
○【関東】登録建築物エネルギー消費性能判定機関　登録簿

登録
番号

当初登録年月日 更新登録年月日 氏名又は名称 代表者の氏名 住所
適合性判定の業務を行う

事業所の所在地
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ＵＲＬ
（法定外登録事項）

電話番号
（法定外登録事項）

1 平成29年4月1日 令和4年4月1日 株式会社都市建築確認センター
代表取締役
本田實

東京都文京区湯島
一丁目９番１５号

東京都文京区湯島一丁目９番１５号
福永哲也、阿部多嘉子、佐久間淳、内藤雄
介、小林育広、高井徹、村中博美

本田實、山手拓、福永哲也、小澤廣 福永哲也
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉
県、千葉県、東京都、神奈川県、
山梨県及び長野県の全域

http://www.t-kkc.jp/ 03-5844-0066

2 平成29年4月1日 令和4年4月1日 ユーディーアイ確認検査株式会社
代表取締役
鈴木徹

千葉県柏市東上町８
番２５号

柏本部：千葉県柏市東上町８番２５号
千葉検査センター：千葉県千葉市中央区千葉港２番１号
船橋検査センター：千葉県船橋市葛飾町二丁目３４０番地
大宮本部：埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目４１２番地３
越谷検査センター：埼玉県越谷市南越谷四丁目１１番地１
新宿本部：東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号
国分寺検査センター：東京都国分寺市南町三丁目２２番２７号
横浜本部：神奈川県横浜市中区山下町２２番地

関根進緑、後藤達史、安藤尚之、田中秀行、
寺内盛幸、宇野雅視、北﨑敦志、寺田高憲、
渡邊卓也、柿沼繁範、岡田弘、藤崎一郎、関
根健太郎、中村洋一、久保田雅生、植野智
旦、薄木優治、櫻井太一、久保木善史、渡邉
満、小早瀨愼一、関根知昭、荒木陽子、松本
亨、宮﨑留美子、石井真人、山岸祐一、権頭
正樹、阿部隆太、松本勇起、丸山貴大、菊地
歩、久保智彦、佐藤正志、平澤慶祐、毛利祥
久、八巻勝浩

鈴木徹、田辺惠善、柴田守、坂場庸克 松本亨
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)及び神奈川県の全域

http://www.udi-co.jp/ 04-7110-7900

3 平成29年4月1日 令和4年4月1日
株式会社ビルディングナビゲーション
確認評価機構

代表取締役
鹿倉一正

東京都豊島区南大
塚三丁目３７番５号

東京都豊島区南大塚三丁目３７番５号 鹿倉一正、檜山正志、石井忠夫、木本潤 鹿倉一正、檜山正志、和田知明、檜山圭子 鹿倉一正

東京都（島しょ部を除く）、神奈川
県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃
木県、群馬県、長野県及び山梨
県の全域

http://www.bnv.jp/ 03-5960-3410

4 平成29年4月1日 令和4年4月1日 一般財団法人茨城県建築センター
理事長
小沼紀男

茨城県水戸市笠原
町９７８番３０

本部事務所：茨城県水戸市笠原町９７８番３０
県南事務所：茨機県つくば市島名２９２０番地（万博公園西F28街区６）
県西事務所：茨城県古河市仁連１９２１番地４

川上貴弘、大畠勝、一本杉繁、山口和彦、豊
田雄一、真田友恵、廣木由美子、横川清、阿
部優、阿部義博、村本恒平、蔀康弘、海老原
英紀、関孝憲、北島節子

小沼紀男、柴恭、上野道昭、舟幡健、山田
政樹、足立信幸、水口二良、江原秀明

小沼紀男 茨城県全域
http://www.ibakenju.or.jp
/

029-305-7300

5 平成29年4月1日 令和4年4月1日
一般財団法人長野県建築住宅セン
ター

理事長
矢澤博

長野県長野市大字
鶴賀緑町１６０５番
地１４

長野県長野市大字鶴賀緑町１６０５番地１４
長野県松本市大字島立988番地1
長野県上田市天神４丁目１７番３号

五明弘一、瀬在隆彦、宮澤馨、中原章、牧宏
友、荒城功次、小林伸吾、小林直子、中村宣
博、小林弘幸、林明範、堀内知子

矢澤博、浅井淳、竹前俊雄、山田邦仁、荒
城功次、小林弘幸、荒川文雄、松野賢衛

荒城功次 長野県全域
http://www.n-
jutaku.or.jp/

026-219-2310

6 平成29年4月1日 令和4年4月1日
一般財団法人さいたま住宅検査セン
ター

理事長
福島克季

埼玉県さいたま市浦
和区岸町七丁目１２
番３号

さいたま中央事務所：埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目１２番３号
武蔵浦和事務所：埼玉県さいたま市南区沼影二丁目４番７号
大宮事務所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１２１番地１
川越事務所：埼玉県川越市並木４８８番地１
所沢事務所：埼玉県所沢市東新井町３０７番地の７
越谷事務所：埼玉県越谷市南越谷四丁目１６番地２
春日部事務所：埼玉県春日部市中央六丁目１番地７
熊谷事務所：埼玉県熊谷市籠原南三丁目３６５番地
東京事務所：東京都武蔵野市境南町二丁目11番22号
SJKつくば確認検査事務所：茨城県つくば市東新井１９番地７

佐藤一信、田口大輔、斎藤顕、日塔智子、髙
橋昌也、佐藤一馬、三浦清典、大野和之、工
藤俊夫、齋藤まゆみ、泉慎哉、斉藤誠、福原
信、齊藤太朗、田口哲也、脇坂学、森本完治、
石山将一、藤田直人、塩野幸司、齊藤秀明、
有賀恵梨、細井正広、有本英恵、小嶋理香、
木村克巳、石塚慶、舘野晃二、生田和也、大
平優介、荒川和枝、星川裕、加藤祥一、石井
聖子、長谷章臣、星山俊枝、村上鈴佳、小山
厚、端谷直也

福島克季、青柳利之、中野万紀子、中村操
六、中村一之、大沼安之、髙原央明、松﨑
武志、杉田雪絵、中野晃

青柳利之
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

http://www.sjkc.or.jp/ 048-621-5120

7 平成29年4月1日 令和4年4月1日 株式会社湘南建築センター
代表取締役
玉村公夫

神奈川県平塚市宮
の前１３番３号

神奈川県平塚市宮の前１３番３号 松本大輔、玉村公夫、南野英行、鈴木信也
玉村公夫、井上芳英、南野英行、佐藤博
明、細野光生

松本大輔
東京都（島しょ部を除く）及び神
奈川県

http://www.sbc-co.jp/ 0463-22-0667

8 平成29年4月1日 令和4年4月1日 株式会社ＥＭＩ確認検査機構
代表取締役
松井孝雄

茨城県つくば市花畑
三丁目２７番地６

茨城県つくば市花畑三丁目２７番地６
松井孝雄、櫻井弘和、中野正、山﨑慎、武田
智章

松井孝雄、櫻井弘和、中野正、櫻井妙子 櫻井弘和

茨城県及び栃木県の全域、千葉
県の内（野田市、我孫子市、流
山市、柏市、松戸市、香取市、成
田市、鎌ヶ谷市、印西市、白井
市、栄町及び神崎町に限る）、群
馬県の内（館林市、板倉町及び
明和町に限る）、埼玉県の内（加
須市、春日部市、羽生市、草加
市、越谷市、久喜市、八潮市、三
郷市、幸手市、吉川市、宮代町、
白岡市、杉戸町及び松伏町に限
る）

http://emi-kikou.com/ 029-877-3080

9 平成29年4月1日 令和4年4月1日 株式会社ＹＫＳ確認検査機構
代表取締役
桺澤健夫

山梨県甲府市城東
四丁目２番３号

山梨県甲府市上石田三丁目４番１０号 金山輝男、根岸勤、藤嶋忠男 桺澤健夫、古屋明 桺澤健夫
埼玉県、千葉県、東京都（島しょ
部を除く）、神奈川県、山梨県及
び長野県の全域

https://www.yks-k.co.jp/ 055-287-8701

10 平成29年4月1日 令和4年4月1日 株式会社神奈川建築確認検査機関
代表取締役
小野澤浩岳

神奈川県相模原市
南区相模大野七丁
目８番１０号

相模原本店：神奈川県相模原市南区相模大野七丁目８番１０号
横浜支店：神奈川県横浜市中区羽衣町一丁目３番地１
東京西支店：東京都八王子市中町５番１号

広瀬江理、佐々木隆、富澤雅行、久永健太
郎、濱谷浩史、長野彰宏、鶴春彦、谷美佐子、
疋田香織

小野澤浩岳、小出雄之、外崎達人、髙橋宗
次、天木豊

佐々木隆

東京都（島しょ部を除く）、神奈川
県、千葉県及び埼玉県の全域並
びに茨城県の内（つくば市、土浦
市、取手市、石岡市、かすみがう
ら市、つくばみらい市、守谷市、
牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、阿
見市、利根町、河内町及び美浦
村に限る）

http://www.k-b-i.co.jp/ 042-701-3935

12 平成29年5月1日 令和4年5月1日 株式会社安心確認検査機構
代表取締役
滑川浩一

茨城県水戸市中央
一丁目８番１７号

本部事務所：茨城県水戸市中央一丁目８番１７号
つくば事務所：茨城県つくば市松代一丁目１８番地１

中川尚也、永堀克則、櫻井勝宏、薄井恭平、
安部里織、田村涼子、久貝和里江、武石康、
山崎睦、澤畠恵一、白土里子

伊勢山司郎、滑川浩一、牧野吉臣、中川尚
也、大森章、斎藤義則、安智範

中川尚也 茨城県全域 http://ansin-k.jp/ 029-224-8522

令和5年3月1日現在
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13 平成29年5月1日 令和4年5月1日 ＮＩＣ確認検査機関株式会社
代表取締役
細川慶隆

東京都千代田区神
田三崎町二丁目２０
番７号

東京都千代田区神田三崎町二丁目２０番７号 髙徳清一朗、山名聡一郎 細川慶隆、雉本林市、椙山嘉洋、岡部幸司 髙徳清一朗

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、山梨県及び長
野県の全域

http://www.nic-
tokyo.com/

03-6261-4388

14 平成29年5月1日 令和4年5月1日 日本タリアセン株式会社
代表取締役
髙橋伸一

東京都大田区池上
五丁目３番２１号

東京都渋谷区代々木1丁目55番4号　山門ビル3階 渡邉淳、中津岳夫、小野田靖昭
髙橋伸一、小野田靖昭、髙橋昭子、藤田剛
紀

渡邉淳

東京都(島しょ部を除く)、神奈川
県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃
木県、茨城県、山梨県及び長野
県の全域

http://www.jpn-
taliesin.com/

03-6383-4870

15 平成29年6月1日 令和4年6月1日
一般財団法人神奈川県建築安全協
会

理事長
庄司博之

神奈川県横浜市中
区元浜町三丁目２１
番２号

神奈川県横浜市中区元浜町三丁目２１番２号
菅野雄一、髙梨潤一、高舘真也、庄司博之、
塚原由梨、小川嘉一

庄司博之、小川嘉一、宇留間雅彦、畠宏
好、大谷勝、押本靖貴、金子浩之

小川嘉一 神奈川県全域 https://kkak.jp/ 045-212-3123

16 平成29年6月1日 令和4年6月1日
一般社団法人日本住宅性能評価機
構

代表理事
山本和明

東京都渋谷区代々
木一丁目３８番２号

東京センター：東京都渋谷区代々木一丁目３８番２号
山梨センター：山梨県甲府市宝一丁目２１番２０号

松本樹里、片山佳英、秋山洋一、倉持健夫
山本和明、井上和仁、山田貴久子、篠原
均、樋川真二、佐々木かずみ

山本和明
東京都(島しょ部を除く)、神奈川
県、埼玉県、千葉県、山梨県の
全域

http://www.hyouka-
jes.com/

055-221-1782

17 平成29年7月10日 令和4年7月10日
公益社団法人山梨県建設技術セン
ター

理事長
丹澤彦一

山梨県甲府市酒折
一丁目２０７５番２号

山梨県甲府市酒折一丁目２０７５番２号
橋戸賢、細田正行、小川裕之、村松賢治、遠
藤しのぶ

丹澤彦一、雨宮健一、山下政樹、望月幹
也、渡井攻、平賀太裕、村上幸利、清水宏、
舟窪弘、向山秀男、古屋登士匡

渡井攻 山梨県全域 http://www.yctc.or.jp/ 055-232-0527

18 平成29年8月1日 令和4年8月1日
公益財団法人東京都防災・建築まち
づくりセンター

理事長
青柳一彦

東京都新宿区西新
宿七丁目７番３０号

東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号
青木克夫、松橋茂樹、五十嵐豊、加藤未央
子、内田孝

青柳一彦、澤岡詩野、鴛海浩康、宇於﨑勝
也、末菅辰雄、永島恵子、石塚理、小泉徹、
中村彰伸、畝目晴彦、山本禎良、有金浩一

大朏秀次 東京都全域
https://www.tokyo-
machidukuri.or.jp/

03-5989-1938

19 平成29年9月1日 令和4年9月1日 シー・アイ建築認証機構株式会社
代表取締役
新井俊昭

東京都千代田区飯
田橋一丁目４番８号

東京都千代田区飯田橋一丁目４番８号 石川雅之、藤原正城
新井俊昭、新井博子、小関敏男、久森美香
子、岡上治彦

山路英治

東京都(島しょ部を除く)、神奈川
県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃
木県、群馬県、山梨県、長野県
の全域

https://www.cik-
ninsho.co.jp/

03-6272-4180

20 令和2年7月1日 株式会社千葉県建築住宅センター
代表取締役
間藤静夫

千葉県千葉市中央
区中央四丁目８番５

千葉県千葉市中央区中央四丁目８番５
中村勝信、石川論、大森信、奥山俊昭、村中
晃史、原信幸、太田孝平、本庄弘和

間藤静夫、鵜澤敏雄、山口剛、丹羽収、竹
江文章、久富清敏、篠塚由紀夫

中村勝信 千葉県全域
http://www.cbh-
center.co.jp/

 043-222-0109

http://www.nic-tokyo.com/
http://www.nic-tokyo.com/
http://www.jpn-taliesin.com/
http://www.jpn-taliesin.com/
https://kkak.jp/
http://www.hyouka-jes.com/
http://www.hyouka-jes.com/
http://www.yctc.or.jp/
https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/
https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/
https://www.cik-ninsho.co.jp/
https://www.cik-ninsho.co.jp/
http://www.cbh-center.co.jp/
http://www.cbh-center.co.jp/

