
基安安発第0908001号  

平 成17 年 9 月 8 日  

都道府県労働局労働基準部安全主務課長殿  

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課  

登録性能検査機関による性能検査の確実な実施について  

標記の検査については、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関す  

る法律（平成15年法律第102号）により改正された労働安全衛生法に基づき、平成16年3月31日から実  

施されているところであるが、下記に留意の上、引き続きその確実な実施を図られたい。なお、  

別紙のとおり登録性能検査機関の長に対して通知したので、了知されたい。  

記  

1 特定機械等の新規設置事業場に対する登録性能検査機関の情報提供  

特定機械等については検査証の有効期尚を更新するために性能検査を受ける必要があるが、現   

状において、特定機械専の設歯数と性能検査基数の間に一部帝離が見られ、性能検査を受けてい   

ない特定機械等が存在する可能性も否定できないところである。近年、事業場における爆発・   

火災災害等が多発し、また、性能検査を受けていない圧力容器に係る事故が発生しているなど、   

適切な検査の実施による特定機械等の安全確保が一層求められていることから、特定機械等の性   

能検査の確実な奏施を期すため、新たに特定機械等を設置した事業場、に対し、別添を参考に、特   

定機械等を使用し続けるためには検査証の有効期間を更新する必要があること、そのためには登   

録性能検査機関による性能検査を受ける必要があること及び登録性能検査機関の名称等につい   

て周知させること。  

2 性能検査を受けていない事業場に対する指導  

登録性能検査機開から性能検査結果報告書が提出された際には、台帳と突合し、有効期間内に   

性能検査を受けていない特定機械等であって使用休止報告がなされていないものを設置してい   

る事業場に対し、当該特定機械等の使用状況の確認及び検査証の返還等必要な指導を行うこと。   



基安安発第0908002号  

平成17年9月8日  

登録性能検査機関の長 殿  

厚生労働省労働基準局  

安全衛生部安全課長  

登録性能検査機関による性能検査の確実な実施について  

標記の検査については、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関す  

る法律（平成15年法律第102号）により改正された労働安全衛生法に基づき、平成16年3月  

31日から実施されているところですが、下記に留意の上、引き続きその確実な実施をお願いしま  

す。  

記  

1特定機械等の新規設置事業場に対する登録性能検査機関の情報提供   

特定機械等については検査証の有効期間を更新するために性能検査を受ける必要があるが、現   

状において、特定機械等の設置数と性能検査基数の間に一部帝離が見られ、性能検査を受けてい   

ない特定機械等が存在する可能性も否定できないところである。   

近年、事業場における爆発・火災災害等が多発し、また、性能検査を受けていない圧力容器に   

係る事故が発生しているなど、適切な検査の実施による特定機械等の安全確保が一層求められて   

いることから、特定機械等の性能検査の確実な実施を期すため、所轄労働基準監督署より新たに   

特定機械等を設置した事業場に対し、別添を参考に、特定機械等を使用し続けるためには検査証   

の有効期間を更新する必要があること、そのためには登録性能検査機関による性能検査を受ける   

必要があること及び登録性能検査機関の名称等について周知させることとしたこと。  

2 性能検査を受けていない事業場に対する指導  

登録性能検査機開から所轄労働基準監督署に対して性能検査結果報告書が提出された際には、   

所轄労働基準監督署において台帳と突合し、有効期間内に性能検査を受けていない特定機械等で   

あって使用休止報告がなされていないものを設置している事業場に対しては、当該特定機械等の   

使用状況の確認及び検査証の返還等必要な指導を行うこととしたこと。   



別添  

特定機械等についての定期的な性能検査の受検について  

00労働基準監督署  

一定能力以上のボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エ  

レベーター及びゴンドラの使用については、労働安全衛生法において検査証の有効期間が  

設けられており、有効期間を更新するためには、その度ごとに、登録性能検査機関が実施  

する性能検査を受ける必要があります。   
今回、新たに設置された［ボイラー・第一種圧力容器・クレーン・移動式クレーン・デ  

リック・エレベーター・ゴンドラ］の検査証の有効期間は［1年・2年］となっています  

ので、有効期間満了日の2ケ月前から当該満了日までの間に、下記のいずれかの登録性能  

検査機関が行う性能検査を必ず受検レてください。   

なお、性能検査を受けず、検査証の有効期間を超えて機械等を使用した場合は、労働安  

全衛生法違反となりますので、ご留意ください。  

（ボイラー及び第一種圧力容器）  

登録性能検査機関名   所在地   
電話番号   

（株）損害保険ジャパン  〒  

00ボイラ検査事務所  

（社）日本ボイラ協会  〒  

00検査事務所  

（社）ポイラ・クレーン安全  

協会00事務所  

（クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンドラ）  

登録性能検査機関名   所在地   
電話番号   

（社）ポイラ・クレーン安全  

協会00事務所   

（社）日本クレーン協会  〒  

00検査事務所  

シマブンエンジニアリング  

（株）00事務所   

セイフティエンジニアリン  

グ（株）00検査事務所  

（ゴンドラのみ）  

（注）登録性能検査機閑名には、地域ごとに当該各機関が指定した事務所名等を記載することとし、   

必ず全ての機関について記載すること。   



株式会社損保ジャパン  

検査事務所の組織 （平成17年8月1日現在）  

組 織 名   所′在 地   管 換査員数   

関東ホサイラ検査事務所  〒160－8338 新宿区西新宿ト26－1   東京、神奈川、千葉、埼玉、   10  

電話（03）3349－4312（大代）  群馬、栃木、茨城、長野、  

新潟、山梨   

北海道ホ◆イラ検査事務所  〒060｛8552札幌市中央区北一条西6－2  4   

電話（0‖）28ト6150   

東北ホ◆ィラ検査事務所  〒983－0852 仙台市宮城野区相同3－ト35  宮城、福島、山形、秋田、   2  

電話（022）298－23＝   青森、岩手   

北陸ホ◆ィラ検査事務所  〒920－8558金沢市香林坊卜2－21  富山、石川、福井   2   

電話（076）232－‖91  

静岡ホ●イラ検査事務所  〒420－0031静岡市葵区呉服町トト2   静岡   3   

静岡呉服町スクエア   

電話（054）254－1212  

中部ホ●ィラ検査事務所  〒460－8551名古屋市中区丸の内3－22－21  8   

電話（052）953－3723   

西日本ホ●ィラ検査事務所  〒54ト8545 大阪市中央区瓦町4－ト2   大阪、京都、奈良、滋賀、   10  

電話（06）622ト4408   和歌山、兵庫、岡山、広島、  

島根、鳥取、山口、香川、  

愛媛、徳島、高知   

九州ホ◆ィラ検査事務所・  〒812－8668 福岡市博多区博多駅前   福岡、佐賀、長隠熊本、 2  

2－5」7  大分、宮崎、鹿児島、沖縄   

電話（092）48卜1642  

計  41  



監督署別検査事務所 一覧   ㈱日本ボイラ協会  

平成17年8月19日現在  

触日本ボイラ協会本部 〒10ト0004 東京都港区新橋5－3－1 TEL．03－5473－4500（代）FA‡・03－5473－4521   

検査事務所  〒   住  所   TEL   FAX   

060－0807  札幌市北区北7条西トト30   リッチ7・7ビル8F・   01ト716－5755  011－716－5750  
北海道  

北  監督署名  札幌中央、札幌東、函館、小樽、岩見沢、倶知安、  

053－0011  苫小牧市末広町3－8－18  苫小牧市森林組合第2ビル6F 0144－33－1369  O144－32－4137  
苫小牧  

海  監督署名  室蘭、 

070－0034  旭川市4条通7丁目  明治安田生命旭川四条ピル2F  0166－23－3978  0166－26－1930  

道  
旭川  

監督署名  旭川、  滝川、  北見、  名寄、  留萌、 稚内、  

085－0046  釧路市新橋大通卜2－20  釧路農協ビル3F   0154－24－3068  0154－22－7749  
釧埠  

監督署名  釧路、   帯広、   

105－0004  東京都港区新橋5－3－1  JBAビルIF   03－3434－0361  03－3434－0365  
関東  

監督署名  東京労働局管内労働基準監督署  

310－0011  水戸市三の丸ト3－3  水戸三の丸パーキングビル1F  029－23卜1988  029－23卜9624  
茨城  

監督署名  茨城労働局管内労働基準監督署  

32卜0962  宇都宮市今泉町847－22  利一ピル3F   028－622－5833  028－624－9469  
栃木  

監督署名  栃木労働局管内労働基準監督署  

関  
37ト0805  前橋市南町4－30－3  勢多会館2F   02ト223－7422  02ト223－7652  

監督署名  群馬労働局管内労働基準監督署  

330－0063  さし，）たま市浦和区高砂2－13－19 K2ビル2F   048－82ト6070  048－833－0166  
埼玉  

監督署名  埼玉労働局管内労働基準監督署  

260－0031  千葉市中央区新千葉2－7－1   太宗第2ビル6ぎ   043－241－9144  043－248－4147  
千葉  

監督署名  千葉労働局管内労働基準監督署  

東  22卜0835  横浜市神奈川区鶴屋町2－21－1 ダイヤビル6F   045－31ト6105  045－314－2245  
神奈川  

監督署名  神奈川労働局管内労働基準監督署  

95卜8126  新潟市学校町通2番町5293  学校町ビル3F   025－22ト3858  025－225－3860  
新潟  

監督署名  新潟労働局管内労働基準監督署  

400－0032  甲府市中央2－9－5  横山ビル4F   055－235－6526  055－222－4659  
山梨  

監督署名  山梨労働局管内労働基準監督署  

380－0813  長野市魔賀緑町1403  大通り昭和ビル2F 026－235－2338  026－23ト2320  
長野  

監督署名  長野労働局管内労働基準監督署   

450－0002  名古屋市中村区名駅2－35－22   メビウス名古屋ビル3F   052－583－4862  052－56卜8438  
中部  

監督署名  愛知労働局管内労働基準監督署  

富山   930－0018  富山市千歳町1－4－1  薬業会館   076－441－8945  076－44卜4048  

監督署名  富山労働局管内労働基準監督署  

中  
920－0901  金沢市彦三町2－3」3  明治安田生命金沢彦三ピル   076－222－3830  076－224－3219  

監督署名  石川労働局管内労働基準監督署  

910－0004  福井市宝永3－4－6  ブランシュEM201   
福井  

0776－22－0064  0776－26－5720  

監督署名  福井労働局管内労働基準監督署  

500－8104  岐阜市菜園町4－7  ノノガキビル   058－263－1590  058－264－8275  
岐阜  

部  監督署名  岐阜労働局管内労働基準監督署  

422－8067  静岡市駿河区南町14－25  エスパティオ7F702号室   054－282－0929  054－283－6163  

静岡                監督署名  静岡労働局管内労働基準監督署  

514－0004  繚市栄町3－‖5  損保ジャパン津ビル   059－226－1312  059－228－8730  
三重  

監督署名  三重労働局管内労働基準監督署  



540－0012  大阪市中央区谷町2－9－3  近鉄大手前ビル2F   OG－6942－0723  06－6945－1229  
近畿  

近  監督署名  大坂、奈良、和歌山労働局管内労働基準監督署  

604－8261  京都市中京区御地通油小路東入 ジョイ御地ピル2F   075－255－2359  075－252－3602  

京滋             監督署名  滋賀、京都労働局管内労働基準監督署  

畿                                         兵庫   
65卜0094  神戸市中央区琴ノ緒町5－6－3   三共ピル9F   078－241－8651  078－24ト8527  

監督署名  兵庫労働局管内労働基準監督署   

730－0017  広島市中区鉄砲町7－8  NEXTビル3F   
中四国  

082－22ト8478  082－223－8653  

監督署名  広島労働局管内労働基準監督署及び島根労働局管内労働基準監督署の内、浜田、益田  

683－0053  米子市明治町285－i  廉8近宣ビル5F   0859－32－4865  0859－23－0543  
山陰  

監督署名  鳥取労働局管内労働基準監督署及び島根労働局管内労働基準監督の内、松江、出雲  

中  
700－0904  岡山市柳町卜5－5  平田興産ビル2F   086岬224－1640  086－226－4012  

監督署名  岡山労働局管内労働基準監督署  

745－0034  周南市御幸通りト5  住友生命徳山ピル3F   
山口  

0834－32－1072  0834－3ト1595  

四  監督署名  山口労働局管内労働基準監督署  

770－0854  徳島市徳島本町3－13  大西ビル   088－625－1158  088－655－2284  
徳島  

監督署名  徳島労働局管内労働基準監督署  

国  
760－0017  高松市番町3－3－17  第1讃機ビル4F   087－83ト9398  08ト83卜9399  

監督署名  香川労働局管内労働基準監督署  

790－0067  松山市大芋町2－7－5  愛媛県印刷会館3F   089－94卜1014  089－93ト1494  
愛媛  

監督署名  愛媛労働局管内労働基準監督署  

780－0870  高知市本町5－6－39  高知ダイヤビル   088－823－8732  088－873－8058  
高知  

監督署名  高知労働局管内労働基準監督署   

812－0013  福岡市博多区博多駅東ト12－8  如月ビル8F   092－45卜4772  092－474－9395  

九州              監督署名  福向労働局管内労働基準監督署  

840－0803  佐賀市栄町6－25  フレックス佐賀駅前202   0952－3卜3930  0952－3ト3960  
佐賀  

監督署名  佐賀労働局管内労働基準監督署  

850－0055  長崎市中町ト18  堤ビル   
長崎  

095－824－7344  095－826－7769  

九  監督署名  長崎労働局管内労働基準監督署  

862－0971  熊本市大江6－24－13  天神コーポラス2F   096－363－6838  096－362－3435  
熊本  

監督署名  熊本労働局管内労働基準監督署  

大分   
870－0023  大分市長浜町3－15－19  大分商工会議所ビル3F   097－536－3513  09．7－534－6763  

監督署名  大分労働局管内労働基準監督署  

州  880－0801  宮崎市老松㌃斗」3  ADビル宮崎4F   
宮崎  

0985－2ト4498  098ト26－2746  

監督署名  宮崎労働局管内労働基準監督署  

892－0854  鹿児島市長田町卜16  NSビル3F   099－224－9058  099－226－7512  
鹿児島  

監督署名  鹿児島労働局管内労働基準監督署  

90卜2131  浦添市牧港5－6け8  沖縄県建設会館5F   098－876－7716  098－877－7334  
沖縄  

監督署名  沖縄労働局管内労働基準監督署   

105－0004  東京都港区新橋5－3－1   03－5473－4512  03－5473－4521  

本部            監督署名  青森労働局管内労働基準監督署  

束  監督署名  岩手労働局管内労働基準監督署  

監督署名  宮城労働局管内労働基準監督署  

監督署名  秋田労働局管内労働基準監督署  

ヒ  監督署名  山形労働局管内労働基準監督署  

監督署名  福島労働局管内労働基準監督署  



（社）ポイテクレーン安全協会事務所一覧表  

労働局名  労 働 基準 監 督 署 名   事務所  名   

ロ  北海道   札幌中央 札幌東 函館   小樽   岩見沢 旭川   帯広   函館事  務所  

滝川   北見  寧蘭  苫小牧 釧路  名寄  留萌  

稚内  浦河  倶知安   

2  青森   青森  弘前  八戸 ．五所川原十和田 むつ   青森事  務所   

3  岩手   盛岡  宮古   釜石   花巻   一関   大船渡 二戸   岩手事  務所   

4  宮城   仙台  石巻  古川  大河原 気仙沼 瀬峰   宮城事  務所   

5  秋田   秋田  能代  大館  横手  大曲・ 本荘   秋田事  務所   

6  山形   山形  米沢  鶴岡  酒田  新庄  村山   山形事  務所 

7  福島   福島  郡山  会津  白河  須賀川 喜多方   福島事  務所  

いわき  相馬   富岡   いわき  事務所   

8  茨城   水戸  日立   土浦   下館   古河   水海道 竜ヶ崎  茨城事  務所  

鹿島   

9  栃木   宇都宮 足利   栃木  鹿沼  大田原 今市   真岡   栃木事  務所   

10  群馬   高崎  前橋   伊勢崎 桐生   太田   沼田   中之条  嶺拳蕪  ；．’′、．ヒ   
四  埼玉   さいたま 川口   熊谷   川越   春日部 所沢   行田   埼玉事  務所  

秩父   

12  千葉   千葉  船橋  柏  銚子   館山   木更津 茂原   千葉事  務所  

成田  東金   

13  東京   中央  上野   三田 品川   大田   渋谷   新宿   東京事  務所  

池袋  王子  足立  向島  亀戸  江戸川 八王子  

立川  青梅  三鷹  町田   

14  神奈川   横浜南  鶴見   川崎南 川崎北 棟須賀 横浜北・平塚   神奈Jl  I事務所  

藤沢  小田原 厚木  相模原 横浜西   

15  新潟   新潟   長岡  高田  三条   柏崎   新発田 新津   福島事  務所  

小出  十日町 糸魚川 佐渡   

16  富山   富山  高岡  魚津  砺波   本 

17  石川   金沢  小松  七尾  加賀  穴水   本恥 

福井   福井  敦賀  武生  大野   太凱  

19  山梨   甲府  都留  鰍沢  山梨   甲信事  務所   

20  長野   長野  松本   岡谷   上田   飯田   中野  小諸   無常  

大町   
㌢紺壬！二j真美…  

伊那  ／ 

21  岐阜   岐阜  大垣  高山  多治見 関  恵那   岐阜八幡  

22  静岡   静岡  沼津  浜松  清水   三島   富士   磐田   

島田   

23  愛知   名古屋北 名古屋東名古屋南豊橋   名古屋西岡崎   一宮   手  

半田  刈谷  豊田  瀬戸  津島  江南  西尾   

24  三重   四日市．松阪  津  伊勢  上野  熊野   紬泰”  庵廟廟   

25  滋賀   大津  彦根  長浜  八日市   本部  

26  京都   京都上  京都下 京都南 福知山 舞鶴   丹後   園部   本部  

27  大阪   大阪中央 大阪南 天満   大阪西 西野田 淀川   東大阪  本部  

岸和田  堺  羽曳野 北大阪 泉大津 茨木   

28  兵庫   神戸東  神戸西 尼崎   姫路   伊丹   西宮   加古川  本部  

西脇  但馬  相生  淡路   

29  奈良   奈良  葛城  桜井  大淀   本部  

30  和歌山   和歌山  御坊   橋本   田辺   新宮   本部  



31  鳥取   鳥取  米子  倉吉   広島車務繭  

32  串根   松江  出雲  浜田  益田 拓島妻麹所  

33  岡山   岡山  倉敷   玉野   津山   笠岡 和気   新見   広島事務所  

34  広島   広島中央 呉  福山   三原 尾道   三次   広島北  広島事務所  

府中  廿日市   

35  山口   下関  宇部  徳山   下松   岩国   小野田 山口   山口事務所  

萩   

36  徳島   徳島  鳴門  池田  阿南   索島事務軒  

37  香川   高松  丸亀  坂出  観音寺 東かがわ   鹿島素麺料  

38  愛媛   松山  新居浜 今治  八幡浜 宇和島 伊予三島   直島寧顔軋  

39  高知   高知  須崎  中村  安芸   鹿島事務所 

40  福岡   福岡中央 大牟田 久留米 飯塚   北九州西北九州東門司   福岡事務所  

田川  直方  行橋  八女  福岡東   

41  佐賀   佐賀  唐津  武雄  伊万里   福岡事務所  

42  長崎   長崎  佐世保 江迎  島原  諌早  対馬   福岡事務所  

43  熊本   熊本  八代   玉名   人言   本渡   菊池   阿蘇   福岡事務所  

44  大分   大分  中津  佐伯   日田  三重   福岡事務所  

45  宮崎   宮崎  延岡  都城  日南   福岡事務所  

46  鹿児島   鹿児島  川内   鹿屋   加治木 加世田 志布志 名瀬   福岡事務所  

47  沖縄   那覇  沖縄  名護  宮古  八重山   東軒 

（社）ポイラ・クレーン安全協会事務所所在地一覧  

本 訃   〒136－do71、東京都江東区亀戸6－41－20 痩缶健保会館2階  聴L O3－3685－2141   

職L O138－49－9044   

龍L O17－722－1800   

随 019－614－9711   

徽L O22－36ト0333   

海L O18－832－3542   

1h O23－63ト0868   

1h O24－963－1855   

1h O246－23－4567   

†h o289－72－1717   

職L O29－843－0了41  

函館事務所 〒049－0101  

青森事務所 〒030－0861  

岩手事務所 〒028－3621  

宮城事務所 〒985－0833  

秋由事務所 〒010－0873  

山形事務所 〒990－0025  

福島事務所 〒963－0547  

いわき事務所 〒970－8026  

茨城事務所 〒300－0875  

栃木事務所 〒322－0016  

埼玉事務所 〒330－0801  

千葉事務所 〒260－0028  

東京事務所 〒136－0071  

神奈川事務所〒231－0007  

甲信事務所 〒400－0064  

広島事務所 〒732－0052  

山口事務所 〒754－0014  

福岡事務所 〒816－0082  

北海道上磯郡上磯町追分3－ト1  

青森市長島2－10－4 ヤマウビル3階  

岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第11地割50ト8  

宮城県多賀城市栄2－卜2  

秋田市千秋城下町5－63 第2金子ビル  

山形市あこや町2－3－1錦産業会館5階  

福島県郡山市喜久田町卸3－39  

福島県いわき市平大町7－2 明治安田生命いわきビル2階  

茨城県土浦市中荒川沖町2－6 

栃木県鹿沼市流通センタ⊥46番地  

埼玉県さいたま市大宮区土手町1－2JA共済埼玉ビル6階職L O48－6431543  

千葉市中央区新町18－10 千葉第一生命ビル2階  

東京都江案区亀戸卜28－6 タニビル5階  

横浜市中区弁天通4－59 横浜弁天通第一生命ビル3階  

甲府市下飯田1－4－6 ワンズコア2階  

広島市東区光町ト10－19 日本生命広島光町ビル3階  

山口県吉敷郡小郡町高砂町3－26 ナガオビル3階  

福岡市博多区麦野∠卜4－6  

職L O43－247－5532   

電L O3－3685－5445   

職L O45－662－2860   

職L O55－226－5890   

簡L O82－263－1990   

龍L O83－973－3321   

職L O92－573－5327   



（社）日本クレーン協会検査事務所担当区域  

担当区域   検査事務所名   所在地   郵便番ロ  電話番号   

北海道   
北海道地区  北海道札幌市中央区大通西10丁目4－16 ダンロップSKビル  060－ 0042  01■卜・271－5323   

′′（札幌中央、札幌東、小樽、岩見沢、苫小  道 央   
牧 浦河倶知安）  北海道札幌市中央区大通西10丁目4－16  060－  011ト27ト・5323      ダンロップSKビル  0042   

／／（帯広、北見、釧路）   道 東   
北海道釧路市駒場町12－326  
アーバンハイツローヤル207   

085－ 0048  0154－23－6373   

／J（函館、室蘭）   道 南   
北海道室蘭市東町3－19－6  
ビレッジアートむろらん401号   

050－ 0083  0143－42－2020   

／／（旭川、滝川、名寄、留萌、稚内）   道 北   北海道旭川市豊岡6条3丁目2－4   078－ 823ei  0166－23－8500  

茨城、群馬、埼玉、栃木、千落、東京、神奈jlt  関東地区  東京都千代田区鍛冶町2－7－15 和光堂神田ビル8F   
10トー  0044  03－3254－1371   

茨城 茨 城   
茨城県水戸市城南2－9－12  
第3プリンスビル5階   

310一 0803  029－22卜3819   

群馬   
群 馬   

群馬県前橋市両町4－30－3  
勢多会館   

37ト 0805  027－223－3296   

埼玉、栃木   
埼 玉   埼玉県さいたま市浦和区高砂3－10－4 埼玉建設会館  330－ 0063  048－861－2912   

千葉   干 葉   
千葉県千葉市中央区栄町42－11  
日本企業会館9F   

260－ 0016  043－225－8357   

東京（除特定）  東 泉   
東京都千代田区鍛冶町2－7－15   
和光堂神田ビル8F   

101－  03－3254－1371        0044   

神奈川、東京（八王子…町田市…特定）、静岡  神奈川   神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2－21－1  22トー  045－312－5481   

新潟、長野、冨山、石川、福井   石川県金沢市彦三町2－1－10  
北信越地区   金沢真和ビル205   920－   076－221－8249   

0901  

新潟、長野（長野…上水内郡信濃町、中野…下  新 潟   新潟県新潟市学校町通2番町5293   
高井郡山之内町…特定）  学校町ビル5F   

95卜  025－225－1435       8126   

長野（除特定〉   
長 野   

長野県長野市西後町1597－1  380－  
長野朝日八十ニビル4F  

0845  026－237－3005   

富山   富山県富山市千歳町1－4－1  930－  
富 山  葉菜会館4F－403  0018  076－442－3478   

石川   石 川   石川県金沢市彦三町2－1－10  
金沢真和ビル205   

920こ   076－221ト8249   
0901  

福井   
福 井   

福井県福井市大手2－17－1  910－  

山川ビル  
0005  0776－25－1191  

岐阜、静岡、愛知、三重   
金山総合ビル8F   中部地区  愛知県名古屋市中区金山1－12－14  460－ 0022  052－332－7811   

岐阜   岐 阜   
岐阜県岐阜市東金宝町1－18  500－  
アベニュー3－A  

8167  058－262－3809   

静岡（除特定）   
静 岡   

静岡県静岡市駿河区両町14－25  
エスパティオ404   

422－ 8067  054－202－5278   

愛知、静岡（浜松・・・特定）   
愛 知   愛知県名古屋市中区金山1－12－14 金山総合ビル8F   460－ 0022  052－332－7針‖   

三重   
主重   

三重県津市栄町3－127  
茂木ビル   

514－ 0004  059－225－9391  

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山   大阪府大阪市都島区片町2－2－40  534－  
近畿地区  大発ビル  0025  06－8353－4∈132   

滋賀   
滋 賀   滋賀県大津市打出浜13－15  

笹川ビル4F   
520－ 0806  077－524－2511   

京都   
京 都   京都府京都市下京区五条通室町西入ル 高橋第6ビル  600－ 8107  075－344－6012   

大阪   
大 阪   

大阪府大阪市都島区片町2－2－40  
大発ビル   

534－   06－6353－4832   
0025  

兵庫   
兵 庫   

兵庫県神戸市中央区浪花町64番地  
三宮電電ビル   650－ 0035  078－39ト2313   

奈良   
奈 良   

奈良県奈良市法華寺町124－1  
岩本ビル   

630－ 8001  0742－36－5899   

和歌山   和歌山県和歌山市畑屋敷申のT5  640－  
和歌山  和綿ビル  8395  073－432－2787  

鳥取、島根、岡山、広島、山口   中国地区  広島県広島市南区京橋町1－23 三井生命広島駅前ビル   
732－  
0828  082－264－2662   

鳥取、島根（除特定）   
山 陰   

鳥取県米子市明治町285－1  683－  
第8近宣ビル  

0053  0859－35－4484  



岡山く除特定）   岡 山   
岡山県岡山市駅前町2－5－24  
アーバンスクエア9F   

700－ 0023  088－225－6271   

広島．（除特定）岡山（笠岡…笠岡市鋼管町・・特  広 島   広島県広島市両区京橋町1－23   
三井生命広島駅前ビル   

732－  082－264－2662   
定）島根（浜田 益田…特定）  0828  

山口、広島（廿日市…大竹市…特定）   山 口   山口県周南市月丘町3－6 二   745－ 0062  0834－3ト4852  
第同寺ビル  

徳島、香川、愛媛、高知   愛媛県松山市大手町1－1－2  
四国地区  内山ビル303   790－   089－933－4789   

0067  

徳島   徳島県徳島市乗出来島町12番地  770－  
徳 島  大門ビル5F  0822  088－625－1564   

香川   香 川   香川県高松市扇町2－1－3  
扇ビル101号   

760－ 0013  087－822－7425   

愛媛   愛 媛   
愛媛県松山市大羊町1－1－2  
内山ビル303   

790－ 0067  089－933－4789   

高知   高知県高知市本町5－6－39  780－  
高 知  高知ダイヤビル  0870  088－824－3017  

沖縄  花村ビル   福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、  九州地区  福岡県福岡市博多区博多駅東1－12－6  812－  092－44ト2585       0013   
福岡、長崎（厳原…除壱岐郡…特定）   福 岡   福岡県福岡市博多区博多駅東1－12－6 花村ビル  812－ 0013  092－441－2585   

佐賀、長崎（江迎、蔽原…壱岐郡…特定）   佐賀県佐賀市卸本町4－2  849－  
佐 賀  福岡スタンダードビル4F  0933  0952－33－7283   

長崎（除特定）   長 崎   
長崎県長崎市大黒町9－22  850－  
大久保大黒町ビル本館 

0057  095－824－7369   

熊本   熊 本   
熊本県熊本市大江6－24－13  
天神コーポラス2F   

862－   096－362－7769   
0971  

大分（除特定）   大 分   
大分県大分市長浜町3－15－19  
大分商工会議所ビル   

870－ 0023  097－533－1246   

宮崎、大分（佐伯＝・特定）   
宮 崎   

宮崎県宮崎市別府町2－5  
コスモ別府302   

880－   0985－31－13ロ1   
0802  

鹿児島   
鹿児島   鹿児島県鹿児島市下荒田4－49－1 田畑ビル205   

890－ 0056  099－258－2892   

沖縄   
沖 縄   

沖縄県浦添市牧港5－6－8  
沖縄県建設会館   

90ト 2131  098－870－0722   

上記以外   
本部（検査部  東京都品川区東五反田1丁目13番12号 五反田富士ビル8階  141－・ 0022  03－3473－3351  



（クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンドラ）  

登録性能検査機関名   
所 在 地  TEL   FAX   管轄地域   

シマブンエンジニアリング（株）   

検査事業グループ（本部）  〒675－0155  兵庫県加古郡播磨町新島41番地   0794－35－4348  0794－35－179（）  下記を含む全国   

兵庫事務所   〒675－0155  兵庫県加古郡播磨町新島41番地   0794－35－4348  0794－35－1790  関西地区、中部地区及び西日本   

大阪事務所   〒542－0085  大阪府大阪市中央区心斎橋筋1こ2－7鰻谷ビル139号  06－－6121－9160  06－6121－9161－－  関西地区、中部地区及び西日本   

関東営業所   〒244－0842  神奈川県横浜申栄区飯島町1524－1   045－890－5715  045－890－5716  関東地区、東海地区及び東日本   

兵庫・大阪事務所管轄  

－兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県、福井県、石川県、富山県、三重県、愛知県、岐阜県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、  
高知県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県   

関東営業所管轄  
・東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、山梨県、静岡県、群馬県、長野県、新潟県、福島県、宮城県、山形県、岩手県、秋田県、青森県、北海道   



法第37条別表第1に定める特定機械の内ゴンドラに係る性能検査を行う登録性能検査機関  

登録牲能検査機関名：セイフティエンジニアリング株式会社  

1．本 社 所 在 地：〒108－0023  
TELO3－5443－6251  FAX O3－5443－6252   

2．検査事務 所  

東京検査事務所  〒108－0023 東京都港区芝浦4－5－9 石塚ビル201  
TELO3－5443p6251  FAXO3－5443－6252  

大阪検査事務所：〒554－0012 大阪府大阪市此花区西九条4－3－33 浜田ビル3F  

TELO6－64671111  FAXO6－6467－7100   

名古屋検査事務：〒470－0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥1－22－3  
TELO56ト・38－3084   FAXO56l－38－3084  

3，検査事務所に係る対応地区  

東京検査事務所  東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城、  
山梨、長野県、新潟県、福島県、宮城県、山形県し岩手県、  
秋田県、青森県、北海道  
福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島、  

沖縄  

大阪検査事務所  大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県  
福井県、石川県、富山県  
香川県、徳島県、高知県、愛媛県  
岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口  

名古屋検査事務  愛知県、三重県、岐阜県、静岡県   


