
指定住宅性能評価機関一覧
（平成14年12月17日時点88機関）

参考

指定
番号

事務所の
所在地

機関名称 Tel 指定区分 新築住宅に係る業務区域 既存住宅に係る業務区域

1 北海道 （財）北海道建築指導センター 011-241-1893 新築のみ 北海道全域
2 青森県 （株）建築住宅センター 017-732-7732 新築のみ 青森県全域
3 岩手県 （財）岩手県建築住宅センター 019-623-4420 新築のみ 岩手県全域
4 宮城県 （財）宮城県建築住宅センター 022-265-3605 新築のみ 宮城県全域
5 秋田県 （財）秋田県建築住宅センター 018-836-7850 新築のみ 秋田県全域

79 山形県 （株）山形県建築サポートセンター 023-645-6600 新築のみ 山形県全域
6 福島県 （財）ふくしま建築住宅センター 024-526-6610 新築のみ 福島県全域
7 茨城県 （財）茨城県建築住宅センター 029-240-0039 新築のみ 茨城県全域
8 栃木県 （財）栃木県建設総合技術センター 028-626-3110 新築のみ 栃木県全域
9 群馬県 （財）群馬県建設技術センター 027-251-6891 新築のみ 群馬県全域

10 埼玉県 （株）埼玉建築確認検査機構 048-835-7311 新築のみ 埼玉県全域
11 埼玉県 （財）さいたま住宅検査センター 048-823-1251 新築のみ 埼玉県全域
65 埼玉県 （株）さいたま住宅性能評価事務所 048-834-2892 新築のみ 埼玉県全域、千葉県全域、東京都（北区、板橋区、足立区、練馬区）
12 千葉県 （株）千葉県建築住宅センター 043-222-0109 新築のみ 千葉県全域
13 東京都 （財）ベターリビング 03-5211-0599 新築・既存 日本全域 新築住宅に同じ
14 東京都 （財）日本建築センター 03-3434-8334 新築・既存 日本全域 新築住宅に同じ
15 東京都 （財）日本建築設備・昇降機センター 03-3591-2004 新築のみ 東京都（島しょを除く）、神奈川県、埼玉県、千葉県の全域
16 東京都 ハウスプラス住宅保証（株） 03-5777-1434 新築・既存 日本全域 新築住宅に同じ

17 東京都 （株）都市住宅技術評価機構 03-3456-5463 新築・既存
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌
山県、愛知県 新築住宅に同じ

18 東京都 （財）住宅保証機構 03-3584-5748 新築のみ 山梨県の全域等
19 東京都 日本イーアールアイ（株） 03-3796-0223 新築のみ 日本全域
20 東京都 （株）住宅性能評価センター 03-5367-8730 新築のみ 沖縄及び離島を除く日本全域
21 東京都 （株）日本住宅保証検査機構 03-3635-4143 新築のみ 沖縄を除く日本全域
22 東京都 （財）東京都防災・建築まちづくりセンター 03-5466-2052 新築のみ 東京都全域

66 東京都 （株）住宅検査保証協会（旧 日住研） 03-3221-8581 新築・既存
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌
山県 新築住宅に同じ

67 東京都 （株）都市居住評価センター 03-3504-2384 新築・既存 全国 新築住宅に同じ
69 東京都 （株）キュービーシー 03-3504-6601 新築のみ 日本全国
71 東京都 (NPO)全国室内気候研究会 03-5408-5568 新築のみ 日本全国
77 東京都 （株）ハウスジーメン 03-5439-9939 新築のみ 日本国内の全域

80 東京都 イーホームズ（株） 03-5269-0300 新築・既存

設計住宅性能評価（全国）、建設住宅性能評価（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、静
岡県、山梨県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、和
歌山県、広島県、岡山県、三重県） 新築住宅に同じ

82 東京都 （株）東京建築検査機構 03-5825-7550 新築のみ
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部を除く。）、神奈川県、山梨
県、長野県の全域

23 神奈川県 （株）東日本住宅評価センター 045-503-3801 新築のみ
離島を除く東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県、山梨
県北都留郡上野原町の全域

24 神奈川県 （財）神奈川県建築安全協会 045-212-3956 新築のみ 神奈川県全域

72 神奈川県 （資）日本建築検査研究所 045-440-0880 新築のみ
東京都（離島地域を除く）、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟
県、福島県、宮城県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府

73 神奈川県 富士建築コンサルティング（株） 044-959-6786 新築・既存

東京都（23区、稲城市、八王子市、昭島市、日野市、国立市、立川市、国分寺市、調布
市、小平市、多摩市、小金井市、府中市、東村山市、東久留米市、武蔵村山市、東大和
市、西東京市、清瀬市、三鷹市、武蔵野市、狛江市、町田市）、神奈川県（川崎市、横浜
市、相模原市、厚木市、小田原市、平塚市、秦野市、伊勢原市、藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎
市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市、大和市、座間市、綾瀬市、海老名市、寒川町、
二宮町、中井町、大井町、開成町、南足柄市、箱根町、湯河原町、真鶴町、大磯町）、静
岡県（沼津市、御殿場市、三島市、埼玉県（さいたま市、川越市、上福岡市、大井町、富
士見市、志木市、所沢市、三芳町、朝霞市、新座市、和光市、戸田市、蕨市、鳩ヶ谷市、
川口市、草加市、八潮市、三郷市）、千葉県（市川市、浦安市、船橋市、松戸市、習志野
市、流山市、柏市、我孫子市、千葉市（花見川区、美浜区、稲毛区）） 新築住宅に同じ

84 神奈川県 ビューローベリタスジャパン（株） 045-664-3830 新築・既存 全国（沖縄県、東京都島しょ部を除く。） 新築住宅に同じ
25 新潟県 （財）新潟県建築住宅センター 025-283-0851 新築のみ 新潟県全域
81 新潟県 （株）新潟建築確認検査機構 025-283-2112 新築のみ 新潟県全域
26 富山県 （財）富山県建築住宅センター 076-439-0248 新築のみ 富山県全域
27 石川県 （財）石川県建築住宅総合センター 076-262-6543 新築のみ 石川県全域
28 福井県 （財）福井県建築住宅センター 0776-23-0457 新築のみ 福井県全域
29 長野県 （財）長野県建築住宅センター 026-234-0282 新築のみ 長野県全域
30 岐阜県 （株）ぎふ建築住宅センター 058-275-9033 新築のみ 岐阜県全域
31 静岡県 （財）静岡県建築住宅まちづくりセンター 054-653-0766 新築のみ 静岡県全域
32 愛知県 （株）愛知建築確認検査サービス 052-238-7747 新築・既存 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 新築住宅に同じ
33 愛知県 （財）愛知県建築住宅センター 052-264-4032 新築のみ 愛知県全域
34 愛知県 中部住宅保証（株） 052-269-3255 新築のみ 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県
68 愛知県 （株）第一建築確認検査機構 052-324-7531 新築のみ 愛知県全域
74 愛知県 （株）ジェイ・アイ・ピー建築検査サービス 052-913-1222 新築のみ 愛知県全域
35 三重県 （財）三重県建設技術センター 059-229-5612 新築のみ 三重県全域
36 滋賀県 （財）滋賀県建築住宅センター 077-569-6501 新築のみ 滋賀県全域
85 滋賀県 （株）確認検査機構アネックス 077-511-4170 新築・既存 滋賀県、奈良県、京都府、大阪府 新築住宅に同じ
37 京都府 （株）京都確認検査機構 075-803-0020 新築・既存 京都府全域 新築住宅に同じ
38 京都府 （有）京都すまいづくり確認評価センター 075-693-8075 新築のみ 京都市、宇治市、向日市、長岡京市、大山崎町及び城陽市の各地域

39 大阪府 （株）西日本住宅評価センター 06-6539-5410 新築のみ
設計住宅性能評価（全国）、建設住宅性能評価（大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京
都府、滋賀県、愛知県、三重県、岐阜県）

40 大阪府 （財）日本建築総合試験所 06-6966-7565 新築のみ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の全域
41 大阪府 （財）大阪住宅センター 06-6253-0238 新築のみ 大阪府全域

70 大阪府 関西住宅品質保証（株） 06-6459-1611 新築のみ
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県（敦賀市、小浜市、大飯
郡、三方郡、遠敷郡）

75 大阪府 （株）技研 06-6356-3666 新築のみ 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
78 大阪府 ハウスアンサー（株） 06-6373-4000 新築・既存 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 新築住宅に同じ

86 大阪府 （株）日本確認検査センター 06-6231-1950 新築・既存

大阪府のうち大阪市、堺市、豊中市、吹田市、茨木市、門真市、守口市、寝屋川市、枚方
市、摂津市、箕面市、池田市、高槻市、交野市、四条畷市、大東市、高石市、泉大津市、
島本町 新築住宅に同じ

87 大阪府 大阪確認検査（株） 06-6203-0757 新築・既存 大阪府全域 新築住宅に同じ
42 兵庫県 （財）兵庫県住宅建築総合センター 078-252-0091 新築のみ 兵庫県全域
43 兵庫県 （財）神戸市防災安全公社（神戸市すまいの078-291-1119 新築のみ 神戸市全域

76 兵庫県 日本テスティング（株） 078-392-8087 新築のみ

兵庫県のうち神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名
川町、明石市、加古川市、高砂市、播磨町、稲美町、三木市、小野市、西脇市、加西市、
社町、滝野町、黒田庄町、中町、八千代町、加美町、東条町、吉川町、姫路市、太子町、
香寺町、福崎町、市川町、神崎町、大河内町、夢前町、龍野市、新宮町、揖保川町、御
津町、安富町、一宮町、波賀町、千種町、山崎町、赤穂市、相生市、上郡町、上月町、佐
用町、南光町、三日月町、洲本市、津名町、緑町、三原町、南淡町、西淡町、淡路町、五
色町、一宮町、東浦町、北淡町

83 兵庫県 （株）近畿確認検査センター 0798-39-1271 新築のみ

兵庫県のうち尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、神
戸市、明石市、加古川市、高砂市、播磨町、稲美町、篠山市、柏原町、氷上町、青垣町、
春日町、山南町、市島町

88 兵庫県 （株）兵庫確認検査機構 0792-68-3700 新築・既存 兵庫県全域 新築住宅に同じ
44 奈良県 （財）なら建築住宅センター 0742-27-8601 新築のみ 奈良県全域
45 和歌山県 （財）和歌山県建築住宅防災センター 073-431-9217 新築のみ 和歌山県全域
46 鳥取県 （財)鳥取県建築住宅検査センター 0857-21-6702 新築のみ 鳥取県全域
47 島根県 （財）島根県建築住宅センター 0852-26-4577 新築のみ 島根県全域
48 岡山県 岡山県建築住宅センター（株） 086-227-3266 新築のみ 岡山県全域
49 広島県 （株）広島建築住宅センター 082-545-5665 新築のみ 広島県全域
50 広島県 ハウスプラス中国住宅保証（株） 082-545-5607 新築・既存 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 新築住宅に同じ
51 山口県 （財）山口県建築住宅センター 083-921-8722 新築のみ 山口県全域
52 徳島県 （株）とくしま建築住宅センター 088-665-6577 新築のみ 徳島県全域
53 香川県 （株）香川県建築住宅センター 087-832-5270 新築のみ 香川県全域
54 愛媛県 （株）愛媛建築住宅センター 089-931-3336 新築のみ 愛媛県全域
55 高知県 （社）高知県建設技術公社 088-892-2100 新築のみ 高知県全域
56 福岡県 （財）福岡県建築住宅センター 092-713-1496 新築のみ 福岡県全域
57 福岡県 九州住宅保証（株） 092-771-7744 新築のみ 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
58 佐賀県 （財）佐賀県土木建築技術協会 0952-41-1125 新築のみ 佐賀県全域
59 長崎県 （財）長崎県住宅・建築総合センター 095-825-6944 新築のみ 長崎県全域
60 熊本県 （財）熊本県建築住宅センター 096-385-0771 新築のみ 熊本県全域
61 大分県 （財）大分県建築住宅センター 097-537-0300 新築のみ 大分県全域
62 宮崎県 （財）宮崎県建築住宅センター 0985-50-5586 新築のみ 宮崎県全域
63 鹿児島県 （財）鹿児島県住宅・建築総合センター 099-224-4539 新築のみ 鹿児島県全域
64 沖縄県 （財）沖縄県建設技術センター 098-893-5324 新築のみ 沖縄県全域


