
令和５年４月１日現在

検査機関
コ ー ド

名称 所在地 電話番号 業務区域

1301
（一財）日本建築センター
（略称：ＢＣＪ（ビーシージェイ））

東京都千代田区神田錦町１－９
東京天理ビル

03-5283-0469 全国（沖縄県を除く。）

1305 日本ＥＲＩ（株）
東京都港区赤坂８－10－24
住友不動産青山ビル南館

03-5775-2401 全国（沖縄県を除く。）

1307
（株）日本住宅保証検査機構
（略称：ＪＩＯ（ジオ））

東京都江東区亀戸２－26－10
立花亀戸ビル

03-6861-9213 全国（沖縄県を除く。）

1308 ハウスプラス住宅保証（株）
東京都港区海岸１-11-１
ニューピア竹芝ノースタワー

03-4531-7200 全国（沖縄県を除く。）

1309 （株）住宅性能評価センター
東京都新宿区新宿１－７－１
新宿171ビル

03-5367-8730 全国（沖縄県を除く。）

1313 （一財）ベターリビング
東京都千代田区富士見２－７－２
ステージビルディング

03-5211-0599 全国（沖縄県を除く。）

1316 （株）グッド・アイズ建築検査機構
東京都新宿区百人町２－16－15
Ｍ・Ｙビル

03-3362-0667 全国（沖縄県を除く。）

1317 （株）Ｊ建築検査センター
東京都渋谷区渋谷１－13－９
渋谷たくぎんビル

03-5464-7778 全国（沖縄県を除く。）

1320 （株）ハウスジーメン
東京都港区西新橋３－７－１
ランディック第２新橋ビル

03-6435-6156 全国（沖縄県を除く。）

1324 日本建築検査協会（株）
東京都中央区日本橋３－13－11
油脂工業会館

03-6202-3277 全国（沖縄県を除く。）

1326 ハウスプラス確認検査（株）
東京都港区海岸１－11－1
ニューピア竹芝ノースタワー

03-4531-7300 全国（沖縄県を除く。）

1329 ＳＢＩアーキクオリティ（株）
東京都新宿区西新宿２－６－１
新宿住友ビル

03-6871-9504 全国（沖縄県を除く。）

1330 日本建物評価機構（株）
東京都中央区日本橋３－８－16
ぶよおビル

03-5542-1720 全国（沖縄県を除く。）

1404 ビューローベリタスジャパン（株）
東京都新宿区西新宿１－６－１
新宿エルタワー

03-5325-7338 全国（沖縄県を除く。）

2719 （株）国際確認検査センター
東京都中央区京橋２－８－７
読売八重洲ビル

03-3562-8980 全国（沖縄県を除く。）

3404 （株）ジェイ・イー・サポート
広島県広島市中区八丁堀15－８
三菱ＵＦＪ信託銀行広島ビル

082-836-3300
全国
（東京都、新潟県及び沖縄県の島嶼部を除く。）
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0101 （一財）北海道建築指導センター
北海道札幌市中央区北３条西３－１
札幌北三条ビル

011-241-1897 北海道

0103 （株）サッコウケン
北海道札幌市中央区南１条東２－６
大通バスセンタービル２号館

011-887-6585 北海道

0401 （一財）宮城県建築住宅センター
宮城県仙台市青葉区上杉１－１－20
ふるさとビル

022-265-3605 宮城県

0402 （株）東北建築センター 宮城県仙台市泉区泉中央３－２－10 022-772-7880
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

0403 （株）仙台都市整備センター
宮城県仙台市青葉区木町通１－４－15
交通局ビル

022-212-2633 宮城県

1402 （株）東日本住宅評価センター
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－33－５
ＴＧ鶴見ビル

045-503-3801

北海道、青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都（島嶼部を除く。）、神奈川県、
新潟県、山梨県、長野県、静岡県

2303 （株）確認サービス
愛知県名古屋市中区栄４－３－26
昭和ビル

052-238-7747

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都（島嶼部を除く。）、神奈川県、山梨県、
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

2502 アール・イー・ジャパン（株）
大阪府守口市本町２－５－18
守口ＣＩＤビル

06-4250-5271
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県

2604 （株）Ｉ－ＰＥＣ
京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436
－２ＳＨＩＣＡＴＡ　ＤＩＸ　ＢＬＤＧ

075-254-8250 滋賀県、京都府、大阪府

2701 （一財）大阪建築防災センター
大阪府大阪市中央区谷町３－１－17
高田屋大手前ビル

06-4794-8270 大阪府

〔全国を業務区域とする工事審査機関〕16機関

〔一部の地域を業務区域とする工事審査機関〕28機関

○令和元年９月３０日以前にお申込のお客さまの工事審査申請先は、この一覧の工事審査機関です。

○ 工事審査機関によっては、業務を行うことができる建築物等に制限がある場合があります。
詳しくは、工事審査機関までお問い合わせください。

○ 工事審査手数料は不要です。

災害復興住宅融資等 工事審査機関一覧
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2704 （株）西日本住宅評価センター
大阪府大阪市西区北堀江２－２－25
久我ビルヂング南館

06-6539-5410

岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
富山県、石川県、福井県、鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

2706 （株）確認検査機構アネックス
滋賀県大津市末広町７－１
大津パークビル

077-511-4170 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県

2708 （株）日本確認検査センター
大阪府大阪市中央区北浜３－１－21
松崎ビル

06-6231-1950
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県

2711 建築検査機構（株）
大阪府大阪市中央区北浜３－１－22
あいおいニッセイ同和損保淀屋橋ビル

06-6231-8226
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県

2713 （株）技研 大阪府大阪市北区天満４－12－９ 06-6356-3695
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県

2714 （株）オーネックス 大阪府寝屋川市本町16－１　かわちビル 072-811-6000
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県

2804 （株）兵庫確認検査機構 兵庫県姫路市南条426－２ 0792-89-3002 兵庫県、大阪府、京都府

2807 （株）ジェイネット
兵庫県尼崎市潮江１－２－６
尼崎フロントビル

06-6435-8271
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県

2808 （株）阪確サポート
兵庫県尼崎市七松町２－１－５
朝日ビル一番館

06-4869-5466 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県

2901 （一財）なら建築住宅センター
奈良県奈良市大森町57－３
奈良県農協会館５階

0742-27-8601

京都府（京都市、宇治市、城陽市、向日市
長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、
乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡
井手町、宇治田原町、相良軍笠置町、和束町、
精華町、南山城村）、大阪府、奈良県、和歌山県
（和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、伊都郡
かつらぎ町、九度山町、高野町）

2902 （株）確認検査機構プラン２１
奈良県橿原市八木町１－７－39
林田ビル

0744-20-2005
奈良県、大阪府、京都府、和歌山県、兵庫県、
滋賀県

3401 （株）広島建築住宅センター
広島県広島市中区八丁堀15－10
セントラルビル

082-228-2220 広島県

3402 ハウスプラス中国住宅保証（株）
広島県広島市中区国泰寺町１－３－32
国泰寺ビル

082-545-5607 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

4001 （一財）福岡県建築住宅センター
福岡県福岡市中央区天神１－１－１
アクロス福岡東オフィスビル

092-713-1527 福岡県

4002 九州住宅保証（株）
福岡県福岡市中央区薬院１－13－８
九電不動産ビル

092-771-7744
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県

4302 （株）熊本建築確認検査機関 熊本県熊本市中央区水前寺６－５－19 096-383-7227 熊本県

4304 （株）ＡＣＳ熊本
熊本県熊本市中央区水前寺６－37－３
松本ビル

096-213-7011 熊本県

4305 （一財）熊本建築審査センター 熊本県熊本市中央区水前寺６－32－１ 096-385-0881 熊本県


