリンピックアクアティクスセンター（仮称） 東京都　代表者 東京都新宿区西新宿2-8-1 (一財)日本建築センター MNNB-10753 平成29年01月30日

岐阜市新庁舎 岐阜市 岐阜県岐阜市今沢町18番地 日本ERI(株) HNNN-10782 平成29年01月30日

気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター整備等事業 鞆絵ｻｲｴﾝｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25
番1 (一財)日本建築センター HNNN-10767 平成29年01月30日

（仮称）東区・代官町計画 岡谷鋼機株式会社 名古屋市中区栄二丁目４番１
８号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10273-2 平成29年01月30日

（仮称）南1条西7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 日本ERI(株) HNNN-10154-1 平成29年01月30日

JFE物流株式会社　浮島倉庫 JFE物流株式会社
東京都千代田区大手町一丁目9番
5号大手町フィナンシャルシティ
ノースタワー25階

日本ERI(株) MNNN-10760 平成29年01月24日

明治埼玉工場新製造棟（第一期） 株式会社錢高組東京支社 東京都千代田区一番町31 (株)国際確認検査センター MNNN-10759 平成29年01月24日

（仮称）中央運輸㈱岩槻物流センター 中央運輸株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
10-2 日本ERI(株) MNNN-10745 平成29年01月24日

山佐木材株式会社CLT工場 山佐木材株式会社 鹿児島県肝属郡肝付町前田97
2番地 (一財)日本建築センター MNNN-10736 平成29年01月24日

（仮称）東北医科薬科大学　新大学病院棟 学校法人　東北医科薬科大学 宮城県仙台市青葉区小松島4-
4-1 (株)都市居住評価センター MNNN-10723 平成29年01月24日

（仮称）中丸子計画 ナイスエスト株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央4-37-1
0 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10508-1 平成29年01月24日

（仮称）麹町一丁目計画 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) MNNF-10743 平成29年01月24日

（仮称）千駄ヶ谷五丁目再開発計画
日本製粉株式会社 東京都千代田区麹町四丁目8

番地
(一財)日本建築センター HNNN-10747 平成29年01月24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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）竹芝地区開発計画建築計画（業務棟） 株式会社アルベログランデ 東京都中央区日本橋2丁目1番
14号 (一財)日本建築センター HNNB-10503-1 平成29年01月24日

伊予市本庁舎 伊予市役所 愛媛県伊予市米湊820 (一財)日本建築センター MNNN-10084-3 平成29年01月23日

岡崎信用金庫　名古屋本部ビル 岡崎信用金庫 愛知県岡崎市菅生町字元菅41
番地

(一財)日本建築センター、(株
)確認サービス MNNB-10456-1 平成29年01月23日

福岡市中央区長浜2丁目計画

株式会社ウェルホールディン
グス

福岡県福岡市中央区天神2丁目
14番8号天神センタービル11F

日本ERI(株) HNNN-10484-1 平成29年01月23日
三菱地所レジデンス株式会社 福岡県福岡市中央区天神1丁

目6番8号天神ツインビル

赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂九丁目北地区市街地再開
発組合

東京都港区赤坂9-6-44日本教
文社ビル4階 (株)都市居住評価センター HNNN-10167-2 平成29年01月23日

道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 道玄坂一丁目駅前地区市街地
再開発組合

東京都渋谷区道玄坂一丁目16
番3号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNB-10366-2 平成29年01月23日

（仮称）健康・レジャー施設及び複合施設 長野市長　加藤　久雄 長野市大字鶴賀緑町1613番地 (一財)日本建築センター NFNN-10772 平成29年01月20日

（仮称）大分県立屋内スポーツ施設 大分県知事　広瀬　勝貞 大分県大分市大手町３－１－
１ (一財)日本建築センター NFNB-10771 平成29年01月20日

赤社駐車場計画｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-10766 平成29年01月20日

（仮称）SP-78R-T｛施設併用七層八段型自走式自動車車庫｝ 綿半ソリューションズ株式会
社 東京都新宿区四谷1-4 (一財)日本建築センター NFEN-10765 平成29年01月20日

足柄上合同庁舎新本館 神奈川県 神奈川県横浜市中区日本大通
1 日本ERI(株) MNNN-10580-1 平成29年01月18日

（仮称）澤井様西瑞江５丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル３階 (一財)日本建築センター MNNN-10427-1 平成29年01月18日

高松サンポート合同（南館） 国土交通省　四国地方整備局 香川県高松市サンポート３番-
３３ (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10156-3 平成29年01月18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-06823-1 平成29年01月18日

新国立競技場（仮称） 独立行政法人日本スポーツ振
興センター

東京都港区北青山二丁目8番3
5号 (一財)日本建築センター MNNB-10667-1 平成29年01月18日

（仮称）グランドメゾン内久宝寺町2丁目タワー計画 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 日本ERI(株) HNNN-10640-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

虎の門病院 国家公務員共済組合連合会 東京都千代田区九段南1丁目1
番10号 (一財)日本建築センター HNNN-10410-2 平成29年01月18日

(仮称)ブランズタワーアイム札幌大通公園
株式会社じょうてつ 北海道札幌市白石区東札幌1

条1丁目1番8号
日本ERI(株) HNNN-10266-1 平成29年01月18日東急不動産株式会社

住宅事業ユニット
首都圏住宅事業本部

北海道札幌市中央区北1条西4
丁目2番2号

（仮称）新日比谷プロジェクト 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-10166-5 平成29年01月18日

（仮称）木場三丁目計画 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 (一財)日本建築センター HNNN-10091-4 平成29年01月18日

読売テレビ新社屋建設計画 讀賣テレビ放送株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁
目2番33号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-10599-1 平成29年01月18日

渋谷駅地区駅街区開発計画

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-08025-3 平成29年01月18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

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

中之島フェスティバルタワー・ウエスト
株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町四丁目1番1

3号 (一財)日本建築センター、(一
財)日本建築総合試験所 HFNB-10009-5 平成29年01月18日

株式会社朝日新聞社 大阪市北区中之島二丁目3番1
8号

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-08178-6 平成29年01月16日

（仮称）イオンモール徳島 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 日本ERI(株) NNNB-10764 平成29年01月13日

メッセ竹の塚　新築計画｛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-10676-1 平成29年01月13日

衛生研究所 名古屋市長　河村たかし 愛知県名古屋市中区三の丸三
丁目1番1号 日本ERI(株) MNNN-10758 平成29年01月13日

東日本建設業保証株式会社　新本社ビル建設計画 東日本建設業保証株式会社 東京都中央区築地5丁目5番12
号　浜離宮建設プラザ (株)都市居住評価センター MNNN-10226-2 平成29年01月13日

港南区総合庁舎 横浜市役所 神奈川県横浜市中区港町1丁
目1番地 日本ERI(株) MNNN-07726-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

呉市新庁舎 呉市 広島県呉市中央4丁目1番6号 日本ERI(株) MNNF-06915-4 平成29年01月13日

（仮称）新・栄タワーヒルズ 有限会社　東建大津通B 東京都中央区日本橋二丁目1
番14号 日本ERI(株) HNNN-10616-1 平成29年01月13日

（仮称）八王子計画
日本貨物鉄道株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目

３３番８号
日本ERI(株) HNNN-10559-1 平成29年01月13日

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号

西武鉄道池袋ビル 西武鉄道株式会社 東京都豊島区南池袋一丁目16
番15号 (一財)日本建築センター HFNB-10326-2 平成29年01月13日

ワールド北青山ビル 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4
番1号 (一財)日本建築センター HFNB-05849-1 平成29年01月13日

Casaネッビア 太田染工株式会社 兵庫県西宮市郷免町1-14 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10756 平成29年01月12日

(仮称)藤田保健衛生大学病院　Ｂ棟 学校法人藤田学園 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪
1番98 日本ERI(株) MNNN-10432-1 平成29年01月11日

NHK新静岡放送会館 日本放送協会静岡放送局 静岡県静岡市葵区西草深町1-
21 (一財)日本建築センター MNNN-10428-1 平成29年01月11日

新日本橋ビル（仮称） 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町3
番15号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10687 平成29年01月11日

（仮称）白金二丁目計画

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-10344-2 平成29年01月11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

明石駅前南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 明石駅前南地区市街地再開発
組合

兵庫県明石市大明石町一丁目
6番13号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-07977-2 平成29年01月11日

大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物

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 HFNB-10245-3 平成29年01月10日
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

新中核病院 筑西市 茨城県筑西市下中山732番地1 日本ERI(株) MNNN-10744 平成29年01月06日

（仮称）天満三丁目マンション 村本建設株式会社 奈良県北葛城郡広陵町大字平
尾11-1 日本ERI(株) MNNN-10742 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ニッセイ日本橋ビル 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 MNNN-10741 平成29年01月06日

（仮称）大阪市中央区・高麗橋２丁目計画

大林新星和不動産株式会社
大阪支店

大阪府大阪市中央区本町一丁
目8番12号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10740 平成29年01月06日
野村不動産株式会社
関西支社

大阪府大阪市西区阿波座一丁
目4番4号

港区北青山三丁目・港区施設　合築棟 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-10734 平成29年01月06日

赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂一丁目地区市街地再開発
組合

東京都港区赤坂一丁目5番12
号 (一財)日本建築センター HNNB-08113-3 平成29年01月06日

渋谷駅南街区プロジェクト　A棟 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 NNNB-10258-2 平成29年01月05日

パナホームW パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町一丁
目1番4号 (一財)日本建築センター MNNN-10776 平成29年01月05日

ＧＬＰ枚方Ⅲプロジェクト 枚方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-10754 平成29年01月05日

世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館 世田谷区 東京都世田谷区
世田谷4-21-27 (一財)日本建築センター MNNN-10735 平成29年01月05日

（仮称）折本様堀江４丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 (一財)日本建築センター MNNN-10727 平成29年01月05日

ディスコ九州支店 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 (一財)日本建築センター MNNN-10726 平成29年01月05日

三原市新庁舎 三原市 広島県三原市港町三丁目5番1
号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10724 平成29年01月05日

（仮称）磯上オフィスビル 有限会社建隆マネジメント 兵庫県神戸市中央区海岸通6
番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10722 平成29年01月05日

プレシス陸前高砂 一建設株式会社 東京都練馬区石神井町2-26-1
1 (一財)日本建築センター MNNN-10721 平成29年01月05日

天草市本庁舎 天草市役所 熊本県天草市東浜町8番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10720 平成29年01月05日

（仮称）千代田区永田町二丁目計画
東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

1号 日本ERI(株) MNNN-10717 平成29年01月05日

慶應義塾大学病院1号館（新病院棟） 慶應義塾 東京都港区三田二丁目15番45
号 日本ERI(株) MNNN-08092-4 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-06496-2 平成29年01月05日

（仮称）中区錦一丁目計画 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) HNNN-10716 平成29年01月05日

国立研究開発法人　国立がん研究センター（仮称）新総合棟新築 国立研究開発法人
国立がん研究センター 東京都中央区築地5-1-1 (一財)日本建築センター HNNN-10200-3 平成29年01月05日

（仮称）Ｙ計画　別館 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 HNNN-10130-4 平成29年01月05日

（仮称）Ｙ計画　本館 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 HNNN-10129-4 平成29年01月05日

三菱倉庫神戸支店　西神配送センター 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
一丁目7番4号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10713 平成28年12月26日

京都府警察本部新庁舎 京都府警察本部 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 MNNN-10545-1 平成28年12月26日

（仮称）藤沢鵠沼石上2丁目マンション ナイスエスト株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央四丁目37番10号 (一財)日本建築センター MNNN-10323-1 平成28年12月26日

近畿大学東大阪キャンパス整備計画（仮称）Ⅰ期 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江3丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10192-4 平成28年12月26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-07159-1 平成28年12月26日

（仮称）愛宕山周辺地区（Ⅰ地区） 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 HNNN-10712 平成28年12月26日

（仮称）六本木7丁目計画 合同会社ＫＲＦ22 代表社員
一般社団法人 アトラス

東京都中央区日本橋兜町6番5
号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10332-3 平成28年12月26日

（仮称）南森町集合住宅 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 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10116-1 平成28年12月26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-08345-2 平成28年12月22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）日本橋二丁目地区北地区７番街区 住友不動産株式会社
資産開発事業本部

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-07928-7 平成28年12月22日

月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業 月島一丁目西仲通り地区市街
地再開発組合

東京都中央区月島一丁目22番
10号 日本ERI(株) HNNN-10710 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（高層棟） 虎ノ門一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区虎ノ門一丁目19番
5号 (一財)日本建築センター HNNB-10711 平成28年12月20日

名古屋駅新ビル（仮称）他計画

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-
1-3

(一財)日本建築センター HFNB-07965-4 平成28年12月20日
東海旅客鉄道株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅1-

1-4

（仮称）富岡市庁舎 富岡市 群馬県富岡市富岡1460-1 (株)都市居住評価センター NNNB-10381-1 平成28年12月19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
東京支社 東京都北区東田端2-20-68

(一財)日本建築センター HFNB-08287-7 平成28年12月19日
国土交通省 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）医療法人　創起会　くまもと森都総合病院 医療法人創起会
くまもと森都総合病院

熊本県熊本市中央区新屋敷1
丁目17番27号 日本ERI(株) MNNN-10351-1 平成28年12月16日

習志野市庁舎 習志野市 千葉県習志野市鷺沼一丁目１
番１号 日本ERI(株) MNNN-10348-1 平成28年12月16日

徳島県立海部病院 徳島県病院局 徳島県徳島市万代町1丁目1番
地 日本ERI(株) MNNN-10017-1 平成28年12月16日

納屋橋東第一種市街地再開発事業 納屋橋東地区市街地再開発組
合

愛知県名古屋市中区栄一丁目
18番1号 日本ERI(株) HNNN-10185-2 平成28年12月16日

（仮称）MM21-59街区　B街区 岡田ビル株式会社 東京都目黒区自由が丘一丁目
8番9号 日本ERI(株) HNNN-10127-4 平成28年12月16日

四層五段型自走式自動車車庫［ナイスパークNP-4CR25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-10739 平成28年12月14日

五層六段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）［ナイスパークNP-5CL-SⅡ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-10738 平成28年12月14日

四層五段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）［ナイスパークNP-4CL-SⅡ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-10737 平成28年12月14日

小野薬品工業株式会社　新東京支社ビル 小野薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
1丁目8番2号 日本ERI(株) MNNN-10451-1 平成28年12月12日

長崎県庁舎（行政棟・議会棟） 長崎県総務部 長崎県長崎市江戸町2番13号 (株)都市居住評価センター MNNN-07983-1 平成28年12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-07376-3 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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東１計画 住友不動産株式会社 北海道札幌市中央区大通西4
丁目6番8 日本ERI(株) HNNN-10701 平成28年12月12日

（仮称）大阪市北区豊崎三丁目計画

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

大阪府大阪市北区中之島3丁
目2番18号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10544-1 平成28年12月12日住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁
目５番３３号

東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪府大阪市中央区南船場四
丁目４番３号

宇都宮大手地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 宇都宮大手地区市街地再開発
組合 栃木県宇都宮市二荒町4番2号 日本ERI(株) HNNN-10437-1 平成28年12月12日

（仮称）住友不動産　西五反田三丁目計画 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) HNNN-10161-3 平成28年12月12日

（仮称）山下町A街区ホテル計画 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 HNNB-10702 平成28年12月12日

福岡空港国内線旅客ターミナルビル 福岡空港ビルディング株式会
社

福岡県福岡市博多区大字下臼
井782番1 (一財)日本建築センター NNNB-10269-2 平成28年12月08日

プレミアヨコハマ

唐戸　ミヨ 神奈川県横浜市都筑区牛久保
町1430番

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-07664-2 平成28年12月08日唐戸　勲 神奈川県横浜市都筑区牛久保

2-16-9

唐戸　正博 神奈川県横浜市都筑区牛久保
町1430番

（仮称）六本木四丁目計画

株式会社　大京 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号

(株)東京建築検査機構 MNNN-10749 平成28年12月08日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

東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都港区南青山二丁目6番2

号

武蔵小山パルム駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小山パルム駅前地区市街
地再開発組合

東京都品川区小山三丁目26番
9号 日本ERI(株) HNNN-10465-1 平成28年12月08日

（仮称）渋谷区宇田川町計画 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) HNNB-10688 平成28年12月08日

（仮称）錦二丁目計画 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 (一財)日本建築センター HNNB-10450-1 平成28年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）錦二丁目計画 名古屋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 HNNB-10450-1 平成28年12月08日

(仮称)葺手ハイツ建替計画 葺手ハイツ・マンション建替
組合 東京都港区虎ノ門4-1-11 (一財)日本建築センター HFNN-07737-1 平成28年12月08日

ささしまライブ２４地区「（仮称）グローバルゲート」 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 (一財)日本建築センター HFNB-05252-4 平成28年12月08日

品川新駅（仮称）新築計画 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

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-10746 平成28年12月07日

新城市新庁舎 新城市 愛知県新城市字東入る船6番
地1 日本ERI(株) MNNN-10733 平成28年12月06日

（仮称）関西第二メディカル物流センター 日立キャピタルコミュニティ
株式会社

神奈川県綾瀬市深谷3734番1
号 日本ERI(株) MNNN-10725 平成28年12月06日

（仮称）人形町３丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋３－１－
８　スターツ日本橋ビル３階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10697 平成28年12月06日

豊見城中央病院移転新築 社会医療法人友愛会 沖縄県豊見城市上田25番地 日本ERI(株) MNNN-10696 平成28年12月06日

（仮称）グランドメゾン安城 積水ハウス株式会社
名古屋マンション事業部

愛知県名古屋市中村区名駅一
丁目1番4号 日本ERI(株) MNNN-10251-1 平成28年12月06日

（仮称）大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物（高層
棟）

大船駅北第二地区市街地再開
発組合

神奈川県横浜市栄区笠間二丁
目1番2号 (一財)日本建築センター HNNN-10748 平成28年12月06日

（仮称）東区泉１丁目計画 東急不動産株式会社
名古屋支店

愛知県名古屋市中村区名駅3
丁目25番9号 日本ERI(株) HNNN-10690 平成28年12月06日

六層七段型自走式自動車車庫｛SP-67LP2.5｝ 綿半ソリューションズ株式会
社 東京都新宿区四谷1-4 (一財)日本建築センター NFEN-10731 平成28年12月02日

六層七段型自走式自動車車庫｛SP-67LP2.0｝ 綿半ソリューションズ株式会
社 東京都新宿区四谷1-4 (一財)日本建築センター NFEN-10730 平成28年12月02日

TDK株式会社テクニカルセンターW2棟 TDK株式会社 千葉県市川市東大和田二丁目
１５－７ 日本ERI(株) NNNB-10729 平成28年12月01日

(仮称)三田一丁目計画 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　

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-10120-5 平成28年12月01日

QUON南麻布アネックス 三上　芳宏 東京都港区南麻布4-10-10
QUON601 (株)都市居住評価センター MNNN-10650-1 平成28年11月29日

(仮称)東京団地冷蔵株式会社再整備事業Ｂ棟 東京団地冷蔵株式会社 東京都大田区平和島六丁目2
番25号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10435-3 平成28年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)東京団地冷蔵株式会社再整備事業Ａ棟 東京団地冷蔵株式会社 東京都大田区平和島六丁目2
番25号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10434-3 平成28年11月29日

八王子キャンパス新２号館 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-10342-1 平成28年11月29日

（仮称）ウィザースレジデンス浜野駅前 株式会社　新昭和 千葉県君津市東坂田4丁目3番
3号 日本ERI(株) MNNN-10302-2 平成28年11月29日

（仮称）新MID大阪京橋ビル 関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島３丁
目３番２３号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-10253-1 平成28年11月25日

総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業 総曲輪三丁目地区市街地再開
発組合

富山県富山市総曲輪三丁目5
番8号 日本ERI(株) HNNN-10419-2 平成28年11月24日

（仮称）ＴＧＭＭ芝浦プロジェクト（Ａ棟・ホテル棟）
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-10334-3 平成28年11月24日
三井不動産株式会社 東京都中央区銀座6-17-1

五層六段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛PKパーキング　CCV-5/6-Ⅲ型｝ Ｐａｒｋキング建設株式会社 愛知県田原市緑が浜４－１－

６６ (一財)日本建築センター NFEN-10719 平成28年11月22日

四層五段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）｛PKパーキング　CCV-4/5-Ⅲ型｝ Ｐａｒｋキング建設株式会社 愛知県田原市緑が浜４－１－

６６ (一財)日本建築センター NFEN-10718 平成28年11月22日

（仮称）湯島2丁目マンション 有限会社　湯島加藤ビル 東京都葛飾区東新小岩5-19-2 (一財)日本建築センター MNNN-10422-2 平成28年11月22日

新宮市庁舎 新宮市 和歌山県新宮市春日1番1号 日本ERI(株) MNNN-10146-1 平成28年11月22日

京都女子大学図書館 学校法人　京都女子学園 京都府京都市東山区今熊野北
日吉町35 日本ERI(株) MNNB-08158-2 平成28年11月22日

（仮称）サンシティタワー神戸プロジェクト 株式会社ヘルスケア・ジャパ
ン

東京都港区赤坂1-12-32
アーク森ビル30階 日本ERI(株) HNNN-10029-5 平成28年11月22日

（仮称）内幸町二丁目プロジェクト グリーンアセットインベスト
メント特定目的会社

東京都中央区日本橋兜町6番5
号 (一財)日本建築センター HNNB-10228-5 平成28年11月22日

（仮称）芝公園１丁目ビル計画 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、日
本ERI(株) HFNB-10263-4 平成28年11月22日

（仮称）青葉区大町二丁目計画

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部

東京都港区赤坂２丁目９番１
１号

(一財)日本建築センター MNNN-10556-1 平成28年11月21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二丁
目４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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）関西ビジネスセンター（CPU棟） 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 MNNN-10358-2 平成28年11月21日

創価大学新滝山寮 学校法人　創価大学　 東京都八王子市丹木町1丁目2
36番地 (一財)日本建築センター MNNN-10330-1 平成28年11月21日

洲本市新庁舎 洲本市 兵庫県洲本市本町３丁目４番
１０号 日本ERI(株) MNNN-10267-2 平成28年11月21日

帝京大学医学部附属溝口病院 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀２－１１－
１ 日本ERI(株) MNNN-07769-2 平成28年11月21日

テレビ静岡本社ビル 株式会社テレビ静岡 静岡市駿河区栗原18番65号 (株)確認サービス MNNF-10325-2 平成28年11月21日

（仮称）近鉄不動産福島7丁目マンション 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-10677 平成28年11月21日

日本赤十字社　長崎県支部・長崎原爆病院 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎県長崎市茂里町3番15号 (一財)日本建築センター HNNN-10311-1 平成28年11月21日

（仮称）札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地再開発事業施設建築
物

札幌創世1.1.1区北1西1地区市
街地再開発組合

北海道札幌市中央区北一条西二
丁目1番地　札幌時計台ビル5階 (株)都市居住評価センター HNNB-10158-3 平成28年11月21日

（仮称）日立製作所中央研究所新棟計画 株式会社日立製作所中央研究
所

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁
目280 (一財)日本建築センター NNNB-10715 平成28年11月17日

東邦ガス株式会社　本社新北館 東邦ガス株式会社 愛知県名古屋市熱田区桜田町
19番18号 (株)確認サービス MNNN-10360-1 平成28年11月17日

（仮称）つくば吾妻Ⅱ計画 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二丁目
2番3号 (株)都市居住評価センター HNNN-10123-2 平成28年11月17日

（仮称）MM21-32街区オフィス計画 東急不動産株式会社
都市事業ユニット都市事業本部 東京都港区南青山二丁目6-21 (株)東京建築検査機構 HFNB-10371-2 平成28年11月17日

(仮称)ディスコ桑畑工場Ａ棟Ｂゾーン増築 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 (一財)日本建築センター MNNN-08156-1 平成28年11月16日

愛知大学　名古屋校舎（ささしま）＜本館（研究棟）＞ 学校法人　愛知大学 愛知県豊橋市町畑町字町畑1
番地の1 (株)確認サービス HNNN-10173-2 平成28年11月16日

富士山静岡空港旅客ターミナルビル（仮称） 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 NNNB-10552-1 平成28年11月15日

東京国際空港国際線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-08186-3 平成28年11月15日

東邦大学医療センター新大橋病院 学校法人　東邦大学 東京都大田区大森西五丁目21
番16号 日本ERI(株) MNNN-10368-1 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

飯塚市新庁舎 飯塚市 福岡県飯塚市新立岩5番5号 日本ERI(株) MNNN-10155-2 平成28年11月15日

須賀川市新庁舎 須賀川市 福島県須賀川市八幡町135番
地 日本ERI(株) MNNN-10072-2 平成28年11月15日

（仮称）区営東松下町住宅 千代田区役所 東京都千代田区九段南1-2-1 日本ERI(株) HNNN-10071-1 平成28年11月15日

神宮前計画 原宿タウン特定目的会社 東京都港区元赤坂一丁目1番8
号 (一財)日本建築センター HNNN-01489-3 平成28年11月15日

県立柏原・柏原赤十字統合新病院 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)日本建築センター MNNN-10674 平成28年11月14日

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ｂ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目15
番19号 日本ERI(株) HNNN-08340-4 平成28年11月14日

（仮称）虎ノ門2-10計画 株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門2-10-4 (一財)日本建築センター HNNB-10502-1 平成28年11月14日

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ａ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目15
番19号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-08329-4 平成28年11月14日

五層六段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）TOKAIパーク　アリビオⅡ 株式会社トーカイロード 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通

町五丁目27番の8 (一財)日本建築センター NFEN-10708 平成28年11月11日

四層五段型自走式自動車車庫（防災備蓄倉庫・オートバイ置場設置可
能タイプ）TOKAIパーク　サブライムⅣ 株式会社トーカイロード 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通

町五丁目27番の8 (一財)日本建築センター NFEN-10707 平成28年11月11日

セイワパーク　SSP-XK2型｛五層六段型自走式自動車車庫｝ セイワパーク株式会社 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-10706 平成28年11月11日

セイワパーク　SSP-ZK3型｛四層五段型自走式自動車車庫｝ セイワパーク株式会社 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-10705 平成28年11月11日

北斗56B（防災備蓄倉庫）｛五層六段型自走式自動車車庫｝ 株式会社　北斗システム 東京都文京区湯島2丁目31-15
和光湯島ビル (一財)日本建築センター NFEN-10704 平成28年11月11日

北斗45B（防災備蓄倉庫）｛四層五段型自走式自動車車庫｝ 株式会社　北斗システム 東京都文京区湯島2丁目31-15
和光湯島ビル (一財)日本建築センター NFEN-10703 平成28年11月11日

(仮称)伊勢半本店五番町ビル 株式会社　伊勢半本店 東京都中央区銀座八丁目11番
13号 日本ERI(株) MNNN-10714 平成28年11月11日

阿久根市民交流センター 阿久根市長　西平　良将 鹿児島県阿久根市鶴見町200
番地 (一財)日本建築センター NNNB-10709 平成28年11月10日

（仮称）新太田市民会館 太田市 群馬県太田市浜町2番35号 (一財)日本建築センター NNNB-10062-1 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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５野口ビル新築計画 株式会社野口ビル 東京都渋谷区宇田川町10番2
号 (一財)日本建築センター MNNN-10514-1 平成28年11月10日

帯広厚生病院 北海道厚生農業協同組合連合
会

北海道札幌市中央区北4条西1
丁目1番地 日本ERI(株) MNNN-10468-1 平成28年11月10日

近畿大学東大阪キャンパス整備計画（仮称）Ⅰ期 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江3丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10192-3 平成28年11月10日

梅田１丁目１番地計画
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
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-10283-3 平成28年11月10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

アルパイン計画｛施設併用六層七段型自走式自動車車庫｝ 株式会社ショウワパーク 大阪市淀川区宮原4丁目4-50 (一財)日本建築センター NFEN-10698 平成28年11月09日

NHK新金沢放送会館 日本放送協会　金沢放送局 石川県金沢市大手町十四番一
号 (一財)日本建築センター MNNN-10282-1 平成28年11月09日

(仮称)曳舟駅ビル開発計画 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2
号 日本ERI(株) MNNN-10140-1 平成28年11月09日

表参道ヒルズ 表参道ヒルズ管理組合
管理者森ビル株式会社

東京都渋谷区神宮前４丁目12
-10 (一財)日本建築センター MFNB-07802-3 平成28年11月09日

（仮称）NIC５計画A棟 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) HNNN-10686 平成28年11月09日

（仮称）中央区晴海二丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNN-10013-3 平成28年11月09日

（仮称）OH-1計画
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋宝町2-1-

1
(一財)日本建築センター HNNF-10511-2 平成28年11月09日

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-3

（仮称）函館本町地区優良建築物等整備事業 SPC函館本町開発株式会社 北海道函館市若松町19番3号 日本ERI(株) HNNB-10102-1 平成28年11月09日

北４東６周辺地区市街地再開発事業南街区計画 北４東６周辺地区市街地再開
発組合

北海道札幌市中央区北3条東5丁
目354番2北ガス不動産ビル3階 日本ERI(株) HNNN-10673 平成28年11月08日

神田練塀町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 神田練塀町地区市街地再開発
組合

東京都千代田区神田練塀町４
番地２ 日本ERI(株) HNNB-10668 平成28年11月08日

（仮称）博多駅前四丁目計画 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 日本ERI(株) MNNN-10692 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）公津の杜３丁目計画 スターツ日本橋ビル3階
スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8 日本ERI(株) MNNN-10691 平成28年11月07日

高知赤十字病院 高知赤十字病院 高知県高知市新本町二丁目13
-51 日本ERI(株) MNNN-10685 平成28年11月07日

（仮称）東駒形４丁目計画 西山　直宏 東京都墨田区東駒形4-23-2-7
01 日本ERI(株) MNNN-10683 平成28年11月07日

（仮称）広島二葉の里プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目
3-5

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-10675 平成28年11月07日

信濃毎日新聞社松本本社 信濃毎日新聞株式会社 長野県長野市南県町657番地 (一財)日本建築センター MNNN-10700 平成28年11月04日

新市立伊勢総合病院 伊勢市 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29
号 日本ERI(株) MNNN-10699 平成28年11月04日

（仮称）株式会社埼玉県魚市場　物流センター 株式会社　埼玉県魚市場 埼玉県さいたま市北区吉野町
2-226-1 日本ERI(株) MNNN-10682 平成28年11月04日

四国中央市新庁舎 四国中央市 愛媛県四国中央市三島宮川4
丁目6番55号 日本ERI(株) MNNN-10681 平成28年11月04日

世田谷梅ヶ丘拠点整備事業　区複合棟 世田谷区 東京都世田谷区
世田谷4-21-27 (一財)日本建築センター MNNN-10671 平成28年11月04日

（仮称）六町９７街区計画 スターツCAM株式会社　 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 日本ERI(株) MNNN-10670 平成28年11月04日

大原綜合病院 一般財団法人　大原記念財団 福島県福島市大町6番11号 日本ERI(株) MNNN-10363-1 平成28年11月04日

ＮＨＫ新熊本放送会館 日本放送協会 熊本県熊本市中央区千葉城町
2番7号 日本ERI(株) MNNN-10125-1 平成28年11月04日

藤沢市民病院再整備事業　新東館 藤沢市 神奈川県藤沢市朝日町１番地
の１

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-07650-2 平成28年11月04日

東池袋五丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 東池袋五丁目地区市街地再開
発組合

東京都豊島区東池袋四丁目30
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-10672 平成28年11月04日

（仮称）新日比谷プロジェクト 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-10166-4 平成28年11月04日

明治神宮野球場是正計画 明治神宮外苑 東京都新宿区霞ヶ丘町1-1 日本ERI(株) NNNB-10248-1 平成28年11月02日

（仮称）日本電産本社アネックス 日本電産株式会社 京都府京都市南区久世殿城町
338 日本ERI(株) NNNF-10694 平成28年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

長崎県立・大村市立一体型図書館及び大村市歴史資料館（仮称） 長崎県 長崎県長崎市江戸町2-13 日本ERI(株) NNNB-10695 平成28年11月01日

福岡市総合体育館 福岡照葉アリーナ株式会社 福岡市中央区渡辺通三丁目6-
11 日本ERI(株) NNNB-10689 平成28年11月01日

（仮称）伊伝静岡駅前駐車場計画｛施設併用五層六段型自走式自動車
車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-10693 平成28年11月01日

保健衛生総合庁舎 高知県知事　尾﨑　正直 高知県高知市丸ノ内1-2-20 (一財)日本建築センター MNNN-10232-1 平成28年10月31日

THE CONOE&lt;三田綱町&gt; アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町1-5 (株)都市居住評価センター MNNN-08320-2 平成28年10月31日

新発田市新庁舎 新発田市 新潟県新発田市中央町4丁目1
0番4号 日本ERI(株) MNNN-08237-1 平成28年10月31日

順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）新研究棟建設計
画 学校法人　順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1

号 (一財)日本建築センター HNNN-10536-1 平成28年10月31日

（仮称）内幸町二丁目プロジェクト グリーンアセットインベスト
メント特定目的会社

東京都中央区日本橋兜町6番5
号 (一財)日本建築センター HNNB-10228-4 平成28年10月27日

(仮称)DPL川口領家 大和ハウス工業株式会社
埼玉支社

埼玉県さいたま市大宮区大成
町三丁目261番2 日本ERI(株) MNNN-10662 平成28年10月25日

東神奈川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 東神奈川一丁目地区市街地再
開発組合

横浜市神奈川区東神奈川一丁
目6番

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10665 平成28年10月25日

中之島フェスティバルタワー・ウエスト
株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町四丁目1番1

3号 (一財)日本建築センター、(一
財)日本建築総合試験所 HFNB-10009-4 平成28年10月25日

株式会社朝日新聞社 大阪市北区中之島二丁目3番1
8号

（仮称）七日町商店街駐車場
施設併用立駐｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-10680 平成28年10月24日

守山駅前立体駐車場｛四層五段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-10679 平成28年10月24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-07157-2 平成28年10月24日

いなべ市庁舎 いなべ市 三重県いなべ市員弁町笠田新
田111番地 (株)確認サービス MNNN-10658 平成28年10月20日

（仮称）新小牧市民病院 小牧市民病院 愛知県小牧市常普請一丁目20
番地

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10657 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)麹町新スタジオ棟建設プロジェクト 日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋1-6-1 (一財)日本建築センター MNNN-10446-2 平成28年10月20日

石川県立中央病院 石川県 石川県金沢市鞍月１丁目１番
地 (株)確認サービス MNNN-08205-1 平成28年10月20日

日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業Ａ地区新築計画 日本橋室町三丁目地区市街地
再開発組合

東京都中央区日本橋本石町4-
4-20三井第二別館9階 (一財)日本建築センター HNNN-10392-1 平成28年10月20日

新日生病院建設プロジェクト 日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋３丁
目５番12号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10305-2 平成28年10月20日

（仮称）新東京武田ビル 武田薬品不動産株式会社 東京都中央区日本橋本町2丁
目1番7号 (一財)日本建築センター HFNN-10217-2 平成28年10月20日

弘前運動公園野球場 弘前市長　葛西　憲之 青森県弘前市大字上白銀町1-
1 (一財)日本建築センター NFNN-10678 平成28年10月17日

メッセ竹の塚　新築計画｛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-10676 平成28年10月17日

株式会社福田組本社社屋 株式会社福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通
町3-10 (一財)日本建築センター MNNN-10409-1 平成28年10月17日

ニッセイ静岡ビル 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 日本ERI(株) MNNN-10373-1 平成28年10月17日

(仮称)モンナカプロジェクト 株式会社　豊会館 東京都江東区門前仲町1-31-1
2 日本ERI(株) MNNN-10365-1 平成28年10月17日

木曽岬町複合型施設　行政棟 木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町大字西
対海地251番地 日本ERI(株) MNNN-10355-1 平成28年10月17日

（仮称）富山中央警察署 富山県 富山県富山市新総曲輪１番７
号 (一財)日本建築センター MNNN-10207-2 平成28年10月17日

（仮称）福山通運㈱東京支店ターミナル棟建替計画 福山通運株式会社 広島県福山市東深津町四丁目
20番1号 日本ERI(株) MNNN-08043-1 平成28年10月17日

（仮称）中央区西心斎橋一丁目計画
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)日本建築総合試験所 HNNN-10641 平成28年10月17日

近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町
六丁目5番13号

（仮称）グランドメゾン内久宝寺町2丁目タワー計画 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 日本ERI(株) HNNN-10640 平成28年10月17日

ブランズタワーみなとみらい 東急不動産株式会社 東京都港区南青山二丁目6番2
1号 (株)東京建築検査機構 HNNN-10074-4 平成28年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）豊島プロジェクトＡ棟
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目

7-2
(一財)日本建築センター HNNB-10655 平成28年10月17日

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9-
9

阿南医療センター 徳島県厚生農業協同組合連合
会

徳島県徳島市北佐古一番町5
番12号 日本ERI(株) MNNN-10635 平成28年10月13日

大手町タワー 大手町タワープロジェクト共
同企業体

福岡県北九州市門司区黄金町
3番4-102 日本ERI(株) HNNN-10637 平成28年10月12日

（仮称）西新橋２丁目計画 株式会社
永谷園ホールディングス

東京都港区西新橋二丁目36番
1号 日本ERI(株) HNNN-10636 平成28年10月12日

（仮称）はとバス港南ビル・港南一丁目市街地住宅の共同建替事業
独立行政法人都市再生機構 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 HNNN-10498-2 平成28年10月12日

株式会社はとバス 東京都大田区平和島五丁目4
番1号

（仮称）上智大学四谷キャンパス新棟計画 学校法人上智学院 東京都千代田区紀尾井町七番
一号 (株)都市居住評価センター HNNN-07935-5 平成28年10月12日

成田国際空港庁舎 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-07867-2 平成28年10月12日

浜松町二丁目４地区B街区（仮称）浜松町駅前プロジェクト
株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15-2

(一財)日本建築センター HNNB-10375-3 平成28年10月11日
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

（仮称）湯島三丁目マンション計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8ス
ターツ日本橋ビル3F 日本ERI(株) MNNN-10634 平成28年10月07日

大和ハウス工業／ヤマトグループ　関西ゲートウェイターミナル 茨木松下開発特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 日本ERI(株) MNNN-10426-1 平成28年10月07日

厚木市立病院 厚木市立病院 厚木市水引一丁目16番36号 (一財)日本建築センター MNNN-08024-5 平成28年10月07日

鹿児島大学（桜ヶ丘）病棟 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目
21番24号 日本ERI(株) MNNN-05901-2 平成28年10月07日

（仮称）丸の内3-2計画
株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内三丁目

2番1号
(一財)日本建築センター HNNB-10387-2 平成28年10月07日

東京商工会議所 東京都千代田区丸の内二丁目
5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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3-2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 HNNB-10387-2 平成28年10月07日

池井病院本館改修計画 医療法人養気会池井病院 宮崎県小林市真方87 (一財)日本建築センター MNNN-10663 平成28年10月06日

成田国際空港新ランプコントロールタワー 成田国際空港株式会社 千葉県成田市古込宇古込1-1
（成田国際空港内） (一財)日本建築センター MNNN-10646 平成28年10月06日

（仮称）新浦安明海プロジェクト　D棟

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3丁目4番
10号

日本ERI(株) MNNN-10633 平成28年10月06日
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

（仮称）新浦安明海プロジェクト　C棟

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3丁目4番
10号

日本ERI(株) MNNN-10632 平成28年10月06日
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

（仮称）新浦安明海プロジェクト　B棟

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3丁目4番
10号

日本ERI(株) MNNN-10631 平成28年10月06日
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

（仮称）新浦安明海プロジェクト　A棟

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3丁目4番
10号

日本ERI(株) MNNN-10630 平成28年10月06日
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

ビ・ウェル高知駅前 和建設株式会社 高知県高知市北本町4-3-25 日本ERI(株) MNNN-04430-1 平成28年10月06日

ビ・ウェル帯屋町 和建設株式会社 高知県高知市北本町4-3-25 日本ERI(株) MNNN-02947-1 平成28年10月06日

（仮称）資生堂グローバルイノベーションセンター 株式会社　資生堂 東京都中央区銀座七丁目5番5
号 (一財)日本建築センター HNNB-10628 平成28年10月06日

道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 道玄坂一丁目駅前地区市街地
再開発組合

東京都渋谷区道玄坂一丁目16
番3号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNB-10366-1 平成28年10月06日

（仮称）西五反田二丁目計画 パーク２４株式会社 東京都千代田区有楽町二丁目
7番1号 (一財)日本建築センター NNNB-10669 平成28年10月04日

（仮称）大手町１－１計画　Ｂ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)日本建築センター HFNB-07906-5 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

気仙沼市立病院（仮称） 気仙沼市長　菅原　茂 宮城県気仙沼市八日町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10159-1 平成28年10月03日

（仮称）プラウド錦町一丁目Ⅲ 野村不動産株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区中央一丁
目2番3号 (一財)日本建築センター HNNN-10461-1 平成28年10月03日

としまエコミューゼタウン
株式会社グローバルキッズ 東京都千代田区富士見二丁目

14-36
(一財)日本建築センター HFNF-07729-3 平成28年10月03日

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

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-07146-1 平成28年09月29日

新国立競技場（仮称） 独立行政法人日本スポーツ振
興センター

東京都港区北青山二丁目8番3
5号 (一財)日本建築センター MNNB-10667 平成28年09月28日

熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業施設建築物 熊本桜町再開発株式会社 熊本県熊本市中央区桜町3-10 (株)都市居住評価センター NNNB-10653 平成28年09月27日

豊見城市新庁舎 沖縄県豊見城市 沖縄県豊見城市字翁長854番
地1 日本ERI(株) MNNN-10664 平成28年09月27日

知多信用金庫　事務センター棟 知多信用金庫　理事長　榊原
康弘

愛知県半田市星崎町3丁目39
番地の18 (株)確認サービス MNNN-10660 平成28年09月27日

富士駅南口地区優良建築物等整備事業 富士駅南口地区優良建築物整
備事業建設組合

静岡県富士市水戸島元町4-1
曲松ビル2階5号室 日本ERI(株) MNNN-10184-2 平成28年09月27日

高崎駅東口第九地区優良建築物
高崎駅東口第九地区優良建築物
等整備事業　施工者代表
株式会社　ココパルク

群馬県高崎市東町5番地 日本ERI(株) HNNN-10656 平成28年09月27日

学校法人電波学園　東京電子専門学校　新館計画 学校法人電波学園
東京電子専門学校 東京都豊島区東池袋3-6-1 (株)東京建築検査機構 HNNN-10308-2 平成28年09月27日

（仮称）Ｙ計画　別館 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 HNNN-10130-3 平成28年09月27日

（仮称）Ｙ計画　本館 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 HNNN-10129-3 平成28年09月27日

（仮称）港町プロジェクトＣ棟

大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号

(一財)日本建築センター HNNN-05392-2 平成28年09月27日
京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪2丁目20番20

号

高知県立室戸広域公園屋内運動施設 高知県知事　 高知県高知市丸ノ内１丁目２
番２０号 (一財)日本建築センター NFNN-10066-1 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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 日本ERI(株) MNNN-10626 平成28年09月26日

（仮称）荒川二丁目複合施設 荒川区 東京都荒川区荒川二丁目2番3
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-07936-6 平成28年09月26日

東京都済生会中央病院 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部東京都済生会 東京都港区三田1丁目4番17号 (一財)日本建築センター HNNN-10183-2 平成28年09月26日

浜松町一丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 浜松町一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区浜松町一丁目３番
２号 (一財)日本建築センター HNNN-10141-2 平成28年09月26日

西新宿五丁目中央北地区第一種市街地再開発事業（A1地区） 西新宿五丁目中央北地区市街
地再開発組合

東京都新宿区西新宿５丁目２
－６　秋山ビル２０２ (一財)日本建築センター HNNN-08235-3 平成28年09月26日

（仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業2-1街区　AC棟 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-10638 平成28年09月26日

（仮称）幕張新都心若葉住宅地区計画（B7街区）高層棟

袖ケ浦興業株式会社 千葉県千葉市中央区中央4丁
目17番3号

日本ERI(株) HFNN-10666 平成28年09月26日

東方地所株式会社 千葉県千葉市中央区栄町39番
10号

株式会社　富士見地所 千葉県千葉市中央区栄町42番
11号　日本企業会館4階

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部 東京都港区赤坂2丁目9番11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

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

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

(仮称)三田一丁目計画 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　

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-10120-4 平成28年09月26日

QUON南麻布アネックス 三上　芳宏 東京都港区南麻布4-10-10　 (株)都市居住評価センター MNNN-10650 平成28年09月23日

広島ガス株式会社（仮称）防災センタービル 広島ガス株式会社 広島県広島市南区皆実待ち二
丁目7番1号 日本ERI(株) MNNN-10649 平成28年09月23日

（仮称）浅草橋１丁目プロジェクト スターツ信託株式会社 東京都中央区日本橋３－１－
８　スターツ日本橋ビル５階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10648 平成28年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

山陽新聞印刷配送センター 株式会社山陽新聞社 岡山県岡山市北区柳町2-1-1 日本ERI(株) MNNN-10645 平成28年09月23日

DC２棟
Inzai Development合同会社
代表社員
エフエムアール・エルエルシー

東京都港区芝浦三丁目１番３
５号　住友不動産駅前ビル (一財)日本建築センター MNNN-10643 平成28年09月23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-06041-2 平成28年09月23日

白金キャンパス薬学部校舎・北里本館建替新築 学校法人　北里研究所 東京都港区白金５－９－１ (一財)日本建築センター HNNN-08172-5 平成28年09月23日

（仮称）豊島プロジェクトＢ棟
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町一丁目

7-2
(一財)日本建築センター NNNB-10661 平成28年09月20日

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9-
9

（仮称）中央区難波3丁目計画 株式会社　成信 大阪府大阪市中央区淡路町3
丁目5番13号 日本ERI(株) NNNB-10659 平成28年09月20日

（仮称）ＭＭ21地区34街区商業施設開発計画（マークイズみなとみら
い） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

４－５ (一財)日本建築センター NNNB-06961-1 平成28年09月20日

柏の葉キャンパス148街区住宅計画　東棟 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) HFNN-10086-3 平成28年09月20日

虎ノ門トラストシティ　ワールドゲート 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目3-17 (一財)日本建築センター HFNB-10625 平成28年09月16日

名取駅前地区第一種市街地再開発事業　南棟 名取駅前地区市街地再開発組
合

宮城県名取市増田字柳田570-
2 日本ERI(株) MNNN-10642 平成28年09月14日

株式会社　エバルス　岡山ＡＬＣ（仮称） 株式会社　エバルス 広島県広島市南区大洲5丁目2
番10号 日本ERI(株) MNNN-10377-1 平成28年09月14日

名古屋掖済会病院　新病院棟 一般社団法人　日本海員掖済会
名古屋掖済会病院

愛知県名古屋市中川区松年町
４－６６ 日本ERI(株) MNNN-07811-2 平成28年09月14日

（仮称）オーケー株式会社寒川物流センター（ドライセンター） オーケー株式会社 東京都大田区仲六郷2-43-2 日本ERI(株) MNNB-10624 平成28年09月14日

（仮称）大阪市本庄西１丁目計画

パナホーム株式会社
都市開発支社 東京都新宿区西新宿2-3-1

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10037-2 平成28年09月14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）山下町プロジェクト スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル３階 (一財)日本建築センター MNNN-10612 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

GLP流山Ⅱプロジェクト 流山２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-10611 平成28年09月12日

（仮称）キャタラー研究開発センター　研究棟 株式会社キャタラー 静岡県掛川市千浜7800番地 日本ERI(株) MNNN-10610 平成28年09月12日

交詢ビルディング 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17-1 (一財)日本建築センター NNNB-00562-1 平成28年09月09日

日進赤池SC（立体駐車場）計画｛六層七段型自走式自動車車庫｝ 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-10654 平成28年09月09日

坂東市新庁舎 茨城県坂東市 茨城県坂東市岩井4365番地 (一財)日本建築センター MNNB-10083-2 平成28年09月09日

トラスコ中山プラネット埼玉 トラスコ中山株式会社 東京都港区新橋四丁目28番1号
トラスコ　フィオリートビル (一財)日本建築センター MNNN-10614 平成28年09月08日

塩野義製薬CMC研究新棟計画（501棟） 塩野義製薬株式会社 大阪府大阪市中央区修道町3
丁目1番8号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10335-1 平成28年09月08日

新奈良県総合医療センター 地方独立行政法人奈良県立病
院機構

奈良県大和郡山市満願寺町60
-1 日本ERI(株) MNNN-08354-3 平成28年09月08日

岡山大学（医病）中央診療棟 国立大学法人岡山大学 岡山県岡山市北区津島中一丁
目1番1号 日本ERI(株) MNNN-08265-1 平成28年09月08日

鳥羽警察署 三重県警察本部 三重県津市広明町13番地 (一財)日本建築センター MNNN-05190-1 平成28年09月08日

県立志摩病院　外来診療棟 三重県病院事業庁 三重県津市広明町13 日本ERI(株) MNNN-01569-1 平成28年09月08日

（仮称）MM21-59街区　B街区 岡田ビル株式会社 東京都目黒区自由が丘一丁目
8番9号 日本ERI(株) HNNN-10127-3 平成28年09月07日

大阪国際空港ターミナルビル 関西エアポート株式会社 大阪府大阪市西区西本町一丁
目4-1 (株)国際確認検査センター NNNB-10639 平成28年09月06日

独立行政法人地域医療機能推進機構　南海医療センター　新病院棟 独立行政法人地域医療機能推
進機構 大分県佐伯市常盤西町11-20 日本ERI(株) MNNN-10615 平成28年09月06日

（仮称）吹田市新市民病院 地方独立行政法人市立吹田市
民病院

大阪府吹田市片山町二丁目13
番20号 日本ERI(株) MNNN-10608 平成28年09月06日

（仮称）上高井戸1丁目H様　免震計画 保谷　勲 東京都杉並区上高井戸1丁目6
-15 日本ERI(株) MNNN-10607 平成28年09月06日

（仮称）中野区中央５丁目計画 古野　典 東京都中野区中央5-12-1-100
5 日本ERI(株) MNNN-10606 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)千代田区一番町計画
東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
首都圏住宅事業本部

東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番2号 (株)都市居住評価センター MNNN-10152-2 平成28年09月06日

市立恵那病院 岐阜県恵那市 岐阜県恵那市長島町正家一丁
目１番地１ 日本ERI(株) MNNN-08192-1 平成28年09月06日

（仮称）港区六本木四丁目計画 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 MFNN-10174-3 平成28年09月06日

（仮称）グランドメゾン浄水ガーデンシティプロジェクトⅠ期－③ （代表企業）積水ハウス株式
会社福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15-6綾杉ビル8F (株)東京建築検査機構 HNNN-10651 平成28年09月06日

（仮称）新・栄タワーヒルズ 有限会社　東建大津通B 東京都中央区日本橋二丁目1
番14号 日本ERI(株) HNNN-10616 平成28年09月06日

（仮称）湊二丁目計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSビル19階 日本ERI(株) HNNN-10609 平成28年09月06日

（仮称）大阪扇町計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 日本ERI(株) HNNN-10528-1 平成28年09月06日

山口大学医学部附属病院（診療棟・病棟）及び第１病棟 国立大学法人　山口大学 山口県山口市吉田1677-1 (一財)日本建築センター HNNN-10274-2 平成28年09月06日

(仮称）JR高槻駅北東地区開発事業　複合棟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-07445-2 平成28年09月06日

（仮称）東区香椎浜3丁目(D棟) 株式会社ユニカ 福岡県福岡市中央区大名1丁
目2番23号 日本ERI(株) HNNN-03672-1 平成28年09月06日

読売テレビ新社屋建設計画 讀賣テレビ放送株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁
目2番33号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-10599 平成28年09月06日

市立八幡浜総合病院 市立八幡浜総合病院 愛媛県八幡浜市大平1番耕地
638番地 日本ERI(株) MNNN-07774-1 平成28年09月05日

日本海事検定協会八丁堀本部ビル建替 一般社団法人
日本海事検定協会

東京都中央区八丁堀１丁目９
番７号 (一財)日本建築センター MNNN-10601 平成28年09月02日

（仮称）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 東京都中央区日本橋人形町3-
5-1 (一財)日本建築センター MNNN-10281-1 平成28年09月02日

能代市庁舎整備事業 能代市長　齊藤　滋宣 秋田県能代市上町1-3 (一財)日本建築センター MNNN-10162-2 平成28年09月02日

（仮称）中央区瓦町３丁目計画
野村不動産株式会社関西支社 大阪府大阪市西区阿波座１丁

目４番４号
(一財)日本建築センター HNNN-10602 平成28年09月02日

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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大井一丁目南第１地区第一種市街地再開発事業施設建築物 大井一丁目南第１地区市街地
再開発組合 東京都品川区大井1-34-11 (株)都市居住評価センター HNNN-10600 平成28年09月02日

（仮称）横浜市中区北仲通５丁目計画

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 HNNN-10590 平成28年09月02日丸紅株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
４番２号

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目１番２号

糀谷駅前地区第一種市街地再開発事業　第２街区 糀谷駅前地区市街地再開発組
合 東京都大田区南蒲田3-12-10 日本ERI(株) HNNN-10070-2 平成28年09月02日

糀谷駅前地区第一種市街地再開発事業　第１街区 糀谷駅前地区市街地再開発組
合 東京都大田区南蒲田3-12-10 日本ERI(株) HNNN-10069-2 平成28年09月02日

藤枝駅前一丁目8街区第一種市街地再開発事業（住宅棟） 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋1-7-1 日本ERI(株) MNNN-10418-1 平成28年08月31日

東北大学（青葉山３）総合研究棟（農学系） 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 (一財)日本建築センター MNNN-08352-1 平成28年08月31日

独立行政法人　国立病院機構　岩手病院　病棟等建替整備 独立行政法人　国立病院機構
岩手病院

岩手県一関市山目字泥田山下
48 日本ERI(株) MNNN-07347-1 平成28年08月31日

（仮称）立川1丁目免震計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-1-8
スターツ日本橋ビル3階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10473-1 平成28年08月30日

（仮称）熊本立体駐車場改築計画｛施設併用六層七段型自走式自動車
車庫｝ 三進金属工業株式会社 大阪府泉北郡忠岡町新浜2丁

目5-20 (一財)日本建築センター NFEN-10629 平成28年08月29日

（仮称）銀座8丁目新築計画 株式会社　SuSuMu 東京都中央区銀座5-14-14サ
ンリット銀座ビルⅡ (株)都市居住評価センター MNNN-10213-2 平成28年08月29日

東部医療センター新病棟 名古屋市 愛知県名古屋市中区三の丸三
町目1番1号 日本ERI(株) MNNN-10594 平成28年08月26日

（仮称）防災センター建設工事設計業務 石巻市 宮城県石巻市穀町14番1号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10585 平成28年08月26日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（A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-10619 平成28年08月26日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（C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-10618 平成28年08月26日

（仮称）有明北3-1地区（3-1-A街区）計画（B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-10617 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）乃木坂ナショナルコートマンション建替事業 乃木坂ナショナルコートマン
ション建替組合

東京都千代田区神田神保町1-
41 (一財)日本建築センター HNNN-10591 平成28年08月26日

天神赤坂プロジェクト 大和ハウス工業株式会社 福岡県福岡市博多区上牟田二
丁目11番24号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10586 平成28年08月26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-08345-1 平成28年08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番6号

（仮称）沼津添地町計画 静岡鉄道株式会社 静岡県静岡市葵区鷹匠一丁目
1-1 日本ERI(株) MNNN-10597 平成28年08月25日

（仮称）広島テレビ放送株式会社　新社屋 広島テレビ放送株式会社 広島県広島市中区中町6番6号 日本ERI(株) MNNN-10596 平成28年08月25日

赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂一丁目地区市街地再開発
組合

東京都港区赤坂一丁目5番12
号 (一財)日本建築センター HNNB-08113-2 平成28年08月25日

メディセオ埼玉ALC（仮称） 株式会社　メディセオ 東京都中央区八重洲２－７－
１５ 日本ERI(株) MNNB-10303-2 平成28年08月22日

（仮称）小杉町二丁目開発計画（Ｂ地区）
ＪＸ不動産株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町一

丁目1番地8
日本ERI(株) HNNN-10296-3 平成28年08月22日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目1番2号

（仮称）小杉町二丁目開発計画（A地区）
JX不動産株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町一

丁目1番地8
日本ERI(株) HNNN-10098-3 平成28年08月22日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目1番2号

代々木ゼミナール名古屋プロジェクト 学校法人高宮学園 東京都渋谷区代々木一丁目29
番1号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-10107-4 平成28年08月22日

東京国際展示場増築計画 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 NNNB-10621 平成28年08月19日

(仮称)岡山コンピュータビル新築計画 株式会社　日立建設設計 東京都千代田区内神田3-11-7
日立神田ビル (一財)日本建築センター MNNN-10620 平成28年08月19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-05843-1 平成28年08月19日

（仮称）東町運動公園体育館 水戸市 茨城県水戸市中央１丁目４番
１号 (株)都市居住評価センター NNNB-10623 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）コートパセフィコ 株式会社
グリーンアカデミー

福島県福島市東中央三丁目17
番地 日本ERI(株) MNNN-10438-1 平成28年08月18日

（仮称）太白区あすと長町一丁目計画 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二町
目4番6号 日本ERI(株) HNNN-10627 平成28年08月18日

トヨタレンタリース沖縄・返却場新築計画｛施設併用三層四段型自走
式自動車車庫｝ 雄健工業株式会社 熊本県玉名郡長州町大字名石

浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-10622 平成28年08月15日

福島赤十字病院（仮称） 福島赤十字病院 福島県福島市入江町11番31号 (一財)日本建築センター MNNN-10579 平成28年08月12日

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 独立行政法人国立病院機構大
阪医療センター

大阪府大阪市中央区法円坂2-
1-14 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10564 平成28年08月12日

（仮称）株式会社ホウスイ　豊洲新市場冷蔵庫 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-10238-2 平成28年08月12日

大阪府立成人病センター整備事業 株式会社大阪メディカルサポ
ートＰＦＩ

大阪府大阪市中央区本町4-1-
13 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10004-2 平成28年08月12日

渋谷cocotiビル 三井住友信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 (一財)日本建築センター NNNB-01195-1 平成28年08月10日

莇生住宅　Ｃ棟 みよし市 愛知県みよし市三好町小坂50
番地 日本ERI(株) NFNN-10605 平成28年08月10日

莇生住宅　Ｂ棟 みよし市 愛知県みよし市三好町小坂50
番地 日本ERI(株) NFNN-10604 平成28年08月10日

莇生住宅　Ａ棟 みよし市 愛知県みよし市三好町小坂50
番地 日本ERI(株) NFNN-10603 平成28年08月10日

(仮称)松戸市立千駄堀新病院建設事業計画 松戸市 千葉県松戸市根本387番地の5 (一財)日本建築センター MNNN-10385-1 平成28年08月10日

順天堂大学医学部附属浦安病院増改築計画 学校法人順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-10337-1 平成28年08月10日

出水市新庁舎 出水市長　渋谷　俊彦 鹿児島県出水市緑町1番3号 (一財)日本建築センター MNNN-10045-1 平成28年08月10日

相馬市新庁舎 相馬市 福島県相馬市中村字大手先１
３番地 日本ERI(株) MNNN-08284-1 平成28年08月10日

ふくしま国際医療科学センター　D棟 公立大学法人
福島県立医科大学 福島県福島市光が丘１番地 (株)都市居住評価センター MNNN-08034-3 平成28年08月10日

（仮称）はまなす複合施設 株式会社　北洋銀行 北海道札幌市中央区大通西3-
11 (一財)日本建築センター MNNN-04235-1 平成28年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)芝浦三丁目計画 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、日
本ERI(株) HFNN-10336-1 平成28年08月10日

南海ターミナルビル 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

(一財)日本建築総合試験所、
日本ERI(株) HNNB-06441-3 平成28年08月05日

大丸心斎橋店本館 株式会社大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-01413-3 平成28年08月04日

高松赤十字病院新東館（仮称） 高松赤十字病院 香川県高松市番町4丁目1-3 日本ERI(株) MNNN-10583 平成28年08月02日

（仮称）マツダ八重洲ビル建替計画 東京マツダ販売株式会社 東京都中央区八丁堀1丁目10-
7 日本ERI(株) MNNN-10577 平成28年08月02日

広島八丁堀プロジェクト
広島電鉄株式会社 広島市中区東千田町２丁目9-

29
日本ERI(株) HNNN-10389-1 平成28年08月02日

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

埼玉県立小児医療センター・さいたま赤十字病院
さいたま赤十字病院 埼玉県さいたま市中央区上落

合八丁目3番33号 (一財)さいたま住宅検査セン
ター HNNN-07795-5 平成28年08月02日

埼玉県病院事業管理者 埼玉県さいたま市浦和区高砂
三丁目１３番３号

川崎医科大学附属川崎病院 学校法人　川崎学園 岡山県倉敷市松島５７７ (一財)日本建築総合試験所 HNNN-07775-1 平成28年08月02日

(仮称)三橋様津田沼5丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5Ｋ
ＤＸ日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10359-1 平成28年08月01日

滋賀県立成人病センター新館 滋賀県病院事業庁長 滋賀県守山市守山五丁目4－3
0 (一財)日本建築センター MNNN-07238-1 平成28年08月01日

（仮称）ＫＩＣＯＮＡ
松戸店｛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-10598 平成28年07月29日

足柄上合同庁舎新本館 神奈川県 神奈川県横浜市中区日本大通
1 日本ERI(株) MNNN-10580 平成28年07月29日

市原市防災庁舎 市原市 千葉県市原市国分寺台中央一
丁目1番地1 日本ERI(株) MNNN-10455-1 平成28年07月29日

埼玉石心会病院 社会医療法人財団　石心会 川崎市幸区都町39-1 日本ERI(株) MNNN-10407-2 平成28年07月29日

亜細亜大学新1号館建替 学校法人　亜細亜学園 東京都武蔵野市境5丁目24番1
0号 日本ERI(株) MNNN-10406-2 平成28年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

Ｌａｎｄｐｏｒｔ八王子Ⅱ 野村不動産株式会社
都市開発事業本部

東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号 日本ERI(株) MNNN-10277-1 平成28年07月29日

堀越高等学校耐震改築 学校法人堀越学園 東京都中野区中央2丁目-56-2 日本ERI(株) MNNN-08060-1 平成28年07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-06790-2 平成28年07月29日

（仮称）渋谷区恵比寿１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) HNNN-10582 平成28年07月29日

（仮称）天王洲計画（タワー棟） 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 (株)都市居住評価センター HNNN-10476-1 平成28年07月29日

島根銀行本店 株式会社島根銀行 島根県松江市東本町二丁目35
番地 (一財)日本建築センター HNNN-10092-1 平成28年07月29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-08189-2 平成28年07月29日

小倉駅南口東地区第一種市街地再開発事業 小倉駅南口東地区市街地再開
発組合

福岡県北九州市小倉北区魚町
１丁目４番21号 日本ERI(株) HFNN-10584 平成28年07月29日

日本大学理工学部駿河台校舎キャンパス整備事業に伴う南棟（仮称） 学校法人　日本大学 東京都千代田区九段南4丁目8
番24号 (一財)日本建築センター HFNN-10350-1 平成28年07月29日

大阪府立成人病センター整備事業 株式会社大阪メディカルサポ
ートＰＦＩ

大阪府大阪市中央区本町4-1-
13 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10004-1 平成28年07月28日

GLP流山Ⅰプロジェクト 流山１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-10576 平成28年07月26日

紙与不動産（仮称）博多駅中央街ビル 紙与不動産株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁
目12-14 (株)都市居住評価センター MNNN-10575 平成28年07月26日

奄美市本庁舎 奄美市 鹿児島県奄美市名瀬幸町25番
8号 日本ERI(株) MNNN-10572 平成28年07月26日

（仮称）真澄寺横浜別院 真澄寺 東京都立川市柴崎街一丁目2-
13 日本ERI(株) MNNN-10571 平成28年07月26日

桃谷順天館新社屋 株式会社桃谷順天館 大阪府大阪市港区市岡２丁目
４番３０号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10230-1 平成28年07月26日

高浜発電所２号機外部しゃへい建屋 関西電力株式会社 福井県三方郡美浜町郷市13号
横田8番 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10593 平成28年07月26日

高浜発電所１号機外部しゃへい建屋 関西電力株式会社 福井県三方郡美浜町郷市13号
横田8番 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10592 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

四国中央市市民文化ホール 四国中央市 愛媛県四国中央市三島宮川4
丁目6番55号 日本ERI(株) NNNB-10578 平成28年07月22日

総合スポーツゾーン新武道館 栃木県 栃木県宇都宮市塙田１丁目１
番２０号 (株)都市居住評価センター NFNB-10587 平成28年07月22日

上大岡駐車場計画｛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 熊本県玉名郡長州町大字名石
浜21番地13 (一財)日本建築センター NFEN-10589 平成28年07月22日

（仮称）Dプロジェクト流山C棟 株式会社　流山共同開発 東京都千代田区神田2丁目15
番4号 日本ERI(株) MNNN-10570 平成28年07月22日

ＫＡＭＩＩＫＥＤＡＩ　２１５５ 石井　明茂 東京都目黒区大岡山2-4-14 日本ERI(株) MNNN-02469-1 平成28年07月22日

小学館ビル 小学館不動産株式会社
東京都千代田区神田神保町二丁
目１３番地
神保町ＭＦビル２Ｆ

(株)都市居住評価センター MFNB-07931-4 平成28年07月22日

(仮称)三田一丁目計画 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　

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-10120-3 平成28年07月22日

（仮称）芝公園１丁目ビル計画 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、日
本ERI(株) HFNB-10263-3 平成28年07月22日

県営住宅原団地Ｏ棟 静岡県 静岡県静岡市追手町9番6号 日本ERI(株) NFNN-10588 平成28年07月21日

彰栄様北大塚２丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-15
KDX日本橋ビル4F 日本ERI(株) MNNN-10565 平成28年07月19日

（仮称）大阪第一DC 株式会社ミライト・テクノロ
ジーズ

大阪府大阪市西区江戸堀3-3-
15 (一財)日本建築センター MNNN-10563 平成28年07月19日

(仮称)河合塾横浜校新築計画 学校法人　河合塾 愛知県名古屋市瑞穂区駒場町
四丁目1番地 日本ERI(株) MNNN-10519-1 平成28年07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 東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10414-1 平成28年07月19日

長崎県警察本部庁舎 長崎県 長崎県長崎市江戸町2番13号 日本ERI(株) MNNN-07808-1 平成28年07月19日

（仮称）荒川二丁目複合施設 荒川区 東京都荒川区荒川二丁目2番3
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-07936-5 平成28年07月19日

（仮称）芝5丁目プロジェクト
清水建設株式会社　 東京都中央区京橋二丁目16-1

(株)東京建築検査機構 HNNN-10464-1 平成28年07月19日三井不動産株式会社
ビルディング本部
ビルディング事業二部長

東京都中央区銀座六丁目17-1
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物（B街区） 西品川一丁目地区市街地再開
発組合 東京都品川区西品川1-1-1 (一財)日本建築センター HNNN-10187-3 平成28年07月19日

湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業B街区 湊二丁目東地区市街地再開発
組合 東京都中央区湊2丁目12番6号 日本ERI(株) HNNN-10118-2 平成28年07月19日

（仮称）横浜駅西口開発ビル計画 東日本旅客鉄道株式会社　 神奈川県横浜市西区平沼1-40
-26 (一財)日本建築センター HNNB-10436-1 平成28年07月19日

さいたま新都心ビル（仮称）・ドコモ埼玉ビル
株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町二丁目

11番1号
(一財)日本建築センター HNNB-09005-2 平成28年07月19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

大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物

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 HFNB-10245-2 平成28年07月19日
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

(仮称)東京団地冷蔵株式会社再整備事業Ｂ棟 東京団地冷蔵株式会社 東京都大田区平和島六丁目2
番25号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10435-2 平成28年07月14日

(仮称)東京団地冷蔵株式会社再整備事業Ａ棟 東京団地冷蔵株式会社 東京都大田区平和島六丁目2
番25号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10434-2 平成28年07月14日

東上野四丁目第１ビル（仮称） 東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野三丁目１
９番６号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-08083-2 平成28年07月14日

（仮称）仲よし幼稚園跡地活用計画

野村不動産株式会社
開発企画本部

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-10560 平成28年07月14日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一丁
目１１番１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

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

広島県広島市南区的場町2-6-
7 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-08164-4 平成28年07月14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

神奈川県川崎市川崎区東田町
8番地パレール三井ビル９階 (一財)日本建築センター HNNN-08003-4 平成28年07月14日

ささしまライブ２４地区「（仮称）グローバルゲート」 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 (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) HFNB-05252-3 平成28年07月14日

国立循環器病研究センター 国立研究開発法人国立循環器
病研究センター 大阪府吹田市藤白台5-7-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10554 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

鳥取県立中央病院 鳥取県 鳥取県鳥取市江津730番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10553 平成28年07月12日

あすと長町中央公園
株式会社ワールドアイシティ 仙台市青葉区一番町2丁目4番

1号 ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10388-1 平成28年07月12日

野村不動産株式会社仙台支店 仙台市青葉区中央一丁目2番3
号

（仮称）上野池之端プロジェクト 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-10153-1 平成28年07月12日

総合スポーツゾーン新スタジアム 栃木県 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番
20号 (一財)日本建築センター NNNB-10573 平成28年07月11日

GLP狭山日高Ⅱプロジェクト 狭山日高２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 日本ERI(株) MNNN-10180-2 平成28年07月11日

（仮称）医療法人福冨士会　京都ルネス病院 医療法人　福冨士会
京都ルネス病院 京都府福知山市末広町1-38 日本ERI(株) MNNN-10121-1 平成28年07月11日

（仮称）六本木7丁目計画 合同会社ＫＲＦ22 代表社員
一般社団法人 アトラス

東京都中央区日本橋兜町6番5
号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10332-2 平成28年07月11日

（仮称）渋谷区神南一丁目計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区二丁目4番1号
新宿NSビル 日本ERI(株) HNNN-10177-1 平成28年07月11日

（仮称）OH-1計画
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋宝町2-1-

1
(一財)日本建築センター HNNF-10511-1 平成28年07月11日

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-3

六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（南街区） 六本木三丁目東地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目6番1
号 (一財)日本建築センター HFNB-08229-5 平成28年07月08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
資産開発事業本部

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-07928-6 平成28年07月08日

キユーピー神戸工場 キユーピー株式会社 東京都渋谷区渋谷１丁目4番
の13号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-10386-1 平成28年07月06日

（仮称）JR姫路駅NKビル 神戸SC開発株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉本町
1丁目2番1号 (一財)日本建築センター NNNB-06659-1 平成28年07月06日

（仮称）G座間計画｛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-10569 平成28年07月06日

さいたま市立病院新病院 さいたま市 埼玉県さいたま市浦和区常盤
6-4-4 日本ERI(株) MNNN-10558 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

神奈川県分庁舎 神奈川県 神奈川県横浜市中区日本大通
１ 日本ERI(株) MNNN-10557 平成28年07月06日

（周南市）新庁舎建設 周南市長 山口県周南市岐山通1丁目1番
地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10452-1 平成28年07月06日

（仮称）TMA計画 株式会社東京都民銀行 東京都港区六本木二丁目3番1
1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10241-2 平成28年07月06日

創価学会　東北文化会館 創価学会 東京都新宿区信濃町32番地 日本ERI(株) MNNF-07958-3 平成28年07月06日

（仮称）八王子計画
日本貨物鉄道株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目

３３番８号
日本ERI(株) HNNN-10559 平成28年07月06日

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目４
番１号

（仮称）大手町１－１計画　Ｂ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)日本建築センター HFNB-07906-4 平成28年07月06日

銀座六丁目10地区第一種市街地再開発事業 銀座六丁目10地区市街地再開
発組合

東京都中央区銀座六丁目12番
1号 (一財)日本建築センター NNNB-07771-4 平成28年06月30日

（仮称）イオンモール座間新築工事立駐棟｛五層六段型自走式自動車
車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-10568 平成28年06月30日

（仮称）D-
Parking富山総曲輪店舗併用立駐｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-10567 平成28年06月30日

（仮称）ＫＩＣＯＮＡ
向日町店｛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-10566 平成28年06月30日

（仮称）さいたま市浦和区仲町1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
ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10212-4 平成28年06月30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)渋谷区役所建替プロジェクト新庁舎棟（庁舎） 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNB-10369-1 平成28年06月30日

（仮称）石岡市新庁舎 茨城県石岡市 茨城県石岡市石岡一丁目１番
地１ (一財)日本建築センター MNNN-10555 平成28年06月29日

本社工場生産拠点再構築　第Ⅲ期 株式会社　京三製作所 横浜市鶴見区平安町2丁目29
番の1

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10189-2 平成28年06月29日

（仮称）株式会社NIPPO新本社計画 株式会社　NIPPO 東京都中央区八重洲1-2-16TG
ビルディング (一財)日本建築センター MNNB-10551 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）サンシティタワー神戸プロジェクト 株式会社ヘルスケア・ジャパ
ン

東京都港区赤坂1-12-32
アーク森ビル30階 日本ERI(株) HNNN-10029-4 平成28年06月29日

埼玉県立小児医療センター・さいたま赤十字病院
さいたま赤十字病院 埼玉県さいたま市中央区上落

合八丁目3番33号 (一財)さいたま住宅検査セン
ター HNNN-07795-4 平成28年06月29日

埼玉県病院事業管理者 埼玉県さいたま市浦和区高砂
三丁目１３番３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-08287-6 平成28年06月27日
国土交通省 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）青葉区大町二丁目計画

伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部

東京都港区赤坂２丁目９番１
１号

(一財)日本建築センター MNNN-10556 平成28年06月24日
三井不動産レジデンシャル株
式会社東北支店

仙台市青葉区本町二丁目４番
６号

芳賀赤十字病院施設整備事業 日本赤十字社　栃木県支部
芳賀赤十字病院 栃木県真岡市台町2461 日本ERI(株) MNNN-10549 平成28年06月24日

（仮称）仙台オープン病院救急センター棟等改築計画 公益財団法人
仙台市医療センター

宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷
五丁目22番1 (一財)日本建築センター MNNN-01074-1 平成28年06月24日

（仮称）国分寺都市計画事業
国分寺駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物　西街区棟 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-10205-2 平成28年06月24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

神奈川県川崎市川崎区東田町
8番地パレール三井ビル９階 (一財)日本建築センター HNNN-08003-3 平成28年06月24日

志賀町立志賀小学校 志賀町長　小泉　勝 石川県羽咋郡志賀町末吉千古
1-1 日本ERI(株) NNNB-10023-1 平成28年06月20日

高崎市新体育館 高崎市 群馬県高崎市高松町35番地1 日本ERI(株) NNNB-08126-1 平成28年06月20日

(仮称)五條総合体育館 五條市 奈良県五條市本町１－１－１ (一財)日本建築センター NFNF-08316-1 平成28年06月20日

住友化学株式会社　健康・農業関連事業研究所　合成新棟 住友化学株式会社
健康・農業関連事業研究所

兵庫県宝塚市高司４丁目２－
１ 日本ERI(株) MNNN-10547 平成28年06月20日

京都府警察本部新庁舎 京都府警察本部 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 MNNN-10545 平成28年06月20日

東海大学湘南校舎（仮称）19号館 戸田建設株式会社 東京都中奥区京橋1-7-1 (一財)日本建築センター MNNN-10298-2 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

オーケーみなとみらい本社ビル オーケー株式会社 東京都大田区仲六郷2-43-2 日本ERI(株) MNNN-10136-2 平成28年06月20日

富山労災病院 独立行政法人労働者健康安全
機構

神奈川県川崎市幸区堀川町58
0番地 日本ERI(株) MNNN-08330-2 平成28年06月20日

一般財団法人電力中央研究所　横須賀地区　新研究棟（仮称） 一般財団法人電力中央研究所 神奈川県横須賀市長坂2-6-1 日本ERI(株) MNNB-10247-2 平成28年06月20日

（仮称）大阪市北区豊崎三丁目計画
住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁

目５番３３号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10544 平成28年06月20日東急不動産株式会社

住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪府大阪市中央区南船場四
丁目４番３号

日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟

独立行政法人
日本スポーツ振興センター 東京都港区北青山2-8-35

日本ERI(株) HNNN-10313-1 平成28年06月20日
一般財団法人　日本青年館 東京都新宿区霞ヶ丘町7-1

（仮称）東五反田五丁目計画 伊藤忠都市開発株式会社
都市住宅本部 東京都港区赤坂2-9-11 日本ERI(株) HNNN-08268-2 平成28年06月20日

五層六段型自走式自動車車庫 ｛日成スカイ・パーク　NC-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-10562 平成28年06月15日

五層六段型自走式自動車車庫 ｛日成スカイ・パーク　NC-5L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-10561 平成28年06月15日

（仮称）花咲町６丁目地区プロジェクト 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) MNNN-10236-2 平成28年06月14日

（仮称）新橋四丁目計画
大林新星和不動産　株式会社 東京都千代田区九段南三丁目

３番６号
(一財)日本建築センター HNNN-10546 平成28年06月14日

森ビル　株式会社 東京都港区六本木六丁目１０
番１号

浜松町二丁目４地区B街区（仮称）浜松町駅前プロジェクト
株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15-2

(一財)日本建築センター HNNB-10375-2 平成28年06月14日
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

（仮称）秋葉原昭和通り計画 清水建設株式会社 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 MNNN-10041-1 平成28年06月09日

（仮称）はとバス港南ビル・港南一丁目市街地住宅の共同建替事業 独立行政法人都市再生機構 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 HNNN-10498-1 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）はとバス港南ビル・港南一丁目市街地住宅の共同建替事業 株式会社はとバス 東京都大田区平和島五丁目4
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-10498-1 平成28年06月09日

（仮称）港区南青山二丁目計画
Iconique特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4

番1号
(一財)日本建築センター HNNN-10345-2 平成28年06月09日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号

渋谷駅南街区プロジェクト B-1棟 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-10312-3 平成28年06月09日

藤久ビル東5号館
株式会社　文英土地建物 東京都豊島区目白3丁目15番8

号
(一財)日本建築センター HNNN-10242-2 平成28年06月09日

後藤　文男 東京都豊島区目白3丁目15番8
号

（仮称）南青山３丁目プロジェクト エイベックス・グループ・ホ
ールディングス株式会社　

東京都港区六本木一丁目６番
１号 (一財)日本建築センター HNNB-10297-3 平成28年06月09日

（仮称）札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地再開発事業施設建築
物

札幌創世1.1.1区北1西1地区市
街地再開発組合

北海道札幌市中央区北一条西二
丁目1番地　札幌時計台ビル5階 (株)都市居住評価センター HNNB-10158-2 平成28年06月09日

富士山静岡空港旅客ターミナルビル（仮称） 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 NFNB-10552 平成28年06月08日

新南国警察署庁舎 高知県警察 高知県高知市丸ノ内2丁目4番
30号 日本ERI(株) MNNN-07216-1 平成28年06月08日

シマノ新金岡レジデンス 株式会社　シマノ 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-07995-3 平成28年06月07日

（仮称）北区同心地点計画

野村不動産株式会社
関西支社

大阪府大阪市西区阿波座1丁
目4番4号

日本ERI(株) HNNN-10018-2 平成28年06月07日
関電不動産開発株式会社 大阪府大阪市北区中之島6丁

目2番27号

アトラス清水駅前 アトラス清水駅前管理組合 静岡県静岡市清水区本郷町辻
1丁目1-3 日本ERI(株) MNNN-05726-1 平成28年05月27日

浜松市医師会館 一般社団法人　浜松市医師会 静岡県浜松市中区伝馬町311-
2 日本ERI(株) MNNN-03961-1 平成28年05月27日

日華化学株式会社　イノベーションセンター 日華化学株式会社 福井県福井市文京4丁目23-1 (株)都市居住評価センター NNNB-10548 平成28年05月26日

西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物（A街区） 西品川一丁目地区市街地再開
発組合 東京都品川区西品川1-1-1 (一財)日本建築センター HFNB-10186-2 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）マストスクエア池下 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24番16号 日本ERI(株) MNNN-10537 平成28年05月24日

（仮称）長崎市新市立病院　整備運営事業
｛五層六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-10024-1 平成28年05月19日

（仮称）アリア・ソワン一之江計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5K
DX日本橋313ビル (一財)日本建築センター MNNN-10413-1 平成28年05月19日

(仮称）小塚山プロジェクト 鈴木　郷史 静岡県静岡市葵区東鷹匠町8
番5号 日本ERI(株) MNNN-08087-1 平成28年05月19日

東京慈恵会医科大学附属病院
新大学２号館（仮称）・新病院（仮称）整備 学校法人　慈恵大学 東京都港区西新橋3-25-8 日本ERI(株) MNNN-10534 平成28年05月18日

横浜市立大学（仮称）学生交流センター 横浜市建築局 神奈川県横浜市中区港町1-1 (一財)日本建築センター NNNB-7968-1 平成28年05月17日

渋谷駅南街区プロジェクト　A棟 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 NNNB-10258-1 平成28年05月17日

(仮称)麹町新スタジオ棟建設プロジェクト 日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋1-6-1 (一財)日本建築センター MNNN-10446-1 平成28年05月17日

亜細亜大学新1号館建替 学校法人　亜細亜学園 東京都武蔵野市境5丁目24番1
0号 日本ERI(株) MNNN-10406-1 平成28年05月17日

(仮称)テレビ朝日若葉台建築計画 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) MNNN-10404-1 平成28年05月17日

プロロジスパーク古河1プロジェクト 月山特定目的会社 東京都千代田区丸の内2-7-3
東京ビルディング (一財)日本建築センター MNNN-10341-1 平成28年05月17日

（仮称）江東区毛利１丁目計画 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 日本ERI(株) MNNN-10218-1 平成28年05月17日

株式会社日立製作所　日立総合病院　本館棟 株式会社日立製作所
日立総合病院

茨城県日立市城南町二丁目１
番１号 日本ERI(株) MNNN-07907-1 平成28年05月17日

住友別子病院 医療法人　住友別子病院 愛媛県新居浜市王子町３番１
号 (一財)日本建築センター MNNN-07425-2 平成28年05月17日

神戸市立医療センター中央市民病院 地方独立行政法人
神戸市民病院機構

兵庫県神戸市中央区港島南町
2丁目1番地の11 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-05441-2 平成28年05月17日

（仮称）ＴＧＭＭ芝浦プロジェクト（Ａ棟・ホテル棟）
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-10334-2 平成28年05月17日
三井不動産株式会社 東京都中央区銀座6-17-1
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）栄一丁目御園座共同ビル計画 積水ハウス株式会社
名古屋マンション事業部

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-
4　JRセントラルタワーズ42階 日本ERI(株) HNNN-10220-1 平成28年05月17日

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

広島県広島市南区的場町2-6-
7 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-08164-3 平成28年05月17日

（仮称）イオンモール徳島
｛施設併用七層八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-10535 平成28年05月13日

公立藤岡総合病院 多野藤岡医療事務市町村組合 群馬県藤岡市藤岡942-1 (一財)日本建築センター MNNN-10394-1 平成28年05月13日

福島県庁北庁舎及び西庁舎 福島県 福島県福島市杉妻町2-16 (一財)日本建築センター MNNN-10051-2 平成28年05月13日

（仮称）大阪扇町計画 住友不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 日本ERI(株) HNNN-10528 平成28年05月13日

三鷹駅南口西側中央地区再開発事業共同ビル

株式会社細田工務店 東京都杉並区阿佐谷南3丁目3
5番21号

日本ERI(株) HNNN-10265-1 平成28年05月13日相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2丁
目9番14号

三鷹駅南口西側中央地区再開
発組合

東京都三鷹市下連雀三丁目36
番5号

株式会社ジェイアール東日本ビルディング（仮称）秋葉原開発プロジ
ェクト

株式会社
ジェイアール東日本ビルディン
グ

東京都中央区八重洲二丁目2番
1号　住友生命八重洲ビル4階 (一財)日本建築センター MNNN-10160-3 平成28年05月10日

中頭病院　移転新築 社会医療法人　敬愛会 沖縄県沖縄市知花６－２５－
５ 日本ERI(株) MNNN-08082-1 平成28年05月10日

（仮称）東上野1-14計画 アイエムプロパティー合同会
社

東京都台東区東上野1丁目14
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-10137-2 平成28年05月10日

仮）ＧⅡ計画　｛施設併用六層七段型自走式自動車車庫｝ 株式会社ショウワパーク 大阪市淀川区宮原4-4-50 (一財)日本建築センター NFEN-10527 平成28年05月02日

（仮称）丸の内１-４計画

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  

(一財)日本建築センター HNNB-06024-2 平成28年05月02日三井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

学校法人常翔学園梅田キャンパス（仮称）計画 学校法人常翔学園 大阪市旭区大宮5丁目16番1号 (一財)日本建築総合試験所 HFNB-08350-2 平成28年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）株式会社ホウスイ　豊洲新市場冷蔵庫 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-10238-1 平成28年04月27日

伊賀市庁舎 伊賀市 三重県伊賀市上野丸之内116
番地 (株)確認サービス MNNN-10533 平成28年04月25日

京浜トラックターミナルＡ棟（仮称） 日本自動車ターミナル株式会
社

東京都千代田区平河町二丁目
7番地9号 (一財)日本建築センター MNNN-10532 平成28年04月25日

京都市新庁舎（分庁舎敷地） 京都市長 京都府京都市中京区寺町通り
御池上る上本能寺前町488番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10531 平成28年04月25日

京都市新庁舎（本庁舎敷地） 京都市長 京都府京都市中京区寺町通り
御池上る上本能寺前町488番地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10530 平成28年04月25日

平城宮跡第一次大極殿院 国土交通省近畿地方整備局
国営飛鳥歴史公園事務所

奈良県高市郡明日香村大字平
田538 (一財)日本建築センター MNNN-10526 平成28年04月25日

（学）東京女子医科大学附属八千代医療センター増床棟建築計画（が
ん診療施設施設整備事業） 学校法人　東京女子医科大学 東京都新宿区河田町8番1号 日本ERI(株) MNNN-01313-2 平成28年04月25日

藤沢市新庁舎 藤沢市 神奈川県藤沢市朝日町１番地
の１

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-10276-1 平成28年04月25日

(仮称)島屋６丁目計画 ＨＵＰ２特定目的会社
東京都新宿区西新宿一丁目25番1
号　新宿センタービル31階
辻・本郷税理士法人内

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10539 平成28年04月25日

順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）新研究棟建設計
画 学校法人　順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1

号 (一財)日本建築センター HNNN-10536 平成28年04月25日

(仮称)大淀南2丁目計画（住宅棟） 積水ハウス株式会社
大阪マンション事業部

大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10529 平成28年04月25日

鉄道博物館　新館 公益財団法人
東日本鉄道文化財団

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 NNNB-10215-1 平成28年04月21日

新富山県立近代美術館（仮称） 富山県知事 富山県富山市新総曲輪１番７
号 (一財)日本建築センター NNNB-10170-1 平成28年04月21日

鉄道博物館　本館 公益財団法人
東日本鉄道文化財団

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 NNNB-03129-2 平成28年04月21日

大阪高速鉄道（株）　新社屋 大阪高速鉄道株式会社 大阪府豊中市新千里東町１丁
目１番５号 (一財)日本建築センター MNNN-10188-1 平成28年04月21日

（仮称）丸の内3-2計画
株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内三丁目

2番1号
(一財)日本建築センター HNNB-10387-1 平成28年04月21日

東京商工会議所 東京都千代田区丸の内二丁目
5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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3-2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 HNNB-10387-1 平成28年04月21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-07098-5 平成28年04月21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

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-06816-2 平成28年04月20日

メゾン・グランツ鷹匠　ザ・プレミアム 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) MNNN-03915-1 平成28年04月19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-07181-5 平成28年04月19日

大島病院　ETFEフィルム構造建築物（車寄せ棟） 医療法人勇愛会　大島病院 佐賀県三養基郡みやき町大字
白壁4287番地 (一財)日本建築センター MNNN-10507 平成28年04月04日

ホテルドリームゲート舞浜別館（仮称） 東日本旅客鉄道株式会社 千葉市中央区弁天2丁目23番3
号 (一財)日本建築センター MFNN-10500 平成28年04月04日

（仮称）新橋６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) MFNN-10223-1 平成28年04月04日

（仮称）松坂屋上野店南館建替計画 株式会社　大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築センター HNNB-10268-2 平成28年04月04日

（仮称）内幸町二丁目プロジェクト グリーンアセットインベスト
メント特定目的会社

東京都中央区日本橋兜町6番5
号 (一財)日本建築センター HNNB-10228-3 平成28年04月04日

柏の葉キャンパス148街区住宅計画　西棟 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 日本ERI(株) HFNN-10085-3 平成28年04月04日

（仮称）横浜野村ビル計画 野村不動産株式会社
都市開発事業本部　

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 HFNB-10202-3 平成28年04月04日

低層CLT構造システム 一般社団法人　日本CLT協会 東京都中央区東日本橋2-15-5 (一財)日本建築センター MNNN-10540 平成28年04月01日

スパイラルパーク56Ⅱ-25100型　｛5層6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2-17-4 (一財)日本建築センター NFEN-10520 平成28年03月31日

名古屋駅新ビル（仮称）他計画

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4-
4-10

(一財)日本建築センター HFNB-07965-3 平成28年03月31日
東海旅客鉄道株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅1-

1-4
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）二俣川駅ビル 相模鉄道株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2-9-
14 日本ERI(株) NNNB-10512 平成28年03月30日

（仮称）アリアソワンプレミアム南砂 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDK 日本橋313ビル4階 (一財)日本建築センター MNNN-10219-1 平成28年03月30日

石巻市立病院 石巻市 宮城県石巻市穀町１４番１号 (一財)日本建築センター MFNN-08277-2 平成28年03月30日

静岡七間町地区優良建築物等整備事業 静岡七間町地区優良建築物等
整備事業建設組合

静岡県静岡市葵区常盤町1丁
目4番地の12

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10221-2 平成28年03月30日

（仮称）OH-1計画
三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋宝町2-1-

1
(一財)日本建築センター HNNF-10511 平成28年03月30日

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-3

（仮称）南平台プロジェクト 一般社団法人　道玄坂１２１ 東京都渋谷区道玄坂1-21-2 (一財)日本建築センター HNNB-10517 平成28年03月30日

（仮称）新・第二豊田ビル 東和不動産株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁
目7番1号ミッドランドスクエア1
6階

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-08348-2 平成28年03月30日

六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（南街区） 六本木三丁目東地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目6番1
号 (一財)日本建築センター HFNB-08229-4 平成28年03月30日

京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物（再開発棟） 京橋二丁目西地区市街地再開
発組合

東京都中央区八重洲二丁目７
番７号　八重洲旭ビル８階 (株)都市居住評価センター HFNB-07552-5 平成28年03月30日

(仮称)河合塾横浜校新築計画 学校法人　河合塾 愛知県名古屋市瑞穂区駒場町
四丁目1番地 日本ERI(株) MNNN-10519 平成28年03月28日

山口情報処理サービスセンター本社 株式会社
山口情報処理サービスセンター

山口県下関市秋根本町2-10-1
5 日本ERI(株) MNNN-10518 平成28年03月28日

(仮称)第５野口ビル新築計画 株式会社野口ビル 東京都渋谷区宇田川町10番2
号 (一財)日本建築センター MNNN-10514 平成28年03月28日

(仮称)三鷹第二センター 株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

東京都江東区豊洲3-3-3
豊洲センタービル 日本ERI(株) MNNN-10513 平成28年03月28日

農業担い手育成センター長期研修用宿泊施設 高知県 高知県高知市丸ノ内1丁目2番
20号 (一財)日本建築センター MNNN-10234-1 平成28年03月28日

(仮称)ベルコ難波ホテル 株式会社ベルコ 大阪府池田市空港1丁目12-10 (一財)日本建築センター HNNN-10525 平成28年03月28日

虎の門病院 国家公務員共済組合連合会 東京都千代田区九段南1丁目1
番10号 (一財)日本建築センター HNNN-10410-1 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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ビル改修 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
4番5号 (一財)日本建築センター HNNN-10195-2 平成28年03月28日

梅田１丁目１番地計画
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
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-10283-2 平成28年03月28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

イオンモールKYOTO　Sakura館 みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2
番1号 (一財)日本建築センター NNNB-08176-1 平成28年03月25日

（仮称）三井不動産ロジスティクスパーク茨木 三井不動産株式会社 東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター MNNN-10524 平成28年03月25日

エレブエンタープライズプロジェクトＡ棟新築工事 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5K
DX日本橋313ビル4F (一社)日本免震構造協会 MNNN-10523 平成28年03月25日

小林様三郷中央175-2街区計画 株式会社オフィス・裕 東京都江東区亀戸五丁目30番
9-906号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10521 平成28年03月25日

（仮称）多賀城CLT事務所棟 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 (一財)ベターリビング MNNN-10510 平成28年03月25日

（仮称）関西ビジネスセンター（CPU棟） 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 MNNN-10358-1 平成28年03月25日

朝来市新庁舎 朝来市市長　多次　勝昭 兵庫県朝来市和田山町東谷21
3番地1 日本ERI(株) MNNN-10052-1 平成28年03月25日

総合高度先端医療病棟（Ⅱ期）・iPS等臨床試験センター棟 国立大学法人京都大学 京都府京都市左京区吉田本町
36番地1 (一財)日本建築センター MNNN-07888-3 平成28年03月25日

四谷駅前地区（再）施設建築物 独立行政法人　都市再生機構
東日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー (一財)日本建築センター HNNN-10516 平成28年03月25日

（仮称）白金二丁目計画

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-10344-1 平成28年03月25日
三菱地所レジデンス株式会社 東京都中央区大手町一丁目6

番1号

(仮称）神田東松下町プロジェクト 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 日本ERI(株) HNNN-10193-2 平成28年03月25日

（仮称）新日比谷プロジェクト 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-10166-3 平成28年03月25日

広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目7番1
号 日本ERI(株) HNNN-07692-3 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）竹芝地区開発計画建築計画（業務棟） 株式会社アルベログランデ 東京都中央区日本橋2丁目1番
14号 (一財)日本建築センター HNNB-10503 平成28年03月25日

（仮称）虎ノ門2-10計画 株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門2-10-4 (一財)日本建築センター HNNB-10502 平成28年03月25日

（仮称）南青山３丁目プロジェクト エイベックス・グループ・ホ
ールディングス株式会社　

東京都港区六本木一丁目６番
１号 (一財)日本建築センター HNNB-10297-2 平成28年03月25日

（仮称）芝公園１丁目ビル計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1 日本ERI(株) HNNB-10263-2 平成28年03月25日

（仮称）京橋一丁目東地区永坂産業京橋ビル 株式会社　永坂産業 東京都中央区京橋1-10-1 (株)都市居住評価センター HFNB-10488 平成28年03月25日

大手通表町西地区市街地再開発事業駐車場
｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2-1-36 (一財)日本建築センター NFEN-10505 平成28年03月24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 東京都千代田区一ッ橋一丁目
1番1号

(一財)日本建築センター HFNB-01705-1 平成28年03月24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7番1号

（仮称）中丸子計画 ナイスエスト株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央4-37-1
0 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10508 平成28年03月22日

総合病院新水戸協同病院 茨城県厚生農業協同組合連合
会

茨城県水戸市梅香1丁目1番4
号 日本ERI(株) MNNN-10499 平成28年03月22日

（仮称）富ヶ谷一丁目プロジェクト
住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8-11

(一財)日本建築センター MNNN-10497 平成28年03月22日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1丁目4-1

6

（仮称）おおたかの森B40街区プロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-15K
DX日本橋313ビル4F (一財)日本建築センター MNNN-10496 平成28年03月22日

（仮称）渡邉様西池袋2丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5K
DX日本橋313ビル4F 日本ERI(株) MNNN-10495 平成28年03月22日

桶川市新庁舎 桶川市 埼玉県桶川市泉一丁目3番28
号 (一財)日本建築センター MNNN-10494 平成28年03月22日

朝霞台中央総合病院移転計画 医療法人社団　武蔵野会
朝霞台中央総合病院

埼玉県朝霞市西弁財一丁目8
番10号 (一財)日本建築センター MNNN-10415-1 平成28年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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　千寿会　道後温泉病院 医療法人　千寿会
道後温泉病院

愛媛県松山市道後姫塚乙21-2
1

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10400-1 平成28年03月22日

テレビ静岡本社ビル 株式会社テレビ静岡 静岡市駿河区栗原18番65号 (株)確認サービス MNNN-10325-1 平成28年03月22日

GLP厚木Ⅱプロジェクト 厚木２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-10231-1 平成28年03月22日

近畿大学東大阪キャンパス整備計画（仮称）Ⅰ期 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江3丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10192-2 平成28年03月22日

（仮称）荒川二丁目複合施設 荒川区 東京都荒川区荒川二丁目2番3
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-07936-4 平成28年03月22日

（仮称）Ｎ５Ｗ８計画 住友不動産株式会社 北海道札幌市中央区大通西4
丁目6番8 日本ERI(株) HNNN-10509 平成28年03月22日

那覇空港事務所管制塔 国土交通省大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4丁
目1番76号大阪合同庁舎第四号
館

(一財)日本建築センター HNNN-10501 平成28年03月22日

（仮称）はとバス港南ビル・港南一丁目市街地住宅の共同建替事業
独立行政法人都市再生機構 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 HNNN-10498 平成28年03月22日

株式会社はとバス 東京都大田区平和島五丁目4
番1号

（仮称）西新宿３丁目複合計画 株式会社ＴＳＩホールディン
グス

東京都港区南青山5-１-3
TS青山ビル

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10290-2 平成28年03月22日

（仮称）中央区新川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6番1号

(一財)日本建築センター HNNN-10109-2 平成28年03月22日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4

番16号

電源開発本店社屋制震補強計画 電源開発株式会社 東京都中央区銀座6-15-1 (一財)日本建築センター HNNN-09002-1 平成28年03月22日

勝どき五丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（Ｂ-１街区） 勝どき五丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区勝どき2丁目10
番4号 日本ERI(株) HNNN-07374-3 平成28年03月22日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-08178-5 平成28年03月22日

（仮称）三留企画様池辺町免震マンションプロジェクト スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5K
DX日本橋313ビル4F (一財)日本建築センター MNNN-10491 平成28年03月18日

独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 独立行政法人国立病院機構
嬉野医療センター

佐賀県嬉野市嬉町大字下宿丙
2436 (一財)日本建築センター MNNN-10490 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）栁田様弥生町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5K
DX日本橋313ビル4F 日本ERI(株) MNNN-10417-1 平成28年03月18日

伊予市本庁舎 伊予市役所 愛媛県伊予市米湊820 (一財)日本建築センター MNNN-10084-2 平成28年03月18日

立川綜合病院移転計画 医療法人
立川メディカルセンター 長岡市神田町3丁目2番地11 日本ERI(株) MNNN-10076-3 平成28年03月18日

島津病院 医療法人　仁栄会　島津病院 高知県高知市比島町4丁目6－
22 日本ERI(株) MNNN-08198-2 平成28年03月18日

大森海岸計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSビル19階 日本ERI(株) HNNN-10380-1 平成28年03月18日

（仮称）プレサンスタワー大阪本町 株式会社プレサンスコーポレ
ーション

大阪府大阪市中央区城見1丁
目2番27号 日本ERI(株) HNNN-10339-1 平成28年03月18日

赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂九丁目北地区市街地再開
発組合

東京都港区赤坂9-6-44日本教
文社ビル4階 (株)都市居住評価センター HNNN-10167-1 平成28年03月18日

ブランズタワーみなとみらい 東急不動産株式会社 東京都港区南青山二丁目6番2
1号 (株)東京建築検査機構 HNNN-10074-3 平成28年03月18日

（仮称）豊洲3-2街区[B2街区]開発計画

野村不動産株式会社
開発企画本部

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-08121-2 平成28年03月18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
住宅事業ユニット
首都圏住宅事業本部

 

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

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

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号

（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-07675-3 平成28年03月18日

（仮称）湯島2丁目マンション 有限会社　湯島加藤ビル 東京都葛飾区東新小岩5-19-2 (一財)日本建築センター MNNN-10422-1 平成28年03月15日

三京化成株式会社新本社ビル 三京化成株式会社 大阪市中央区北久宝寺町一丁
目9番8号 (一財)日本建築センター MNNN-10319-1 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）文京区小石川5丁目プロジェクト 株式会社　福井 東京都文京区小石川5-4-2 日本ERI(株) MNNN-10240-1 平成28年03月15日

（仮称）中央区東心斎橋Ⅱ計画
NTT都市開発株式会社 大阪市西区土佐堀一丁目3番7

号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10229-1 平成28年03月15日東急不動産株式会社

住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪市中央区南船場四丁目4
番3号

(仮称)東京団地冷蔵株式会社再整備事業Ｂ棟 東京団地冷蔵株式会社 東京都大田区平和島六丁目2
番25号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10435-1 平成28年03月11日

(仮称)東京団地冷蔵株式会社再整備事業Ａ棟 東京団地冷蔵株式会社 東京都大田区平和島六丁目2
番25号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10434-1 平成28年03月11日

東日本建設業保証株式会社　新本社ビル建設計画 東日本建設業保証株式会社 東京都中央区築地5丁目5番12
号　浜離宮建設プラザ (株)都市居住評価センター MNNN-10226-1 平成28年03月11日

（仮称）銀泉新橋第２ビル 銀泉株式会社 東京都千代田区九段南3丁目9
番15号 (株)都市居住評価センター MNNN-10032-2 平成28年03月11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
はこざき公園内科医院

福岡県福岡市東区松島3丁目1
1番30号 日本ERI(株) MNNN-07698-1 平成28年03月11日

福岡市中央区長浜2丁目計画

株式会社ウェルホールディン
グス

福岡県福岡市中央区天神2丁目
14番8号天神センタービル11F

日本ERI(株) HNNN-10484 平成28年03月11日
三菱地所レジデンス株式会社 福岡県福岡市中央区天神1丁

目6番8号天神ツインビル

エイスクエアリニューアル（仮称）SARA立駐棟
｛施設併用三層四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-10506 平成28年03月08日

安城市情報拠点施設（仮称） 安城情報拠点施設サービス株
式会社 愛知県安城市小川町丸根98 日本ERI(株) NNNB-10489 平成28年03月04日

（仮称）ay-museum project 株式会社　AMG 京都府京都市右京区西院東貝
川町31番地 (株)都市居住評価センター NNNB-10485 平成28年03月04日

富士山世界遺産センター（仮称） 静岡県　 静岡県静岡市葵区追手町９番
６号 日本ERI(株) NNNB-10299-1 平成28年03月04日

高知県自治会館新庁舎 高知県市町村総合事務組合 高知県高知市本町5丁目2-3 (一財)日本建築センター MNNN-10246-1 平成28年03月04日

（仮称）有限会社湯沢材木店様渋谷３丁目計画 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 日本ERI(株) MNNN-10111-1 平成28年03月04日

（仮称）Ｄプロジェクト市川 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3-9-4 日本ERI(株) MNNN-10077-2 平成28年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

浦安市新庁舎 浦安市長　松崎　秀樹 千葉県浦安市猫実一丁目１番
１号 (一財)日本建築センター MNNN-10020-2 平成28年03月04日

白石区複合庁舎 札幌市 北海道札幌市中央区北1条西2
丁目 (株)都市居住評価センター MNNB-10122-3 平成28年03月04日

株式会社奥村組九州支店社屋・寮 株式会社　奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町
二丁目2番2号 日本ERI(株) MFNN-10244-2 平成28年03月04日

（仮称）六本木7丁目計画 合同会社ＫＲＦ22
代表社員一般社団法人 アトラス

東京都中央区日本橋兜町6番5
号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10332-1 平成28年03月04日

（仮称）アデニウム相模原計画 アデニウムタワー相模原管理
組合 相模原市中央区相模原3-4-2 (一財)日本建築センター HNNN-03298-1 平成28年03月04日

パナホームＷ パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町一丁
目1番4号 (一財)日本建築センター MNNN-10474 平成28年03月03日

京成成田駅前駐車場計画　｛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-10504 平成28年02月29日

ＧＬＰ吹田プロジェクト 吹田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-10480 平成28年02月29日

(仮称)ＤＰＬ阿見霞ヶ浦 阿見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-10479 平成28年02月29日

(仮称)株式会社一徳商会様本社屋　建替計画 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４Ｆ 日本ERI(株) MNNN-10478 平成28年02月29日

日水物流(株)大阪舞洲物流センター 日水物流株式会社 東京都港区芝大門2丁目8番13
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10198-1 平成28年02月29日

岡山市（新）北消防署 岡山市 岡山県岡山市北区大供一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10106-1 平成28年02月29日

新日生病院建設プロジェクト 日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋３丁
目５番12号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10305-1 平成28年02月29日

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

広島県広島市南区的場町2-6-
7 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-08164-2 平成28年02月29日

梅田１丁目１番地計画
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
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-10283-1 平成28年02月29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

（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-08287-5 平成28年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）新宿駅南口地区基盤整備事業　新宿駅新南口開発ビル 国土交通省 東京都千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎15階 (一財)日本建築センター HFNB-08287-5 平成28年02月29日

（仮称）大久保三丁目西地区開発計画A-1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 (一財)日本建築センター HFNB-08175-3 平成28年02月29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
資産開発事業本部

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-07928-5 平成28年02月29日

APパークオレンジ立体駐車場　｛六層七層型自走式駐車場車庫｝ 三進金属工業株式会社 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-5-
20 (一財)日本建築センター NFEN-10492 平成28年02月26日

（仮称）菊川1丁目株式会社イノウエマネジメント様　免震マンション 株式会社イノウエマネジメン
ト 東京都墨田区菊川1-11-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10179-2 平成28年02月26日

（仮称）Ｄプロジェクト有明Ⅰ ディエイチ・ディベロップメ
ント・ワン特定目的会社

東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10126-1 平成28年02月26日

岩手県立磐井病院及び南光病院 岩手県
県立病院等事業管理者 岩手県盛岡市内丸11番1号 (一財)日本建築センター MNNN-00756-2 平成28年02月26日

ニチレイ明石町ビル制震改修 株式会社ニチレイ 東京都中央区築地六丁目19番
20号 (一財)日本建築センター HNNN-10477 平成28年02月26日

（仮称）天王洲計画（タワー棟） 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 (株)都市居住評価センター HNNN-10476 平成28年02月26日

総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業 総曲輪三丁目地区市街地再開
発組合

富山県富山市総曲輪三丁目5
番8号 日本ERI(株) HNNN-10419-1 平成28年02月26日

学校法人　東京医科大学　新大学病院 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 日本ERI(株) HNNN-07185-2 平成28年02月26日

（仮称）MM59街区B区画開発計画　｛四層四段型自走式自動車車庫｝ IHI運搬機械株式会社 東京都中央区明石町８－１
聖路加タワー (一財)日本建築センター NFEN-10487 平成28年02月23日

SP-56LS2.5　｛五層六段型自走式自動車車庫｝

近藤工業株式会社 愛知県豊田市高丘新町天王11
番

(一財)日本建築センター NFEN-10486 平成28年02月23日
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

株式会社内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井31
39

綿半鋼機株式会社 東京都新宿区四谷１－４

東大通２丁目自走式駐車場計画　｛五層六段型自走式自動車車庫｝ 日成ビルド工業株式会社 石川県金沢市金石北３丁目16
番10号 (一財)日本建築センター NFEN-10483 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）京王電鉄調布駅周辺開発計画C棟新築｛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 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-10482 平成28年02月23日

(仮称)新企業情報発信施設 株式会社　中埜酢店　 愛知県半田市中村町2－6 (一財)日本建築センター MNNN-07937-2 平成28年02月22日

東京都庁第二本庁舎 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-07104-1 平成28年02月22日

（仮称）立川1丁目免震計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5K
DX日本橋ビル4F (一社)日本免震構造協会 MNNN-10473 平成28年02月18日

（仮称）タツノ芝浦ビル 株式会社タツノ 東京都港区三田三丁目2番6号 (一財)日本建築センター MNNN-10471 平成28年02月18日

東京大学（本郷）クリニカルリサーチセンター クリニカルリサーチセンター
ＰＦＩ株式会社

東京都港区赤坂二丁目14番27
号　国際新赤坂ビル東館19階 日本ERI(株) MNNN-07863-4 平成28年02月18日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目4
番12号 (一財)日本建築センター HNNN-10196-1 平成28年02月18日

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ｂ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目15
番19号 日本ERI(株) HNNN-08340-3 平成28年02月18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-07521-2 平成28年02月18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

高松サンポート合同（南館） 国土交通省　四国地方整備局 香川県高松市サンポート３番-
３３ (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10156-2 平成28年02月15日

(仮称)大日本印刷市谷工場整備計画[東街区] 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) MNNN-08097-3 平成28年02月12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 MNNN-07196-2 平成28年02月12日

（仮称）港区南青山二丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター HNNN-10345-1 平成28年02月12日

（仮称）小杉町二丁目開発計画（Ｂ地区）
ＪＸ日鉱日石不動産株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町一

丁目1番地8
日本ERI(株) HNNN-10296-2 平成28年02月12日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目1番2号

東京大学医学部附属病院病棟Ⅰ期新営及び東京大学医学部附属病院病
棟Ⅱ期新営 国立大学法人　東京大学 東京都文京区本郷７－３－１ (一財)日本建築センター HNNN-08135-3 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

刈谷南桜町地区優良建築物等整備事業 刈谷南桜町地区再開発事業共
同企業体　

愛知県刈谷市相生町3丁目3番
地 日本ERI(株) HNNN-07861-1 平成28年02月12日

牧方市オフィスビル 有限会社　エヌ・エス 大阪府牧方市走谷2丁目31-1 日本ERI(株) NNNB-10481 平成28年02月10日

山梨県営住宅八田団地3号館 山梨県 山梨県甲府市丸の内1-6-1 日本ERI(株) NFNN-10466 平成28年02月10日

関西大学4学舎1号館学舎棟及び新棟 学校法人関西大学 大阪府吹田市山手町3丁目3番
35号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10467 平成28年02月10日

武蔵小山パルム駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物 武蔵小山パルム駅前地区市街
地再開発組合

東京都品川区小山三丁目26番
9号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNN-10465 平成28年02月10日

（仮称）芝5丁目プロジェクト
清水建設株式会社　 東京都中央区京橋二丁目16-1

(株)東京建築検査機構 HNNN-10464 平成28年02月10日三井不動産株式会社
ビルディング本部
ビルディング事業二部長

東京都中央区銀座六丁目17-1

ライオンズタワー榴岡公園桜美邸 ライオンズタワー榴岡公園桜
美邸管理組合

宮城県仙台市宮城野区榴岡10
8-7 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-04690-1 平成28年02月10日

岩井機械工業株式会社本社新社屋建設計画 岩井機械工業株式会社 東京都大田区東糀谷3-17-10 (一財)日本建築センター MNNN-10459 平成28年02月05日

オフサイトセンター・環境放射線監視センター 静岡県知事　川勝　平太 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 MNNN-10124-1 平成28年02月05日

弘前市庁舎 弘前市長　葛西　憲之 青森県弘前市大字上白銀町1-
1 (一財)日本建築センター MNNN-08353-2 平成28年02月05日

(仮称）浅草病院移転計画 医療法人社団　哺育会
浅草病院

東京都台東区東浅草１－１０
－１２ 日本ERI(株) MNNN-08211-1 平成28年02月05日

厚木市立病院 厚木市立病院 厚木市水引一丁目16番36号 (一財)日本建築センター MNNN-08024-4 平成28年02月05日

静岡済生会総合病院　南館Ｂ、南館Ａ、南北通路、北館、ＭＲＩ棟 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部静岡県済生会

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁
目１番１号 日本ERI(株) MNNN-07881-2 平成28年02月05日

（仮称）プラウド錦町一丁目Ⅲ 野村不動産株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区中央一丁
目2番3号 (一財)日本建築センター HNNN-10461 平成28年02月05日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目4
番12号 (一財)日本建築センター HNNN-10197-1 平成28年02月05日

渋谷宮下町計画 渋谷宮下町リアルティ株式会
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-10001-3 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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-07181-4 平成28年02月05日

浜松町二丁目４地区B街区（仮称）浜松町駅前プロジェクト
株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15-2

(一財)日本建築センター HNNB-10375-1 平成28年02月05日
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

帯広厚生病院 北海道厚生農業協同組合連合
会

北海道札幌市中央区北4条西1
丁目1番地 日本ERI(株) MNNN-10468 平成28年02月03日

慶應義塾大学病院1号館（新病院棟） 慶應義塾 東京都港区三田二丁目15番45
号 日本ERI(株) MNNN-08092-3 平成28年02月03日

（仮称）ＴＺビル　｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ 株式会社　北斗システム 東京都文京区湯島2-31-15 
和光湯島ビル (一財)日本建築センター NFEN-10462 平成28年01月29日

西五反田6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3-13-5K
DX日本橋ビル4F  MNNN-10454 平成28年01月29日

東海大学湘南校舎（仮称）19号館 戸田建設株式会社 東京都中奥区京橋1-7-1 (一財)日本建築センター MNNN-10298-1 平成28年01月29日

小野薬品工業　水無瀬研究所　新研究棟 小野薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
1丁目8番2号 日本ERI(株) MNNN-10172-2 平成28年01月29日

新川防災公園･多機能複合施設（仮称）
独立行政法人　都市再生機構 東京都新宿区西新宿6-5-1新

宿アイランドタワー
(一財)日本建築センター MNNN-06963-2 平成28年01月29日

三鷹市 東京都三鷹市野崎一丁目1番1
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 大阪市西淀川区佃2丁目2番45
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-06547-2 平成28年01月29日

岐阜駅東地区第一種市街地再開発事業 岐阜駅東地区市街地再開発組
合

岐阜県岐阜市西玉宮町二丁目
6番地加藤ビル3階 日本ERI(株) HNNN-10453 平成28年01月29日

立川綜合病院移転計画 医療法人
立川メディカルセンター 長岡市神田町3丁目2番地11 日本ERI(株) MNNN-10076-2 平成28年01月26日

宮古島市未来創造センター（仮称） 宮古島市長　下地　敏彦 沖縄県宮古島市平良字西里18
6番地

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNF-10469 平成28年01月25日

（仮称）京橋駅前パーキング新築計画
｛四層五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-10472 平成28年01月25日

岡崎信用金庫　名古屋本部ビル 岡崎信用金庫 愛知県岡崎市菅生町字元菅41
番地 (株)確認サービス MNNN-10456 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

市原市防災庁舎 市原市 千葉県市原市国分寺台中央一
丁目1番地1 日本ERI(株) MNNN-10455 平成28年01月25日

(仮称)東品川4丁目C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 HNNN-10458 平成28年01月25日大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号

京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪2丁目20番20
号

（仮称）横浜駅西口開発ビル計画 東日本旅客鉄道株式会社　 神奈川県横浜市西区平沼1-40
-26 (一財)日本建築センター HNNB-10436 平成28年01月25日

柏の葉キャンパス148街区住宅計画　西棟 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 日本ERI(株) HFNN-10085-2 平成28年01月25日

（周南市）新庁舎建設 周南市長 山口県周南市岐山通1丁目1番
地 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10452 平成28年01月22日

（仮称）北区赤羽岩淵計画 ナイスエスト株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目
37番10号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-08146-3 平成28年01月22日

新図書館等複合施設 高知県 高知県高知市丸ノ内1丁目2番
20号 日本ERI(株) MNNF-07555-1 平成28年01月22日

山口大学医学部附属病院診療棟・病棟及び第１病棟 国立大学法人　山口大学 山口県山口市吉田1677-1 (一財)日本建築センター HNNN-10274-1 平成28年01月22日

京都市南部クリーンセンター第二工場（仮称）建替え　煙突 京都市 京都市中京区寺町通御池上る
上本能寺前町488番地 日本ERI(株) HNNN-10254-1 平成28年01月22日

（仮称）木場三丁目計画 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 (一財)日本建築センター HNNN-10091-3 平成28年01月22日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（A街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-08195-2 平成28年01月22日

（仮称）アパホテル　&lt;品川　泉岳寺駅前&gt; アパホーム　株式会社 石川県金沢市大和町1-5 (株)都市居住評価センター HNNN-08042-3 平成28年01月22日

（仮称）上智大学四谷キャンパス新棟計画 学校法人上智学院 東京都千代田区紀尾井町七番
一号 (株)都市居住評価センター HNNN-07935-4 平成28年01月22日

福井駅西口中央地区第一種市街地再開発事業　施設建築物等 福井駅西口中央地区市街地再
開発組合

福井県福井市中央1丁目3番3
号 日本ERI(株) HNNN-07588-2 平成28年01月22日

西武鉄道池袋ビル 西武鉄道株式会社 東京都豊島区南池袋一丁目16
番15号 (一財)日本建築センター HNNB-10326-1 平成28年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

日本カーバイド工業株式会社　新研究開発センター 日本カーバイド工業株式会社
早月工場 富山県滑川市大島530 (一財)日本建築センター NNNB-10460 平成28年01月18日

（仮称）須賀川市市民交流センター 福島県須賀川市長　橋本
克也 福島県須賀川市八幡町135 ビューローベリタスジャパン(

株) NNNB-10433 平成28年01月18日

（仮称）銀座５丁目計画 合同会社スペードハウス 東京都中央区日本橋１－４－
１日本橋一丁目ビルディング (株)都市居住評価センター NNNB-08169-4 平成28年01月18日

埼玉石心会病院 社会医療法人財団　石心会 川崎市幸区都町39-1 日本ERI(株) MNNN-10407-1 平成28年01月18日

A5工場建設PJ 田辺三菱製薬工場株式会社
吉富工場

福岡県築上郡吉富町大字小祝
955 日本ERI(株) MNNN-10181-1 平成28年01月18日

水戸市役所本庁舎 水戸市 茨城県水戸市中央一丁目４番
１

(一財)日本建築センター、(株
)都市居住評価センター MNNB-10463 平成28年01月18日

（仮称）港区六本木四丁目計画 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 MFNN-10174-2 平成28年01月18日

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-06274-1 平成28年01月18日

（仮称）熱海駅前計画 株式会社　ゴールドクレスト 東京都千代田区大手町2-1-1 日本ERI(株) HNNN-03986-2 平成28年01月18日

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ａ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目15
番19号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-08329-3 平成28年01月18日

福岡空港国内線旅客ターミナルビル 福岡空港ビルディング株式会
社

福岡県福岡市博多区大字下臼
井778番地の1 (一財)日本建築センター NNNB-10269-1 平成28年01月13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-08014-1 平成28年01月13日
株式会社JR博多シティ 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

(仮称)香椎副都心公共施設 福岡市 福岡県福岡市中央区天神一丁
目8番1号 日本ERI(株) NNNB-07797-1 平成28年01月13日

プレミアヨコハマ 唐戸　ミヨ 神奈川県横浜市都筑区牛久保
町1430番

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-07664-1 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

プレミアヨコハマ
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-07664-1 平成28年01月13日

唐戸　正博 神奈川県横浜市都筑区牛久保
町1430番

（仮称）住友不動産二番町ビル計画 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) MNNF-08140-3 平成28年01月13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-05488-4 平成28年01月13日

（仮称）MM21-32街区オフィス計画 東急不動産株式会社
都市事業ユニット都市事業本部 東京都渋谷区道玄坂1-21-2 (株)東京建築検査機構 HFNB-10371-1 平成28年01月13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-08287-4 平成28年01月13日
国土交通省 東京都千代田区九段南1-2-1

九段第3合同庁舎15階

小野薬品工業株式会社　新東京支社ビル 小野薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
1丁目8番2号 日本ERI(株) MNNN-10451 平成28年01月12日

(仮称)東京流通センター物流ビルＢ棟建替計画 株式会社東京流通センター 東京都大田区平和島六丁目1
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10447 平成28年01月12日

新国民健康保険　志雄病院 宝達志水町 石川県羽咋郡宝達志水町子浦
そ18番地1 日本ERI(株) MNNN-10445 平成28年01月12日

清水建設株式会社四国支店 清水建設株式会社 香川県高松市亀井町2-1 (一財)日本建築センター MNNN-10257-1 平成28年01月12日

（仮称）富山中央警察署 富山県 富山県富山市新総曲輪１番７
号 (一財)日本建築センター MNNN-10207-1 平成28年01月12日

ヤマト運輸株式会社(仮称)三河ゲートウェイ ヤマト運輸株式会社 東京都中央区銀座2丁目16番1
0号 日本ERI(株) MNNN-10150-1 平成28年01月12日

東京都医師会館建設計画 公益社団法人　東京都医師会 東京都千代田区一ツ橋1丁目2
番2号 日本ERI(株) MNNN-10094-1 平成28年01月12日

新奈良県総合医療センター 地方独立行政法人奈良県立病
院機構

奈良県大和郡山市満願寺町60
-1 日本ERI(株) MNNN-08354-2 平成28年01月12日

新高松電気ビル（仮称） 四電ビジネス株式会社 香川県高松市丸の内2番5号 日本ERI(株) MNNN-08334-1 平成28年01月12日

兵庫県立加古川医療センター 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県加古川市神野町神野20
3 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-02238-1 平成28年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

愛知県警察本部庁舎本館耐震改修 愛知県警察本部長　桝田
好一

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、(株
)確認サービス MFNN-06653-1 平成28年01月12日

（仮称）ＴＧＭＭ芝浦プロジェクト（Ａ棟・ホテル棟）
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-10334-1 平成28年01月12日
三井不動産株式会社 東京都中央区銀座6-17-1

豊田市駅前通り北地区第1種市街地再開発事業施設建築物　東棟 豊田市駅前通り北地区市街地
再開発組合

愛知県豊田市喜多町3丁目110
番地 日本ERI(株) HNNN-10157-1 平成28年01月12日

（仮称）Ｙ計画　別館 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 HNNN-10130-2 平成28年01月12日

（仮称）Ｙ計画　本館 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 HNNN-10129-2 平成28年01月12日

よみうり文化センター（千里中央）再整備事業

関西電力株式会社 大阪市北区中之島三丁目６番
１６号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-08122-3 平成28年01月12日

関電不動産株式会社 大阪市北区中之島六丁目２番
２７号

MID都市開発株式会社 大阪市北区堂島浜一丁目４番
４号

讀賣テレビ放送株式会社 大阪市中央区城見二丁目２番
３３号

株式会社読売新聞大阪本社 大阪市北区野崎町５番９号

カプコンN棟（仮称） 株式会社カプトロン 大阪府大阪市中央区内平野町
3丁目1番3号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-08058-1 平成28年01月12日

（仮称）加古川中央市民病院 地方独立行政法人
加古川市民病院機構

兵庫県加古川市米田町平津３
８４番地の１ 日本ERI(株) MNNN-08053-2 平成28年01月10日

富士駅南口地区優良建築物等整備事業 富士駅南口地区優良建築物整
備事業建設組合

静岡県富士市水戸島元町4-1
曲松ビル2階5号室 日本ERI(株) MNNN-10184-1 平成28年01月08日

湘南鎌倉総合病院 株式会社　熊谷組
首都圏支店 東京都新宿区津久戸町2番1号 日本ERI(株) MNNN-04812-1 平成28年01月08日

(仮称)麹町新スタジオ棟建設プロジェクト 日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋1-6-1 (一財)日本建築センター MNNN-10446 平成28年01月05日

(仮称)多賀城駅前マンションⅡ 東新住販　株式会社 東京都中央区日本橋1丁目2-1
9 日本ERI(株) MNNN-10442 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

浜松町一丁目計画 向陽開発株式会社 東京都港区浜松町1丁目10-17 日本ERI(株) MNNN-10131-1 平成28年01月05日

ビ・ウェル新堀 和建設株式会社 高知県高知市北本町４丁目3-
25 日本ERI(株) MNNN-10010-2 平成28年01月05日

(仮称)大阪市北区豊崎3丁目計画

株式会社サンキョウホーム 大阪府大阪市北区西天満5丁
目2番18号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10441 平成28年01月05日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

京阪電気鉄道株式会社 大阪府枚方市岡東町173番地
の1

学校法人電波学園　東京電子専門学校　新館計画 学校法人電波学園
東京電子専門学校 東京都豊島区東池袋3-6-1 (株)東京建築検査機構 HNNN-10308-1 平成28年01月05日

（仮称）さいたま市浦和区仲町1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
ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10212-3 平成28年01月05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)帝京大学八王子キャンパス新校舎棟 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 (一財)日本建築センター HNNN-08326-2 平成28年01月05日

(仮称)南堀江住宅建替え計画 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-07348-1 平成28年01月05日

（仮称）千代田区一番町14計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター MNNN-10443 平成27年12月28日

（仮称）コートパセフィコ 株式会社
グリーンアカデミー

福島県福島市東中央三丁目17
番地 日本ERI(株) MNNN-10438 平成27年12月28日

洲本市新庁舎 洲本市 兵庫県洲本市本町３丁目４番
１０号 日本ERI(株) MNNN-10267-1 平成27年12月28日

シマノ新金岡レジデンス 株式会社　シマノ 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-07995-2 平成27年12月28日

（仮称）埼友草加病院
医療法人　埼友会 埼玉県草加市北谷1-27-37

(一社)日本免震構造協会 MNNN-07971-1 平成27年12月28日
株式会社　メディトピア 埼玉県草加市北谷1-23-5

（仮称）アイランドフォレストタワー （仮称）アイランドフォレスト
タワー分譲事業・共同事業体

福岡市中央区天神1丁目11番1
7号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-08207-2 平成27年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）ペンブローク六本木7丁目計画 ペンブローク　ロッポンギ７
リアルエステート　リミテッド

英国領バミューダ、ペンブロー
クHM19、クロー通り42番地、
ペンブローク・ホール

日本ERI(株) HNNN-07979-3 平成27年12月28日

荏原町駅前地区防災街区整備事業　防災施設建築物 荏原町駅前地区防災街区整備
事業組合 東京都港区新橋4丁目6番15号 日本ERI(株) HNNN-07949-2 平成27年12月28日

（仮称）八戸市屋内スケート場 八戸市　 青森県八戸市内丸1丁目1-1 (株)都市居住評価センター NNNB-10440 平成27年12月25日

会津オリンパス オリンパス株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-1 (一財)日本建築センター MNNN-02662-3 平成27年12月25日

小学館ビル 小学館不動産株式会社
東京都千代田区神田神保町二丁
目１３番地
神保町ＭＦビル２Ｆ

(株)都市居住評価センター MFNB-07931-3 平成27年12月25日

白金キャンパス薬学部校舎・北里本館建替新築 学校法人　北里研究所 東京都港区白金５－９－１ (一財)日本建築センター HNNN-08172-4 平成27年12月25日

（仮称）錦二丁目計画（新棟）
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
日本ERI(株) HNNB-10450 平成27年12月25日

名古屋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

高崎文化芸術センター（仮称） 高崎市長　富岡　賢治 群馬県高崎市高松町35-1 (一財)日本建築センター NNNB-10439 平成27年12月21日

東京国際空港国際線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-08186-2 平成27年12月21日

MAX&Co.表参道 Unity Real Estate Japan
株式会社

東京都渋谷区神宮前五丁目2
番5号 (一財)日本建築センター NNNB-07948-1 平成27年12月21日

（仮称）水天宮建替計画 宗教法人水天宮 東京都中央区日本橋蛎殻町2-
4-1 (一財)日本建築センター MNNF-08185-4 平成27年12月21日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　ホテル棟 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)日本建築センター HNNN-07892-7 平成27年12月21日

（仮称）松坂屋上野店南館建替計画 株式会社　大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築センター HNNB-10268-1 平成27年12月21日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　オフィス棟 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)日本建築センター HNNB-07891-7 平成27年12月21日

代々木ゼミナール名古屋プロジェクト 学校法人高宮学園 東京都渋谷区代々木一丁目29
番1号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-10107-3 平成27年12月21日

(仮称)三田一丁目計画 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　

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNF-10120-2 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）横浜野村ビル計画 野村不動産株式会社
都市開発事業本部　

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 HFNB-10202-2 平成27年12月21日

（仮称）KING OF KINGS 関目高殿店　新築計画
｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫｝ Parkキング建設　株式会社 愛知県田原市緑が浜4-1-66 (一財)日本建築センター NFEN-10449 平成27年12月18日

岩崎３丁目優良建築物等整備事業（西地区）｛施設併用五層六段型自
走式自動車車庫｝ 株式会社　ショウワパーク 大阪市淀川区宮原4-4-50 (一財)日本建築センター NFEN-10444 平成27年12月18日

信州大学医学部附属病院包括先進医療棟 国立大学法人　信州大学長 長野県松本市旭3丁目1番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10393-1 平成27年12月17日

（仮称）川口信用金庫本店建替計画 川口信用金庫 埼玉県川口市栄町3丁目9番3
号 日本ERI(株) MNNN-10096-1 平成27年12月17日

徳島赤十字病院 徳島赤十字病院 徳島県小松島市小松島町字井
利ノ口103番 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-00718-1 平成27年12月17日

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1
丁目10番1号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-08090-5 平成27年12月17日

大村進・美枝子記念　聖路加臨床学術センター 一般財団法人
聖路加国際メディカルセンター 東京都中央区明石町10-1 (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) MFNB-07879-3 平成27年12月16日

六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（南街区） 六本木三丁目東地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目6番1
号 (一財)日本建築センター HFNB-08229-3 平成27年12月16日

（仮称）大手町１－１計画　Ｂ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)日本建築センター HFNB-07906-3 平成27年12月16日

銀座六丁目10地区第一種市街地再開発事業 銀座六丁目10地区市街地再開
発組合

東京都中央区銀座六丁目12番
1号 (一財)日本建築センター NNNB-07771-3 平成27年12月15日

(仮称)東京団地冷蔵株式会社再整備事業Ｂ棟 東京団地冷蔵株式会社 東京都大田区平和島六丁目2
番25号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10435 平成27年12月14日

(仮称)東京団地冷蔵株式会社再整備事業Ａ棟 東京団地冷蔵株式会社 東京都大田区平和島六丁目2
番25号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10434 平成27年12月14日

(仮称)藤田保健衛生大学病院　Ｂ棟 学校法人藤田学園 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪
1番98 日本ERI(株) MNNN-10432 平成27年12月14日

(仮称)国際観光興業株式会社様　西浅草２丁目マンション 国際観光興業株式会社 東京都豊島区西池袋1-7-10
ビルドT9 日本ERI(株) MNNN-10431 平成27年12月14日

幕別町新庁舎 幕別町 北海道中川郡幕別町本町130
番地 日本ERI(株) MNNN-10057-1 平成27年12月14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-06758-1 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）荒川二丁目複合施設 荒川区長　西川　太一郎 東京都荒川区荒川二丁目2番3
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-07936-3 平成27年12月14日

宇都宮大手地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 宇都宮大手地区市街地再開発
組合 栃木県宇都宮市二荒町4番2号 日本ERI(株) HNNN-10437 平成27年12月14日

(仮称)麹町３丁目タワープロジェクト

大林新星和不動産株式会社 東京都千代田区九段南三丁目
3番6号

(一財)日本建築センター HNNN-10430 平成27年12月14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

サンヨーホームズ株式会社 大阪市西区西本町一丁目4番1
号

二俣川駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 二俣川駅南口地区市街地再開
発組合

神奈川県横浜市旭区二俣川2
丁目56番地1 日本ERI(株) HNNN-10225-1 平成27年12月14日

（仮称）国分寺都市計画事業
国分寺駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物　西街区棟 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-10205-1 平成27年12月14日

大和ハウス／ヤマトグループ　関西ゲートウェイターミナル 茨木松下開発特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 日本ERI(株) MNNN-10426 平成27年12月11日

(仮称)Ｌａｎｄｐｏｒｔ高槻　新築計画 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　新宿野村ビル 日本ERI(株) MNNN-10425 平成27年12月11日

知立駅北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 知立駅北地区市街地再開発組
合

愛知県知立市堀切1丁目10番
地 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10429 平成27年12月11日

渋谷駅南街区プロジェクト B-1棟 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-10312-2 平成27年12月11日

勝どき五丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（Ｂ-１街区） 勝どき五丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区勝どき2丁目10
番4号 日本ERI(株) HNNN-07374-2 平成27年12月11日

NHK新静岡放送会館 日本放送協会静岡放送局 静岡県静岡市葵区西草深町1-
21 (一財)日本建築センター MNNN-10428 平成27年12月09日

北九州総合病院 特定医療法人北九州病院 北九州市小倉北区室町3丁目1
番2号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-08095-1 平成27年12月09日

（仮称）東池袋４丁目計画 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
4番5号 日本ERI(株) HNNN-10329-1 平成27年12月09日

（仮称）ウィザースレジデンス浜野駅前 株式会社　新昭和 千葉県君津市東坂田4丁目3番
3号 日本ERI(株) MNNN-10302-1 平成27年12月07日

国立研究開発法人　国立がん研究センター（仮称）新総合棟新築 国立研究開発法人
国立がん研究センター 東京都中央区築地5-1-1 (一財)日本建築センター HNNN-10200-2 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-08287-3 平成27年12月04日
国土交通省東京国道事務所長 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）ＪＶ藤沢川名計画

三信住建株式会社 東京都中央区銀座六丁目2番1
号

ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10280-1 平成27年11月30日
京急不動産株式会社 東京都港区高輪2丁目21番28

号

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

ナイスエスト株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目
37番10号

加賀市統合新病院 加賀市 石川県加賀市大聖寺南町二41
番地 日本ERI(株) MNNN-10014-2 平成27年11月30日

（仮称）洛西口駅前集合住宅　北敷地計画 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 MNNN-08166-1 平成27年11月30日

（仮称）西新宿３丁目複合計画 株式会社ＴＳＩホールディン
グス

東京都港区南青山5-１-3
TS青山ビル

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10290-1 平成27年11月30日

（仮称）東区・代官町計画 岡谷鋼機株式会社 名古屋市中区栄二丁目４番１
８号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10273-1 平成27年11月30日

西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物（B街区） 西品川一丁目地区市街地再開
発組合

東京都品川区西品川一丁目2
番19号 (一財)日本建築センター HNNN-10187-2 平成27年11月30日

愛知大学　名古屋校舎（ささしま）＜本館（研究棟）＞ 学校法人　愛知大学 愛知県豊橋市町畑町字町畑1
番地の1 (株)確認サービス HNNN-10173-1 平成27年11月30日

高知市新庁舎 高知市長　岡﨑　誠也 高知県高知市本町五丁目1番4
5号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10421 平成27年11月27日

(仮称)大阪商工信用金庫新本店 大阪商工信用金庫 大阪府大阪市中央区松屋町住
吉3番2号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10420 平成27年11月27日

（仮称）澤井様西瑞江5丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5K
DX日本橋313ビル4階 (一財)日本建築センター MNNN-10427 平成27年11月25日

新座市新庁舎 新座市 埼玉県新座市野火止一丁目1
番1号 日本ERI(株) MNNN-10423 平成27年11月25日

（仮称）家の光千駄ヶ谷ビル 一般社団法人　家の光協会 東京都新宿区市谷船河原町11 (一財)日本建築センター MNNN-10064-2 平成27年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

南区総合庁舎 横浜市役所 神奈川県横浜市中区港町1丁
目1番地 日本ERI(株) MNNN-07602-2 平成27年11月25日

一般財団法人電力中央研究所　横須賀地区　新研究棟（仮称） 一般財団法人電力中央研究所 神奈川県横須賀市長坂2-6-1 日本ERI(株) MNNB-10247-1 平成27年11月25日

駅東通り一丁目第一地区優良建築物等整備事業
東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都渋谷区道玄坂一丁目21

番2号 日本ERI(株) HNNN-10424 平成27年11月25日

(仮称)武蔵小杉計画 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-08081-3 平成27年11月25日

（仮称）湯島2丁目マンション 有限会社　湯島加藤ビル 文京区湯島2丁目23番12号 (一財)日本建築センター MNNN-10422 平成27年11月24日

藤枝駅前一丁目8街区第一種市街地再開発事業（住宅棟） 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋1-7-1 日本ERI(株) MNNN-10418 平成27年11月24日

（仮称）栁田様弥生町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5K
DX日本橋313ビル4F 日本ERI(株) MNNN-10417 平成27年11月24日

北里大学臨床教育研究棟 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 MNNN-10416 平成27年11月24日

（仮称）朝霞台中央総合病院移転計画 医療法人社団　武蔵野会
朝霞台中央総合病院

埼玉県朝霞市西弁財一丁目8
番10号 (一財)日本建築センター MNNN-10415 平成27年11月24日

（仮称）野村不動産仙台青葉通ビル 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

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10414 平成27年11月24日

（仮称）甲府市中央一丁目地区　優良建築新築計画 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2-2-3
丸の内仲通りビル10階 日本ERI(株) MNNN-10227-2 平成27年11月24日

ふくしま国際医療科学センター　D棟 公立大学法人
福島県立医科大学 福島県福島市光が丘１番地 (株)都市居住評価センター MNNN-08034-2 平成27年11月24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-05699-2 平成27年11月24日

総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業 総曲輪三丁目地区市街地再開
発組合

富山県富山市総曲輪三丁目5
番8号 日本ERI(株) HNNN-10419 平成27年11月24日

（仮称）芝公園１丁目ビル計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1 日本ERI(株) HNNB-10263-1 平成27年11月24日

（仮称）アリア・ソワン一之江計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5K
DX日本橋313ビル (一財)日本建築センター MNNN-10413 平成27年11月20日

（仮称）大阪市中央区北浜二丁目計画 積和不動産関西株式会社 大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番30号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10408 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）大阪市中央区北浜二丁目計画

京阪電鉄不動産株式会社 大阪府大阪市中央区大手町一
丁目7番31号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10408 平成27年11月20日京阪電気鉄道株式会社 大阪府牧方市岡東町173番地
の1

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

（仮称）花咲町６丁目地区プロジェクト 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) MNNN-10236-1 平成27年11月18日

（仮称）中山下一丁目1番地区第一種市街地再開発事業　施設建物 岡山市中山下一丁目1番地区
市街地再開発組合

岡山県岡山市北区本町4番18
号　コア本町 日本ERI(株) HNNN-10169-1 平成27年11月18日

イオンモール橿原店舗27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-06293-1 平成27年11月16日

(仮称)千代田区三番町計画

長島　公輔 東京都千代田区三番町2-1-70
1

(一財)日本建築センター MNNN-10411 平成27年11月16日長島　敏之 東京都千代田区三番町2-1-70
1

長島不動産株式会社 東京都千代田区五番町三番地
五番町グランドビル

日比谷ビルディング 清和綜合建物株式会社 東京都港区芝大門1-1-23 日本ERI(株) MNNN-10046-2 平成27年11月16日

（仮称）目黒駅前プロジェクト新築建物 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号 日本ERI(株) MNNN-10006-2 平成27年11月16日

熊本大学医学部附属病院 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-06452-1 平成27年11月16日

虎の門病院 国家公務員共済組合連合会 東京都千代田区九段南1丁目1
番10号 (一財)日本建築センター HNNN-10410 平成27年11月16日

（仮称）新日比谷プロジェクト 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-10166-2 平成27年11月16日

（仮称）東心斎橋1丁目計画

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

(株)都市居住評価センター HNNN-07623-3 平成27年11月16日東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪市中央区南船場四丁目4
番3号

プロロジスパーク神戸２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 日本ERI(株) MNNN-10328-1 平成27年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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神戸システムセンター新棟 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 日本ERI(株) MNNN-10149-1 平成27年11月11日

伊勢市消防・防災センター（仮称） 伊勢市 三重県伊勢市岩渕１丁目７番
２９号 日本ERI(株) MNNN-07820-1 平成27年11月11日

（仮称）南和広域医療組合救急病院　病院本館棟 南和広域医療組合 奈良県五條市本町３丁目１番
１３号 日本ERI(株) MNNN-07716-1 平成27年11月11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-07558-2 平成27年11月11日

東京都済生会中央病院 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部東京都済生会 東京都港区三田1丁目4番17号 (一財)日本建築センター HNNN-10183-1 平成27年11月11日

（仮称）武蔵浦和第Ⅰ街区B3-1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-10164-2 平成27年11月11日

埼玉県立小児医療センター・さいたま赤十字病院
さいたま赤十字病院 埼玉県さいたま市中央区上落

合八丁目3番33号 (一財)さいたま住宅検査セン
ター HNNN-07795-3 平成27年11月11日

埼玉県病院事業管理者 埼玉県さいたま市浦和区高砂
三丁目１３番３号

株式会社福田組本社社屋 株式会社福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通
町3-10 (一財)日本建築センター MNNN-10409 平成27年11月10日

埼玉石心会病院 社会医療法人財団　石心会 川崎市幸区都町39-1 日本ERI(株) MNNN-10407 平成27年11月09日

亜細亜大学新1号館建替 学校法人　亜細亜学園 東京都武蔵野市境5丁目24番1
0号 日本ERI(株) MNNN-10406 平成27年11月09日

(仮称)テレビ朝日若葉台建築計画 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) MNNN-10404 平成27年11月09日

医療法人　千寿会　道後温泉病院 医療法人　千寿会
道後温泉病院

愛媛県松山市道後姫塚乙21-2
1

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10400 平成27年11月09日

（仮称）綱島東６丁目計画 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37番10号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10264-1 平成27年11月09日

（仮称）TMA計画 株式会社東京都民銀行 東京都港区六本木二丁目3番1
1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10241-1 平成27年11月09日

土浦市消防本部新消防庁舎 土浦市 茨城県土浦市大和町9番1号 日本ERI(株) MNNN-10090-1 平成27年11月09日

弘前市庁舎 弘前市長　葛西　憲之 青森県弘前市大字上白銀町1-
1 (一財)日本建築センター MNNN-08353-1 平成27年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

金沢区総合庁舎 横浜市役所 神奈川県横浜市中区港町１丁
目１番地 日本ERI(株) MNNN-08015-1 平成27年11月09日

酒田市庁舎 酒田市 山形県酒田市本町二丁目２番
４５号 (一財)日本建築センター MNNN-07437-2 平成27年11月09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-06190-1 平成27年11月09日

(仮称)大阪市北区長柄西（関大キャンパス跡地）集合住宅新築計画（西
棟） 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-10403 平成27年11月09日

(仮称)大阪市北区長柄西（関大キャンパス跡地）集合住宅新築計画（東
棟） 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-10402 平成27年11月09日

（仮称）MM21-59街区　B街区 岡田ビル株式会社 東京都目黒区自由が丘一丁目
8番9号 日本ERI(株) HNNN-10127-2 平成27年11月09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-07521-1 平成27年11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

三菱倉庫株式会社 名古屋支店　飛島配送センター 三菱倉庫株式会社
名古屋支店

愛知県名古屋市中村区名駅3-
16-22 日本ERI(株) MNNN-02664-2 平成27年11月05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
36番地1 (一財)日本建築センター MNNN-07888-2 平成27年11月04日

藤久ビル東5号館
株式会社　文英土地建物 東京都豊島区目白3丁目15番8

号
(一財)日本建築センター HNNN-10242-1 平成27年11月04日

後藤　文男 東京都豊島区目白3丁目15番8
号

（仮称）枚方市駅前プロジェクト スパイラルスター・グローバ
ル・パートナーズ株式会社

大阪府枚方市岡本町２番２２
号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-10147-2 平成27年11月02日

厚木市立病院 厚木市立病院 厚木市水引一丁目16番36号 (一財)日本建築センター MNNN-08024-3 平成27年11月02日

表参道ヒルズ 表参道ヒルズ管理組合
管理者森ビル株式会社

東京都渋谷区神宮前４丁目12
-10 (一財)日本建築センター MFNB-07802-2 平成27年11月02日

（仮称）アパホテル　&lt;品川　泉岳寺駅前&gt; アパホーム　株式会社 石川県金沢市大和町1-5 (株)都市居住評価センター HNNN-08042-2 平成27年11月02日

（仮称）紀尾井町計画 株式会社西武プロパティーズ 東京都豊島区南池袋一丁目16
番15号 (一財)日本建築センター HNNF-07925-3 平成27年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）南青山３丁目プロジェクト
エイベックス・グループ・ホー
ルディングス株式会社
代表取締役CFO　竹内　成和

東京都港区六本木一丁目６番
１号 (一財)日本建築センター HNNB-10297-1 平成27年11月02日

飯塚市新庁舎 飯塚市 福岡県飯塚市新立岩5番5号 日本ERI(株) MNNN-10155-1 平成27年10月30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・高森 株式会社松田会 宮城県仙台市泉区寺岡一丁目
25-1 日本ERI(株) MNNN-10053-3 平成27年10月30日

（仮称）王子駅前計画（Ⅱ工区）

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 HNNN-07837-2 平成27年10月30日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

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

（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-04899-1 平成27年10月30日

静清リハビリテーション病院 医療法人社団
アール・アンド・オー 静岡県静岡市葵区柚木90-1 日本ERI(株) MNNN-10397 平成27年10月29日

公立藤岡総合病院 多野藤岡医療事務市町村組合 群馬県藤岡市藤岡942-1 (一財)日本建築センター MNNN-10394 平成27年10月29日

（仮称）浅草6丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋ビル4F (一社)日本免震構造協会 MNNN-10287-1 平成27年10月29日

（仮称）東京消防庁深川消防署豊洲出張所計画 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22号 (一財)日本建築センター MNNN-08200-3 平成27年10月29日

(仮称)上八丁堀8番マンション 三菱地所レジデンス株式会社 広島県広島市中区大手町三丁
目7番5号 日本ERI(株) HNNN-08339-1 平成27年10月29日

五層六段型自走式自動車車庫 ｛KITAGAWA PARKING⁶（H-
PCR580型）｝ 株式会社北川鉄工所 広島県府中市元町77ｰ1 (一財)日本建築センター NFEN-10412 平成27年10月28日

渋谷駅地区駅街区開発計画

東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野三丁目１
９番６号

(一財)日本建築センター HNNB-08025-2 平成27年10月28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

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

プラダ東京南青山 PABE-RE合同会社  代表社員
パベウノエッセエッレエッレ

東京都港区南青山1丁目15番1
4号 (一財)日本建築センター MFNB-00311-1 平成27年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

グランフロント大阪タワーA・南館

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4
-1

(一財)日本建築センター、(一
財)日本建築総合試験所 HNNB-06679-1 平成27年10月27日

阪急電鉄株式会社 大阪府池田市栄町1-1

ノースアセット特定目的会社 東京都港区港南2丁目15-2

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市大淀中1丁目1-8
8

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）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-06024-1 平成27年10月27日三井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

信州大学医学部附属病院包括先進医療棟 国立大学法人信州大学長 長野県松本市旭3丁目1番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10393 平成27年10月26日

日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業Ａ地区新築計画 日本橋室町三丁目地区市街地
再開発組合

東京都中央区日本橋本石町4-
4-20三井第二別館9階 (一財)日本建築センター HNNN-10392 平成27年10月26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2坂
28号Tビル (一財)日本建築センター MNNN-07851-1 平成27年10月20日

（仮称）文京区本郷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-10061-1 平成27年10月19日

大西学園中・高等学校 学校法人　大西学園 川崎市中原区小杉町２丁目２
８４番地 (一財)日本建築センター MNNN-08269-2 平成27年10月19日

東京大学（本郷）クリニカルリサーチセンター クリニカルリサーチセンター
ＰＦＩ株式会社

東京都港区赤坂二丁目14番27
号　国際新赤坂ビル東館19階 日本ERI(株) MNNN-07863-3 平成27年10月19日

メディセオ埼玉ALC（仮称） 株式会社　メディセオ 東京都中央区八重洲２－７－
１５ 日本ERI(株) MNNB-10303-1 平成27年10月19日

（仮称）小杉町二丁目開発計画（Ｂ地区） ＪＸ日鉱日石不動産株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町一
丁目1番地8 日本ERI(株) HNNN-10296-1 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）小杉町二丁目開発計画（Ｂ地区） 三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目1番2号 日本ERI(株) HNNN-10296-1 平成27年10月19日

（仮称）国分寺都市計画事業
国分寺駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物　東街区棟 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-10206-1 平成27年10月19日

草薙駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 草薙駅南口地区市街地再開発
組合

静岡県静岡市清水区草薙一丁
目7番3号　ポケットビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-08220-4 平成27年10月19日

静岡駅前南町１０地区第一種市街地再開発事業施設建築物 静岡駅前南町１０地区市街地
再開発組合

静岡県静岡市駿河区南町１０
番６号　村上駅南ビル５F 日本ERI(株) HNNN-08054-1 平成27年10月19日

モントーレ香椎浜サーフタワー　ウエストウイング 西武ハウス株式会社 福岡県福岡市中央区長浜3丁
目16番6号 日本ERI(株) HNNN-07918-1 平成27年10月19日

福井駅西口中央地区第一種市街地再開発事業　施設建築物等 福井駅西口中央地区市街地再
開発組合

福井県福井市中央1丁目3番3
号 日本ERI(株) HNNN-07588-1 平成27年10月19日

（仮称）阿波座駅前南ゾーンタワー棟

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

(株)都市居住評価センター HNNN-07569-3 平成27年10月19日

ヤスダエンジニアリング株式
会社

大阪府大阪市浪速区塩草3丁
目2番26号

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

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

中之島フェスティバルタワー・ウエスト
株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町四丁目1番1

3号 (一財)日本建築センター、(一
財)日本建築総合試験所 HFNB-10009-3 平成27年10月16日

株式会社朝日新聞社 大阪市北区中之島二丁目3番1
8号

四層五段型自走式自動車車庫　｛エレント K4CP2.5｝ 近藤工業株式会社 愛知県豊田市高丘新町天王11
番 (一財)日本建築センター NFEN-10399 平成27年10月15日

三層四段型自走式自動車車庫　｛エレント K3CP2.5｝ 近藤工業株式会社 愛知県豊田市高丘新町天王11
番 (一財)日本建築センター NFEN-10398 平成27年10月15日

（仮称）内幸町二丁目プロジェクト グリーンアセットインベスト
メント特定目的会社

東京都中央区日本橋兜町6番5
号 (一財)日本建築センター HNNB-10228-2 平成27年10月15日

（仮称）GLP狭山日高Ｉプロジェクト 狭山日高１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
地2号汐留シティセンター 日本ERI(株) MNNN-10065-1 平成27年10月13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
36番地1 (一財)日本建築センター MNNN-07888-1 平成27年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

あすと長町中央公園
株式会社ワールドアイシティ 仙台市青葉区一番町2丁目4番

1号 ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10388 平成27年10月07日

野村不動産株式会社仙台支店 仙台市青葉区中央一丁目2番3
号

株式会社ジェイアール東日本ビルディング（仮称）秋葉原開発プロジ
ェクト

株式会社
ジェイアール東日本ビルディン
グ

東京都中央区八重洲二丁目2番
1号　住友生命八重洲ビル4階 (一財)日本建築センター MNNN-10160-2 平成27年10月05日

茅ヶ崎市役所新庁舎 茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁
目１番１号 日本ERI(株) MNNN-07885-1 平成27年10月05日

（仮称）さいたま市浦和区仲町1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
ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10212-2 平成27年10月05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

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-07478-2 平成27年10月05日

ドコモ東北ビル 株式会社ＮＴＴドコモ 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-
2　ドコモ東北ビル (一財)日本建築センター HNNN-00217-1 平成27年10月05日

学校法人常翔学園梅田キャンパス（仮称）計画 学校法人常翔学園 大阪市旭区大宮5丁目16番1号 (一財)日本建築総合試験所 HFNB-08350-1 平成27年10月05日

九州セキスイハイム工業　新ハイム工場 九州セキスイハイム工業株式
会社 佐賀県鳥栖市轟木町1760 ビューローベリタスジャパン(

株) NNNB-10235-1 平成27年10月01日

（仮称）銀座５丁目計画 合同会社スペードハウス 東京都中央区日本橋１－４－
１日本橋一丁目ビルディング (株)都市居住評価センター NNNB-08169-3 平成27年10月01日

(仮称)七宝計画　｛施設併用四層五段型自走式自動車車庫｝ Parkキング建設株式会社 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-10395 平成27年10月01日

呉市新庁舎 呉市 広島県呉市中央4丁目1番6号 日本ERI(株) MNNF-06915-3 平成27年10月01日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　ホテル棟 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)日本建築センター HNNN-07892-6 平成27年10月01日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　オフィス棟 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)日本建築センター HNNB-07891-6 平成27年10月01日

柏の葉キャンパス148街区住宅計画　東棟 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) HFNN-10086-2 平成27年10月01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-07734-1 平成27年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

キユーピー神戸工場 キユーピー株式会社 東京都渋谷区渋谷１丁目4番
の13号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-10386 平成27年09月30日

医療法人晃和会　谷口病院 医療法人晃和会 和歌山県海南市日方328 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-08057-1 平成27年09月30日

ユニバーサルシティ駅前プロジェクト エヌ・ティ・ティ都市開発株
式会社 大阪市西区土佐堀1-3-7 ビューローベリタスジャパン(

株) HNNN-10383 平成27年09月30日

（仮称）原町田三丁目計画 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丁目3番
1号 日本ERI(株) HNNN-07912-2 平成27年09月30日

（仮称）大阪市中央区淡路町３丁目ＰＲＪ
三菱地所レジデンス株式会社 大阪市北区天満橋１丁目８番

３０号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-07443-2 平成27年09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）アデニウム天神橋筋6丁目 アデニウムタワー梅田管理組
合 大阪市北区本庄東1-23-2 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-03992-1 平成27年09月30日

（仮称）丸の内3-2計画

株式会社東京會舘 東京都千代田区丸の内三丁目
2番1号

(一財)日本建築センター HNNB-10387 平成27年09月30日東京商工会議所 東京都千代田区丸の内二丁目
5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

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ａ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目15
番19号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-08329-2 平成27年09月30日

大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物

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 HFNB-10245-1 平成27年09月30日
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

京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物（再開発棟） 京橋二丁目西地区市街地再開
発組合

東京都中央区八重洲二丁目７
番７号　八重洲旭ビル８階 (株)都市居住評価センター HFNB-07552-4 平成27年09月30日

（仮称）新東京武田ビル 武田薬品不動産株式会社
東京都中央区日本橋本町3丁目7
番2号
ＭＦＰＲ日本橋本町ビル

(一財)日本建築センター HNNN-10217-1 平成27年09月29日

（仮称）西新橋一丁目計画 株式会社　同和ライン 東京都港区西新橋2丁目37番5
号 (一財)日本建築センター MNNN-08117-1 平成27年09月25日

北國銀行本店 株式会社　北國銀行 石川県金沢市広岡二丁目12番
6号 (一財)日本建築センター MNNN-07276-2 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-07086-1 平成27年09月25日

AST22番地拠点統合計画 アステラス製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町2-5-
1 (一財)日本建築センター MNNN-05462-2 平成27年09月25日

水天宮建替計画 宗教法人水天宮 東京都中央区日本橋蛎殻町2-
4-1 (一財)日本建築センター MNNF-08185-3 平成27年09月25日

長谷川体育施設　本社ビル 長谷川体育施設株式会社 東京都世田谷区三軒茶屋2-11
-23-Ｂ-3Ｆ (一社)日本免震構造協会 MNNN-08029-1 平成27年09月24日

（仮称）多摩落合一丁目計画 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 日本ERI(株) MNNN-07700-3 平成27年09月24日

西新宿五丁目中央北地区第一種市街地再開発事業（A1地区） 西新宿五丁目中央北地区市街
地再開発組合

東京都新宿区西新宿５丁目２
－６　秋山ビル２０２ (一財)日本建築センター HNNN-08235-2 平成27年09月24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 東京都千代田区富士見二丁目
10番2号 日本ERI(株) HNNN-07357-2 平成27年09月17日

ぷろぼの福祉ビル 社会福祉法人　ぷろぼの 奈良県奈良市大宮町3丁目5-3
9　第3やまと建設ビル2F (一財)日本建築センター MNNN-10391 平成27年09月16日

(仮称)松戸市立千駄堀新病院建設事業計画 松戸市 千葉県松戸市根本387番地の5 (一財)日本建築センター MNNN-10385 平成27年09月16日

株式会社　エバルス　岡山ＡＬＣ（仮称） 株式会社　エバルス 広島県広島市南区大洲5丁目2
番10号 日本ERI(株) MNNN-10377 平成27年09月16日

中京テレビ放送新社屋 中京テレビ放送株式会社 名古屋市昭和区高峯町１５４
番地 (株)確認サービス MNNN-07923-1 平成27年09月16日

広島八丁堀プロジェクト
広島電鉄株式会社 広島市中区東千田町２丁目9-

29
日本ERI(株) HNNN-10389 平成27年09月16日

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

大森海岸計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSビル19階 日本ERI(株) HNNN-10380 平成27年09月16日

（仮称）ＫＯＲＣ東扇島第２流通センター 小林　榮子 東京都品川区西大井5-25-14 日本ERI(株) MNNN-10370 平成27年09月14日

（仮称）富岡市庁舎 富岡市 群馬県富岡市富岡1460-1 (株)都市居住評価センター NNNB-10381 平成27年09月11日

釜石市民ホール（仮称） 釜石市 岩手県釜石市只越町３丁目9
番13号 日本ERI(株) NNNB-10379 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)伊東屋本店 株式会社　伊東屋 東京都中央区銀座1丁目7番10
号　銀座富士ビル4階 (一財)日本建築センター NNNB-08203-2 平成27年09月11日

（仮称）市川市新第１庁舎 市川市 千葉県市川市八幡1丁目1番1
号 日本ERI(株) MNNB-10382 平成27年09月11日

浜松町二丁目４地区B街区（仮称）浜松町駅前プロジェクト
株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15-2

(一財)日本建築センター HNNB-10375 平成27年09月11日
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

(仮称)渋谷区役所建替プロジェクト新庁舎棟（庁舎） 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNB-10369 平成27年09月11日

西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物（A街区） 西品川一丁目地区市街地再開
発組合 東京都品川区西品川1-2-29 (一財)日本建築センター HFNB-10186-1 平成27年09月11日

渋谷駅南街区プロジェクト B-1棟 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-10312-1 平成27年09月10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-07675-2 平成27年09月10日

（仮称）日本通運(株)東京支店　新東京物流センター 日本通運株式会社 東京都港区東新橋1-9-3 ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10117-1 平成27年09月09日

（仮称）亀戸２丁目吉住様マンション 吉住　利彦 千葉県市川市市川南3丁目12-
C407 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10030-2 平成27年09月09日

射水市庁舎 射水市役所 富山県射水市戸破1511番地 ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-07941-1 平成27年09月09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-08290-2 平成27年08月31日

(仮称)大日本印刷市谷工場整備計画[東街区] 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) MNNN-08097-2 平成27年08月31日

慶應義塾大学病院1号館（新病院棟） 慶應義塾 東京都港区三田二丁目15番45
号 日本ERI(株) MNNN-08092-2 平成27年08月31日

北おおさか信用金庫　本店 北おおさか信用金庫 大阪府茨木市西駅前町9番32
号 日本ERI(株) MNNN-08052-1 平成27年08月31日

（仮称）赤坂檜坂計画 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目3番17
号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-07738-3 平成27年08月31日

京都会館再整備 京都市 京都府京都市中京区寺町通御
池上る上本能寺前町488番地

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-08064-2 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）荒川二丁目複合施設 荒川区長　西川　太一郎 東京都荒川区荒川二丁目2番3
号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-07936-2 平成27年08月31日

（仮称）吹田市立スタジアム スタジアム建設募金団体 大阪府吹田市千里万博公園3
番3号 (一財)日本建築総合試験所 MNNB-07702-3 平成27年08月31日

大手センタービル 株式会社竹中工務店
開発事業本部

東京都江東区南砂二丁目5番1
4号 (一財)日本建築センター HNNN-10384 平成27年08月31日

納屋橋東第一種市街地再開発事業 納屋橋東地区市街地再開発組
合

愛知県名古屋市中区栄一丁目
18番1号 日本ERI(株) HNNN-10185-1 平成27年08月31日

（仮称）東上野1-14計画 アイエムプロパティー合同会
社

東京都台東区東上野1丁目14
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-10137-1 平成27年08月31日

森本倉庫三宮ビル北館建替 森本倉庫　株式会社 兵庫県神戸市中央区磯上通2
丁目2番21号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-07727-2 平成27年08月31日

神宮前計画 原宿タウン特定目的会社 東京都港区元赤坂一丁目1番8
号 (一財)日本建築センター HNNN-01489-2 平成27年08月31日

（仮称）ドコモ神戸局電力棟 株式会社ＮＴＴドコモ 大阪府大阪市北区梅田一丁目
10番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10378 平成27年08月28日

(仮称)千代田区一番町計画
東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
首都圏住宅事業本部

東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番2号 (株)都市居住評価センター MNNN-10152-1 平成27年08月28日

広島鉄道病院　新築計画 西日本旅客鉄道株式会社
大阪工事事務所

大阪市淀川区西中島５丁目４
番２０号　中央ビル４階 (一財)日本建築センター MNNN-08115-2 平成27年08月28日

ヒューリック本社ビル 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 (株)都市居住評価センター MNNN-06474-2 平成27年08月28日

会津オリンパス オリンパス株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-1 (一財)日本建築センター MNNN-02662-2 平成27年08月28日

（仮称）中央区晴海二丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) HNNN-10013-2 平成27年08月28日

（仮称）神戸ハーバーランドマンション

山陽電気鉄道株式会社 神戸市長田区御屋敷通三丁目
1番1号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-08310-1 平成27年08月28日
安田不動産株式会社 神戸市中央区京町72番地

三菱倉庫株式会社 神戸市中央区東川崎町1-7-4

近畿菱重興産株式会社 神戸市兵庫区笠松通9丁目2番
19号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）神戸ハーバーランドマンション 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丁目8番30
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-08310-1 平成27年08月28日

（仮称）上智大学四谷キャンパス新棟計画 学校法人上智学院 東京都千代田区紀尾井町七番
一号 (株)都市居住評価センター HNNN-07935-3 平成27年08月28日

三宮ビル南館 森本倉庫　株式会社 兵庫県神戸市中央区磯上通２
丁目２番２１号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-07776-2 平成27年08月28日

さいたま新都心ビル（仮称）・ドコモ埼玉ビル
株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町二丁目

11番1号
(一財)日本建築センター HNNB-09005-1 平成27年08月28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）日本橋二丁目地区北地区７番街区 住友不動産株式会社
資産開発事業本部

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-07928-4 平成27年08月27日

いわき物流センター（仮称） 株式会社　ドーム 東京都品川区東品川2丁目2番
20号天王洲郵船ビル22階 日本ERI(株) MNNN-10082-1 平成27年08月24日

立川綜合病院移転計画 医療法人
立川メディカルセンター 長岡市神田町3丁目2番地11 日本ERI(株) MNNN-10076-1 平成27年08月24日

（仮称）富浜１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-10063-1 平成27年08月24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

ハウスプラス確認検査(株) MNNN-01922-1 平成27年08月24日三菱地所レジデンス㈱名古屋
支店 名古屋市中区栄二丁目3番1号

ジェイアール東海不動産㈱ 東京都港区港南二丁目1番95
号

（仮称）住友不動産　西五反田三丁目計画 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) HNNN-10161-2 平成27年08月24日

（仮称）江東区豊洲５丁目計画
三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

1番3号
(一財)日本建築センター HNNN-08187-2 平成27年08月24日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号

南区総合庁舎 横浜市役所 神奈川県横浜市中区港町1丁
目1番地 日本ERI(株) MNNN-07602-1 平成27年08月20日

(仮称)渋谷区役所建替プロジェクト新庁舎棟（公会堂） 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座6丁目17番1
号 日本ERI(株) NNNB-10374 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）MM21-32街区　オフィス計画
｛施設併用六層六段型屋根付き自走式自動車車庫｝ 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-10376 平成27年08月19日

THE CONOE&lt;三田綱町&gt; アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町1-5 (株)都市居住評価センター MNNN-08320-1 平成27年08月19日

(株)アトル福岡ALC 株式会社　アトル 福岡県福岡市博多区半道橋2-
2-51 日本ERI(株) MNNB-10105-2 平成27年08月19日

株式会社奥村組九州支店社屋・寮 株式会社　奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町
二丁目2番2号 日本ERI(株) MFNN-10244-1 平成27年08月19日

（仮称）つくば吾妻Ⅱ計画 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二丁目
2番3号 (株)都市居住評価センター HNNN-10123-1 平成27年08月19日

センチュリー豊田ビル 東和不動産株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁
目7番1号ミッドランドスクエア1
6階

(一財)日本建築センター HNNN-00108-1 平成27年08月19日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-08178-4 平成27年08月19日

ささしまライブ２４地区「（仮称）グローバルゲート」 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 (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) HFNB-05252-2 平成27年08月19日

（仮称）ニッセイ静岡ビル 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 日本ERI(株) MNNN-10373 平成27年08月18日

（仮称）江東区豊洲６丁目計画（住宅棟） 三井不動産株式会社　執行役員
アコモデーション事業本部

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 MNNN-08032-2 平成27年08月18日

（仮称）阿波座駅前南ゾーンタワー棟

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

(株)都市居住評価センター HNNN-07569-2 平成27年08月18日

ヤスダエンジニアリング株式
会社

大阪府大阪市浪速区塩草3丁
目2番26号

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

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

(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 東京都千代田区富士見二丁目
10番2号 日本ERI(株) HNNN-07357-1 平成27年08月17日

代々木ゼミナール名古屋校 学校法人　高宮学園 東京都渋谷区代々木一丁目29
番1号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-10107-2 平成27年08月17日

東邦大学医療センター新大橋病院 学校法人　東邦大学 東京都大田区大森西五丁目21
番16号 日本ERI(株) MNNN-10368 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

静岡七間町地区優良建築物等整備事業 静岡七間町地区優良建築物等
整備事業建設組合

静岡県静岡市葵区常盤町1丁
目4番地の12

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10221-1 平成27年08月13日

(仮称）神田東松下町プロジェクト 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 日本ERI(株) HNNN-10193-1 平成27年08月13日

（仮称）BRANZTOWERみなとみらい 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-10074-2 平成27年08月13日

（仮称）昭和学園高等学校　新校舎 学校法人岩尾昭和学園
昭和学園高等学校 大分県日田市日ノ出町１４ (株)都市居住評価センター NNNB-10056-1 平成27年08月12日

日向市新庁舎 日向市 宮崎県日向市本町10番5号 (一財)日本建築センター MNNB-10367 平成27年08月12日

（仮称）MM21-32街区オフィス計画 東急不動産株式会社
都市事業ユニット都市事業本部 東京都渋谷区道玄坂1-21-2 (株)東京建築検査機構 HNNB-10371 平成27年08月12日

道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 道玄坂一丁目駅前地区市街地
再開発組合

東京都渋谷区道玄坂一丁目16
番3号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNB-10366 平成27年08月12日

（仮称）札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地再開発事業施設建築
物

札幌創世1.1.1区北1西1地区市
街地再開発組合

北海道札幌市中央区北一条西二
丁目1番地　札幌時計台ビル5階 (株)都市居住評価センター HNNB-10158-1 平成27年08月12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-07662-4 平成27年08月12日

近畿大学東大阪キャンパス整備計画（仮称）Ⅰ期 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江3丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10192-1 平成27年08月10日

（仮称）中葛西4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3-13-5K
DX日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10178-1 平成27年08月10日

小平Ｃ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-10079-1 平成27年08月10日

九州通信ネットワーク株式会社　通信局舎 九州通信ネットワーク株式会
社

福岡県福岡市中央区天神１－
１２－２０ ハウスプラス確認検査(株) MNNN-08181-1 平成27年08月10日

（仮称）ナガホリ本社ビル 株式会社　ナガホリ 東京都台東区上野１丁目１５
番３号 日本ERI(株) MNNN-08065-1 平成27年08月10日

（仮称）大手町１－１計画Ａ棟

大手町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 HNNN-08343-3 平成27年08月10日ＪＸホールディングス株式会
社

東京都千代田区大手町二丁目
6番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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）新宿歌舞伎町ホテルプロジェクト アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町1-5 日本ERI(株) HNNN-08093-1 平成27年08月10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-07181-3 平成27年08月10日

国立病院機構舞鶴医療センター病棟・手術・画像診断棟 独立行政法人国立病院機構舞
鶴医療センター 京都府舞鶴市字行永2410番地 日本ERI(株) MNNN-07682-2 平成27年08月07日

（仮称）住友不動産二番町ビル計画 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) MNNF-08140-2 平成27年08月07日

（仮称）住友不動産二番町ビル計画 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) MNNB-08140-2 平成27年08月07日

（仮称）港区六本木四丁目計画 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 MFNN-10174-1 平成27年08月07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-06667-1 平成27年08月07日

（仮称）住友不動産三田ビル計画

住友不動産ファイナンス株式
会社

東京都新宿区西新宿二丁目6
番1号 (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) HFNB-07655-2 平成27年08月07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)モンナカプロジェクト 株式会社　豊会館 東京都江東区門前仲町1-31-1
2 日本ERI(株) MNNN-10365 平成27年07月30日

(仮称)エクセレントシティ本町三丁目 新日本建設株式会社 千葉県千葉市美浜区ひび野1
丁目4－3 (一財)日本建築センター MNNN-10361 平成27年07月30日

(仮称)三橋様津田沼5丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5Ｋ
ＤＸ日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10359 平成27年07月30日

倉敷市立児島市民病院 倉敷市長　伊東　香織 倉敷市西中新田640番地 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10343 平成27年07月30日

（仮称）山王町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日本橋ビル4F 日本ERI(株) MNNN-10165-1 平成27年07月30日

ＧＬＰ八千代プロジェクト 八千代ロジスティック特定目
的会社

東京都港区東新橋1丁目5番2
号　汐留シティセンター4階 日本ERI(株) MNNN-10078-1 平成27年07月30日

（仮称）三井倉庫騎西城南倉庫 三井倉庫ホールディングス株
式会社

東京都港区西新橋3丁目20番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-10054-3 平成27年07月30日

ＧＬＰ鳴尾浜プロジェクト 鳴尾浜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-10035-1 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

加賀市統合新病院 加賀市 石川県加賀市大聖寺南町二41
番地 日本ERI(株) MNNN-10014-1 平成27年07月30日

広島赤十字・原爆病院 広島赤十字・原爆病院 広島県広島市中区千田町一丁
目９番６号 日本ERI(株) MNNN-07484-1 平成27年07月30日

（仮称）小杉町二丁目開発計画（A地区）
JX日鉱日石不動産株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町一

丁目1番地8
日本ERI(株) HNNN-10098-2 平成27年07月30日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目1番2号

（仮称）サンシティタワー神戸プロジェクト 株式会社ヘルスケア・ジャパ
ン

東京都港区赤坂1丁目12番32
号　アーク森ビル30階 日本ERI(株) HNNN-10029-3 平成27年07月30日

(仮称)薬院1丁目マンション 福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉1丁目2
番25号キャナルシティ・ビジネ
スセンタービル10階

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-08016-2 平成27年07月30日

（仮称）金町Ⅰ計画　Ⅰ-A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-07903-2 平成27年07月30日

(仮称)三田一丁目計画 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) HNNF-10120-1 平成27年07月30日

創価学会　東北文化会館 創価学会 東京都新宿区信濃町32番地 日本ERI(株) MNNF-07958-2 平成27年07月28日

（仮称）あすと長町１７街区計画 住友不動産株式会社 宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目4番25号 日本ERI(株) HNNN-10093-2 平成27年07月28日

日本大学理工学部駿河台校舎キャンパス整備事業に伴う南棟（仮称） 学校法人　日本大学 東京都千代田区九段南4丁目8
番24号 (一財)日本建築センター HFNN-10350 平成27年07月28日

柏の葉キャンパス148街区住宅計画　西棟 三井不動産株式会社 千葉県千葉市中央区中央1丁
目11番1号 日本ERI(株) HFNN-10085-1 平成27年07月28日

名駅一丁目計画（仮称）
名工建設株式会社

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34階 (一財)日本建築センター HFNB-08035-4 平成27年07月28日

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

大原綜合病院 一般財団法人　大原綜合病院 福島県福島市大町6番11号 日本ERI(株) MNNN-10363 平成27年07月27日

南品川5丁目PJ 株式會社　芹田商店 東京都品川区南品川五丁目三
番十三号 日本ERI(株) MNNN-10362 平成27年07月27日

東邦ガス株式会社　本社新北館 東邦ガス株式会社 愛知県名古屋市熱田区桜田町
19番18号 (株)確認サービス MNNN-10360 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）関西ビジネスセンター（CPU棟） 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 MNNN-10358 平成27年07月27日

（仮称）大倉集古館改修・増築計画 公益財団法人　大倉文化財団 東京都港区虎ノ門二丁目十番
三号 (一財)日本建築センター MNNN-10353 平成27年07月27日

習志野市庁舎 習志野市 千葉県習志野市鷺沼一丁目１
番１号 日本ERI(株) MNNN-10348 平成27年07月27日

御前崎市消防庁舎 御前崎市役所 静岡県御前崎市池新田5585番
地 日本ERI(株) MNNN-10012-1 平成27年07月27日

多賀城駅北地区第一種市街地再開発事業施設建築物（A棟） 多賀城駅北開発株式会社 宮城県多賀城市東田中2－40
－32－1002 日本ERI(株) NNNB-10349 平成27年07月24日

静岡県営住宅興津団地5号棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町9番6
号 日本ERI(株) NFNN-10356 平成27年07月24日

六本松複合施設（仮称）施設併用立駐｛施設併用四層五段型自走式自
動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-10357 平成27年07月24日

木曽岬町複合型施設　行政棟 木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町大字西
対海地251番地 日本ERI(株) MNNN-10355 平成27年07月21日

（仮称）医療法人　創起会　くまもと森都総合病院 医療法人創起会
くまもと森都総合病院

熊本県熊本市中央区新屋敷1
丁目17番27号 日本ERI(株) MNNN-10351 平成27年07月21日

（仮称）ホテルエミオン東京ベイ・新館 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3丁目4-1
0 (一財)日本建築センター MNNN-10346 平成27年07月21日

八王子キャンパス新２号館 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-10342 平成27年07月21日

プロロジスパーク古河1プロジェクト 月山特定目的会社 東京都千代田区丸の内2-7-3
東京ビルディング (一財)日本建築センター MNNN-10341 平成27年07月21日

新いわき市立総合磐城共立病院 いわき市立総合磐城共立病院 福島県いわき市内郷御厩町久
世原16番地 日本ERI(株) MNNN-10340 平成27年07月21日

（仮称）Ｄプロジェクト掛川Ⅱ 芙蓉総合リース株式会社 東京都千代田区三崎町三丁目
3番23号 日本ERI(株) MNNN-10097-1 平成27年07月21日

須賀川市新庁舎 須賀川市 福島県須賀川市八幡町135番
地 日本ERI(株) MNNN-10072-1 平成27年07月21日

（仮称）宮城県医師会館・地域医療連携支援センター新築計画 公益社団法人　宮城県医師会 宮城県仙台市青葉区中央三丁
目10-19　仙台KYビル7階 (株)都市居住評価センター MNNN-08342-2 平成27年07月21日

市立函館病院 函館市病院局 北海道函館市港町１丁目１０
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-08062-3 平成27年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-07376-2 平成27年07月21日

坂東市新庁舎 茨城県坂東市 茨城県坂東市岩井4365番地 (一財)日本建築センター MNNB-10083-1 平成27年07月21日

（仮称）荒川二丁目複合施設 荒川区長　西川　太一郎 東京都荒川区荒川二丁目２番
３号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-07936-1 平成27年07月21日

（仮称）港区南青山二丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (一財)日本建築センター HNNN-10345 平成27年07月21日

（仮称）白金二丁目計画

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-10344 平成27年07月21日
三菱地所レジデンス株式会社 東京都中央区大手町一丁目6

番1号

（仮称）Nビル改修 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
4番5号 (一財)日本建築センター HNNN-10195-1 平成27年07月21日

（仮称）木場三丁目計画 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 (一財)日本建築センター HNNN-10091-2 平成27年07月21日

京急蒲田西口駅前地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 京急蒲田西口駅前地区市街地
再開発組合

東京都大田区蒲田4-16-2京浜
センタービル3階 (一財)日本建築センター HNNN-08230-3 平成27年07月21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-07809-1 平成27年07月21日

(仮称)アトラスタワー本郷 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丁目3番
1号 日本ERI(株) HNNN-07627-2 平成27年07月21日

（仮称）港町プロジェクトＣ棟

大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号

(一財)日本建築センター HNNN-05392-1 平成27年07月21日
京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪2丁目20番20

号

（仮称）成城学園駅前ビル 小田急電鉄株式会社 東京都渋谷区代々木2-28-12 (一財)日本建築センター NNNB-10354-1 平成27年07月17日

（仮称）枚方市駅前プロジェクト スパイラルスター・グローバ
ル・パートナーズ株式会社

大阪府枚方市岡本町２番２２
号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-10147-1 平成27年07月17日

（仮称）イオンモール四條畷 イオンモール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁
目5番地1 (一財)日本建築センター NNNB-08059-1 平成27年07月17日

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

(一財)日本建築センター、(株
)確認サービス HNNB-08193-2 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大丸心斎橋店北館 株式会社大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-01413-2 平成27年07月17日

（仮称）銀座8丁目新築計画 株式会社　SuSuMu 東京都中央区銀座5-14-14サ
ンリット銀座ビルⅡ (株)都市居住評価センター MNNN-10213-1 平成27年07月08日

オーケーみなとみらい本社ビル オーケー株式会社 東京都大田区仲六郷2-43-2 日本ERI(株) MNNN-10136-1 平成27年07月08日

(仮称)新企業情報発信施設 株式会社　中埜酢店　 愛知県半田市中村町2－6 (一財)日本建築センター MNNN-07937-1 平成27年07月08日

茅ヶ崎駅前分譲マンション建替事業
相鉄不動産株式会社内　茅ヶ崎
駅前分譲マンション建替組合 横浜市西区北幸二丁目９番１

４号 (一財)日本建築センター MNNN-07254-2 平成27年07月08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-07176-1 平成27年07月08日

国立研究開発法人　国立がん研究センター（仮称）新総合棟新築 国立研究開発法人
国立がん研究センター 東京都中央区築地5-1-1 (一財)日本建築センター HNNN-10200-1 平成27年07月08日

（仮称）中央区新川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6番1号

(一財)日本建築センター HNNN-10109-1 平成27年07月08日
東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目4

番16号

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-07662-3 平成27年07月08日

順天堂大学医学部附属浦安病院増築計画 学校法人順天堂 東京都文京区本郷2丁目1番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-10337 平成27年07月06日

塩野義製薬CMC研究新棟計画（501棟） 塩野義製薬株式会社 大阪府大阪市中央区修道町3
丁目1番8号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10335 平成27年07月06日

（仮称）銀泉新橋第２ビル 銀泉株式会社 東京都千代田区九段南3丁目9
番15号 (株)都市居住評価センター MNNN-10032-1 平成27年07月06日

（仮称）プレサンスタワー大阪本町 株式会社プレサンスコーポレ
ーション

大阪府大阪市中央区城見1丁
目2番27号 日本ERI(株) HNNN-10339 平成27年07月06日

（仮称）中央区高麗橋2丁目集合住宅

大林新星和不動産株式会社
大阪支店

大阪市中央区本町1丁目8番12
号オーク堺筋本町ビル

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10338 平成27年07月06日
野村不動産株式会社
大阪支店

大阪市西区阿波座1丁目4番4
号

(仮称)芝浦三丁目計画 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 日本ERI(株) HNNN-10336 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

株式会社デンソー　浜名湖研修所・保養所 株式会社デンソー　 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番
地  NNNB-10327 平成27年07月03日

（仮称）新日比谷プロジェクト 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-10166-1 平成27年07月02日

東京大学医学部附属病院病棟Ⅰ期新営及び東京大学医学部附属病院病
棟Ⅱ期新営 国立大学法人　東京大学 東京都文京区本郷７－３－１ (一財)日本建築センター HNNN-08135-2 平成27年07月02日

南海ターミナルビル 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

(一財)日本建築総合試験所、
日本ERI(株) HNNB-06441-2 平成27年07月02日

（仮称）水天宮建替計画 宗教法人水天宮 東京都中央区日本橋蛎殻町2-
4-1 (一財)日本建築センター MNNF-08185-2 平成27年07月01日

東急虎ノ門ビル 東急リアル・エステート投資
法人 東京都渋谷区南平台町5-6 (一財)日本建築センター NNNF-04442-1 平成27年06月30日

黒部市庁舎 黒部市 富山県黒部市三日市725番地 (一財)日本建築センター NNNB-07454-1 平成27年06月30日

本社工場生産拠点再構築　第Ⅲ期 株式会社　京三製作所 横浜市鶴見区平安町2丁目29
番の1

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10189-1 平成27年06月29日

（仮称）一条タワーレジデンス浜松 株式会社　一条工務店 静岡県浜松市中区砂山町354
番14 日本ERI(株) MNNN-08079-1 平成27年06月29日

厚木市立病院 厚木市立病院 厚木市水引一丁目16番36号 (一財)日本建築センター MNNN-08024-2 平成27年06月29日

岡山済生会総合病院 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部岡山県済生会

岡山市北区伊福町1丁目17番1
8号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-07875-1 平成27年06月29日

あま市民病院 愛知県あま市 愛知県あま市木田戌亥18番地
1 (一財)日本建築センター MNNN-07533-2 平成27年06月29日

高知県新資料館（仮称） 高知県知事 高知県高知市丸の内１－２－
２０ (一財)日本建築センター MNNN-07524-1 平成27年06月29日

住友別子病院 医療法人　住友別子病院 愛媛県新居浜市王子町３番１
号 (一財)日本建築センター MNNN-07425-1 平成27年06月29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 大阪市西淀川区佃2丁目2番45
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-06547-1 平成27年06月29日

函館アリーナ 函館市 北海道函館市東雲町４番１３
号 日本ERI(株) MNNB-07492-1 平成27年06月29日

（仮称）武蔵浦和第Ⅰ街区B3-1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-10164-1 平成27年06月29日

380/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）北区同心地点計画

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-10018-1 平成27年06月29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

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-08110-3 平成27年06月29日

（仮称）吹田市立スタジアム スタジアム建設募金団体 大阪府吹田市千里万博公園3
番3号 (一財)日本建築総合試験所 MNNB-07702-2 平成27年06月26日

秋葉原極東商会本社ビル 株式会社　極東商会 東京都台東区上野二丁目11番
12号 (一財)日本建築センター MFNN-10049-2 平成27年06月26日

前橋赤十字病院 日本赤十字社　群馬県支部 群馬県前橋市光が丘町32番地
10 日本ERI(株) MNNN-10333 平成27年06月25日

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-07012-2 平成27年06月25日

（仮称）ＴＧＭＭ芝浦プロジェクト（Ａ棟・ホテル棟）
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-10334 平成27年06月25日
三井不動産株式会社 東京都中央区銀座6-17-1

（仮称）ＫＩＣＯＮＡ西淡路店
｛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ｰ1 (一財)日本建築センター NFEN-10322 平成27年06月24日

（仮称）中津留本店　５層６段型自走式自動車車庫 セイワパーク株式会社 福岡県福岡市博多区東比恵2
丁目1番3号 (一財)日本建築センター NFEN-10321 平成27年06月24日

創価大学新滝山寮 学校法人　創価大学　 東京都八王子市丹木町1丁目2
36番地 (一財)日本建築センター MNNN-10330 平成27年06月24日

大塚倉庫西日本ロジスティクスセンター 大塚倉庫株式会社 大阪府大阪市港区石田1丁目3
番16号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10048-1 平成27年06月24日

（仮称）千住河原町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDK 日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10031-1 平成27年06月24日

ビ・ウェル新堀 和建設株式会社 高知県高知市北本町４丁目3-
25 日本ERI(株) MNNN-10010-1 平成27年06月24日

石巻市立病院 石巻市 宮城県石巻市穀町１４番１号 (一財)日本建築センター MFNN-08277-1 平成27年06月24日

（仮称）銀座ビル 宮城商事　株式会社 宮城県仙台市青葉区中央1丁
目7番4号 (一財)日本建築センター MFNN-08184-3 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）六本木7丁目計画 合同会社ＫＲＦ22
代表社員ケネディクス株式会社

東京都中央区日本橋兜町6番5
号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10332 平成27年06月24日

(仮称)京急中央駅前ルネサンスタワー 株式会社ヤマザキ 神奈川県横須賀市若松町3丁
目20番地 日本ERI(株) HNNN-07307-1 平成27年06月24日

西武鉄道池袋ビル 西武鉄道株式会社 東京都豊島区南池袋一丁目16
番15号 (一財)日本建築センター HNNB-10326 平成27年06月24日

（仮称）横浜野村ビル計画 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 (一財)日本建築センター HFNB-10202-1 平成27年06月24日

中之島フェスティバルタワー・ウエスト
株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町四丁目1番1

3号 (一財)日本建築センター、(一
財)日本建築総合試験所 HFNB-10009-2 平成27年06月24日

株式会社朝日新聞社 大阪市北区中之島二丁目3番1
8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
東京支社 東京都北区東田端2-20-68

(一財)日本建築センター HFNB-08287-2 平成27年06月24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

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-08004-2 平成27年06月23日

（仮称）多摩落合一丁目計画 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 日本ERI(株) MNNN-07700-2 平成27年06月23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-07074-1 平成27年06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-05488-3 平成27年06月23日

（仮称）東池袋４丁目計画 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
4番5号 日本ERI(株) HNNN-10329 平成27年06月23日

（仮称）さいたま市浦和区仲町1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
ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10212-1 平成27年06月23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）MM21-59街区　B街区 岡田ビル株式会社 東京都目黒区自由が丘一丁目
8番9号 日本ERI(株) HNNN-10127-1 平成27年06月23日

（仮称）丸仁豊洲5丁目プロジェクト 株式会社
丸仁ホールディングス 東京都港区芝浦2-15-6 (株)東京建築検査機構 HNNN-10011-2 平成27年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)武蔵小杉計画 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-08081-2 平成27年06月23日

ハウステンボス・スマートホテル（建物2） ハウステンボス株式会社 長崎県佐世保市ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ町1-
1 (一財)日本建築センター MNNN-10310 平成27年06月22日

ハウステンボス・スマートホテル（建物1） ハウステンボス株式会社 長崎県佐世保市ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ町1-
1 (一財)日本建築センター MNNN-10309 平成27年06月22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-07850-3 平成27年06月22日

九州大学（伊都）国際化拠点図書館 国立大学法人　九州大学 福岡県福岡市東区箱崎6丁目1
0番の1号 (一財)日本建築センター NNNB-10320 平成27年06月19日

テレビ静岡本社ビル 株式会社テレビ静岡 静岡市駿河区栗原18番65号 (株)確認サービス MNNN-10325 平成27年06月19日

渋谷駅南街区プロジェクト B-1棟における構造方法 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-10312 平成27年06月18日

浜松町一丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 浜松町一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区浜松町一丁目３番
２号 (一財)日本建築センター HNNN-10141-1 平成27年06月18日

駒澤大学開校130周年記念棟 学校法人　駒澤大学 東京都世田谷区駒沢一丁目23
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10314 平成27年06月15日

（仮称）姫路キャスティ２１コアゾーンBブロック商業ビル　本体棟 エミス株式会社 兵庫県姫路市駅前町353番地 日本ERI(株) NNNB-10016-1 平成27年06月12日

（仮称）あすと長町１７街区計画 住友不動産株式会社住宅分譲事
業本部北日本事業所（仙台）

宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目4番25号 日本ERI(株) HNNN-10093-1 平成27年06月12日

西梅田プロジェクト 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 HNNB-02818-1 平成27年06月12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-08098-2 平成27年06月12日

よみうり文化センター（千里中央）再整備事業

関西電力株式会社 大阪市北区中之島三丁目６番
１６号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-08122-2 平成27年06月09日
関電不動産株式会社 大阪市北区中之島六丁目２番

２７号

MID都市開発株式会社 大阪市北区堂島浜一丁目４番
４号

讀賣テレビ放送株式会社 大阪市中央区城見二丁目２番
３３号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

よみうり文化センター（千里中央）再整備事業 株式会社読売新聞大阪本社 大阪市北区野崎町５番９号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-08122-2 平成27年06月09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

２５
(一財)日本建築センター NNNB-04941-2 平成27年06月05日

西武鉄道株式会社 埼玉県所沢市くすのき台一丁
目１１番地の１

京都女子大学図書館 学校法人　京都女子学園 京都府京都市東山区今熊野北
日吉町35 日本ERI(株) MNNB-08158-1 平成27年06月05日

（仮称）ＫＥＩＺ中川店　｛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-10317 平成27年05月29日

パーラーニューフェイス茨城総本店新築計画
{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 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-10316 平成27年05月29日

プロロジスパーク神戸２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 日本ERI(株) MNNN-10328 平成27年05月29日

日星電気本社第2工場 日星電気株式会社 静岡県浜松市西区大久保1509
番地 (一財)日本建築センター MNNN-10324 平成27年05月29日

（仮称）藤沢鵠沼石上2丁目マンション ナイスエスト株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央四丁目37番10号 (一財)日本建築センター MNNN-10323 平成27年05月29日

(仮称)三京化成株式会社新本社ビル 三京化成株式会社 大阪市中央区北久宝寺町一丁
目9番8号 (一財)日本建築センター MNNN-10319 平成27年05月29日

名古屋大学（医病）最先端医療機能強化拠点施設 国立大学法人名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町 (一財)日本建築センター MNNN-10318 平成27年05月29日

(仮称)市川市新第2庁舎 市川市 千葉県市川市八幡1丁目1番1
号 日本ERI(株) MNNN-10307 平成27年05月29日

（仮称）ウィザースレジデンス浜野駅前 株式会社　新昭和 千葉県君津市東坂田4丁目3番
3号 日本ERI(株) MNNN-10302 平成27年05月29日

東京スクールオブビジネス 学校法人　東京学園 東京都千代田区神田駿河台2
丁目11番地 日本ERI(株) MNNN-10292 平成27年05月29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・高森 株式会社松田会 宮城県仙台市泉区寺岡一丁目
25-1 日本ERI(株) MNNN-10053-2 平成27年05月29日

福島県庁北庁舎及び西庁舎 福島県 福島県福島市杉妻町2-16 (一財)日本建築センター MNNN-10051-1 平成27年05月29日

島津病院 医療法人　仁栄会　島津病院 高知県高知市比島町4丁目6－
22 日本ERI(株) MNNN-08198-1 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

静岡済生会総合病院　南館Ｂ、南館Ａ、南北通路、北館、ＭＲＩ棟 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部静岡県済生会

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁
目１番１号 日本ERI(株) MNNN-07881-1 平成27年05月29日

(仮称)津田沼区画整理29街区プロジェクト(A棟)

三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目11番１号

(株)都市居住評価センター MNNN-07872-1 平成27年05月29日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

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)津田沼区画整理29街区プロジェクト（D棟）

三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目11番１号

(株)都市居住評価センター MNNN-07871-1 平成27年05月29日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

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

山鹿市庁舎 山鹿市 熊本県山鹿市山鹿978 日本ERI(株) MNNN-07751-1 平成27年05月29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
5-10-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-07504-2 平成27年05月29日

海洋船舶ビル建替え計画 公益財団法人笹川平和財団 東京都港区赤坂1丁目2番2号 日本ERI(株) MNNN-07476-2 平成27年05月29日

山梨大学(医病)病棟新営 国立大学法人山梨大学 山梨県中央市下河1110 日本ERI(株) MNNN-07384-1 平成27年05月29日

(仮)ＨＥＩＭ　ＡＯＹＡＭＡ セントラル美竹マンション建
替組合

東京都渋谷区渋谷1丁目3番1
号 日本ERI(株) MNNN-07344-1 平成27年05月29日

香川大学（医病）手術棟 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-07234-2 平成27年05月29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-06041-1 平成27年05月29日

呉市新庁舎 呉市 広島県呉市中央4丁目1番6号 日本ERI(株) MNNF-06915-2 平成27年05月29日

日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟

独立行政法人
日本スポーツ振興センター 東京都港区北青山2-8-35

日本ERI(株) HNNN-10313 平成27年05月29日
一般財団法人　日本青年館 東京都新宿区霞ヶ丘町7-1
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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　長崎県支部・長崎原爆病院 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎県長崎市茂里町3番15号 (一財)日本建築センター HNNN-10311 平成27年05月29日

学校法人電波学園　東京電子専門学校　新館計画 学校法人電波学園
東京電子専門学校 東京都豊島区東池袋3-6-1 (株)東京建築検査機構 HNNN-10308 平成27年05月29日

新日生病院建設プロジェクト 日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋３丁
目５番12号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10305 平成27年05月29日

西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物（B街区） 西品川一丁目地区市街地再開
発組合

東京都品川区西品川一丁目2
番19号 (一財)日本建築センター HNNN-10187-1 平成27年05月29日

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1
丁目10番1号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-08090-4 平成27年05月29日

(仮称)津田沼区画整理29街区プロジェクト(B棟)

三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目11番１号

(株)都市居住評価センター HNNN-07873-1 平成27年05月29日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

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)津田沼区画整理29街区プロジェクト（C棟）

三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目11番１号

(株)都市居住評価センター HNNN-07870-1 平成27年05月29日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

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

梅田１丁目１番地計画
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
(一財)日本建築総合試験所 HNNB-10283 平成27年05月29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

富士山世界遺産センター（仮称） 静岡県　 静岡県静岡市葵区追手町９番
６号 日本ERI(株) NNNB-10299 平成27年05月28日

（仮称）銀座５丁目計画 合同会社スペードハウス 東京都中央区日本橋１－４－
１日本橋一丁目ビルディング (株)都市居住評価センター NNNB-08169-2 平成27年05月28日

市営住宅塩津団地 焼津市　 静岡県焼津市本町2丁目16番
の16 日本ERI(株) NFNN-10306 平成27年05月28日

公営住宅　田子浦団地E棟 富士市 静岡県富士市永田町１丁目10
0番地 日本ERI(株) NFNN-10300 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）浅草6丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋ビル4F (一社)日本免震構造協会 MNNN-10287 平成27年05月28日

国立病院機構舞鶴医療センター病棟・手術・画像診断棟 独立行政法人国立病院機構舞
鶴医療センター 京都府舞鶴市字行永2410番地 日本ERI(株) MNNN-07682-1 平成27年05月27日

東海大学湘南校舎（仮称）19号館 戸田建設株式会社 東京都中奥区京橋1-7-1 (一財)日本建築センター MNNN-10298 平成27年05月25日

メディセオ埼玉ALC（仮称） 株式会社　メディセオ 東京都中央区八重洲２－７－
１５ 日本ERI(株) MNNB-10303 平成27年05月25日

(仮称)MJR赤坂タワー 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 日本ERI(株) HNNN-10301 平成27年05月25日

清須市本庁舎 清須市 愛知県清須市須ケ口1238番地 日本ERI(株) MNNN-10294 平成27年05月22日

（仮称）小杉町二丁目開発計画（Ｂ地区）
ＪＸ日鉱日石不動産株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町一

丁目1番地8
日本ERI(株) HNNN-10296 平成27年05月22日

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目1番2号

（仮称）久留米市総合都市プラザ　９番街区 福岡県久留米市 福岡県久留米市城南町15番地
3 (一財)日本建築センター NNNB-07527-2 平成27年05月21日

（仮称）小森様月島２丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDX日本橋ビル4F (一社)日本免震構造協会 MNNN-10291 平成27年05月21日

（仮称）南青山３丁目プロジェクト
エイベックス・グループ・ホー
ルディングス株式会社
代表取締役CFO　竹内　成和

東京都港区六本木一丁目６番
１号 (一財)日本建築センター HNNB-10297 平成27年05月21日

伊予市本庁舎 伊予市役所 愛媛県伊予市米湊820 (一財)日本建築センター MNNN-10084-1 平成27年05月20日

（仮称）ホテルユニバーサルグランドタワー計画 特定目的会社
ワンダー・トリアングルム

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 HNNN-07779-2 平成27年05月20日

（仮称）菊川1丁目株式会社イノウエマネジメント様　免震マンション 株式会社イノウエマネジメン
ト 東京都墨田区菊川1-11-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10179-1 平成27年05月18日

（仮称）加藤様東大泉１丁目PJT 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-10021-1 平成27年05月18日

慶應義塾大学病院1号館（新病院棟） 慶應義塾 東京都港区三田二丁目15番45
号 日本ERI(株) MNNN-08092-1 平成27年05月18日

近森リハビリテーション病院 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-07770-1 平成27年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ｂ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目15
番19号 日本ERI(株) HNNN-08340-2 平成27年05月18日

アンソレイユ新鎌ヶ谷Ⅱ 株式会社　渡辺新聞店 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町1
丁目1-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10293 平成27年05月12日

多摩第四ネットワークセンター第３ビル（仮称） ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目3番
2号 (一財)日本建築センター MNNN-10034-2 平成27年05月12日

渋谷駅地区駅街区開発計画

東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野三丁目１
９番６号

(一財)日本建築センター HNNB-08025-1 平成27年05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

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

洲本市新庁舎 洲本市長　竹内　通弘 兵庫県洲本市本町３丁目４番
１０号 日本ERI(株) MNNN-10267 平成27年05月08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
資産開発事業本部

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-07928-3 平成27年05月08日

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター（仮称） 独立行政法人国立病院機構
西群馬病院

群馬県渋川市金井２８５４番
地 日本ERI(株) MNNN-07920-1 平成27年04月28日

NHK新金沢放送会館 日本放送協会　金沢放送局 石川県金沢市大手町十四番一
号 (一財)日本建築センター MNNN-10282 平成27年04月27日

（仮称）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 東京都中央区日本橋人形町3-
5-1 (一財)日本建築センター MNNN-10281 平成27年04月27日

（仮称）ＪＶ藤沢川名計画

三信住建株式会社 東京都中央区銀座六丁目2番1
号

ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10280 平成27年04月27日
京急不動産株式会社 東京都港区高輪2丁目21番28

号

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

ナイスエスト株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目
37番10号

（仮称）三井倉庫騎西城南倉庫 三井倉庫ホールディングス株
式会社

東京都港区西新橋3丁目20番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-10054-2 平成27年04月27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２－６ (一財)日本建築センター MNNN-07982-1 平成27年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-07266-1 平成27年04月27日

（仮称）西新宿３丁目複合計画 株式会社ＴＳＩホールディン
グス

東京都港区南青山5-１-3TS
青山ビル

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10290 平成27年04月27日

（仮称）西区新町タワープロジェクト
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 HNNN-10288 平成27年04月27日

大和ハウス工業株式会社 大阪市北区梅田三丁目3番5号

（仮称）大阪市北区中之島６丁目計画

株式会社アサヒプロパティズ 大阪府大阪市北区中之島六丁
目２番４０号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10110-1 平成27年04月27日
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

住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-
33

三菱地所レジデンス株式会社
大阪支店

大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30

（仮称）BRANZTOWERみなとみらい 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-10074-1 平成27年04月27日

白金キャンパス薬学部校舎・北里本館建替新築 学校法人　北里研究所 東京都港区白金５－９－１ (一財)日本建築センター HNNN-08172-3 平成27年04月27日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　ホテル棟 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)日本建築センター HNNN-07892-5 平成27年04月27日

（仮称）神戸市中央区元町通6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)日本建築総合試験所 HNNN-07565-1 平成27年04月27日大林新星和不動産株式会社 大阪市中央区本町1丁目8番12
号

大阪ガス都市開発株式会社 大阪市中央区平野町4丁目1番
2号

（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-06981-1 平成27年04月27日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　オフィス棟 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)日本建築センター HNNB-07891-5 平成27年04月27日

東上野四丁目第１ビル（仮称） 東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野三丁目１
９番６号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-08083-1 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）十三運輸ビル 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 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-07568-1 平成27年04月23日

神戸市立医療センター中央市民病院 地方独立行政法人
神戸市民病院機構

兵庫県神戸市中央区港島南町
2丁目1番地の11 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-05441-1 平成27年04月23日

（仮称）中央区・安堂寺町2丁目マンション計画

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

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-07566-1 平成27年04月23日
野村不動産株式会社大阪支店 大阪市西区阿波座1丁目4番4

号

GLP座間プロジェクト 座間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-08264-1 平成27年04月21日

生駒市立病院 生駒市　 奈良県生駒市東新町8番38号 日本ERI(株) MNNN-07953-1 平成27年04月21日

京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物（再開発棟） 京橋二丁目西地区市街地再開
発組合

東京都中央区八重洲二丁目７
番７号　八重洲旭ビル８階 (株)都市居住評価センター HFNB-07552-3 平成27年04月17日

滋賀県危機管理センター 滋賀県知事　三日月　大造 滋賀県大津市京町4丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-07653-1 平成27年04月15日

白石区複合庁舎 札幌市 北海道札幌市中央区北1条西2
丁目 (株)都市居住評価センター MNNB-10122-2 平成27年04月15日

銀座六丁目10地区第一種市街地再開発事業 銀座六丁目10地区市街地再開
発組合

東京都中央区銀座六丁目12番
1号 (一財)日本建築センター NNNB-07771-2 平成27年04月14日

Ｌａｎｄｐｏｒｔ八王子Ⅱ 野村不動産株式会社
都市開発事業本部

東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号 日本ERI(株) MNNN-10277 平成27年04月14日

小諸市庁舎等 小諸市 長野県小諸市相生町三丁目３
番３号 日本ERI(株) MNNN-08008-1 平成27年04月14日

（仮称）サンシティタワー神戸プロジェクト 株式会社ヘルスケア・ジャパ
ン

東京都港区赤坂1丁目12番32
号　アーク森ビル30階 日本ERI(株) HNNN-10029-2 平成27年04月14日

（仮称）大手町１－１計画Ａ棟

大手町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 HNNN-08343-2 平成27年04月14日ＪＸホールディングス株式会
社

東京都千代田区大手町二丁目
6番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

大田市立病院 大田市立病院 島根県大田市大田町吉永1428
-3 (一財)日本建築センター MNNN-10279 平成27年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

甲賀市新庁舎 甲賀市 滋賀県甲賀市水口町水口6053
番地 日本ERI(株) MNNN-10275 平成27年04月13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-07662-2 平成27年04月13日

（仮称）株式会社ホウスイ　豊洲新市場冷蔵庫 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-10238 平成27年04月07日

（仮称）太田駅北口駅前文化交流施設 太田市 群馬県太田市浜町2-35 日本ERI(株) NNNB-10289 平成27年04月06日

釜石市鵜住居地区学校等 釜石市長　野田　武則 岩手県釜石市只越町３丁目9
番13号 日本ERI(株) NNNB-10284 平成27年04月06日

福岡空港国内線旅客ターミナルビル 福岡空港ビルディング株式会
社

福岡県福岡市博多区大字下臼
井778番地の1 (一財)日本建築センター NNNB-10269 平成27年04月06日

（仮称）吉方ビル計画｛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-10285 平成27年04月06日

GLP狭山日高Ⅱプロジェクト 狭山日高２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 日本ERI(株) MNNN-10180-1 平成27年04月06日

（仮称）浅草橋富士ビル 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 日本ERI(株) MNNN-08066-1 平成27年04月06日

八潮中央総合病院　整備計画 株式会社　武蔵野社 東京都中央区日本橋人形町二
丁目2番1号 (一財)日本建築センター MNNN-07929-3 平成27年04月06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-06876-1 平成27年04月06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-06143-2 平成27年04月06日

（仮称）東区・代官町計画 岡谷鋼機株式会社 名古屋市中区栄二丁目４番１
８号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10273 平成27年04月06日

（仮称）柏木一丁目計画

株式会社銭高組東北支店
宮城県仙台市青葉区一番町四丁
目7番17号（小田急仙台ビル内
）

日本ERI(株) HNNN-10272 平成27年04月06日三菱地所レジデンス株式会社 宮城県仙台市青葉区国分町三
丁目6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

大阪大学医学部附属病院 国立大学法人　大阪大学 大阪府吹田市山田丘1-1 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-08125-1 平成27年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-07790-2 平成27年04月06日

（仮称）内幸町二丁目プロジェクト グリーンアセットインベスト
メント特定目的会社

東京都中央区日本橋兜町6番5
号 (一財)日本建築センター HNNB-10228-1 平成27年04月06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-07098-4 平成27年04月06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）大久保三丁目西地区開発計画A-1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 (一財)日本建築センター HFNB-08175-2 平成27年04月06日

GLP厚木Ⅱプロジェクト
汐留シティセンター　厚木２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 日本ERI(株) MNNN-10231 平成27年03月31日

東京大学（本郷）クリニカルリサーチセンター クリニカルリサーチセンター
ＰＦＩ株式会社

東京都港区赤坂二丁目14番27
号　国際新赤坂ビル東館19階 日本ERI(株) MNNN-07863-2 平成27年03月31日

（仮称）住友不動産　西五反田三丁目計画 住友不動産株式会社
マンション分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-10161-1 平成27年03月31日

（仮称）Ｙ計画　別館 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 HNNN-10130-1 平成27年03月31日

（仮称）Ｙ計画　本館 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 HNNN-10129-1 平成27年03月31日

糀谷駅前地区第一種市街地再開発事業　第２街区 糀谷駅前地区市街地再開発組
合 東京都大田区南蒲田3-12-10 日本ERI(株) HNNN-10070-1 平成27年03月31日

糀谷駅前地区第一種市街地再開発事業　第１街区 糀谷駅前地区市街地再開発組
合 東京都大田区南蒲田3-12-10 日本ERI(株) HNNN-10069-1 平成27年03月31日

トヨタ自動車株式会社　池袋ビル改修 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 (一財)日本建築センター HNNN-09001-1 平成27年03月31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-08189-1 平成27年03月31日

（仮称）ペンブローク六本木7丁目計画 ペンブローク　ロッポンギ７
リアルエステート　リミテッド

英国領バミューダ、ペンブロー
クHM19、クロー通り42番地、
ペンブローク・ホール

日本ERI(株) HNNN-07979-2 平成27年03月31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丁目2番7
号 (一財)日本建築センター HNNN-05823-2 平成27年03月31日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　ホテル棟 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)日本建築センター HNNN-07892-4 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　オフィス棟 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)日本建築センター HNNB-07891-4 平成27年03月30日

大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物

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 HFNB-10245 平成27年03月30日
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

静岡県営住宅瀬古団地3号棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町９－
６ 日本ERI(株) NFNN-10278 平成27年03月27日

（仮称）新エビススバルビル スバル興産株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目20
番8号エビススバルビル (一財)日本建築センター MNNB-08266-2 平成27年03月27日

さいたま新都心ビル（仮称）・ドコモ埼玉ビル
株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町二丁目

11番1号
(一財)日本建築センター HNNB-9005 平成27年03月27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）新MID大阪京橋ビル 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 HNNB-10253 平成27年03月27日

代々木ゼミナール名古屋校 学校法人　高宮学園 東京都渋谷区代々木一丁目29
番1号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNN-10107-1 平成27年03月27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
東京支社 東京都北区東田端2-20-68

(一財)日本建築センター HFNB-08287-1 平成27年03月27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

名駅一丁目計画（仮称）
名工建設株式会社

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34階 (一財)日本建築センター HFNB-08035-3 平成27年03月27日

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

清水建設株式会社四国支店 清水建設株式会社 香川県高松市亀井町2-1 (一財)日本建築センター MNNN-10257 平成27年03月25日

岡谷市新病院建設事業 岡谷市 長野県岡谷市幸町8番1号 (一財)日本建築センター MNNN-08165-2 平成27年03月25日

山口県JAビル本館棟 山口県農業協同組合中央会 山口県山口市元町968番1 日本ERI(株) MNNN-07189-1 平成27年03月25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-07813-2 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）芝公園１丁目ビル計画 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1 日本ERI(株) HNNB-10263 平成27年03月25日

（仮称）綱島東６丁目計画 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37番10号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-10264 平成27年03月24日

高知県自治会館新庁舎 高知県市町村総合事務組合 高知県高知市本町5丁目2-3 (一財)日本建築センター MNNN-10246 平成27年03月24日

（仮称）TMA計画 清水建設株式会社 東京都中央区日本橋16番1号 (株)東京建築検査機構 MNNN-10241 平成27年03月24日

日立市新庁舎 日立市 茨城県日立市助川町1丁目1番
1号 日本ERI(株) MNNN-10089-1 平成27年03月24日

株式会社奥村組九州支店社屋・寮 株式会社　奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町
二丁目2番2号 日本ERI(株) MFNN-10244 平成27年03月24日

三鷹駅南口西側中央地区再開発事業　共同ビル

株式会社細田工務店 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3丁
目35番21号

日本ERI(株) HNNN-10265 平成27年03月24日相鉄不動産株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2丁
目9番14号

三鷹駅南口西側中央地区再開
発組合

東京都三鷹市下連雀三丁目36
番5号

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-08178-3 平成27年03月24日

（仮称）堺市民会館 堺市 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 (一財)日本建築センター NNNB-10271 平成27年03月23日

（仮称）文京区小石川5丁目プロジェクト 株式会社　福井 東京都文京区小石川5-4-2 日本ERI(株) MNNN-10240 平成27年03月23日

一般財団法人　電力中央研究所　横須賀地区　新研究棟（仮称） 一般財団法人
電力中央研究所 神奈川県横須賀市長坂2-6-1 日本ERI(株) MNNB-10247 平成27年03月23日

(仮称)ブランズタワーアイム札幌大通公園
株式会社じょうてつ 北海道札幌市白石区東札幌1

条1丁目1番8号
日本ERI(株) HNNN-10266 平成27年03月23日東急不動産株式会社

住宅事業ユニット
首都圏住宅事業本部

北海道札幌市中央区北1条西4
丁目2番2号

（仮称）松坂屋上野店南館建替計画 株式会社　大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築センター HNNB-10268 平成27年03月23日

赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂一丁目地区市街地再開発
組合

東京都港区赤坂一丁目5番12
号 (一財)日本建築センター HNNB-08113-1 平成27年03月23日

394/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

東芝ビルディング 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-07922-1 平成27年03月23日

三井倉庫西神戸Ⅱ倉庫 三井倉庫ホールディングス株
式会社

東京都港区西新橋三丁目20番
1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10038-1 平成27年03月20日

（仮称）堺市総合医療センター・堺市救命救急センター 地方独立行政法人
堺市立病院機構 堺市堺区南安井町1丁1番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-07654-2 平成27年03月20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 大阪府大阪市北区中之島3丁
目2番18号 日本ERI(株) MNNN-03375-2 平成27年03月20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-07181-2 平成27年03月20日

株式会社ジェイアール東日本ビルディング（仮称）秋葉原開発プロジ
ェクト

株式会社
ジェイアール東日本ビルディン
グ

東京都中央区八重洲一丁目2
番1号住友生命八重洲ビル4階 (一財)日本建築センター MNNN-10160-1 平成27年03月18日

（仮称）シマノ下関工場　福利厚生棟 株式会社　シマノ 堺市堺区老松町3丁77番地 (一財)日本建築センター MNNN-08190-2 平成27年03月18日

（仮称）グランドメゾン安城 積水ハウス株式会社
名古屋マンション事業部

愛知県名古屋市中村区名駅一
丁目1番4号 日本ERI(株) MNNN-10251 平成27年03月17日

雲南市立病院 雲南市立病院 島根県雲南市大東町飯田96-1 日本ERI(株) MNNN-10249 平成27年03月17日

（仮称）家の光千駄ヶ谷ビル 一般社団法人　家の光協会 東京都新宿区市谷船河原町11 (一財)日本建築センター MNNN-10064-1 平成27年03月17日

（仮称）UDトラックス新オフィスビル UDトラックス株式会社 埼玉県上尾市大字壱丁目1番
地 日本ERI(株) MNNN-08347-1 平成27年03月17日

（仮称）トラスコ中山プラネット南大阪 トラスコ中山株式会社 大阪府大阪市西区新町1-34-1
5 日本ERI(株) MNNN-07899-1 平成27年03月17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-06368-1 平成27年03月17日

鹿児島大学（桜ヶ丘）病棟 国立大学法人鹿児島大学 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目
21番24号 日本ERI(株) MNNN-05901-1 平成27年03月17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-05618-1 平成27年03月17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-05617-1 平成27年03月17日

山口大学医学部附属病院診療棟・病棟及び第１病棟 国立大学法人　山口大学 山口県山口市吉田1677-1 (一財)日本建築センター HNNN-10274 平成27年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

京都市南部クリーンセンター第二工場（仮称）建替え　煙突 京都市 京都市中京区寺町通御池上る
上本能寺前町488番地 日本ERI(株) HNNN-10254 平成27年03月17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-08110-2 平成27年03月17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-07662-1 平成27年03月17日

（仮称）日鐵日本橋ビル建替計画 新日鉄興和不動産株式会社 東京都港区青山一丁目15番5
号 (一財)日本建築センター HNNN-10239 平成27年03月16日

（仮称）西新橋2-3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)日本建築センター MNNN-10007-1 平成27年03月12日

湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業B街区 湊二丁目東地区市街地再開発
組合 東京都中央区湊2丁目12番6号 日本ERI(株) HNNN-10118-1 平成27年03月12日

富士通エフ・アイ・ピー横浜ビル（B棟） 富士通エフ・アイ・ピー株式
会社

東京都江東区青海2丁目4番32
号タイム24ビル (一社)日本免震構造協会 MNNN-07764-1 平成27年03月11日

会津中央病院第２期増築棟 一般財団法人　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-07075-1 平成27年03月11日

KDDI大阪第2ビル KDDI株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目3番
2号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-08124-1 平成27年03月11日

（仮称）ホテルユニバーサルグランドタワー計画 特定目的会社
ワンダー・トリアングルム

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 HNNN-07779-1 平成27年03月11日

（仮称）川崎区追分町計画 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4F 日本ERI(株) MNNN-08111-2 平成27年03月10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-07841-2 平成27年03月10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-05699-1 平成27年03月10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-05619-1 平成27年03月10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-05613-1 平成27年03月10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-05612-1 平成27年03月10日

藤久ビル東5号館 株式会社　文英土地建物 東京都豊島区目白3丁目15番8
号 (一財)日本建築センター HNNN-10242 平成27年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

藤久ビル東5号館 後藤　文男 東京都豊島区目白3丁目15番8
号 (一財)日本建築センター HNNN-10242 平成27年03月10日

（仮称）港区芝浦一丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

東京都中央区銀座六丁目17番
1号 (株)東京建築検査機構 HNNN-08138-2 平成27年03月10日

(仮称)港区白金６丁目計画 積水ハウス株式会社
東京マンション事業部

東京都新宿区西新宿１丁目20
番2号 日本ERI(株) HNNN-07651-1 平成27年03月10日

能代市庁舎整備事業 能代市長　齊藤　滋宣 秋田県能代市上町1-3 (一財)日本建築センター MNNN-10162-1 平成27年03月06日

三重第２データセンター 株式会社
三重電子計算センター 三重県津市桜橋2-177-3 (一財)日本建築センター MNNN-10044-1 平成27年03月06日

（仮称）東京消防庁深川消防署豊洲出張所計画 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22号 (一財)日本建築センター MNNN-08200-2 平成27年03月06日

ヤクルト本社中央研究所　基礎研究棟 株式会社ヤクルト本社 東京都港区東新橋１丁目１番
１９号 (株)都市居住評価センター MNNN-08023-1 平成27年03月06日

（学）東京女子医科大学附属八千代総合医療センター増床棟建築計画
（がん診療施設施設整備事業） 学校法人　東京女子医科大学 東京都新宿区河田町8番1号 日本ERI(株) MNNN-01313-1 平成27年03月06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
資産開発事業本部

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-07928-2 平成27年03月06日

（仮称）花咲町６丁目地区プロジェクト 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) MNNN-10236 平成27年03月05日

四層五段型自走式自動車車庫｛日成スカイ・パーク　NC-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-10261 平成27年03月04日

四層五段型自走式自動車車庫｛日成スカイ・パーク　NC-4L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-10260 平成27年03月04日

白石計画｛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-10259 平成27年03月04日

福島県警察本部庁舎 福島県 福島県福島市杉妻町2-16 日本ERI(株) MNNN-10222 平成27年03月04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-05616-1 平成27年03月04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-05614-1 平成27年03月04日

（仮称）新・第二豊田ビル 東和不動産株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁
目7番1号ミッドランドスクエア1
6階

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) HFNB-08348-1 平成27年03月04日

397/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

渋谷駅南街区プロジェクト　A棟 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 NNNB-10258 平成27年03月03日

東日本建設業保証株式会社　新本社ビル建設計画 東日本建設業保証株式会社 東京都中央区築地5丁目5番12
号　浜離宮建設プラザ (株)都市居住評価センター MNNN-10226 平成27年03月03日

（仮称）二俣川駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 二俣川駅南口地区市街地再開
発組合

神奈川県横浜市旭区二俣川2
丁目56番地1 日本ERI(株) HNNN-10225 平成27年03月03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-06900-1 平成27年03月03日

山梨県営住宅三珠団地1号館 山梨県 山梨県甲府市丸の内1-6-1 日本ERI(株) NFNN-10256 平成27年03月02日

山梨県営住宅御坂団地3号館 山梨県 山梨県甲府市丸の内1-6-1 日本ERI(株) NFNN-10255 平成27年03月02日

大正製薬　新物流倉庫プロジェクト 大正製薬株式会社 東京都豊島区高田3丁目24番1
号 日本ERI(株) MNNN-10224 平成27年03月02日

大成建設株式会社　札幌支店 大成建設株式会社　札幌支店 北海道札幌市中央区南１西1-
4 (一財)日本建築センター MNNB-01654-1 平成27年03月02日

東京大学医学部附属病院病棟Ⅰ期新営及び東京大学医学部附属病院病
棟Ⅱ期新営 国立大学法人　東京大学 東京都文京区本郷７－３－１ (一財)日本建築センター HNNN-08135-1 平成27年03月02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

神奈川県川崎市川崎区東田町
8番地 (一財)日本建築センター HNNN-08003-2 平成27年03月02日

（仮称）東上野二丁目計画
清水建設株式会社 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 HNNN-07998-2 平成27年03月02日

ナエバ・プロパティーズ特定
目的会社

東京都中央区日本橋一丁目４
番１号

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-08178-2 平成27年03月02日

農業担い手育成センター長期研修用宿泊施設 高知県 高知県高知市丸ノ内1丁目2番
20号 (一財)日本建築センター MNNN-10234 平成27年02月27日

（仮称）甲府市中央一丁目地区　優良建築新築計画 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2-2-3
丸の内仲通りビル10階 日本ERI(株) MNNN-10227-1 平成27年02月27日

（仮称）目黒駅前プロジェクト新築建物 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号 日本ERI(株) MNNN-10006-1 平成27年02月27日

（仮称）京浜トラックターミナル新７号棟 日本自動車ターミナル株式会
社

東京都千代田区平河町二丁目
７番９号 (一財)日本建築センター MNNN-08147-2 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ｂ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目15
番19号 日本ERI(株) HNNN-08340-1 平成27年02月27日

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ａ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目15
番19号 日本ERI(株) HNNN-08329-1 平成27年02月27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-07478-1 平成27年02月27日

六層七段型自走式自動車車庫｛ステージダブルSP-67LH｝ 綿半鋼機株式会社 東京都新宿区四谷1-4綿半野
原ビル (一財)日本建築センター NFEN-10252 平成27年02月26日

小野薬品工業　水無瀬研究所　新研究棟 小野薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
1丁目8番2号 日本ERI(株) MNNN-10172-1 平成27年02月26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-05615-1 平成27年02月26日

(株)アトル福岡ALC 株式会社　アトル 福岡県福岡市博多区半道橋2-
2-51 日本ERI(株) MNNB-10105-1 平成27年02月26日

（仮称）新橋６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) MFNN-10223 平成27年02月26日

（仮称）渋谷宮下町計画 渋谷宮下町リアルティ株式会
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-10001-2 平成27年02月26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7
番3号 (一財)日本建築センター HNNN-07595-2 平成27年02月26日

室町ちばぎん三井ビルディング 三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1 (一財)日本建築センター HNNB-08061-2 平成27年02月26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-07098-3 平成27年02月26日

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

（仮称）中央区東心斎橋Ⅱ計画

東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪市中央区南船場四丁目4
番3号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10229 平成27年02月25日
NTT都市開発株式会社 大阪市西区土佐堀一丁目3番7

号

（仮称）栄一丁目御園座共同ビル計画 積水ハウス株式会社
名古屋マンション事業部

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-
4　JRセントラルタワーズ42階 日本ERI(株) HNNN-10220 平成27年02月23日

（仮称）大阪市天王寺区上本町5丁目マンション 株式会社　フクダ不動産 奈良県橿原市内膳町5丁目3番
31号 日本ERI(株) HNNN-07707-1 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

明治神宮野球場是正計画 明治神宮外苑 東京都新宿区霞ヶ丘町1-1 日本ERI(株) NNNB-10248 平成27年02月20日

安城市情報拠点施設（仮称） 安城情報拠点施設サービス株
式会社

愛知県安城市小川町丸根98番
地 日本ERI(株) NNNB-10243 平成27年02月20日

富山労災病院 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-08330-1 平成27年02月19日

（仮称）住友不動産二番町ビル計画 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-08140-1 平成27年02月19日

（仮称）さいたま市浦和区仲町1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
ハウスプラス確認検査(株) HNNN-10212 平成27年02月19日

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

高松サンポート合同（南館） 国土交通省　四国地方整備局 香川県高松市サンポート３番-
３３ (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10156-1 平成27年02月17日

TOTO株式会社新複合施設棟 TOTO株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島
2-1-1 日本ERI(株) MNNB-07896-1 平成27年02月17日

九州セキスイハイム工業　ハイム生産棟 九州セキスイハイム工業株式
会社 佐賀県鳥栖市轟木町1760 ビューローベリタスジャパン(

株) NNNB-10235 平成27年02月16日

保健衛生総合庁舎 高知県知事　尾﨑　正直 高知県高知市丸ノ内1-2-20 (一財)日本建築センター MNNN-10232 平成27年02月16日

吉川市新庁舎 吉川市長　戸張　胤茂 埼玉県吉川市吉川二丁目1番
地1 (一財)ベターリビング MNNN-10214 平成27年02月16日

藤田保健衛生大学病院　新棟建設計画 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-07715-1 平成27年02月16日

（仮称）上智大学四谷キャンパス新棟計画 学校法人上智学院 東京都千代田区紀尾井町七番
一号 (株)都市居住評価センター HNNN-07935-2 平成27年02月13日

（仮称）紀尾井町計画 株式会社西武プロパティーズ 東京都豊島区南池袋一丁目16
番15号 (一財)日本建築センター HNNF-07925-2 平成27年02月13日

竜泉寺の湯　埼玉草加店｛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-10237 平成27年02月12日

桃谷順天館新社屋 株式会社桃谷順天館 大阪府大阪市港区市岡２丁目
４番３０号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10230 平成27年02月12日

協同組合　オホーツクウッドピア　CLTセミナーハウス建築計画 協同組合オホーツクウッドピ
ア

北海道北見市留辺蘂町旭東11
番地 (一財)日本建築センター MNNN-10216 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）幕張タワープロジェクト（MSH計画） 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 HNNN-08000-2 平成27年02月12日

大阪・中之島プロジェクト西地区
株式会社朝日新聞社 大阪市北区中之島二丁目3番1

8号
(一財)日本建築総合試験所 HFNB-10009-1 平成27年02月12日

株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町四丁目1番1
3号

（仮称）銀座8丁目新築計画 株式会社　SuSuMu 東京都中央区銀座5-14-14サ
ンリット銀座ビルⅡ (株)都市居住評価センター MNNN-10213 平成27年02月10日

東京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 MNNN-08129-1 平成27年02月10日

静岡七間町地区優良建築物等整備事業 静岡七間町地区優良建築物等
整備事業建設組合

静岡県静岡市葵区常盤町1丁
目4番地の12

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-10221 平成27年02月10日

（仮称）新東京武田ビル 武田薬品不動産株式会社
東京都中央区日本橋本町3丁目7
番2号
ＭＦＰＲ日本橋本町ビル

(一財)日本建築センター HNNN-10217 平成27年02月10日

（仮称）木場三丁目計画 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 (一財)日本建築センター HNNN-10091-1 平成27年02月10日

(仮称)帝京大学八王子キャンパス新校舎棟 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 (一財)日本建築センター HNNN-08326-1 平成27年02月10日

（仮称）甲府市中央一丁目地区　優良建築新築計画 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2-2-3
丸の内仲通りビル10階 日本ERI(株) MNNN-10227 平成27年02月09日

（仮称）アリアソワンプレミアム南砂 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDK 日本橋313ビル4階 (一財)日本建築センター MNNN-10219 平成27年02月09日

熊本市民病院 熊本市 熊本県熊本市東区湖東1丁目1
番60号 日本ERI(株) MNNN-10210 平成27年02月09日

（仮称）渋谷宮下町計画 渋谷宮下町リアルティ株式会
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-10001-1 平成27年02月09日

(仮称)武蔵小杉計画 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-08081-1 平成27年02月09日

みんなの森　ぎふメディアコスモス 岐阜市長　細江　茂光 岐阜県岐阜市今沢町18番地 日本ERI(株) NFEB-06840-1 平成27年02月05日

（仮称）江東区毛利１丁目計画 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 日本ERI(株) MNNN-10218 平成27年02月05日

財務省本庁舎（耐震改修） 国土交通省　 東京都千代田区霞ヶ関2-1-2 (一財)日本建築センター MNNN-10203 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-08239-1 平成27年02月05日

（仮称）第一倉庫冷蔵株式会社　岩槻物流センター 第一倉庫冷蔵株式会社 神奈川県横浜市中区日の出町
1-54 日本ERI(株) MNNN-07964-1 平成27年02月05日

（仮称）新YKKビル YKK不動産株式会社
東京都千代田区神田相生町１
秋葉原センタープレイスビル14
階

(株)都市居住評価センター MNNN-07858-1 平成27年02月05日

防災まちづくり拠点施設 釧路市 北海道釧路市黒金町７丁目５
番地 日本ERI(株) MNNN-07661-1 平成27年02月05日

GLP綾瀬プロジェクト 綾瀬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-07647-1 平成27年02月05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-05111-1 平成27年02月05日

（仮）公益財団法人　がん研究会　有明病院 公益財団法人　がん研究会 東京都江東区有明３丁目８番
３１号 (株)東京建築検査機構 MFNN-08309-1 平成27年02月05日

(仮称)国際医療福祉大学熱海病院　増築計画 学校法人国際医療福祉大学 栃木県大田原市北金丸2600番
1 (一財)日本建築センター MFNN-00638-1 平成27年02月05日

大村進・美枝子記念　聖路加臨床学術センター 一般財団法人
聖路加国際メディカルセンター 東京都中央区明石町10-1 日本ERI(株) MFNB-07879-2 平成27年02月05日

（仮称）国分寺都市計画事業
国分寺駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物　東街区棟

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-10206 平成27年02月05日

（仮称）国分寺都市計画事業
国分寺駅北口第一種市街地再開発事業施設建築物　西街区棟

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-10205 平成27年02月05日

草薙駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 草薙駅南口地区市街地再開発
組合

静岡県静岡市清水区草薙一丁
目7番3号　ポケットビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-08220-3 平成27年02月05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-08209-2 平成27年02月05日

（仮称）渋谷一丁目建替プロジェクト 株式会社　董花 東京都渋谷区渋谷1-4-13 日本ERI(株) HNNN-07966-2 平成27年02月05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7
番3号 (一財)日本建築センター HNNN-07595-1 平成27年02月05日

名古屋商科大学丸の内キャンパス 学校法人　栗本学園
名古屋商科大学

愛知県日進市米野木町三ヶ峯
4-4 日本ERI(株) HNNN-07260-1 平成27年02月05日

（仮称）内幸町二丁目プロジェクト グリーンアセットインベスト
メント特定目的会社

東京都中央区日本橋兜町6番5
号 (一財)日本建築センター HNNB-10228 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

鈴廣蒲鉾新本社 株式会社鈴廣蒲鉾本店 神奈川県小田原市風祭245番
地 (株)都市居住評価センター NNNF-10233 平成27年01月30日

東洋ゴム工業株式会社　HIPプロジェクト 東洋ゴム工業　株式会社 大阪府大阪市西区江戸掘1丁
目17番18号 日本ERI(株) MNNN-08225-1 平成27年01月30日

東大宮総合病院（仮称）新築移転計画 株式会社　武蔵野社 東京都中央区日本橋人形町2-
2-1 日本ERI(株) MNNN-08020-1 平成27年01月30日

北里第一三共ワクチン株式会社C棟 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 日本ERI(株) MNNN-07624-1 平成27年01月30日

(仮称)宇治徳洲会病院移転新築 医療法人徳洲会 大阪府大阪市北区梅田1丁目3
番1-1200号 日本ERI(株) MNNN-07620-1 平成27年01月30日

小学館ビル 小学館不動産株式会社
東京都千代田区神田神保町二丁
目１３番地
神保町ＭＦビル２Ｆ

(株)都市居住評価センター MNNB-07931-2 平成27年01月30日

（仮称）銀座ビル 宮城商事　株式会社 宮城県仙台市青葉区中央1丁
目7番4号 (一財)日本建築センター MFNN-08184-2 平成27年01月30日

大分駅ビル（仮称） 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25-21 日本ERI(株) HNNN-07733-1 平成27年01月30日

（仮称）横浜野村ビル計画 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 (一財)日本建築センター HFNB-10202 平成27年01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-08098-1 平成27年01月30日

（仮称）Ｎｅｗ喜作ビル 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4F (一財)日本建築センター MNNN-10211 平成27年01月29日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目4
番12号 (一財)日本建築センター HNNN-10197 平成27年01月29日

春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区 春日・後楽園駅前地区市街地
再開発組合

東京都文京区小石川一丁目4
番12号 (一財)日本建築センター HNNN-10196 平成27年01月29日

(仮称)新鉃鋼ビル建替計画 株式会社　鉃鋼ビルディング 東京都千代田区大手町2丁目6
番2号　日本ビル12階 (一財)日本建築センター HNNN-07973-1 平成27年01月29日

東京北医療センター 公益社団法人
地域医療振興協会

東京都千代田区平河町2丁目6
番3号 (一財)日本建築センター MNNN-10199 平成27年01月28日

（仮称）印西テクノロジービル－２ 印西特定目的会社 東京都中央区日本橋一丁目4
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-07818-1 平成27年01月28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-07558-1 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-06704-1 平成27年01月28日

白石区複合庁舎 札幌市 北海道札幌市中央区北1条西2
丁目 (株)都市居住評価センター MNNB-10122-1 平成27年01月28日

（仮称）富山中央警察署 富山県知事　石井　隆一 富山県富山市新総曲輪１番７
号 (一財)日本建築センター MNNN-10207 平成27年01月27日

(仮称)松山市民病院　増築改修 一般財団法人　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-08199-1 平成27年01月27日

（仮称）舞洲物流センター 日水物流株式会社 東京都港区芝大門2丁目8番13
号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10198 平成27年01月26日

富士駅南口地区優良建築物等整備事業 富士駅南口地区優良建築物整
備事業建設組合 静岡県富士市横割本町1番4号 日本ERI(株) MNNN-10184 平成27年01月26日

（仮称）中葛西4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3-13-5K
DX日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10178 平成27年01月26日

GLP岡山総社Ⅱプロジェクト 西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-10115-1 平成27年01月26日

（仮称）小山ヶ丘Sプロジェクト 公益財団法人　石橋財団 東京都港区麻布永坂町1丁目 日本ERI(株) MNNN-08028-1 平成27年01月26日

（仮称）山九平和島ロジスティクスセンター 山九株式会社 東京都大田区平和島6-1-1
TRC5階 日本ERI(株) MNNN-07952-2 平成27年01月26日

（仮称）中央区南本町4丁目集合住宅

東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪市中央区南船場四丁目4
番3号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10201 平成27年01月26日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

神鋼不動産株式会社 神戸市中央区脇浜海岸通2丁
目2番4号

（独）国立がん研究センター（仮称）新総合棟新築 独立行政法人
国立がん研究センター

東京都中央区築地5丁目1番地
1号 (一財)日本建築センター HNNN-10200 平成27年01月26日

（仮称）Nビル改修 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
4番5号 (一財)日本建築センター HNNN-10195 平成27年01月26日

（仮称）大手町１－１計画　Ｂ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)日本建築センター HFNB-07906-2 平成27年01月26日

山九株式会社　西神戸物流センター 山九株式会社 福岡県北九州市門司区港町6
番7号 日本ERI(株) MNNN-08328-1 平成27年01月21日

404/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)上大崎1丁目計画 積水ハウス株式会社
開発事業部

大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号 (株)都市居住評価センター HNNN-10119-1 平成27年01月19日

西新宿五丁目中央北地区第一種市街地再開発事業（A1地区） 西新宿五丁目中央北地区市街
地再開発組合

東京都新宿区西新宿５丁目２
－６　秋山ビル２０２ (一財)日本建築センター HNNN-08235-1 平成27年01月19日

埼玉県立小児医療センター・さいたま赤十字病院
埼玉県病院事業管理者 埼玉県さいたま市浦和区高砂

三丁目１３番３号 (一財)さいたま住宅検査セン
ター HNNN-07795-2 平成27年01月19日

さいたま赤十字病院 埼玉県さいたま市中央区上落
合八丁目3番33号

（仮称）宮城県医師会館・地域医療連携支援センター新築計画 公益社団法人　宮城県医師会 宮城県仙台市青葉区中央三丁
目10-19　仙台KYビル7階 (株)都市居住評価センター MNNN-08342-1 平成27年01月16日

ザ・パークハウス　グラン　千鳥ヶ淵 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-08308-1 平成27年01月16日

株式会社住友倉庫大阪支店（仮称）南港北倉庫 株式会社住友倉庫 大阪府大阪市北区中之島三丁
目2番18号 日本ERI(株) MNNN-08136-1 平成27年01月16日

（仮称）六町３丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDK 日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-08041-2 平成27年01月16日

八潮中央総合病院　整備計画 株式会社　武蔵野社 東京都中央区日本橋人形町二
丁目2番1号 (一財)日本建築センター MNNN-07929-2 平成27年01月16日

岡山赤十字病院 総合病院岡山赤十字病院 岡山県岡山市北区青江2丁目1
番1号 日本ERI(株) MNNN-07194-1 平成27年01月16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2階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-07183-1 平成27年01月16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
資産開発事業本部

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-07928-1 平成27年01月16日

鉄道博物館　新館 公益財団法人
東日本鉄道文化財団

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 NNNB-10215 平成27年01月15日

鉄道博物館　本館 公益財団法人
東日本鉄道文化財団

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 NNNB-03129-1 平成27年01月15日

浦安市新庁舎 浦安市長　松崎　秀樹 千葉県浦安市猫実一丁目１番
１号 (一財)日本建築センター MNNN-10020-1 平成27年01月15日

（仮称）北区赤羽岩淵計画 ナイスエスト株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目
37番10号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-08146-2 平成27年01月15日

アンリツグローバル本社棟計画 アンリツ株式会社 神奈川県厚木市恩名5丁目1番
1号 (一財)日本建築センター MFNB-07967-1 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

能代市庁舎整備事業 能代市長　齊藤　滋宣 秋田県能代市上町1-3 (一財)日本建築センター MNNN-10162 平成27年01月14日

NTT東日本伊豆病院 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿３丁目１
９番２号 (一財)日本建築センター MNNN-07842-1 平成27年01月14日

(仮称)伊東屋本店 株式会社　伊東屋 東京都中央区銀座1丁目7番10
号　銀座富士ビル4階 (一財)日本建築センター NNNB-08203-1 平成27年01月13日

（仮称）シマノ下関工場　福利厚生棟 株式会社　シマノ 堺市堺区老松町3丁77番地 (一財)日本建築センター MNNN-08190-1 平成27年01月13日

近畿大学東大阪キャンパス整備計画（仮称）Ⅰ期 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江3丁目4
番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10192 平成27年01月09日

(仮称)仙台駅東口計画 三菱地所レジデンス株式会社 宮城県仙台市青葉区国分町三
丁目6番1号 日本ERI(株) MNNN-07793-1 平成27年01月09日

(仮称）神田東松下町プロジェクト 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 日本ERI(株) HNNN-10193 平成27年01月09日

GLP狭山日高Ⅱプロジェクト 狭山日高２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 日本ERI(株) MNNN-10180 平成27年01月06日

虎ノ門開発計画 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 (株)都市居住評価センター MNNN-07985-2 平成27年01月06日

秋葉原オフィスプロジェクト
伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂２－９－１１

日本ERI(株) MNNN-07709-1 平成27年01月06日
伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２－５－１

公立豊岡病院 公立豊岡病院組合 兵庫県豊岡市戸牧１０９４ (一財)日本建築センター MNNN-07685-3 平成27年01月06日

西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物（B街区） 西品川一丁目地区市街地再開
発組合

東京都品川区西品川一丁目2
番19号 (一財)日本建築センター HNNN-10187 平成27年01月06日

（仮称）小杉町二丁目開発計画（A地区）

三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目1番2号

日本ERI(株) HNNN-10098-1 平成27年01月06日
JX日鉱日石不動産株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町一

丁目1番地8

西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物（A街区） 西品川一丁目地区市街地再開
発組合

東京都品川区西品川一丁目2
番19号 (一財)日本建築センター HNNB-10186 平成27年01月06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-08099-1 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

薬師寺食堂（復興事業） 宗教法人薬師寺 奈良県奈良市西ノ京町457番
地 (一財)日本建築総合試験所 NNNF-10204 平成26年12月26日

大阪高速鉄道（株）　新社屋 大阪高速鉄道株式会社 大阪府豊中市新千里東町１丁
目１番５号 (一財)日本建築センター MNNN-10188 平成26年12月26日

多摩第四ネットワークセンター第３ビル（仮称） ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目3番
2号 (一財)日本建築センター MNNN-10034-1 平成26年12月26日

大西学園中・高等学校 学校法人　大西学園 川崎市中原区小杉町２丁目２
８４番地 (一財)日本建築センター MNNN-08269-1 平成26年12月26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-07196-1 平成26年12月26日

白金キャンパス薬学部校舎・北里本館建替新築 学校法人　北里研究所 東京都港区白金５－９－１ (一財)日本建築センター HNNN-08172-2 平成26年12月26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7
番3号 (一財)日本建築センター HNNN-08127-1 平成26年12月26日

（仮称）新・京橋MIDビル計画 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)日本建築センター HNNN-07665-2 平成26年12月26日

本社工場生産拠点再構築　第Ⅲ期 株式会社　京三製作所 横浜市鶴見区平安町2丁目29
番の1

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10189 平成26年12月25日

A5工場建設PJ 田辺三菱製薬工場株式会社
吉富工場

福岡県築上郡吉富町大字小祝
955 日本ERI(株) MNNN-10181 平成26年12月25日

（仮称）八千代市立中央図書館・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-07235-1 平成26年12月25日

岩手県立磐井病院及び南光病院 岩手県 岩手県盛岡市内丸11番1号 (一財)日本建築センター MNNN-00756-1 平成26年12月25日

東京都済生会中央病院新主棟 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部東京都済生会 東京都港区三田1丁目4番17号 (一財)日本建築センター HNNN-10183 平成26年12月25日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（A街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-08195-1 平成26年12月25日

広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目7番1
号 日本ERI(株) HNNN-07692-2 平成26年12月25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-06790-1 平成26年12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 (一財)日本建築センター MNNB-07786-2 平成26年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）中山下一丁目1番地区第一種市街地再開発事業　施設建物 岡山市中山下一丁目1番地区
市街地再開発組合

岡山県岡山市北区本町4番18
号　コア本町 日本ERI(株) HNNN-10169 平成26年12月24日

日比谷ビルディング 清和綜合建物株式会社 東京都港区芝大門1-1-23 日本ERI(株) MNNN-10046-1 平成26年12月22日

いの町新本庁舎 高知県吾川郡いの町 高知県吾川郡いの町1700番地
1 日本ERI(株) MNNN-06956-1 平成26年12月22日

納屋橋東第一種市街地再開発事業 納屋橋東地区市街地再開発組
合

愛知県名古屋市中区栄一丁目
18番1号 日本ERI(株) HNNN-10185 平成26年12月22日

（仮称）中野区中野５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丁目6

番1号
日本ERI(株) HNNN-10182 平成26年12月22日

一般財団法人首都圏不燃建築
公社 東京都港区新橋4丁目6番15号

愛知大学　名古屋校舎（ささしま）＜本館（研究棟）＞ 学校法人　愛知大学 愛知県豊橋市町畑町字町畑1
番地の1 (株)確認サービス HNNN-10173 平成26年12月22日

草薙駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 草薙駅南口地区市街地再開発
組合

静岡県静岡市清水区草薙一丁
目7番3号　ポケットビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-08220-2 平成26年12月22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7
番3号 (一財)日本建築センター HNNN-07859-1 平成26年12月22日

(仮称)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24階 日本ERI(株) HNNN-07414-1 平成26年12月22日

（仮称）菊川1丁目　株式会社イノウエマネージメント様
免震マンション

株式会社
イノウエマネージメント 東京都墨田区菊川1-11-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10179 平成26年12月19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 富山県富山市太田口通り一丁
目5番4号 日本ERI(株) NNNB-07243-2 平成26年12月18日

（仮称）渋谷区神南一丁目計画

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部 東京都新宿区二丁目4番1号

日本ERI(株) HNNN-10177 平成26年12月18日
株式会社デリス建築研究所 東京都千代田区丸の内二丁目

2番3号丸の内仲通りビル

（仮称）武蔵浦和第Ⅰ街区B3-1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-10164 平成26年12月18日

カプコンＳ棟 株式会社カプトロン 大阪府大阪市中央区内平野町
３丁目１番３号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-07263-1 平成26年12月17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-06496-1 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）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-07506-1 平成26年12月17日

蒲郡信用金庫本店 蒲郡信用金庫 愛知県蒲郡市元町５番８号 日本ERI(株) MNNN-07759-1 平成26年12月16日

（仮称）赤坂檜坂計画 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門２丁目３番
１７号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-07738-2 平成26年12月16日

京急蒲田西口駅前地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 京急蒲田西口駅前地区市街地
再開発組合

東京都大田区蒲田４－１６－
２京浜センタービル３階 (一財)日本建築センター HNNN-08230-2 平成26年12月16日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　ホテル棟 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)日本建築センター HNNN-07892-3 平成26年12月16日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　オフィス棟 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)日本建築センター HNNB-07891-3 平成26年12月16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-07729-2 平成26年12月16日

（仮称）山王町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 日本ERI(株) MNNN-10165 平成26年12月15日

川崎市立井田病院 川崎市病院事業管理者　堀内
行雄

神奈川県川崎市川崎区宮本町
1番地 日本ERI(株) MNNN-05055-1 平成26年12月15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三丁目30
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-07846-2 平成26年12月15日

パイオラックスメディカルデバイス戸塚新工場 株式会社パイオラックスメデ
ィカルデバイス

神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩
場町179 日本ERI(株) MNNN-08019-1 平成26年12月12日

沖縄県教職員共済会本部会館 一般社団法人沖縄県教職員共
済会 沖縄県那覇市松尾１－６－１ (株)都市居住評価センター NNNB-10190 平成26年12月11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一丁目4
番1号 (株)都市居住評価センター NNNB-06516-1 平成26年12月11日

（仮称）蕨駐車場新築計画｛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-10194 平成26年12月11日

ふくしま国際医療科学センター　D棟 公立大学法人
福島県立医科大学 福島県福島市光が丘１番地 (株)都市居住評価センター MNNN-08034-1 平成26年12月11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-05488-2 平成26年12月11日

赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂九丁目北地区市街地再開
発組合

東京都港区赤坂9-6-44日本教
文社ビル4階 (株)都市居住評価センター HNNN-10167 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

柏の葉キャンパス148街区住宅計画　東棟 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) HFNN-10086-1 平成26年12月11日

京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物（再開発棟） 京橋二丁目西地区市街地再開
発組合

東京都中央区八重洲二丁目７
番７号　八重洲旭ビル８階 (株)都市居住評価センター HFNB-07552-2 平成26年12月11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-07424-3 平成26年12月09日

（仮称）プレミア〈富山駅前〉｛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-10191 平成26年12月05日

（仮称）芝公園一丁目計画 ガッサン・プロパティーズ特
定目的会社

東京都中央区日本橋室町2-1-
1

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-07895-1 平成26年12月05日

(仮称)イオンモール京都桂川 イオンモール株式会社 京都府京都市南区久世高田町
376番1 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-08224-1 平成26年12月04日

（仮称）茨木ビル 株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行

大阪府大阪市北区堂島浜1丁
目1番5号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-07976-1 平成26年12月04日

仮称）富士通（株）川崎工場新棟 富士通株式会社 川崎市中原区上小田中4-1-1 (一財)日本建築センター MNNN-07438-1 平成26年12月04日

(仮称)鶴見６丁目分譲マンション計画

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

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-07011-2 平成26年12月04日
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

創価学会　東北文化会館 創価学会 東京都新宿区信濃町32番地 日本ERI(株) MNNF-07958-1 平成26年12月04日

（仮称）港区六本木四丁目計画 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 MFNN-10174 平成26年12月04日

（仮称）川口工業総合病院地区住宅棟計画

医療法人新青会川口工業総合
病院

埼玉県川口市青木一丁目18番
15号

日本ERI(株) HNNN-10163 平成26年12月04日東急不動産株式会社　住宅事業
ユニット首都圏住宅事業本部 東京都渋谷区道玄坂一丁目21

番2号

（仮称）藤岡マンション 藤岡　良暢 広島県広島市中区猫屋町3-28 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10168 平成26年12月03日

清水ビル建替え計画 株式会社　清水ビル 東京都渋谷区渋谷三丁目6番3
号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-08177-1 平成26年12月03日

(仮称)南池袋計画 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-07894-1 平成26年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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（Ⅰ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1-26-4 日本ERI(株) HNNN-07353-1 平成26年12月03日

(仮称)仙台一番町計画 住友不動産株式会社住宅分譲事
業本部　北日本事業所（仙台）

宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目4番25号 日本ERI(株) HNNN-06933-1 平成26年12月03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-08004-1 平成26年11月28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-07850-2 平成26年11月28日

板橋区本庁舎南館
板橋区 東京都板橋区板橋二丁目66番

1号
日本ERI(株) MNNN-07788-2 平成26年11月28日

東京都 東京都新宿区西新宿二丁目8
番1号

消防本部・（仮称）石田消防署庁舎 静岡市 静岡県静岡市葵区追手町5番1
号 日本ERI(株) MNNN-07697-1 平成26年11月28日

（仮称）新日比谷プロジェクト 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-10166 平成26年11月28日

（仮称）住友不動産　西五反田三丁目計画 住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-10161 平成26年11月28日

（仮称）サンシティタワー神戸プロジェクト 株式会社ヘルスケア・ジャパ
ン

東京都港区赤坂1丁目12番32
号　アーク森ビル30階 日本ERI(株) HNNN-10029-1 平成26年11月28日

麻植協同病院 徳島県厚生農業協同組合連合
会

徳島県徳島市北佐古一番町5
番12号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-07778-1 平成26年11月27日

（仮称）Ｙ計画　別館 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 HNNN-10130 平成26年11月27日

（仮称）Ｙ計画　本館 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 HNNN-10129 平成26年11月27日

（仮称）大手町１－１計画Ａ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)日本建築センター HNNN-08343-1 平成26年11月27日ＪＸホールディングス株式会
社

東京都千代田区大手町二丁目
6番3号

大手町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

（仮称）札幌創世1.1.1区北1西1地区第一種市街地再開発事業施設建築
物

札幌創世1.1.1区北1西1地区市
街地再開発組合

北海道札幌市中央区北三条西
3-1-44　ＵＲ都市機構内 (株)都市居住評価センター HNNB-10158 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

高松サンポート合同（南館） 国土交通省　四国地方整備局 香川県高松市サンポート３番-
３３ (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10156 平成26年11月25日

トータテ東白島PJ（西棟） トータテ白島特定目的会社 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-06626-1 平成26年11月25日

気仙沼市立病院（仮称） 気仙沼市長　菅原　茂 宮城県気仙沼市八日町一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10159 平成26年11月21日

富士電機株式会社　東京工場　新東１号館 富士電機株式会社 東京都品川区大崎一丁目１１
番２号 (一財)日本建築センター MNNN-10151 平成26年11月21日

ＮＨＫ新仙台放送会館 日本放送協会仙台放送局 宮城県仙台市青葉区錦町一丁
目11-1 日本ERI(株) MNNN-10142 平成26年11月21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・高森 株式会社松田会 宮城県仙台市泉区寺岡一丁目
25-1 日本ERI(株) MNNN-10053-1 平成26年11月21日

香取合同庁舎 千葉県 千葉市中央区市場町１番１号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-08183-1 平成26年11月21日

神田錦町三丁目共同建替計画

住友商事　株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番1
1号

(一財)日本建築センター HNNN-07660-1 平成26年11月21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

三井住友海上火災保険
株式会社

東京都千代田区神田駿河台三
丁目9番地

株式会社　博報堂 東京都港区赤坂五丁目3番1号

安田不動産　株式会社 東京都豊田区神田錦町二丁目
11番地

株式会社ジェイアール東日本ビルディング（仮称）秋葉原開発プロジ
ェクト

株式会社
ジェイアール東日本ビルディン
グ

東京都中央区八重洲一丁目2
番1号住友生命八重洲ビル4階 (一財)日本建築センター MNNN-10160 平成26年11月20日

(仮称)千代田区一番町計画
東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
首都圏住宅事業本部

東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番2号 (株)都市居住評価センター MNNN-10152 平成26年11月20日

(仮称)高齢者総合サポートセンター･九段坂病院
東京都千代田区 東京都千代田区九段南1-2-1

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-07987-1 平成26年11月20日

国家公務員共済会組合連合会
九段坂病院 東京都千代田区九段南2-1-39

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25号 (一財)日本建築センター HNNN-07537-1 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

飯塚市新庁舎 飯塚市 福岡県飯塚市新立岩5番5号 日本ERI(株) MNNN-10155 平成26年11月19日

(仮称)社会医療法人　愛仁会　千船病院 社会医療法人　愛仁会 大阪市西淀川区佃2丁目2番45
号 (一財)日本建築センター MNNN-10148 平成26年11月19日

阿波市新庁舎及び交流防災拠点施設 阿波市 徳島県阿波市阿波町東原１７
３番地 (一財)日本建築センター MNNN-08323-1 平成26年11月19日

（仮称）プラウド鹿野三丁目 野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区一番町二
丁目5番1号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-08018-3 平成26年11月19日

公立豊岡病院 公立豊岡病院組合 兵庫県豊岡市戸牧１０９４ (一財)日本建築センター MNNN-07685-2 平成26年11月19日

豊田市駅前通り北地区第1種市街地再開発事業施設建築物　東棟 豊田市駅前通り北地区市街地
再開発組合

愛知県豊田市喜多町3丁目110
番地 日本ERI(株) HNNN-10157 平成26年11月19日

（仮称）南1条西7丁目計画
京阪電気鉄道株式会社 大阪府枚方市岡東町173番地

の1
日本ERI(株) HNNN-10154 平成26年11月19日

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

（仮称）上野池之端プロジェクト 東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目9
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-10153 平成26年11月19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-08209-1 平成26年11月19日

新･新ダイビル（仮称） ダイビル株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-6-
32 (一財)日本建築センター HNNN-07421-1 平成26年11月19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-07143-1 平成26年11月19日

ヤマト運輸株式会社(仮称)三河ゲートウェイ ヤマト運輸株式会社 東京都中央区銀座2丁目16番1
0号 日本ERI(株) MNNN-10150 平成26年11月17日

（仮称）ＮＥＣ神戸システムセンター新棟 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 日本ERI(株) MNNN-10149 平成26年11月17日

市立函館病院 函館市病院局 北海道函館市港町１丁目１０
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-08062-2 平成26年11月17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-07857-2 平成26年11月17日

新宮市庁舎 新宮市 和歌山県新宮市春日1番1号 日本ERI(株) MNNN-10146 平成26年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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プロジェクト市川 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3-9-4 日本ERI(株) MNNN-10077-1 平成26年11月14日

岡山支社事務所２号 西日本旅客鉄道株式会社
岡山支社

岡山県岡山市北区駅前２丁目
１番７号 日本ERI(株) MNNN-07628-1 平成26年11月14日

四国中央市消防・防災センター（仮称） 四国中央市 愛媛県四国中央市三島宮川４
丁目６番５５ 日本ERI(株) MNNN-07487-1 平成26年11月14日

（仮称）丸仁豊洲5丁目プロジェクト 株式会社
丸仁ホールディングス

東京都港区三田三丁目13番16
号　三田43MTビル10F (株)東京建築検査機構 HNNN-10011-1 平成26年11月14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-07675-1 平成26年11月14日

(仮称)三田一丁目計画 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) HNNF-10120 平成26年11月14日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目10
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-08178-1 平成26年11月14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
管理部

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-07954-2 平成26年11月14日

五層六段型自走式自動車車庫｛AW-56LP2.0｝ 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-10176 平成26年11月13日

四層五段型自走式自動車車庫｛AW-45LP2.0｝ 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-10175 平成26年11月13日

（仮称）アパホテル　&lt;品川　泉岳寺駅前&gt; アパホーム　株式会社 石川県金沢市大和町1-5 (株)都市居住評価センター HNNN-08042-1 平成26年11月13日

（仮称）SKビル｛施設併用五層六段型自走式自動車車庫｝ セイワパーク株式会社 福岡県福岡市博多区東比恵2
丁目1番3号 (一財)日本建築センター NFEN-10171 平成26年11月12日

学校法人　東京医科大学　新大学病院 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 日本ERI(株) HNNN-07185-1 平成26年11月12日

新富山県立近代美術館（仮称） 富山県知事 富山県富山市新総曲輪１番７
号 (一財)日本建築センター NNNB-10170 平成26年11月11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-07725-1 平成26年11月11日

多治見駅北地区公共公益施設 岐阜県多治見市 岐阜県多治見市日ノ出町2丁
目15番地 日本ERI(株) MNNN-07304-1 平成26年11月11日

秋葉原極東商会本社ビル 株式会社　極東商会 東京都台東区上野二丁目11番
12号 (一財)日本建築センター MFNN-10049-1 平成26年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)名古屋市中区丸の内３丁目計画
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
日本ERI(株) HNNN-07212-1 平成26年11月11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四
丁目5番28号

六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（南街区） 六本木三丁目東地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目6番1
号 (一財)日本建築センター HFNB-08229-2 平成26年11月11日

名駅一丁目計画（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
(一財)日本建築センター HFNB-08035-2 平成26年11月11日

名工建設株式会社
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34階

浜松町一丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 浜松町一丁目地区市街地再開
発組合

東京都港区浜松町一丁目３番
２号 (一財)日本建築センター HNNN-10141 平成26年11月10日

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３－３－２ (一財)日本建築センター HNNN-07807-1 平成26年11月10日

森本倉庫三宮ビル北館建替 森本倉庫　株式会社 兵庫県神戸市中央区磯上通2
丁目2番21号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-07727-1 平成26年11月07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 日本ERI(株) HNNF-08349-1 平成26年11月07日

（仮称）北糀谷１丁目橋本様免震ＭＳ 橋本　俊之 東京都大田区大森中３－２２
－５ (一社)日本免震構造協会 MNNN-10139 平成26年11月06日

(仮称)鶴見６丁目分譲マンション計画

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

(一財)日本建築総合試験所 MNNN-07011-1 平成26年11月06日
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

(仮称)曳舟駅ビル開発計画 東武鉄道株式会社 東京都墨田区押上一丁目1番2
号 日本ERI(株) MNNN-10140 平成26年11月04日

オーケーみなとみらい本社ビル オーケー株式会社 東京都大田区仲六郷2-43-2 日本ERI(株) MNNN-10136 平成26年11月04日

浜松町一丁目計画 向陽開発株式会社 東京都港区浜松町1丁目10-17 日本ERI(株) MNNN-10131 平成26年11月04日

（仮称）医療法人福冨士会　京都ルネス病院 医療法人　福冨士会
京都ルネス病院 京都府福知山市末広町1-38 日本ERI(株) MNNN-10121 平成26年11月04日

鹿児島市立病院 鹿児島市立病院
鹿児島市病院事業管理者　 鹿児島市加治屋町20番17号 (一財)日本建築センター MNNN-08171-1 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称) 安川電機　八幡西事業所　再配置計画（ゲストエリア） 株式会社　安川電機 福岡県北九州市八幡西区黒崎
城石2番1号 日本ERI(株) MNNN-07783-2 平成26年11月04日

都城市郡医師会病院等 一般社団法人
都城市北諸県郡医師会 宮崎県都城市姫城町9街区3号 日本ERI(株) MNNN-07520-1 平成26年11月04日

参天製薬株式会社　滋賀工場　第Ⅲ期 参天製薬株式会社 大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪タワーＡ 日本ERI(株) MNNN-07010-1 平成26年11月04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-06130-1 平成26年11月04日

（仮称）東上野1-14計画 アイエムプロパティー合同会
社

東京都台東区東上野1丁目14
番9号 (一財)日本建築センター HNNN-10137 平成26年11月04日

（仮称）国際医療福祉大学赤坂校舎 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) HNNN-10135 平成26年11月04日

（仮称）MM21-59街区　B街区 岡田ビル株式会社 東京都目黒区自由が丘一丁目
8番9号 日本ERI(株) HNNN-10127 平成26年11月04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
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-07904-1 平成26年11月04日

南小岩七丁目西地区第一種市街地再開発事業　施設建築物

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

日本ERI(株) HNNN-07668-1 平成26年11月04日
一般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

（仮称）百五銀行　新本館岩田棟 株式会社　百五銀行　 三重県津市岩田２１番２７号 日本ERI(株) HNNN-07516-1 平成26年11月04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-07424-2 平成26年10月31日

（仮称）港区芝浦一丁目計画 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 (株)東京建築検査機構 HNNN-08138-1 平成26年10月31日

（仮称）つくば吾妻Ⅱ計画 株式会社
フージャースコーポレーション

東京都千代田区神田美土代町
9番地1 (株)都市居住評価センター HNNN-10123 平成26年10月30日

（仮称）東心斎橋1丁目計画

東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪市中央区南船場四丁目4
番3号

(株)都市居住評価センター HNNN-07623-2 平成26年10月30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

新奈良県総合医療センター 地方独立行政法人奈良県立病
院機構

奈良県大和郡山市満願寺町60
-1 日本ERI(株) MNNN-08354-1 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

岩手県立中部病院 岩手県　代表者
県立病院等事業管理者 岩手県盛岡市内丸11-1 日本ERI(株) MNNN-08118-1 平成26年10月29日

（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 東京都新宿区西新宿2-3-1 (一財)日本建築センター MNNN-02662-1 平成26年10月29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
住宅分譲事業本部

東京都新宿区西新宿二丁目4
番1号 日本ERI(株) HNNN-07311-1 平成26年10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-07729-1 平成26年10月29日

ＮＨＫ新熊本放送会館 日本放送協会 熊本県熊本市中央区千葉城町
2番7号 日本ERI(株) MNNN-10125 平成26年10月28日

白石区複合庁舎 札幌市 北海道札幌市中央区北1条西2
丁目 (株)都市居住評価センター MNNB-10122 平成26年10月28日

（仮称）Ｄプロジェクト有明Ⅰ ディエイチ・ディベロップメ
ント・ワン特定目的会社

東京都中央区日本橋一丁目4
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10126 平成26年10月27日

（仮称）栄タワーヒルズ新築計画 有限会社　東建大津通Ｂ 東京都中央区日本橋二丁目1
番14号 (株)確認サービス HNNN-10108 平成26年10月27日

（仮称）日本通運(株)東京支店　新東京物流センター 日本通運株式会社 東京都港区東新橋1-9-3 ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-10117 平成26年10月24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1-47-1 (公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNN-08026-1 平成26年10月24日

オフサイトセンター・環境放射線監視センター 静岡県知事　川勝　平太 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 MNNN-10124 平成26年10月23日

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-07450-1 平成26年10月23日

(仮称)魚沼市新病院 魚沼市 新潟県魚沼市小出島130番地1 日本ERI(株) MNNN-07391-1 平成26年10月23日

（仮称）銀座ビル 宮城商事　株式会社 宮城県仙台市青葉区中央1丁
目7番4号 (一財)日本建築センター MFNN-08184-1 平成26年10月23日

湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業B街区 湊二丁目東地区市街地再開発
組合 東京都中央区湊2丁目12番6号 日本ERI(株) HNNN-10118 平成26年10月23日

須賀川市新庁舎 須賀川市 福島県須賀川市八幡町135番
地 日本ERI(株) MNNN-10072 平成26年10月21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-08005-1 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-07841-1 平成26年10月21日

（仮称）京浜トラックターミナル新７号棟 日本自動車ターミナル株式会
社

東京都千代田区平河町二丁目
７番９号 (一財)日本建築センター MNNN-08147-1 平成26年10月20日

名古屋掖済会病院　新病院棟 一般社団法人　日本海員掖済会
名古屋掖済会病院

愛知県名古屋市中川区松年町
４－６６ 日本ERI(株) MNNN-07811-1 平成26年10月20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-07641-1 平成26年10月20日

筑紫野太宰府消防組合消防本部、筑紫野消防署 筑紫野太宰府消防組合 福岡県筑紫野市針摺西一丁目
1番1号 日本ERI(株) MNNN-07295-1 平成26年10月20日

(仮称)上大崎1丁目計画 積水ハウス株式会社
開発事業部

大阪市北区大淀中一丁目1番8
8号 (株)都市居住評価センター HNNN-10119 平成26年10月20日

代々木ゼミナール名古屋校 学校法人　高宮学園 東京都渋谷区代々木一丁目29
番1号 日本ERI(株) HNNN-10107 平成26年10月20日

(仮称)サーパス東静岡駅前弐番館 株式会社　穴吹工務店
静岡支店 静岡県静岡市葵区伝馬町24-2 日本ERI(株) HNNN-07840-1 平成26年10月20日

（仮称）熱海駅前計画 株式会社　ゴールドクレスト 東京都千代田区大手町2-1-1 日本ERI(株) HNNN-03986-1 平成26年10月20日

GLP総社Ⅱプロジェクト 西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-10115 平成26年10月17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-08312-1 平成26年10月17日

京葉銀行　千葉みなとビル 株式会社　京葉銀行 千葉県千葉市中央区富士見1
丁目11番11号 (株)都市居住評価センター HNNN-08289-1 平成26年10月17日

（仮称）豊洲3-2街区[B2街区]開発計画

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)東京建築検査機構 HNNN-08121-1 平成26年10月17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

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

東急不動産株式会社
住宅事業ユニット
首都圏住宅事業本部

東京都渋谷区道玄坂一丁目21
番2号

住友不動産株式会社
住宅分譲事業本部

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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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[B2街区]開発計画 野村不動産株式会社
開発企画本部

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-08121-1 平成26年10月17日

（仮称）枚方市駅前プロジェクト スパイラルスター・グローバ
ル・パートナーズ株式会社

大阪府枚方市岡本町２番２２
号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-10147 平成26年10月16日

日本調理機新社屋建設計画 日本調理機株式会社 東京都大田区東六郷３丁目１
５番８号 (一財)日本建築センター NNNB-10145 平成26年10月16日

帆秋病院 医療法人　至誠会　帆秋病院 大分県大分市大字大分４２８
２－１ 日本ERI(株) MNNN-07417-1 平成26年10月16日

京都会館再整備 京都市 京都府京都市中京区寺町通御
池上る上本能寺前町488番地 日本ERI(株) MNNB-08064-1 平成26年10月16日

小野薬品工業　水無瀬研究所　新研究棟 小野薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
1丁目8番2号 日本ERI(株) MNNN-10172 平成26年10月15日

大阪厚生年金病院 独立行政法人
地域医療機能推進機構

大阪府大阪市福島区福島4丁
目2番78号 日本ERI(株) MNNN-08182-2 平成26年10月15日

（仮称）南森町集合住宅 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 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10116 平成26年10月15日

（仮称）大阪市北区中之島６丁目計画

三菱地所レジデンス株式会社
大阪支店

大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10110 平成26年10月15日
住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-

33

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

株式会社アサヒプロパティズ 大阪府大阪市北区中之島六丁
目２番４０号

（仮称）中央区新川2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-10109 平成26年10月15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-07349-1 平成26年10月15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

ザ・セントラルマークタワー
住友商事株式会社 大阪府中央区北浜4丁目5番33

号
(一財)日本建築センター HNNN-06955-1 平成26年10月15日

MID都市開発株式会社 大阪市北区堂島浜一丁目4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25年04月01日～令和5年04月30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

ザ・セントラルマークタワー 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-06955-1 平成26年10月15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丁目2番7
号 (一財)日本建築センター HNNN-05823-1 平成26年10月15日

（仮称）江戸川区上一色2丁目計画Ａ棟 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5階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10112 平成26年10月14日

（仮称）有限会社湯沢材木店様　渋谷３丁目計画 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 日本ERI(株) MNNN-10111 平成26年10月14日

日本福祉大学東海キャンパス 学校法人　日本福祉大学 愛知県知多郡美浜町大字奥田
字会下前35-6

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-08040-1 平成26年10月14日

（仮称）上山マンション 上山　きみ 東京都板橋区板橋１－３２－
６ (一社)日本免震構造協会 MNNN-08039-2 平成26年10月14日

（仮称）厚木金田計画 グローバル・アセット・フォー
・ホールディング特定目的会社

東京都江東区亀戸六丁目56番
15号 日本ERI(株) MNNN-07884-1 平成26年10月14日

(仮称)平河町計画 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-07714-1 平成26年10月14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-06052-1 平成26年10月14日

レーベン松本アルタス 株式会社タカラレーベン 東京都新宿区西新宿2-6-1 日本ERI(株) MNNN-03708-1 平成26年10月14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-07911-1 平成26年10月14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-07813-1 平成26年10月14日

独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター 独立行政法人国立病院機構 宮城県仙台市宮城野区宮城野
2丁目8番8号 (一財)日本建築センター MNNN-10113 平成26年10月09日

（仮称）三井倉庫騎西城南倉庫 三井倉庫株式会社 東京都港区西新橋3丁目20番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-10054-1 平成26年10月09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-07747-2 平成26年10月09日

（仮称）加古川中央市民病院 地方独立行政法人
加古川市民病院機構

兵庫県加古川市米田町平津３
８４番地の１ 日本ERI(株) MNNN-08053-1 平成26年10月08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-07504-1 平成26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25年04月01日～令和5年04月30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

茅ヶ崎駅前分譲マンション建替事業
相鉄不動産株式会社内　茅ヶ崎
駅前分譲マンション建替組合 横浜市西区北幸二丁目９番１

４号 (一財)日本建築センター MNNN-07254-1 平成26年10月08日

（仮称）大阪市本庄西１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
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-10037-1 平成26年10月08日

パナホーム株式会社
都市開発支社 東京都新宿区西新宿2-3-1

(仮称)港区高輪３丁目計画
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
(株)都市居住評価センター HNNN-07866-1 平成26年10月08日

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

大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 大泉学園駅北口地区市街地再
開発組合

東京都練馬区東大泉一丁目32
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-07689-3 平成26年10月08日

（仮称）ＳＷＩＮＧうめだプロジェクト 株式会社　ヒューマックス
東京都新宿区西新宿三丁目20番2
号
東京オペラシティタワー22階

(株)国際確認検査センター NNNF-10128 平成26年10月07日

銀座六丁目10地区第一種市街地再開発事業 銀座六丁目10地区市街地再開
発組合

東京都中央区銀座六丁目12番
1号 (一財)日本建築センター NNNB-07771-1 平成26年10月07日

(株)アトル福岡ALC 株式会社　アトル 福岡県福岡市博多区半道橋2-
2-51 日本ERI(株) MNNF-10105 平成26年10月07日

荏原町駅前地区防災街区整備事業　防災施設建築物 荏原町駅前地区防災街区整備
事業組合 東京都港区新橋4丁目6番15号 日本ERI(株) HNNN-07949-1 平成26年10月07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-07098-2 平成26年10月07日

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

名古屋駅新ビル（仮称）他計画
東海旅客鉄道株式会社 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 HFNB-07965-1 平成26年10月07日

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4-
4-10

JT本社ビル 日本たばこ産業株式会社 東京都港区虎ノ門二丁目2番1
号 (一財)日本建築センター HNNN-9004 平成26年10月04日

岡山市（新）北消防署 岡山市 岡山県岡山市北区大供一丁目
1番1号 (一財)日本建築センター MNNN-10106 平成26年10月03日

宗教法人　東長寺　檀信徒会館 宗教法人　東長寺 東京都新宿区四谷4丁目34 (一社)日本免震構造協会 MNNN-07749-1 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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-07181-1 平成26年10月03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-06199-1 平成26年10月02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-08167-1 平成26年10月02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-07412-2 平成26年10月02日

（仮称）函館本町地区優良建築物等整備事業 SPC函館本町開発株式会社 北海道函館市若松町19番3号 日本ERI(株) HNNB-10102 平成26年10月02日

真庭市営CLT春日住宅　建築計画 真庭市長　太田　昇 岡山県真庭市久世2927-2 (一財)日本建築センター MNNN-10134 平成26年10月01日

真庭木材事業協同組合CLT勝山共同住宅　建築計画 真庭木材事業協同組合 岡山県真庭市三田131 (一財)日本建築センター MNNN-10133 平成26年10月01日

「CLT等新製品・新技術実証展示プロジェクト」湯川村CLT共同住宅
建築計画 福島県CLT推進協議会 福島県会津若松市追手町5番3

6号 (一財)日本建築センター MNNN-10132 平成26年10月01日

日立市新庁舎 日立市 茨城県日立市助川町1丁目1番
1号 日本ERI(株) MNNN-10089 平成26年10月01日

立川綜合病院移転計画 医療法人
立川メディカルセンター 長岡市神田町3丁目2番地11 日本ERI(株) MNNN-10076 平成26年10月01日

県立こども病院 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-07878-1 平成26年10月01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580
番地
ソリッドスクエア東館18階

日本ERI(株) MNNN-05256-1 平成26年10月01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長者町9-
175　第10吉田興産ビル501 日本ERI(株) HNNN-07268-1 平成26年10月01日

（仮称）亀戸２丁目吉住様マンション 吉住　利彦 千葉県市川市市川南3丁目12-
C407 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10030-1 平成26年09月30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-08188-1 平成26年09月30日

水天宮建替計画 宗教法人水天宮 東京都中央区日本橋蛎殻町2-
4-1 (一財)日本建築センター MNNN-08185-1 平成26年09月30日

（仮称）江東区豊洲６丁目計画（住宅棟） 三井不動産株式会社
アコモデーション事業本部

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 MNNN-08032-1 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）プラウド鹿野三丁目 野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区一番町二
丁目5番1号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-08018-2 平成26年09月30日

シマノ新金岡レジデンス 株式会社　シマノ 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-07995-1 平成26年09月30日

城里町庁舎 城里町 茨城県東茨城郡城里町大字石
塚１４２８－２５ 日本ERI(株) MNNN-07517-1 平成26年09月30日

ＪＡあいち中央本店 あいち中央農業協同組合 愛知県安城市御幸本町９番６
号 (一財)日本建築センター MNNN-07483-1 平成26年09月30日

(仮称)岡山総合医療センター 地方独立行政法人
岡山市立総合医療センター 岡山県岡山市北区天瀬6-10 日本ERI(株) MNNN-06635-1 平成26年09月30日

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

広島県広島市南区的場町2-6-
7 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-08164-1 平成26年09月30日

（仮称）王子駅前計画（Ⅱ工区）

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

(株)都市居住評価センター HNNN-07837-1 平成26年09月30日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

大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 大泉学園駅北口地区市街地再
開発組合

東京都練馬区東大泉一丁目32
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-07689-2 平成26年09月30日

（仮称）川口信用金庫本店建替計画 川口信用金庫 埼玉県川口市栄町3丁目9番3
号 日本ERI(株) MNNN-10096 平成26年09月25日

東京都医師会館建設計画 公益社団法人　東京都医師会 東京都千代田区一ツ橋1丁目2
番2号 日本ERI(株) MNNN-10094 平成26年09月25日

（仮称）Ｄプロジェクト掛川Ⅱ 芙蓉総合リース株式会社 東京都千代田区三崎町三丁目
3番23号 日本ERI(株) MNNN-10097 平成26年09月19日

（仮称）木場三丁目計画 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 (一財)日本建築センター HNNN-10091 平成26年09月19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丁
目1番1号 (一財)日本建築センター HNNB-07490-1 平成26年09月19日

高松市危機管理センター 高松市 香川県高松市番町一丁目8番1
5号 (一財)日本建築センター MNNN-10095 平成26年09月18日

（仮称）小杉町二丁目開発計画（A地区） 三井不動産レジデンシャル株
式会社

神奈川県横浜市西区高島一丁
目1番2号 日本ERI(株) HNNN-10098 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）小杉町二丁目開発計画（A地区） JX日鉱日石不動産株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町一
丁目1番地8 日本ERI(株) HNNN-10098 平成26年09月18日

（仮称）あすと長町１７街区計画 住友不動産株式会社住宅分譲事
業本部北日本事業所（仙台）

宮城県仙台市青葉区花京院一
丁目4番25号 日本ERI(株) HNNN-10093 平成26年09月18日

土浦市消防本部新消防庁舎 土浦市 茨城県土浦市下高津一丁目20
番35号 日本ERI(株) MNNN-10090 平成26年09月17日

（仮称）幕張タワープロジェクト（MSH計画） 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 HNNN-08000-1 平成26年09月17日

明石駅前南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 明石駅前南地区市街地再開発
組合

兵庫県明石市大明石町一丁目
6番13号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-07977-1 平成26年09月17日

(仮称)港区赤坂２丁目賃貸マンション 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-07946-1 平成26年09月17日

(仮称)北区万歳町・梅田タワープロジェクト
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-07728-1 平成26年09月17日

住友商事株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4丁
目5番33号

柏の葉キャンパス148街区住宅計画　東棟 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) HFNN-10086 平成26年09月17日

柏の葉キャンパス148街区住宅計画　西棟 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) HFNN-10085 平成26年09月17日

厚木市立病院 厚木市立病院 厚木市水引一丁目16番36号 (一財)日本建築センター MNNN-08024-1 平成26年09月16日

（仮称）帯屋町計画 町田　照代 高知県高知市中須賀町1 日本ERI(株) MNNN-07930-1 平成26年09月16日

(仮)芝浦二丁目計画　Ｂ棟 株式会社
丸仁ホールディングス

東京都港区三田三丁目13番16
号三田43MTビル10F (株)東京建築検査機構 MNNN-07834-1 平成26年09月16日

坂東市新庁舎 茨城県坂東市 茨城県坂東市岩井4365番地 (一財)日本建築センター MNNB-10083 平成26年09月16日

（仮称）渋谷一丁目建替プロジェクト 株式会社　董花 東京都渋谷区渋谷1-4-13 日本ERI(株) HNNN-07966-1 平成26年09月16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-07900-1 平成26年09月16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-05393-1 平成26年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）港町プロジェクトＢ棟 大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 (一財)日本建築センター HNNN-05393-1 平成26年09月16日

いわき物流センター（仮称） 株式会社　ドーム 東京都品川区東品川2丁目2番
20号天王洲郵船ビル22階 日本ERI(株) MNNN-10082 平成26年09月12日

山梨県防災新館整備等事業及び県庁舎耐震改修等整備事業（渡り廊下
改築） 山梨県知事　横内　正明 山梨県甲府市丸の内1-6-1 (一財)日本建築センター MNNN-07744-1 平成26年09月12日

(仮称)ヒューリック世田谷 ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
7-3 日本ERI(株) MNNN-07375-1 平成26年09月12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-07153-1 平成26年09月12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-08324-1 平成26年09月12日東急不動産株式会社

住宅事業ユニット
関西住宅事業本部

大阪府大阪市中央区南船場4
丁目4番3号

（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-06650-1 平成26年09月12日

関電不動産株式会社 大阪府大阪市北区中之島6丁
目2－27

(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-07473-1 平成26年09月12日

ＧＬＰ八千代プロジェクト 八千代ロジスティック特定目
的会社

東京都港区東新橋1丁目5番2
号　汐留シティセンター4階 日本ERI(株) MNNN-10078 平成26年09月11日

福岡徳洲会病院 医療法人　徳洲会 大阪府大阪市北区梅田1－3－
1200 日本ERI(株) MNNN-07522-1 平成26年09月11日

香川大学（医病）手術棟 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-07234-1 平成26年09月11日

島根銀行本店 株式会社島根銀行 島根県松江市東本町二丁目35
番地 (一財)日本建築センター HNNN-10092 平成26年09月11日

（仮称）薬院２丁目計画 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神１丁
目１５番地６号綾杉ビル８階 日本ERI(株) HNNN-10087 平成26年09月11日

（仮称）上智大学四谷キャンパス新棟計画 学校法人上智学院 東京都千代田区紀尾井町七番
一号 (株)都市居住評価センター HNNN-07935-1 平成26年09月11日

大村ボートレース場 大村市モーターボート競争事
業

長崎県大村市玖島一丁目15番
1 (一財)日本建築センター NNNB-08162-1 平成26年09月10日

425/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

小平Ｃ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-10079 平成26年09月10日

(仮称)大日本印刷市谷工場整備計画[東街区] 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) MNNN-08097-1 平成26年09月10日

東京大学（本郷）クリニカルリサーチセンター クリニカルリサーチセンター
ＰＦＩ株式会社

東京都港区赤坂二丁目14番27
号　国際新赤坂ビル東館19階 日本ERI(株) MNNN-07863-1 平成26年09月10日

（仮称）株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西咲洲物流センター新
増設

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 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-07567-1 平成26年09月10日

AST22番地拠点統合計画 アステラス製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町2-5-
1 (一財)日本建築センター MNNN-05462-1 平成26年09月10日

よみうり文化センター（千里中央）再整備事業

株式会社読売新聞大阪本社 大阪市北区野崎町５番９号

(一財)日本建築総合試験所 HNNN-08122-1 平成26年09月10日

讀賣テレビ放送株式会社 大阪市中央区城見二丁目２番
３３号

MID都市開発株式会社 大阪市北区堂島浜一丁目４番
４号

関電不動産株式会社 大阪市北区中之島六丁目２番
２７号

関西電力株式会社 大阪市北区中之島三丁目６番
１６号

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1
丁目10番1号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-08090-3 平成26年09月10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-07790-1 平成26年09月10日

（仮称）八千代物流センター 日本ロジスティクスファンド
投資法人

東京都千代田区一ツ橋二丁目
4番3号 日本ERI(株) MNNN-07847-1 平成26年09月09日

（仮称）吹田市立スタジアム スタジアム建設募金団体 大阪府吹田市千里万博公園3-
3 (一財)日本建築総合試験所 MNNB-07702-1 平成26年09月09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

東京都渋谷区神宮前４丁目12
-10 (一財)日本建築センター MFNB-07802-1 平成26年09月09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-07164-2 平成26年09月09日

伊予市本庁舎 伊予市役所 愛媛県伊予市米湊820 (一財)日本建築センター MNNN-10084 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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プロジェクト 日誠不動産株式会社 東京都千代田区外神田2丁目1
6番2号 (一財)日本建築センター MNNB-08304-1 平成26年09月08日

（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-08285-1 平成26年09月08日

釜石市上中島町復興公営住宅Ⅱ期整備計画３号棟 新日鉄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 NFNN-10101 平成26年09月05日

釜石市上中島町復興公営住宅Ⅱ期整備計画２号棟 新日鉄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 NFNN-10100 平成26年09月05日

下関市庁舎立体駐車場 施設併用立駐
{施設併用六層七段型自走式自動車車庫} 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-10114 平成26年09月05日

（仮称）秋葉原昭和通り計画 清水建設株式会社 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 MNNN-10041 平成26年09月04日

中国労働金庫本店 中国労働金庫 広島県広島市南区金屋町1番1
7号 日本ERI(株) MNNN-07612-1 平成26年09月04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-08110-1 平成26年09月04日

（仮称）東広島市市民ホール 広島県東広島市 広島県東広島市西条栄町8番2
9号 (一財)日本建築センター NNNB-07332-1 平成26年09月03日

（仮称）Ｄプロジェクト市川 大和ハウス工業株式会社東京
本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 日本ERI(株) MNNN-10077 平成26年09月03日

（仮称）GLP狭山日高Ｉプロジェクト 狭山日高１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
地2号汐留シティセンター 日本ERI(株) MNNN-10065 平成26年09月03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-08290-1 平成26年09月03日

（仮称）区営東松下町住宅 千代田区 東京都千代田区九段南1-2-1 日本ERI(株) HNNN-10071 平成26年09月03日

草薙駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 草薙駅南口地区市街地再開発
組合

静岡県静岡市清水区草薙一丁
目7番3号　ポケットビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-08220-1 平成26年09月03日

（仮称）アイランドフォレストタワー （仮称）アイランドフォレスト
タワー　分譲事業・共同事業体

福岡市中央区天神1丁目11番1
7号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-08207-1 平成26年09月03日

（仮称）原町田三丁目計画 旭化成不動産レジデンス株式
会社開発営業本部

東京都新宿区西新宿2丁目3番
1号 日本ERI(株) HNNN-07912-1 平成26年09月03日

第２５ビッグビル 株式会社ビッグ 北海道札幌市中央区南４条西
７丁目６番地 日本ERI(株) HNNN-07493-1 平成26年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-06482-1 平成26年09月03日

（仮称）大久保三丁目西地区開発計画A-1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 (一財)日本建築センター HNNB-08175-1 平成26年09月03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-06070-1 平成26年09月03日

Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ総合研究棟 株式会社　ティーアンドケイ
東華 東京都板橋区泉町20番4号 (一財)日本建築センター MNNN-08149-1 平成26年09月02日

広島鉄道病院　新築計画 西日本旅客鉄道株式会社
大阪工事事務所

大阪市淀川区西中島５丁目４
番２０号　中央ビル４階 (一財)日本建築センター MNNN-08115-1 平成26年09月02日

静岡市上下水道局庁舎 静岡市公営企業管理者　関
清司

静岡県静岡市清水区旭町6番8
号 (一財)日本建築センター MNNN-07961-1 平成26年09月02日

（仮称）川崎区砂子２丁目計画
株式会社モリモト 東京都千代田区丸の内2-4-1

丸の内ビルディング14階 ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-07696-1 平成26年09月02日

大和ハウス工業株式会社
東京本店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号

瀬戸市庁舎増改築 愛知県瀬戸市 愛知県瀬戸市追分町64番地の
1 日本ERI(株) MNNN-07350-1 平成26年09月02日

大村進・美枝子記念　聖路加臨床学術センター 一般財団法人
聖路加国際メディカルセンター 東京都中央区明石町10-1 日本ERI(株) MFNB-07879-1 平成26年09月02日

(仮称)南小岩計画 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) MNNN-07688-1 平成26年09月01日

藤沢市民病院再整備事業　新東館 藤沢市 神奈川県藤沢市朝日町１番地
の１

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-07650-1 平成26年09月01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89
0番地7 (一財)日本建築センター HNNN-08003-1 平成26年09月01日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　ホテル棟 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)日本建築センター HNNN-07892-2 平成26年09月01日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　オフィス棟 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)日本建築センター HNNB-07891-2 平成26年09月01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 (一財)日本建築センター MNNB-07786-1 平成26年08月29日

六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（南街区） 六本木三丁目東地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目6番1
号 (一財)日本建築センター HFNB-08229-1 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）北区赤羽岩淵計画 ナイスエスト株式会社 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目
37番10号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-08146-1 平成26年08月28日

（仮称）帝京大学医学部附属溝口病院 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀２－１１－
１ 日本ERI(株) MNNN-07769-1 平成26年08月28日

（仮称）ペンブローク六本木7丁目計画 ペンブローク　ロッポンギ７
リアルエステート　リミテッド

英国領バミューダ、ペンブロー
クHM19、クロー通り42番地、
ペンブローク・ホール

日本ERI(株) HNNN-07979-1 平成26年08月28日

ささしまライブ２４地区「（仮称）グローバルゲート」 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) HFNB-05252-1 平成26年08月28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-07916-1 平成26年08月27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-07850-1 平成26年08月27日

（仮称）堺市総合医療センター・堺市救命救急センター 地方独立行政法人
堺市立病院機構 堺市堺区南安井町1丁1番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-07654-1 平成26年08月27日

（仮称）BRANZTOWERみなとみらい 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-10074 平成26年08月27日

電源開発本店社屋制震補強計画 電源開発株式会社 東京都中央区銀座6-15-1 (一財)日本建築センター HNNN-09002 平成26年08月27日

（仮称）江東区豊洲５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-08187-1 平成26年08月27日
三井物産株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

２番１号

白金キャンパス薬学部校舎・北里本館建替新築 学校法人　北里研究所 東京都港区白金５－９－１ (一財)日本建築センター HNNN-08172-1 平成26年08月27日

朝来市新庁舎 朝来市市長　多次　勝昭 兵庫県朝来市和田山町東谷21
3番地1 日本ERI(株) MNNN-10052 平成26年08月26日

（仮称）東五反田五丁目計画 伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂2-9-11 日本ERI(株) HNNN-08268-1 平成26年08月25日

（仮称）阪和興業大阪本社ビル 積水ハウス株式会社
開発事業部

大阪府大阪市北区大淀中一丁
目1番８８号 (一財)日本建築総合試験所 NFNN-10073 平成26年08月22日

（仮称）川口ビル　｛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 広島県府中市元町７７－１ (一財)日本建築センター NFEN-10104 平成26年08月22日

（仮称）阿波座駅前南ゾーンタワー棟 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-07569-1 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）阿波座駅前南ゾーンタワー棟

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

(株)都市居住評価センター HNNN-07569-1 平成26年08月22日ヤスダエンジニアリング株式
会社

大阪府大阪市浪速区塩草3丁
目2番26号

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

（仮称）家の光千駄ヶ谷ビル 一般社団法人　家の光協会 東京都新宿区市谷船河原町11 (一財)日本建築センター MNNN-10064 平成26年08月21日

幕別町新庁舎 幕別町 北海道中川郡幕別町本町130
番地 日本ERI(株) MNNN-10057 平成26年08月21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・高森 株式会社松田会 宮城県仙台市泉区寺岡一丁目
25-1 日本ERI(株) MNNN-10053 平成26年08月21日

山王病院 日本医療サービス株式会社 東京都港区南青山１丁目２４
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-08011-1 平成26年08月21日

ヤンマー本社ビル 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-07943-1 平成26年08月21日

神宮前計画 有限会社　原宿タウン 東京都港区元赤坂一丁目1番8
号　株式会社赤坂国際会計内 (一財)日本建築センター HNNN-01489-1 平成26年08月21日

（仮称）紀尾井町計画 株式会社西武プロパティーズ 東京都豊島区南池袋一丁目16
番15号 (一財)日本建築センター HNNF-07925-1 平成26年08月21日

（仮称）大手町１－１計画　Ｂ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)日本建築センター HNNB-07906-1 平成26年08月21日

（仮称）富浜１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
KDK 日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10063 平成26年08月20日

新川防災公園･多機能複合施設（仮称）
三鷹市 東京都三鷹市野崎一丁目1番1

号
(一財)日本建築センター MNNN-06963-1 平成26年08月20日

独立行政法人　都市再生機構 東京都新宿区西新宿6-5-1新
宿アイランドタワー

（仮称）八戸市八日町地区拠点複合施設 株式会社
八日町プロジェクト

青森県八戸市石堂二丁目11番
21号 日本ERI(株) HNNN-10047 平成26年08月20日

（仮称）文京区本郷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-10061 平成26年08月19日

松山赤十字病院　病院棟 松山赤十字病院 愛媛県松山市文京町1番地 (一財)日本建築センター MNNN-10055 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）三井倉庫騎西城南倉庫 三井倉庫株式会社 東京都港区西新橋3丁目20番1
号 (一財)日本建築センター MNNN-10054 平成26年08月19日

福島県東分庁舎代替庁舎 福島県 福島県福島市杉妻町2-16 (一財)日本建築センター MNNN-10051 平成26年08月18日

下松市新消防庁舎 下松市長　井川　成正 山口県下松市大手町3丁目3番
3号 日本ERI(株) MNNN-10050 平成26年08月18日

大塚倉庫西日本ロジスティクスセンター 大塚倉庫株式会社 大阪府大阪市港区石田1丁目3
番16号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-10048 平成26年08月18日

日比谷ビルディング 清和綜合建物株式会社 東京都港区芝大門1-1-23 日本ERI(株) MNNN-10046 平成26年08月18日

（仮称）川崎区追分町計画 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4F 日本ERI(株) MNNN-08111-1 平成26年08月18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-07794-1 平成26年08月18日

（仮称）赤坂檜坂計画 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門２丁目３番
１７号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-07738-1 平成26年08月18日

大分県立美術館 大分県知事　広瀬　勝貞 大分県大分市大手町3丁目1番
1号 日本ERI(株) MNNB-07542-1 平成26年08月18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-07157-1 平成26年08月18日

（仮称）大阪市中央区淡路町３丁目ＰＲＪ
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 HNNN-07443-1 平成26年08月18日

三菱地所レジデンス株式会社 大阪市北区天満橋１丁目８番
３０号

(仮称)ラクレイス地行 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) HNNN-07300-1 平成26年08月18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-07164-1 平成26年08月18日

横浜アイマークプレイス ＭＭ21－46特定目的会社 東京都千代田区有楽町一丁目
2番2号 (株)東京建築検査機構 HFNB-08050-1 平成26年08月18日

京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物（再開発棟） 京橋二丁目西地区市街地再開
発組合

東京都中央区八重洲２丁目７
番７号　八重洲旭ビル８階 (株)都市居住評価センター HFNB-07552-1 平成26年08月18日

板橋区本庁舎南館 板橋区 東京都板橋区板橋二丁目66番
1号 日本ERI(株) MNNN-07788-1 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

糀谷駅前地区第一種市街地再開発事業　第２街区 糀谷駅前地区市街地再開発組
合 東京都大田区南蒲田3-12-10 日本ERI(株) HNNN-10070 平成26年08月11日

糀谷駅前地区第一種市街地再開発事業　第１街区 糀谷駅前地区市街地再開発組
合 東京都大田区南蒲田3-12-10 日本ERI(株) HNNN-10069 平成26年08月11日

弥富市新庁舎 弥富市 愛知県弥富市前ヶ須町南本田
335 (一財)日本建築センター MNNN-10033 平成26年08月08日

（仮称）中央区晴海二丁目計画 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 日本ERI(株) HNNN-10013-1 平成26年08月07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-07098-1 平成26年08月07日

出水市新庁舎  鹿児島県出水市緑町1番3号 (一財)日本建築センター MNNN-10045 平成26年08月06日

オリンパスメディカルシステムズ白河事業場再開発 オリンパスメディカルシステ
ムズ株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43
番2号 (一財)日本建築センター MNNN-10043 平成26年08月06日

（仮称）豊洲3-2街区[B3街区]開発計画 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 (株)東京建築検査機構 HNNN-07854-1 平成26年08月06日

埼玉県立小児医療センター・さいたま赤十字病院 埼玉県病院事業管理者 埼玉県さいたま市浦和区高砂
三丁目１３番３号

(一財)さいたま住宅検査セン
ター HNNN-07795-1 平成26年08月06日

ＧＬＰ鳴尾浜プロジェクト 鳴尾浜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-10035 平成26年08月05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-07012-1 平成26年08月05日

医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院新２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-06855-1 平成26年08月05日

沖縄海邦銀行新本店 株式会社沖縄海邦銀行 沖縄県那覇市久茂地2丁目9番
12号 日本ERI(株) MNNN-07543-1 平成26年08月04日

京急蒲田西口駅前地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 京急蒲田西口駅前地区市街地
再開発組合

東京都大田区蒲田４－１６－
２京浜センタービル３階 (一財)日本建築センター HNNN-08230-1 平成26年08月04日

南海ターミナルビル 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 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-06441-1 平成26年08月04日

（仮称）ＫＩＣＯＮＡ小田原店
｛施設併用三層四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-10088 平成26年08月01日

（仮称）銀泉新橋第２ビル 銀泉株式会社 東京都千代田区九段南3丁目9
番15号 (株)都市居住評価センター MNNN-10032 平成26年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）室町東地区開発計画1-5街区
室町ちばぎん三井ビルディング
管理組合管理者
三井不動産株式会社

東京都中央区日本橋室町3-1-
20 (一財)日本建築センター HNNB-08061-1 平成26年08月01日

八潮中央総合病院　整備計画 株式会社　武蔵野社 東京都中央区日本橋人形町2
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-07929-1 平成26年07月31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-07857-1 平成26年07月31日

（仮称）ファイブエム様マンション 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4F 日本ERI(株) MNNN-07757-1 平成26年07月31日

（仮称）センコー㈱埼玉主管支店　北関東ロジスティクスセンター センコー株式会社 埼玉県さいたま市緑区大字大
門1916番地1 日本ERI(株) MNNN-07633-1 平成26年07月31日

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丁目3
3番14号 日本ERI(株) MNNN-07534-1 平成26年07月31日

あま市民病院 愛知県あま市 愛知県あま市木田戌亥18番地
1 (一財)日本建築センター MNNN-07533-1 平成26年07月31日

社会医療法人　川島会　透析外来棟 社会医療法人　川島会 徳島県徳島市北佐古一番町1
番39号 (一財)日本建築センター MNNN-07457-1 平成26年07月31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-07027-1 平成26年07月31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-06143-1 平成26年07月31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-07574-1 平成26年07月31日

（仮称）丸の内二丁目７番計画 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 (一財)日本建築センター HFNB-06152-1 平成26年07月31日

（仮称）千住河原町計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDK 日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10031 平成26年07月30日

（仮称）亀戸２丁目吉住様マンション  千葉県市川市市川南3丁目12-
C407 (一社)日本免震構造協会 MNNN-10030 平成26年07月30日

高知県立室戸広域公園屋内運動施設 高知県知事　 高知県高知市丸ノ内１丁目２
番２０号 (一財)日本建築センター NFNN-10066 平成26年07月29日

五層六段型自走式自動車車庫 ｛ＩＫパーク　Ｋ５ＮＰ型｝ ＩＨＩ運搬機械 株式会社 東京都中央区明石町８－１
聖路加タワー (一財)日本建築センター NFEN-10081 平成26年07月29日

三重第２データセンター 株式会社
三重電子計算センター 三重県津市桜橋2-177-3 (一財)日本建築センター MNNN-10044 平成26年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

秋葉原極東商会本社ビル 株式会社　極東商会 東京都台東区上野二丁目11番
12号 (一財)日本建築センター MFNN-10049 平成26年07月29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-07424-1 平成26年07月29日

富士電機株式会社　松本工場　本館　（技術開発センター） 富士電機株式会社 東京都品川区大崎一丁目11番
2号 日本ERI(株) MNNN-10042 平成26年07月28日

岡谷市新病院建設事業 岡谷市 長野県岡谷市幸町8番1号 (一財)日本建築センター MNNN-08165-1 平成26年07月28日

（仮称）新太田市民会館 太田市長 群馬県太田市浜町2番35号 (一財)日本建築センター NNNB-10062 平成26年07月25日

北本市新庁舎及び（仮称）こどもプラザ 北本市長　 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-06658-1 平成26年07月25日

松山赤十字病院新病院建設事業（立体駐車場棟）
｛四層五段型自走式自動車車庫｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番

36号 (一財)日本建築センター NFEN-10080 平成26年07月25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-06694-1 平成26年07月25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三丁目30
番2号 (一財)日本建築センター HNNB-07846-1 平成26年07月25日

（仮称）銀座５丁目計画 合同会社スペードハウス 東京都中央区日本橋１－４－
１日本橋一丁目ビルディング (株)都市居住評価センター NNNB-08169-1 平成26年07月24日

西武百貨店池袋店本館ビル 西武鉄道株式会社 埼玉県所沢市くすのき台一丁
目１１番地の１ (株)都市居住評価センター NNNB-04941-1 平成26年07月24日

三井倉庫西神戸Ⅱ倉庫 三井倉庫株式会社　関西支社 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 MNNN-10038 平成26年07月24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-07777-1 平成26年07月23日

トヨタ自動車株式会社　池袋ビル改修 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 (一財)日本建築センター HNNN-9001 平成26年07月23日

（仮称）大阪市本庄西１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 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10037 平成26年07月23日

トヨタ自動車株式会社　池袋ビル改修 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 (一財)日本建築センター HNNN-09001 平成26年07月23日

（仮称）鳳駅前ビル　｛施設併用六層七段型自走式自動車車庫｝ Ｐａｒｋキング建設
株式会社

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-10075 平成26年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）サンシティタワー神戸プロジェクト 株式会社ヘルスケア・ジャパ
ン

東京都港区赤坂1丁目12番32
号　アーク森　ビル30階 日本ERI(株) HNNN-10029 平成26年07月22日

（仮称）北区同心地点計画 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 日本ERI(株) HNNN-10018 平成26年07月22日

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1
丁目10番1号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-08090-2 平成26年07月22日

（仮称）昭和学園高等学校　新校舎 学校法人岩尾昭和学園
昭和学園高等学校 大分県日田市日ノ出町１４ (株)都市居住評価センター NNNB-10056 平成26年07月18日

多摩第四ネットワークセンター第３ビル（仮称） ＫＤＤＩ株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目3番
2号 (一財)日本建築センター MNNN-10034 平成26年07月18日

徳島県立海部病院 徳島県病院局 徳島県徳島市万代町1丁目1番
地 日本ERI(株) MNNN-10017 平成26年07月18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-08160-1 平成26年07月17日

（仮称）加藤様東大泉１丁目PJT 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-10021 平成26年07月16日

浦安市新庁舎  千葉県浦安市猫実一丁目１番
１号 (一財)日本建築センター MNNN-10020 平成26年07月16日

御前崎市消防庁舎 御前崎市役所 静岡県御前崎市池新田5585番
地 日本ERI(株) MNNN-10012 平成26年07月16日

（仮称）六町３丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDK 日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-08041-1 平成26年07月16日

（仮称）上山マンション  東京都板橋区板橋１－３２－
６ (一社)日本免震構造協会 MNNN-08039-1 平成26年07月16日

(仮称)港区港南二丁目計画 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 (一財)日本建築センター MNNN-07938-1 平成26年07月16日

（仮称）多摩落合一丁目計画 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 日本ERI(株) MNNN-07700-1 平成26年07月16日

北國銀行本店 株式会社　北國銀行 石川県金沢市下堤町1番地 (一財)日本建築センター MNNN-07276-1 平成26年07月16日

（仮称）東上野二丁目計画 ナエバ・プロパティーズ特定
目的会社

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-07998-1 平成26年07月16日

勝どき五丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（Ｂ-１街区） 勝どき五丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区勝どき2丁目10
番4号 日本ERI(株) HNNN-07374-1 平成26年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-05709-1 平成26年07月16日

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-08193-1 平成26年07月16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-07954-1 平成26年07月16日

加賀市統合新病院 加賀市 石川県加賀市大聖寺南町二41
番地 日本ERI(株) MNNN-10014 平成26年07月15日

虎ノ門開発計画 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 (株)都市居住評価センター MNNN-07985-1 平成26年07月15日

神奈川県立がんセンター

地方独立行政法人
神奈川県立病院機構  

(株)都市居住評価センター MNNN-06815-1 平成26年07月15日
神奈川県立がんセンター 神奈川県横浜市旭区中尾2丁

目3番2

呉市新庁舎 呉市 広島県呉市中央4丁目1番6号 日本ERI(株) MNNF-06915-1 平成26年07月15日

名駅一丁目計画（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 (一財)日本建築センター HFNB-08035-1 平成26年07月15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-07288-1 平成26年07月14日

（仮称）中央区晴海二丁目計画 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 日本ERI(株) HNNN-10013 平成26年07月14日

市立函館病院 函館市病院局 北海道函館市港町１丁目１０
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-08062-1 平成26年07月11日

立川ビル建替工事 東京ガス株式会社 東京都港区海岸一丁目5番20
号 (一財)ベターリビング MNNN-08044-1 平成26年07月11日

（仮称）プラウド鹿野三丁目 野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区一番町二
丁目5番1号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-08018-1 平成26年07月11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-07631-1 平成26年07月11日

(仮称) 安川電機　八幡西事業所　再配置計画（ゲストエリア） 株式会社　安川電機 福岡県北九州市八幡西区黒崎
城石2番1号 日本ERI(株) MNNN-07783-1 平成26年07月10日

三菱倉庫株式会社 名古屋支店　飛島配送センター 三菱倉庫株式会社
名古屋支店

愛知県名古屋市中村区名駅3-
16-22 日本ERI(株) MNNN-02664-1 平成26年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)アトラスタワー本郷 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丁目3番
1号 日本ERI(株) HNNN-07627-1 平成26年07月10日

（仮称）住友不動産三田ビル計画 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) HNNB-07655-1 平成26年07月10日

成田国際空港庁舎 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-07867-1 平成26年07月09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-07544-1 平成26年07月09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-06426-1 平成26年07月09日

ビ・ウェル新堀 和建設株式会社 高知県高知市北本町４丁目3-
25 日本ERI(株) MNNN-10010 平成26年07月07日

海洋船舶ビル建替え計画 一般財団法人シップ・アンド
・オーシャン財団

東京都港区虎ノ門三丁目４番
１０号虎ノ門３５森ビル８階 日本ERI(株) MNNN-07476-1 平成26年07月07日

酒田市庁舎 酒田市 山形県酒田市本町二丁目２番
４５号 (一財)日本建築センター MNNN-07437-1 平成26年07月07日

（仮称）津志田南タワー計画 株式会社　盛南タワー開発 岩手県盛岡市名須町21-25 (一財)日本建築センター HNNN-10008 平成26年07月07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三丁目
33番地1号細木事務所1階 日本ERI(株) HNNN-08318-1 平成26年07月07日

大阪厚生年金病院 独立行政法人
地域医療機能推進機構

大阪府大阪市福島区福島4丁
目2番78号 日本ERI(株) MNNN-08182-1 平成26年07月03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-08100-1 平成26年07月03日

（仮称）山九平和島ロジスティクスセンター 山九株式会社 東京都大田区平和島6-1-1
TRC5階 日本ERI(株) MNNN-07952-1 平成26年07月03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-07917-1 平成26年07月03日

(仮称)堀口様春江町5丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDK 日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-07597-1 平成26年07月03日

（仮称）新順心病院 医療法人社団　順心会 兵庫県加古川市別府町別府字
西ノ名865番1 日本ERI(株) MNNN-05605-1 平成26年07月03日

小学館ビル 小学館不動産株式会社
東京都千代田区神田神保町二丁
目１３番地
神保町ＭＦビル２Ｆ

(株)都市居住評価センター MNNB-07931-1 平成26年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）金町Ⅰ計画　Ⅰ-A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-07903-1 平成26年07月03日

大丸心斎橋店北館 株式会社大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番
11号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-01413-1 平成26年07月03日

（仮称）新エビススバルビル スバル興産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目7
番2号スバルビル (一財)日本建築センター MNNB-08266-1 平成26年07月01日

（仮称）渋谷宮下町計画 渋谷宮下町リアルティ株式会
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-10001 平成26年07月01日

（仮称）久留米市総合都市プラザ　９番街区 福岡県久留米市 福岡県久留米市城南町15番地
3 (一財)日本建築センター NNNB-07527-1 平成26年06月30日

（仮称）久留米市総合都市プラザ　８番街区 六ツ門8番街地区市街地再開
発組合 福岡県久留米市日吉町16-24 (一財)日本建築センター NNNB-07526-1 平成26年06月30日

（仮称）宮城県医師会館・地域医療連携支援センター新築計画 社団法人　宮城県医師会 宮城県仙台市青葉区大手町1
番5号 (株)都市居住評価センター MNNN-8342 平成26年06月30日

市立砺波総合病院　南棟 砺波市 富山県砺波市栄町7番3号 日本ERI(株) MNNN-07331-1 平成26年06月30日

メゾンヴァンベール東静岡計画 株式会社アイワ不動産 静岡県静岡市葵区常磐町１丁
目8番地の6 日本ERI(株) MNNN-06870-1 平成26年06月30日

(仮)芝浦二丁目計画　Ａ棟 株式会社
丸仁ホールディングス

東京都港区三田三丁目13番16
号　三田MTビル10F (株)東京建築検査機構 MFNN-07740-1 平成26年06月30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-07747-1 平成26年06月30日

（仮称）目黒駅前プロジェクト新築建物 株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番2
号 日本ERI(株) MNNN-10006 平成26年06月27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-07339-1 平成26年06月27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 東京都豊島区西池袋1-6-1 (一財)日本建築センター HNNN-07972-1 平成26年06月27日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　ホテル棟 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)日本建築センター HNNN-07892-1 平成26年06月25日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　オフィス棟 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)日本建築センター HNNB-07891-1 平成26年06月25日

（仮称）志賀地域統合小学校 志賀町長　小泉　勝 石川県羽咋郡志賀町末吉千古
1-1 日本ERI(株) NNNB-10023 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

静岡県営住宅駒越団地C棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町９－
６ 日本ERI(株) NFNN-10022 平成26年06月24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-07376-1 平成26年06月23日

学校法人常翔学園梅田キャンパス（仮称）計画 学校法人常翔学園 大阪市旭区大宮5丁目16番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-8350 平成26年06月23日

（仮称）丸仁豊洲5丁目プロジェクト 株式会社
丸仁ホールディングス

東京都港区三田三丁目13番16
号　三田43MTビル10F (株)東京建築検査機構 HNNN-10011 平成26年06月20日

三層四段型自走式自動車車庫　｛フリーパークDL-S4型（2.5ton）｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-10040 平成26年06月19日

三層四段型自走式自動車車庫　｛フリーパークDL-F4型（2.5ton）｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-10039 平成26年06月19日

（仮称）セントラル商事貸店舗
｛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-10036 平成26年06月19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-06816-1 平成26年06月17日

(仮称)薬院1丁目マンション 福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉1丁目2
番25号キャナルシティ・ビジネ
スセンタービル10階

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-08016-1 平成26年06月17日

（仮称）姫路キャスティ２１コアゾーンBブロック商業ビル　本体棟 山陽企業株式会社 兵庫県姫路市駅前町353番地 日本ERI(株) NNNB-10016 平成26年06月13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 富山市太田口通り一丁目5番4
号 日本ERI(株) NNNB-07243-1 平成26年06月13日

ＮＨＫ新京都放送会館 日本放送協会　京都放送局 京都府京都市上京区知恵光院
丸太町下ル主税町９６４ (一財)日本建築総合試験所 MNNN-06874-1 平成26年06月13日

東北大学（病院）新中央診療棟等 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) HNNN-8278 平成26年06月13日

広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目7番1
号 日本ERI(株) HNNN-07692-1 平成26年06月13日

(仮称）JR高槻駅北東地区開発事業　複合棟B 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-07445-1 平成26年06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16
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-07412-1 平成26年06月13日

（仮称）西新橋2-3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)日本建築センター MNNN-10007 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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1
丁目10番1号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-08090-1 平成26年06月09日

弘前市庁舎 弘前市長　葛西　憲之 青森県弘前市大字上白銀町1-
1 (一財)日本建築センター MNNN-8353 平成26年06月05日

東北大学（青葉山３）総合研究棟（農学系） 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 (一財)日本建築センター MNNN-8352 平成26年06月05日

（仮称）UDトラックス新オフィスビル UDトラックス株式会社 埼玉県上尾市大字壱丁目1番
地 日本ERI(株) MNNN-8347 平成26年06月05日

(仮称)千代田区三番町計画 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 日本ERI(株) MNNN-07409-1 平成26年06月05日

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ｂ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目15
番19号 日本ERI(株) HNNN-8340 平成26年06月05日

(仮称)上八丁堀8番マンション 三菱地所レジデンス株式会社 広島県広島市中区大手町三丁
目7番5号 日本ERI(株) HNNN-8339 平成26年06月05日

大阪府立成人病センター整備事業 株式会社大阪メディカルサポ
ートＰＦＩ

大阪府大阪市中央区本町4-1-
13 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-10004 平成26年06月05日

三宮ビル南館 森本倉庫　株式会社 兵庫県神戸市中央区磯上通２
丁目２番２１号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-07776-1 平成26年06月05日

広域紋別病院 広域紋別病院企業団 北海道紋別市緑町5丁目6番8
号 (一財)日本建築センター MNNN-07532-1 平成26年06月03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-05488-1 平成26年06月03日

（仮称）大手町１－１計画Ａ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)日本建築センター HNNN-8343 平成26年06月03日

（仮称）新・京橋MIDビル計画 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)日本建築センター HNNN-07665-1 平成26年06月03日

三層四段型自走式自動車車庫｛ ＴＯＫＡＩパーク コンプリオⅡ ｝ 株式会社　トーカイロード 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通
五丁目27-8 (一財)日本建築センター NFEN-10028 平成26年05月30日

三層四段型自走式自動車車庫｛ セイワパーク ＳＰ-34ＫＨ型 ｝ セイワパーク　株式会社 福岡市博多区東比恵2丁目1番
3号 (一財)日本建築センター NFEN-10027 平成26年05月30日

三層四段型自走式自動車車庫｛ ＩＫパーク Ｋ３Ⅱ型 ｝ ＩＨＩ運搬機械　株式会社 東京都中央区明石町８番１号 (一財)日本建築センター NFEN-10026 平成26年05月30日

三層四段型自走式自動車車庫｛ ＰＫパーク ＢＢＲ３４Ｋ型 ｝ Ｐａｒｋキング建設
株式会社

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-10025 平成26年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）長崎市新市立病院　整備運営事業
｛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-10024 平成26年05月30日

大阪・中之島プロジェクト西地区 株式会社朝日新聞社 大阪市中之島二丁目3番18号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-10009 平成26年05月30日

阿久比町新庁舎 阿久比町 愛知県知多郡阿久比町大字卯
坂字殿越50 (株)確認サービス MNNN-8086 平成26年05月26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 大阪府大阪市西区川口2-1-5 日本ERI(株) MNNN-03375-1 平成26年05月26日

宗教法人休玄寺新築計画及び(仮称)アルバックス金山ステーションタワ
ー新築計画 宗教法人　休玄寺 愛知県名古屋市中区金山一丁

目15番16号 日本ERI(株) HNNN-07381-1 平成26年05月26日

ヒューリック本社ビル 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 (株)都市居住評価センター MNNN-06474-1 平成26年05月23日

柏駅東口Ｄ街区第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ｄ棟） 柏駅東口Ｄ街区第一地区市街
地再開発組合

千葉県柏市中央町２－１
柏センタービル４Ｆ (株)都市居住評価センター HNNN-07741-1 平成26年05月23日

（仮称）東心斎橋1丁目計画 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 (株)都市居住評価センター HNNN-07623-1 平成26年05月23日

黒沢病院 医療法人　社団美心会
黒沢病院 群馬県高崎市中居町3-19-2 (株)国際確認検査センター MNNNN-07246-1 平成26年05月20日

（仮称）新・第二豊田ビル 東和不動産株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁
目7番1号ミッドランドスクエア1
6階

日本ERI(株) HNNB-8348 平成26年05月20日

（仮称）東京消防庁深川消防署豊洲出張所計画 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 MNNNN-08200-1 平成26年05月19日

医療法人　芙蓉会　五井病院 医療法人芙蓉会　五井病院 千葉県市原市五井5155 日本ERI(株) MNNNN-07405-1 平成26年05月15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) MNNNN-06443-1 平成26年05月15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) MNNNN-07704-1 平成26年05月13日

公立豊岡病院 公立豊岡病院組合 兵庫県豊岡市戸牧１０９４ (一財)日本建築センター MNNNN-07685-1 平成26年05月13日

ソフトバンクモバイル大宮ネットワークセンター ソフトバンクモバイル株式会
社 東京都港区東新橋1-9-1 ビューローベリタスジャパン(

株) MNNNN-06914-1 平成26年05月13日

銀座ＥＨビル（仮称） ＥＨ株式会社 大阪府堺市堺区北向陽町2丁
目１番25号 日本ERI(株) MNNNN-02544-1 平成26年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）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 MNNBN-07969-1 平成26年05月13日

(仮称)港区西麻布４丁目タワープロジェクト
セコムホームライフ株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目

24番13号千駄ヶ谷4-19-12
日本ERI(株) HNNNN-08080－1 平成26年05月13日

CapitaLandAzabuWest特定目
的会社

東京都港区三田一丁目4番28
号三田国際ビル16階

(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) HNNNN-08080-1 平成26年05月13日

（仮称）シンクロン本社ビル増築計画 株式会社シンクロン 神奈川県横浜市西区みなとみ
らい4丁目3番5号 (一財)日本建築センター MNNNN-07853-1 平成26年05月12日

新奈良県総合医療センター 奈良県知事　荒井　正吾 奈良県奈良市登大路町３０ 日本ERI(株) MNNN-8354 平成26年05月12日

小林市立病院 小林市 宮崎県小林市細野300番地 (一財)日本建築センター MNNN-8351 平成26年05月12日

（仮称）松伏ＳＲＳ　事務所棟 東武商事　株式会社 埼玉県吉川市旭３－１ (一財)日本建築センター MNNN-8346 平成26年05月12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 宮城県仙台市青葉区片平二丁
目1－1 日本ERI(株) MNNN-8341 平成26年05月12日

新高松電気ビル（仮称） 四電ビジネス株式会社 香川県高松市丸の内2番5号 日本ERI(株) MNNN-8334 平成26年05月12日

富山労災病院 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-8330 平成26年05月12日

山九株式会社　西神戸物流センター 山九株式会社 福岡県北九州市門司区港町6
番7号 日本ERI(株) MNNN-8328 平成26年05月12日

THE CONOE&lt;三田綱町&gt; アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町1-5 (株)都市居住評価センター MNNN-8320 平成26年05月12日

大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 大泉学園駅北口地区市街地再
開発組合

東京都練馬区東大泉一丁目32
番2号 (一財)日本建築センター HNNNN-07689-1 平成26年05月12日

目黒駅前地区第一種市街地再開発事業Ａ敷地 目黒駅前地区市街地再開発組
合

東京都品川区上大崎二丁目１
５番１９号 日本ERI(株) HNNN-8329 平成26年05月12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-8332 平成26年05月02日

(仮称）新常滑市民病院 常滑市 常滑市鯉江本町4丁目5番地 (株)確認サービス MNNN-8331 平成26年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）センチュリー宇都宮Ⅱ期 株式会社飯田産業 東京都武蔵野市境二丁目2番2
号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-8307 平成26年04月30日

東京国際空港国際線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 NNNBN-08186-1 平成26年04月25日

京都女子大学図書館 学校法人　京都女子学園 京都府京都市東山区今熊野北
日吉町35 日本ERI(株) MNNB-8158 平成26年04月25日

（仮称）TTKプロジェクト 株式会社 東天紅 東京都台東区池之端1丁目4番
33号 (一財)日本建築センター NNNBN-07638-1 平成26年04月24日

秋田県厚生農業協同組合連合会　仙北組合総合病院駐車場整備事業
｛四層五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 NFENN-10003 平成26年04月24日

21 SEIKI 仙台泉　｛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 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 NFENN-10002 平成26年04月24日

新発田市新庁舎 新発田市 新潟県新発田市中央町4丁目1
0番4号 日本ERI(株) MNNN-8237 平成26年04月21日

（仮称）西本町ビル エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社

東京都千代田区内幸町一丁目
1番6号 日本ERI(株) HNNN-8302 平成26年04月21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 日本ERI(株) HNNF-8349 平成26年04月21日

（仮称）渋谷二丁目21地区開発計画 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 (一財)日本建築センター HNNB-8345 平成26年04月21日

相馬市新庁舎 相馬市 福島県相馬市中村字大手先１
３番地 日本ERI(株) MNNN-8284 平成26年04月16日

静岡県営住宅南平団地1号棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町９－
６ 日本ERI(株) NFNN-8333 平成26年04月10日

静岡県営住宅原団地Ｃ棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町９－
６ 日本ERI(株) NFNN-8319 平成26年04月10日

住友浜松町ビル 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 日本ERI(株) NNNF-8314 平成26年04月04日

(仮称)五條総合体育館 五條市 奈良県五條市本町１－１－１ (一財)日本建築センター NFNF-8316 平成26年04月04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-8344 平成26年03月31日

住友入船ビル 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 日本ERI(株) NNNF-8305 平成26年03月28日

443/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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-8280 平成26年03月28日

静岡県営住宅やよい団地F棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町９－
６ 日本ERI(株) NFNN-8283 平成26年03月28日

静岡県営住宅安倍口団地12号棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町９－
６ 日本ERI(株) NFNN-8281 平成26年03月28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-8327 平成26年03月28日

阿波市新庁舎及び交流防災拠点施設 阿波市 徳島県阿波市阿波町東原１７
３番地 (一財)日本建築センター MNNN-8323 平成26年03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-8322 平成26年03月28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-8321 平成26年03月28日

飯塚市立病院 飯塚市 福岡県飯塚市新立岩5番5号 日本ERI(株) MNNN-8317 平成26年03月28日

（仮称）猫実３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
KDK 日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-8315 平成26年03月28日

新潟市民病院　リニアック棟増築 新潟市 新潟市学校町通一番町602番
地1 日本ERI(株) MNNN-8311 平成26年03月28日

ザ・パークハウス　グラン　千鳥ヶ淵 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-8308 平成26年03月28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-8303 平成26年03月28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-8290 平成26年03月28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-8276 平成26年03月28日

山佐木材加工場建築計画 山佐木材株式会社 鹿児島県肝属郡肝付町前田９
７２ (一財)日本建築センター MNNN-8270 平成26年03月28日

大西学園中・高等学校 学校法人　大西学園 川崎市中原区小杉町２丁目２
８４番地 (一財)日本建築センター MNNN-8269 平成26年03月28日

岡山大学（医病）中央診療棟 国立大学法人岡山大学 岡山県岡山市北区津島中一丁
目1番1号 日本ERI(株) MNNN-8265 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

GLP座間プロジェクト 座間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-8264 平成26年03月28日

東洋ゴム工業株式会社　HIPプロジェクト 東洋ゴム工業　株式会社 大阪府大阪市西区江戸掘1丁
目17番18号 日本ERI(株) MNNN-8225 平成26年03月28日

(仮称）浅草病院移転計画 医療法人社団　哺育会
浅草病院

東京都台東区東浅草１－１０
－１２ 日本ERI(株) MNNN-8211 平成26年03月28日

石川県立中央病院 石川県 石川県金沢市鞍月１丁目１番
地 (株)確認サービス MNNN-8205 平成26年03月28日

（仮称）東京消防庁深川消防署豊洲出張所計画 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 MNNN-8200 平成26年03月28日

島津病院 医療法人　仁栄会　島津病院 高知県高知市比島町4丁目6－
22 日本ERI(株) MNNN-8198 平成26年03月28日

(仮称)Nプロジェクト 日誠不動産株式会社 東京都千代田区外神田2丁目1
6番2号 (一財)日本建築センター MNNB-8304 平成26年03月28日

（仮）公益財団法人　がん研究会　有明病院 公益財団法人　がん研究会 東京都江東区有明３丁目８番
３１号 (株)東京建築検査機構 MFNN-8309 平成26年03月28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-8279 平成26年03月28日

石巻市立病院 石巻市 宮城県石巻市穀町１４番１号 (一財)日本建築センター MFNN-8277 平成26年03月28日

(仮称)帝京大学八王子キャンパス新校舎棟 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 (一財)日本建築センター HNNN-8326 平成26年03月28日

(仮称)芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業 東京都下水道局 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 HNNN-8325 平成26年03月28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-8324 平成26年03月28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三丁目
33番地1号細木事務所1階 日本ERI(株) HNNN-8318 平成26年03月28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-8312 平成26年03月28日

（仮称）神戸ハーバーランドマンション 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丁目8番30
号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-8310 平成26年03月28日

(仮称)京葉銀行　千葉みなとビル 株式会社　京葉銀行 千葉県千葉市中央区富士見1
丁目11番11号 (株)都市居住評価センター HNNN-8289 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-8285 平成26年03月28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-8282 平成26年03月28日

（仮称）東五反田五丁目計画 伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂2-9-11 日本ERI(株) HNNN-8268 平成26年03月28日

豊橋駅前大通三丁目地区優良建築物
豊橋駅前大通三丁目地区優良建
築物等整備事業施行者代表
中部ガス不動産株式会社

愛知県豊橋市広小路三丁目91
番地 日本ERI(株) HNNN-8210 平成26年03月28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-8286 平成26年03月28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 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 (一財)日本建築センター HFNB-8287 平成26年03月28日

（仮称）新エビススバルビル スバル興産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目7
番2号スバルビル (一財)日本建築センター MNNB-8266 平成26年03月26日

御茶ノ水ソラシティ みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2
番1号 (一財)日本建築センター HNNB-8271 平成26年03月26日

GYRE1階増床計画 三井住友信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 (一財)日本建築センター NFNN-8306 平成26年03月25日

免震賃貸住宅　ソレア・テラスAW-1、AW-2、BS-1、BW-1、CS-1、CW-1
、DS-1、DW-1、EW-1、FS-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-6227 平成26年03月25日

三層四段型自走式自動車車庫｛AW-34LP2.5｝ 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-8262 平成26年03月24日

（仮称）産業倉庫株式会社 産業倉庫株式会社 東京都江東区枝川2-4-11 (一社)日本免震構造協会 MNNN-8288 平成26年03月24日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（C街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目5
番13号 (一財)日本建築センター HNNB-8178 平成26年03月24日

赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物 赤坂一丁目地区市街地再開発
組合

東京都港区赤坂一丁目8番10
号 (一財)日本建築センター HNNB-8113 平成26年03月24日

住友東新橋ビル3号館 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) NNNF-8234 平成26年03月20日

住友不動産日比谷ビル 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 日本ERI(株) NNNF-8233 平成26年03月20日

(仮称)イオンモール京都桂川 イオンモール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁
目5番地1 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-8224 平成26年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

市立恵那病院 岐阜県恵那市 岐阜県恵那市長島町正家一丁
目１番地１ 日本ERI(株) MNNN-8192 平成26年03月20日

（仮称）シマノ下関工場　福利厚生棟 株式会社　シマノ 堺市堺区老松町3丁77番地 (一財)日本建築センター MNNN-8190 平成26年03月20日

香取合同庁舎 千葉県 千葉市中央区市場町１番１号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-8183 平成26年03月20日

九州通信ネットワーク株式会社　通信局舎 九州通信ネットワーク株式会
社

福岡県福岡市中央区天神一丁
目１２番２０号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-8181 平成26年03月20日

清水ビル建替え計画 株式会社　清水ビル 東京都渋谷区渋谷三丁目6番3
号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-8177 平成26年03月20日

（仮称）銀座ビル 宮城商事　株式会社 宮城県仙台市青葉区中央1丁
目7番4号 (一財)日本建築センター MFNN-8184 平成26年03月20日

（仮称）日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業（A街区） 日本橋二丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区日本橋二丁目5
番13号 (一財)日本建築センター HNNN-8195 平成26年03月20日

（仮称）江東区豊洲５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-8187 平成26年03月20日

六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（南街区） 六本木三丁目東地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木一丁目6番1
号 (一財)日本建築センター HNNB-8229 平成26年03月20日

五層六段型自走式自動車車庫{フリーパークDL-S6型(多雪)} 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-8223 平成26年03月18日

五層六段型自走式自動車車庫{フリーパークDL-F6型(多雪)} 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-8222 平成26年03月18日

(仮称)松山市民病院　増築改修 一般財団法人　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-8199 平成26年03月18日

水天宮建替計画 宗教法人水天宮 東京都中央区日本橋蛎殻町2-
4-1 (一財)日本建築センター MNNN-8185 平成26年03月18日

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

広島県広島市南区的場町二丁
目6番7号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-8164 平成26年03月18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 (株)都市居住評価センター HFNB-8221 平成26年03月18日

（仮称）洛西口駅前集合住宅　北敷地計画 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 MNNN-8166 平成26年03月17日

（仮称）京浜トラックターミナル新７号棟 日本自動車ターミナル株式会
社

東京都千代田区平河町二丁目
７番９号 (一財)日本建築センター MNNN-8147 平成26年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
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関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）北区赤羽岩淵計画 株式会社グローブマネージメ
ント

東京都中央区八丁堀4丁目5番
8号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-8146 平成26年03月17日

（仮称）住友不動産二番町ビル計画 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-8140 平成26年03月17日

株式会社住友倉庫大阪支店（仮称）南港北倉庫 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 日本ERI(株) MNNN-8136 平成26年03月17日

白金キャンパス薬学部校舎・北里本館建替新築 学校法人　北里研究所 東京都港区白金５－９－１ (一財)日本建築センター HNNN-8172 平成26年03月17日

大阪大学医学部附属病院 国立大学法人　大阪大学 大阪府吹田市山田丘1-1 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-8125 平成26年03月17日

KDDI大阪第2ビル KDDI株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目3番
2号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-8124 平成26年03月17日

よみうり文化センター（千里中央）再整備事業 株式会社読売新聞大阪本社 大阪市北区野崎町５番９号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-8122 平成26年03月17日

(仮称)伊東屋本店 株式会社　伊東屋 東京都中央区銀座1丁目7番10
号　銀座富士ビル4階 (一財)日本建築センター NNNB-8203 平成26年03月13日

（仮称）銀座５丁目計画 合同会社スペードハウス 東京都中央区日本橋１－４－
１日本橋一丁目ビルディング (株)都市居住評価センター NNNB-8169 平成26年03月13日

MGM銚子店{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-8206 平成26年03月13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-8267 平成26年03月12日

三井不動産ロジスティクスパーク堺 堺築港八幡特定目的会社 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 MNNN-8261 平成26年03月12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-8239 平成26年03月12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-8238 平成26年03月12日

株式会社二葉　南港冷凍物流センター 株式会社　二葉 東京都港区高輪三丁目１９番
１５号 日本ERI(株) MNNN-8231 平成26年03月12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-8228 平成26年03月12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-8227 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
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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）新横浜免震マンション 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

日本ERI(株) MNNN-8226 平成26年03月12日

西新宿五丁目中央北地区第一種市街地再開発事業（A1地区） 西新宿五丁目中央北地区市街
地再開発組合

東京都新宿区西新宿５丁目２
－６　秋山ビル２０２ (一財)日本建築センター HNNN-8235 平成26年03月12日

京急蒲田西口駅前地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 京急蒲田西口駅前地区市街地
再開発組合

東京都大田区蒲田４－１６－
２京浜センタービル３階 (一財)日本建築センター HNNN-8230 平成26年03月12日

草薙駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 草薙駅南口地区市街地再開発
組合

静岡県静岡市清水区草薙一丁
目7番3号　ポケットビル3階 (一財)日本建築センター HNNN-8220 平成26年03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-8209 平成26年03月12日

京都会館再整備 京都市長　門川 大作 京都府京都市中京区寺町通御
池上る上本能寺前町488番地 日本ERI(株) MNNB-8064 平成26年03月11日

三層四段型自走式自動車車庫｛SP-34LP-XL｝ 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-8204 平成26年03月10日

加古川市寺町周辺地区防災街区整備事業防災施設建築物施設併用立駐{
施設併用五層六段型自走式自動車車庫} 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2

丁目1番36号 (一財)日本建築センター NFEN-8191 平成26年03月10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-8186 平成26年03月06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-8208 平成26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-8202 平成26年03月05日

CLT設計・建設プロジェクト高知おおとよ製材社員寮建築計画 高知おおとよ製材株式会社 高知県長岡郡大豊町川口字川
口南２０３５番地１ (一財)日本建築センター MNNN-8201 平成26年03月05日

北区大淀北１丁目ＰＪ 京阪電気鉄道　株式会社 大阪府牧方市岡東町173番地
の1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-8197 平成26年03月05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-8194 平成26年03月05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-8188 平成26年03月05日

大阪厚生年金病院 一般財団法人
厚生年金事業振興団

東京都新宿区新宿5丁目5番10
号 日本ERI(株) MNNN-8182 平成26年03月05日

中外製薬工業（株）宇都宮工場　第3注射剤棟 中外製薬株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1 日本ERI(株) MNNN-8180 平成26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25年04月01日～令和5年04月30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

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-8179 平成26年03月05日

大成建設技術センターＺＥＢ実証棟 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２
５番１号 (一財)日本建築センター MNNN-8173 平成26年03月05日

鹿児島市立病院 鹿児島市立病院
鹿児島市病院事業管理者　 鹿児島市加治屋町20番17号 (一財)日本建築センター MNNN-8171 平成26年03月05日

日星電気本社第3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 (一財)日本建築センター MNNN-8170 平成26年03月05日

（仮称）アイランドフォレストタワー （仮称）アイランドフォレスト
タワー　分譲事業・共同事業体

福岡市中央区天神1丁目11番1
7号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-8207 平成26年03月05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-8189 平成26年03月05日

(仮称)豊洲3-2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-8174 平成26年03月05日

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-8193 平成26年03月05日

（仮称）大久保三丁目西地区開発計画A-1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 (一財)日本建築センター HNNB-8175 平成26年03月05日

北名古屋市西庁舎 北名古屋市長　長瀬　保 愛知県北名古屋市西之保清水
田１５番地 (一財)日本建築センター MNNN-8116 平成26年03月03日

広島鉄道病院　新築計画 西日本旅客鉄道株式会社
大阪工事事務所

大阪市淀川区西中島５丁目４
番２０号　中央ビル４階 (一財)日本建築センター MNNN-8115 平成26年03月03日

（仮称）川崎区追分町計画 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4F 日本ERI(株) MNNN-8111 平成26年03月03日

北九州総合病院 特定医療法人　北九州病院 北九州市小倉北区室町3丁目1
番2号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-8095 平成26年03月03日

慶應義塾大学病院1号館（新病院棟） 学校法人　慶應義塾 東京都港区三田二丁目15番45
号 日本ERI(株) MNNN-8092 平成26年03月03日

（仮称）新宿歌舞伎町ホテルプロジェクト アパホーム株式会社 石川県金沢市大和町１－５ 日本ERI(株) HNNN-8093 平成26年03月03日

イオンモールKYOTO　Sakura館 みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2
番1号 (一財)日本建築センター NNNB-8176 平成26年02月28日

岡谷市新病院建設事業 岡谷市 長野県岡谷市幸町8番1号 (一財)日本建築センター MNNN-8165 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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-8236 平成26年02月28日

大村ボートレース場 大村市モーターボート競争事
業

長崎県大村市玖島一丁目15番
1 (一財)日本建築センター NNNB-8162 平成26年02月27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-8168 平成26年02月27日

静岡県営住宅袋井団地10号棟 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町9-6 日本ERI(株) NFNN-8159 平成26年02月26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丁目7番
52号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-8163 平成26年02月24日

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-8161 平成26年02月24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-8160 平成26年02月24日

協和発酵キリン株式会社　ＨＡ５棟 一級建築士事務所キリンエン
ジニアリング株式会社

神奈川県横浜市神奈川区新浦
島町1-1-25 日本ERI(株) MNNN-8157 平成26年02月24日

(仮称)ディスコ桑畑工場Ａ棟Ｂゾーン増築 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 (一財)日本建築センター MNNN-8156 平成26年02月24日

（仮称）福山通運（株）名古屋南支店建替計画 福山通運株式会社 広島県福山市東深津町四丁目
２０番１号 日本ERI(株) MNNN-8150 平成26年02月24日

Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ総合研究棟 株式会社　ティーアンドケイ
東華 東京都板橋区泉町20番4号 (一財)日本建築センター MNNN-8149 平成26年02月24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-8143 平成26年02月24日

岡谷市新消防庁舎 長野県岡谷市 長野県岡谷市幸町8番1号 日本ERI(株) MNNN-8141 平成26年02月24日

LINE福岡社屋建設計画 LINE株式会社 東京都渋谷区渋谷２－２１－
１　渋谷ヒカリエ２７階 (一財)日本建築センター MNNN-8088 平成26年02月24日

(仮称）小塚山プロジェクト 鈴木　郷史 静岡県静岡市葵区東鷹匠町8
番5号 日本ERI(株) MNNN-8087 平成26年02月24日

小野薬品工業新横浜支店 小野薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎1
丁目8番2号 日本ERI(株) MNNN-8085 平成26年02月24日

東上野四丁目第１ビル（仮称） 東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野三丁目１
９番６号 ハウスプラス確認検査(株) MNNN-8083 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

中頭病院　移転新築 社会医療法人　敬愛会 沖縄県沖縄市知花６－２５－
５ 日本ERI(株) MNNN-8082 平成26年02月24日

（仮称）一条タワーレジデンス浜松 株式会社　一条工務店 静岡県浜松市中区砂山町354
番14 日本ERI(株) MNNN-8079 平成26年02月24日

十日町病院 新潟県知事　泉田　裕彦 新潟県新潟市中央区新光町４
番地１ 日本ERI(株) MNNN-8078 平成26年02月24日

（仮称）浅草橋富士ビル 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 日本ERI(株) MNNN-8066 平成26年02月24日

（仮称）ナガホリ本社ビル 株式会社　ナガホリ 東京都台東区上野１丁目１５
番３号 日本ERI(株) MNNN-8065 平成26年02月24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-8167 平成26年02月24日

(仮称)北2条西4丁目計画 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-8144 平成26年02月24日

（仮称）豊洲3-2街区[B2街区]開発計画 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)東京建築検査機構 HNNN-8121 平成26年02月24日

金沢城北市民運動公園プール施設 金沢市 石川県金沢市広坂1丁目1番1
号 (一財)日本建築センター NNNB-8145 平成26年02月21日

高崎市新体育館 高崎市 群馬県高崎市高松町35番地1 日本ERI(株) NNNB-8126 平成26年02月20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-8196 平成26年02月20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-8098 平成26年02月20日

平塚市庁舎・国庁舎一体的整備 平塚市長　落合　克宏 神奈川県平塚市浅間町９番１
号 (一財)ベターリビング MNNN-8139 平成26年02月14日

T&K TOKA 危険物立体自動倉庫計画 株式会社T&K TOKA 東京都板橋区泉町20-4 ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-8137 平成26年02月14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-8131 平成26年02月14日

長浜市役所新庁舎 長浜市長　藤井　勇治 滋賀県長浜市高田町12番34号 (一財)日本建築センター MNNN-8130 平成26年02月14日

東京ダイヤビルディング 三菱倉庫株式会社 東京都中央区新川一丁目28番
38号 (一財)日本建築センター MNNN-8129 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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-8128 平成26年02月14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宇外間
80番他 日本ERI(株) MNNN-8123 平成26年02月14日

岩手県立中部病院 県立病院等事業管理者 岩手県盛岡市内丸11-1 日本ERI(株) MNNN-8118 平成26年02月14日

（仮称）西新橋一丁目計画 株式会社　同和ライン 東京都港区西新橋2丁目37番5
号 (一財)日本建築センター MNNN-8117 平成26年02月14日

西南学院新本館 学校法人　西南学院 福岡県福岡市早良区西新6丁
目2番92号 日本ERI(株) MNNN-8114 平成26年02月14日

(仮称)コニカミノルタ八王子ＳＫＴ新築計画 コニカミノルタ株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7
番2号 日本ERI(株) MNNN-8112 平成26年02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-8100 平成26年02月14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-8099 平成26年02月14日

(仮称)大日本印刷市谷工場整備計画[東街区] 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) MNNN-8097 平成26年02月14日

長谷川体育施設　本社ビル 長谷川体育施設株式会社 東京都世田谷区太子堂１－４
－２１ (一社)日本免震構造協会 MNNN-8029 平成26年02月14日

（仮称）港区芝浦一丁目計画 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 (株)東京建築検査機構 HNNN-8138 平成26年02月14日

東京大学医学部附属病院病棟Ⅰ期新営及び東京大学医学部附属病院病
棟Ⅱ期新営 国立大学法人　東京大学 東京都文京区本郷７－３－１ (一財)日本建築センター HNNN-8135 平成26年02月14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25号 (一財)日本建築センター HNNN-8127 平成26年02月14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-8110 平成26年02月14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-8096 平成26年02月14日

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1
丁目10番1号 ハウスプラス確認検査(株) HNNN-8090 平成26年02月14日

（仮称）福山通運㈱東京支店ターミナル棟建替計画 福山通運株式会社 広島県福山市東深津町四丁目
20番1号 日本ERI(株) MNNN-8043 平成26年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

静岡駅前南町１０地区第一種市街地再開発事業施設建築物 静岡駅前南町１０地区市街地
再開発組合

静岡県静岡市駿河区南町１０
番６号　村上駅南ビル５F 日本ERI(株) HNNN-8054 平成26年02月04日

名駅一丁目計画（仮称）
名工建設株式会社

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34階 (一財)日本建築センター HNNB-8035 平成26年02月04日

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

渋谷駅地区駅街区開発計画

東京地下鉄株式会社 東京都台東区東上野三丁目１
９番６号

(一財)日本建築センター HNNB-8025 平成26年02月04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

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町5番6号

市立函館病院 函館市病院局 北海道函館市港町１丁目１０
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-8062 平成26年02月03日

堀越高等学校耐震改築 学校法人堀越学園 東京都中野区中央2丁目-56-2 日本ERI(株) MNNN-8060 平成26年02月03日

医療法人晃和会　谷口病院 医療法人晃和会　谷口病院 和歌山県海南市日方328 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-8057 平成26年02月03日

（仮称）加古川中央市民病院 地方独立行政法人
加古川市民病院機構

兵庫県加古川市米田町平津３
８４番地の１ 日本ERI(株) MNNN-8053 平成26年02月03日

（仮称）UDトラックス新オフィスビル UDトラックス株式会社 埼玉県上尾市大字壱丁目1番
地 日本ERI(株) MNNN-8051 平成26年02月03日

（仮称）六町３丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5 (一社)日本免震構造協会 MNNN-8041 平成26年02月03日

（仮称）上山マンション 上山　きみ 東京都板橋区板橋１－３２－
６ (一社)日本免震構造協会 MNNN-8039 平成26年02月03日

ふくしま国際医療科学センター　D棟 公立大学法人
福島県立医科大学 福島県福島市光が丘１番地 (株)都市居住評価センター MNNN-8034 平成26年02月03日

（仮称）産業倉庫株式会社 産業倉庫株式会社 東京都江東区枝川2丁目4番11
号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-8031 平成26年02月03日

（仮称）小山ヶ丘Sプロジェクト 公益財団法人　石橋財団 東京都港区麻布永坂町1丁目 日本ERI(株) MNNN-8028 平成26年02月03日

ヤクルト本社中央研究所　基礎研究棟 株式会社ヤクルト本社 東京都港区東新橋１丁目１番
１９号 (株)都市居住評価センター MNNN-8023 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

パイオラックスメディカルデバイス戸塚新工場 株式会社パイオラックスメデ
ィカルデバイス

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩
井町５１ 日本ERI(株) MNNN-8019 平成26年02月03日

（仮称）プラウド鹿野三丁目 野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区一番町二
丁目5番1号

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-8018 平成26年02月03日

カプコンN棟（仮称） 株式会社カプトロン 大阪府大阪市中央区内平野町
3丁目1番3号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-8058 平成26年02月03日

（仮称）アパホテル　&lt;品川　泉岳寺駅前&gt; アパホーム　株式会社 石川県金沢市大和町1-5 (株)都市居住評価センター HNNN-8042 平成26年02月03日

（仮称）埼友草加病院
医療法人埼友会 埼玉県草加市北谷1-27-37

(一社)日本免震構造協会 MNNN-7971 平成26年01月31日
株式会社　メディトピア 埼玉県草加市北谷1-23-5

(仮称)住友不動産麹町駅前ビル 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 (一財)日本建築センター MNNN-8091 平成26年01月27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-8089 平成26年01月27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-8084 平成26年01月27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） 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) MNNN-8069 平成26年01月27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) MNNN-8067 平成26年01月27日

金沢区総合庁舎 横浜市役所 神奈川県横浜市中区港町１丁
目１番地 日本ERI(株) MNNN-8015 平成26年01月27日

（仮称）愛媛県オフサイトセンター・西予土木事務所 愛媛県 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 日本ERI(株) MNNN-8012 平成26年01月27日

小諸市庁舎等 小諸市 長野県小諸市相生町三丁目３
番３号 日本ERI(株) MNNN-8008 平成26年01月27日

シマノ新金岡レジデンス 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-7995 平成26年01月27日

（仮称）南部中央６６街区榎本様免震マンション 　 埼玉県八潮市古新田１０６７ 日本ERI(株) MNNN-7992 平成26年01月27日

美波町国民健康保険美波病院 徳島県美波町 徳島県海部郡美波町奥河内字
本村18-1 日本ERI(株) MNNN-7984 平成26年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）荒川二丁目複合施設 荒川区役所 東京都荒川区荒川二丁目２番
３号

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MNNB-7936 平成26年01月27日

(仮称)池袋第一生命ビルディング新築計画 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

(一財)日本建築センター、日
本ERI(株) MFNN-8068 平成26年01月27日

(仮称)武蔵小杉計画 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-8081 平成26年01月27日

(仮称)港区西麻布４丁目タワープロジェクト

セコムホームライフ株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目
24番13号千駄ヶ谷4-19-12

日本ERI(株) HNNN-8080 平成26年01月27日CapitaLandAzabuWest特定目
的会社

東京都千代田区丸の内二丁目
7番3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

学校法人常翔学園梅田キャンパス（仮称）計画 学校法人常翔学園 大阪市旭区大宮5丁目16番1号 (一財)日本建築総合試験所 HNNB-8006 平成26年01月27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-8050 平成26年01月27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89
0番地7 (一財)日本建築センター HNNN-8003 平成26年01月24日

(仮称)新鉃鋼ビル建替計画 株式会社　鉃鋼ビルディング 東京都千代田区大手町2丁目6
番2号　日本ビル12階 (一財)日本建築センター HNNN-7973 平成26年01月24日

（仮称）イオンモール四條畷 イオンモール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁
目5番地1 (一財)日本建築センター NNNB-8059 平成26年01月23日

明石駅前南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 明石駅前南地区市街地再開発
組合

兵庫県明石市大明石町一丁目
6番13号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-7977 平成26年01月20日

（仮称）上杉２丁目マンション 新日本建設株式会社 千葉県千葉市美浜区ひび野1-
4-3 日本ERI(株) MNNN-8063 平成26年01月17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丁
目19番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-8055 平成26年01月17日

摂津水都信用金庫　本店 摂津水都信用金庫 大阪府茨木市西駅前町９番３
２号 日本ERI(株) MNNN-8052 平成26年01月17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-8044 平成26年01月17日

東京ガス株式会社 東京都港区海岸一丁目5番20
号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

日本福祉大学東海キャンパス 学校法人　日本福祉大学 愛知県知多郡美浜町大字奥田
字会下前35-6

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-8040 平成26年01月17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-8033 平成26年01月17日

（仮称）江東区豊洲６丁目計画（住宅棟） 三井不動産株式会社
アコモデーション事業本部

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 MNNN-8032 平成26年01月17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-8030 平成26年01月17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-8056 平成26年01月17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）インプレスト芝浦建築計画

株式会社一成開発設計 東京都北区赤羽1-42-2-303

日本ERI(株) HNNN-8038 平成26年01月17日双日新都市開発株式会社 東京都港区赤坂2-17-22

双日株式会社 東京都港区赤坂6-1-20

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-8027 平成26年01月17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1-47-1 (公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター HNNN-8026 平成26年01月17日

四層五段型自走式自動車車庫{フリーパークDL-S5型(多雪)} 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-8037 平成26年01月16日

四層五段型自走式自動車車庫{フリーパークDL-F5型(多雪)} 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-8036 平成26年01月16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2-1-
1 (一財)日本建築センター HNNB-8061 平成26年01月16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-8014 平成26年01月10日株式会社JR博多シティ 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中
央街1番1号新幹線博多ビル6F
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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 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 (一財)日本建築センター NNNB-8014 平成26年01月10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-8007 平成26年01月10日

長崎県庁舎（行政棟・議会棟） 長崎県総務部 長崎県長崎市江戸町2番13号 (株)都市居住評価センター MNNN-7983 平成26年01月10日

（仮称）ル・サンク上田 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) MNNN-7978 平成26年01月10日

（仮称）茨木ビル 株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行

大阪府大阪市中央区伏見3丁
目5番6号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7976 平成26年01月10日

（仮称）厚木金田計画 グローバル・アセット・フォー
・ホールディング特定目的会社

東京都江東区亀戸六丁目56番
15号 日本ERI(株) MNNN-7884 平成26年01月10日

アンリツ本社地区S&B計画 アンリツ株式会社 神奈川県厚木市恩名5丁目1番
1号 (一財)日本建築センター MFNB-7967 平成26年01月10日

（仮称）ペンブローク六本木7丁目計画 ペンブローク　ロッポンギ７
リアルエステート　リミテッド

英国領バミューダ、ペンブロー
クMH19、クロー通り42番地、
ペンブローク・ホール

日本ERI(株) HNNN-7979 平成26年01月10日

厚木市立病院 厚木市立病院 厚木市水引一丁目16番36号 (一財)日本建築センター MNNN-8024 平成26年01月08日

東大宮総合病院（仮称）新築移転計画 株式会社　武蔵野社 東京都中央区日本橋人形町2-
2-1 日本ERI(株) MNNN-8020 平成26年01月08日

（仮称）アネージュ松林（北） 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-8017 平成26年01月08日

山王病院 日本医療サービス株式会社 東京都港区南青山１丁目２４
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-8011 平成26年01月08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-8010 平成26年01月08日

WAZAC函館五稜郭タクミ 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-8009 平成26年01月08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-8005 平成26年01月08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-8004 平成26年01月08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-8002 平成26年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)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-8001 平成26年01月08日
株式会社サンケイビル 東京都千代田区大手町1-7-2

(仮称)株式会社カン研究所　神戸ポートアイランド本社研究所 鹿島リース株式会社 東京都港区元赤坂一丁目1番5
号 日本ERI(株) MNNN-7988 平成26年01月08日

(仮称)高齢者総合サポートセンター･九段坂病院

国家公務員共済会組合連合会
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-7987 平成26年01月08日

東京都千代田区 東京都千代田区九段南1-2-1

虎ノ門開発計画 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 (株)都市居住評価センター MNNN-7985 平成26年01月08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２－６ (一財)日本建築センター MNNN-7982 平成26年01月08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字外間
80番地 日本ERI(株) MNNN-7980 平成26年01月08日

大村進・美枝子記念　聖路加臨床学術センター 一般財団法人
聖路加国際メディカルセンター 東京都中央区明石町10-1 (一財)日本建築センター、日

本ERI(株) MNNB-7879 平成26年01月08日

早稲田大学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) MFNN-8022 平成26年01月08日

エンブルタワー七間町 ヨシコン株式会社 静岡市葵区常磐町2丁目4-25 ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-8021 平成26年01月08日

(仮称)薬院1丁目マンション 福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉1丁目2
番25号キャナルシティ・ビジネ
スセンタービル10階

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-8016 平成26年01月08日

(仮称)大宮桜木町１丁目計画 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 (株)都市居住評価センター HNNN-8013 平成26年01月08日

（仮称）幕張タワープロジェクト（MSH計画） 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 HNNN-8000 平成26年01月08日

(仮称)白金台２丁目共同建替計画 野村不動産株式会社
住宅事業本部

東京都新宿区西新宿1丁目26
番2号 日本ERI(株) HNNN-7999 平成26年01月08日

（仮称）東上野二丁目計画
清水建設株式会社 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 HNNN-7998 平成26年01月08日

ナエバ・プロパティーズ特定
目的会社

東京都中央区日本橋室町２丁
目１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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-7997 平成26年01月08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-7996 平成26年01月08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-7994 平成26年01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(1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-7993 平成26年01月08日

(仮称)一番町二丁目計画

住友不動産株式会社住宅分譲
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-7989 平成26年01月08日野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区一番町二
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

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-7986 平成26年01月08日

横浜市立大学（仮称）学生交流センター 横浜市建築局 神奈川県横浜市中区港町一丁
目1番地 (一財)日本建築センター NNNB-7968 平成25年12月25日

五層六段型自走式自動車車庫[ナイスパーク　ＮＰ－５ＣＲ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-7975 平成25年12月25日

四層五段型自走式自動車車庫[ナイスパーク　ＮＰ－４ＣＲ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-7974 平成25年12月25日

（仮称）第一倉庫冷蔵株式会社　岩槻物流センター 第一倉庫冷蔵株式会社 神奈川県横浜市中区日の出町
1-54 日本ERI(株) MNNN-7964 平成25年12月24日

三井不動産ロジスティクスパーク堺 堺築港八幡特定目的会社 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 MNNN-7963 平成25年12月24日

大成建設技術センターＺＥＢ実証棟 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２
５番１号 (一財)日本建築センター MNNN-7962 平成25年12月24日

静岡市上下水道局庁舎 静岡市公営企業管理者　関
清司

静岡県静岡市清水区旭町6番8
号 (一財)日本建築センター MNNN-7961 平成25年12月24日

東部医療センター救急・外来棟 名古屋市 愛知県名古屋市中区三の丸三
丁目1番1号 日本ERI(株) MNNN-7960 平成25年12月24日

（仮称）山九平和島ロジスティクスセンター 山九株式会社 東京都大田区平和島6-1-1
TRC5階 日本ERI(株) MNNN-7952 平成25年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

射水市庁舎 射水市役所 富山県射水市戸破1511番地 ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-7941 平成25年12月24日

(仮称)新企業情報発信施設 株式会社　中埜酢店　 愛知県半田市中村町2－6 (一財)日本建築センター MNNN-7937 平成25年12月24日

（仮称）鹿島田様南篠崎町2丁目計画 鹿島田　洋次 東京都江戸川区南篠崎町2-33
-2 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7933 平成25年12月24日

八潮中央総合病院　整備計画 株式会社　武蔵野社 東京都中央区日本橋人形町2
番1号 (一財)日本建築センター MNNN-7929 平成25年12月24日

中京テレビ放送新社屋 中京テレビ放送株式会社 名古屋市昭和区高峯町１５４
番地 (株)確認サービス MNNN-7923 平成25年12月24日

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター（仮称） 独立行政法人国立病院機構
西群馬病院

群馬県渋川市金井２８５４番
地 日本ERI(株) MNNN-7920 平成25年12月24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-7916 平成25年12月24日

創価学会　東北文化会館 創価学会 東京都新宿区信濃町32番地 日本ERI(株) MNNF-7958 平成25年12月24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-7969 平成25年12月24日

小学館ビル 小学館不動産株式会社
東京都千代田区神田神保町２丁
目１３番地
神保町ＭＦビル２Ｆ

(株)都市居住評価センター MNNB-7931 平成25年12月24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 東京都豊島区西池袋1-6-1 (一財)日本建築センター HNNN-7972 平成25年12月24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 大阪市中央区本町4-1-13 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-7970 平成25年12月24日

（仮称）渋谷一丁目建替プロジェクト 株式会社　董花 東京都渋谷区渋谷1-4-13 日本ERI(株) HNNN-7966 平成25年12月24日

(仮称)上八丁堀8番マンション 三菱地所レジデンス株式会社 広島県広島市中区大手町三丁
目7番5号 日本ERI(株) HNNN-7959 平成25年12月24日

（仮称）アイランドフォレストタワー （仮称）アイランドフォレスト
タワー　分譲事業・共同事業体

福岡市中央区天神1丁目11番1
7号

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-7955 平成25年12月24日

荏原町駅前地区防災街区整備事業　防災施設建築物 荏原町駅前地区防災街区整備
事業組合 東京都港区新橋4丁目6番15号 日本ERI(株) HNNN-7949 平成25年12月24日

(仮称)帝京大学八王子キャンパス新校舎棟 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 (一財)日本建築センター HNNN-7939 平成25年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）上智大学四谷キャンパス新棟計画 学校法人上智学院 東京都千代田区紀尾井町七番
一号 (株)都市居住評価センター HNNN-7935 平成25年12月24日

（仮称）原町田三丁目計画 旭化成不動産レジデンス株式
会社開発営業本部

東京都新宿区西新宿2丁目3番
1号 日本ERI(株) HNNN-7912 平成25年12月24日

名古屋駅新ビル（仮称）他計画

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 HFNB-7965 平成25年12月24日
東海旅客鉄道株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅1-

1-4

MAX&Co.表参道 Unity Real Estate Japan
株式会社

東京都渋谷区神宮前五丁目2
番5号 (一財)日本建築センター NNNB-7948 平成25年12月18日

ビビット南船橋 リテールスクウェアマネージ
メント有限会社

東京都千代田区丸の内二丁目７
番３号　東京ビルディング21階 (一財)日本建築センター NNNB-7945 平成25年12月17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-7956 平成25年12月16日

生駒市立病院 生駒市　 奈良県生駒市東新町8番38号 日本ERI(株) MNNN-7953 平成25年12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-7951 平成25年12月16日

（仮称）新中井ビル建替計画 日本紙パルプ商事株式会社 東京都中央区勝どき三丁目１２
番１号フォアフロントタワー (株)都市居住評価センター MNNN-7947 平成25年12月16日

九州厚生年金病院
一般財団法人
厚生年金事業振興団
九州厚生年金病院

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-7944 平成25年12月16日

（仮称）八千代物流センター 日本ロジスティクスファンド
投資法人

東京都千代田区一ツ橋二丁目
4番3号 日本ERI(株) MNNN-7847 平成25年12月16日

TOTO株式会社新複合施設棟 TOTO株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島
2-1-1 日本ERI(株) MNNB-7896 平成25年12月16日

辯天宗　水子供養塔 宗教法人　辯天宗 大阪府茨木市西穂積町7-41 (一財)日本建築センター HNNN-7957 平成25年12月16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三丁目
33番地1号細木事務所1階 日本ERI(株) HNNN-7950 平成25年12月16日

(仮称)港区赤坂２丁目賃貸マンション 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-7946 平成25年12月16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-7943 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）紀尾井町計画 株式会社西武プロパティーズ 東京都豊島区南池袋一丁目16
番15号 (一財)日本建築センター HNNN-7925 平成25年12月16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
3番2号 (一財)日本建築センター HNNB-7954 平成25年12月16日

(仮称)港区港南二丁目計画
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 MNNN-7938 平成25年12月11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)大林組技術研究所オープンラボ２ 株式会社　大林組 東京都港区港南2-15-2品川イ
ンターシティB棟 (一財)日本建築センター MNNN-7934 平成25年12月11日

(仮称)湯浅様プロジェクト 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-7932 平成25年12月11日

（仮称）帯屋町計画 町田　照代 高知県高知市中須賀町1 日本ERI(株) MNNN-7930 平成25年12月11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-7927 平成25年12月11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-7926 平成25年12月11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-7921 平成25年12月11日

名古屋掖済会病院　新病院棟 一般社団法人　日本海員掖済会
名古屋掖済会病院

愛知県名古屋市中川区松年町
４－６６ 日本ERI(株) MNNN-7811 平成25年12月11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

埼玉県川口市川口１－５－１
４ 日本ERI(株) HNNN-7919 平成25年12月11日

（仮称）大手町１－１計画　Ｂ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)日本建築センター HNNB-7906 平成25年12月11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 HFNB-7928 平成25年12月10日

御茶ノ水ソラシティ みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2
番1号 (一財)日本建築センター HNNB-7942 平成25年12月09日

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 東京都港区六本木六丁目10番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-7940 平成25年12月09日

東芝ビルディング 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-7922 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）医療法人海邦会　介護老人保健施設長山 医療法人　海邦会 沖縄県石垣市字平得西原１３
５番地５ 日本ERI(株) MNNN-7914 平成25年12月06日

株式会社日立製作所　日立総合病院　本館棟 株式会社日立製作所
日立総合病院

茨城県日立市城南町二丁目１
番１号 日本ERI(株) MNNN-7907 平成25年12月06日

（仮称）トラスコ中山プラネット南大阪 トラスコ中山株式会社 大阪府大阪市西区新町1-34-1
5 日本ERI(株) MNNN-7899 平成25年12月06日

メディセオ水戸ＦＬＣ（仮称） 株式会社　メディセオ 東京都中央区八重洲２－７－
１５ (一社)日本免震構造協会 MNNN-7898 平成25年12月06日

永平寺名古屋別院本堂計画 大本山永平寺別院奉安殿護國
院

名古屋市東区代官町４１番３
２号 (一財)日本建築センター MNNN-7886 平成25年12月06日

静岡済生会総合病院　南館Ｂ、南館Ａ、南北通路、北館、ＭＲＩ棟 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部静岡県済生会

静岡県静岡市駿河区小鹿一丁
目１番１号 日本ERI(株) MNNN-7881 平成25年12月06日

県立こども病院 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-7878 平成25年12月06日

岡山済生会総合病院 社会福祉法人恩賜財団済生会
支部岡山県済生会

岡山市北区伊福町1丁目17番1
8号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7875 平成25年12月06日

Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ総合研究棟 株式会社　ティーアンドケイ
東華 東京都板橋区泉町20番4号 (一財)日本建築センター MNNN-7862 平成25年12月06日

NTT東日本伊豆病院 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿３丁目１
９番２号 (一財)日本建築センター MNNN-7842 平成25年12月06日

（仮称）モントーレ香椎浜サーフタワー　ウエストウイング 西武ハウス株式会社 福岡県福岡市中央区薬院3丁
目16番27号 日本ERI(株) HNNN-7918 平成25年12月06日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　ホテル棟 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)日本建築センター HNNN-7892 平成25年12月06日

刈谷南桜町地区優良建築物等整備事業 刈谷南桜町地区再開発事業共
同企業体　

愛知県刈谷市相生町3丁目3番
地 日本ERI(株) HNNN-7861 平成25年12月06日

大手町一丁目第３地区第一種市街地再開発事業　オフィス棟 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)日本建築センター HNNB-7891 平成25年12月06日

(仮称)イーグル千歳店新築計画{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-7909 平成25年12月04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-7877 平成25年12月02日

愛西市統合庁舎 愛知県愛西市 愛知県愛西市稲葉町米野308
番地 日本ERI(株) MNNN-7630 平成25年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-7876 平成25年12月02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25号 (一財)日本建築センター HNNN-7859 平成25年12月02日

埼玉県立小児医療センター・さいたま赤十字病院
さいたま赤十字病院 埼玉県さいたま市中央区上落

合八丁目3番33号 (一財)さいたま住宅検査セン
ター HNNN-7795 平成25年12月02日

埼玉県病院事業管理者 埼玉県さいたま市浦和区高砂
三丁目１３番３号

プラチナウェスト 株式会社 Dramatic Device 東京都杉並区下井草４丁目８
番７号 日本ERI(株) NNNF-7893 平成25年11月28日

柏駅東口Ｄ街区第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ｅ棟）{
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-7889 平成25年11月28日

(仮称)（株）Paltac　新RDC北陸流通加工場 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-7880 平成25年11月26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-7917 平成25年11月25日

(仮称)明石町計画
大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1-25-1

(株)都市居住評価センター MNNN-7915 平成25年11月25日
大成有楽不動産株式会社 東京都中央区京橋3-13-1

東千葉メディカルセンター 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-7910 平成25年11月25日

財団法人塩事業センター　海水総合研究所本館建替計画 財団法人　塩事業センター 東京都品川区大井1-47-1
NTビル5階 (一財)日本建築センター MNNN-7908 平成25年11月25日

(仮称)川崎中央倉庫建替計画 ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社 東京都港区芝浦1丁目1番地1
号 日本ERI(株) MNNN-7905 平成25年11月25日

（仮称）芝公園一丁目計画 ガッサン・プロパティーズ特
定目的会社

東京都中央区日本橋室町2-1-
1

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-7895 平成25年11月25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
36番地の1 (一財)日本建築センター MNNN-7888 平成25年11月25日

(仮称)ディスコ桑畑工場Ａ棟Ｂゾーン増築 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 (一財)日本建築センター MNNN-7887 平成25年11月25日

茅ヶ崎市役所新庁舎 茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁
目１番１号 日本ERI(株) MNNN-7885 平成25年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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-7850 平成25年11月25日

伊勢市消防・防災センター（仮称） 伊勢市 三重県伊勢市岩渕１丁目７番
２９号 日本ERI(株) MNNN-7820 平成25年11月25日

（仮称）高峯テラスハウス計画・S棟 ＭＩＡ設計事務所 千葉県松戸市横須賀１－３－
５ (一財)日本建築センター MNNN-7814 平成25年11月25日

第一倉庫冷蔵本社ビル 第一倉庫冷蔵株式会社 神奈川県横浜市中区日の出町
１丁目５４番地 日本ERI(株) MNNN-7812 平成25年11月25日

長崎県警察本部庁舎 長崎県 長崎県長崎市江戸町2番13号 日本ERI(株) MNNN-7808 平成25年11月25日

(仮称)湊1丁目プロジェクト 芝本産業株式会社 東京都中央区湊1丁目1番12号 (株)都市居住評価センター MFNN-7882 平成25年11月25日

田辺三菱製薬(株)新本社 田辺三菱製薬株式会社 大阪市中央区北浜2丁目6番18
号 (一財)日本建築センター HNNN-7913 平成25年11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-7911 平成25年11月25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
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-7904 平成25年11月25日

（仮称）金町Ⅰ計画　Ⅰ-A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-7903 平成25年11月25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-7902 平成25年11月25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-7901 平成25年11月25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-7900 平成25年11月25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-7897 平成25年11月25日

(仮称)南池袋計画 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-7894 平成25年11月25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-7883 平成25年11月25日

（仮称）王子駅前計画（Ⅱ工区） 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 HNNN-7837 平成25年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）王子駅前計画（Ⅱ工区）
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-7837 平成25年11月25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

新宿三井ビル 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-7835 平成25年11月25日

四日市市立博物館 四日市市 三重県四日市市諏訪町1番5号 (株)都市居住評価センター NNNB-7849 平成25年11月21日

（仮称）新YKKビル YKK不動産株式会社 東京都千代田区神田相生町１ (株)都市居住評価センター MNNN-7858 平成25年11月21日

(仮称)イオンモール京都桂川 イオンモール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁
目5番地1 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-7864 平成25年11月19日

(仮称)津田沼区画整理29街区プロジェクト(A棟)

三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目11番１号

(株)都市居住評価センター MNNN-7872 平成25年11月18日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

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)津田沼区画整理29街区プロジェクト（Ｄ棟）

三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目11番１号

(株)都市居住評価センター MNNN-7871 平成25年11月18日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

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）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-7865 平成25年11月18日

東京大学（本郷）クリニカルリサーチセンター クリニカルリサーチセンター
ＰＦＩ株式会社

東京都港区元赤坂一丁目３番
８号 日本ERI(株) MNNN-7863 平成25年11月18日

（仮称）シンクロン本社ビル増築計画 株式会社シンクロン 神奈川県横浜市西区みなとみ
らい4丁目3番5号 (一財)日本建築センター MNNN-7853 平成25年11月18日

（仮称）幕張タワープロジェクト（MSH計画） 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 HNNN-7874 平成25年11月18日

(仮称)津田沼区画整理29街区プロジェクト(B棟) 三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目11番１号 (株)都市居住評価センター HNNN-7873 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)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-7873 平成25年11月18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)津田沼区画整理29街区プロジェクト（C棟）

三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目11番１号

(株)都市居住評価センター HNNN-7870 平成25年11月18日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

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）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-7869 平成25年11月18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

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

（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)都市居住評価センター HNNN-7868 平成25年11月18日

成田国際空港庁舎 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-7867 平成25年11月18日

(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-7866 平成25年11月18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

株式会社青山運送　小牧物流センター 株式会社青山運送 愛知県小牧市大字西之島字申
塚1118-4 日本ERI(株) NNNF-7860 平成25年11月14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-7855 平成25年11月14日

（仮称）文京ビル 東京センチュリーリース株式
会社

東京都千代田区神田練塀町3
番地 (一財)日本建築センター MNNN-7851 平成25年11月13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-7809 平成25年11月13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
東京支社 東京都北区東田端2-20-68 (一財)日本建築センター HFNB-7801 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）新宿駅南口地区基盤整備事業　新宿駅新南口開発ビル 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 (一財)日本建築センター HFNB-7801 平成25年11月13日

五層六段型自走式自動車車庫｛フリーパークDL-S6型(2.5ton)｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-7845 平成25年11月12日

五層六段型自走式自動車車庫｛フリーパークDL-F6型(2.5ton)｝ 大和リース株式会社 大阪市中央区農人橋2丁目1番
36号 (一財)日本建築センター NFEN-7844 平成25年11月12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-7819 平成25年11月11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-7857 平成25年11月08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-7856 平成25年11月08日

北大阪トラックターミナル物流センター 大阪府都市開発株式会社 大阪府和泉市いぶき野五丁目
1番1号 日本ERI(株) MNNN-7852 平成25年11月08日

（仮称）一番町計画　真澄寺東京別院Ａ館　及び　Ｂ館 宗教法人　真澄寺 東京都立川市柴崎町1-2-13 日本ERI(株) MNNN-7843 平成25年11月08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-7841 平成25年11月08日

(仮称)松山市民病院　増築改修 一般財団法人　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-7839 平成25年11月08日

（仮称）江東区豊洲６丁目計画（住宅棟） 三井不動産株式会社
アコモデーション事業本部

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 MNNN-7791 平成25年11月08日

(仮称) 安川電機　八幡西事業所　再配置計画（ゲストエリア） 株式会社　安川電機 福岡県北九州市八幡西区黒崎
城石2番1号 日本ERI(株) MNNN-7783 平成25年11月08日

（仮称）ファイブエム様マンション 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4F 日本ERI(株) MNNN-7757 平成25年11月08日

（仮称）豊洲3-2街区[B3街区]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

(株)東京建築検査機構 HNNN-7854 平成25年11月08日
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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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 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 (株)東京建築検査機構 HNNN-7854 平成25年11月08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-7848 平成25年11月08日

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

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)サーパス東静岡駅前弐番館 株式会社　穴吹工務店 香川県高松市藤塚町１丁目11
番22号 日本ERI(株) HNNN-7840 平成25年11月08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-7846 平成25年11月08日

(仮)芝浦二丁目計画　Ｂ棟 株式会社
丸仁ホールディングス

東京都港区三田三丁目13番16
号三田43MTビル10F (株)東京建築検査機構 MNNN-7834 平成25年11月01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-7822 平成25年11月01日

（仮称）印西テクノロジービル－２ 印西特定目的会社 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 MNNN-7818 平成25年11月01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 (一財)日本建築センター MNNN-7786 平成25年11月01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-7768 平成25年11月01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-7823 平成25年11月01日

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３－３－２ (一財)日本建築センター HNNN-7807 平成25年11月01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-7805 平成25年11月01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-7838 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-7821 平成25年10月31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

愛媛県立中央病院整備運営事業１号館
愛媛県 愛媛県松山市一番町四丁目4

番地2
日本ERI(株) MNNN-7787 平成25年10月31日

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

市立八幡浜総合病院 市立八幡浜総合病院 愛媛県八幡浜市大平1番耕地
638番地 日本ERI(株) MNNN-7774 平成25年10月31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-7836 平成25年10月31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-7794 平成25年10月30日

近森リハビリテーション病院 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-7770 平成25年10月29日

三宮ビル南館 森本倉庫　株式会社 兵庫県神戸市中央区磯上通２
丁目２番２１号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-7776 平成25年10月29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 広島駅南口Bブロック市街地
再開発組合

広島県広島市南区的場町二丁
目6番7号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-7750 平成25年10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

東京都渋谷区神宮前４丁目12
-10 (一財)日本建築センター MFNB-7802 平成25年10月25日

アークヒルズ仙石山森タワー 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 HFNB-7804 平成25年10月25日

(仮称)香椎副都心公共施設 福岡市 福岡県福岡市中央区天神一丁
目8番1号 日本ERI(株) NNNB-7797 平成25年10月24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-7796 平成25年10月24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-7817 平成25年10月23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-7815 平成25年10月23日

水天宮建替計画 宗教法人水天宮 東京都中央区日本橋蛎殻町2-
4-1 (一財)日本建築センター MNNN-7810 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-7803 平成25年10月23日

立正佼成会附属佼成病院 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-7798 平成25年10月23日

(仮称)仙台駅東口計画 三菱地所レジデンス株式会社 宮城県仙台市青葉区国分町三
丁目6番1号 日本ERI(株) MNNN-7793 平成25年10月23日

(仮称)GLP厚木プロジェクト 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
汐留シティセンター 日本ERI(株) MNNN-7789 平成25年10月23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-7788 平成25年10月23日

板橋区 東京都板橋区板橋二丁目66番
1号

山梨県立中央病院（リニアック室増築） 地方独立行政法人
山梨県立病院機構 山梨県甲府市富士見1-1-1 (一財)日本建築センター MNNN-7773 平成25年10月23日

（仮称）帝京大学医学部附属溝口病院 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀２－１１－
１ 日本ERI(株) MNNN-7769 平成25年10月23日

富士通エフ・アイ・ピー横浜データセンター二期（B棟） 富士通エフ・アイ・ピー株式
会社

東京都江東区青海2丁目4番32
号タイム24ビル (一社)日本免震構造協会 MNNN-7764 平成25年10月23日

（仮称）福山通運（株）名古屋南支店建替計画 福山通運株式会社 広島県福山市東深津町四丁目
２０番１号 日本ERI(株) MNNN-7760 平成25年10月23日

蒲郡信用金庫本店 蒲郡信用金庫 愛知県蒲郡市元町５番８号 日本ERI(株) MNNN-7759 平成25年10月23日

（仮称）帯屋町計画 町田　照代 高知県高知市中須賀町1 日本ERI(株) MNNN-7758 平成25年10月23日

山梨県防災新館整備等事業及び県庁舎耐震改修等整備事業（渡り廊下
改築） 山梨県知事　横内　正明 山梨県甲府市丸の内1-6-1 (一財)日本建築センター MNNN-7744 平成25年10月23日

（仮称）赤坂檜坂計画 森トラスト株式会社 東京都港区虎ノ門２丁目３番
１７号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-7738 平成25年10月23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-7813 平成25年10月23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-7800 平成25年10月23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５－１７ 日本ERI(株) HNNN-7799 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-7790 平成25年10月23日

（仮称）ホテルユニバーサルグランドタワー計画 特定目的会社
ワンダー・トリアングルム

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 HNNN-7779 平成25年10月23日

川崎病院整備計画 学校法人　川崎学園 岡山県倉敷市松島５７７ (一財)日本建築総合試験所 HNNN-7775 平成25年10月23日

（仮称）仙台共同ビル計画
株式会社　みずほ銀行 東京都千代田区内丸の内一丁

目３番３号
(一財)日本建築センター HFNF-7816 平成25年10月23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一
丁目11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-7785 平成25年10月21日

宗教法人　東長寺　檀信徒会館 宗教法人　東長寺 東京都新宿区四谷4丁目34 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7749 平成25年10月21日

東芝ビルディング耐震改修 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 HNNN-7739 平成25年10月21日

（仮称）福山通運㈱東京支店ターミナル棟建替計画 福山通運株式会社 広島県福山市東深津町四丁目
20番1号 日本ERI(株) MNNN-7742 平成25年10月18日

港南区総合庁舎 横浜市役所 神奈川県横浜市中区港町1丁
目1番地 日本ERI(株) MNNN-7726 平成25年10月18日

（仮称）高峯テラスハウス計画・Ｎ棟 ＭＩＡ設計事務所 千葉県松戸市横須賀１－３－
５ (一財)日本建築センター MNNN-7719 平成25年10月18日

（仮称）南和広域医療組合救急病院　病院本館棟 南和広域医療組合 奈良県五條市本町３丁目１番
１３号 日本ERI(株) MNNN-7716 平成25年10月18日

（仮称）新横浜免震マンション スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋３－１３－
５ＫＤＸ日本橋３１３ビル４階 日本ERI(株) MNNN-7712 平成25年10月18日

いわくに消防防災センター（仮称） 岩国市 山口県岩国市今津町一丁目14
番51号 日本ERI(株) MNNN-7711 平成25年10月18日

秋葉原オフィスプロジェクト
伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２－５－１

日本ERI(株) MNNN-7709 平成25年10月18日
伊藤忠都市開発株式会社 東京都港区赤坂２－９－１１

（仮称）MF桜橋２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 日本ERI(株) MNNN-7701 平成25年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）MF桜橋２ビル 八千代建物株式会社 大阪府大阪市北区西天満６丁
目１番２号 日本ERI(株) MNNN-7701 平成25年10月18日

（仮称）多摩落合一丁目計画 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 日本ERI(株) MNNN-7700 平成25年10月18日

鳥取赤十字病院 鳥取赤十字病院 鳥取県鳥取市尚徳町117番地 日本ERI(株) MNNN-7695 平成25年10月18日

（仮称）吹田市立スタジアム スタジアム建設募金団体 吹田市千里万博公園3-3 (一財)日本建築総合試験所 MNNB-7702 平成25年10月18日

（仮称）金町Ⅰ計画　Ⅰ-A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-7755 平成25年10月18日

西新宿五丁目中央北地区第一種市街地再開発事業（A1地区） 西新宿五丁目中央北地区市街
地再開発組合

東京都新宿区西新宿５丁目２
－６　秋山ビル２０２ (一財)日本建築センター HNNN-7753 平成25年10月18日

柏駅東口Ｄ街区第一地区第一種市街地再開発事業施設建築物（Ｄ棟） 柏駅東口Ｄ街区第一地区市街
地再開発組合

千葉県柏市中央町２－１
柏センタービル４Ｆ (株)都市居住評価センター HNNN-7741 平成25年10月18日

森本倉庫三宮ビル北館建替 森本倉庫　株式会社 兵庫県神戸市中央区磯上通2
丁目2番21号 (一財)日本建築総合試験所 HNNN-7727 平成25年10月18日

（仮称）大阪市天王寺区上本町5丁目マンション 株式会社　フクダ不動産 奈良県橿原市内膳町5丁目3番
31号 日本ERI(株) HNNN-7707 平成25年10月18日

（仮称）百五銀行　新本館丸之内棟 株式会社　百五銀行 三重県津市岩田21番27号 日本ERI(株) HNNN-7705 平成25年10月18日

広島駅南口Cブロック第一種市街地再開発事業 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目7番1
号 日本ERI(株) HNNN-7692 平成25年10月18日

(仮称)葺手ハイツ建替計画 葺手ハイツ管理組合 東京都港区虎ノ門4-1-11 (一財)日本建築センター HFNN-7737 平成25年10月18日

銀座六丁目10地区第一種市街地再開発事業 銀座六丁目10地区市街地再開
発組合

東京都中央区銀座六丁目12番
1号 (一財)日本建築センター NNNB-7771 平成25年10月15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-7748 平成25年10月15日

青山ライズスクエア 三井住友信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 (一財)日本建築センター HNNB-7772 平成25年10月15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-7729 平成25年10月15日

麻植協同病院 徳島県厚生農業協同組合連合
会

徳島県徳島市北佐古一番町5
番12号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7778 平成25年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

国立病院機構舞鶴医療センター　病棟・手術・画像診断棟 独立行政法人国立病院機構舞
鶴医療センター 京都府舞鶴市字行永2410番地 日本ERI(株) MNNN-7682 平成25年10月09日

(仮称）新常滑市民病院 常滑市 常滑市鯉江本町4丁目5番地 (株)確認サービス MNNN-7674 平成25年10月09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-7784 平成25年10月09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-7782 平成25年10月09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-7780 平成25年10月09日

京急蒲田西口駅前地区第一種市街地再開発事業　施設建築物 京急蒲田西口駅前地区市街地
再開発組合

東京都大田区蒲田４－１６－
２京浜センタービル３階 (一財)日本建築センター HNNN-7684 平成25年10月09日

草薙駅南口地区第一種市街地再開発事業施設建築物 草薙駅南口地区市街地再開発
組合

静岡県静岡市清水区草薙一丁
目3番地17号 (一財)日本建築センター HNNN-7678 平成25年10月09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-7777 平成25年10月07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-7766 平成25年10月07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-7763 平成25年10月07日

(仮称)内木様免震マンション 内木　明 埼玉県三郷市新和1-106-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7762 平成25年10月07日

(仮称)巣鴨１丁目戸部商事様ビル 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-7754 平成25年10月07日

山鹿市庁舎 山鹿市 熊本県山鹿市山鹿978 日本ERI(株) MNNN-7751 平成25年10月07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-7746 平成25年10月07日

（仮称）新エビススバルビル スバル興産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目7
番2号 (一財)日本建築センター MNNB-7781 平成25年10月07日

（仮称）豊洲3-2街区[B2街区]開発計画

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-7752 平成25年10月07日
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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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[B2街区]開発計画

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

(株)東京建築検査機構 HNNN-7752 平成25年10月07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宝町三丁
目1番20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

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-7747 平成25年10月07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-7745 平成25年10月07日

（仮称）新・京橋MIDビル計画 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)日本建築センター HNNN-7665 平成25年10月07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-7767 平成25年10月07日

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 東京都港区六本木六丁目10番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-7761 平成25年10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-7735 平成25年10月04日

(仮)芝浦二丁目計画　Ａ棟 株式会社
丸仁ホールディングス

東京都港区三田三丁目13番16
号　三田43MTビル10F (株)東京建築検査機構 MNNN-7740 平成25年10月03日

消防本部・（仮称）石田消防署庁舎 静岡市 静岡県静岡市葵区追手町5番1
号 日本ERI(株) MNNN-7697 平成25年10月03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-7657 平成25年10月03日

（仮称）港区芝浦一丁目計画 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 (株)東京建築検査機構 HNNN-7743 平成25年10月03日

大分駅ビル（仮称） 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25-21 日本ERI(株) HNNN-7733 平成25年10月03日

(仮称)大宮桜木町１丁目計画 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 (株)都市居住評価センター HNNN-7732 平成25年10月03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
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-7723 平成25年10月03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1丁目4
番1号 (一財)日本建築センター HNNN-7722 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）大田区山王三丁目計画 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宝町三丁
目1番20号 (一財)日本建築センター HNNN-7722 平成25年10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-7736 平成25年10月03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-7734 平成25年10月03日

（仮称）川崎区砂子２丁目計画

大和ハウス工業株式会社
東京支店

東京都千代田区飯田橋三丁目
13番1号 ビューローベリタスジャパン(

株) MNNN-7696 平成25年10月02日
株式会社モリモト 東京都渋谷区恵比寿南三丁目

7番4号

大阪厚生年金病院 一般財団法人
厚生年金事業振興団

東京都新宿区新宿5丁目5番10
号 日本ERI(株) MNNN-7642 平成25年09月25日

(仮称)野﨑様代々木2丁目PJ 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-7731 平成25年09月20日

（仮称）東砂６丁目榎本様プロジェクト 榎本　律子 東京都江東区東砂6-19-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7730 平成25年09月20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-7725 平成25年09月20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-7724 平成25年09月20日

防災まちづくり拠点施設 釧路市 北海道釧路市黒金町７丁目５
番地 日本ERI(株) MNNN-7661 平成25年09月20日

GLP綾瀬プロジェクト 綾瀬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 汐留シティビル 日本ERI(株) MNNN-7647 平成25年09月20日

(仮称)Nプロジェクト 日誠不動産株式会社 東京都千代田区外神田2丁目1
6番2号 (一財)日本建築センター MNNB-7659 平成25年09月20日

(仮称)北区万歳町・梅田タワープロジェクト
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 HNNN-7728 平成25年09月20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

（仮称）東心斎橋1丁目計画

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

(株)都市居住評価センター HNNN-7623 平成25年09月20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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

天満屋岡山駐車場棟新築計画{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-7720 平成25年09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-7718 平成25年09月17日

藤田保健衛生大学病院　新棟建設計画 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-7715 平成25年09月17日

(仮称)平河町計画 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 日本ERI(株) MNNN-7714 平成25年09月17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-7710 平成25年09月17日

公立豊岡病院 公立豊岡病院組合 兵庫県豊岡市戸牧１０９４ (一財)日本建築センター MNNN-7685 平成25年09月17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-7672 平成25年09月17日

滋賀県危機管理センター 滋賀県知事　嘉田　由紀子 滋賀県大津市京町4丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7653 平成25年09月17日

(仮称)一番町二丁目計画

住友不動産株式会社住宅分譲
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-7677 平成25年09月17日野村不動産株式会社仙台支店 宮城県仙台市青葉区一番町二
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）住友不動産三田ビル計画

住友不動産ファイナンス株式
会社

東京都新宿区西新宿二丁目6
番1号

日本ERI(株) HNNB-7655 平成25年09月17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）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-7708 平成25年09月10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-7704 平成25年09月10日

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-7699 平成25年09月10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
はこざき公園内科医院

福岡県福岡市東区原田４丁目
３４番２６号 日本ERI(株) MNNN-7698 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ユニー本社 E棟 ユニー株式会社 愛知県稲沢市天池五反田町1
番地 日本ERI(株) MNNN-7625 平成25年09月10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-7721 平成25年09月10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丁目7番

31号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-7717 平成25年09月10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)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-7706 平成25年09月10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-7703 平成25年09月10日近畿菱重興産株式会社 神戸市兵庫区笠松通9丁目2番
19号

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丁目8番30
号

（仮称）大手町１－１計画Ａ棟

大手町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 HNNN-7690 平成25年09月10日ＪＸホールディングス株式会
社

東京都千代田区大手町二丁目
6番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

大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 大泉学園駅北口地区市街地再
開発組合

東京都練馬区東大泉一丁目32
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-7689 平成25年09月10日

(仮称)港区白金６丁目計画 積水ハウス株式会社
東京マンション事業部

東京都新宿区西新宿１丁目20
番2号 日本ERI(株) HNNN-7651 平成25年09月10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 日本ERI(株) HNNF-7713 平成25年09月10日

(仮称)レニア会新病院 医療法人社団レニア会 東京都清瀬市元町2-2-20 日本ERI(株) MNNN-7693 平成25年09月09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-7691 平成25年09月09日

(仮称)南小岩計画 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) MNNN-7688 平成25年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

虎ノ門開発計画 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 (株)都市居住評価センター MNNN-7656 平成25年09月09日

藤沢市民病院再整備事業　新東館 藤沢市 神奈川県藤沢市朝日町１番地
の１

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-7650 平成25年09月09日

中国労働金庫本店 中国労働金庫 広島県広島市南区金屋町1番1
7号 日本ERI(株) MNNN-7612 平成25年09月09日

京都会館再整備 京都市長　門川 大作 京都府京都市中京区寺町通御
池上る上本能寺前町488番地 日本ERI(株) MNNB-7658 平成25年09月09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-7694 平成25年09月09日

（仮称）堺市総合医療センター・堺市救命救急センター 地方独立行政法人
堺市立病院機構 堺市堺区南安井町1丁1番1号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7654 平成25年09月06日

(仮称)宇治徳洲会病院移転新築 医療法人徳洲会
宇治徳洲会病院 京都府宇治市小倉町春日森86 日本ERI(株) MNNN-7620 平成25年09月06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-7618 平成25年09月06日

南区総合庁舎 横浜市役所 神奈川県横浜市中区港町1丁
目1番地 日本ERI(株) MNNN-7602 平成25年09月06日

(仮称)堀口様春江町5丁目計画 スターツCAM株式会社 東京都中央区日本橋3-13-5
KDK 日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7597 平成25年09月06日

（仮称）鹿島田様南篠崎町2丁目計画 鹿島田　洋次 東京都江戸川区南篠崎町2-33
-2 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7592 平成25年09月06日

7700型アーチドーム1号,2号,3号 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-7229 平成25年09月06日

TOTO株式会社新複合施設棟 TOTO株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島
2-1-1 日本ERI(株) MNNB-7635 平成25年09月06日

神田錦町三丁目共同建替計画

安田不動産　株式会社 東京都豊田区神田錦町二丁目
11番地

(一財)日本建築センター HNNN-7660 平成25年09月06日
株式会社　博報堂 東京都港区赤坂五丁目3番1号

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

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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

神田錦町三丁目共同建替計画 住友商事　株式会社 東京都中央区晴海一丁目8番1
1号 (一財)日本建築センター HNNN-7660 平成25年09月06日

(仮称)アトラスタワー本郷 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丁目3番
1号 日本ERI(株) HNNN-7627 平成25年09月06日

エンブルタワー七間町 ヨシコン株式会社 静岡市葵区常磐町2丁目4-25 ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-7608 平成25年09月06日

福井駅西口中央地区第一種市街地再開発事業　施設建築物等 福井駅西口中央地区市街地再
開発組合

福井県福井市中央1丁目3番3
号KIビル3階 日本ERI(株) HNNN-7588 平成25年09月04日

（仮称）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-7582 平成25年09月03日

南砂町ショッピングセンタースナモ 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 NNNB-7681 平成25年09月02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-7686 平成25年09月02日

北里第一三共ワクチン株式会社C棟 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 日本ERI(株) MNNN-7624 平成25年09月02日

(仮称)湊1丁目プロジェクト 芝本産業 株式会社 東京都中央区湊1丁目1番12号 (株)都市居住評価センター MFNN-7680 平成25年09月02日

（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丁
目11番25号 日本ERI(株) HNNN-7645 平成25年09月02日

（仮称）ハーバーランドＰＪ
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

丁目4番3号
(一財)日本建築センター HNNN-7576 平成25年09月02日

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

京橋二丁目西地区第一種市街地再開発事業施設建築物（再開発棟） 京橋二丁目西地区市街地再開
発組合

東京都中央区八重洲２丁目７
番７号　八重洲旭ビル８階 (株)都市居住評価センター HFNB-7552 平成25年09月02日

パナソニックプラズマディスプレイ㈱PDP第5工場 パナソニックプラズマディス
プレイ株式会社 大阪府茨木市松下町1-1 (一財)日本建築センター NNNB-7671 平成25年08月29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-7670 平成25年08月29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-7687 平成25年08月29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-7683 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

スギモトホールディングス本社ビル 株式会社スギモトホールディ
ングス

東京都足立区島根１丁目９番
６号 日本ERI(株) MNNN-7676 平成25年08月29日

中埜邸本宅 中埜又左ェ門和英 愛知県半田市北末広町10番地 (一財)日本建築センター MNNN-7673 平成25年08月29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-7675 平成25年08月29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

広島県広島市中区橋本町9番2
号 日本ERI(株) HNNN-7669 平成25年08月29日

日本福祉大学東海キャンパス 学校法人　日本福祉大学 愛知県知多郡美浜町大字奥田
字会下前35-6

ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-7603 平成25年08月28日

（仮称）センター北駅前商業施設

唐戸ミヨ 神奈川県横浜市都筑区牛久保
町1430番

ビューローベリタスジャパン(
株) NNNB-7664 平成25年08月27日唐戸勲 神奈川県横浜市都筑区すみれ

が丘32-6

唐戸正博 神奈川県横浜市都筑区牛久保
町1430番

(仮称)菱江計画{施設併用五層六段型自走式自動車車庫} Ｐａｒｋキング建設
株式会社

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-7666 平成25年08月27日

（仮称）Ｄプロジェクト相模原 大和ハウス工業株式会社
東京本店

東京都千代田区飯田橋3丁目1
3番1号 日本ERI(株) MNNN-7667 平成25年08月27日

大成建設技術センターＺＥＢ実証棟 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２
５番１号 (一財)日本建築センター MNNN-7663 平成25年08月27日

CLT設計・建設プロジェクト高知おおとよ製材社員寮建築計画 高知おおとよ製材株式会社 高知県長岡郡大豊町川口２０
３５番地１ (一財)日本建築センター MNNN-7636 平成25年08月27日

（仮称）猫実３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
KDK 日本橋313ビル4階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7598 平成25年08月27日

（仮称）南部中央６６街区榎本様免震マンション 榎本　孝夫 埼玉県八潮市古新田１０６７ (一社)日本免震構造協会 MNNN-7594 平成25年08月27日

（仮称）芝公園一丁目計画 ガッサン・プロパティーズ特
定目的会社

東京都中央区日本橋室町2-1-
1

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター MNNN-7580 平成25年08月27日

南小岩七丁目西地区第一種市街地再開発事業　施設建築物

一般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-7668 平成25年08月27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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

東京大学医学部附属病院病棟Ⅰ期新営及び東京大学医学部附属病院病
棟Ⅱ期新営 国立大学法人　東京大学 東京都文京区本郷７－３－１ (一財)日本建築センター HNNN-7621 平成25年08月27日

静岡駅前南町10地区第一種市街地再開発事業施設建築物 静岡駅前南町10地区市街地再
開発組合

静岡県静岡市駿河区南町9番1
2号　ﾔﾏﾀﾋﾞﾙ6階-B 日本ERI(株) HNNN-7607 平成25年08月27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-7662 平成25年08月27日

（仮称）幕張タワープロジェクト（MSH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 (株)東京建築検査機構 HNNN-7575 平成25年08月26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-7637 平成25年08月23日

岡山支社事務所２号 西日本旅客鉄道株式会社
岡山支社

岡山県岡山市北区駅前２丁目
１番７号 日本ERI(株) MNNN-7628 平成25年08月22日

（仮称）原町田三丁目計画 旭化成不動産レジデンス株式
会社開発営業本部

東京都新宿区西新宿2丁目3番
1号 日本ERI(株) HNNN-7632 平成25年08月22日

四層五段型自走式自動車車庫{ユウケンパーク　YP-V1B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-7644 平成25年08月20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1-3 日本ERI(株) MNNN-7553 平成25年08月20日

TTKプロジェクト 株式会社 東天紅 東京都台東区池之端1丁目4番
33号 (一財)日本建築センター NNNB-7638 平成25年08月19日

新図書館等複合施設 高知県 高知県高知市丸ノ内1丁目2番
20号 日本ERI(株) MNNF-7555 平成25年08月19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-7652 平成25年08月19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-7639 平成25年08月19日

（仮称）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
二号第一ぬ利彦ビル (一財)日本建築センター MNNN-7649 平成25年08月16日

長浜市役所新庁舎 長浜市長　藤井　勇治 滋賀県長浜市高田町12番34号 (一財)日本建築センター MNNN-7648 平成25年08月16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-7646 平成25年08月16日

（仮称）センコー㈱埼玉主管支店　北関東ロジスティクスセンター センコー株式会社 埼玉県さいたま市緑区大字大
門1916番地1 日本ERI(株) MNNN-7633 平成25年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）十三運輸ビル 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 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7568 平成25年08月16日

（仮称）株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西咲洲物流センター新
増設

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 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7567 平成25年08月16日

（仮称）中央区・安堂寺町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-7566 平成25年08月16日

（仮称）神戸市中央区元町通6丁目計画
新星和不動産株式会社 大阪市北区西天満5丁目6番4

号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-7565 平成25年08月16日

大阪ガス都市開発株式会社 大阪市中央区平野町4丁目1番
2号

（仮称）大久保三丁目西地区開発計画A-1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 (一財)日本建築センター HNNB-7572 平成25年08月16日

(仮称)広瀬通パーキングビル計画{四層五段型自走式自動車車庫} 株式会社　北川鉄工所 広島県府中市元町７７－１ (一財)日本建築センター NFEN-7634 平成25年08月15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-7641 平成25年08月15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-7631 平成25年08月15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-7619 平成25年08月15日

（仮称）株式会社ニュー千葉様ビル 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-7617 平成25年08月15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-7616 平成25年08月15日

茅ヶ崎市役所新庁舎 茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁
目１番１号 日本ERI(株) MNNN-7546 平成25年08月15日

沖縄海邦銀行新本店 株式会社沖縄海邦銀行 沖縄県那覇市久茂地2丁目9番
12号 日本ERI(株) MNNN-7543 平成25年08月15日

石巻赤十字病院施設整備計画 石巻赤十字病院 宮城県石巻市蛇田字西道下７
１番地 (一財)日本建築センター MNNN-7541 平成25年08月15日

T&K TOKA 危険物立体自動倉庫計画 株式会社T&K TOKA 東京都板橋区泉町20-4 ビューローベリタスジャパン(
株) MNNN-7539 平成25年08月15日

あま市民病院 愛知県あま市 愛知県あま市木田戌亥18番地
1 (一財)日本建築センター MNNN-7533 平成25年08月15日

484/505 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-7643 平成25年08月15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-7640 平成25年08月15日

（仮称）豊橋花田町共同住宅 中部ガス不動産株式会社 愛知県豊橋市広小路3丁目91
番地 日本ERI(株) HNNN-7547 平成25年08月15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-7626 平成25年08月15日

千葉大学（医病）新外来診療棟その他 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-7615 平成25年08月09日

広域紋別病院 広域紋別病院企業団 北海道紋別市緑町5丁目6番8
号 (一財)日本建築センター MNNN-7532 平成25年08月09日

三層四段型自走式自動車車庫{ユウケンパーク　YP-SF420（改）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-7609 平成25年08月07日

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 東京都港区六本木六丁目10番
1号 (一財)日本建築センター HNNB-7599 平成25年08月07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-7473 平成25年08月07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 東京都品川区西品川3-20-9 (一財)日本建築センター HFNN-7573 平成25年08月07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

横浜市鶴見区鶴見中央４丁目
33番1号 日本ERI(株) MNNN-7622 平成25年08月01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-7614 平成25年08月01日

立正佼成会附属佼成病院 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-7613 平成25年08月01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-7610 平成25年08月01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-7601 平成25年08月01日

（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 横浜市中区南仲通二丁目十五
番地 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7600 平成25年08月01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-7596 平成25年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)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-7593 平成25年08月01日

ザ・パークハウス　グラン　千鳥ヶ淵 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-7589 平成25年08月01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-7595 平成25年08月01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-7591 平成25年08月01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-7590 平成25年08月01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-7544 平成25年08月01日

(仮称)守口計画{施設併用六層七段型自走式自動車車庫} Ｐａｒｋキング建設
株式会社

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-7581 平成25年07月30日

（仮称）新大阪駅前自走式駐車場{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-7564 平成25年07月24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-7403 平成25年07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-7578 平成25年07月24日

（仮称）東上野二丁目計画
清水建設株式会社 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 HNNN-7525 平成25年07月24日

ナエバ・プロパティーズ特定
目的会社

東京都中央区日本橋室町２丁
目１番１号

四層五段型自走式自動車車庫{ＴＯＫＡＩパーク　サブライムⅢ} 株式会社　トーカイロード 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通
五丁目27-8 (一財)日本建築センター NFEN-7563 平成25年07月23日

四層五段型自走式自動車車庫{セイワパーク　ＳＰ－４５ＫＨ　型} セイワパーク　株式会社 福岡市博多区東比恵2丁目1番
3号 (一財)日本建築センター NFEN-7562 平成25年07月23日

四層五段型自走式自動車車庫{ＩＫパーク　Ｋ４Ⅲ型} ＩＨＩ運搬機械　株式会社 東京都中央区明石町8番1号 (一財)日本建築センター NFEN-7561 平成25年07月23日

四層五段型自走式自動車車庫{ＰＫパーク　ＢＢＲ４５Ｋ型} Ｐａｒｋキング建設
株式会社

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-7560 平成25年07月23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-7586 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）新エビススバルビル スバル興産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目7
番2号 (一財)日本建築センター MNNB-7583 平成25年07月23日

（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-7587 平成25年07月23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-7585 平成25年07月23日

関西国際空港ターミナルビル 新関西国際空港株式会社 大阪府泉佐野市泉州空港北１
番地 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-7557 平成25年07月22日

四国中央市市民文化ホール 四国中央市 四国中央市三島宮川4丁目6番
55号 (一財)日本建築総合試験所 NNNB-7556 平成25年07月22日

中央区生涯学習交流館「本の森ちゅうおう」（仮称） 中央区長　矢田 美英 東京都中央区築地一丁目1番
１号 (一財)日本建築センター MNNB-7535 平成25年07月22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-7579 平成25年07月19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-7570 平成25年07月19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-7577 平成25年07月19日

(仮称)イルサローネ平野{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-7554 平成25年07月18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-7559 平成25年07月16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-7558 平成25年07月16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-7549 平成25年07月16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-7548 平成25年07月16日

高知県新資料館（仮称） 高知県知事　尾﨑　正直 高知県高知市丸の内１－２－
２０ (一財)日本建築センター MNNN-7524 平成25年07月16日

都城市郡医師会病院等 一般社団法人
都城市北諸県郡医師会 宮崎県都城市姫城町9街区3号 日本ERI(株) MNNN-7520 平成25年07月16日

城里町庁舎 城里町 茨城県東茨城郡城里町大字石
塚１４２８－２５ 日本ERI(株) MNNN-7517 平成25年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

三井不動産ロジスティクスパーク堺 堺築港八幡特定目的会社 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 MNNN-7513 平成25年07月16日

（仮称）印西テクノロジービル－２ 印西特定目的会社 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 MNNN-7502 平成25年07月16日

株式会社二葉　南港冷凍物流センター 株式会社　二葉 東京都港区高輪三丁目１９番
１５号 日本ERI(株) MNNN-7501 平成25年07月16日

グランヴィア 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-7499 平成25年07月16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-7574 平成25年07月16日

（仮称）阿波座駅前南ゾーンタワー棟

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

(株)都市居住評価センター HNNN-7569 平成25年07月16日

ヤスダエンジニアリング株式
会社

大阪府大阪市浪速区塩草3丁
目2番26号

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

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

(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-7550 平成25年07月16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-7521 平成25年07月16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）百五銀行新本館岩田棟 株式会社　百五銀行　 三重県津市岩田２１番２７号 日本ERI(株) HNNN-7516 平成25年07月16日

(仮称)帝京大学八王子キャンパス新校舎棟 学校法人　帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1 (一財)日本建築センター HNNN-7512 平成25年07月16日

(仮称)久留米市総合都市プラザ　９番街区 福岡県久留米市 福岡県久留米市城南町15番地
3 (一財)日本建築センター NNNB-7527 平成25年07月11日

(仮称)久留米市総合都市プラザ　８番街区 六ツ門8番街地区市街地再開
発組合 福岡県久留米市日吉町16-24 (一財)日本建築センター NNNB-7526 平成25年07月11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-7571 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

山王病院 日本医療サービス株式会社 東京都港区南青山１丁目２４
番１号 (一財)日本建築センター MNNN-7497 平成25年07月05日

東京大学（本郷）クリニカルリサーチセンター クリニカルリサーチセンター
ＰＦＩ株式会社

東京都港区元赤坂一丁目３番
８号 日本ERI(株) MNNN-7496 平成25年07月05日

佐野市新庁舎 佐野市 栃木県佐野市高砂町１番地 (一財)日本建築センター MNNN-7494 平成25年07月05日

四国中央市消防・防災センター（仮称） 四国中央市 愛媛県四国中央市三島宮川４
丁目６番５５ 日本ERI(株) MNNN-7487 平成25年07月05日

（仮称）塩焼５丁目計画 スターツＣＡＭ株式会社 東京都中央区日本橋３－１３－
５ＫＤＸ日本橋３１３ビル４階 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7485 平成25年07月05日

山口県JAビル本館棟 山口県農業協同組合中央会 山口県山口市元町968番1 日本ERI(株) MNNN-7189 平成25年07月05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-7542 平成25年07月05日

函館アリーナ 函館市 北海道函館市東雲町４番１３
号 日本ERI(株) MNNB-7492 平成25年07月05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-7545 平成25年07月05日

第２５ビッグビル 株式会社ビッグ 北海道札幌市中央区南４条西
７丁目６番地 日本ERI(株) HNNN-7493 平成25年07月05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-7511 平成25年07月04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二丁
目3番18号

(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-7538 平成25年07月02日

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丁目3
3番14号 日本ERI(株) MNNN-7534 平成25年07月02日

広島赤十字・原爆病院 広島赤十字・原爆病院 広島県広島市中区千田町一丁
目９番６号 日本ERI(株) MNNN-7484 平成25年07月02日

ＪＡあいち中央本店 あいち中央農業協同組合 愛知県安城市御幸本町９番６
号 (一財)日本建築センター MNNN-7483 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大成建設技術センターＺＥＢ実証棟 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目２
５番１号 (一財)日本建築センター MNNN-7477 平成25年07月02日

海洋船舶ビル建替え計画 一般財団法人シップ・アンド
・オーシャン財団

東京都港区虎ノ門三丁目４番
１０号虎ノ門３５森ビル８階 日本ERI(株) MNNN-7476 平成25年07月02日

後藤智子邸 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-7475 平成25年07月02日

観音寺市新庁舎 観音寺市 香川県観音寺市坂本町一丁目
１番１号 (一財)日本建築センター MNNN-7458 平成25年07月02日

社会医療法人　川島会　透析外来棟 社会医療法人　川島会 徳島県徳島市北佐古一番町1
番39号 (一財)日本建築センター MNNN-7457 平成25年07月02日

仮称）富士通（株）川崎工場新棟 富士通　株式会社 川崎市中原区上小田中4-1-1 (一財)日本建築センター MNNN-7438 平成25年07月02日

住友別子病院 医療法人　住友別子病院 愛媛県新居浜市王子町３番１
号 (一財)日本建築センター MNNN-7425 平成25年07月02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-7537 平成25年07月02日

（仮称）ブランズタワー備後町
大阪ガス都市開発株式会社 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-7536 平成25年07月02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

（仮称）北５条西６丁目計画 三井不動産レジデンシャル株
式会社

北海道札幌市中央区北３条西
２丁目１０番地２ 日本ERI(株) HNNN-7453 平成25年07月02日

辯天宗　水子供養塔 宗教法人　辯天宗 大阪府茨木市西穂積町7-41 (一財)日本建築センター HNNN-7449 平成25年07月02日

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

(一財)日本建築センター、(株
)確認サービス HNNB-7540 平成25年07月02日

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-7450 平成25年06月28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-7495 平成25年06月27日

富士宮市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-7530 平成25年06月27日

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-7528 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

福岡徳洲会病院 医療法人　徳洲会 大阪府大阪市北区梅田1－3－
1200 日本ERI(株) MNNN-7522 平成25年06月27日

国立障害者リハビリテーションセンター 国立障害者リハビリテーショ
ンセンター 埼玉県所沢市並木4丁目1番地 日本ERI(株) MNNN-7515 平成25年06月27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-7510 平成25年06月27日

WAZAC函館五稜郭タクミ 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-7509 平成25年06月27日

西南学院新本館 学校法人　西南学院 福岡県福岡市早良区西新6丁
目2番92号 日本ERI(株) MNNN-7500 平成25年06月27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-7498 平成25年06月27日

うるま市役所新庁舎 沖縄県うるま市長　島袋
俊夫

沖縄県うるま市みどり町一丁
目１番１号 日本ERI(株) MNNN-7440 平成25年06月27日

酒田市庁舎 酒田市 山形県酒田市本町二丁目２番
４５号 (一財)日本建築センター MNNN-7437 平成25年06月27日

水天宮建替計画 宗教法人水天宮 東京都中央区日本橋蛎殻町2-
4-1 (一財)日本建築センター MNNN-7433 平成25年06月27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-7514 平成25年06月27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 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-7531 平成25年06月27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89
0番地7 (一財)日本建築センター HNNN-7529 平成25年06月27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-7523 平成25年06月27日

株式会社IHI 東京都江東区豊洲三丁目1番1
号

太陽の塔耐震補強 独立行政法人
日本万国博覧会記念機構

大阪府吹田市千里万博公園1
番1号 日本ERI(株) HNNB-7324 平成25年06月27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-7505 平成25年06月26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-7504 平成25年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）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-7506 平成25年06月26日

（仮称）大阪市中央区淡路町３丁目ＰＲＪ
三菱地所レジデンス株式会社 大阪市北区天満橋１丁目８番

３０号
(一財)日本建築総合試験所 HNNN-7443 平成25年06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

大村ボートレース場 大村市モーターボート競争事
業

長崎県大村市玖島一丁目15番
1 (一財)日本建築センター NNNB-7365 平成25年06月20日

阿波市新庁舎及び交流防災拠点施設 阿波市 徳島県阿波市阿波町東原１７
３番地 (一財)日本建築センター MNNN-7428 平成25年06月20日

（仮称）新中井ビル建替計画 日本紙パルプ商事株式会社 東京都中央区勝どき三丁目１２
番１号フォアフロントタワー (株)都市居住評価センター MNNN-7423 平成25年06月20日

帆秋病院 医療法人　至誠会　帆秋病院 大分県大分市大字大分４２８
２－１ 日本ERI(株) MNNN-7417 平成25年06月20日

医療法人　芙蓉会　五井病院 医療法人芙蓉会　五井病院 千葉県市原市五井5155 日本ERI(株) MNNN-7405 平成25年06月20日

生駒市立病院 生駒市　 奈良県生駒市東新町 日本ERI(株) MNNN-7392 平成25年06月20日

(仮称)魚沼市新病院 魚沼市 新潟県魚沼市小出島130番地1 日本ERI(株) MNNN-7391 平成25年06月20日

山梨大学(医病)病棟新営 国立大学法人山梨大学 山梨県中央市下河1110 日本ERI(株) MNNN-7384 平成25年06月20日

(仮称)上八丁堀8番マンション 三菱地所レジデンス株式会社 広島県広島市中区大手町三丁
目7番5号 日本ERI(株) HNNN-7393 平成25年06月20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-7486 平成25年06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-7482 平成25年06月19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-7481 平成25年06月19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-7480 平成25年06月19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-7470 平成25年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)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-7468 平成25年06月19日

カヤバシステムマシナリー（株）　三重工場建設工事　工場・事務棟 カヤバシステムマシナリー株
式会社

東京都港区芝大門2丁目5番5
号　住友不動産芝大門ビル 日本ERI(株) MNNN-7466 平成25年06月19日

独立行政法人　国立病院機構　岩手病院　病棟等建替整備 独立行政法人　国立病院機構
岩手病院

岩手県一関市山目字泥田山下
48 日本ERI(株) MNNN-7347 平成25年06月19日

(仮称)宇治徳洲会病院移転新築 医療法人徳洲会
宇治徳洲会病院 京都府宇治市小倉町春日森86 日本ERI(株) MNNN-7338 平成25年06月19日

大阪府　咲洲庁舎 大阪府知事　松井　一郎 大阪府大阪市中央区大手前2
丁目1番22号 (一財)日本建築センター HNNN-7479 平成25年06月19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-7478 平成25年06月19日

（仮称）ブランズタワー南堀江
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
日本ERI(株) HNNN-7472 平成25年06月19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

(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-7469 平成25年06月19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
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-7465 平成25年06月19日

(仮称)武蔵小杉計画 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-7387 平成25年06月19日

勝どき五丁目地区第一種市街地再開発事業　施設建築物（Ｂ-１街区） 勝どき五丁目地区市街地再開
発組合

東京都中央区勝どき2丁目10
番4号 日本ERI(株) HNNN-7374 平成25年06月19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-7491 平成25年06月19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-7490 平成25年06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 (一財)日本建築センター HFNF-7489 平成25年06月18日

（仮称）秋葉原計画 東急不動産株式会社
住宅事業本部

東京都渋谷区道玄坂一丁目２
１番２号 (株)東京建築検査機構 HNNN-7396 平成25年06月14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-7461 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-7460 平成25年06月13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-7455 平成25年06月13日

板橋区 東京都板橋区板橋二丁目66番
1号

(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-7444 平成25年06月13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-7439 平成25年06月13日

厚木市立病院 厚木市立病院 厚木市水引一丁目16番36号 (一財)日本建築センター MNNN-7435 平成25年06月13日

(仮称)小宮町集合住宅 Ｃ敷地

大阪ガス都市開発株式会社 大阪市中央区平野町四丁目1
番2号　大阪ガスビル8階

日本ERI(株) HNNN-7456 平成25年06月13日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（御堂筋三井ビル）

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

(仮称）JR高槻駅北東地区開発事業　複合棟B 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-7445 平成25年06月13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-7436 平成25年06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)Dプロジェクト仙台泉Ⅰ-A棟 日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋二丁目15番
12号 日本ERI(株) NNNB-7474 平成25年06月12日

(仮称)セントラルdivo松山店{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-7488 平成25年06月12日

(仮称)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丁
目5-27 日本ERI(株) MNNN-7432 平成25年06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-7431 平成25年06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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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1丁目計画
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
日本ERI(株) MNNN-7430 平成25年06月12日

株式会社エスケークリード 東京都千代田区岩本町三丁目
8番16号

(仮称)湊1丁目プロジェクト 芝本産業 株式会社 東京都中央区湊1丁目1番12号 (株)都市居住評価センター MNNN-7427 平成25年06月12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-7424 平成25年06月12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-7434 平成25年06月12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-7422 平成25年06月12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-7459 平成25年06月12日

名古屋駅新ビル（仮称）他計画

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 HFNB-7419 平成25年06月12日
東海旅客鉄道株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅1-

1-4

(仮称)アトラスタワー本郷 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丁目3番
1号 日本ERI(株) HNNN-7286 平成25年06月11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-7467 平成25年06月11日

(仮称)新企業情報発信施設 株式会社　中埜酢店　 愛知県半田市中村町2－6 (一財)日本建築センター MNNN-7382 平成25年06月10日

(仮称)ヒューリック世田谷 ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
7-3 日本ERI(株) MNNN-7375 平成25年06月10日

(仮称)内木様免震マンション 内木　明 埼玉県三郷市新和1-106-1 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7371 平成25年06月10日

（仮称）港区芝浦一丁目計画 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 (株)東京建築検査機構 HNNN-7395 平成25年06月10日

（仮称）(株)Paltac RDC南東北流通加工場 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-7462 平成25年06月07日

つくば市消防本部新消防庁舎 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-7471 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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 (一財)日本建築センター MNNN-7407 平成25年06月04日

(仮称)野﨑様代々木2丁目PJ 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-7372 平成25年06月04日

(仮称)薬院1丁目マンション 福岡地所株式会社
福岡県福岡市博多区住吉1丁目2
番25号キャナルシティ・ビジネ
スセンタービル10階

ビューローベリタスジャパン(
株) HNNN-7367 平成25年06月04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（Ⅰ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-7353 平成25年06月04日

スギモトホールディングス本社ビル 株式会社スギモトホールディ
ングス

東京都足立区島根１丁目９番
６号 日本ERI(株) MNNN-7363 平成25年05月31日

宗教法人休玄寺新築計画及び(仮称)アルバックス金山ステーションタワ
ー新築計画 株式会社エイディーノウビ 愛知県名古屋市中区千代田四

丁目23番2号 日本ERI(株) HNNN-7381 平成25年05月31日

黒部市庁舎 黒部市 富山県黒部市三日市725番地 (一財)日本建築センター NNNB-7454 平成25年05月30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
支社

宮城県仙台市泉区中央3－8－
1 日本ERI(株) HNNN-7448 平成25年05月30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宇外間
80番他 日本ERI(株) MNNN-7418 平成25年05月28日

(仮称)小澤商事様錦町3丁目計画 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-7360 平成25年05月28日

(仮称)津田沼区画整理29街区プロジェクト(A棟)

三井不動産レジデンシャル株
式会社　千葉支店

千葉県千葉市中央区中央一丁
目11番１号

(株)都市居住評価センター MNNN-7359 平成25年05月28日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

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

瀬戸市庁舎増改築 愛知県瀬戸市 愛知県瀬戸市追分町64番地の
1 日本ERI(株) MNNN-7350 平成25年05月28日

名駅一丁目計画（仮称）
名工建設株式会社

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34階 (一財)日本建築センター HNNB-7369 平成25年05月28日

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

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-7420 平成25年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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-7415 平成25年05月27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-7410 平成25年05月27日

(仮称)千代田区三番町計画 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 日本ERI(株) MNNN-7409 平成25年05月27日

新潟市民病院　新病棟建設事業 新潟市長　篠田　昭 新潟市学校町通一番町602番
地1 日本ERI(株) MNNN-7408 平成25年05月27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-7373 平成25年05月27日

麻生　眞一郎 千葉県市川市南八幡5丁目10
番4号

東北大学（片平）次世代情報通信プロジェクト研究拠点施設 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-7352 平成25年05月27日

(仮称)池袋第一生命ビルディング新築計画 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 日本ERI(株) MFNN-7406 平成25年05月27日

大泉学園駅北口地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物 大泉学園駅北口地区市街地再
開発組合

東京都練馬区東大泉一丁目32
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-7429 平成25年05月27日

新･新ダイビル（仮称） ダイビル株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-3-
23 (一財)日本建築センター HNNN-7421 平成25年05月27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番地第
一芦原ﾏﾝｼｮﾝ2階201号室 日本ERI(株) HNNN-7416 平成25年05月27日

(仮称)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-7414 平成25年05月27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-7413 平成25年05月27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

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-7412 平成25年05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-7411 平成25年05月27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-7404 平成25年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

田辺三菱製薬(株)新本社 田辺三菱製薬株式会社 大阪市中央区北浜2丁目6番18
号 (一財)日本建築センター HNNN-7377 平成25年05月27日

名古屋商科大学丸の内キャンパス 学校法人　栗本学園
名古屋商科大学

愛知県日進市米野木町三ヶ峯
4-4 日本ERI(株) HNNN-7260 平成25年05月27日

AM-D計画｛五層六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-7446 平成25年05月24日

ららぽーと柏の葉 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-7364 平成25年05月23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-7397 平成25年05月22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-7399 平成25年05月22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-7400 平成25年05月16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-7390 平成25年05月16日

新ＪＡビル(仮称)事務所棟 滋賀県農業協同組合中央会 滋賀県大津市松本一丁目2番2
0号 (一社)日本免震構造協会 MNNN-7355 平成25年05月16日

(仮)芝浦二丁目計画　Ｂ棟 株式会社
丸仁ホールディングス

東京都港区三田三丁目13番16
号三田43MTビル10F (株)東京建築検査機構 MNNN-7346 平成25年05月16日

(仮)ＨＥＩＭ　ＡＯＹＡＭＡ セントラル美竹建替組合 東京都渋谷区渋谷1丁目3番1
号 日本ERI(株) MNNN-7344 平成25年05月16日

市立砺波総合病院　南棟 砺波市 富山県砺波市栄町7番3号 日本ERI(株) MNNN-7331 平成25年05月16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-7402 平成25年05月16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 東京都豊田区猿楽町二丁目8
番8号 日本ERI(株) HNNN-7357 平成25年05月16日

(仮称)南堀江住宅建替え計画 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-7348 平成25年05月16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-7298 平成25年05月16日

多治見駅北地区公共公益施設 岐阜県多治見市 岐阜県多治見市日ノ出町2丁
目15番地 日本ERI(株) MNNN-7304 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

西知多医療厚生組合新病院 西知多医療厚生組合 愛知県知多市三反田3丁目1番
地の2 日本ERI(株) MNNN-7279 平成25年05月14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
東京本店

東京都千代田区飯田橋3－13
－1 日本ERI(株) MNNN-7385 平成25年05月10日

(仮称)港区港南二丁目計画
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 MNNN-7383 平成25年05月10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

東雲合同庁舎(仮称)整備等事業 東雲グリーンフロンティアPF
I株式会社

東京都港区元赤坂一丁目3番8
号 日本ERI(株) MNNN-7380 平成25年05月10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-7376 平成25年05月10日

(仮称)グランドメゾン薬院2丁目 積水ハウス株式会社
福岡マンション事業部

福岡県福岡市中央区天神1丁
目15番6号綾杉ビル8階 日本ERI(株) MNNN-7370 平成25年05月10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-7368 平成25年05月10日

(仮称)明石町計画
大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1-25-1

(株)都市居住評価センター MNNN-7366 平成25年05月10日
大成有楽不動産株式会社 東京都中央区京橋3-13-1

(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-7358 平成25年05月10日

岡谷市新病院建設事業 岡谷市 長野県岡谷市幸町8番1号 (一財)日本建築センター MNNN-7328 平成25年05月10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-7394 平成25年05月10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-7361 平成25年05月10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-7356 平成25年05月10日

(仮称)サーパス東静岡駅前弐番館 株式会社　穴吹工務店 香川県高松市藤塚町１丁目11
番22号 日本ERI(株) HNNN-7351 平成25年05月10日

(仮称)港区白金６丁目計画 積水ハウス株式会社
東京マンション事業部

東京都新宿区西新宿１丁目20
番2号 日本ERI(株) HNNN-7337 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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-7378 平成25年05月10日

(仮称)（株）Paltac　新RDC北陸流通加工場 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-7388 平成25年05月07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-7341 平成25年05月07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-7340 平成25年05月07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-7349 平成25年05月07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)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-7345 平成25年05月07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-7398 平成25年05月07日

(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-7379 平成25年04月30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番の１ (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7343 平成25年04月30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-7339 平成25年04月30日

(仮)芝浦二丁目計画　Ａ棟 株式会社
丸仁ホールディングス

東京都港区三田三丁目13番16
号 (株)東京建築検査機構 MNNN-7330 平成25年04月30日

北國銀行本店 株式会社　北國銀行 石川県金沢市下堤町1番地 (一財)日本建築センター MNNN-7276 平成25年04月30日

(仮称)ＮＴＴ新青葉通ビル 株式会社ＮＴＴ東日本プロパ
ティーズ

東京都新宿区西新宿三丁目20
番2号 (一財)日本建築センター HNNN-7342 平成25年04月30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-7336 平成25年04月30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-7327 平成25年04月30日

(仮称)北区万歳町・梅田タワープロジェクト 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 HNNN-7319 平成25年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

(仮称)北区万歳町・梅田タワープロジェクト 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-7319 平成25年04月30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
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-7311 平成25年04月30日

AM-GN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-7386 平成25年04月26日

WAZAC函館五稜郭タクミ 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-7335 平成25年04月26日

岡谷市消防庁舎 岡谷市 長野県岡谷市幸町8番1号 日本ERI(株) MNNN-7303 平成25年04月23日

筑紫野太宰府消防組合消防本部、筑紫野消防署 筑紫野太宰府消防組合 福岡県筑紫野市針摺西一丁目
1番1号 日本ERI(株) MNNN-7295 平成25年04月23日

東大宮総合病院（仮称）新築移転計画 株式会社　武蔵野社 東京都中央区日本橋人形町2-
2-1 日本ERI(株) MNNN-7280 平成25年04月23日

(仮称)京急中央駅前ルネサンスタワー 株式会社ヤマザキ 神奈川県横須賀市若松町3丁
目 日本ERI(株) HNNN-7307 平成25年04月23日

(仮称)南池袋計画 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-7290 平成25年04月23日

オリナス改修計画 olinas全体管理組合 東京都墨田区大平４－１－３ (一財)日本建築センター HNNB-7354 平成25年04月18日

大阪府　咲洲庁舎 大阪府知事　松井　一郎 大阪府大阪市中央区大手前2
丁目1番22号 (一財)日本建築センター HNNN-7297 平成25年04月16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3号 日本ERI(株) MNNN-7325 平成25年04月15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字外間
80番地 日本ERI(株) MNNN-7318 平成25年04月15日

(仮称)ディスコ桑畑工場Ａ棟Ｂゾーン増築 株式会社ディスコ 東京都大田区大森北二丁目13
番11号 (一財)日本建築センター MNNN-7294 平成25年04月15日

(仮称)巣鴨１丁目戸部商事様ビル 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-7277 平成25年04月15日

｢多摩ＮＴベルコリーヌ南大沢５－１７計画｣ 独立行政法人都市再生機構東
日本賃貸住宅本部

東京都新宿区西新宿六丁目５
番１号 (一財)ベターリビング MNNN-7264 平成25年04月15日

茅ヶ崎駅前分譲マンション建替事業
相鉄不動産株式会社内
茅ヶ崎駅前分譲マンション建替
組合

横浜市西区北幸二丁目９番１
４号 (一財)日本建築センター MNNN-7254 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

滋賀県立成人病センター新館 滋賀県病院事業庁滋賀県病院
事業庁長職務代理者

滋賀県守山市守山五丁目4－3
0 (一財)日本建築センター MNNN-7238 平成25年04月15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-7226 平成25年04月15日

岡山赤十字病院 総合病院岡山赤十字病院 岡山県岡山市北区青江2丁目1
番1号 日本ERI(株) MNNN-7194 平成25年04月15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-7322 平成25年04月15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-7306 平成25年04月15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)新鉃鋼ビル建替計画 株式会社　鉃鋼ビルディング 東京都千代田区大手町2丁目6
番2号　日本ビル12階 (一財)日本建築センター HNNN-7240 平成25年04月15日

（仮称）東広島市市民ホール 広島県東広島市 広島県東広島市西条栄町8番2
9号 (一財)日本建築センター NNNB-7332 平成25年04月08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-7321 平成25年04月08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-7320 平成25年04月08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-7299 平成25年04月08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-7292 平成25年04月08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-7291 平成25年04月08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-7289 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-7288 平成25年04月08日

協和発酵キリン株式会社　ＨＡ５棟 一級建築士事務所ｷﾘﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘ
ﾝｸﾞ株式会社

神奈川県横浜市神奈川区新浦
島町1-1-25 日本ERI(株) MNNN-7272 平成25年04月08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) MNNN-7270 平成25年04月08日

(仮称)コニカミノルタ八王子ＳＫＴ新築計画 コニカミノルタホールディン
グス株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7
番2号 日本ERI(株) MNNN-7265 平成25年04月08日

カプコンＳ棟 株式会社カプトロン 大阪府大阪市中央区内平野町
３丁目１番３号 (一財)日本建築総合試験所 MNNN-7263 平成25年04月08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-7261 平成25年04月08日

(仮称)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
二号第一ぬ利彦ビル (一財)日本建築センター MNNN-7259 平成25年04月08日

(仮称)神保町ビル計画 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 日本ERI(株) MNNN-7256 平成25年04月08日

(仮称)平河町計画 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 日本ERI(株) MNNN-7249 平成25年04月08日

(仮称)南小岩計画 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) MNNN-7248 平成25年04月08日

(仮称)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-7247 平成25年04月08日

黒沢病院 医療法人　社団美心会
黒沢病院 群馬県高崎市中居町3-19-2 (株)国際確認検査センター MNNN-7246 平成25年04月08日

(仮称)大日本印刷市谷工場整備計画[東街区] 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) MNNN-7237 平成25年04月08日

(仮称)大林組技術研究所オープンラボ２ 株式会社　大林組 東京都港区港南2-15-2品川イ
ンターシティB棟 (一財)日本建築センター MNNN-7219 平成25年04月08日

新南国警察署庁舎 高知県警察 高知県高知市丸ノ内2丁目4番
30号 日本ERI(株) MNNN-7216 平成25年04月08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-7203 平成25年04月08日

(仮称)松山市民病院　増築改修 財団法人　永瀬会 愛媛県松山市大手町2-6-5 (一財)日本建築センター MNNN-7198 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

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-7317 平成25年04月08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-7316 平成25年04月08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-7310 平成25年04月08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-7309 平成25年04月08日

(仮称)谷町５丁目マンション計画
伊東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-7308 平成25年04月08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

（仮称）豊洲3-2街区[B3街区]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

(株)東京建築検査機構 HNNN-7305 平成25年04月08日

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

(仮称)ラクレイス地行 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) HNNN-7300 平成25年04月08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-7296 平成25年04月08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-7275 平成25年04月08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-7269 平成25年04月08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19番地 日本ERI(株) HNNN-7268 平成25年04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(1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-7262 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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-7258 平成25年04月08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-7257 平成25年04月08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)京葉銀行　千葉みなとビル 株式会社　京葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港11
6番2 (株)都市居住評価センター HNNN-7225 平成25年04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 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-7326 平成25年04月08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-7293 平成25年04月08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-7271 平成25年04月08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 名古屋市西区牛島町6番1号 (株)東京建築検査機構、日本E

RI(株) HFNB-7204 平成25年04月08日

六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業施設建築物（南街区） 六本木三丁目東地区市街地再
開発組合

東京都港区六本木三丁目1番2
8号 (一財)日本建築センター HNNB-7323 平成25年04月05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-7329 平成25年04月04日
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