
○【近畿地方整備局長登録】登録建築物エネルギー消費性能判定機関　登録簿令和5年3月31日 現在

登録
番号
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ＵＲＬ

（法定外登録事項）
電話番号

（法定外登録事項）

1 令和4年4月1日 株式会社日本確認検査センター
代表取締役
礒野　幸夫

大阪府大阪市中央
区北浜三丁目１番２
１号

大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番２１号
本田裕、武田浩司、久好素子、岩木清和、尾
嵜美季、堀口忠、山本知子

礒野幸夫、松村耕四郎、堀口忠、瀧内宏
明、角田光行、礒野豪則、鴨野博道、北野
嘉一

本田裕
大阪府、兵庫県、京都府、奈良
県、滋賀県及び和歌山県の全域

http://www.nikkaku.jp/ 06-6231-1950

2 令和4年4月1日 株式会社確認検査機構アネックス
代表取締役
田中　茂樹

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
糸井史樹、巨椋正樹、谷口英嗣、徳田圭三、
田坂恭子、藤井貴子

田中茂樹、糸井史樹、金戸博英、加藤康
博、浪花隆司

糸井史樹
滋賀県、京都府、大阪府及び奈
良県の全域

http://www.soci.co.jp/ 077-511-4170

3 令和4年4月1日 株式会社兵庫確認検査機構
代表取締役
戸澤　孝元

兵庫県姫路市南条
４２６番地２

姫路本店：兵庫県姫路市南条４２６番地２
加古川支店：兵庫県加古川市加古川町北在家２００６番地
豊岡支店：兵庫県豊岡市正法寺６５５番地１
神戸支店：兵庫県神戸市中央区京町７２番地（新クレセントビル１０Ｆ）

稲川徹、加藤孝之、時本忠、近藤勝信、上畑
幸市、稲岡宏、橋本忠昭、長井竜子、河原利
典、永万泰、頃安稔、石田志野、茨木浩司、
田中良謙、松本健一、田中ゆみ

戸澤孝元、稲川徹、加藤孝之、村田致恵
子、田中裕文

時本忠 兵庫県全域 http://www.kakunin.co.jp/ 079-289-3002

4 令和4年4月1日
一般財団法人大阪建築防災セン
ター

理事長
吉田敏昭

大阪府大阪市中央
区谷町三丁目１番１
７号

大阪府大阪市中央区谷町三丁目１番１７号 太田正三、松井和義、萩原正嗣、生駒芳明
川端博之、佐藤榮一、沢田英則、児玉哲
也、林壽二、森本勉、西邦弘、阿部正和、秦
一博

生駒芳明
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県及び和歌山県の全域

http://www.okbc.or.jp/ 06-4794-8270

5 令和4年4月1日 株式会社Ｉ-PEC
代表取締役
桑原　勝俊

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
島田理美、嘉村麻衣子、内垣直樹、新家明、
木村元、三田村佳幸、藤原正嗣、樫山智佳、
井内絵美子、加藤寿弥、

桑原勝俊、内垣直樹、須佐見敦子、谷川承
信

島田理美
京都府、滋賀県及び大阪府の全
域

http://www.kakunin-ipec.co.jp/ 075-254-8250

6 令和4年4月1日 株式会社近確機構
代表取締役
薄木　三男

大阪府大阪市中央
区農人橋二丁目１
番１０号

大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番10号
明石麻衣子、笈川洋昭、小寺吉次、壇上元
伸、木﨑ひとみ、林和志、村松大輔

薄木三男、堀口矩道、北岡昇、入澤道雄、
岨良政、渡邊純一

明石麻衣子
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県及び和歌山県の全域

http://www.kinkaku.net/ 06-6942-7720

7 令和4年4月1日 株式会社総合確認検査機構
代表取締役
勝浦　敦男

大阪府大阪市中央
区難波二丁目３番１
１号

大阪本部：大阪府大阪市中央区難波二丁目３番１１号
和歌山支部：和歌山県和歌山市広瀬通丁２丁目２０番

勝浦敦男、有馬稔
勝浦敦男、勝浦正、近野正男、小南ゆか、
勝浦律枝

近野正男
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県及び和歌山県の全域

http://www.sougou-oaci.org/ 06-6484-2251

8 令和4年4月1日
一般財団法人滋賀県建築住宅セン
ター

理事長
我孫子　三男

滋賀県草津市南草
津三丁目１２番地６

主たる事務所：滋賀県草津市南草津三丁目１２番地６
大津事務所：滋賀県大津市におの浜一丁目１番１８号
彦根事務所：滋賀県彦根市大東町１４番１７号
近江八幡事務所：滋賀県近江八幡市桜宮町２９４番

築山正樹、橋本あき子、上別府裕、千菊真
司、石梶芳典、川合勝、藤田浩、石本博茂、
上別府優子、尾崎孝祐、林正也、山口宏美、
佐藤恒臣、難波剛、長谷川麻佳、横居明信、
田中倫子

岡村寿昭、林口富雄、小嶋裕司、前川幸
雄、小川宗彦、纓坂和哉、原田一則

石本博茂 滋賀県全域 http://www.zai-skj.or.jp/ 077-569-6501

9 令和4年4月1日 アール・イー・ジャパン株式会社
代表取締役
藤井　邦男

大阪府守口市本町
二丁目5番18号

大阪支店：大阪府高槻市城北町二丁目5番12号
京都支店：京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町400番地
大阪支店守口営業所：大阪府守口市本町二丁目5番18号

福井和義、山本裕子、宮井保任、大西祐一
郎、川鍋英弘、宝田智一、辻本英人、木村元

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
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県及び和歌山県の全域

http://re-japan.co.jp/ 06-4250-5271

10 令和4年4月1日 一般財団法人なら建築住宅センター
理事長
伊伏　堅太郎

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
西川浩、德本佳英、福田桂子、伊伏堅太郎、
濵本誠二、中井源一郎

西浦重明、伊伏堅太郎、細川勝久、濱本誠
二、紀本澄男、松永智恵子、東秀好、阪本
喜久雄

西川浩

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

http://www.zainara-kjc.net 0742-27-6555

11 令和4年4月1日 株式会社京都確認検査機構
代表取締役
西田　高明

京都府京都市中京
区二条通寺町東入
榎木町82

京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町82 西田高明、余谷和則、佐藤秀和、佐藤麻季
西田高明、中谷広典、中村忍、余谷和則、
田中彰寿

中谷広典 京都府全域 http://koci.co.jp/ 075-256-8984

12 令和4年4月1日 建築検査機構株式会社
代表取締役
山本　宏規

大阪府大阪市中央
区北浜三丁目１番２
２号

大阪府大阪市中央区北浜三丁目１番２２号
弥勒良晴、朝倉健雄、小川仁、花田修、生原
栄太郎、林道長、亀井浩、楠見臣廣、戸田佳
子

山本宏規、弥勒良晴、山名頼夫、山本麻里
絵、山本好美

弥勒良晴
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県、和歌山県及び福井
県の全域

http://www.kenchikukensa.com/index.
html 06-6231-8226

13 令和4年4月1日 株式会社ジェイネット
代表取締役
藤田　晴樹

兵庫県尼崎市潮江
一丁目２番６号

本社：兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号
堺支所：大阪府堺市堺区新町５番１０号
神戸支所：兵庫県神戸市中央区江戸町９５

丸岡孝久、森徹、泉谷武弘、道満幸雄、吉廻
栄伸、福島諒

藤田晴樹、丸岡孝久、若林誠、池田良兼 若林誠
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県及び和歌山県の全域

http://www.jnet-01.co.jp/ 06-6435-8271

14 令和5年4月1日 関西住宅品質保証株式会社
代表取締役
濱根　潤也

大阪府大阪市中央
区千日前一丁目４
番８号

大阪府大阪市中央区千日前一丁目４番８号 源田敏之、佐々木和彦、宮下和久
濱根潤也、岩津雅仁、三浦光城、竹原和
司、武田高

源田敏之
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県及び和歌山県の全域

http://www.house-quality.co.jp/ 06-7175-7930

15 令和3年1月1日
特定非営利活動法人都市づくり建築
技術研究所

理事長
小埜　利武

京都府舞鶴市字喜
多１１０５番１

本部：京都府舞鶴市字喜多１１０５番１
南部事務所：京都府城陽市寺田東ノ口８番地の１３

松宮吾郎、田口裕二、森野雄二、日隈宏法、
藤井美栄、大槻尚胤、四方智晴

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

松宮吾郎 京都府全域 http://www.machiken.net/ 0773-75-8770

16 令和3年4月1日 株式会社阪確サポート
代表取締役
堀口　禮司

兵庫県尼崎市七松
町二丁目１番５号

兵庫県尼崎市七松町二丁目１番５号 林紳一郎、伊達隼人、石川良一
堀口禮司、祝邦臣、林紳一郎、新山好一、
東耕功

林紳一郎
滋賀県、京都府、大阪府及び兵
庫県の全域

http://www.kakuninkensa.co.jp/ 06-4869-5466


