すまい給付金申請窓口【関東

甲信越】

令和4年8月15日現在

※申請窓口へお越しの際は、予めお電話で確認の上、お越しいただきますようお願い致します。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部の申請窓口について、休業している場合があります。
申請窓口へお越しの際は、予めお電話の上、ご来店いただきますようお願いいたします。
申請窓口

住所

電話番号

取扱い保険法人

東京都
株式会社ライズプラス
株式会社クワザワ東京事業所

千代田区岩本町3-5-14 リベラ岩本町４階
千代田区神田紺屋町7 神田ｼｽﾃﾑﾋﾞﾙ8F

03-5839-2194
03-4346-0900

住宅保証機構（株）
（株）住宅あんしん保証

(株)ジェイ・イー・サポート 東京支店

千代田区神田富山町22 オフィス22ビル7階

03-3254-7788

（株）日本住宅保証検査機構

（一社）全国住宅産業協会

千代田区麹町5-3 麹町中田ﾋﾞﾙ8階

03-3511-0611

住宅保証機構（株）

株式会社 家守り

千代田区外神田六丁目五番四号 偕楽ビル（外神田）五階

03-6860-0087

（株）ハウスジーメン

一般財団法人ベターリビング

千代田区富士見2-7-2 ｽﾃｰｼﾞﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ7階

03(5211)0578

住宅保証機構（株）

株式会社住宅あんしん保証

中央区京橋1-6-1三井住友海上ﾃﾌﾟｺﾋﾞﾙ6階

03-3562-8130

（株）住宅あんしん保証

住友林業アーキテクノ株式会社

中央区新川1丁目4-1 住友不動産六甲ビル5階

03-6872-6170

（株）住宅あんしん保証

日本建築検査協会（株）

中央区日本橋3-13-11油脂工業会館7階

03-6202-3277

住宅保証機構（株）

ネクスト・アイズ株式会社

港区麻布十番1-3-1ｱﾎﾟﾘｱﾋﾞﾙ5F

03-5574-7320

（株）住宅あんしん保証

淺沼建物株式会社東京支店

港区芝浦2-15-6オアーゼ芝浦MJビル

03-5232-5890

（株）住宅あんしん保証

住宅保証機構（株）

港区芝公園3-1-38 芝公園三丁目ﾋﾞﾙ

03-6435-8875

住宅保証機構（株）

株式会社ジューテック住実サポートチーム

港区芝大門一丁目3番2号6階

03-3432-2344

（株）住宅あんしん保証

株式会社 ヒーローライフカンパニー

港区芝大門2-3-1 常泉ﾋﾞﾙ6F

03-5473-0539

（株）ハウスジーメン

株式会社 都市居住評価センター(UHECユーイック)

港区虎ﾉ門1-1-21 新虎ﾉ門実業会館3階(地下鉄銀座線虎ﾉ門駅10番出口直結)

03-3504-2385

住宅保証機構（株）

(一社)日本木造住宅産業協会

港区六本木1-7-27 全特六本木ﾋﾞﾙ WEST棟2階

03-5114-3010

住宅保証機構（株）

（株）確認サービス東京支社

新宿区新宿1-16-10 ｺｽﾓｽ御苑ﾋﾞﾙ6階

03-5369-8461

住宅保証機構（株）

（株）住宅性能評価センター

新宿区新宿1-7-1 新宿171ﾋﾞﾙ3階

03-5367-8771

住宅保証機構（株）

（株）東日本住宅評価センター東京支店

新宿区西新宿3丁目7番1号

03-5909-5818

住宅保証機構（株）

ビューローベリタスジャパン（株）東京新宿事務所

新宿区西新宿一丁目6番1号 新宿ｴﾙﾀﾜｰ17階

03-5325-1236

住宅保証機構（株）

ＴＯＴＯエムテック株式会社

新宿区西新宿6-24-1西新宿三井ビルディング7階

03-5339-0701

（株）住宅あんしん保証

ＳＢＩアーキクオリティ株式会社

新宿区西新宿二丁目6番1号新宿住友ビル22階

03-6871-9504

（株）住宅あんしん保証

ユーディーアイ確認検査株式会社新宿本部

新宿区西新宿1-25-1新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ33F

03-6894-5151

（株）住宅あんしん保証

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター

新宿区西新宿７－７－３０ 小田急西新宿O-PLACE ３階

03-5989-1683

住宅保証機構（株）

（株）グッド・アイズ建築検査機構

新宿区百人町2-16-15 M･Yﾋﾞﾙ2F

03-3362-0667

住宅保証機構（株）

炭平コーポレーション株式会社東京支店

文京区本郷4-3-4明治安田生命本郷ﾋﾞﾙ6階

03-3813-4931

（株）住宅あんしん保証

（株）都市建築確認センター

文京区湯島一丁目9番15号 御茶ﾉ水HYﾋﾞﾙ5F

03(5844)0066

住宅保証機構（株）

(株)日本住宅保証検査機構（JIO） 東京営業所

江東区亀戸1-14-4 第二萬富ビル 2階

03-6861-9221

（株）日本住宅保証検査機構

有限会社 須藤建築事務所

豊島区南大塚3-23-4-703

03-3981-3088

（株）ハウスジーメン

コナン販売株式会社 赤羽店

北区赤羽１－６－７ ＪＰＴ赤羽ビル８Ｆ

03-5939-6535

（株）ハウスジーメン

株式会社保険サービス 本社

板橋区大和町29-10

03-5944-7888

ハウスプラス住宅保証（株）

(株)ジーエーシーサポート

府中市住吉町3-49-5

042-361-0709

（株）日本住宅保証検査機構

一級建築士事務所風土設計室

調布市布田4-9-1 ﾒﾙｼｰﾊｲﾂ102

042-488-1275

（株）ハウスジーメン

（株）住宅性能評価センター西関東事務所

町田市原町田4-1-11 大塚ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ8階

042-709-0420

住宅保証機構（株）

(株)日本住宅保証検査機構（JIO） 西東京営業所

小金井市本町1丁目9番12号 ｸﾞﾗﾝﾌｨｰﾙ1階

042-380-7870

（株）日本住宅保証検査機構

株式会社コバヤシ

小平市喜平町1-10-7

042-323-2277

（株）住宅あんしん保証

東栄ホームサービス株式会社

小平市花小金井1-4-7

0120-556-540

（株）住宅あんしん保証

神奈川県
株式会社協林横浜営業所

横浜市西区北幸2-9-30横浜西口加藤ﾋﾞﾙ6階

045-264-8540

（株）住宅あんしん保証

(株)日本住宅保証検査機構（JIO） 横浜営業所

横浜市中区尾上町3-35横浜第一有楽ビル 5F

045-274-7987

（株）日本住宅保証検査機構

公益社団法人 かながわ住まいまちづくり協会

横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館4F

045-664-6896

（株）日本住宅保証検査機構

（一財）神奈川県建築安全協会

横浜市中区元浜町3-21-2 ﾍﾘｵｽ関内ﾋﾞﾙ6階(保険課)

045-212-3956

住宅保証機構（株）

ユーディーアイ確認検査株式会社横浜本部

横浜市中区山下町22山下町SSKﾋﾞﾙ2階

045-640-3773

（株）住宅あんしん保証

株式会社クワザワ横浜事業所

横浜市都筑区荏田南2丁目1番30号

045-942-4531

（株）住宅あんしん保証

(株)木陽

相模原市中央区陽光台3-19-20

042-752-8114

（株）日本住宅保証検査機構

株式会社 相模原木材センター 住まい’Ｓ ＤＥＰＯ．ねっと 神奈川支店 相模原市南区麻溝台1-6-1

042-742-1421

（株）ハウスジーメン

株式会社安心住宅みらいえ

相模原市南区上鶴間本町4-52-30岩井ビル3階

042-767-5442

住宅保証機構（株）

株式会社 神奈川建築確認検査機関 相模原本店

相模原市南区相模大野7-8-10 大塚ﾋﾞﾙ2階

042-701-8567

（株）ハウスジーメン

株式会社 Ｈ．Ｉ．Ｔ

相模原市南区相南4-3-34岡部ﾋﾞﾙ3階

042-747-3422

（株）ハウスジーメン

株式会社 Ｆ２１建築企画

鎌倉市鎌倉山1-20-10

0467-31-7783

（株）ハウスジーメン

株式会社協林

藤沢市遠藤2006-24

0466-88-3131

（株）住宅あんしん保証

株式会社キリガヤ

逗子市山の根1丁目2番35号

0468-73-0066

（株）住宅あんしん保証

株式会社 ばんしょう

厚木市岡田３０５０ 厚木アクストメインタワー24階

046-230-5770

（株）ハウスジーメン

越智産業株式会社東京営業所

座間市栗原中央1-31-27

046-252-1108

（株）住宅あんしん保証
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※申請窓口へお越しの際は、予めお電話で確認の上、お越しいただきますようお願い致します。
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申請窓口

住所

電話番号

取扱い保険法人

埼玉県
ユーディーアイ確認検査株式会社大宮本部

さいたま市北区東大成町1-412-3ｼｨﾝｼﾃｨ1階102･103

048-662-5351

（株）住宅あんしん保証

（株）住宅性能評価センター中関東事務所

さいたま市北区宮原町3-306-1第2坂本ﾋﾞﾙ10階

048-661-7711

住宅保証機構（株）

株式会社 アースレイズ

さいたま市北区宮原町３－３３７－２ 桜ガーデン宮原２F

048-782-8783

（株）ハウスジーメン

ＭＳ千葉埼玉株式会社

さいたま市大宮区東町２－２０ 三井住友海上大宮東町ビル３階

048-788-2560

（株）ハウスジーメン

株式会社 星沢トータルプラン

さいたま市大宮区仲町二丁目25番地 松亀ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄﾋﾞﾙ303号室

048-650-8686

（株）ハウスジーメン

一般財団法人さいたま住宅検査センター(住宅評価部）

さいたま市浦和区岸町7-12-3

048-621-5118

住宅保証機構（株）

株式会社すまいポート２１埼玉

さいたま市緑区美園５－４８－９

048-812-3051

住宅保証機構（株）

Ｐ・Ｒ保険パートナーズ株式会社

所沢市小手指町1-1-4

04-2903-0102

（株）住宅あんしん保証

久一設計一級建築士事務所

所沢市南住吉17-1

04-2925-8191

（株）ハウスジーメン

水村建築設計一級建築士事務所

上尾市大字小泉1番地37

048-780-7730

（株）ハウスジーメン

環建築事務所

新座市道場2-3-2

048-479-7694

（株）ハウスジーメン

株式会社アクティブ 本社

大里郡寄居町富田3887-5

048-582-4134

ハウスプラス住宅保証（株）

千葉県
（株）千葉県建築住宅センター

千葉市中央区中央4-8-5 建築会館7階

043-222-0109

住宅保証機構（株）

公益社団法人千葉県建築士事務所協会

千葉市中央区本町2-1-16 千葉本町第１生命ビル２階

043-224-1640

住宅保証機構（株）

フジセイコー株式会社千葉支店

千葉市中央区都町1-18-13

043-231-5201

（株）住宅あんしん保証

株式会社 マイプラザ ワンズモール店

千葉市稲毛区長沼町330-50

043-250-6055

（株）ハウスジーメン

株式会社インズ・パートナー

千葉市若葉区桜木１丁目３２－５０

043-214-8818

住宅保証機構（株）

株式会社クワザワ千葉事業所

千葉市若葉区桜木北1-2-2

043-231-4181

（株）住宅あんしん保証

株式会社 かいひん

千葉市美浜区磯辺8-11-2

043-279-7501

住宅保証機構（株）

(株)日本住宅保証検査機構（JIO） 千葉営業所

千葉市美浜区中瀬1丁目3番地 幕張テクノガーデンD棟 6F

043-379-5840

（株）日本住宅保証検査機構

フジセイコー株式会社市川営業所

市川市鬼越2-3-1 ※お車でお越しの際は国道14号を挟んだ店舗向かいの駐車場にお止め下さい。

047-334-1191

（株）住宅あんしん保証

フジセイコー株式会社館山営業所

館山市正木787-2

0470-27-5161

（株）住宅あんしん保証

環境工房 栞 アーキテクノ 栞

館山市湊22-33

0470-22-0069

（株）ハウスジーメン

株式会社山岡設計事務所 本社

松戸市五香6-1-12

047-385-2626

ハウスプラス住宅保証（株）

(株)ガイア

松戸市小根本2-9

047-703-5525

（株）日本住宅保証検査機構

（株）住宅性能評価センター東関東事務所

松戸市東松戸1丁目3番地4

047-704-6151

住宅保証機構（株）

有限会社 テイクプラン

松戸市南花島3-37-2 ﾌﾞﾚｰﾝ1ﾋﾞﾙ2F

047-361-6814

（株）ハウスジーメン

(株)マイプラザ カインズ茂原店

茂原市腰当653-1 カインズ茂原店 本館

0475-36-7377

（株）ハウスジーメン

フジセイコー株式会社茂原営業所

茂原市町保12

0475-22-4547

（株）住宅あんしん保証

フジセイコー株式会社東総営業所

旭市鎌数9405

0479-63-1771

（株）住宅あんしん保証

ユーディーアイ確認検査株式会社柏本部

柏市東上町8-25常盤ﾋﾞﾙ1階

04-7166-5222

（株）住宅あんしん保証

コナン販売株式会社 柏店

柏市柏２－５－８柏セントラルビル４階Ａ

04-7179-5298

（株）ハウスジーメン

フジセイコー株式会社八千代営業所

八千代市大和田新田312-13

047-484-9051

（株）住宅あんしん保証

フジセイコー株式会社鴨川営業所

鴨川市滑谷740-4

0470-93-5831

（株）住宅あんしん保証

フジセイコー株式会社佐原営業所

香取市佐原ロ2097

0478-55-0121

（株）住宅あんしん保証

茨城県
（一財）茨城県建築センター

水戸市笠原町978-30

029-305-7300

住宅保証機構（株）

株式会社茨城木材相互市場

水戸市渋井町50

029-221-3111

（株）住宅あんしん保証

株式会社ミトモク

水戸市千波町1884

029-241-1311

住宅保証機構（株）

株式会社安心確認検査機構 本部事務所

水戸市中央1-8-17

029-224-8522

ハウスプラス住宅保証（株）

（一財）茨城県建築センター県西事務所

古河市仁連1921-4

0280-75-2600

住宅保証機構（株）

(株)竹屋

龍ヶ崎市4356

0297-64-5168

（株）日本住宅保証検査機構

建築アトリエ夢空間マツダ

常総市豊岡町乙1193-14

0297-27-0175

（株）ハウスジーメン

（一財）茨城県建築センター県南事務所

つくば市島名2920番地

029-886-3211

住宅保証機構（株）

一般財団法人さいたま住宅検査センター SJKつくば確認検査事務所

つくば市東新井19-7 メルシービル3階303号室

029-846-5177

住宅保証機構（株）

株式会社安心確認検査機構 つくば事務所

つくば市松代1-18-1

029-886-3155

ハウスプラス住宅保証（株）

株式会社クワザワ茨城事業所

つくば市谷田部4382-5

029-836-3701

（株）住宅あんしん保証

すまい給付金申請窓口【関東

甲信越】

令和4年8月15日現在

※申請窓口へお越しの際は、予めお電話で確認の上、お越しいただきますようお願い致します。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部の申請窓口について、休業している場合があります。
申請窓口へお越しの際は、予めお電話の上、ご来店いただきますようお願いいたします。
申請窓口

住所

電話番号

取扱い保険法人

栃木県
（株）住宅性能評価センター北関東事務所

宇都宮市中河原町3-19 宇都宮ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ5階

028-610-7140

住宅保証機構（株）

（株）東日本住宅評価センター北関東支店

宇都宮市東宿郷2-2-1 ﾋﾞｯｸ･ﾋﾞｰｽｸｴｱ 2階

028-634-9793

住宅保証機構（株）

(株)日本住宅保証検査機構（JIO） 栃木営業所

宇都宮市東簗瀬1-3-21 ADDﾋﾞﾙ3F

028-614-3256

（株）日本住宅保証検査機構

（一社）栃木県建築士会

宇都宮市簗瀬町1958-1 栃木県建設産業会館1階

028-639-3150

住宅保証機構（株）

有限会社 佐々木設計企画

日光市文挟町299-1

0288-27-0277

（株）ハウスジーメン

(一社)栃木県建築士会 大田原支部 蛭田勇建築研究室

大田原市城山1-5-26

028-639-3150

住宅保証機構（株）

群馬県
株式会社峰川 本社

前橋市朝倉町4-7-19

027-261-3174

ハウスプラス住宅保証（株）

平方木材株式会社

前橋市天川大島町1248

027-261-0216

（株）住宅あんしん保証

公益財団法人群馬県建設技術センター

前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル7階

027-251-6749

住宅保証機構（株）

(株)日本住宅保証検査機構（JIO） 群馬営業所

高崎市あら町206

027-320-9541

（株）日本住宅保証検査機構

田島硝子トーヨー住器(株)

桐生市広沢町間ﾉ島176-2

0277-53-2609

（株）日本住宅保証検査機構

（株）東日本住宅評価センター群馬支店

伊勢崎市寿町161-1

0270-61-5930

住宅保証機構（株）

(株)ハウスデポ北毛

沼田市薄根町4482番地

0278-24-8520

（株）日本住宅保証検査機構

ラック株式会社高崎出張所

佐波郡玉村町大字板井字辰巳1282-2
山梨県

0270-65-1223

（株）住宅あんしん保証

中央ベニヤ(株)

甲府市相生1-16-15

055-222-8821

（株）日本住宅保証検査機構

一般社団法人山梨県建築士会

甲府市丸の内1-14-19 山梨県建設業協同組合会館1F

055-237-6322

住宅保証機構（株）

株式会社七保

甲府市向町296

055-222-7001

（株）住宅あんしん保証

新潟県
株式会社たかだ 新潟建材支店

新潟市北区木崎802-18

025-386-8781

住宅保証機構（株）

株式会社たかだ建材本部

新潟市北区木崎802番地18

025-388-3355

住宅保証機構（株）

ラック株式会社新潟営業所

新潟市東区下場大字北側25-5

025-274-6555

（株）住宅あんしん保証

(株)新潟建築確認検査機構 本社

新潟市中央区新光町10-3

025-283-2112

（株）日本住宅保証検査機構

株式会社 中央グループ

新潟市中央区美咲町１丁目４番１５号 中央グループビル１階

025-288-1848

（株）ハウスジーメン

株式会社たかだ本社

新潟市中央区八千代2丁目2番1号

025-245-4321

住宅保証機構（株）

株式会社たかだ 巻支店

新潟市西蒲区巻甲3266-1

0256-72-6111

住宅保証機構（株）

株式会社トーア

長岡市新組町2430-11

0258-25-2200

（株）住宅あんしん保証

株式会社たかだ 長岡支店

長岡市新産1-1-12

0258-46-4510

住宅保証機構（株）

株式会社イタヤ長岡支店

長岡市新陽2-18

0258-21-5321

（株）住宅あんしん保証

(株)新潟建築確認検査機構 長岡支店

長岡市台町2-4-56

0258-89-6061

（株）日本住宅保証検査機構

株式会社大庄 本社

長岡市中之島405

0258-66-2195

ハウスプラス住宅保証（株）

ラック株式会社長岡支店

長岡市福山町1083

0258-47-3333

（株）住宅あんしん保証

株式会社たかだ 新発田支店

新発田市上館字道下187

0254-22-3751

住宅保証機構（株）

株式会社たかだ十日町営業所

十日町市馬場丙１５２９番地４３

025-750-2010

住宅保証機構（株）

株式会社たかだ 村上支店

村上市仲間町字一枚下り640-4

0254-52-5141

住宅保証機構（株）

ラック株式会社糸魚川支店

糸魚川市横町5-2-18

025-552-1139

（株）住宅あんしん保証

株式会社たかだ 五泉支店

五泉市三本木3016-1

0250-43-5101

住宅保証機構（株）

株式会社たかだ上越支店

上越市板倉区稲増185-13

0255-78-5080

住宅保証機構（株）

ラック株式会社上越支店

上越市大字藤野新田字大割367-1

025-544-6000

（株）住宅あんしん保証

細谷建築設計事務所

上越市春日新田２-23-33

025-544-4759

住宅保証機構（株）

株式会社 中央グループ 上越支店

上越市春日野1-4-38 ヤマダオフィスⅡ B号室

025-530-8062

（株）ハウスジーメン

上越住宅建築事業協同組合

上越市東本町2-2-17

025-525-7300

住宅保証機構（株）

高千物産(有)金井店

佐渡市泉城の前甲667-4

0259-63-4548

（株）日本住宅保証検査機構

株式会社たかだ魚沼支店

魚沼市中島171

025-792-1764

住宅保証機構（株）

株式会社たかだ 黒川支店

胎内市東牧776-4

0254-39-4311

住宅保証機構（株）

株式会社イタヤ

南蒲原郡田上町大字田上丙416-3

0256-57-2079

（株）住宅あんしん保証

長野県
（一財）長野県建築住宅センター

長野市大字鶴賀緑町1605番地14 長野ダイヤモンドビル9階

026-219-1061

住宅保証機構（株）

炭平コーポレーション株式会社長野支店

長野市北長池1667

026-243-6111

（株）住宅あんしん保証

株式会社カネト 長野店

長野市南長池280-8

026-222-5822

ハウスプラス住宅保証（株）

株式会社ワイズ 本社

長野市三輪1丁目8-14

026-266-0710

ハウスプラス住宅保証（株）

株式会社マルオカ

長野市吉田5-25-7

026-243-1218

（株）住宅あんしん保証

炭平コーポレーション株式会社松本支店

松本市笹賀7804

0263-26-4016

（株）住宅あんしん保証

株式会社カネト 上田店

上田市上田1353-12

0268-21-0777

ハウスプラス住宅保証（株）

株式会社ナガイ

飯田市鼎下山882-1

0265-24-7111

（株）住宅あんしん保証

株式会社 ヤマキチ木材

飯田市座光寺5526-1

0265-22-0055

（株）ハウスジーメン

星野建築設計事務所

飯田市八幡町2075-1

0265-22-6980

（株）ハウスジーメン

炭平コーポレーション株式会社小諸支店

小諸市滋野1450

0267-22-6151

（株）住宅あんしん保証

都築木材株式会社

伊那市日影336

0265-72-3116

（株）住宅あんしん保証

市川設計事務所 ホームリサーチ長野県千曲店

千曲市戸倉1626-1

026-276-4611

（株）ハウスジーメン

株式会社 吉田建築設計事務所

安曇野市穂高有明6316

0263-83-2758

（株）ハウスジーメン

株式会社カネト 本社

南佐久郡小海町大字千代里2959-2

0267-92-2501

ハウスプラス住宅保証（株）

株式会社カネト 軽井沢店

北佐久郡御代田町馬瀬口1747-1

0267-32-8001

ハウスプラス住宅保証（株）

安田設計

上伊那郡飯島町田切112-129

0265-86-8955

（株）ハウスジーメン

株式会社ナガイ上伊那支店

上伊那郡宮田村新田1822-1

0265-85-0150

（株）住宅あんしん保証

