【重要】
一般財団法人
CASBEE 評価員

登録更新対象者

平成２９年１０月吉日
建築環境・省エネルギー機構

各位

平成 29 年度 CASBEE 評価員登録更新のお手続きについて
拝啓 平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、2018 年（平成 30 年）3 月 31 日で CASBEE 評価員※の登録有効期限を迎えられる方、及び、
既に登録有効期限を過ぎており、更新猶予期間中の方に登録更新のお手続きについてご案内申し上げ
ます。
※ 「CASBEE 評価員」とは、CASBEE 建築評価員、CASBEE 戸建評価員、CASBEE 不動産評価員の
3 つの資格をまとめて呼称するものです。

登録更新の方法は、本書 2～3 ページ【登録更新の方法とお手続きの流れ】に記載しておりますので、良
くお読みいただき手続きを行って下さい。
【ご注意】



2018 年 3 月 31 日の有効期限の方が登録更新を行わない場合、2018 年 4 月 1 日以降は評価員の
資格は失効となります。



2016 年 6 月の要綱改正に伴い、2 つ以上の評価員資格をお持ちの方は、登録更新によりまとめ
て登録更新が行われます。詳しくは、ホームページに公開されている「CASBEE 評価員登録更
新に関するご案内」をご覧下さい。
敬具

＜送付内容＞
・平成29年度CASBEE評価員登録更新のお手続きについて（本状）
・CASBEE評価員登録更新申請書
・CASBEE評価員更新確認問題

解答用紙

・返信用封筒

＜登録更新に関するお問い合わせ先＞

CASBEE 評価員センター
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-1 全共連ビル麹町館 2 階
一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構（IBEC）内
Tel：03-3222-6714（平日 9：30～17：30） Fax：03-3222-6100
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【登録更新の方法とお手続きの流れ】
STEP1・・・資料等の取得（CASBEE の WEB サイトよりダウンロード）
CASBEE の WEB サイトより、以下の資料等をダウンロードしてください。
①

（保存版）CASBEE 評価員登録更新に関するご案内

②

登録更新資料「CASBEE の最新動向と 2016 年版評価マニュアルの改訂概要」
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/CASBEE_AP/renewal.htm

STEP2・・・登録更新料のお振込み
以下の口座に、登録更新料をお振り込み下さい。お振込みの際に発行される、振込明細書※は保管
ください。登録更新料は下記の＜料金計算表＞を参照ください。
※振込明細書は、お振込時に銀行、郵便局等から発行される振込用紙の控えや、ATM から発行される振
込明細書が該当します。ネットバンキングの場合には「振込日、振込人名義、振込金融機関、金額」
がわかる書類（前述の内容が分かる画面の印刷でも可）でも結構です。

＜登録更新料の振込先＞
【

銀行名／支店名

】 三井住友銀行

東京公務部（店番号：096）

【

口 座 名

】 一般財団法人

建築環境・省エネルギー機構

カタカナの場合：ザイ）ケンチクカンキョウ．ショウエネルギーキコウ
【貯金種目／口座番号】 普通 0018962（振込手数料は各自ご負担下さい）
（ご注意）登録更新料は、申込みを取り止めた場合でも返金できません。

＜料金計算表＞
取得している資格の欄に○印を記入し、登録更新料を算出して下さい。更新猶予期間内（有効期
限超過後 3 年以内）の資格については、更新を希望する資格の欄に○印を記入して下さい。
有効期間内の資格に○を記入して下さい。
3 つ全ての資格を有する場合には、そのうち 1 つは○を付けない
(更新しない)ことができます。

建築
戸建 不動産
評価員 評価員 評価員

左表の○の
数を記入

更新登録料

有効期間内
の資格

○の数が 1 または 2 の場合
右欄に\15,120 円を記入
○の数が 3 の場合
右欄に\19,440 円を記入

更新猶予期間内
の資格
(有効期限後
3 年以内)

○の数が 1 の場合
右欄に\15,120 円を記入
○の数が 2 の場合
右欄に\30,240 円を記入
○の数が 3 の場合
右欄に\45,360 円を記入

＋

登録更新料合計
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＝

更新猶予期間内の資格については、更新を希望する
資格のみ○を記入して下さい。

STEP3・・・申請書類の送付
以下の①～③の書類を同封し、CASBEE 評価員センターへご郵送下さい。

登録更新受付期間： 本状到着時 ～ 平成 30 年 1 月 31 日（水）必着
①CASBEE 評価員登録更新申請書
→申請書の内容をご確認の上、記載内容に変更がある場合には、申請書に手書きで修正して下さい。
→申請書下部の、
「8.当財団のホームページへの記載について」の掲載希望項目を○で囲んで下さい。
掲載希望項目が無い場合には、何も記さなくて結構です。

②登録更新料の振込明細書の写し（申請書の裏面に貼付可）
→登録更新料のお振り込みの際に発行された振込明細書※の写しを申請書の裏面に貼付けて下さい。
明細書の用紙が大きい場合は、そのまま送付して頂いても結構です。
※振込明細書は、お振込時に銀行、郵便局等から発行される振込用紙の控えや、ATM から発行される振
込明細書が該当します。ネットバンキングの場合には「振込日、振込人名義、振込金融機関、金額」
がわかる書類（前述の内容が分かる画面の印刷でも可）でも結構です。これらの書類が無い場合には、
申請書の裏面に手書きで「振込日、振込人名義、振込金融機関、金額」をご記入下さい。

③CASBEE 評価員更新確認問題 解答用紙
→登録更新資料「CASBEE の最新動向と 2016 年版の改訂概要」の巻末にある確認問題を解き、解
答用紙に答えを記入して下さい。
＜送付先＞

CASBEE 評価員センター 登録更新係
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-5-1 全共連ビル麹町館 2 階
一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構（IBEC）内
Tel：03-3222-6714（平日 9：30～17：30） Fax：03-3222-6100

STEP4・・・更新手続き完了
・当財団に書類が到着後、ご提出書類に不備が無い場合には、順次新しい登録証と登録証明書（カード）
をご自宅あてに送付致します。登録更新の申請後、住所が変更となった場合は、速やかに変更届をご
提出ください。（変更届書式：http://www.ibec.or.jp/CASBEE/CASBEE_AP/rules.htm）
・送付物は、書類が到着した月の翌月末にお届けする予定です。
（例：8 月中に書類が当財団へ到着の場合、9 月末にご自宅宛にお届け）
・2018 年 3 月 31 日の有効期限の方が、2018 年 1 月 31 日までに登録更新を行わない場合、
2018 年 4 月 1 日以降は評価員の資格は失効となりますのでご注意ください。
・現在、更新猶予期間（評価員資格の失効）の方の場合、更新手続きが完了次第、評価員資格が有効と
なりますので、お早目にお手続きください。
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特別講習開催のご案内
CASBEE は 2001 年に開発を開始して以降、目的や用途に合わせて様々なツールが開発され、また
関連する法律や基準の改正、建築技術の進展、その時代の社会的要請などにより順次改訂を行って
おります。
そこでこの度、CASBEE ファミリーの動向、CASBEE の活用状況（自治体での活用、インセンティブ
等）、CASBEE 評価ツールの改訂概要など、CASBEE を取巻く最新情報についてご紹介する講習を開
催することとなりました。現在、CASBEE 評価員としてご活躍されている皆様は、これまでの CASBEE につ
いて精通されていると思いますが、この機会にぜひ特別講習を受講頂き、最新動向に触れて頂ければ
幸いです。
特別講習の詳細、参加申し込み等は、以下の URL の WEB サイトをご覧ください（詳細につきましては、
8 月中旬に WEB サイトにてご案内致します。）
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/CASBEE_AP/renewal.htm
【日

時】： 2017 年 11 月 9 日（木）、12 月 6 日（水）

【開催地】： 東京
【参加費】： 4,320 円（税込）
※本講習を受講することにより、評価員登録更新が可能となります（確認問題の解答用紙の提出不要）。
※評価員登録更新を行う場合、受講料に加え別途更新登録料が必要となります。

その他のお知らせ
1．実績ポイントの取得と登録更新
「実績ポイント」とは、CASBEE 建築評価員、戸建評価員、不動産評価員としてご登録頂いている皆様が、
普段の業務等において CASBEE による評価や確認等の業務を実施した場合に、
「実績ポイント」としてその活
動を積み上げておくことができる制度です。
実績ポイントを「30 ポイント以上」取得した場合には、評価員の登録更新の際に、確認問題への解答が必要
なく、また特別な料金で更新することができるメリットがあります。
実績ポイントの取得方法や、実績ポイントによる登録更新の詳細につきましては、以下の WEB サイトにて
詳細をご確認ください。

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/CASBEE_AP/renewal.htm

2．CASBEE 評価マニュアル販売のご案内
当財団では、CASBEE（建築環境総合性能評価システム）を広くご活用頂くため、CASBEE のウェブサイト
にて各ツールのダウンロードサービスを行っているほか、評価マニュアルについては印刷物の販売も行ってお
ります。最新版のマニュアルをお持ちでない方はこの機会に是非お買い求め下さい。
CASBEE 評価マニュアルは、当財団ホームページよりご購入いただけますので、以下の URL の WEB サイ
トよりお申し込み下さい。
（http://www.ibec.or.jp/tosyo/index.html）
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