長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査

実施機関一覧表
住宅性能評価・表示協会

機関名称

国
土

ＴＥＬ

業務区域

03-5211-0578 全国

（株）トータル建築確認評価センター 0593-81-2057 愛知県、岐阜県、三重県

03-5816-7518 全国

（財）福井県建築住宅センター

0776-23-0457 福井県

（財）日本建築設備・昇降機センター

東京都（*）、神奈川県、埼玉県、千葉県、福島県（*）、茨城県
03-3591-2434
栃木県、群馬県、山梨県、静岡県（*）

（財）滋賀県建築住宅センター

077-569-6501 滋賀県

ハウスプラス住宅保証（株）

03-5777-1434 全国

（株）京都確認検査機構

075-256-8984 京都府、奈良県、大阪府、兵庫県、滋賀県、和歌山県

日本ＥＲＩ（株）

03-3796-0223 全国

（財）大阪住宅センター

06-6253-0238 大阪府

（株）住宅性能評価センター

03-5367-8780 全国

（財）兵庫県住宅建築総合センター

078-252-0091 兵庫県

（株）日本住宅保証検査機構

03-3635-4143 全国

（財）神戸市防災安全公社

078-291-1119 神戸市

（株）東日本住宅評価センター

045-503-3801 全国

（財）なら建築住宅センター

0742-27-8601 奈良県

（株）西日本住宅評価センター

06-6539-5410 全国

（財）和歌山県建築住宅防災センター 073-431-9217 和歌山県

（財）日本建築総合試験所

06-6966-7565

（株）技研

06-6356-3695 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県

（株）住宅検査保証協会

東京都（*）、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県
03-5625-8411 群馬県、山梨県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
和歌山県、静岡県、愛知県、福岡県、佐賀県、長崎県（*）

（株）近畿確認検査センター

0798-39-1271 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

（株）都市居住評価センター

03-3504-2385 全国

（株）確認検査機構アネックス

077-511-4170 滋賀県、奈良県、京都府、大阪府

（株）キュービーシー

03-6658-4440 全国

（株）日本確認検査センター

06-6231-1950

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県
06-6459-1611
福井県（*）、三重県

（株）兵庫確認検査機構

079-289-3558 兵庫県

（株）ジェイネット

06-6482-3561 兵庫県、大阪府

（株）近畿建築確認検査機構

06-6942-7720 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

関西住宅品質保証（株）

富士建築コンサルティング（株）

臣

録

機関名称

（財）日本建築センター

通 （NPO)環境住宅

登

業務区域

（財）ベターリビング

交

大

ＴＥＬ

（株）ハウスジーメン
ハウスアンサー(株)

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、愛知県
岐阜県、福井県、三重県、岡山県、広島県、山口県、福岡県

秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、茨城県
03-5733-7856 千葉県、東京都、山梨県、神奈川県、富山県、石川県、大阪府
香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、鹿児島県
東京都（*）、神奈川県（*）、埼玉県（*）、千葉県（*）
044-959-6786 茨城県、山梨県、栃木県、長野県、群馬県、新潟県、福島県
静岡県（*）
03-5408-8486 全国
大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、三重県
06-6373-4000
岡山県

大阪府（*）、兵庫県（*）、京都府（*）、滋賀県（*）
奈良県（*）、和歌山県（*）

地
方
整

建築検査機構（株）

06-6231-8226

滋賀県（*）、京都府（*）、大阪府、兵庫県（*）
奈良県（*）、和歌山県（*）

（株）Ｉ－ＰＥＣ

075-254-8250 京都府、滋賀県、大阪府

（株）確認検査機構トラスト

06-6271-5669 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

アール・イー・ジャパン（株）

06-4250-5271 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

備

ビューローベリタスジャパン（株） 03-5577-8384 全国
（財）住宅金融普及協会

03-3260-7395

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
山梨県、静岡県

（株）ビルディングナビゲーション確
03-5960-3410 全国
認評価機構

局
長
登

（株）オーネックス

072-621-9280 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

（株）国際確認検査センター

06-6222-6626 全国

（財)鳥取県建築住宅検査センター

0857-21-6702 鳥取県

（株）ジェイ・イー・サポート

082-546-1378 全国（東京都（*）、新潟県（*）、沖縄県（*））

（財）島根県建築住宅センター

0852-26-4577 島根県

日本建築評価協会（株）

03-6202-3317 全国

（株）東京建築検査機構

宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
03-5825-7680 千葉県、東京都（*）、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県（*）
静岡県、愛知県、三重県

（株）グッド・アイズ建築検査機構

03-3362-0475 全国

ＳＢＩアーキクオリティ（株）

03-5226-2433 全国

（財）山口県建築住宅センター

083-921-8722 山口県

078-392-8087 全国（北海道、沖縄除く）

（株）愛媛建築住宅センター

089-931-3336 愛媛県

（株）ジェイ・イー・シー

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（*）
03-6658-4417 神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県

（社）高知県建設技術公社

088-850-4650 高知県

（株）確認サービス

052-238-7754

（財）福岡県建築住宅センター

092-713-1527 福岡県

（財）北海道建築指導センター

011-241-1897 北海道

（株）札幌工業検査

011-887-6585 北海道

（財）長崎県住宅・建築総合センター 095-825-6944 長崎県

（株）補償セミナリー

011-571-5688 北海道

（財）熊本県建築住宅センター

096-385-0771 熊本県

（株）建築住宅センター

017-732-7732 青森県

（財）大分県建築住宅センター

097-537-0300 大分県

（財）岩手県建築住宅センター

019-623-4420 岩手県

（財）宮崎県建築住宅センター

0985-50-5586 宮崎県

（財）秋田県建築住宅センター

018-836-7851 秋田県

（財）鹿児島県住宅・建築総合セン
ター

099-224-4539 鹿児島県

（財）ふくしま建築住宅センター

024-573-0118 福島県

（財）沖縄県建設技術センター

098-893-5611 沖縄県

（株）山形県建築サポートセンター

023-645-6600 山形県

（財）茨城県建築センター

029-305-7300 茨城県

（財）栃木県建設総合技術センター

028-626-3110 栃木県

日本テスティング（株）

埼玉県（*）、千葉県（*）、東京都（*）、神奈川県、愛知県
岐阜県、三重県、静岡県

録

岡山県建築住宅センター（株）
（株）広島建築住宅センター
ハウスプラス中国住宅保証（株）

九州住宅保証（株）

086-227-3266 岡山県
082-228-2220 広島県
082-545-5607 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

092-771-7744

福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県
鹿児島県

業務区域の欄中の（*）印は、一部、除外地域があることを示します。詳細については各機関に直接お問い合わせ下さい。

地
方
整

（財）東京都防災・建築まちづくりセ 03-5466-2052 東京都
ンター

登録試験機関
機関名称

ＴＥＬ

備考欄

備
局
長
登

（財）神奈川県建築安全協会

045-212-3956 神奈川県

（財）ベターリビング

03-5211-0591

登録住宅型式性能認定機関

（財）長野県建築住宅センター

026-290-5070 長野県

（財）日本建築センター

03-5816-7511

登録住宅型式性能認定機関

（株）さいたま住宅性能評価事務所

048-834-2892 埼玉県、千葉県、東京都（*）

（財）日本建築総合試験所

06-6966-7600

登録住宅型式性能認定機関

録

一般社団法人

日本住宅性能評価機構 03-5358-8580 東京都（*）、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県

（財）建材試験センター

048-920-3816

登録住宅型式性能認定機関

（株）神奈川建築確認検査機関

042-701-3935 神奈川県、東京都（*）

（財）建築環境・省エネルギー機構

03-3222-6681

登録住宅型式性能認定機関

（株）高良ＧＵＴ

03-5980-8473 東京都（*）

日本ＥＲＩ（株）

03-3796-0223

登録住宅型式性能認定機関

（株）Ｊ建築検査センター

042-720-8315 東京都（*）、埼玉県、神奈川県、千葉県

（株）都市居住評価センター

03-3504-2384

（株）新潟建築確認検査機構

025-283-2112 新潟県

ハウスプラス住宅保証（株）

03-5777-1436

（株）ぎふ建築住宅センター

058-275-9033 岐阜県

（株）東京建築検査機構

03-5825-7680

（財）静岡県建築住宅まちづくりセン
054-202-5573 静岡県
ター

ビューローベリタスジャパン（株）

03-5325-7338

（財）愛知県建築住宅センター

052-264-4052 愛知県

（株）確認サービス

052-238-7747

（財）三重県建設技術センター

059-229-5612 三重県

（財）日本住宅・木材技術センター

03-5653-7581

登録住宅型式性能認定機関

