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［全国を業務区域とする適合証明検査機関］９機関
検査機関
コード 名　　称 所 在 地 電話番号 業務区域

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

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

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

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

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

03-6457-5640 全国

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

1331 （株）ＥＲＩソリューション
東京都港区南青山３－１－31
ＮＢＦ南青山ビル

03-5775-5209 全国

1332 （株）住宅あんしん保証
東京都中央区京橋１－６－１
三井住友海上テプコビル

03-3562-8127 全国

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。）

［一部の地域を業務区域とする適合証明検査機関］54機関
検査機関
コード 名　　称 所 在 地 電話番号 業務区域

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

0104 （株）建築確認検査機構あさひかわ
北海道旭川市５条通11－1437
シュロス５条

0166-29-4416 北海道

0105 （株）住まい建築検査 北海道釧路市城山１－３－31 0154-42-4660
北海道（釧路市、釧路町、標茶町、白糠町、厚岸町、弟子屈町、浜中町、鶴居村、
根室市、中標津町、別海町、標津町、羅臼町、清里町、斜里町、小清水町、浦幌町）

0201 （株）建築住宅センター 青森県青森市本町４－５－５ 017-732-7732 青森県

0301 （一財）岩手県建築住宅センター
岩手県盛岡市盛岡駅西通１－７－１
いわて県民情報交流センター
（アイーナ）

019-623-4420 岩手県

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３－２－３
ルーセント21

022-772-7880
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県

0501 （一財）秋田県建築住宅センター
秋田県秋田市中通２－３－８
秋田アトリオンビル

018-836-7850 秋田県

0502 （公財）秋田市総合振興公社
秋田県秋田市山王１－２－34
市庁舎分館

018-863-4731 秋田県

0701 （一財）ふくしま建築住宅センター
福島県福島市五月町４－25
福島県建設センター

024-573-0118 福島県

0702 （株）建築検査機構
福島県郡山市台新１－32－23
ラ・コリーヌ

024-927-6886 福島県、宮城県（白石市）

0801 （一財）茨城県建築センター
茨城県水戸市笠原町978－30
建築会館

029-305-7300 茨城県

0802 （株）安心確認検査機構 茨城県水戸市中央１－８－17 029-224-8522 茨城県

0902 （株）総研 栃木県宇都宮市小幡２－４－５ 028-622-9912 栃木県、茨城県、群馬県

1002 （株）北関東建築検査機構 群馬県前橋市房丸町174 027-212-7575

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県（越谷市、草加市、熊谷市、春日部市、久喜市、
三郷市、八潮市、吉川市、本庄市、幸手市、深谷市、行田市、加須市、鴻巣市、
羽生市、秩父市、白岡市、杉戸町、松伏町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町）、千葉県（松戸市、柏市、
佐倉市、我孫子市、流山市、鎌ヶ谷市、野田市、成田市、白井市、印西市、香取市、
栄町、神崎町）

1101 （一財）さいたま住宅検査センター 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－12－３ 048-621-5111
埼玉県、東京都（島しょ部を除く）、千葉県、茨城県、
栃木県、群馬県及び神奈川県の全域

1202 （株）千葉県建築住宅センター
千葉県千葉市中央区中央４－８－５
建築会館

043-222-0321 千葉県

1203 日本確認センター（株） 千葉県船橋市山野町161－１ 047-410-1266
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、長野県

1300 （一財）住宅金融普及協会
東京都文京区関口１－24－２
関口町ビル

03-3260-7350 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

1333 ＡＩ確認検査センター（株）
東京都町田市原町田１－７－17
ガレリア町田ビル

042-785-4075
岩手県、宮城県、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

【グリーンリフォームローン】をご利用いただくためには、リフォームされる住宅が技術基準に適合していることを証明する「適合証明書」を取得することが必要になります。

適 合 証 明 検 査 機 関 一 覧



検査機関
コード 名　　称 所 在 地 電話番号 業務区域

1335 日本タリアセン（株）
東京都渋谷区代々木１－55－４
山門ビル

03-6383-4870
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、長野県

1501 （一財）にいがた住宅センター
新潟県新潟市中央区新光町15－２
公社総合ビル

025-283-0851 新潟県

1502 （株）新潟建築確認検査機構
新潟県新潟市中央区新光町10－３
技術士センタービルⅡ

025-283-2112 新潟県

1902 （株）ＹＫＳ確認検査機構 山梨県甲府市上石田３－４－10 055-287-8701
埼玉県、東京都（島嶼部を除く。）、神奈川県、
山梨県、長野県

2101 （株）ぎふ建築住宅センター
岐阜県岐阜市藪田東１－２－２
建設会館

058-275-9033
岐阜県、愛知県（愛西市、津島市、稲沢市、一宮市、岩倉市、江南市、犬山市、
小牧市、春日井市、丹羽郡）

2301 （一財）愛知県建築住宅センター
愛知県名古屋市中区栄４－３－26
昭和ビル

052-264-4055 愛知県、岐阜県、三重県、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

2306 （株）名古屋建築確認・検査システム
愛知県名古屋市中区丸の内２－２－19
シティーコーポ東照

052-229-1080 愛知県

2307 （株）ＣＩ東海
愛知県名古屋市中区金山１－12－14
金山総合ビル

052-321-2001
愛知県、三重県、岐阜県（都市計画区域内）、
静岡県（都市計画区域内）

2501 （一財）滋賀県建築住宅センター 滋賀県草津市南草津３－12－６ 077-569-6501 滋賀県

2502 アール・イー・ジャパン（株） 大阪府高槻市城北町２－５－12 072-673-0500
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436－２
ＳＨＩＣＡＴＡ　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

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

2705
特定非営利活動（ＮＰＯ）法人
都市づくり建築技術研究所

京都府舞鶴市字喜多1105－１
舞鶴21ビル

0773-75-8770 京都府

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

2722 （一財）大阪住宅センター
大阪府大阪市中央区南船場４－４－３
心斎橋東急ビル

06-6253-0238
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

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

3001 （一財）和歌山県建築住宅防災センター
和歌山県和歌山市ト半町38
建築士会館

073-402-3380 和歌山県

3101 （一財）鳥取県建築住宅検査センター 鳥取県鳥取市田園町３－375 0857-21-6702 鳥取県

3201 （一財）島根県建築住宅センター
島根県松江市東本町２－60
すままちプラザ

0852-26-4577 島根県

3301 岡山県建築住宅センター（株） 岡山県岡山市北区北長瀬表町３-17-24 086-243-3266 岡山県

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

3501 （一財）山口県建築住宅センター
山口県山口市大手町３－６
大手町第１ビル

083-921-8722 山口県

3701 （株）香川県建築住宅センター
香川県高松市松島町１－13－14
九十九ビル

087-832-5270 香川県

3801 （株）愛媛建築住宅センター
愛媛県松山市三番町４－４－７
松山建設会館

089-931-3336 愛媛県

4101 （公財）佐賀県建設技術支援機構 佐賀県佐賀市鍋島町大字森田９１２ 0952-97-5610 佐賀県

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

4401 （一財）大分県建築住宅センター 大分県大分市生石２－１－30 097-537-0300 大分県

4501 （一財）宮崎県建築住宅センター 宮崎県宮崎市恒久１－７－14 0985-50-5586 宮崎県

4601 （公財）鹿児島県住宅・建築総合センター
鹿児島県鹿児島市新屋敷町16－228
鹿児島県住宅供給公社ビル

099-224-4539 鹿児島県


