
登録住宅性能評価機関登録簿（近畿地方整備局長）
令和５年５月１日現在

各月初日にデータを更新して掲載しています。（前回更新時から今回更新時までの変更箇所について、赤字及び取消線で表示しています。）

登録番号 氏名又は名称 登録の区分 住所 評価の業務を行う事務所の所在地 評価の業務を行う区域 代表者の氏名 役員の氏名
専任の管理者の

氏名
法第１３条の評価員の氏名 登録年月日

近畿地方
整備局長

１
一般財団法人福井県建築住宅センター

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号及び第２号に定
める区分のうち、一戸建て住宅のみ

福井県福井市御幸３丁目１０番１５号 福井県福井市御幸３丁目１０番１５号 福井県の全域 松本　正輝
松本　正輝、堀内　正人、金井　亨、夏井　甚一郎、
藤堂　永一 夏井　甚一郎 田中　誠治、林　公一朗、夏井　甚一郎、松本　正輝 平成２２年１０月３日 令和2年7月1日より業務休止

近畿地方
整備局長

２
一般財団法人滋賀県建築住宅センター

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

滋賀県草津市南草津三丁目１２番地６

滋賀県草津市南草津三丁目１２番地６
滋賀県彦根市大東町１４番１７号
滋賀県大津市におの浜１丁目１番１８号
滋賀県近江八幡市桜宮町２９４番

滋賀県、京都府の全域 林口　富雄
林口　富雄、岡村　寿昭、原田　一則、纓坂　和哉、
小嶋　裕司、前川　幸雄、小川　宗彦

原田　一則

河原田　豊博、西川　愼司、川合　勝、橋本　あき子、
石本　博茂、林　正也、上別府　裕、小谷　久幸、尾崎　孝祐、
上別府　優子、田中　倫子、石梶　芳典、阿部　由佳、
横居　明信、藤田　浩、大野　喜晶、難波　剛、
佐藤　恒臣、千菊　真司、築山　正樹、岡村　寿昭、
林口　富雄、長谷川　麻佳、山口　宏美、堤　健太、
纓坂　和哉、川﨑　大二朗、田村　優菜、原田　一則、田村　衛、
増田　浩司、髙木　開世

平成２１年７月８日

近畿地方
整備局長

３
株式会社京都確認検査機構

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号及び第２号に定
める区分

京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町８
２番地

京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町８２番地
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の全域

西田　高明 中谷　広典、西田　高明、田中　彰寿、中村　忍、余谷　和則 佐藤　秀和
佐藤　秀和、西田　高明、山口　宏、佐藤　麻季、村田　綾子、
中村　忍、余谷　和則、山木　辰哉、斉藤　杏奈、石井　敬祐、
今須　千穂、八木　真里、谷 喜代子

平成１９年１２月１７日

近畿地方
整備局長

４
一般財団法人大阪住宅センター

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号に定
める区分

大阪府大阪市中央区南船場４丁目４番３号
大阪府大阪市中央区南船場４丁目４番３号
大阪府大阪市中央区谷町３丁目１番１７号

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の全域

横小路　敏弘
三輪　国央、比嘉　邦子、畑　義知、澤田　雅志、山東　要
横小路　敏弘、寺本　武司、生駒　弘子、貴志　泰久

板谷　雄次

北川　竹司、太田　正三、岡野　和博、嶋田　聖二、山盛　保男、
 山本　辰男、田渕　脩參、伊藤　孝、 高橋　よしえ
下牧　富生、萩原　正嗣、板谷　雄次、濱田　大洋、 磯谷　宏次、
森川　直樹、生駒　芳明、福田　陽介、 下窪　義文、義村　賢治、
大野　一成、堀田　絵美子、吉田　裕志、髙松　弘道、長野　敏郎

平成２２年１０月３日

近畿地方
整備局長

５
［令和３年４月１日より欠番］ ― ― ― ― ― ― ― ― ―

近畿地方
整備局長

６
［平成２３年３月３１日より欠番］ ― ― ― ― ― ― ― ― ―

近畿地方
整備局長

７
一般財団法人なら建築住宅センター

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

奈良県奈良市大森町５７番地３ 奈良県奈良市大森町５７番地３

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、綴喜郡井手町及び宇
治田原町、相楽郡笠置町、和束町、
精華町及び南山城村、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、九度山町及び高野町の全域

伊伏　堅太郎
西浦　重明、細川　勝久、伊伏　堅太郎、松永　智恵子、東　秀好、
紀本　澄男、阪本　喜久雄、濱本　誠二

西川　浩

太田　耕二、西川　浩、南坂本　秀夫、
鍜治谷　重喜、德本　佳英、西上　仁信、西浦　茂、
米村　一成、川口　泰男、福田　桂子、中澤　常浩、
泊　義嗣、石倉　睦弘、髙安　秀和、木越　常雄、梶岡　優光

平成２２年１０月３日

近畿地方
整備局長

８

一般財団法人和歌山県建築住宅防災セ
ンター

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号及び第２号に定
める区分

和歌山県和歌山市ト半町３８番地 和歌山県和歌山市ト半町３８番地 和歌山県の全域 松本　兼一

松本　兼一、尾添　信行、池内　茂雄、星加　正積、小澤　悠、
前山　勝彦、森　隆紀、中井　賢次、南川　節也、
寒川　洋二、花畑　守彦、山縣　良男、宮下　茂樹、上硲　清吾、
松尾　宏至、中西　達也

出口　兼
森田　安浩、山家　俊夫、坂本　英男、清水　重延、宮下　茂樹、
上硲　清吾、出口　兼、神野　誠、井上　武志、川口　佳世
板橋　弘幸、前中　伸之、伊藤　敏起、柏木　智子

平成２２年１０月３日

近畿地方
整備局長

９
株式会社技研

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

大阪府大阪市北区天満４丁目１２番９号 大阪府大阪市北区天満４丁目１２番９号
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の全域

石田　恵一 石田　恵一、浅野　彰 塩崎　祐士
浅野　彰、氏田　裕子、櫻木　康司、塩崎　祐士、
塩屋　貴子、高田　朗、中島　幸弘、福田　基久

平成２３年２月１日

近畿地方
整備局長
１０

［平成１９年６月１日より欠番］ ― ― ― ― ― ― ― ― ―

近畿地方
整備局長

11
［平成２７年４月１日より欠番］ ― ― ― ― ― ― ― ― ―

近畿地方
整備局長

12
株式会社確認検査機構アネックス

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号及び第２号に定
める区分

滋賀県大津市末広町７番１号 滋賀県大津市末広町７番１号

設計住宅性能評価
　福井県、滋賀県、京都府、大阪
　府、兵庫県、奈良県及び和歌山
　県の全域
建設住宅性能評価
　滋賀県、京都府、大阪府及び奈
　良県の全域

田中　茂樹 加藤　康博、田中　茂樹、糸井　史樹、金戸　博英、 浪花　隆司 糸井　史樹
糸井　史樹、巨椋　正樹、田坂　恭子、大北　平、谷口　英嗣、
徳田　圭三、藤井　貴子、若林　円、若森　俊作

平成１９年１２月１７日

近畿地方
整備局長

13
株式会社日本確認検査センター

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

大阪府大阪市中央区北浜３丁目１番２１号
大阪府大阪市中央区北浜３丁目１番２１号 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県及び和歌山県の全域
礒野　幸夫

礒野　幸夫、松村　耕四郎、北野　嘉一、堀口　忠、角田　光行、
瀧内　宏明、礒野　豪則、鴨野　博道

本田　裕

松村　耕四郎、本田　裕、久好　素子、岩木　清和、重谷　昌嗣、
亀井　直樹、武田　浩司、 田中　夏雄、堀口　忠、亀井　康三、
尾㟢　美季、村岡　政伸、寺西　弘育、町　健智、嶋﨑　清秀、
高田　正治、田中　賢一、角田　光行、長野　三男、藤木　祥平、
奥野　愛

平成１９年１２月１７日

近畿地方
整備局長

14
株式会社兵庫確認検査機構

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

兵庫県姫路市南条４２６番地２

兵庫県姫路市南条４２６番地２
兵庫県加古川市加古川町北在家２００６番地
兵庫県豊岡市正法寺６５５番地１
兵庫県神戸市中央区京町72番地

京都府、大阪府及び兵庫県の全域 戸澤　孝元 田中　裕文、戸澤　孝元、稲川　徹、加藤　孝之、村田　致恵子 山本　薫

前田　伸也、橋本　忠昭、坂西　重光、生木　雅一、下森　基雄、
稲川　徹、時本　忠、近藤　勝信、加藤　孝之、山本　薫、
石田　志野、稲岡　宏、景山　誠、上畑　幸市、則定　清純、
辻　貢、田中　良謙、河原　利典、頃安　稔、井上　知則、
永　万泰、長井　竜子、茨木　浩司、阿部　能直、貝畑　雅雄、
南坂　典子、松本　健一、坪田　彬、土倉　正清、
藤井　一重、森田　秀俊、日下　朝治、冨田　利美、堀中　伸介、
田中　義明、井上　弘也、田中　ゆみ、小田　満朗

平成１９年１２月１７日

近畿地方
整備局長

15
株式会社ジェイネット

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

兵庫県尼崎市潮江１丁目２番６号
兵庫県尼崎市潮江１丁目２番６号
大阪府堺市堺区新町５番１０号　堺東メディカルビル３階
兵庫県神戸市中央区江戸町９５番地　井門神戸ビル

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の全域

藤田　晴樹 藤田　晴樹、丸岡　孝久、若林　誠、池田　良兼 若林　誠

若林　誠、上山　忠一、泉谷　武弘、森　徹、山下　享子、
丸岡　孝久、清水　良宜、辻　壽生、中　昭良、本村　正明、
道満　幸雄、藤岡　秀史、勝部　俊夫、吉廻　栄伸、福島　諒、
今村　政信、菅原　康夫、守本　明洋、中井　美恵

平成２０年６月４日

近畿地方
整備局長

16
株式会社近確機構

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号及び第２号に定
める区分

大阪府大阪市中央区農人橋２丁目１番１０号 大阪府大阪市中央区農人橋２丁目１番１０号
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の全域

薄木　三男 入澤　道雄、渡邊　純一、堀口　矩道、岨　良政、薄木　三男、北岡　昇 明石　麻衣子

瀧川　公一、入澤　道雄、髙井　春奈、笈川　洋昭、山下　耕三、
山本　貴史、中村　孝一、磯田　恵一、明石　麻衣子、
佐々木　治、小寺　吉次、大嶋　斉、鈴木　健太、
鍛冶　隆、井手　勇、檀上　元伸、水田　志郎、
久保　勝彦、高田　覚、馬場　康一郎、山﨑　幸治、木崎　ひとみ、
堀江　耕平、生見　満明、大橋　悠治、松村　大輔、
林　和志、土井　誠也

平成２１年５月６日

近畿地方
整備局長

17
建築検査機構株式会社

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

大阪府大阪市中央区北浜３丁目１番２２号 大阪府大阪市中央区北浜３丁目１番２２号
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の全域

山本　宏規 山名　頼夫、弥勒　良晴、山本　宏規、山本　麻里絵、山本　好美
楠見　巨廣
 長谷川　清

長谷川　清、山名　頼夫、加曽我　亮治、朝倉　健雄、弥勒　良晴、
花田　修、小川　仁、林　道長、亀井　浩、藤原　史達、楠見　臣廣、
戸田　佳子、瀬古　早耶香、山下　文子

平成２１年７月８日

近畿地方
整備局長

18
［平成２０年５月１４日より欠番］ ― ― ― ― ― ― ― ― ―

近畿地方
整備局長

19
株式会社Ｉ－ＰＥＣ

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町
４３６番地の２

京都府京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町４３６番地の２ 滋賀県、京都府及び大阪府の全域 桑原　勝俊 桑原　勝俊、内垣　直樹、須佐見　敦子、谷川　承信 内垣　直樹
桑原　勝俊、内垣　直樹、平山　洋、新家　明、島田　理美、
三田村　佳幸、藤原　正嗣、相楽　徳喜、井内　絵美子、嘉村　麻衣子、小林
誠

平成22年４月14日

近畿地方
整備局長

20
［平成２４年２月１日より欠番］ ― ― ― ― ― ― ― ― ―

近畿地方
整備局長

21
アール・イー・ジャパン株式会社

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

大阪府守口市本町２丁目５番１８号
大阪府守口市本町２丁目５番１８号
京都府京都市下京区東塩小路高倉町２番地１

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の全域

藤井　邦男
藤井　邦男、小野　歩、橋本　成弘、福井　和義、中嶋　渉、
山本　勝也

福井　和義

福井　和義、宮井　保任、正司　隆史、川鍋　英弘、
安藤　力、中嶋　渉、山本　裕子、高橋　信博、
諏訪　亮次、奥田　俊博、大西　祐一郎、原　亜由美、宝田　智一、
辻本　英人、野口　正行、木村　元

平成22年11月16日

近畿地方
整備局長

22
株式会社オーネックス

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

大阪府茨木市駅前４丁目１番２３号 大阪府寝屋川市本町１６番１号
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の全域

長谷川　弘次 長谷川　弘次、田村　正、、梅田　紘平、浪速　隆司 梅田　紘平

田村　正、長谷川　弘次、梅田　紘平、北路　哲郎、西川　米三、
玉生　雅之、田村　正人、橋本　一彦、大西　道彦、石川　昇、
津村　和寿、三宅　一尚、五味　彰、山本　光志、野口　勝彦、
奥出　伶奈、田辺　愛

平成23年２月９日

近畿地方
整備局長

23
株式会社確認検査機構プラン２１

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

奈良県橿原市八木町１丁目７番３９号
奈良県橿原市八木町１丁目７番３９号
奈良県奈良市大宮町５丁目３番１４号

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の全域

平井　勝也 岸上　高宏、熊谷　信樹、平井　勝也、會所　吉信、西田　悦久 熊谷　信樹
熊谷　信樹、平井　勝也、會所　吉信、宮木　英三、
松中　務、上島　洋平、石井　あゆみ、呉田　孝一、中野　敏子、浦野　善照

平成21年８月27日

近畿地方
整備局長

24
株式会社総合確認検査機構

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号及び第２号に定
める区分

大阪府大阪市中央区難波２丁目３番１１号
大阪府大阪市中央区難波２丁目３番１１号
和歌山県和歌山市広瀬通丁２丁目２０番

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の全域

勝浦　敦男 勝浦　敦男、近野　正男、小南　ゆか、勝浦　正、勝浦　律枝 近野　正男
近野　正男、加藤　哲也、有馬　稔、橋本　信男、
岡本　康延、勝浦　敦男、益田　秀紀、志田　裕彦、若井　希水子

平成22年２月22日

近畿地方
整備局長

25
［平成２４年３月１５日より欠番］ ― ― ― ― ― ― ― 　 ―

近畿地方
整備局長

26
ハウスアンサー株式会社

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号から第３号まで
に定める区分

大阪府大阪市北区芝田１丁目４番１７号 大阪府大阪市北区芝田１丁目４番１７号
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県及び和歌山県の全域

今城　健児 今城　健児、西川　義明、田中　匡斎、長谷川　透、五十嵐　彰 五十嵐　彰
清瀬　功、今城　健児、山中　徳雄、西川　義明、林　佳男、
平塚　義久、宮田　裕次、田中　匡斎、五十嵐　彰

平成19年12月17日

近畿地方
整備局長

27
株式会社阪確サポート

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号及び第２号に定
める区分

兵庫県尼崎市七松町２丁目１番５号 兵庫県尼崎市七松町２丁目１番５号
滋賀県、京都府、大阪府及び兵庫県
の全域

堀口　 司 堀口　 司、祝　邦臣、林　紳一郎、新山　好一、東耕　功 祝　邦臣
祝　邦臣、石川　良一、林　紳一郎、長谷川　佳代、福永　淳、
伊達　隼人、河内　重明

平成２４年９月３日

近畿地方
整備局長

28

特定非営利活動法人都市づくり建築技
術研究所

法第７条第２項第１号から第３号までに掲げる住宅
の種別に係る施行規則第９条第１号及び第２号に定
める区分

京都府舞鶴市宇喜多1105番1
京都府舞鶴市宇喜多1105番1
京都府城陽市寺田東ノ口8番地の13

京都府の全域 小埜　利武
小埜　利武、山上　睦男、松宮　吾郎、鬼塚　勝美、西川　光、
荒木　敏、井上　泰

鬼塚　勝美
松宮　吾郎、鬼塚　勝美、田口　裕二、藤井　美栄、片岡　ひとみ、
大槻　尚胤、武部　寛行、小野　淳一、前波　徹也、日隈　宏法、
森野　雄二、四方　智晴

令和２年12月１日

（注） 法：住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）
施行規則：住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成１２年３月３１日建設省令第２０号）


