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お客様各位
ビューローベリタス・関東 8 事務所(東京新宿、東京御茶ノ水、東京渋谷、立川、横浜、川崎、埼玉、千葉)を
いつもご利用いただきありがとうございます。
関東 8 事務所より、最新情報をお知らせ致します。

- INDEX - …Click で各記事に飛びます
TOPICS
・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）」の概要
・法 20 条 2 項の改正についての注意点
・建築物環境評価システムの“LEED”認証取得の動きが本格化。
～LEED の日本語化により認証取得の流れに加速か。
国交省関連
#01 国交省/「老人福祉センターその他これに類するもの」の取扱について（技術的助言）
地域条例等の情報
＃02 神奈川県横浜市/街づくり協議指針の一部改正されました
＃03 神奈川県相模原市/相模大野御園２丁目住宅地建築協定の廃止されました
＃04 埼玉県/土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域に 3 区域追加指定されました
＃05 埼玉県さいたま市/さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例一部改正
＃06 埼玉県所沢市/所沢都市計画所沢東町地区第一種市街地再開発事業に係る組合設立及び事業計画の
認可を受けました
＃07 埼玉県所沢市/所沢駅西口北街区第一種市街地再開発事業及び関連する都市計画が決定・変更されました
＃08 千葉県/「千葉県改正建築基準法施行条例とその解説 2015 年版(案)」に関する意見募集
＃09 千葉県千葉市/千葉市遺体保管所等の設置、管理及び運営に関する指導要綱が施行されました
＃10 関東以外の地域について
インフォメーション
#11 構造計算適合性判定業務 [業務区域を拡大中]
#12 年末年始の営業案内
関東 8 事務所からフタコト・ミコト Vol.6(今回は川崎事務所より)
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■□

TOPICS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様からお問い合わせの多い点を Pick Up し、解説致します。
-----------------------------------------------------------------------------------------------「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）」の概要
-----------------------------------------------------------------------------------------------■法の概要について
平成 27 年 7 月、新たに建築物省エネ法が制定されました。
本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の
向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の
容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。建築物省エネ法は、現行省エネ法の「建築物に係わる
措置等」で措置されていた 300 ㎡以上の建築物の新築等の「省エネ措置の届出」や住宅事業建築主が新築
する一戸建て住宅に対する「住宅トップランナー制度」等の措置を住宅物省エネ法に移行した上で、新たに
「大規模日住宅建築物の適合義務」、「特殊な構造・設備を用いた建築物の大臣認定制度」、「性能向上
計画認定・容積率特例」や「基準適合認定・表示制度」等を措置したものとなっています。
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■法の施行ついて
建築物省エネ法は大きく規制措置と誘導措置の２つに分けることができます。そのうち規制措置は
平成 29 年 4 月 1 日施行予定、誘導措置等は平成 28 年 4 月 1 施行予定です。
また、現行省エネ法に基づく現行省エネ判断基準では、非住宅については PAL＊と一次エネルギー消費量、
住宅については外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率と一次エネルギー消費量が基準として位置
づけられ、いずれの用途においても外皮性能と一次エネルギー消費量の両方の基準を満たすことが要件と
されていましたたが、建築物省エネ法においては、非住宅は、規制措置では一次エネルギーのみ適用され、
外皮基準（PAL＊）は適用されない予定です。（誘導措置では一次エネルギー消費量と外皮基準の両方に
適合していることが求められます。）
■建築物省エネ法の適用について
規制措置については平成 29 年 4 月 1 日、誘導措置については平成 28 年 4 月 1 日を予定していますが、
現行省エネ法の現行省エネ判断基準は平成 29 年 3 月末に廃止となる予定のため、一定期間は両方の基準が
同時に用いられることとなります。

>>>INDEX に戻る
-----------------------------------------------------------------------------------------------法 20 条 2 項の改正についての注意点
-----------------------------------------------------------------------------------------------平成 27 年 6 月 1 日施行の建築基準法改正により、法第 20 条に第 2 項が設けられました。
エキスパンションジョイントその他相互に応力を伝えない構造方法のみで接する建築物の場合は、
構造計算上別棟として法第 20 条を適用することになります。
それぞれの独立部分に適用する構造計算方法を判断するにあたり、以下のような注意点があります。
①

法第 20 条第 1 項の何号に該当するかは、それぞれの独立部分で判断する（4 号相当であれば計算不要）

②

搭屋を有する建築物がエキスパンションジョイントで分離独立した場合、搭屋のある独立部分だけでの
面積の判断で搭屋扱いにならず、階とみなされる場合がある（一の建築物として地上 3 階だが構造計算上
は地上 4 階になるなど）

③

建物高さは、それぞれの独立部分が接する平均地盤面からの高さとする（斜面地などは注意、構造計算上
不利側となるよう判断）

④

それぞれの独立部分を別の指定構造計算適合性判定機関に申請することはできない

⑤

既存不適格建築物へのエキスパンションジョイントによる増築において、遡及適用の考え方は従来通り
一の建築物として判断する
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⑥

基礎が一体で地上部が独立の場合や、2 棟にそれぞれ両端を支持させた渡り廊下等で接続される場合も
独立部分としての構造計算が適用可能である

>>>INDEX に戻る
-----------------------------------------------------------------------------------------------グリーンビルディング認証の“LEED”取得の動きが本格化。
～LEED の日本語化により認証取得の流れに加速か。～
-----------------------------------------------------------------------------------------------建物のエネルギーの効率化は、企業の環境・社会的責任と同様に、今日の不動産市場を転換させる推進力
となっています。グリーンビルディング認証された建築物には、貸借、所有、価値といった点で
一定のプレミアムを見込めるという認識が広がっており、グリーンビルディングへの投資は、企業戦略の
重要な位置を占めつつあります。
ここ数年の日本国内における LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）申請件数は、
急速に拡大しています。既に欧米やアジア諸国を中心に、グリーンビルディングとして LEED が
デファクトスタンダードと化していますが、日本においてもこのトレンドは強まりつつあります。
当初は環境を強く意識した外資系企業やグローバル企業が LEED 認証の牽引役でしたが、今や、日本の
ビルオーナーや投資家までもが LEED の存在を無視できない状況となっています。
また、日本における LEED 普及の一番の障害であった言語（英語）が、2015 年より段階的に日本語化される
こととなり、日本における LEED 認証取得の加速に拍車をかけると予測されます。
１．はじめに（LEED とは）
LEED とは、グリーンビルディング（環境配慮型建築物）の第三者認証による格付けシステムです。
米国の非営利団体である米国グリーンビルディング評議会（USGBC)により開発され、認証や専門資格は
グリーンビルディング認証機関(GBCI) により管理されています。評価対象用途も商業施設／ヘルスケア／
学校等、多岐にわたり、対象建築物やプロジェクトタイプに応じて異なる評価システムが適用されます。
評価システム(図 1)

評価項目については、9 つのカテゴリーに分類される 45 の評価項目（Credit）の評点の合計（満点 110 点）
により格付けされます。Credit とは別に、12 の必須要求事項（Prerequisite）が設けられ、これらは認証
取得の最低必要事項であり、評点の対象とはなりません。（図 2）
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評価項目（図２）

必須項目

評価項目

なし

1項目 (1p)

なし

8項目 (16p)

Sustainable Site

1項目

6項目 (10p)

Water Efficiency

3項目

3項目 (11p)

EA: エネルギーと大気

Energy & Atmosphere

4項目

7項目 (33p)

Materials & Resources

2項目

5項目 (13p)

Indoor Environmental Quality

2項目

9項目 (16p)

IP:

Integrative Process

LT:

Location & Transportation

統合的なプロセス

←

立地と交通

SS: 持続可能な敷地
WE: 水利用効率

MR: 材料と資源

EQ: 室内環境品質

Innovation in Design

なし

2項目 (6p)

Regional Priority

なし

4項目 (4p)

ID: 設計における革新性
RP: 地域的優先事項

合計

12項目

v4から
新設

45項目 (110p)

２．LEED 認証取得のメリット
LEED 認証取得のメリットは以下のとおりです。（USGBC の資料を基に作成）
・ビル運営コストの削減
・建物価値の増加
・投資回収の改善
・入居率の増加
・賃料の増加
また、LEED 認証取得をした企業や不動産運用会社は、対外的にアピールを行うことができます。
・企業の環境への真摯な取組みを発信するコミュニケーションツール
・環境への意識が高い企業に対するテナント誘致
・快適な職場環境の提供による知的生産性の向上（＝優れた人材の確保）
３．LEED の日本語化により認証取得が加速か
日本における LEED 普及の一番の障害が言語（英語）でした。LEED 認証システムは、現在英語以外に５つの
言語に翻訳されていますが、日本においては、新築とインテリアの分野および資格試験の「LEED Green
Associate」を 2015 年中に日本語化※し、段階的に他の分野や資格試験も日本語化されます。

日本国内における LEED 認証取得物件は 68 物件にのぼりますが、LEED の日本語化が進めば、更に認証取得
が見込まれると期待されています。既に LEED の効果として、テナントリーシングのツールとして活用しうる
ことが海外投資家／ビルオーナーに意識されていますが、LEED の日本語化により、日本の投資家／ビルオー
ナーへも浸透するものと思われます。

※参考：国内 LEED 認証取得状況
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4．今後の展開
近い将来、LEED が日本国内においてもデファクトスタンダード化することは間違いありません。
大型の新規開発や再開発案件については LEED 認証取得が既に標準的です。既存物件についても、他物件との
差別化や不動産運用会社自体の環境への取組みが社会的要請となっている昨今、LEED 認証取得が当たり前の
時代になってくるでしょう。
建築業界や不動産業界は近い将来に必ずくる LEED の大きな波に今のうちから備えることが必要です。
ビューローベリタスは、建物のオーナー、設計者及び施工者との協力の下に、LEED 認証をサポートします。
ビューローベリタスの LEED AP(LEED accredited professionals)が、LEED 評価システム及び各国での適用
事例に関する専門的知識の提供を通じて、総合設計プロセスを円滑化し、LEED 認証プロセスを効率化します。
ビューローベリタスのテクニカルセンターが、技術的専門知識、市場に関する知識、高度なコンピューター・
ソフトウェアを活用して、LEED プロジェクトチームをサポートします。
ビューローベリタスの LEED サポート業務の詳細はこちら
http://www.bvjc.com/CTC-Business/LEED/
>>>INDEX に戻る
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国交省関連

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------------------------------＃01 国交省/「老人福祉センターその他これに類するもの」の取扱について（技術的助言）
-----------------------------------------------------------------------------------------------建築基準法における、老人福祉センターをはじめとする、訪問介護・看護サービスを提供する事務所の
取扱について明確化された。
建築基準法に規定する「老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの」は、これまで
「騒音の発生等により近隣の居住環境を害するおそれがない集会・通園施設である社会福祉施設」が該当
するとされてきた。
今年 6 月に閣議決定した「規制改革実施計画」をふまえ、訪問介護や居宅介護支援事業などの介護事業を
行う建築物のうち、騒音の発生などにより近隣の居住環境を害するおそれがないものについては、「老人
福祉センターその他これに類するもの」に該当するものとして取り扱ってもよいことが示された。
(2015 年 11 月 13 日付)
詳しくは：http://www.roken.or.jp/wp/archives/9842
お問合せ: 国交省住宅局市街地建築課
>>>INDEX に戻る
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地域条例

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------------------------------＃02 神奈川県横浜市/街づくり協議指針の一部改正されました
-----------------------------------------------------------------------------------------------協議指針の変更がありました。当該地区内において建築確認申請又は工作物（広告物）申請を
予定している場合は、今まで通り、横浜市の担当課と街づくり協議を行うようお願いいたします。
詳細については下記 URL にてご確認いただけます。
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詳しくは：http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/machi-kyogi/
お問合せ：都市整備局

地域まちづくり課

045-671-2932

>>>INDEX に戻る
-----------------------------------------------------------------------------------------------＃03 神奈川県相模原市/相模大野御園２丁目住宅地建築協定が廃止されました
-----------------------------------------------------------------------------------------------都市計画マップには後日反映される予定です。
詳細については下記 URL にてご確認いただけます。
詳しくは：http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/machitsukuri/toshikeikaku/004830.html
お問合せ：都市建設局

まちづくり計画部

街づくり支援課

042-754-9252

>>>INDEX に戻る
-----------------------------------------------------------------------------------------------＃04 埼玉県/土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域に 3 地域追加指定されました
-----------------------------------------------------------------------------------------------「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」に新座市、日高市、越生町の３地域が追加指定
されました。
このため、建築基準法施行令第 80 条の 3 の構造規定が適用されます。
指定位置図及び調査概要書につきましては、各県土整備事務所及び河川砂防課ホームページにて随時
更新される予定です。詳細については下記 URL にてご確認いただけます。
詳しくは：https://www.pref.saitama.lg.jp/b1002/kasenn/index.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/dosyasitei.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/b1005/hannokendo-sabo.html
お問合せ：朝霞県土整備事務所
飯能県土整備事務所
河川砂防課

河川担当

河川砂防担当

048-471-4670

震災対策・構造指導担当

042-973-2284
048-830-5525

>>>INDEX に戻る
-----------------------------------------------------------------------------------------------＃05 埼玉県さいたま市/さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例が
一部改正されました
-----------------------------------------------------------------------------------------------地区計画の区域は、さいたま市都市計画情報検索システムで閲覧できます。
詳細については下記 URL にてご確認いただけます。
詳しくは：http://www.city.saitama.jp/005/003/index.html
お問合せ：建設局建築部建築行政課

建築行政係

>>>INDEX に戻る
-----------------------------------------------------------------------------------------------＃06 埼玉県所沢市/所沢都市計画所沢東町地区第一種市街地再開発事業に係る
組合設立及び事業計画の認可を受けました
-----------------------------------------------------------------------------------------------所沢東町地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する
図書を縦覧しています。詳細については下記 URL にてご確認いただけます。
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詳しくは：http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/chushinshigaichi/higasityoukumiai.html
お問合せ：街づくり計画部中心市街地整備課

日東銀座地区グループ

04-2998-9366（直通）
>>>INDEX に戻る
-----------------------------------------------------------------------------------------------＃07 埼玉県所沢市/所沢駅西口北街区第一種市街地再開発事業及び関連する都市計画が
決定・変更されました
-----------------------------------------------------------------------------------------------所沢駅西口北街区第一種市街地再開発事業の都市計画図書は、中心市街地整備課で縦覧しています。
また、高度利用地区、用途地域、防火地域及び準防火地域、地区計画の都市計画図書は、都市計画課で
縦覧しています。詳細については下記 URL にてご確認いただけます。
詳しくは：http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/jutaku/chushinshigaichi/nisigutikita-toketu.html
お問合せ：街づくり計画部

中心市街地整備課

04-2998-9366

>>>INDEX に戻る
-----------------------------------------------------------------------------------------------＃08 千葉県/「千葉県改正建築基準法施行条例とその解説 2015 年版(案)」に関する意見募集
-----------------------------------------------------------------------------------------------千葉県建築基準法施行条例のパブコメ募集のお知らせです。
意見提出期限

平成 27 年 12 月 25 日（金曜日）

詳しくは：http://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/iken/h27/zyourei-kaisetu2015.html
お問合せ：千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築審査班

043-223-3188

>>>INDEX に戻る
-----------------------------------------------------------------------------------------------＃09 千葉県千葉市/千葉市遺体保管所等の設置、管理及び運営に関する指導要綱が施行されました
-----------------------------------------------------------------------------------------------遺体保管所、葬祭場、エバーミング等を行う施設を設置しようとする事業主は建築確認申請前に
千葉市への届出などの手続きが必要となります。
要綱本文、詳細については下記 URL にてご確認いただけます。
詳しくは：http://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/itaihokanjyo_shidouyoukou.html
お問合せ：都市局建築部建築指導課

建築相談室

043-245-5836（外線直通）

>>>INDEX に戻る
-----------------------------------------------------------------------------------------------＃10 関東以外の地域について
-----------------------------------------------------------------------------------------------●山梨県上野原市/消防庁舎移転しました
本年度より移転しました。
詳しくは：http://www.city.uenohara.yamanashi.jp/index/shobo.html
お問合せ：上野原市消防本部

0554-62-4112
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●11 月 24 日より静岡市消防局と石田消防署が移転します
これに伴い、追手町消防署と石田消防署の名称が変更となります
詳細については下記 URL にてご確認いただけます。
詳しくは：http://www.city.shizuoka.jp/019_000007.html
お問合せ：静岡市消防局

消防部査察課

054-221-1269（11/20 まで）

●大阪府和泉市/和泉市建築基準法施行条例及び同施行細則が改正されました
改正条文及び新旧対照表等、詳細については下記 URL にてご確認いただけます。
詳しくは：http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/dezainbu/kentikukaihatu/osirase/jyorei.html
お問い合せ：都市デザイン部建築・開発指導室

0725-99-8141（外線直通）

●兵庫県/土砂災害特別計画区域の指定地域が追加されました
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても、土砂災害特別警戒区域内における
居室を有する建築物については、土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）
第２５条の規定により、建築確認、中間検査、完了検査が必要になります。指定区域詳細については
下記 URL にてご確認いただけます。
詳しくは：https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/koho/2708.html
お問合せ：兵庫県県土整備部住宅建築局

建築指導課

建築指導班

078-341-7711（内線）4717
●香川県/土砂災害特別警戒区域の指定地域が追加されました
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）
第７条第１項の規定により、土砂災害警戒区域が追加指定されました。指定区域詳細については
下記 URL にてご確認いただけます。
詳しくは：http://www.pref.kagawa.lg.jp/kasensabo/sabo/index_sabo.htm
お問合せ：香川県土木部建築指導課
河川砂防課

砂防・防災グループ

総務・企画開発グループ
087-832-3612（内線

087-832-3612

4221）

●福岡県久留米市/久留米市景観条例・久留米市屋外広告物条例に係る手続きについて
景観届出対象規模の確認申請をされる場合は、工事着手の３０日前までに景観届出のご提出を
久留米市にお願いいたします。詳細については下記 URL にてご確認いただけます。
詳しくは：http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9097toshikei/3020shinsei/2012-0224-1355-197.html
屋外広告物で高さが４m を超える工作物に関しては工作物確認申請が必要です。
確認申請提出前に都市計画課にて屋外広告物許可地域内か、また高さ・面積に
ついて確認が必要です。詳細については下記 URL にてご確認いただけます。
詳しくは：http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9097toshikei/3020shinsei/2007-1214-2016-432.html
お問合せ：久留米市都市建設部都市計画課

都市計画・景観チーム

0942-30-9083
>>>INDEX に戻る
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・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
■□

インフォメーション

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------------------------------#11 構造計算適合性判定業務 [業務区域を拡大中]
-----------------------------------------------------------------------------------------------平成 27 年 10 月に長野県、石川県、富山県を追加
平成 27 年 11 月に新潟県、三重県、千葉県、福井県、岐阜県を追加
委任申請中～山口県、佐賀県
・現時点での業務区域
青森県(全域)、岩手県(全域)、宮城県(全域)、秋田県(全域)、山形県(全域)、福島県(全域)、
茨城県(全域)、栃木県(全域)、群馬県(全域)、埼玉県(全域)、千葉県(全域)、東京都(全域)、
神奈川県(全域)、新潟県(全域)、富山県(全域)、石川県(全域)、福井県(全域)、山梨県(全域)、
長野県(全域)、岐阜県(全域)、三重県(全域)、鳥取県(全域)、島根県(全域)、岡山県(全域)、
徳島県(全域)、香川県(全域)、愛媛県(全域)、高知県(全域)、宮崎県(全域)、沖縄県(全域)
・業務範囲、判定業務を行う事務所は WEB サイトよりご確認下さい
http://www.bvjc.com/CTC-Business/SAC/
>>>INDEX に戻る
-----------------------------------------------------------------------------------------------#12 年末年始の営業案内
-----------------------------------------------------------------------------------------------年末年始の休業／営業について、下記の通りご案内申し上げます。
2016 年は 1 月 4 日(月)より営業を開始します。
年内／2015 年 12 月 28 日(月)まで
年始／2016 年 1 月 4 日(月)から

平常通り営業
平常通り営業

・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
■□ 関東 8 事務所からフタコト・ミコト Vol.6(今回は川崎事務所より)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・京急川崎駅目の前にあるクリエ川崎ビル 5 階が事務所です。
・提携駐車場もございますのでお車でもお越しになれます。
・事前のご相談について丁寧に対応いたします。
・戸建てから共同住宅、倉庫、工場など各用途幅広く対応できます。
・ルート 2 審査員がおりますので確認申請の円滑化が図れます。
・アットホームな雰囲気ですので是非お立ち寄りください。
審査部長の高柳です。
私は仕事をするにあたりお客様の要望がどこにあるのかを意識しています。
建築物とは最終的にはエンドユーザー様の元へお渡しされます。
そういったことも頭に置きながらお客様とより良い関係を築いていきたいと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最後に…
いよいよ今年も残り 1 ヶ月となりました。
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アベノミクスによる経済効果を期待していた 2015 年、皆様のおかれましてはいかがでしたでしょうか。
「先行き不透明」、「実に忙しい」、「まだまだこれからラスト 3 ヶ月が勝負」など、
様々なコメントを頂きますが、私共の場合は決算期が 12 月ですので、年始と年度初めとが重なり、
気分は既に来年に向かって今年のことは忘れてしまっているくらいです。
皆様からより信頼されるためにどうしたらよいか、安全かつ効率的なオペレーション体制を
組むにはどうしたらよいか、気軽に使え皆様のためになるものはないか、など日々是検討です。
そのような中、来年は少し新しいタイプのビューローベリタスならではのサービスが出てきそうです。
時代にマッチした、簡単に使え、でも、効率的で分かり易い、新サービスをご期待下さい。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
関東統括所長 浅野聖一
Mail:seiichi.asano@jp.bureauveritas.com

Mobile:080-2060-1309

※※Newsmail の情報・リンク先等は作成当時(2015 年 11 月 18 日)現在の情報です※※
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ご不明な点、ご質問などございましたら、 お気軽にお問い合わせ下さい。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
お問合せ先:ビューローベリタスジャパン株式会社 建築認証事業部
埼玉

TEL:048-650-9192 FAX:048-650-9181 Mail:ctcbca.sai@jp.bureauveritas.com

千葉

TEL:047-460-1721 FAX:047-460-1722 Mail:ctcbca.chi@jp.bureauveritas.com

東京新宿

TEL:03-5325-7338 FAX:03-3342-8515 Mail:ctcbca.shi@jp.bureauveritas.com

東京御茶ノ水

TEL:03-5577-8382 FAX:03-5577-8421 Mail:ctcbca.och@jp.bureauveritas.com

東京渋谷

TEL:03-6418-8221 FAX:03-3499-7500 Mail:ctcbca.sby@jp.bureauveritas.com

立川

TEL:042-548-0251 FAX:042-548-0252 Mail:ctcbca.tac@jp.bureauveritas.com

横浜

TEL:045-440-1650 FAX:045-451-5215 Mail:ctcbca.yok@jp.bureauveritas.com

川崎

TEL:044-211-3841 FAX:044-211-3843 Mail:ctcbca.kaw@jp.bureauveritas.com

URL:http://www.bureauveritas.jp / http://www.bvjc.com (建築認証事業本部)
個人情報に関するお問合せ:人事部・情報管理センター
Mail:kojinjoho@jp.bureauveritas.com
Copyright (c) Bureau Veritas Japan All rights reserved.
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