
適合証明業務（フラット35・フラット35S<優良住宅取得支援制度>）申請手数料
令和1年10月１日　改正

　　　　 株式会社　国際確認検査センター

①新築住宅（一戸建て等）

 ●　（　）は、消費税10％を含んだ手数料です。

   また、金額は予告なく変更する場合があります。

フラット35 建設住宅性能評価 8,000 (8,800)  ●　単位：円

設計住宅性能評価※4 20,000 (22,000) 24,000 (26,400)

建築確認・検査 8,000 (8,800) 20,000 (22,000) 12,000 (13,200)

フラットのみ 16,000 (17,600) 20,000 (22,000) 24,000 (26,400)

（竣工済特例）建築確認完了検査時に同時申請 40,000 (44,000)

上記以外 80,000 (88,000)

フラット35S 建設住宅性能評価 12,000 (13,200)

設計住宅性能評価※4 30,000 (33,000) 36,000 (39,600)

建築確認・検査 12,000 (13,200) 30,000 (33,000) 18,000 (19,800)

フラットのみ 24,000 (26,400) 30,000 (33,000) 36,000 (39,600)

（竣工済特例）建築確認完了検査時に同時申請 60,000 (66,000)

※6 上記以外 120,000 (132,000)

②新築住宅（共同建て）
申請区分

※1

戸数

1～5戸 ― 20,000 (22,000) 40,000 (44,000) 10,000 (11,000) 20,000 (22,000) 50,000 (55,000)

6～50戸 ― 50,000 (55,000) 100,000 (110,000) 35,000 (38,500) 75,000 (82,500) 150,000 (165,000)

51～100戸 ― 50,000 (55,000) 100,000 (110,000) 95,000 (104,500) 190,000 (209,000)

101～200戸 ― 70,000 (77,000) 140,000 (154,000) 115,000 (126,500) 230,000 (253,000)

35 201戸～ ― 70,000 (77,000) 140,000 (154,000) 135,000 (148,500) 270,000 (297,000)

1～5戸 ― 30,000 (33,000) 60,000 (66,000) 15,000 (16,500) 30,000 (33,000) 75,000 (82,500)

6～50戸 ― 75,000 (82,500) 150,000 (165,000) 52,500 (57,750) 112,500 (123,750) 225,000 (247,500)

51～100戸 ― 75,000 (82,500) 150,000 (165,000) 142,500 (156,750) 285,000 (313,500)

101～200戸 ― 105,000 (115,500) 210,000 (231,000) 172,500 (189,750) 345,000 (379,500)

35S 201戸～ ― 105,000 (115,500) 210,000 (231,000) 202,500 (222,750) 405,000 (445,500)

※1 申請区分の住宅性能評価、建築確認・検査は弊社で同時申請した場合に限ります。また、建設・設計住宅性能評価は設計検査が省略できる機構の定める等級を

満たしているものに限ります。（等級を満たしていないものは、「建築確認・検査」又は「フラットのみ」の適用となります。）

※2 変更設計検査の手数料は上記手数料の半額とします。

※3 本業務のみの現場検査で出張する場合は、別途出張旅費を加算します。

※4 設計住宅性能評価と建築確認・検査を同時申請されている場合は現場検査は「建築確認・検査」を適用できます。

※5 住宅瑕疵担保保険又は建築基準法に基づく特定工程の検査を実施するもの(機構の定める時期に実施するものに限る｡)は中間時の現場検査を省略できます。

また､財形住宅融資等､中間現場検査が省略できない場合もあります。建築確認・検査の中間時の現場検査手数料は上記省略の対象とならない場合の手数料です。

※6 フラット35S（優良な住宅基準（耐震性））及びフラット35S（特に優良な住宅基準（耐震性））は適用できません。

③中古住宅

フラット35 住宅性能評価※1 50,000 (55,000) 50,000 (55,000) 10,000 (11,000)

上記以外※2 100,000 (110,000) 100,000 (110,000) 15,000 (16,500)

フラット35S 住宅性能評価※1 100,000 (110,000) 100,000 (110,000) 15,000 (16,500)

上記以外※2 200,000 (220,000) 200,000 (220,000) 30,000 (33,000)

※1 住宅性能評価は弊社で同時申請した場合に限ります。

※2 本業務のみの現場検査で出張する場合は、別途出張旅費を加算します。

● 設計図書が不十分な物件や耐震性能についての審査が必要な場合は上記とは別に手数料を加算する場合があります。

④賃貸住宅

45,000 (49,500) 70,000 (77,000) 90,000 (99,000) 140,000 (154,000)

55,000 (60,500) 80,000 (88,000) 110,000 (121,000) 160,000 (176,000)

65,000 (71,500) 90,000 (99,000) 130,000 (143,000) 180,000 (198,000)

75,000 (82,500) 100,000 (110,000) 150,000 (165,000) 200,000 (220,000)

※1　変更設計検査の手数料は上記手数料の半額とします。

※2　本業務のみの現場検査で出張する場合は、別途出張旅費を加算します。
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同一棟内で複数住戸申請す
る場合の２戸目以降の戸当

たり手数料

建築確認・検査 適合証明業務のみ

設計検査
※1

現場検査（竣工）
※2

設計検査
※1

現場検査（竣工）
※2

1～10戸

11～20戸

21～40戸

41戸～

一戸建て等 マンション


