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

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

（仮称）新ごみ処理施設　煙突 福井市 福井県福井市大手３丁目10番
1号 日本ERI(株) SNNNNNN-12379 令和5年03月28日

NHK山形・米沢ラジオ中継放送所　基部絶縁型支線式鉄塔 日本放送協会　山形放送局 山形県山形市桜町2-50 (一財)日本建築センター SNNNNNN-12372 令和5年03月22日

ひびき発電所　煙突 ひびき発電合同会社 福岡県北九州市若松区向陽町
38番9号 日本ERI(株) SNNNNNN-12279-1 令和5年01月19日

鹿放ヶ丘GS 無線兼用放散塔 東京ｶﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社
防災・供給部 東京都港区海岸1-5-20 (株)都市居住評価センター SNNNNNN-12300 令和4年12月14日

ひびき発電所　煙突 ひびき発電合同会社 福岡県北九州市若松区向洋町
38番９号 日本ERI(株) SNNNNNN-12279 令和4年11月10日

（仮称）新浜田ウィンドファーム発電事業に係る風況観測鉄塔（TMM
8206）

株式会社グリーンパワーイン
ベストメント

東京都港区赤坂1-11-44
赤坂インターシティ

ビューローベリタスジャパン(
株) SNNNNNN-12263 令和4年11月01日

姫路天然ガス発電所　1，2号機煙突 姫路天然ガス発電株式会社 大阪府大阪市中央区道修町3
丁目5番11号 日本ERI(株) SNNNNNN-12180-1 令和4年09月21日

静岡・浜松テレビFM放送所（鉄塔） 日本放送協会静岡放送局 静岡県静岡市駿河区八幡1-6-
1 (一財)日本建築センター SNNNNNN-11958-1 令和4年09月21日

厚木愛甲環境施設組合　ごみ中間処理施設（煙突） 厚木愛甲環境施設組合 神奈川県厚木市栄町1-16-15 日本ERI(株) SNNNNNN-12229 令和4年09月01日

平木阿波ウィンドファーム（TMM4102） 株式会社グリーンパワーイン
ベストメント

東京都港区赤坂1-11-44
赤坂インターシティ

ビューローベリタスジャパン(
株) SNNNNNN-12204 令和4年07月26日

余呉南越前第一・第二ウィンドファーム（TMM8106） 株式会社グリーンパワーイン
ベストメント

東京都港区赤坂1-11-44
赤坂インターシティ

ビューローベリタスジャパン(
株) SNNNNNN-12203 令和4年07月26日

高崎市高浜クリーンセンター　煙突 高崎市長　富岡 賢治 群馬県高崎市高松町35番地1 日本ERI(株) SNNNNNN-11673-1 令和4年07月20日

仙台港バイオマスパワー発電所　煙突 仙台港バイオマスパワー合同
会社

宮城県仙台市青葉区中央四町目1
0番3号
仙台キャピタルタワー15F

日本ERI(株) SNNNNNN-12185 令和4年06月28日

姫路天然ガス発電所　1，2号機煙突 姫路天然ガス発電株式会社 大阪府大阪市中央区道修町3
丁目5番11号 日本ERI(株) SNNNNNN-12180 令和4年06月24日

電波タワーH40P1‐5.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12202 令和4年06月21日

電波タワーH30P1‐5.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12201 令和4年06月21日

目黒清掃工場　煙突 東京二十三区清掃一部事務組
合

東京都千代田区飯田橋三丁目
5番1号 東京区政会館 日本ERI(株) SNNNNNN-11191-2 令和4年06月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

宇部興産株式会社伊佐セメント工場１号キルン煙突
宇部興産株式会社
建設資材カンパニー
生産・技術本部伊佐セメント工場

山口県美祢市伊佐町伊佐4768
番地 日本ERI(株) SNNNNNN-11729-1 令和4年05月25日

習志野降下塔 防衛省北関東防衛局 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 (一財)日本建築センター SNNNNNN-12161 令和4年05月23日

電波タワーH30Ｆ60k 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12082-1 令和4年05月23日

電波タワーH30P4‐20.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12081-1 令和4年05月23日

電波タワーH30P4‐15.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12080-1 令和4年05月23日

電波タワーH30P4‐10.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12079-1 令和4年05月23日

電波タワーH30P1‐20.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12078-1 令和4年05月23日

電波タワーH30P1‐15.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12077-1 令和4年05月23日

電波タワーH30P1‐10.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12076-1 令和4年05月23日

電波タワーH40Ｆ60k 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12075-1 令和4年05月23日

電波タワーH40P4‐20.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12074-1 令和4年05月23日

電波タワーH40P4‐15.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12073-1 令和4年05月23日

電波タワーH40P4‐10.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12072-1 令和4年05月23日

電波タワーH40P1‐20.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12071-1 令和4年05月23日

電波タワーH40P1‐15.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12070-1 令和4年05月23日

電波タワーH40P1‐10.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12069-1 令和4年05月23日

警視庁本部庁舎(アンテナ鉄塔) 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 SNNNNNN-11105-1 令和4年04月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

グリーンパワー宮古岩泉風力発電事業90m風況観測鉄塔（TMM1701） 合同会社グリーンパワー宮古
岩泉

東京都港区赤坂1-11-44
赤坂インターシティ

ビューローベリタスジャパン(
株) SNNNNNN-12143 令和4年04月11日

（仮称）宮城山形北部風力発電事業90m風況観測鉄塔（TMM7913） 株式会社グリーンパワーイン
ベストメント

東京都港区赤坂1-11-44
赤坂インターシティ

ビューローベリタスジャパン(
株) SNNNNNN-12142 令和4年04月11日

江戸川清掃工場 煙突 東京二十三区清掃一部事務組
合

東京都千代田区飯田橋三丁目
5 番1 号 (株)都市居住評価センター SNNNNNN-12095 令和4年02月17日

電波タワーH30Ｆ60k 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12082 令和3年12月24日

電波タワーH30P4‐20.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12081 令和3年12月24日

電波タワーH30P4‐15.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12080 令和3年12月24日

電波タワーH30P4‐10.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12079 令和3年12月24日

電波タワーH30P1‐20.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12078 令和3年12月24日

電波タワーH30P1‐15.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12077 令和3年12月24日

電波タワーH30P1‐10.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12076 令和3年12月24日

電波タワーH40Ｆ60k 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12075 令和3年12月24日

電波タワーH40P4‐20.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12074 令和3年12月24日

電波タワーH40P4‐15.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12073 令和3年12月24日

電波タワーH40P4‐10.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12072 令和3年12月24日

電波タワーH40P1‐20.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12071 令和3年12月24日

電波タワーH40P1‐15.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12070 令和3年12月24日

電波タワーH40P1‐10.0m 型 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号 楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-12069 令和3年12月24日

4/22 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

排気筒支持鉄塔 いわき大王製紙株式会社 福島県いわき市南台4丁目3番
6号 日本ERI(株) SNNNNNN-11819-1 令和3年11月01日

新居浜北火力発電所　集合排気筒支持架構 住友共同電力株式会社 愛媛県新居浜市磯浦町16番5
号 日本ERI(株) SNNNNNN-11664-1 令和3年09月10日

静岡・浜松テレビFM放送所（鉄塔） 日本放送協会静岡放送局 静岡県静岡市駿河区八幡1-6-
1 (一財)日本建築センター SNNNNNN-11958 令和3年08月04日

（仮称）新浜田ウインドファーム発電事業に係る風況観測鉄塔 株式会社グリーンパワーイン
ベストメント

東京都港区赤坂1-11-44
赤坂インターシティ3階

ビューローベリタスジャパン(
株) SNNNNNN-11954 令和3年07月21日

（仮称）姉崎火力発電所新1～3号機建設工事　新3号煙突 JERAパワー姉崎合同会社 千葉県市原市姉崎海岸３番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNNNNN-1519-1 令和3年06月29日

（仮称）姉崎火力発電所新1～3号機建設工事　新2号煙突 JERAパワー姉崎合同会社 千葉県市原市姉崎海岸３番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNNNNN-11518-1 令和3年06月29日

（仮称）姉崎火力発電所新1～3号機建設工事　新１号煙突 JERAパワー姉崎合同会社 千葉県市原市姉崎海岸３番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNNNNN-11517-1 令和3年06月29日

NTTドコモ東海　静岡ビル（鉄塔） 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 SNNNNNN-11924 令和3年05月24日

ボイラー用65m煙突支持鉄塔 東洋紡株式会社 福井県敦賀市東洋町10-24 日本ERI(株) SNNNNNN-11609-1 令和3年05月11日

駒岡清掃工場更新事業　煙突 札幌市 北海道札幌市中央区北1条西2
丁目 日本ERI(株) SNNNNNN-11908 令和3年05月06日

神戸発電所４号（仮称）ボイラー支持架構 株式会社
コベルコパワー神戸第二

兵庫県神戸市灘区灘浜東町2
番地 日本ERI(株) SNNNNNN-11020-1 令和3年04月08日

神戸発電所３号（仮称）ボイラー支持架構 株式会社
コベルコパワー神戸第二

兵庫県神戸市灘区灘浜東町2
番地 日本ERI(株) SNNNNNN-11019-1 令和3年04月08日

江戸川第一終末処理場　汚泥焼却炉煙突 千葉県知事　鈴木　栄治 千葉県千葉市中央区市場町１
－１ 日本ERI(株) SNNNNNN-10262-2 令和3年04月05日

五井火力発電所　３号機用煙突 五井ユナイテッドジェネレー
ション合同会社 千葉県市原市五井海岸１番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNNNNN-11902 令和3年03月31日

五井火力発電所　２号機用煙突 五井ユナイテッドジェネレー
ション合同会社 千葉県市原市五井海岸１番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNNNNN-11901 令和3年03月31日

五井火力発電所　１号機用煙突 五井ユナイテッドジェネレー
ション合同会社 千葉県市原市五井海岸１番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNNNNN-11900 令和3年03月31日

株式会社トクヤマ　5石炭灰ドーム型サイロ 株式会社　トクヤマ 山口県周南市御影町1番1号 (一財)日本建築センター SNNNNNN-11874 令和3年03月31日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

NTT DoCoMo　名古屋ビル（鉄塔） 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 SNNNNNN-11906 令和3年03月30日

NTT DoCoMo 川崎ビル（鉄塔） 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 SNNNNNN-11890 令和3年03月30日

千葉市新清掃工場（仮称）煙突 千葉市 千葉県千葉市中央区千葉港1
番1号 日本ERI(株) SNNNNNN-11871 令和3年03月08日

小平GS無線兼用放散塔 東京瓦斯株式会社
防災・供給部 東京都港区海岸１-５-20 (株)都市居住評価センター SNNNNNN-11833 令和3年02月09日

東発電所第3号発電設備鉄筋コンクリート造煙突 TCLA合同会社 東京都千代田区神田練塀町3
番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNNNNN-11238-2 令和3年01月12日

電波タワー福島 楽天モバイル株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14
番1号　楽天クリムゾンハウス 日本ERI(株) SNNNNNN-11838 令和3年01月06日

排気筒支持鉄塔 いわき大王製紙株式会社 福島県いわき市南台4丁目3番
6号 日本ERI(株) SNNNNNN-11819 令和3年01月06日

陸上風力観測鉄塔 株式会社グリーンパワーイン
ベストメント

東京都港区赤坂1-11-44
赤坂インターシティ3階 日本ERI(株) SNNNNNN-11818 令和3年01月06日

君津　１製鋼転炉燃焼放散筒 日本製鉄株式会社
東日本製鉄所　君津地区 千葉県君津市君津1番地 日本ERI(株) SNNNNNN-11704-1 令和3年01月06日

自立式気象観測鉄塔 国立研究開発法人
産業技術総合研究所

東京都千代田区霞が関一丁目
3番1号 日本ERI(株) SNNNNNN-11796 令和2年12月21日

西条発電所1号機　鋼板製一筒身三脚鉄塔支持型煙突 四国電力株式会社 愛媛県西条市喜多川853 日本ERI(株) SNNNNNN-11320-1 令和2年11月10日

東日本旅客鉃道株式会社　川崎発電所新１号機HRSG棟新設 東日本旅客鉃道株式会社
エネルギー管理センター

東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号 日本ERI(株) SNNNNNN-10823-1 令和2年11月05日

宇部興産株式会社伊佐セメント工場１号キルン煙突
宇部興産株式会社
建設資材カンパニー
生産・技術本部伊佐セメント工場

山口県美祢市伊佐町伊佐4768
番地 日本ERI(株) SNNNNNN-11729 令和2年09月14日

東北電力上越火力発電所1号機煙突 東北電力株式会社 新潟県上越市八千浦1 日本ERI(株) SNNNNNN-11346-1 令和2年09月04日

君津　１製鋼転炉燃焼放散筒 日本製鉄株式会社
東日本製鉄所　君津地区 千葉県君津市君津1番地 日本ERI(株) SNNNNNN-11704 令和2年07月28日

光が丘清掃工場煙突 東京二十三区清掃一部事務組
合

東京都千代田区飯田橋三丁目
5番1号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター SNNNNNN-11022-1 令和2年07月03日

洋上気象観測鉄塔（陸奥湾） 日本風力開発株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目
1番6号 日本ERI(株) SNNNNNN-11676 令和2年06月23日

6/22 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

洋上気象観測鉄塔（つがる西） 日本風力開発株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目
1番6号 日本ERI(株) SNNNNNN-11675 令和2年06月23日

武豊火力発電所5号機煙突
JERAパワー武豊合同会社
東京都中央区日本橋二丁目5番1号
代表社員
JERAパワーインベストメント合同会社

愛知県知多郡武豊町字竜宮1
番地1 (一財)日本建築総合試験所 SNNNNNN-11055-1 令和2年06月22日

高崎市高浜クリーンセンター　煙突 高崎市長　 群馬県高崎市高松町35番地1 日本ERI(株) SNNNNNN-11673 令和2年06月19日

新居浜北火力発電所　集合排気筒支持架構 住友共同電力株式会社 愛媛県新居浜市磯浦町16番5
号 日本ERI(株) SNNNNNN-11664 令和2年06月10日

ドコモ大阪南港ビル（鉄塔） 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 SNNN-11613 令和2年03月17日

ボイラー用65m煙突支持鉄塔 東洋紡株式会社 福井県敦賀市東洋町10-24 日本ERI(株) SNNN-11609 令和2年03月13日

目黒清掃工場　煙突 東京二十三区清掃一部事務組
合

東京都千代田区飯田橋三丁目
5番1号　東京区政会館 日本ERI(株) SNNN-11191-1 令和2年03月04日

（仮称）新館清掃施設　煙突 八王子市 東京都八王子市元本郷町三丁
目24番1号 日本ERI(株) SNNN-11537 令和元年12月16日

NHK新札幌放送会館　鉄塔 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 SNNN-10840-1 令和元年12月11日

（仮称）姉崎火力発電所新1～3号機建設工事　新3号煙突 JERAパワー姉崎合同会社 千葉県市原市姉崎海岸3番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-11519 令和元年11月26日

（仮称）姉崎火力発電所新1～3号機建設工事　新2号煙突 JERAパワー姉崎合同会社 千葉県市原市姉崎海岸3番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-11518 令和元年11月26日

（仮称）姉崎火力発電所新1～3号機建設工事　新1号煙突 JERAパワー姉崎合同会社 千葉県市原市姉崎海岸3番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-11517 令和元年11月26日

株式会社日本海水　赤穂西浜バイオマス発電所　煙突 株式会社日本海水 東京都千代田区神田駿河台四丁
目2番地5　御茶ノ水NKビル7階 日本ERI(株) SNNN-11355-1 令和元年11月05日

横須賀火力発電所１、２号機煙突 JERAパワー横須賀合同会社 神奈川県横須賀市久里浜９丁
目２番１号 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-11480 令和元年10月21日

小名浜製錬株式会社　小名浜製錬所集合排気筒支持鉄塔 小名浜製錬株式会社
小名浜製錬所

福島県いわき市小名浜字渚1
番地の1 日本ERI(株) SNNN-11211-1 令和元年07月11日

株式会社日本海水　赤穂西浜バイオマス発電所　煙突 株式会社日本海水 東京都千代田区神田駿河台四丁
目2番地5　御茶ノ水NKビル7階 日本ERI(株) SNNN-11355 平成31年04月12日

フレアスタック 三菱ケミカル株式会社 茨城県神栖市東和田17-1 日本ERI(株) SNNN-11351 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

東北電力上越火力発電所1号機煙突 東北電力株式会社 新潟県上越市八千浦1 日本ERI(株) SNNN-11346 平成31年04月05日

橘処理センター　煙突 川崎市 神奈川県川崎市川崎区宮本町
1番地 日本ERI(株) SNNN-11325 平成31年03月08日

名古屋市北名古屋工場（仮称） 煙突 株式会社北名古屋クリーンシ
ステム

愛知県北名古屋市二子四反地
977-5-303 日本ERI(株) SNNN-10827-1 平成31年03月04日

扇島火力発電所　新１号機煙突 JFEスチール株式会社 東京都千代田区内幸町二丁目
2番3号 日本ERI(株) SNNN-10778-1 平成31年03月04日

草加無線兼用放散塔 東京瓦斯株式会社 東京都港区海岸1-5-20 (株)都市居住評価センター SNNN-11244-1 平成31年03月01日

東発電所第3号発電設備鉄筋コンクリート造煙突 TCLA合同会社 東京都千代田区神田練塀町3
番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-11238-1 平成31年02月28日

福島ガス発電株式会社/福島天然ガス発電所2号機煙突 福島ガス発電株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目7
番12号 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-10958-1 平成31年02月28日

西条発電所1号機　鋼板製一筒身三脚鉄塔支持型煙突 四国電力株式会社 愛媛県西条市喜多川853 日本ERI(株) SNNN-11320 平成31年02月26日

大洋VS放散塔 東京瓦斯株式会社
茨城幹線建設事務所 茨城県水戸市城南1-7-3 (株)都市居住評価センター SNNN-11294 平成31年01月18日

草加無線兼用放散塔 東京瓦斯株式会社 東京都港区海岸1-5-20 (株)都市居住評価センター SNNN-11244 平成30年11月16日

東発電所第3号発電設備鉄筋コンクリート造煙突 TCLA合同会社 東京都千代田区神田練塀町3
番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-11238 平成30年11月12日

真岡発電所　２号機煙突 株式会社
コベルコパワー真岡

栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１５番
地 日本ERI(株) SNNN-10543-1 平成30年11月02日

真岡発電所　１号機煙突 株式会社
コベルコパワー真岡

栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１５番
地 日本ERI(株) SNNN-10542-1 平成30年11月02日

小名浜製錬株式会社　小名浜製錬所集合排気筒支持鉄塔 小名浜製錬株式会社
小名浜製錬所

福島県いわき市小名浜字渚1
番地の1 日本ERI(株) SNNN-11211 平成30年09月28日

目黒清掃工場　煙突 東京二十三区清掃一部事務組
合

東京都千代田区飯田橋三丁目
5番1号　東京区政会館 日本ERI(株) SNNN-11191 平成30年08月17日

鹿島火力発電所２号機煙突 鹿島パワー株式会社 茨城県鹿嶋市光３番地 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-10644-1 平成30年08月16日

福山共同発電所　新2号発電設備　煙突 瀬戸内共同火力株式会社 広島県福山市鋼管町1番地 日本ERI(株) SNNN-11184 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

石狩湾新港発電所1号機新設工事のうち主要煙突 北海道電力株式会社 北海道小樽市銭函5丁目192番
地1 日本ERI(株) SNNN-10470-1 平成30年08月06日

西日本製鉄所（福山地区）３焼結排気支持鉄塔 ＪＦＥスチール株式会社 東京都千代田区内幸町二丁目
2番3号 日本ERI(株) SNNN-11070-1 平成30年07月02日

風況観測タワー 株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目
6番6号 日本ERI(株) SNNN-11111 平成30年04月06日

警視庁本部庁舎(アンテナ鉄塔) 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 SNNN-11105 平成30年03月30日

新可燃ごみ処理施設　煙突 浅川清流環境組合 東京都日野市石田一丁目210
番地の2 日本ERI(株) SNNN-10948-1 平成30年03月29日

町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業　煙突 町田市 東京都町田市森野2-2-22 日本ERI(株) SNNN-11085 平成30年03月09日

西日本製鉄所（福山地区）３焼結排気支持鉄塔 ＪＦＥスチール株式会社 東京都千代田区内幸町二丁目
2番3号 日本ERI(株) SNNN-11070 平成30年02月20日

株式会社響灘火力発電所向け　排気筒支持鉄塔 株式会社響灘火力発電所 福岡県北九州市戸畑区中原新
町2番1号 日本ERI(株) SNNN-10652-3 平成30年02月16日

響灘エネルギーパーク合同会社向け　排気筒支持鉄塔 響灘エネルギーパーク合同会
社

福岡県北九州市若松区響町二
丁目7番2号 日本ERI(株) SNNN-10574-3 平成30年02月16日

武豊火力発電所5号機煙突 中部電力株式会社 愛知県知多郡武豊町字竜宮一
丁目1番地 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-11055 平成30年02月08日

神戸発電所４号（仮称）ボイラー支持架構 株式会社　神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸
通二丁目2番4号 日本ERI(株) SNNN-11020 平成30年01月23日

神戸発電所３号（仮称）ボイラー支持架構 株式会社　神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸
通二丁目2番4号 日本ERI(株) SNNN-11019 平成30年01月23日

松浦発電所第1、2号機煙突 九州電力株式会社 長崎県松浦市志佐町白浜免字
開発2091番地1 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-10522-2 平成30年01月16日

光が丘清掃工場煙突 東京二十三区清掃一部事務組
合

東京都千代田区飯田橋三丁目
5番1号

(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンター SNNN-11022 平成29年12月22日

神戸発電所３号，４号（仮称）煙突 株式会社　神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸
通二丁目2番4号 日本ERI(株) SNNN-10960 平成29年11月07日

福島ガス発電株式会社/福島天然ガス発電所2号機煙突 福島ガス発電株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目7
番12号 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-10958 平成29年10月19日

福島ガス発電株式会社/福島天然ガス発電所１号機煙突 福島ガス発電株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目7
番12号 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-10957 平成29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

新可燃ごみ処理施設　煙突 浅川清流環境組合 東京都日野市石田一丁目210
番地の2 日本ERI(株) SNNN-10948 平成29年09月26日

株式会社響灘火力発電所向け　排気筒支持鉄塔 株式会社響灘火力発電所 福岡県北九州市戸畑区中原新
町2番1号 日本ERI(株) SNNN-10652-2 平成29年09月22日

響灘エネルギーパーク合同会社向け　排気筒支持鉄塔 響灘エネルギーパーク合同会
社

福岡県北九州市若松区響町二
丁目7番2号 日本ERI(株) SNNN-10574-2 平成29年09月22日

NHK神戸・新温泉ラジオ中継放送所　鉄塔 日本放送協会　神戸放送局 兵庫県神戸市中央区中山手通
2丁目24-7 (一財)日本建築センター SNNN-10728-1 平成29年09月15日

平沼無線鉄塔 東京瓦斯　株式会社
防災・供給部 東京都港区海岸1-5-20 (一財)日本建築センター SNNN-10732-1 平成29年05月24日

かみすパワー株式会社向け　排気筒支持鉄塔 かみすパワー株式会社 茨城県神栖市奥野谷6170-32 日本ERI(株) SNNN-10595-1 平成29年05月24日

NHK釧路・春採送信所（鉄塔） 日本放送協会　釧路放送局 北海道釧路市幣舞町３－８ (一財)日本建築センター SNNN-10581-1 平成29年05月22日

NHK新札幌放送会館　鉄塔 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 SNNN-10840 平成29年05月01日

名古屋市北名古屋工場（仮称）煙突 株式会社北名古屋クリーンシ
ステム

愛知県北名古屋市二子四反地
977-5-303 日本ERI(株) SNNN-10827 平成29年03月31日

北陸電力株式会社　富山新港火力発電所ＬＮＧ１号機
排熱回収ボイラー支持鉄骨 北陸電力株式会社 富山県富山市牛島町15番1号 日本ERI(株) SNNN-10347-1 平成29年03月28日

ＮＨＫ新仙台放送会館（鉄塔） 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) SNNN-10143-1 平成29年03月24日

株式会社響灘火力発電所向け　排気筒支持鉄塔 株式会社響灘火力発電所 福岡県北九州市戸畑区中原新
町2番1号 日本ERI(株) SNNN-10652-1 平成29年03月09日

新日鐵住金株式会社　鹿島製鐵所　２Eコークス炉　煙突 新日鐵住金株式会社
鹿島製鐵所 茨城県鹿嶋市光3番地 日本ERI(株) SNNN-10457-1 平成29年03月09日

東日本旅客鉃道株式会社　川崎発電所第１号機HRSG棟新設 東日本旅客鉄道株式会社
エネルギー管理センター

東京都渋谷区代々木二丁目2
番2号 日本ERI(株) SNNN-10823 平成29年02月17日

NHK神戸・新温泉ラジオ中継放送所　鉄塔 日本放送協会　神戸放送局 兵庫県神戸市中央区中山手通
2丁目24-7 (一財)日本建築センター SNNN-10728 平成29年02月03日

扇島火力発電所　新１号機煙突 JFEスチール株式会社 東京都千代田区内幸町二丁目
2番3号 日本ERI(株) SNNN-10778 平成29年01月23日

平沼無線鉄塔 東京瓦斯　株式会社 東京都港区海岸1-5-20 (一財)日本建築センター SNNN-10732 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

松浦発電所第1、2号機煙突 九州電力株式会社 長崎県松浦市志佐町白浜免字
開発2091番地1 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-10522-1 平成28年11月29日

常陸那珂共同火力発電所1号煙突 株式会社
常陸那珂ジェネレーション

茨城県常陸那珂郡東海村照沼
768番23 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-10684 平成28年11月24日

響灘エネルギーパーク合同会社向け　排気筒支持鉄塔 響灘エネルギーパーク合同会社
代表社員　OR火力ツー株式会社

北九州市若松区響町二丁目７
番２号 日本ERI(株) SNNN-10574-1 平成28年11月24日

鹿島火力発電所２号機煙突 鹿島パワー株式会社 茨城県鹿嶋市光３番地 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-10644 平成28年10月07日

株式会社響灘火力発電所向け　排気筒支持鉄塔 株式会社響灘火力発電所 福岡県北九州市戸畑区中原新
町2番1号 日本ERI(株) SNNN-10652 平成28年09月27日

（仮称）長野広域連合A焼却施設　煙突 長野広域連合 長野県長野市箱清水一丁目3
番8号 日本ERI(株) SNNN-10613 平成28年09月27日

石巻雲雀野発電所1号発電設備　排気筒支持架構 日本製紙石巻エネルギーセン
ター株式会社

宮城県石巻市南光町二丁目2
番 日本ERI(株) SNNN-10475-1 平成28年09月27日

かみすパワー株式会社向け　排気筒支持鉄塔 かみすパワー株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
4番2号 日本ERI(株) SNNN-10595 平成28年08月18日

NHK釧路・春採送信所（鉄塔） 日本放送協会　釧路支局 北海道釧路市幣舞街３－８ (一財)日本建築センター SNNN-10581 平成28年08月10日

響灘エネルギーパーク合同会社向け　排気筒支持鉄塔 響灘エネルギーパーク合同会社
代表社員　OR火ツー株式会社

北九州市若松区響町二丁目７
番２号 日本ERI(株) SNNN-10574 平成28年08月10日

九州電力株式会社　豊玉発電所5，6号機煙突 九州電力株式会社　福岡支社 福岡市中央区渡辺通2丁目1番
82号 ハウスプラス住宅保証(株) SNNN-10550 平成28年06月29日

西名古屋火力発電所第7-2号煙突 中部電力株式会社 愛知県海部郡飛島村東浜三丁
目6番地 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-10060-1 平成28年05月17日

西名古屋火力発電所第7-1号煙突 中部電力株式会社 愛知県海部郡飛島村東浜三丁
目5番地 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-10059-1 平成28年05月17日

真岡発電所　２号機煙突 株式会社
コベルコパワー真岡

栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１５番
地 日本ERI(株) SNNN-10543 平成28年04月28日

真岡発電所　１号機煙突 株式会社
コベルコパワー真岡

栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１５番
地 日本ERI(株) SNNN-10542 平成28年04月28日

阿見無線中継所 東京瓦斯株式会社
防災・供給部 東京都港区海岸1-5-20 日本ERI(株) SNNN-10515 平成28年03月25日

水島発電所第８号　排気筒支持架構 ＪＸエネルギー株式会社水島
製油所

岡山県倉敷市潮通二丁目1番
地 日本ERI(株) SNNN-10493 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

松浦発電所第1、2号機煙突 九州電力株式会社 長崎県松浦市志佐町白浜免字
開発2091番 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-10522 平成28年03月18日

石巻雲雀野発電所1号発電設備　排気筒支持架構 日本製紙石巻エネルギーセン
ター株式会社

宮城県石巻市南光町二丁目2
番 日本ERI(株) SNNN-10475 平成28年02月26日

石狩湾新港発電所1号機新設工事のうち主要煙突 北海道電力株式会社 北海道小樽市銭函5丁目192番
地1 日本ERI(株) SNNN-10470 平成28年02月26日

新日鐵住金株式会社　鹿島製鐵所　２Eコークス炉　煙突 新日鐵住金株式会社
鹿島製鐵所 茨城県鹿嶋市光3番地 日本ERI(株) SNNN-10457 平成28年01月29日

江戸川第一終末処理場　汚泥焼却炉煙突 千葉県知事　鈴木　栄治 千葉県千葉市中央区市場町１
－１ 日本ERI(株) SNNN-10262-1 平成28年01月22日

御前崎鉄塔 横浜第二合同庁舎内 神奈川県横浜市中区北仲通5-
57 (一財)日本建築センター SNNN-10448 平成28年01月12日

相馬エネルギーパーク合同会社向け　排気筒支持鉄塔 相馬エネルギーパーク合同会
社

福島県相馬市光陽二丁目2番2
1号 日本ERI(株) SNNN-10372-1 平成27年12月09日

高槻市ごみ処理施設　煙突 高槻市 大阪府高槻市桃園町2番1号 日本ERI(株) SNNN-10405 平成27年11月09日

呉製鉄所　６号ボイラー煙突 日新製鋼株式会社　呉製鉄所 広島県呉市昭和町11番1号 日本ERI(株) SNNN-10401 平成27年11月09日

仙台パワーステーション株式会社向け　排気筒支持鉄塔 仙台パワーステーション株式
会社

東京都港区虎ノ門二丁目10番
1号 日本ERI(株) SNNN-10396 平成27年11月02日

秋田県秋田市新屋地区風況観測鉄塔 株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内1丁目6
番6号

ビューローベリタスジャパン(
株) SNNN-10390 平成27年10月07日

練馬清掃工場煙突 東急建設株式会社　建築本部 東京都渋谷区渋谷一丁目16番
14号 日本ERI(株) SNNN-06062-1 平成27年09月24日

相馬エネルギーパーク合同会社向け　排気筒支持鉄塔 相馬エネルギーパーク合同会
社

福島県相馬市光陽二丁目2番2
1号 日本ERI(株) SNNN-10372 平成27年08月18日

新日鐵住金株式会社　鹿島製鐵所　１Fコークス炉　煙突 新日鐵住金株式会社
鹿島製鐵所 茨城県鹿嶋市光3番地 日本ERI(株) SNNN-10103-1 平成27年08月18日

北陸電力株式会社　富山新港火力発電所ＬＮＧ１号機
排熱回収ボイラー支持鉄骨 北陸電力株式会社 富山県富山市牛島町15番1号 日本ERI(株) SNNN-10347 平成27年07月21日

第7煙突支持架構 富士石油株式会社
袖ケ浦製油所 千葉県袖ケ浦市北袖1番地 日本ERI(株) SNNN-10331 平成27年06月26日

新日鐵住金株式会社　名古屋製鐵所　２ＣＡＰＬ加熱炉排ガス煙突 新日鐵住金株式会社 愛知県東海市東海町5丁目3番
地 日本ERI(株) SNNN-10304 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

東北電力株式会社　新仙台火力発電所第３－２号
排熱回収ボイラー上部煙突支持鉄骨

東北電力株式会社
新仙台火力発電所建設所

宮城県仙台市宮城野区港五丁
目２番１号 日本ERI(株) SNNN-07605-1 平成27年05月20日

東北電力株式会社　新仙台火力発電所第３－１号
排熱回収ボイラー上部煙突支持鉄骨

東北電力株式会社
新仙台火力発電所建設所

宮城県仙台市宮城野区港五丁
目２番１号 日本ERI(株) SNNN-07604-1 平成27年05月20日

紋別バイオマス発電株式会社　紋別バイオマス発電所
１号発電設備建設工事　85ｍ風筒支持鉄塔 紋別バイオマス発電株式会社 北海道紋別市渚滑町九丁目11

番地 日本ERI(株) SNNN-10295 平成27年04月27日

祖生通信所鉄塔 防衛省中国四国防衛局 広島県広島市中区上八丁堀６
－３０広島合同庁舎４号館 (一財)日本建築センター SNNN-10270 平成27年03月24日

江戸川第一終末処理場　汚泥焼却炉煙突 千葉県知事　鈴木　栄治 千葉県千葉市中央区市場町１
－１ 日本ERI(株) SNNN-10262 平成27年03月18日

名古屋第二発電所　排気筒支持架構 中山名古屋共同発電株式会社 大阪府大阪市中央区淡路町四
丁目4番11号 日本ERI(株) SNNN-10250 平成27年03月17日

（仮称）エキスポランド跡地　観覧車事業 阪和興業株式会社 東京都中央区銀座六丁目18番
2号 日本ERI(株) SNNN-10144 平成27年01月09日

船越地区通信鉄塔 南関東防衛局 神奈川県横浜市中区北仲通５
－５７横浜第２合同庁舎 (一財)日本建築センター SNNN-10209 平成27年01月06日

逸見地区通信鉄塔 南関東防衛局 神奈川県横浜市中区北仲通５
－５７横浜第２合同庁舎 (一財)日本建築センター SNNN-10208 平成27年01月06日

茨城県神栖市風況観測鉄塔 株式会社日立製作所
日立事業所

茨城県日立市幸町三丁目1番1
号

ビューローベリタスジャパン(
株) SNNN-10138 平成26年11月27日

ＮＨＫ新仙台放送会館（鉄塔） 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) SNNN-10143 平成26年11月21日

新日鐵住金株式会社　鹿島製鐵所　１Fコークス炉　煙突 新日鐵住金株式会社
鹿島製鐵所 茨城県鹿嶋市光3番地 日本ERI(株) SNNN-10103 平成26年10月06日

埼東幹線ステーション　古河ガバナステーション　放散塔 東京ガス・エンジニアリング
株式会社

東京都大田区蒲田5-37-1
ニッセイアロマスクエア4階 日本ERI(株) SNNN-10068 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 SNNN-09003 平成26年08月27日

西名古屋火力発電所第7-2号煙突 中部電力株式会社 愛知県海部郡飛島村東浜三丁
目6番地 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-10060 平成26年08月20日

西名古屋火力発電所第7-1号煙突 中部電力株式会社 愛知県海部郡飛島村東浜三丁
目5番地 (一財)日本建築総合試験所 SNNN-10059 平成26年08月20日

新潟県胎内市風況観測鉄塔 東光電気工事株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目
２番３号（富士ビル） (株)東京建築検査機構 SNNN-10019 平成26年07月18日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

船橋市北部清掃工場　高効率ごみ発電施設/粗大ごみ処理施設　煙突 船橋市 千葉県船橋市湊町2-10-25 日本ERI(株) SNNN-10005 平成26年07月07日

大分共同発電所３号機
排熱回収ボイラー支持鉄骨及び直上煙突支持鉄塔 大分共同火力株式会社 大分県大分市大字西ノ州1番

地 日本ERI(株) SNNN-06406-1 平成26年06月17日

和歌山共同火力株式会社　和歌山共同発電所新１号機発電設備
排熱回収ボイラー上部煙突支持鉄骨 和歌山共同火力株式会社 和歌山県和歌山市湊1850番地 日本ERI(株) SNNNN-07401-1 平成26年05月15日

広島・比治山ＦＭ基幹放送所 日本放送協会広島放送局 広島市中区大手町2-11-10 日本ERI(株) SNNN-8313 平成26年03月28日

中越パルプ工業株式会社　川内工場　木質バイオマス発電設備 中越パルプ工業株式会社 東京都中央区銀座２－１０－
６ 日本ERI(株) SNNN-8263 平成26年03月28日

富来風力発電所４号機 株式会社能登の風 茨城県日立市幸町三丁目２番
２号 (一財)日本建築センター SNNN-8338 平成26年03月20日

富来風力発電所３号機 株式会社能登の風 茨城県日立市幸町三丁目２番
２号 (一財)日本建築センター SNNN-8337 平成26年03月20日

新長島黒ノ瀬戸風力発電所　２号機 長島黒ノ瀬戸風力発電株式会
社

鹿児島県出水郡長島町川床１
１４２番地１ (一財)日本建築センター SNNN-8336 平成26年03月20日

厚田市民風力発電所　風力発電設備　１号機 株式会社厚田市民風力発電 北海道札幌市中央区南1条西
６丁目１５－１ (一財)日本建築センター SNNN-8335 平成26年03月20日

東伊豆風力発電所　１1号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8301 平成26年03月18日

東伊豆風力発電所　１０号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8300 平成26年03月18日

東伊豆風力発電所　９号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8299 平成26年03月18日

東伊豆風力発電所　８号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8298 平成26年03月18日

東伊豆風力発電所　７号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8297 平成26年03月18日

東伊豆風力発電所　６号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8296 平成26年03月18日

東伊豆風力発電所　５号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8295 平成26年03月18日

東伊豆風力発電所　４号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8294 平成26年03月18日

14/22 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

東伊豆風力発電所　３号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8293 平成26年03月18日

東伊豆風力発電所　２号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8292 平成26年03月18日

東伊豆風力発電所　１号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8291 平成26年03月18日

富来風力発電所２号機 株式会社能登の風 茨城県日立市幸町三丁目２番
２号 (一財)日本建築センター SNNN-8275 平成26年03月18日

富来風力発電所１号機 株式会社能登の風 茨城県日立市幸町三丁目２番
２号 (一財)日本建築センター SNNN-8274 平成26年03月18日

新長島黒ノ瀬戸風力発電所　１号機 長島黒ノ瀬戸風力発電株式会
社

鹿児島県出水郡長島町川床１
１４２番地１ (一財)日本建築センター SNNN-8273 平成26年03月18日

厚田市民風力発電所　風力発電設備　２号機 株式会社厚田市民風力発電 北海道札幌市中央区南1条西
６丁目１５－１ (一財)日本建築センター SNNN-8272 平成26年03月18日

５ＭＷ日立深芝浜風力発電所 株式会社日立製作所
日立事業所

茨城県日立市幸町三丁目１番
１号 日本ERI(株) SNNN-8232 平成26年03月18日

播磨屋本店　三重塔婆 川端建築計画 滋賀県野洲市野洲１４８－６ (一財)日本建築総合試験所 SNNN-8094 平成26年03月03日

度会ウィンドファーム　１２号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8260 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　８号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8259 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　６号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8258 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　５号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8257 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　１号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8256 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　２３号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8255 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　２２号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8254 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　２１号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8253 平成26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

度会ウィンドファーム　２０号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8252 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　１９号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8251 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　１８号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8250 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　１６号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8249 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　１５号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8248 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　１４号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8247 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　１３号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8246 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　１１号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8245 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　１０号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8244 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　７号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8243 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　４号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8242 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　３号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8241 平成26年02月26日

度会ウィンドファーム　２号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8240 平成26年02月26日

株式会社　日本海水　赤穂工場　７７t/h　送気併用発電設備
１００m風筒支持鉄塔

株式会社　日本海水
赤穂工場

兵庫県赤穂市加里屋字加藤９
７４番地 日本ERI(株) SNNN-8148 平成26年02月24日

度会ウィンドファーム　２５号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8155 平成26年02月20日

度会ウィンドファーム　１７号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8154 平成26年02月20日

度会ウィンドファーム　９号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8153 平成26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

度会ウィンドファーム　２４号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1
ＴＯＣ大崎ビルディング１号棟 (一財)日本建築センター SNNN-8152 平成26年02月20日

竜飛風力発電所　３号機 株式会社　津軽半島エコエネ 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹
田高銅屋４４－２ (一財)日本建築センター SNNN-8151 平成26年02月20日

河津ウインドファーム５号機 株式会社ユーラスエナジー河
津

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取22
23-9 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8142 平成26年02月20日

ユーラス由利高原ウインドファーム　１５号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8219 平成26年02月19日

ユーラス由利高原ウインドファーム　１４号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8218 平成26年02月19日

ユーラス由利高原ウインドファーム　１６号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8217 平成26年02月19日

ユーラス由利高原ウインドファーム　１２号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8216 平成26年02月19日

ユーラス由利高原ウインドファーム　１０号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8215 平成26年02月19日

ユーラス由利高原ウインドファーム　９号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8214 平成26年02月19日

ユーラス由利高原ウインドファーム　６号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8213 平成26年02月19日

ユーラス由利高原ウインドファーム　４号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8212 平成26年02月19日

ユーラス由利高原ウインドファーム　１７号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8109 平成26年02月14日

ユーラス由利高原ウインドファーム　１３号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8108 平成26年02月14日

ユーラス由利高原ウインドファーム　１１号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8107 平成26年02月14日

ユーラス由利高原ウインドファーム　７号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8106 平成26年02月14日

ユーラス由利高原ウインドファーム　８号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8105 平成26年02月14日

ユーラス由利高原ウインドファーム　５号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8104 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

ユーラス由利高原ウインドファーム　３号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8103 平成26年02月14日

ユーラス由利高原ウインドファーム　２号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8102 平成26年02月14日

ユーラス由利高原ウインドファーム　１号機 株式会社ユーラス由利高原風
力

秋田県由利本荘市西目町出戸
字奥ノ台３番２４ 日本ERI(株) SNNN-8101 平成26年02月14日

秋田国見山第二風力発電所　４号機 秋田国見山風力発電株式会社 秋田県秋田市茨島６－１２－
１ (一財)日本建築センター SNNN-8134 平成26年01月23日

秋田下浜風力発電所　４号機 羽後風力発電株式会社 茨城県日立市幸町３－２－２ (一財)日本建築センター SNNN-8133 平成26年01月23日

秋田下浜風力発電所　２号機 羽後風力発電株式会社 茨城県日立市幸町３－２－２ (一財)日本建築センター SNNN-8132 平成26年01月23日

秋田国見山第二風力発電所　３号機 秋田国見山風力発電株式会社 秋田県秋田市茨島６－１２－
１ (一財)日本建築センター SNNN-8049 平成26年01月21日

秋田国見山第二風力発電所　２号機 秋田国見山風力発電株式会社 秋田県秋田市茨島６－１２－
１ (一財)日本建築センター SNNN-8048 平成26年01月21日

秋田国見山第二風力発電所　１号機 秋田国見山風力発電株式会社 秋田県秋田市茨島６－１２－
１ (一財)日本建築センター SNNN-8047 平成26年01月21日

秋田下浜風力発電所　３号機 羽後風力発電株式会社 茨城県日立市幸町３－２－２ (一財)日本建築センター SNNN-8046 平成26年01月21日

秋田下浜風力発電所　１号機 羽後風力発電株式会社 茨城県日立市幸町３－２－２ (一財)日本建築センター SNNN-8045 平成26年01月21日

釧路ラジオ支線式鉄塔 電気興業株式会社
北海道支店

北海道札幌市北区北６条西６
丁目２番地 日本ERI(株) SNNN-7981 平成26年01月10日

東伊豆風力発電所　９号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8077 平成26年01月07日

東伊豆風力発電所　８号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8076 平成26年01月07日

東伊豆風力発電所　７号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8075 平成26年01月07日

東伊豆風力発電所　６号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8074 平成26年01月07日

東伊豆風力発電所　１号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8073 平成26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

東伊豆風力発電所　１1号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8072 平成26年01月07日

東伊豆風力発電所　３号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8071 平成26年01月07日

東伊豆風力発電所　２号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-8070 平成26年01月07日

東伊豆風力発電所　４号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-7991 平成25年12月25日

東伊豆風力発電所　１０号機 東京電力株式会社 東京都千代田区内幸町１-１-
３ ハウスプラス確認検査(株) SNNN-7990 平成25年12月25日

中京テレビ放送新社屋（鉄塔） 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 SNNN-7924 平成25年12月24日

株式会社　日本海水　赤穂工場　７７t/h　送気併用発電設備
１００m風筒支持鉄塔

株式会社　日本海水
赤穂工場

兵庫県赤穂市加里屋字加藤９
７４番地 日本ERI(株) SNNN-7806 平成25年12月11日

坂出発電所２号機　自立型煙突 四国電力株式会社 香川県坂出市番の州町２番地 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-7890 平成25年12月04日

茨城～栃木幹線ステーション　鬼怒ヶ丘バルブステーション　放散塔 東京ガス・エンジニアリング
株式会社

東京都大田区蒲田５－３７－１
ニッセイアロマスクエア４階 日本ERI(株) SNNN-7792 平成25年11月01日

広川・日高川ウィンドファーム　１０号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-7833 平成25年10月23日

広川・日高川ウィンドファーム　９号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-7832 平成25年10月23日

広川・日高川ウィンドファーム　８号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-7831 平成25年10月23日

広川・日高川ウィンドファーム　７号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-7830 平成25年10月23日

広川・日高川ウィンドファーム　６号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-7829 平成25年10月23日

広川・日高川ウィンドファーム　５号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-7828 平成25年10月23日

広川・日高川ウィンドファーム　４号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-7827 平成25年10月23日

広川・日高川ウィンドファーム　３号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-7826 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

広川・日高川ウィンドファーム　２号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-7825 平成25年10月23日

広川・日高川ウィンドファーム　１号機 エコ・パワー株式会社
東京都品川区大崎1-6-1　ＴＯＣ
大崎ビルディング１号棟5Ｆ (一財)日本建築センター SNNN-7824 平成25年10月23日

雄物川風力発電所 株式会社　雄物川風力 秋田県秋田市向浜一丁目７番
５号 日本ERI(株) SNNN-7765 平成25年10月07日

扇島パワーステーション　３号機煙突 株式会社　扇島パワー 神奈川県横浜市鶴見区扇島２
－１ (一財)日本建築センター SNNN-7756 平成25年10月07日

対馬風力発電所　１号機 対馬エコエナジー株式会社 長崎県対馬市上県町樫滝１０
５０番地 (一財)日本建築センター SNNN-7679 平成25年08月29日

５MW居切島実証試験設備 株式会社日立製作所
日立事業所

茨城県日立市幸町三丁目１番
１号 日本ERI(株) SNNN-7629 平成25年08月15日

山口・萩ラジオ中継放送所　基部絶縁型支線式４５ｍ鋼管柱 株式会社NHKアイテック
建築事業部 東京都渋谷区神南１－４－１ (一財)日本建築センター SNNN-7611 平成25年08月08日

新大分発電所第３号系列煙突 九州電力株式会社
新大分発電所建設所

大分県大分市大字青崎４番１
号 ハウスプラス確認検査(株) SNNN-7606 平成25年08月08日

東北電力株式会社　新仙台火力発電所第３－２号
排熱回収ボイラー上部煙突支持鉄骨

東北電力株式会社
新仙台火力発電所建設所

宮城県仙台市宮城野区港五丁
目２番１号 日本ERI(株) SNNN-7605 平成25年08月08日

東北電力株式会社　新仙台火力発電所第３－１号
排熱回収ボイラー上部煙突支持鉄骨

東北電力株式会社
新仙台火力発電所建設所

宮城県仙台市宮城野区港五丁
目２番１号 日本ERI(株) SNNN-7604 平成25年08月08日

たはら風力発電所　３号機 トランスバリュー信託株式会
社

東京都中央区日本橋本町４丁
目８番１６号 日本ERI(株) SNNN-7584 平成25年07月05日

たはら風力発電所　２号機 トランスバリュー信託株式会
社

東京都中央区日本橋本町４丁
目８番１６号 日本ERI(株) SNNN-7519 平成25年07月02日

たはら風力発電所　１号機 トランスバリュー信託株式会
社

東京都中央区日本橋本町４丁
目８番１６号 日本ERI(株) SNNN-7518 平成25年07月02日

霧島ウインドファーム　３号機 株式会社ユーラスエナジー輝
北

鹿児島県鹿屋市輝北町市成３
３０－２８ 日本ERI(株) SNNN-7551 平成25年06月25日

霧島ウインドファーム　２号機 株式会社ユーラスエナジー輝
北

鹿児島県鹿屋市輝北町市成３
３０－２８ 日本ERI(株) SNNN-7508 平成25年06月19日

霧島ウインドファーム　１号機 株式会社ユーラスエナジー輝
北

鹿児島県鹿屋市輝北町市成３
３０－２８ 日本ERI(株) SNNN-7507 平成25年06月19日

八竜風力発電所　風力発電設備　１８号機 株式会社エムウインズ 東京都品川区大崎二丁目１番
１号 (一財)日本建築センター SNNN-7503 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

中条風力発電所 株式会社日立製作所
日立事業所

茨城県日立市幸町三丁目１番
１号 日本ERI(株) SNNN-7447 平成25年05月31日

北九州市沖　洋上風力発電設備 電源開発株式会社 東京都中央区銀座六丁目15番
1号 (一財)日本建築センター SNNN-7464 平成25年05月16日

和歌山共同火力株式会社　和歌山共同発電所新１号機発電設備
排熱回収ボイラー上部煙突支持鉄骨 和歌山共同火力株式会社 和歌山県和歌山市湊1850番地 日本ERI(株) SNNN-7401 平成25年05月16日

(仮称)会津若松ウインドファーム　６号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1 日本ERI(株) SNNN-7452 平成25年05月10日

(仮称)会津若松ウインドファーム　３号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1 日本ERI(株) SNNN-7451 平成25年05月10日

(仮称)会津若松ウインドファーム　７号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1 日本ERI(株) SNNN-7426 平成25年05月10日

(仮称)会津若松ウインドファーム　８号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1 日本ERI(株) SNNN-7285 平成25年05月10日

(仮称)会津若松ウインドファーム　５号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1 日本ERI(株) SNNN-7284 平成25年05月10日

(仮称)会津若松ウインドファーム　４号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1 日本ERI(株) SNNN-7283 平成25年05月10日

(仮称)会津若松ウインドファーム　２号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1 日本ERI(株) SNNN-7282 平成25年05月10日

(仮称)会津若松ウインドファーム　１号機 エコ・パワー株式会社 東京都品川区大崎1-6-1 日本ERI(株) SNNN-7281 平成25年05月10日

大宜味風力発電実証研究設備　２号機 沖縄電力株式会社 沖縄県浦添市牧港五丁目２番
１号 (一財)日本建築センター SNNN-7442 平成25年04月26日

（仮称）能代港第二風力発電所 米代川風力発電株式会社 茨城県日立市幸町３－２－２ (一財)日本建築センター SNNN-7441 平成25年04月26日

大宜味風力発電実証研究設備　１号機 沖縄電力株式会社 沖縄県浦添市牧港五丁目２番
１号 (一財)日本建築センター SNNN-7389 平成25年04月25日

（仮称）能代港第一風力発電所 米代川風力発電株式会社 茨城県日立市幸町３－２－２ (一財)日本建築センター SNNN-7362 平成25年04月25日

田原４区風力発電所３号機 関電エネルギー開発株式会社 大阪市北区中之島六丁目2番4
0号 (一財)日本建築センター SNNN-7334 平成25年04月08日

田原４区風力発電所２号機 関電エネルギー開発株式会社 大阪市北区中之島六丁目2番4
0号 (一財)日本建築センター SNNN-7333 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

本荘港風力発電所 羽後風力発電株式会社 山形県東田川群庄内町提興屋
字中島80 (一財)日本建築センター SNNN-7315 平成25年04月08日

三種町風力発電所 株式会社　A．パワー 山形県東田川群庄内町提興屋
字中島80 (一財)日本建築センター SNNN-7314 平成25年04月08日

菜の花風力発電所 株式会社ウィンドパワーよこ
はま 茨城県日立市内幸町3-2-2 (一財)日本建築センター SNNN-7313 平成25年04月08日

はなます風力発電所 株式会社ウィンドパワーよこ
はま 茨城県日立市内幸町3-2-2 (一財)日本建築センター SNNN-7312 平成25年04月08日
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