
構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

【シックハウス対策】

表示順番は、認定日の新しい順に表示してあります。 クリックすると対象の表示ページトップに移動します↓

認定区分 明細区分 認定記号 リンク

シックハウス対策
ホルムアルデヒド発散建築材料

第2種 MF2 表示ページに移動

第3種 MF3 表示ページに移動

対象外 MFN 表示ページに移動

年間ホルムアルデヒド量を保つ居室 RLFC 表示ページに移動
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

メラミン樹脂含浸紙張／ＭＤＦ 株式会社ソフトサービス 東京都江戸川区南小岩3丁目1
-3 (一財)建材試験センター MF2-2799 平成24年06月07日

両面水性アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維不織布張／ロックウール断
熱材（15mm～18mm） 森ビル株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1

号 (一財)日本建築センター MF2-1683 平成16年08月26日

「表面側」酢酸ブチル系塗料塗ハードボード付／「裏面側」アルミニ
ウム板付／メラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤 宇部気密ハウジング株式会社 東京都台東区台東2-27-3 地方独立行政法人

北海道立総合研究機構 MF2-1482 平成16年03月24日

両面突板張／ミディアムデンシティファイバーボード（5㎜～14㎜） ハラサワホーム株式会社 群馬県太田市新井町565 (一財)日本建築センター MF2-1107 平成15年10月29日

両面アクリル樹脂塗装天然木単板張／ハニカム裏張両面MDF付ユリア
樹脂系接着剤 スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1

キャロットタワー23F (一財)建材試験センター MF2-1089 平成15年10月22日

両面突板張／ユリア樹脂系接着剤塗／ミディアムデンシティファイバ
ーボード（5㎜） 株式会社A.D.A 東京都渋谷区代々木4-27-25

フジビル25　6F (一財)日本建築センター MF2-1083 平成15年10月22日

両面ニトロセルロースラッカー塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系
エマルション形接着剤塗／パーティクルボード スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1

キャロットタワー23F (一財)建材試験センター MF2-0867 平成15年09月10日

オイルステイン塗装天然木単板張／アルミニウム板裏張MDF付ユリア
樹脂接着剤 スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1

キャロットタワー23F (一財)建材試験センター MF2-0865 平成15年09月10日

両面ニトロセルロースクリヤラッカー塗料塗装／突き板張／酢酸ポリ
ビニル樹脂系接着剤／パーティクルボード アイオ産業株式会社 東京都練馬区富士見台3-60-1

3 (一財)ベターリビング MF2-0826 平成15年09月09日

両面ニトロセルロースクリヤラッカー塗料塗装／ミディアムデンシテ
ィーファイバーボード アイオ産業株式会社 東京都練馬区富士見台3-60-1

3 (一財)ベターリビング MF2-0825 平成15年09月09日

建物用床塗料 日本油脂株式会社 東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽﾀﾜｰ19F (一財)日本塗料検査協会 MF2-0636 平成15年07月31日

合成樹脂調合ペイント 株式会社アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 (一財)日本塗料検査協会 MF2-0627 平成15年07月31日

合成樹脂調合ペイント 株式会社アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 (一財)日本塗料検査協会 MF2-0626 平成15年07月31日

合成樹脂調合ペイント 株式会社アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 (一財)日本塗料検査協会 MF2-0318 平成15年06月25日

合成樹脂調合ペイント 株式会社アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 (一財)日本塗料検査協会 MF2-0317 平成15年06月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン系ラッカー塗装両面天然木単板張／集成材フローリング（側
面ウレタン系ラッカー塗装） フリージアハウス株式会社 東京都千代田区外神田6-8-3 (一財)建材試験センター MF3-2793 平成24年05月11日

アルミニウムはく張ガラスクロス・アルミニウムはく張クラフト紙張
／ロックウール保温板

新日鉄エンジニアリング株式
会社 東京都品川区大崎1丁目5-1 (一財)建材試験センター MF3-2773 平成24年02月28日

グラスウール断熱材 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛治町3-
6-3　神田三菱ビル (一財)建材試験センター MF3-2668 平成23年01月21日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張/ＭＤＦ 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング MF3-2623 平成22年11月10日

MDF M. Kaindl Holzindustrie KG Kaindlstrasse 2, A-5071
Wals  Salzburg,　Austria (一財)ベターリビング MF3-2607 平成22年06月02日

ミディアムデンシティファイバーボード Kronospan Luxembourg S.A. B.P.109,4902 Sadem
LUXEMBOURG (一財)ベターリビング MF3-2307 平成19年10月29日

ミディアムデンシティファイバーボード アイリスオーヤマ株式会社 宮城県仙台市青葉区五橋2-12
-1 (一財)ベターリビング MF3-2270 平成19年07月31日

パーティクルボード アイリスオーヤマ株式会社 宮城県仙台市青葉区五橋2-12
-1 (一財)ベターリビング MF3-2269 平成19年07月26日

ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材フローリング 住友林業クレスト株式会社
鹿島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6 (一財)ベターリビング MF3-2208 平成19年04月10日

単板積層材
ナバ・ジャパン株式会社 東京都世田谷区太子堂2-14-3

アーバンリゾート三軒茶屋4F
(一財)ベターリビング MF3-2217 平成19年03月23日

スンベル　グラハ
スジャテラ株式会社

インドネシア共和国タンゲラ
ン県バララジャ町

ウレタン樹脂系塗料塗装／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF
付／木材のひき板、単板又は小片その他これらに類するものを、メラミン樹
脂を使用した接着剤により面的に接着し、板状に成型したもの

山田建設株式会社 東京都大田区北千束1-11-3 (一財)ベターリビング MF3-2187 平成19年02月06日

「両面」ニトロセルロースラッカー塗装／集成材 津島興業株式会社 愛知県愛西市勝幡町五俵入22
56 (一財)東海技術センター MF3-1877 平成17年06月13日

「全面」メラミン樹脂シート張／ウレタン樹脂系接着剤塗／パーティ
クルボード 株式会社三輪 大阪府大阪市中央区北浜1-9-

15　北浜イズミビル (一財)日本建築総合試験所 MF3-1876 平成17年06月06日

「両面」メラミン樹脂含浸紙積層／「表面側」メラミン樹脂含浸印刷
紙積層／ハードボードフローリング ジャパン建材株式会社 東京都江東区平野3-2-6 (一財)日本建築総合試験所 MF3-1881 平成17年05月12日

両面紫外線硬化型水性ポリウレタン塗料塗装／両面リノリウム張／水
性ポリマー系接着剤塗／パーティクルボード

ブルトハウプジャパン株式会
社 東京都港区南青山4丁目17-3 (一財)ベターリビング MF3-1776 平成16年12月15日

合板 高広木材株式会社 東京都江東区新木場1-6-3 (一財)建材試験センター MF3-1738 平成16年11月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社クッキングプラザ 大阪市西区西本町1-7-1 (一財)日本塗料検査協会 MF3-1709 平成16年10月20日

両面メラミン樹脂含浸紙張／MDF 株式会社クッキングプラザ 大阪市西区西本町1-7-1 (一財)日本塗料検査協会 MF3-1708 平成16年10月20日

紫外線硬化形アクリル樹脂系塗料塗装／水性着色剤塗／単板張／メラミン・
ユリア共縮合樹脂系接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード張／
水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング

ナショナル建材工業株式会社 群馬県沼田市井土町135 (一財)ベターリビング MF3-1690 平成16年09月24日

集成材 株式会社ビーエム田中屋 長崎県長崎市京泊2丁目8番40
号 (一財)化学物質評価研究機構 MF3-1673 平成16年08月10日

ロックウール保温板 ゲーテハウス株式会社 東京都中央区日本橋人形町3-
3-13人形町フォレストビル4F (一財)建材試験センター MF3-1661 平成16年08月10日

パーティクルボード
サムリン・チップボード

マレーシアサバ州サンダナン市
ジャラン・シノーラ・バトゥ・
サピ90009 90720 (一財)ベターリビング MF3-1589 平成16年05月21日

サムリン・ハウジング・プロ
ダクツ

マレーシアサラワク州ミリ市クアラ
バラム インダストリアルエステート
ブロック1ロット171CDT8398009

ウレタン樹脂塗装天然木単板張／酢酸ビニル系エマルション形接着剤
塗／パーティクルボード アピス株式会社 東京都台東区小島2丁目8番14

号 (一財)建材試験センター MF3-1537 平成16年05月14日

「両面」メラミン樹脂含浸紙積層／「表面側」メラミン樹脂含浸印刷
紙積層／MDFフローリング アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288 (一財)日本建築総合試験所 MF3-1503 平成16年03月24日

両面ポリエステル樹脂系塗料塗装／両面天然木単板張／両面酢酸ビニル樹脂
エマルション接着剤塗／パーティクルボード付／両面酢酸ビニル樹脂エマル
ション接着剤塗／両面パーティクルボード

ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5-2-39円通寺
ガデリウスビル6F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MF3-1457 平成16年02月13日

天然木単板表張／紙裏張／両面酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗
／パーティクルボード ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5-2-39円通寺

ガデリウスビル6F
（公財）日本住宅・木材技術
センター MF3-1456 平成16年02月13日

両面アクリル樹脂塗装／集成材 ロイヤルフォートスウェーデ
ン株式会社

東京都中央区京橋一丁目16番
10号オークビル京橋 (一財)建材試験センター MF3-1443 平成16年02月13日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／ミディアムデンシティファイバーボ
ード 山田建設株式会社 東京都大田区山田千束1-11-3 (一財)ベターリビング MF3-1431 平成16年02月05日

アクリルラッカー樹脂系塗装／木質系フローリング
株式会社ユーロヒュース 熊本県熊本市尾ノ上1丁目12-

3-102
(一財)建材試験センター MF3-1408 平成16年02月05日

昭和住宅株式会社 兵庫県加古川市平岡町新在家
117

両面ポリウレタン樹脂塗装／両面酢酸ビニル樹脂系エマルション形接
着剤塗集成材付両面MDF

ジェルド・ウェンジャパン株
式会社 東京都港区西新橋2丁目17-2 (一財)建材試験センター MF3-1400 平成16年02月05日

両面紫外線硬化アクリル樹脂塗装天然木単板張／パーティクルボード付
ユリア樹脂を使用した接着剤（パーティクルボード3層、中空層付き）

株式会社イマオコーポレーシ
ョン 岐阜県関市千疋2002番地 (一財)建材試験センター MF3-1352 平成16年01月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン系樹脂塗装・アルミポリサンド紙張／木質単板張・エチレン酢酸ビニル樹脂系エマルシ
ョン形接着剤塗／メラミンユリア樹脂系接着剤塗・木質単板張／ウレタン樹脂系塗装・メラミン
ユリア樹脂系接着剤塗／フェノール樹脂含有無機系不燃ボードフローリング（両面テープ付）

朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MF3-1329 平成16年01月09日

両面メラミン樹脂張／パーティクルボード グリーンウェーブインターナ
ショナル（株） 大阪府吹田市南吹田3-14-11 (一財)化学物質評価研究機構 MF3-1327 平成16年01月09日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装／水性着色剤塗／単板張／メラミン
・ユリアホルムアルデヒド共縮合樹脂木材用接着剤塗／合板フローリング ナショナル建材工業株式会社 群馬県沼田市井土上町135 (一財)ベターリビング MF3-1209 平成15年11月19日

油性系塗装／集成材 上野住宅建材株式会社 新潟県見附市今町6-28-31 （公財）日本住宅・木材技術
センター MF3-1079 平成15年10月20日

ミディアムデンシティファイバーボード 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)ベターリビング MF3-1022 平成15年10月20日

アクリル樹脂系エマルション塗装／パラフィン系仕上剤塗布／天然木
単板張／変性酢酸ビニル系目止塗装／合板（裏桟付） 有限会社松岡銘板産業 秋田県能代市浅内字船沢73-5

0 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0897 平成15年09月10日

アクリル樹脂系エマルション塗装／パラフィン系仕上剤塗布／天然木
単板張／変性酢酸ビニル系目止塗装／合板（裏桟付） 昭和木材株式会社 秋田県能代市河戸川字上大須

賀39-1 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0896 平成15年09月10日

アクリル樹脂系エマルション塗装／パラフィン系仕上剤塗布／天然木
単板張／変性酢酸ビニル系目止塗装／合板（裏桟付） 株式会社丸松銘木店 秋田県能代市花園町7番11号 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0895 平成15年09月10日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MF3-0892 平成15年09月10日

アクリル樹脂ラッカー塗装／木質系フリーリング 北洋交易株式会社 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比
寿ガーデンプレイスタワー29F (一財)建材試験センター MF3-0860 平成15年09月10日

表面側オレフィン樹脂発泡体付き塩化ビニルシート・裏面側ポリオレフィ
ン系発泡シート張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合板 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MF3-0748 平成15年08月19日

ポリエステル樹脂化粧紙張/合板付ユリア樹脂系接着剤 スリヤ　サトリヤ　ティムル
コーポレーション株式会社

インドネシア共和国
南カリマンタン州バンジャルマシン市70129
インジコール　ハジ　モハッマド
ノール通り　№99　　

(一財)ベターリビング MF3-0734 平成15年08月19日

両面メラミン含浸紙張/パーティクルボード 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)ベターリビング MF3-0733 平成15年08月19日

造作用集成材（11㎜～45㎜）
株式会社サンタ通商 東京都渋谷区東3丁目14番15

号MOビル4F
(一財)日本建築センター MF3-0685 平成15年08月12日

立共インターナショナル株式
会社 京都市南区唐橋赤金町一番地

ミディアムデンシティファイバーボード 三井住商建材株式会社
東京都中央区晴海1丁目8番8号晴
海トリロンスクエアオフィスタ
ワーW

（公財）日本住宅・木材技術
センター MF3-0652 平成15年07月31日

フタル酸樹脂塗料 斎藤塗料株式会社 大阪市淀川区三津屋北3-2-4 (一財)日本塗料検査協会 MF3-0625 平成15年07月31日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

グラスウール断熱材（89㎜～216㎜） オーウェンスコーニングジャ
パン株式会社

東京都港区芝公園1-2-9ハナ
イビル3F (一財)日本建築センター MF3-0607 平成15年07月25日

不織布壁紙 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0596 平成15年07月15日

ポリエステル系樹脂塗装／チタン紙張／尿素酢酸ビニル系接着剤塗／
合板 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋本町2-7-1

イトーピア日本橋本町ビル5F (一財)日本建築総合試験所 MF3-0595 平成15年07月15日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 三井住商建材株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番8
号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MF3-0502 平成15年06月27日

MDF 株式会社イワクラ 北海道苫小牧市晴海町23番地
1 (一財)建材試験センター MF3-0497 平成15年06月27日

MDF 株式会社イワクラ 北海道苫小牧市晴海町23番地
1 (一財)建材試験センター MF3-0496 平成15年06月27日

パーティクルボード

SIAM RISO WOOD
PRODUCTS CO.,LTD

39/9 Moo 3 Tumbol Phunphin
Amphur Phunphin
Suratthani,84130 Thailand （公財）日本住宅・木材技術

センター MF3-0327 平成15年06月25日
伊藤忠商事株式会社
木材・建材部 東京都港区北青山2-5-1

さび止めペイント 日本ペイント株式会社 大阪府大阪市北区大淀2-1-2 (一財)日本塗料検査協会 MF3-0316 平成15年06月25日

MDF 住友林業株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1 (一財)建材試験センター MF3-0314 平成15年06月25日

MDF 住友林業株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1 (一財)建材試験センター MF3-0313 平成15年06月25日

両面低圧メラミン樹脂張／パーティクルボード トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MF3-0227 平成15年06月20日

両面低圧メラミン樹脂張／パーティクルボード トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MF3-0222 平成15年06月20日

両面低圧メラミン樹脂張／パーティクルボード トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MF3-0219 平成15年06月20日

「表面側」オレフィン系化粧シート張／合板張／不織布積層ゴムシート張・
「裏面側」ゴムシート付ポリエチレン発泡体張／ウレタン変性エチレン酢酸
ビニル共重合体水性エマルション系接着剤塗／合板フローリング

早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0204 平成15年06月20日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／突板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／単板積層材

住友林業クレスト株式会社鹿
島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6北海浜工業団地 (一財)ベターリビング MF3-0250 平成15年06月18日

ミディアムデンシティファイバーボード 丸紅建材株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町1-
4-14（丸紅日本橋ビル8F） (一財)ベターリビング MF3-0244 平成15年06月18日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン塗料塗／突き板張／メラミン・ユリア共縮合接着剤塗／合板張／メラミン・
ユリア共縮合接着剤塗／突き板張／ホットメルト接着剤塗／アルミ箔張／酢酸ビニル
樹脂系接着剤塗／合板張／合成ゴム系接着剤塗／クラフト紙張／木質系フローリング

松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MF3-0239 平成15年06月18日

両面低圧メラミン含浸紙張／パーティクルボード（18㎜平滑） セキスイ・グローバル・トレ
ーディング株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目3番1
7号虎ノ門2丁目タワー (一財)日本建築センター MF3-0228 平成15年06月18日

両面コート紙張／MDF付ユリア樹脂系接着剤 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MF3-0173 平成15年06月16日

MDF 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13
番6号 (一財)建材試験センター MF3-0169 平成15年06月16日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／MDF張普通合板付ユリア・メラミ
ン共縮合・合成ゴム系混合樹脂接着剤 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13

番6号 (一財)建材試験センター MF3-0165 平成15年06月16日

エポキシ樹脂・合成ゴム系混合樹脂塗布合成ゴム系樹脂モルタル塗装
／構造用合板（凹凸模様） 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13

番6号 (一財)建材試験センター MF3-0164 平成15年06月16日

MDF 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MF3-0151 平成15年06月16日

MDF
大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45

06-2
(一財)建材試験センター MF3-0129 平成15年06月16日

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8 (一財)建材試験センター MF3-0122 平成15年06月16日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8 (一財)建材試験センター MF3-0121 平成15年06月16日

コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合板 大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8 (一財)建材試験センター MF3-0119 平成15年06月16日

「表面」ウレタン系樹脂塗装ポリプロピレンフィルム張／エチレン酢酸ビニ
ル系ホットメルト接着剤塗／天然木突き板張／メラミン樹脂系接着剤塗／MD
F張／酢酸ビニル重合体系接着剤塗／合板

松下電工株式会社 大阪府門真市門真1048 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0116 平成15年06月13日

「表面」ウレタン系樹脂塗装天然木突き板張／メラミンユリアホルムアルデ
ヒド重縮合物接着剤塗／MDF・「裏面」MDF張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗
／合板

松下電工株式会社 大阪府門真市門真1048 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0115 平成15年06月13日

ポリプロピレンフィルム張／EVA系ホットメルト接着剤塗／ウレタン
系樹脂塗装／天然木突き板張／メラミン系樹脂接着剤塗／MDF 松下電工株式会社 大阪府門真市門真1048 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0114 平成15年06月13日

「表面」アクリル系樹脂塗装／天然木突き板・「裏面」ポリオレフィン系樹
脂発泡体張／「表側」アクリルメラミン系樹脂接着剤・「裏側」エチレン酢
酸ビニル系樹脂接着剤塗／裏溝加工付合板フローリング

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0104 平成15年06月13日

アクリル系樹脂塗装／天然木突き板張／メラミン系接着剤塗／MDF張／メラ
ミン系接着剤塗／天然木突き板張／ポリウレタン系樹脂発泡体張／エチレン
酢酸ビニル系接着剤塗／合板フローリング

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0103 平成15年06月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面側」アクリル系樹脂塗装／天然木突き板・「裏面側」ポリオレフィン
系樹脂発泡体張／「表側」メラミン系接着剤・「裏側」エチレン酢酸ビニル
系接着剤塗／工業用薄葉紙付裏溝加工付合板フローリング

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0102 平成15年06月13日

「表面側」アクリル系樹脂塗装／天然木突き板・「裏面側」ポリウレタン系
樹脂発泡体張／「表側」アクリルメラミン系樹脂接着剤・「裏側」エチレン
酢酸ビニル系樹脂接着剤塗／裏溝加工付合板フローリング

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0101 平成15年06月13日

「表面側」アクリル系樹脂塗装／天然木突き板・「裏面側」ポリウレタン系
樹脂発泡体張／「表側」メラミン系樹脂接着剤・「裏側」エチレン酢酸ビニ
ル系樹脂接着剤塗／表面工業用薄葉紙付裏溝加工付合板フローリング

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0100 平成15年06月13日

MDF（素板） カーター・ホルト・ハーベイ・
オーバーシーズ・リミテッド

東京都千代田区内幸町1-1-1
インペリアルタワー10F (一財)日本建築総合試験所 MF3-0089 平成15年06月13日

MDF（素板） カーター・ホルト・ハーベイ・
オーバーシーズ・リミテッド

東京都千代田区内幸町1-1-1
インペリアルタワー10F (一財)日本建築総合試験所 MF3-0088 平成15年06月13日

アクリルウレタン系樹脂塗装／人工杢突き板張／ユリアメラミンスチ
レンブタジエンゴム混合接着剤塗／合板 エムエス建材株式会社 岐阜県美濃加茂市牧野1006番

地 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0087 平成15年06月13日

アクリルウレタン系樹脂塗装／天然木突き板張／ユリアメラミンスチ
レンブタジエンゴムラテックス混合接着剤塗／合板 エムエス建材株式会社 岐阜県美濃加茂市牧野1006番

地 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0086 平成15年06月13日

〔表面〕アクリルウレタン系樹脂塗装／突き板張／ユリアメラミンスチレンブタジ
エンゴムラテックス混合接着剤塗〔裏面〕アクリルウレタン系樹脂塗装／天然木突
き板張／ユリアメラミンスチレンブタジエンゴムラテックス混合接着剤塗／集成材

エムエス建材株式会社 岐阜県美濃加茂市牧野1006番
地 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0085 平成15年06月13日

両面防湿紙張／パーティクルボード付メラミンユリア樹脂系接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MF3-0065 平成15年06月11日

ポリウレタン樹脂塗料塗／木材プラスチック複合体単板張／酢酸ビニ
ル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板（3層積層） 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1

番地の1 (一財)ベターリビング MF3-0043 平成15年05月28日

酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板（3層積層） 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1
番地の1 (一財)ベターリビング MF3-0042 平成15年05月28日

ポリウレタン樹脂塗料塗／天然木突板張／メラミン樹脂系接着剤塗／
メラミン系樹脂含浸紙張／合板フローリング 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1

番地の1 (一財)ベターリビング MF3-0040 平成15年05月28日

ポリウレタン樹脂塗料塗／天然木突板張／ユリア・メラミン樹脂系接着剤塗
／ミディアムデンシティファイバーボード張／酢酸ビニル樹脂系エマルショ
ン形接着剤塗／合板フローリング

大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1
番地の1 (一財)ベターリビング MF3-0038 平成15年05月28日

ポリウレタン樹脂塗料塗／木材プラスチック複合体単板張／メラミン
系樹脂含浸紙張／合板フローリング 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1

番地の1 (一財)ベターリビング MF3-0036 平成15年05月28日

ポリプロピレン系樹脂シート張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接
着剤塗／メラミン系樹脂含浸紙張／合板フローリング 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1

番地の1 (一財)ベターリビング MF3-0034 平成15年05月28日

アクリル系樹脂塗装・天然木突き板張り／ポリオレフィン系樹脂裏張
り／裏溝加工付き・複合1種フローリング 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MF3-0002 平成15年05月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面」天然木単板張／集成材（積層）フローリング 北恵株式会社 大阪市中央区南本町3-6-14 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2858 平成25年03月26日

アルミニウム箔壁紙 株式会社ジャパンアイビック 千葉県千葉市花見川区作新台
5-4-1 (一財)建材試験センター MFN-2857 平成25年03月15日

ポリエステル系樹脂塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接
着剤塗・集成材張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集成材フロー
リング

PT.Bogowonto Primalaras
JL.Walisongo No.203Km
10.7,Semarang50152,INDONES
IA

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2852 平成25年03月15日

ポリエステル系樹脂塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接
着剤塗・集成材張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集成材フロー
リング

株式会社エフトレーディング 横浜市金沢区六浦5-6-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2851 平成25年03月15日

ＭＤＦ 广西三威林产工业有限公司 〒543001
广西梧州市塘源路81号 (一財)建材試験センター MFN-2850 平成25年03月15日

「両面」メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード Panel Plus Co.,Ltd
25F, Ploenchit Center Bldg., 2
Sukhumvit Soi 2, Klongtoey,
Bangkok THAILAND

(一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2849 平成25年03月15日

パーティクルボード Panel Plus Co.,Ltd
25F, Ploenchit Center Bldg., 2
Sukhumvit Soi 2, Klongtoey,
Bangkok THAILAND

(一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2848 平成25年03月15日

両面メラミン・ユリア樹脂含浸紙張／パーティクルボード
Sara Lurdes Pinto  

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2837 平成25年03月15日Sonae Industria Producao e

Comercializacao de Derivados
de Madeira, S.A.

Quinta da Poca S.Paio de
Gramacos, Apartado 73 3404-954
Oliveira do Hospital Portugal

パーティクルボード
Sara Lurdes Pinto  

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2836 平成25年03月15日Sonae Industria Producao e

Comercializacao de Derivados
de Madeira, S.A.

Quinta da Poca S.Paio de
Gramacos, Apartado 73 3404-954
Oliveira do Hospital Portugal

ＭＤＦ 北京森河木業有限公司
〒100000　中国北京市海淀区紫
竹院路1号6号ビル407号室 (一財)建材試験センター MFN-2847 平成25年01月28日

プラスチック系壁紙 株式会社タナック 大阪府東大阪市中石切町7丁
目2番5号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2846 平成25年01月28日

紙系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2845 平成25年01月28日

ミディアムデンシティ　ファイバーボード 双日建材　株式会社 東京都千代田区紀尾井町3-6 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2824 平成25年01月28日

「表面」アルミニウム板張／アクリル樹脂接着剤塗／発泡ポリスチレ
ン・架橋ポリエチレン管付フローリング 株式会社　ノーリツ 兵庫県神戸市中央区江戸町93

番　栄光ビル (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2823 平成25年01月28日

集成材 サンユーペイント株式会社 大阪府大阪市淀川区西宮原2-
4-48 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2844 平成25年01月15日

9/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン樹脂系塗装／コルクシート張／エチレン・酢酸ビニル共重合
体水性エマルション形接着剤塗／コルクフローリング 内山工業株式会社 岡山県岡山市中区小橋町2-1-

10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2843 平成25年01月15日

「両面」合板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／集成材 株式会社万代 大阪府松原市阿保2丁目309-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2842 平成25年01月15日

ひまわり油系塗料塗装/単板接着積層スライス板張/水性高分子－イソシアネ
ート系接着剤塗/ひき板張/水性高分子－イソシアネート系接着剤塗/天然木単
板張/フローリング

丸和産業株式会社 大阪市住之江区平林南2丁目1
0番48号 (一財)ベターリビング MFN-2841 平成25年01月15日

紫外線硬化型アクリルウレタン樹脂系塗料塗装/天然木ひき板張/水性高分子
－イソシアネート系接着剤塗/天然木ひき板張/水性高分子－イソシアネート
系接着剤塗/幅はぎ縦継ぎひき板張/フローリング

株式会社オーシカ 東京都板橋区舟渡１－４－２
１ (一財)ベターリビング MFN-2840 平成25年01月15日

アクリレート系樹脂塗装／天然木単板張／メラミンユリア樹脂系接着
剤塗･防湿紙張／ユリアメラミン樹脂系接着剤塗／MDF 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-

5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2839 平成25年01月15日

アクリレート系樹脂塗装／両面単板張／水性高分子イソシアネート系
接着剤塗／普通合板 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-

5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2838 平成25年01月15日

「表面」ポリウレタン樹脂塗装／「表面」圧縮板張・「裏面」ポリエチレン発
泡体張／「表面」水性高分子-イソシアネート系接着剤塗・「裏面」エチレン-
酢酸ビニル共重合エマルジョン形接着剤塗／合板フローリング

マイウッド・ツー株式会社
愛知県岩倉市井上町種畑２０番地

　　
(一財)東海技術センター MFN-2834 平成25年01月15日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4－32－1
4 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2833 平成24年12月13日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社風流舎 静岡県浜松市西区篠原町2138
8 (一財)建材試験センター MFN-2835 平成24年12月10日

集成材 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4－32－1
4 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2832 平成24年12月10日

表面紫外線硬化型塗料塗装／両面単板張／両面ユリアメラミン樹脂接
着剤塗／合板フローリング 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4－32－1

4 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2831 平成24年12月10日

普通合板(難燃薬剤含浸) 株式会社ニッタクス 東京都中央区東日本橋3-3-7 (一財)建材試験センター MFN-2830 平成24年12月10日

単板積層材 日本製紙木材株式会社 東京都千代田区一ツ橋1-2-2 (一財)ベターリビング MFN-2829 平成24年11月19日

紙系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2828 平成24年11月19日

紙系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2827 平成24年11月19日

紙系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2826 平成24年11月19日

両面ひまわり油系塗料塗装/天然木ひき板張/水性高分子－イソシアネ
ート系接着剤塗/集成材 Creative @ Home Inc 8028 Enterprise St, Burnaby

BC, Canada V5A 1V7 (一財)ベターリビング MFN-2825 平成24年10月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面」天然木単板張／集成材フローリング 北恵株式会社 大阪府大阪市中央区南本町3-
6-14 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2822 平成24年10月18日

酸化アルミニウム系耐摩耗フィルム張・両面高圧メラミン樹脂フィル
ム張／メラミン樹脂系接着剤塗／MDFフローリング 株式会社サントラスト 福岡県太宰府市水城6-1-7 (一財)建材試験センター MFN-2821 平成24年10月12日

集成材 中華人民共和国河南省蘭考三
環桐材有限公司

〒475300　中華人民共和国河南
省蘭考県振興路東側1号 (一財)建材試験センター MFN-2820 平成24年10月12日

ロックウール保温材 マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7
ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター MFN-2819 平成24年10月12日

両面メラミン樹脂含浸紙張/表面メラミン樹脂含浸紙張/ハイデンシテ
ィファイバーボードフローリング 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4－32－1

4 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2818 平成24年10月12日

集成材 ユーロハンズ株式会社 北海道帯広市西3条南26丁目4
番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2817 平成24年10月03日

(表面)セラミック混入アクリル樹脂塗装／コルク化粧板張／酢酸ビニル樹脂
エマルション接着剤塗／ハードボード付圧縮コルク板フローリング(裏面コル
ク緩衝材)

株式会社アモリンジャパン 東京都港区六本木3-1-27 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2809 平成24年08月27日

「両面」アルキド樹脂系塗装／集成材 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
3番2号　経団連会館 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2815 平成24年08月10日

「両面」アルキド樹脂系塗装／天然木突き板張／エポキシ樹脂系接着
剤塗／合板 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目

3番2号　経団連会館 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2814 平成24年08月10日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装／天然木単板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング Flow&#039; Décor Inc. 神奈川県横浜市神奈川区六角

橋6丁目18番22号 (一財)ベターリビング MFN-2813 平成24年08月10日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装／天然木単板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング 有限会社　エニー 神奈川県横浜市神奈川区六角

橋6丁目18番22号 (一財)ベターリビング MFN-2812 平成24年08月10日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装／天然木単板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング

CLBY. INC DBA D&M
FLOORING

358 Coral Circle El Segundo,
California 90245 (一財)ベターリビング MFN-2811 平成24年08月10日

集成材 大陸貿易株式会社 東京都中央区新川2-21-10梶
谷第一ビル (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2810 平成24年08月10日

天然木単板張／メラミンユリア共縮合樹脂・スチレンブタジエンラテ
ックス混合接着剤塗／合板 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2808 平成24年07月13日

両面ポリウレタン樹脂系塗装／両面MDF・集成材・木質単板付ユリア
樹脂接着剤

COCIF　Societa
Cooperativa

Via　Ponte　Ospedaletto
1560，47020　Longiano（FC）
ITALY

(一財)建材試験センター MFN-2802 平成24年07月12日

紙系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
3 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2807 平成24年07月10日

紙系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
2 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2806 平成24年07月10日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

繊維系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2805 平成24年07月10日

両面ポリエステル樹脂系塗料／集成材 株式会社　テンサン 千葉県八街市八街は49-9 (一財)ベターリビング MFN-2804 平成24年07月06日

パーティクルボード 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515番地 (一財)建材試験センター MFN-2803 平成24年07月02日

ポリエステル系樹脂塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接
着剤塗・天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集成材フ
ローリング

株式会社エフトレーディング 横浜市金沢区六浦5-6-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2801 平成24年06月11日

ポリエステル系樹脂塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接
着剤塗・天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集成材フ
ローリング

福建権翌工業有限公司 中国福建省漳洲市長泰縣興泰
開発区 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2800 平成24年06月11日

集成材 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南１－
１ (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2798 平成24年06月06日

表面アクリル樹脂系塗料塗装／集成材 SEPIA Co., Ltd
#406A Thang Long Bldg. 105
Lang Ha Str., Dong Da Dist.,
Hanoi, Vietnam

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2797 平成24年05月29日

表面アクリル樹脂系塗料塗装／集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区神田駿河台2-
9 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2796 平成24年05月29日

繊維系壁紙 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター MFN-2795 平成24年05月28日

集成材 株式会社エイチアンドティー
フォレスト

名古屋市中村区名駅南1丁目2
0番5号　近喜第四ビル2F (一財)東海技術センター MFN-2791 平成24年05月28日

ポリウレタンアクリル性UV塗装／木質単板積層フローリング 株式会社ニッシンイクス 山口県下松市平田443番地 (一財)建材試験センター MFN-2794 平成24年05月11日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード
Mr.Mihai Sandru  

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2792 平成24年05月09日

ProductmanagerEGGER group
SC EGGER Romania SRL

Str.Austriei 2 PO Box 38
725400 Radauti,jud.Suceava
Romania

集成材 株式会社鈴木工務店 静岡県三島市八反畑117番地
の1 (一財)建材試験センター MFN-2790 平成24年04月25日

繊維系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2788 平成24年04月25日

ウレタン系樹脂塗装／化粧シート／ウレタン樹脂系ホットメルト接着剤塗／
オレフィン系シート張／ウレタン樹脂系ホットメルト接着剤塗／ＭＤＦフロ
ーリング

朝日ウッドテック 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2777 平成24年04月24日

パーティクルボード Mr.Mihai Sandru  Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2774 平成24年04月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

パーティクルボード ProductmanagerEGGER group
SC EGGER Romania SRL

Str.Austriei 2 PO Box 38
725400 Radauti,jud.Suceava
Romania

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2774 平成24年04月24日

天然木単板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗／メラミン含浸紙張／
水性高分子イソシアネート系接着剤塗・ポリエチレン発泡体付水性高分子イ
ソシアネート系接着剤塗／合板フローリング

ボード　株式会社 東京都新宿区新宿5-4-1
新宿Ｑフラットビル10F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2749 平成24年04月24日

繊維系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2789 平成24年04月05日

繊維系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2787 平成24年04月05日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装/天然木単板張/合成ゴム系ラテックス
形接着剤塗/紙張/合成ゴム系ラテックス形接着剤塗・合成ゴム系ラテックス
形接着剤塗/天然木単板付合板

秋田プライウッド株式会社 秋田県秋田市川尻町字大川反
232 (一財)ベターリビング MFN-2786 平成24年04月05日

集成材 中国木材株式会社 広島県呉市広多賀谷3-1-1 (一財)ベターリビング MFN-2785 平成24年04月05日

ＭＤＦ M. Kaindl Holzindustrie KG Kaindlstrasse 2, A-5071Wals
/ Salzburg, Austria (一財)ベターリビング MFN-2784 平成24年04月05日

塩化ビニル樹脂系壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川２丁目33
番１号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2783 平成24年04月02日

塩化ビニル樹脂系壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川２丁目33
番１号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2782 平成24年04月02日

両面塗装塗／集成材フローロング 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2781 平成24年04月02日

両面突板張／両面エチレン酢ビ樹脂系エマルジョン形接着剤塗／集成
材 大丸興業株式会社 大阪府大阪市中央区備後町三

丁目４番９号　輸出繊維会館 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2780 平成24年04月02日

アクリレート系樹脂塗装／天然木単板張／メラミンユリア樹脂系接着
剤塗／紙張／ユリアメラミン樹脂系接着剤塗／合板 朝日ウッドテック 大阪市中央区南本町4-5-11 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2778 平成24年03月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社マルベル 東京都渋谷区元代々木町21-3 (一財)建材試験センター MFN-2776 平成24年03月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙 五洋建設株式会社 東京都文京区後楽2-2-8 (一財)建材試験センター MFN-2775 平成24年03月26日

パーティクルボード
株式会社HEEHOON 東京都千代田区三崎町3-2-13

秋和ビル2F
(一財)建材試験センター MFN-2765 平成24年03月26日

大亜木業（福建）有限公司
〒36550　中国福建省三明市高
新技術産業開発区金沙園

MDF 株式会社HEEHOON 東京都千代田区三崎町3-2-13
秋和ビル2F (一財)建材試験センター MFN-2764 平成24年03月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

MDF 大亜木業（江西）有限公司
〒344000
中国江西省撫州市撫州北工業園
区

(一財)建材試験センター MFN-2764 平成24年03月26日

集成材 株式会社アサノ 大阪府大阪市中央区西心斎橋
1-15-7 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2751 平成24年03月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテックコマース株式会社 東京都墨田区本所1-18-1 (一財)建材試験センター MFN-2779 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 山栄産業株式会社 福岡県大川市大字諸富37番地 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2735 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 松本合板 福岡県大川市酒見660番地の5 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2734 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 服部揬板 福岡県大川市大字中八院894

番地の1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2733 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 東洋突板工芸株式会社 福岡県大川市大字向島960番

地の1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2732 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 株式会社信成 福岡県大川市大字幡保96番地

の1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2731 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 株式会社田中揬板工業所 福岡県大川市大字酒見704番

地の3 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2730 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 株式会社オサジマ 福岡県大川市大字道海島平野

40 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2729 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 馬渕ツキ板工業所 福岡県大川市大字郷原337番

地の2 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2728 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 有限会社内田ツキ板 福岡県大川市大字向島1593 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2727 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 株式会社大川単板産業 福岡県大川市大字郷原632番

地の1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2726 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 有限会社イマヤマ 福岡県大川市大字榎津103番

地の2 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2725 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 有限会社トマト 福岡県大川市大字向島1766番

地 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2724 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ 有限会社志岐工芸 久留米市城島町上本1315番地

の１ (一財)日本塗料検査協会 MFN-2723 平成24年03月23日

表面塗装塗／表面化粧材張・裏面ＭＤＦ張／両面酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ＭＤＦ

大川化粧合板工業協同組合
品質管理機構

福岡県大川市大字向島1370番
地の３ (一財)日本塗料検査協会 MFN-2722 平成24年03月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 野田ツキ板 福岡県大川市向島494番地の5 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2721 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 松本合板 福岡県大川市酒見660番地の5 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2720 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 有限会社廣松突板 福岡県大川市三丸812番地の2 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2719 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 服部揬板 福岡県大川市大字中八院894

番地の1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2718 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 東洋突板工芸株式会社 福岡県大川市大字向島960番

地の1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2717 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 株式会社大新 福岡県大川市大字中古賀1048

番地の1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2716 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 株式会社柳川ツキ板工芸 福岡県柳川市奥州町21番地の

7 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2715 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 株式会社信成 福岡県大川市大字幡保96番地

の1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2714 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 株式会社田中揬板工業所 福岡県大川市大字酒見704番

地の3 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2713 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 株式会社オサジマ 福岡県大川市大字道海島平野

40 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2712 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 馬渕ツキ板工業所 福岡県大川市大字郷原337番

地の2 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2711 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 有限会社内田ツキ板 福岡県大川市大字向島1593 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2710 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 株式会社大川単板産業 福岡県大川市大字郷原632番

地の1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2709 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 有限会社イマヤマ 福岡県大川市大字榎津103番

地の2 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2708 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 有限会社トマト 福岡県大川市大字向島1766番

地 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2707 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板 有限会社志岐工芸 久留米市城島町上本1315番地

の１ (一財)日本塗料検査協会 MFN-2706 平成24年03月23日

表面塗料塗／表面化粧材張・裏面合板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／合板

大川化粧合板工業協同組合
品質管理機構

福岡県大川市大字向島1370番
地の３ (一財)日本塗料検査協会 MFN-2705 平成24年03月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材フローリング
STORA ENSO WOOD
PRODUCTS OY LTD
Honkalahti Mill

Haukilahdentie 5,54100
joutseno,FINLAND

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2772 平成24年02月28日

塩化ビニル樹脂系壁紙

有限会社シバサイン 茨城県下妻市大串559-13

(一財)日本建築総合試験所 MFN-2771 平成24年02月27日

広島デコラ株式会社 広島県広島市西区南観音６丁
目11-9

株式会社リフレイン 宮城県仙台市若林区鶴代町4-
27

有限会社コバヤシ看板 東京都江東区海辺15-9

株式会社カラーマーク 石川県小松市安宅新町ネ145
番地

株式会社ウイングブレイド 東京都足立区伊興1丁目1番15
号

株式会社コンバートコミュニ
ケーションズ 大阪府吹田市芳野町9-8

株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2138-3

日栄化工株式会社 大阪府東大阪市若江東町6-1-
33

合板 阜新住林木業有限公司
中華人民共和国
遼寧省阜新市高新技術産業園区
科技大街71号

(一財)ベターリビング MFN-2770 平成24年02月23日

アクリル樹脂系塗料塗装/集成材フローリング 葉屋六商事株式会社 大阪府枚方市枚方元町7番16
号 (一財)ベターリビング MFN-2769 平成24年02月23日

アクリル樹脂系塗料塗装/集成材フローリング 株式会社和興 大阪市住之江区平林南2丁目1
1-14 (一財)ベターリビング MFN-2768 平成24年02月23日

紙系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2767 平成24年02月23日

繊維系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2766 平成24年02月23日

吹込み用グラスウール断熱材 プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区葵3丁目7
-14 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2763 平成24年01月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番1号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2762 平成24年01月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂系壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番1号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2761 平成24年01月25日

両面酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／集成材付両面MDF マルフジ建材株式会社 埼玉県加須市西ノ谷８０３-２ (一財)日本塗料検査協会 MFN-2760 平成24年01月25日

集成材 青島徳康木業有限公司
中国山東省青島市城陽区
流亭街道王家女姑社区居委会東3
00米

(一財)ベターリビング MFN-2759 平成23年12月27日

集成材 リグイットユー株式会社 東京都中央区八丁堀4-8-7-60
6 (一財)ベターリビング MFN-2758 平成23年12月27日

集成材 株式会社　県民共済住宅 さいたま市中央区上落合2-5-
22 (一財)ベターリビング MFN-2757 平成23年12月27日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-2756 平成23年12月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-2755 平成23年12月22日

集成材 株式会社ホンカ・ジャパン 東京都世田谷区瀬田5-20ハウ
ジングプラザ瀬田内 (一財)ベターリビング MFN-2754 平成23年12月15日

紙系壁紙 株式会社チェルシーインター
ナショナル 東京都新宿区南元町4-45 (一財)ベターリビング MFN-2753 平成23年12月14日

繊維系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2752 平成23年12月09日

平成24年04月05日取消

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード Panel Plus Co.,Ltd
25ｔｈFloor,phoenchit Center
Bldg.2 Sukhumvit Soi 2, Klongtoey,
Bangkok 10110. Thailand

(一財)建材試験センター MFN-2737 平成23年12月09日

グラスウール断熱材
Guardian Building Products 979 Batesville Road

Greer,SC29651
(一財)日本建築総合試験所 MFN-2750 平成23年11月30日

プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区葵3丁目7
-14

両面化粧板張／両面水性高分子イソシアネート系接着剤塗／合板 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-13 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2748 平成23年11月14日

壁紙 竹野株式会社 東大阪市長田中2-3-18 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2747 平成23年11月14日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2746 平成23年11月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙 バンドー化学株式会社 兵庫県神戸市中央区港島南町
4-6-6 (一財)建材試験センター MFN-2738 平成23年11月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面表面塗装塗／裏面化粧板張／裏面水性高分子イソシアネート系接着剤塗
／両面単板張／両面水性高分子イソシアネート系接着剤塗／合板フローリン
グ

株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2704 平成23年11月14日

パーティクルボード 大亜木業（福建）有限公司 中国福建省三明市高新技術産
業開発区金沙園

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2675 平成23年11月14日

パーティクルボード 株式会社スピーディーターゲ
ットグループ

愛知県名古屋市東区葵1-6-7
大昌ビル302

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2674 平成23年11月14日

ミディアムデンシティファイバーボード 大亜木業（江西）有限公司 中国江西省撫州市撫州北工業
園区

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2673 平成23年11月14日

ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社スピーディーターゲ
ットグループ

愛知県名古屋市東区葵1-6-7
大昌ビル302

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2672 平成23年11月14日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード Panel Plus Co.,Ltd
25ｔｈFloor,phoenchit Center
Bldg.2 Sukhumvit Soi 2, Klongtoey,
Bangkok 10110. Thailand

(一財)建材試験センター MFN-2736 平成23年11月04日

アクリル樹脂系塗装天然木単板張／合板フローリング 株式会社ニッシンイクス 山口県下松市平田443番地 (一財)建材試験センター MFN-2745 平成23年10月24日

グラスウール断熱材 ｵｰｳｪﾝｽｺｰﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 東京都港区虎ノ門3-12-1
ニッセイ虎ノ門ビル4F (一財)建材試験センター MFN-2744 平成23年10月24日

グラスウール断熱材 ｵｰｳｪﾝｽｺｰﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 東京都港区虎ノ門3-12-1
ニッセイ虎ノ門ビル4F (一財)建材試験センター MFN-2743 平成23年10月24日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／ＭＤＦ／塩化ビニル樹脂系溶剤形接
着剤塗／ポリエチレンシート張木質系フローリング 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20

堂島アバンザ　22階 (一財)ベターリビング MFN-2742 平成23年10月19日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／ＭＤＦ木質系フローリング 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20
堂島アバンザ　22階 (一財)ベターリビング MFN-2741 平成23年10月19日

ＭＤＦ MERIT KITCHENS 12185-86th
Avenue,Surrey,BC Canada (一財)ベターリビング MFN-2740 平成23年10月19日

グラスウール断熱材 マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7
サンゴバンビル (一財)建材試験センター MFN-2702 平成23年10月19日

紙系壁紙 有限会社リバーワークス 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4
丁目2-27-101 (一財)建材試験センター MFN-2700 平成23年10月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-13 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2703 平成23年10月06日

グラスウール断熱材 株式会社HEEHOON 東京都千代田区三崎町3-2-13
秋和ビル2Ｆ (一財)建材試験センター MFN-2701 平成23年10月06日

アクリル系UV硬化型塗装天然木単板張／合板フローリング 大建工業（寧波）有限公司 東京都豊島区西巣鴨3-15-10
UKビル204号 (一財)建材試験センター MFN-2739 平成23年10月04日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面側」ＭＤＦ張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／「裏
面側」ＭＤＦ張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／集成材 株式会社万代 大阪府松原市阿保2-309-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2699 平成23年07月21日

天然木単板張／合板フローリング 株式会社ハナワ 北海道旭川市永山2条10丁目1
番28号 (一財)建材試験センター MFN-2697 平成23年07月21日

集成材 株式会社瀧澤商店 東京都江東区新木場3-2-9 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2696 平成23年07月12日

ポリエステル系樹脂塗装／集成材フローリング 株式会社エフトレーディング 横浜市金沢区六浦5-6-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2695 平成23年06月29日

DAP樹脂含浸紙張／MDF パナソニック電工株式会社 大阪府門真市門真1048 (一財)ベターリビング MFN-2693 平成23年06月02日

集成材 株式会社オーシカ 東京都板橋区舟渡１－４－２
１ (一財)ベターリビング MFN-2694 平成23年05月23日

両面単板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗／普通合板 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2692 平成23年05月23日

グラスウール断熱材 サーロジック株式会社 徳島県板野郡北島町中村字明
神下１０－３０ (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2691 平成23年05月23日

紙壁紙
阿波手漉和紙商工業協同組合 徳島県吉野川市山川町川東14

1
(一財)日本建築総合試験所 MFN-2688 平成23年05月13日

富士製紙企業組合 徳島県吉野川市山川町川東13
6

プラスチック系壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台２丁目
３３番１号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2687 平成23年05月13日

両面メラミン樹脂含浸紙張／両面フェノール樹脂含浸紙張／パーティ
クルボード

ALSAPAN 1 D rue du General De Gaulle
67124 DINSHEIM,FRANCE 

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2686 平成23年05月13日
イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町２丁目３番

３０号

集成材 株式会社　ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2684 平成23年04月28日

両面天然木単板張/水性エマルジョン系接着剤塗/集成材フローリング 日本オスモ株式会社 兵庫県三木市吉川町上荒川74
8-6 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2683 平成23年04月28日

面取り構造用合板 株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22 (一財)ベターリビング MFN-2681 平成23年04月28日

面取りパーティクルボード 株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22 (一財)ベターリビング MFN-2680 平成23年04月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

面取り構造用パネル 株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22 (一財)ベターリビング MFN-2679 平成23年04月28日

溝付構造用単板積層材 株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22 (一財)ベターリビング MFN-2678 平成23年04月28日

グラスウール断熱材 マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7
サンゴバンビル (一財)建材試験センター MFN-2690 平成23年04月19日

グラスウール断熱材 ジャパン建材 東京都江東区新木場1-7-22
新木場タワー11F (一財)建材試験センター MFN-2689 平成23年04月14日

グラスウール保温板

セントラル硝子株式会社 東京都千代田区神田錦町3-7-
1

(一財)建材試験センター MFN-2685 平成23年04月14日

ニットーボー東岩株式会社 北海道江別市工栄町11-1

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県須賀川市木之崎字大ヶ
久保24-4

マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7

旭ファイバー 東京都千代田区神田鍛治町3-
6-3

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード M. Kaindl Holzindustrie KG Kaindlstrasse2,A-5071Wals/
Salzburg,Austria (一財)ベターリビング MFN-2677 平成23年03月28日

両面合成樹脂コート紙張／パーティクルボード付／ユリア樹脂系接着
剤 カリヤアネックス株式会社 茨城県古河市丘里8-1 (一財)ベターリビング MFN-2676 平成23年03月28日

「裏面側」ポリプロピレン発泡体張／エチレン－酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／
ポリウレタン発泡体張／エチレン－酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／PETスパンボン
ド張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／「表面側」裏溝加工付木質系フローリング

株式会社　ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2671 平成23年03月24日

集成材 鈴木木材株式会社 兵庫県姫路市砥堀163-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2670 平成23年03月17日

集成材 株式会社木産 大阪府大阪市西区立売堀2-5-
41-205 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2669 平成23年03月17日

紙系壁紙 シンコールインテリア株式会
社 東京都港区西麻布1-4-26 (一財)建材試験センター MFN-2667 平成23年02月25日

アクリル系塗装ガラス繊維入・アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレー
トフィルム張／鋼線入・ポリエチレンテレフタレートフィルム付グラスウー
ル保温板

三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-
16 (一財)建材試験センター MFN-2666 平成23年02月25日

両面アクリル樹脂系塗料塗装/集成材フローリング AREE APHILUCK CO., LTD.
800 MOO 4 SUKHAPIBAN RD.,
BAN-CHANG,MUANG,
PATHUMTANEE 12000 THAILAND

(一財)ベターリビング MFN-2665 平成23年02月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

表面側樹脂含浸紙重張・裏面側樹脂含浸紙張／MDFフローリング 聖象集団有限公司 江蘇丹陽開発区大亜木業工業
園区 (一財)建材試験センター MFN-2664 平成23年02月14日

両面天然木単板張／集成材付両面MDF 株式会社セブンホーム 東京都八王子市鑓水2106-1 (一財)建材試験センター MFN-2663 平成23年02月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社マティーニ 群馬県高崎市下佐野町1333 (一財)建材試験センター MFN-2662 平成23年02月14日

アルミニウム蒸着ガラス繊維補強ポリエチレンテレフタレートフィルム／硬
鋼線入りアルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム付グラスウ
ール保温板

株式会社エイテック 宮城県仙台市若林区卸町東5-
2-35 (一財)建材試験センター MFN-2661 平成23年02月14日

単板積層材
臨沂新麒新木業有限公司 中華人民共和国山東省臨沂市

経済開発区
(一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2660 平成23年02月14日

山宏実業株式会社 東京都江東区南砂1丁目24番1
2号

表面ウレタン樹脂系塗料塗/集成材 株式会社　マルキ開発 長崎県長崎市岡町9－1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2659 平成23年02月14日

表面ウレタン樹脂系塗料塗/集成材 HOA NAM CONSULTING
CORPORATION

Ap Dong Chieu,Tan Dong
Hiep,Di An,Binh
Duong,Vietnam

(一財)日本塗料検査協会 MFN-2658 平成23年02月14日

「表面側」メラミン樹脂フィルム張/メラミン樹脂系接着剤塗/メラミ
ン樹脂含浸紙張･「裏面側」メラミン樹脂フィルム張/両面メラミン樹
脂系接着剤塗/ＭＤＦ

スタルハイムジャパン
日本事務所

神奈川県横浜市泉区緑園1－2
－1－405

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2657 平成23年02月14日
STALHEIM INDUSTRIES
SDN BHD

LOT2994,JALAN BUKIT
BADONG,BESTARI JAYA,45600
SELANGOR,MALAYSIA

両面メラニン・ユリア樹脂含浸紙張／パーティクルボード Swedspan Slovakia　s.r.o Tovarenska 2614/19,90101
Malacky,Slovakia

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2645 平成23年02月07日

パーティクルボード Swedspan Slovakia s.r.o. Tovarenska2614/19,90101
Malacky,Slovakia

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2635 平成23年02月07日

集成材 株式会社　蛭間木工所 群馬県伊勢崎市西久保町3丁
目1070－3 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2656 平成23年01月24日

集成材 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2655 平成23年01月24日

グラスウール断熱材 ＫＣＣ
ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

1301-4, Seocho-
Dong，Seocho-Gu,137-703 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2654 平成23年01月24日

グラスウール断熱材 甲南化成株式会社 兵庫県神戸市灘区高羽町５丁
目９番地２号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2653 平成23年01月24日

アクリル系樹脂塗装／突板張・MDF張／水性高分子－イソシアネート
系接着剤塗／合板張／MDF付ユリア樹脂系接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4－5－10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2652 平成23年01月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ゴム系溶剤形接着剤 セブン工業株式会社 東京都荒川区東日暮里2-32-6
山裕ビル (一財)日本塗料検査協会 MFN-2651 平成23年01月24日

集成材 株式会社　ホンカ・ジャパン 東京都世田谷区瀬田5ｰ20
ハウジングプラザ瀬田内 (一財)ベターリビング MFN-2650 平成23年01月24日

両面紙管原紙・ペーパーコア付両面集成材フローリング 有限会社宇城木材産業 熊本県宇城市松橋町両仲間14
89番の1 (一財)建材試験センター MFN-2649 平成23年01月24日

プラスチック系壁紙 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-2 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2631 平成23年01月24日

集成材フローリング STORA ENSO WOOD
PRODUCTS OY LTD Honkalah

Haukilahdentie5,54100
Joutseno,FINLAND

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2636 平成23年01月12日

紙系壁紙 Duro Sweden AB Durovagen 15
80628,Gavle,Swden

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2648 平成22年12月27日

パーティクルボード Swedspan Giriu Bizonas Gedimino str1,69401 Kazlu
Ruda,Lithuania Republic

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2647 平成22年12月27日

表面ウレタン樹脂塗料塗／集成材 ジィ・エイチ・エス沖縄株式
会社

沖縄県宜野湾市嘉数１丁目４
番１２号 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2646 平成22年12月21日

アクリル樹脂系紫外線硬化形塗装天然木単板張／天然木単板・合板付
メラミン樹脂系接着剤 秋田プライウッド株式会社 秋田県秋田市川尻町字大川反

232 (一財)建材試験センター MFN-2643 平成22年12月21日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-2642 平成22年11月16日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-2641 平成22年11月16日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張/天然木突板張/パーティクルボード付/
ユリア樹脂系接着剤 M. Kaindl Holzindustrie KG Kaindlstrasse2,A-5071

Wals/Salzburg,Austria (一財)ベターリビング MFN-2640 平成22年11月16日

集成材 株式会社　西林 東京都江東区新木場1-4-5 (一財)ベターリビング MFN-2639 平成22年11月10日

フェノール樹脂を使用した接着剤 積水フーラー株式会社 滋賀県甲賀市水口町泉1259 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2638 平成22年11月10日

「表面側」紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／天然木単板（圧縮単板）張／水性高分
子－イソシアネート系接着剤塗／「裏面側」エチレン酢酸ビニル共重合樹脂系発泡体
張／エチレン酢酸ビニル共重合樹脂エマルション形接着剤塗／木質系フローリング

天龍木材株式会社 静岡県浜松市東区木材町38番
地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2637 平成22年11月10日

架橋ポリエチレン管埋め込み複合フローリング/ウレタン樹脂系ホット
メルト形接着剤塗/アルミニウム箔張木質系フローリング パナソニック電工株式会社 大阪府門真市大門真1048 (一財)ベターリビング MFN-2620 平成22年09月30日

両面ポリアミド樹脂系接着剤横はぎ天然木単板張／水性高分子－イソ
シアネート系接着剤塗／集成材 チャネルオリジナル株式会社 神奈川県横浜市中区尾上町4-

54　IMAXビル9階 (一財)ベターリビング MFN-2634 平成22年09月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材フローリング 厦門力建木製品有限会社 中国厦門市思明区前埔工業区
361009 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2633 平成22年09月28日

集成材フローリング 有限会社　三和物産 福岡県春日市一の谷6丁目67-
1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2632 平成22年09月28日

「全面」ラミネートシート張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗
／パーティクルボード 株式会社デコピック 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-11

ニューベリー千駄ヶ谷１F (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2630 平成22年09月28日

ポリエステル系樹脂塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネー
ト系接着剤塗／集成材フローリング 株式会社エフトレーディング 神奈川県横浜市金沢区六浦5-

6-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2629 平成22年09月02日

ポリエステル系樹脂塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネー
ト系接着剤塗／集成材フローリング 厦門永徳飾品有限公司 中国福建省厦門市海滄東孚工

業区 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2628 平成22年09月02日

無機質系壁紙 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1
八重洲宝町ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター MFN-2627 平成22年09月02日

紙壁紙 株式会社　丸和 福井県福井市学園1-5-25 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2626 平成22年09月02日

単板積層材 株式会社　オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須四丁
目9番21号 (一財)東海技術センター MFN-2625 平成22年09月02日

「両面」天然木単板張／ユリア接着剤塗／単板積層材
連雲港忠友木業有限公司 江蘇省連雲港灌南経済開発区

経二路
(一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2624 平成22年09月02日

ダイセン産業株式会社
大阪府大阪市中央区久太郎町2丁
目5番28号
久太郎町恒和ビル6階

両面単板張／イソシアネート系接着剤塗／ＨＤＦフローリング FP BOIS 2,route d&#039;Escource
-B.P.I 40200 Mimizan France (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2617 平成22年09月02日

両面単板張／イソシアネート系接着剤塗／ＨＤＦフローリング 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2616 平成22年09月02日

鉄粉系壁紙 株式会社石山 東京都台東区竜泉2-13-9		
								 (一財)建材試験センター MFN-2611 平成22年09月02日

繊維系壁紙 株式会社アントレックス 東京都新宿区新宿5-8-5 (一財)建材試験センター MFN-2622 平成22年08月12日

集成材 株式会社サカグチ 奈良県御所市柏原675-2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2621 平成22年08月12日

ＭＤＦ 三井住商建材株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番8号
晴海ﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱ　ｵﾌｨｽﾀﾜｰ W (一財)ベターリビング MFN-2618 平成22年08月12日

ＭＤＦ 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2615 平成22年07月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

あまに油系塗料塗装/ひき板張/酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗/集成材フローリング 住友林業クレスト株式会社 茨城県鹿嶋市大字平井字灘22

76番6 (一財)ベターリビング MFN-2614 平成22年07月28日

繊維系壁紙 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16		
							 (一財)建材試験センター MFN-2612 平成22年07月28日

グラスウール保温材 株式会社マグ
東京都千代田区麹町3-7
ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝﾋﾞﾙ									 (一財)建材試験センター MFN-2610 平成22年07月28日

天然木挽き板張/水性高分子－イソシアネート系接着剤塗/集成材張/水性
高分子－イソシアネート系接着剤塗/縦継ぎ挽き板張/木質系フローリング Creative @ Home Inc 8028 Enterprise St, Burnaby,

BC, Canada V5A　 1V7 (一財)ベターリビング MFN-2613 平成22年06月25日

｢表面｣ポリウレタン樹脂塗装／｢表面｣天然木単板張／｢表面｣酢酸ビニル接着
剤塗／｢表面｣コルク張／｢両面｣酢酸ビニル接着剤塗／｢裏面｣天然木単板張／｢
裏面｣酢酸ビニル接着剤塗／｢裏面｣コルク張／繊維板フローリング

東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町５－１ (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2584 平成22年06月04日

｢両面」ポリエステル樹脂塗装/｢両面｣天然木単板張/｢両面｣ビニル接着
剤塗/パーティクルボード

パルマスティーリザ・ジャパ
ン株式会社 東京都新宿区本塩町７－６ (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2583 平成22年06月04日

単板積層材 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1－1 (一財)建材試験センター MFN-2608 平成22年06月02日

表面側ニトロセルロースラッカー系・ポリウレタン系樹脂・エポキシ
系樹脂塗装／裏面側ポリウレタン系樹脂塗装／集成材 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2-10-60 (一財)建材試験センター MFN-2606 平成22年06月02日

両面化粧材張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パーティ
クルボード 株式会社クッキングプラザ 大阪府大阪市住之江区南港北

2-1-10　ATCビル9階 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2605 平成22年06月02日

両面塗装塗／集成材フローリング 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2604 平成22年06月02日

「表面側」ウレタン樹脂系塗装／コルクシート張／エチレン・酢酸ビニル共
重合体水性エマルション形接着剤塗／「裏面側」エチレン・酢酸ビニル共重
合体水性エマルション形接着剤塗／コルクフローリング

内山工業株式会社 岡山県岡山市中区小橋町2-1-
10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2603 平成22年06月02日

集成材 株式会社岡南 岡山県倉敷市老松町2丁目6-1
3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2602 平成22年03月31日

吹込み用グラスウール断熱材 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)建材試験センター MFN-2601 平成22年03月31日

ＭＤＦ
コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9

3
(一財)建材試験センター MFN-2600 平成22年03月31日

クラスター株式会社 石川県能美市粟生町60-2

「表面」樹脂塗装／「表面」天然木単板張／「表面」水性高分子イソシアネ
ート接着剤塗／「裏面」スチレンブタジエン樹脂共重合接着剤塗／「裏面」
ポリエチレン樹脂張／木質フローリング

株式会社東商会 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉
山1687-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2599 平成22年03月31日

オレフィン系サンドシート張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社　ノダ 東京都台東区浅草橋5-13-6(三

朋ビル)
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2591 平成22年03月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

油性系塗料塗装／木質系フローリング 株式会社　トキワ工芸社 愛知県愛西市本部田町狭場21
-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2598 平成22年03月03日

壁紙施工用でん粉系接着剤 矢沢化学工業株式会社 群馬県邑楽町大字中野130番
地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2597 平成22年03月03日

単板積層材 西北プライウッド株式会社 東京都文京区本郷1丁目25番5
号 (一財)ベターリビング MFN-2596 平成22年03月03日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／ＭＤＦ M. Kaindl Holzindustrie KG Kaindlstrasse 2, A-5071
Wals Salzburg, Austria (一財)ベターリビング MFN-2594 平成22年03月03日

集成材 東寧県吉信木業有限責任公司 中国黒龍江省東寧県東寧鎮中
環路71号 (一財)ベターリビング MFN-2593 平成22年03月03日

集成材
東洋プライウッド株式会社 愛知県海部郡飛島村木場1丁

目80番地
(一財)ベターリビング MFN-2592 平成22年03月03日

住友林業クレスト株式会社 東京都千代田区神田錦町3丁
目26番地　一ツ橋SIビル8階

集成材 株式会社　マルセ 静岡県静岡市清水区鶴舞町7
番18号 (一財)東海技術センター MFN-2590 平成22年03月03日

ミディアムデンシティファイバーボード バイオボード株式会社 愛知県名古屋市守山区小幡三
丁目20番25号 (一財)東海技術センター MFN-2589 平成22年03月03日

アクリルウレタン樹脂系塗装天然木単板・アルミニウム合金はく・け
い酸マグネシウム混入ガラス繊維シート張／パーティクルボード SPANOGROUP　NV Ingelmunstersteenweg 229

B8780 Oostrozebeke BELGIUM (一財)建材試験センター MFN-2588 平成22年03月03日

アクリルウレタン樹脂系塗装天然木単板・アルミニウム合金はく・け
い酸マグネシウム混入ガラス繊維シート張／パーティクルボード ハウスアンドハウス株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ﾋﾞﾙ8F (一財)建材試験センター MFN-2587 平成22年03月03日

アクリルウレタン樹脂系塗装天然木単板・アルミニウム合金はく・け
い酸マグネシウム混入ガラス繊維シート張／パーティクルボード 山二建設資材株式会社 秋田県秋田市御所野湯本3-1-

5 (一財)建材試験センター MFN-2586 平成22年03月03日

オイルステイン塗装／木質系フローリング Scandinavian　Living
Company　A/S

兵庫県神戸市中央区海岸通5
番地　商船三井ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター MFN-2585 平成22年03月03日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2582 平成22年03月03日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2581 平成22年03月03日

合板 株式会社　ナンシン 和歌山市杭ノ瀬３３０の５ (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2580 平成22年03月03日

パーティクルボード 大連愛麗思木製品有限公司 中国大連普蘭店市太平中小工
業園區唐坊社區 (一財)建材試験センター MFN-2579 平成22年03月03日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面単板張／集成材 Fitts Industries,Inc. 2211 Greensboro
Ave.,Tuscaloosa AL 35401,USA (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2578 平成22年03月03日

両面単板張／集成材 株式会社　ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2577 平成22年03月03日

酸化アルミニウム系耐摩耗フィルム張・両面高圧メラミン樹脂フィル
ム張／メラミン樹脂系接着剤塗／MDFフローリング

イーアンドイージャパン株式
会社

福岡県筑紫郡那珂川町今光1-
23 (一財)建材試験センター MFN-2576 平成22年03月03日

集成材 ゼンテリア株式会社 東京都新宿区四谷1-5 (一財)建材試験センター MFN-2575 平成22年03月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 武蔵建材工業株式会社 埼玉県川口市幸町3-10-2
東商ﾋﾞﾙ5 (一財)建材試験センター MFN-2574 平成22年03月03日

両面天然木単板張／両面水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集
成材

東洋エンタープライズ株式会
社

東京都文京区本郷3-30-8熊野
ビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2573 平成22年03月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-2572 平成21年12月25日

吹込み用グラスウール断熱材 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3	 (一財)建材試験センター MFN-2571 平成21年12月25日

ポリスチレンシート張／エチレン酢酸ビニル共重合樹脂系エマルショ
ン形接着剤塗合板 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2570 平成21年12月25日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／天然木単板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング

Ua Wood Floors,Inc. No.38,Ke-Jia Road,Douliu
City,Yunlin County 640 Taiwan

(一財)日本建築総合試験所 MFN-2569 平成21年12月25日
株式会社昭和洋樽製作所 兵庫県尼崎市久々知2丁目22

番17号

グラスウール保温筒 株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2丁目9番
5号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2568 平成21年12月25日

合板 株式会社ユニウッドコーポレ
ーション

大阪府大阪市住之江区平林南
1丁目7番12号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2567 平成21年12月25日

単板積層材 株式会社ユニウッドコーポレ
ーション

大阪府大阪市住之江区平林南
1丁目7番12号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2566 平成21年12月25日

両面ＭＤＦ張/酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗/単板積層材 セブン工業株式会社 岐阜県美濃加茂市本郷町6-11
-15 (一財)ベターリビング MFN-2565 平成21年12月25日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張アルミニウムはく・炭素系バネ鋼鋼線入
ポリエチレン樹脂系フィルム張アルミニウムはく張／グラスウール保温材

株式会社
昭和コーポレーション 東京都板橋区富士見5-4 (一財)建材試験センター MFN-2564 平成21年12月25日

高密度繊維板 イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町2丁目3番30
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2563 平成21年12月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ウレタン樹脂系ラッカー塗装／集成材 イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町2丁目3番30
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2562 平成21年12月25日

「表面側」ウレタン樹脂系塗装／コルクシート張／エチレン・酢酸ビニル共
重合体水性エマルション形接着剤塗／「裏面側」エチレン・酢酸ビニル共重
合体水性エマルション形接着剤塗／コルクフローリング

内山工業株式会社 岡山県岡山市中区小橋町2-1-
10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2561 平成21年12月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-2560 平成21年12月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-2559 平成21年12月25日

両面表面塗装塗／両面単板張／両面水性高分子イソシアネート系接着
剤塗／合板フローリング 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2558 平成21年12月25日

両面表面塗装塗／両面単板張／両面水性高分子イソシアネート系接着
剤塗／合板フローリング 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2557 平成21年12月25日

アクリル樹脂系接着剤付アルミニウムはく張/合板 株式会社イノアック住環境 名古屋市熱田区大宝四丁目9番
24号　イノアック日比野ビル (一財)ベターリビング MFN-2556 平成21年12月25日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装/天然木単板張/酢酸ビニル共重合樹脂
系エマルション形接着剤塗/木材張/酢酸ビニル共重合樹脂系エマルション形
接着剤塗/天然木単板張フローリング

有限会社　クロキ創建 東京都墨田区立川1-1-4
平和観光ビル2A (一財)ベターリビング MFN-2555 平成21年12月25日

ＭＤＦ Novolegno S.p.a 83030 Montefredane
Fraz.Arcella, Avellino Italy (一財)ベターリビング MFN-2554 平成21年12月25日

グラスウール保温筒 株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2丁目9番
5号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2553 平成21年12月25日

ゴム系溶剤形接着剤 フジモリ産業株式会社 大阪市中央区備後町3-4-1
山口玄ビル (一財)日本塗料検査協会 MFN-2552 平成21年11月02日

ゴム系溶剤形接着剤 株式会社ジーピーシー 埼玉県新座市馬場1-10-33 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2551 平成21年11月02日

ゴム系溶剤形接着剤 高分子化成株式会社 大阪府茨木市下中条町13-26 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2550 平成21年11月02日

ゴム系溶剤形接着剤 石原機械株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町
19番12号 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2549 平成21年11月02日

ゴム系溶剤形接着剤 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-
16 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2548 平成21年11月02日

ゴム系溶剤形接着剤 株式会社　服部商店 京都市伏見区淀美豆町705番
地 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2547 平成21年11月02日

ポリエステルアクリレート系樹脂塗装／突板張／ＭＤＦ付メラミン・
ユリア樹脂系接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2546 平成21年11月02日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 協同組合くまもと製材 熊本県球磨郡あさぎり町深田
東19-1 (一財)建材試験センター MFN-2545 平成21年11月02日

両面アルキド樹脂系塗装／両面ガルバリウム鋼板張MDF張ロックウー
ル付両面MDF ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5-2-39

円通寺ｶﾞﾃﾞﾘｳｽﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター MFN-2544 平成21年11月02日

両面メラミン樹脂含浸紙張／MDF UNILIN BVBA Ooigemstraat3・B-8710
Wielsbeke-Belgium (一財)建材試験センター MFN-2543 平成21年11月02日

両面紫外線硬化型ウレタンアクリル樹脂系・ポリウレタン樹脂系・ポ
リエステル樹脂系塗装／MDF

エスアンドエイチジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
4-16 (一財)建材試験センター MFN-2542 平成21年11月02日

「表面側」メラミン樹脂フィルム張／メラミン樹脂系接着剤塗／メラ
ミン樹脂含浸紙張・「裏面側」メラミン樹脂フィルム張／両面メラミ
ン樹脂系接着剤塗／ＭＤＦ

スタルハイムジャパン 神奈川県横浜市泉区緑園1-2-
1-405

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2541 平成21年11月02日
STALHEIM INDUSTRIES
SDN BHD

LOT 2994, JALAN BUKIT
BADONG, BESTARI JAYA,
45600 SELANGOR, MALAYSIA

表面アクリル樹脂塗料塗装／集成材 Ruang Utai Wood industry
Co.,Ltd

39 Moo 7 Phatumthanee-Banglen
Road,Amphur
Lardlumkaew,Phatumthanee,12140
Thailand

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2540 平成21年11月02日

表面アクリル樹脂塗料塗装／集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区岩本町3-5-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2539 平成21年11月02日

単板積層材 株式会社
エイチアンドティーフォレスト

愛知県名古屋市中村区名駅南
１丁目２０-５ (一財)東海技術センター MFN-2538 平成21年11月02日

グラスウール保温筒 株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2丁目9番
5号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2537 平成21年11月02日

メタクリル樹脂板張/アクリル樹脂系接着剤付両面テープ張/パーティ
クルボード

ＴＯＴＯハイリビング株式会
社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-2536 平成21年11月02日

集成材 株式会社　東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2535 平成21年11月02日

ＭＤＦ Lesonit D.O.O. 6250 Ilirska Bistrica,
Slovenia (一財)ベターリビング MFN-2534 平成21年11月02日

「表面側」ウレタン樹脂系塗装／天然木突き板張／ウレタン樹脂系接着剤塗
／「裏面側」両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィルム張／ウレタン樹脂系接
着剤塗／ＭＤＦ（側面実加工）

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2533 平成21年11月02日

合板 株式会社テツヤ・ジャパン 兵庫県神戸市垂水区清水が丘
3丁目2-6 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2532 平成21年11月02日

「表面側」紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／天然木単板張／水性高
分子－イソシアネート系接着剤塗／「裏面側」ポリエチレン樹脂系発
泡体張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング

Fine 
Furniture（Shanghai）Limited

№66 Tao Yuan Road
Donghai，Nanhui District
Shanghai，China (一財)日本建築総合試験所 MFN-2531 平成21年11月02日

有限会社新晃商會 広島県広島市東区中山上2丁
目36-10
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

メタクリル樹脂板・ポリスチレン樹脂板張／両面アクリル樹脂系接着
剤付両面テープ張／パーティクルボード TOTOハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-2530 平成21年11月02日

繊維系壁紙 常陽工業株式会社 埼玉県八潮市伊勢野171 (一財)建材試験センター MFN-2529 平成21年11月02日

単板積層材 株式会社コバリン 東京都江東区深川2-5-11 (一財)東海技術センター MFN-2528 平成21年11月02日

単板積層材 有限会社ウッディ企画 名古屋市中川区昭明町4-30 (一財)東海技術センター MFN-2527 平成21年11月02日

合板 丸紅株式会社 東京都千代田区大手町1丁目4
番2号 (一財)東海技術センター MFN-2526 平成21年11月02日

単板積層材 丸紅株式会社 東京都千代田区大手町1丁目4
番2号 (一財)東海技術センター MFN-2525 平成21年11月02日

集成材 ハイテクウッド株式会社 秋田県山本郡三種町鵜川字八
幡台126 (一財)建材試験センター MFN-2524 平成21年11月02日

パーティクルボード

Sauerlaender Spanplatten
GmbH & Co.KG

Zur Schefferei, D-59821
Arnsberg Germany

(一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2523 平成21年11月02日
ウエスターン大阪株式会社 大阪府大阪市西区新町1丁目4

-26

パーティクルボード EGGER (UK) Limited.
Anick Grange Road Hexham-
Northumberland NE-46 4JS
United Kingdom

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2505 平成21年11月02日

紫外線硬化型ウレタンアクリル樹脂系塗装天然木単板・エチレンビニルアセ
テート発泡シート張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／木質単板フ
ローリング

KEVIN WOOD TECH Co.,Ltd.
#72-16，Yongmyeon-Ri，Sindu
n-Myeon，Icheon-
Si，Gyeonggi-Do，Korea

(一財)建材試験センター MFN-2522 平成21年07月15日

「表面側」ウレタン樹脂系塗装／コルクシート積層／「裏面側」コル
クシート積層／ゴム・コルク・花崗斑岩複合体／木質系フローリング 内山工業株式会社 岡山県岡山市小橋町2-1-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2521 平成21年07月15日

無機質系壁紙 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター MFN-2515 平成21年07月15日

集成材 マルケイ木工株式会社 広島県府中市栗柄町3228-2 (一財)建材試験センター MFN-2513 平成21年07月15日

アクリル樹脂系塗料塗装/フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット積層保
温板

株式会社ヤマハファシリティ
マネジメント 静岡県浜松市中区中沢町10-1 (一財)ベターリビング MFN-2507 平成21年07月15日

集成材 住友林業クレスト株式会社新
居浜事業所 愛媛県新居浜市磯浦町16-1 (一財)ベターリビング MFN-2506 平成21年07月15日

アクリル樹脂系塗料塗装/合板張/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂系エマルシ
ョン形接着剤塗/アルミニウム張/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂系エマルシ
ョン形接着剤塗/合板

朝日ウッドテック株式会社 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-7-
8 (一財)ベターリビング MFN-2496 平成21年07月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ダイアックス株式会社 福岡県八女郡立花町大字谷川
71-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2520 平成21年07月13日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ダイアックス株式会社 福岡県八女郡立花町大字谷川
71-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2519 平成21年07月13日

天然木単板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗合板フローリン
グ ボード株式会社 東京都新宿区新宿5-4-1

新宿Ｑフラットビル10F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2516 平成21年07月13日

ＭＤＦ ハイテクウッド株式会社 秋田県山本郡三種町鵜川字八
幡台126 (一財)建材試験センター MFN-2514 平成21年07月13日

紙系壁紙 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22番地 (一財)建材試験センター MFN-2512 平成21年07月13日

天然木単板張/酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗/合板フロー
リング

Makihara Wood Products
Ltd.

6751 Cairns Court Richmond
B.C. V7C 5E6 CANADA (一財)ベターリビング MFN-2511 平成21年07月13日

パーティクルボード Subur Tiasa Particleboard
SDN BHD

66-78 Pusat Suria Permata,
Jalan Upper Lanang CDT123,
96000 Sibu, Sarawak, Malaysia

(一財)ベターリビング MFN-2510 平成21年07月13日

メタクリル樹脂板・ポリスチレン樹脂板張/両面アクリル樹脂系接着剤
付両面テープ張/化粧パーティクルボード

ＴＯＴＯハイリビング株式会
社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-2509 平成21年07月13日

メタクリル樹脂板・ポリスチレン樹脂板張/両面アクリル樹脂系接着剤付両面
テープ張/化粧紙張/酢酸ビニル系エマルション形接着剤塗/パーティクルボー
ド

ＴＯＴＯハイリビング株式会
社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-2508 平成21年07月13日

集成材 株式会社日商 宮崎県北諸県郡三股町稗田39
-1 (一財)建材試験センター MFN-2504 平成21年07月13日

普通合板 東京ボード工業株式会社 東京都江東区新木場2-11-1 (一財)建材試験センター MFN-2503 平成21年07月13日

普通合板 東京ボード工業株式会社 東京都江東区新木場2-11-1 (一財)建材試験センター MFN-2502 平成21年07月13日

グラスウール保温材 株式会社マグ 東京都千代田区麹町3-7
ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター MFN-2492 平成21年07月13日

「表面側」ポリプロピレン樹脂フィルム化粧MDF張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／
不織布積層ゴムシート張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／「裏面側」ポリエチレン系
シート積層ポリエチレン発泡体張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／合板フローリング

早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2501 平成21年05月29日

合板 株式会社アサノ 大阪府大阪市中央区西心斎橋
1-15-7 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2500 平成21年05月29日

紙系壁紙 川島企画販売株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町2-
3-4　蔵王ビル1,2F (一財)建材試験センター MFN-2499 平成21年05月29日

フェノール樹脂を使用した接着剤 株式会社タイルメント 愛知県名古屋市中村区宿跡町
1-58 (一財)建材試験センター MFN-2498 平成21年05月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

メラミン化粧板・ダップ化粧紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形
接着剤塗／パーティクルボード イビデン建装株式会社 岐阜県大垣市青柳町300 (一財)ベターリビング MFN-2495 平成21年05月29日

ウレタン樹脂系塗料塗装/両面天然木挽板張/水性高分子－イソシアネ
ート系接着剤塗/集成材 齋藤木材株式会社 東京都江東区新木場1-7-23 (一財)ベターリビング MFN-2497 平成21年05月15日

ＭＤＦ 日成共益株式会社 東京都千代田区神田美土代町
7番地　神田第二中央ﾋﾞﾙ10F (一財)建材試験センター MFN-2494 平成21年05月15日

ＭＤＦ 明和産業株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ﾋﾞﾙ3F (一財)建材試験センター MFN-2493 平成21年05月15日

紫外線硬化型塗料塗装／天然木単板張／水性高分子イソシアネート系
接着剤塗／集成材フローリング 植村産業株式会社 愛知県安城市三河安城南町1-

11-10 (一財)東海技術センター MFN-2491 平成21年05月15日

両面ポリエチレンテレフタレート系シート張／両面酢酸ビニル樹脂系
エマルション形接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5-13-6 （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-2490 平成21年05月15日

プラスチック（散布材）系壁紙 株式会社ホクシンクロス 大阪府大阪市西区京町堀1丁
目8-31 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2489 平成21年05月15日

パーティクルボード JAYAKUIK SDN.BHD. P.O.Box 2003,90722
Sandakan,Sabah,Malaysia (一財)日本建築総合試験所 MFN-2488 平成21年05月15日

プラスチック（散布材）系壁紙 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3-11-12 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2487 平成21年05月15日

繊維系壁紙 株式会社タナック 大阪府東大阪市中石切町7-2-
5 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2480 平成21年05月15日

両面ポリウレタン樹脂系塗装／集成材フローリング Junckers Industrier A/S Vaerftsvej 4, DK-4600
Koege, DENMARK (一財)建材試験センター MFN-2486 平成21年05月07日

両面アルキド樹脂系塗装／両面ガルバリウム鋼板張硬質ウレタンフォ
ーム付両面MDF ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5-2-39

円通寺ｶﾞﾃﾞﾘｳｽﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター MFN-2485 平成21年05月07日

両面天然木単板張／両面ガルバリウム鋼板張硬質ウレタンフォーム付
両面MDF ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5-2-39

円通寺ｶﾞﾃﾞﾘｳｽﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター MFN-2484 平成21年05月07日

裏面側エチレンビニルアセテート系発泡シート張ビニル共重合樹脂系
エマルション形接着剤塗／木質単板フローリング 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)建材試験センター MFN-2483 平成21年05月07日

ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-15
-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2482 平成21年04月20日

ウレタン樹脂系塗料塗装/集成材フローリング 齋藤木材株式会社 東京都江東区新木場1-7-23 (一財)ベターリビング MFN-2481 平成21年04月20日

「表面」アクリルＵＶ樹脂系塗装／「両面」天然木単板張／ユリア樹
脂系接着剤塗／MDFフローリング 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区永田町2-12-1

4 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2479 平成21年04月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面天然木単板張／両面水性高分子－イソシアネート系木材接着剤塗
／パーティクルボード Simpson Door Company 400 Simpson Ave. McCleary,

WA 98557 U.S.A.
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2478 平成21年04月20日

両面天然木単板張／両面水性高分子－イソシアネート系木材接着剤塗
／集成材 Simpson Door Company 400 Simpson Ave. McCleary,

WA 98557 U.S.A.
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2477 平成21年04月20日

繊維系壁紙 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区永田町2-12-1
4 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2476 平成21年02月16日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社木林
3Da-302,shiwha,industrial
complex,1281-1　jeong wang-dong
shiheung-city,kyoungki-do,KOREA

(一財)建材試験センター MFN-2475 平成21年02月16日

普通合板（ランバーコア合板） 住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2474 平成21年02月16日

単板積層材
雎寧県佳林木業有限公司 中国江蘇省徐州市雎寧県西郊

850処
(一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2473 平成21年02月16日

住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-1

アクリル樹脂系インク塗／不織布壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2471 平成21年02月16日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張/パーティクルボード Fritz Egger GmbH & Co.
Holzwerkstoffe

Tiroler Strasse 16 A-3105
Unterradlberg Austria

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2470 平成21年02月16日

パーティクルボード Fritz Egger GmbH & Co.
Holzwerkstoffe

Tiroler Strasse 16 A-3105
Unterradlberg Austria

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2469 平成21年02月16日

表裏面化粧単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／単板
積層材 臨沂東日木業有限公司

No.6 Huafei East
Road.Cangshan CountyTown
Linyi Shandong.China

(一財)日本塗料検査協会 MFN-2468 平成21年02月16日

表裏面化粧単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／単板
積層材 ダイセン産業株式会社 大阪市中央区久太郎町2-5-28

久太郎町恒和ビル6F (一財)日本塗料検査協会 MFN-2467 平成21年02月16日

繊維系壁紙 有限会社わ 東京都港区南青山3-15-17 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2466 平成21年02月16日

木質系単板壁紙 株式会社ビッグウィル 徳島県三好郡東みよし町昼間
835 (一財)建材試験センター MFN-2465 平成21年02月16日

ポリエチレン樹脂系フィルム・スチレンブタジエンゴム系接着剤塗亜
鉛めっき鋼線入不織布張／グラスウール保温材 フジモリ産業株式会社 東京都品川区東五反田2-17-1

ｵｰﾊﾞﾙｺｰﾄ大崎ﾏｰｸｳｪｽﾄ9F (一財)建材試験センター MFN-2464 平成21年02月16日

パーティクルボード 大連愛麗思木製品有限公司 中国大連普蘭店市
太平中小工業園區唐坊社區 (一財)ベターリビング MFN-2463 平成21年02月16日

ガラス粒付／「裏面」スルファミン酸系薬剤処理普通紙張／ハロゲン
系薬剤処理ポリエステル繊維織物壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2472 平成21年02月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル樹脂系塗装／MDFフローリング 株式会社村上工務店 兵庫県神戸市兵庫区三川口町
2-4-8 (一財)建材試験センター MFN-2452 平成21年01月15日

集成材 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)建材試験センター MFN-2449 平成21年01月15日

ガラス繊維織物壁紙 株式会社アイ．エス．テイ 滋賀県大津市一里山5-13-13 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2445 平成20年12月24日

パーティクルボード 有限会社JCE 千葉県千葉市稲毛区作草部1-
33-25 (一財)建材試験センター MFN-2450 平成20年12月18日

天然木単板張／メラミン・ユリア共縮合樹脂・スチレン・ブタジエン
ラテックス系混合接着剤塗／合板 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2440 平成20年12月18日

単板積層材 株式会社丸國林業 奈良県香芝市別所5番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2462 平成20年12月11日

表面アルキド樹脂系塗装/MDF ハウディー株式会社 東京都千代田区岩本町3-5-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2461 平成20年12月11日

ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 インターマックス・デベロッ
プメント株式会社

神奈川県横浜市中区花咲町2-
81　第五北川ビル1F (一財)ベターリビング MFN-2460 平成20年12月11日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社インターオフィス 東京都品川区東五反田5-25-1
9　東京デザインセンター (一財)ベターリビング MFN-2459 平成20年12月11日

集成材 株式会社オベ 広島県福山市柳津町3-3-57 (一財)建材試験センター MFN-2458 平成20年12月11日

表面ウレタン樹脂塗料塗／集成材 Hoa Nam Consulting
Corporation

258 D2,F25,Quan Binh
Thanh,Hochiminh City,Vietnam (一財)日本塗料検査協会 MFN-2457 平成20年12月11日

表面ウレタン樹脂塗料塗／集成材 Europa-Asia United Co.,Ltd
119 No Trang Long
St,F11,Quan Binh
Thanh,Hochiminh City,Vietnam

(一財)日本塗料検査協会 MFN-2456 平成20年12月11日

表面ウレタン樹脂塗料塗/集成材 株式会社マルキ開発 長崎県長崎市岡町9-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2455 平成20年12月11日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗/集成材 株式会社オーパス 岐阜県各務原市蘇原東島町3-
100-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2454 平成20年12月11日

両面ウレタン塗料塗／両面天然木単板張／両面水性ビニルウレタン樹
脂系接着剤塗／集成材フローリング

株式会社ナカムラ・コーポレ
ーション 兵庫県芦屋市南宮町6-20-2F (一財)日本塗料検査協会 MFN-2453 平成20年12月11日

プラスチック系壁紙 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22 (一財)建材試験センター MFN-2451 平成20年12月11日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／パーティクルボード インテルノ株式会社 東京都中野区上鷺宮2-6-8 (一財)建材試験センター MFN-2448 平成20年12月11日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

単板積層材 魯林木業（蒼山）有限公司 中国山東省蒼山県経済開発区
工業園 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2447 平成20年12月11日

単板積層材 三井物産プラスチックトレー
ド株式会社

東京都中央区新川1-17-21
茅場町ファーストビル9・10階 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2446 平成20年12月11日

両面天然木単板張/両面酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗/集
成材 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋本町2-7-

1　NOF日本橋本町ビル5F
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2444 平成20年10月20日

「両面」紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／集成材フローリング 株式会社木産 大阪府大阪市西区立売堀2-5-
41-205 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2443 平成20年10月20日

集成材 共伸ランバー株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北
2-2-16-501 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2442 平成20年10月20日

両面油性塗装天然木単板／ガルバリウム鋼板張硬質ウレタンフォーム
付両面MDF ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5-2-39

円通寺ガデリウスビル (一財)建材試験センター MFN-2441 平成20年10月20日

UV塗装／集成材フローリング 双日九州株式会社 福岡県福岡市天神1-10-24
天神セントラルプレイス８階 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2439 平成20年09月26日

天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2438 平成20年09月26日

クロロプレンゴム系溶剤形接着剤 日立化成ポリマー株式会社 東京都千代田区内神田1-13-7
（四国ビル） (一財)日本塗料検査協会 MFN-2437 平成20年09月26日

MDF 物林株式会社 東京都江東区新木場1-7-22 (一財)建材試験センター MFN-2436 平成20年09月22日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装／木材プラスチック複合単板張
／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板フローリング 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング MFN-2435 平成20年09月22日

造作用集成材 大連愛多利商貿有限公司 中国大連経済技術開発区得甠
村張屯愛多利1-4 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2434 平成20年09月22日

造作用集成材 ダイセン産業株式会社 大阪府中央区久太郎町2-5-28
久太郎恒和ビル6F (一財)日本塗料検査協会 MFN-2433 平成20年09月22日

造作用集成材 北材商事株式会社 大阪府吹田市江坂町1-21-10 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2432 平成20年09月22日

表面塗装塗／天然木突き板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗
／合板フローリング 株式会社ウッドハート 愛知県名古屋市天白区御幸山

201 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2431 平成20年09月22日

表面塗装塗／天然木突き板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗
／緩衝材用アクリル系接着剤塗／裏面緩衝材張／合板フローリング 株式会社ウッドハート 愛知県名古屋市天白区御幸山

201 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2430 平成20年09月22日

表裏面化粧単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／単板
積層材 臨沂東日木業有限公司 中国東省臨沂市蒼山県白化肥

廠東6号 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2429 平成20年09月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

表裏面化粧単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／単板
積層材 ダイセン産業株式会社 大阪市中央区久太郎町2-5-28

久太郎町恒和ビル6F (一財)日本塗料検査協会 MFN-2428 平成20年09月22日

フェノール樹脂を使用した接着剤 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2427 平成20年09月22日

両面ウレタン塗料塗／両面天然木単板張／両面水性ビニルウレタン樹
脂系接着剤塗／集成材フローリング

株式会社中村コーポレーショ
ン 兵庫県芦屋市南宮町6-20-2F (一財)日本塗料検査協会 MFN-2426 平成20年09月22日

単板積層材 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2425 平成20年09月22日

「表面側」オレフィン樹脂系シート張／水性高分子イソシアネート酢酸ビニル系接着剤塗／｢裏面側｣ポリ
エステル系不織布付きウレタン樹脂系発泡体張／水性高分子イソシアネート酢酸ビニル系接着剤塗／塩化
ビニル系シート張／水性高分子イソシアネート酢酸ビニル系接着剤塗／MDFフローリング（基材露出部分
防湿処理）

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2424 平成20年09月22日

ウレタン樹脂系塗装/コルクシート張/エチレン・酢酸ビニル共重合体
水性エマルション形接着剤塗/コルクフローリング 内山工業株式会社 岡山県岡山市小橋2-1-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2423 平成20年09月22日

「両面」MDF・単板積層材／メラミン樹脂系接着剤 丸美産業株式会社 愛知県海部郡飛鳥村木場1-32 (一財)東海技術センター MFN-2422 平成20年09月22日

「両面」紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／集成材フローリング マヤ物産株式会社 大阪府大阪市中央区谷町4-10
-9 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2421 平成20年09月22日

アルミニウムはく張ポリエチレンテレフタレートフィルム・炭素鋼鋼線入ア
ルミニウムはく張ポリエチレンテレフタレートフィルム張/グラスウール保温
材

山田株式会社 神奈川県横浜市西区戸部本町
50-21 (一財)建材試験センター MFN-2420 平成20年09月22日

ガラス繊維ネット入アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂系フ
ィルム・硬鋼線入ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張/グラスウー
ル保温材

株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)建材試験センター MFN-2419 平成20年09月22日

合板・クラフト紙張/両面変性酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤
塗/アルミ付面状ヒーター張/ロックウール単層板 松下電工株式会社 大阪府門真大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-2418 平成20年09月22日

紙系壁紙 エリモ工業株式会社 京都府木津川市加茂町兔並船
屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2417 平成20年09月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙 フクビ化学工業株式会社 福井県福井市三十八社町33-6
6 (一財)建材試験センター MFN-2416 平成20年09月22日

集成材 株式会社郡界ウッドワーク 愛知県豊明市阿野町惣作46-1 (一財)東海技術センター MFN-2415 平成20年09月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙 オカモト株式会社 東京都文京区本郷3-27-12 (一財)東海技術センター MFN-2414 平成20年09月22日

両面アルミニウムはく・ガラスクロス・ポリエチレン樹脂系フィルム
張/フェノール樹脂系接着剤塗/ロックウール保温板 エーティー技研株式会社 岐阜県多治見市大原町2-38 (一財)建材試験センター MFN-2413 平成20年09月22日

壁紙 竹野株式会社 大阪府東大阪市長田中2-3-18 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2412 平成20年08月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社戸谷染料商店 東京都台東区浅草5-69-9 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2411 平成20年07月28日

アクリル系紫外線硬化型塗装/イソシアネート系接着剤塗/単板積層フ
ローリング

株式会社トゥー・ワンエンタ
ープライズ

東京都中央区築地2-15-15
セントラル東銀座307号 (一財)建材試験センター MFN-2410 平成20年07月28日

オレフィンシート張/ウレタン樹脂系接着剤塗/MDF張/ウレタン樹脂系
接着剤塗/合板フローリング 株式会社愛和 大阪府和泉市テクノステージ

3-9-20 (一財)ベターリビング MFN-2409 平成20年07月28日

両面コート紙張/ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗・ユリア
樹脂系接着剤塗/MDF TOTOハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-2408 平成20年07月28日

コルクフローリング シンコー株式会社 東京都世田谷区上野毛1-7-11 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2407 平成20年07月28日

集成材 中本造林株式会社 広島県廿日市市栗栖508 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2406 平成20年06月30日

壁紙施工用でん粉系接着剤 極東産機株式会社 兵庫県たつの市龍野町日飼19
0 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2405 平成20年06月30日

表面側アルミニウムはく張ポリエチレン樹脂系シート張ポリプロピレン不織
布・裏面側ガラスクロス張/裏面側フェノール樹脂系接着剤塗/グラスウール
保温板

エーティー技研株式会社 岐阜県多治見市大原町2-38 (一財)建材試験センター MFN-2404 平成20年06月30日

合板 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋本町2-7-
1　NOF日本橋本町ビル (一財)建材試験センター MFN-2403 平成20年06月30日

合板 LATVIJAS　FINIERIS　A/S
（ラトビア　ベニア）

Bauskas iela 59,Riga
LV-1004,Latvia (一財)建材試験センター MFN-2402 平成20年06月30日

集成材 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2401 平成20年06月30日

両面メラミン樹脂含浸紙張/MDFフローリング Kaindl Flooring GmbH A-5071 Wals/Kaindlstrasse 2
Salzburg AUSTRIA (一財)ベターリビング MFN-2397 平成20年06月16日

「表面側」化粧合板張/酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗/「裏面側
」防湿紙張/エチレン・酢酸ビニル共重合体水性エマルション形接着剤塗/合
板張/酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗/集成材

株式会社万代商事 大阪府松原市阿保2-309-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2400 平成20年06月05日

あまに油系塗料塗装/集成材フローリング 住友林業クレスト株式会社
鹿島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6 (一財)ベターリビング MFN-2399 平成20年06月05日

合板・クラフト紙張/ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤・変成酢酸
ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗/面状ヒーター張/ロックウール単層板 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-2398 平成20年06月05日

あまに油系塗料塗装/製材張/水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗/合板フローリング

住友林業クレスト株式会社
鹿島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6 (一財)ベターリビング MFN-2396 平成20年06月05日

パーティクルボード サムリン・チップボード
マレーシア サラワク州ミリ市クアラバラム
インダストリアルエステート　ブロック1
ロット171　CDT83

(一財)ベターリビング MFN-2395 平成20年06月05日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

パーティクルボード サムリン・ハウジング・プロ
ダクツ

マレーシア サラワク州ミリ市クアラバラム
インダストリアルエステート　ブロック1
ロット171　CDT83

(一財)ベターリビング MFN-2395 平成20年06月05日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2394 平成20年05月20日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2393 平成20年05月20日

両面オレフィンフィルム張/ウレタン樹脂系接着剤塗/普通合板付両面M
DF 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5-13-6

（三朋ビル） (一財)建材試験センター MFN-2392 平成20年05月20日

両面オレフィンフィルム張/ウレタン樹脂系接着剤塗/LVL付両面MDF 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5-13-6
（三朋ビル） (一財)建材試験センター MFN-2391 平成20年05月20日

両面オレフィンフィルム張/ウレタン樹脂系接着剤塗/MDF（4層積層） 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5-13-6
（三朋ビル） (一財)建材試験センター MFN-2390 平成20年05月20日

「表面側」ウレタン樹脂系塗装/天然木突き板張/変成スチレン・ブタジエン
共重合体ラテックス形接着剤塗/「裏面側」両面普通紙張ポリエチレン樹脂フ
ィルム張/ウレタン樹脂系接着剤/MDF（側面実加工）

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2389 平成20年05月20日

フェノール樹脂を使用した接着剤 株式会社タイルメント 愛知県名古屋市中央区宿跡町
1-58 (一財)建材試験センター MFN-2388 平成20年05月20日

集成材 株式会社郡界ウッドワーク 愛知県豊明市阿野町惣作46-1 (一財)東海技術センター MFN-2387 平成20年05月15日

紙系壁紙 株式会社群成舎 群馬県高崎市上並榎町129-1 (一財)建材試験センター MFN-2386 平成20年05月15日

集成材 株式会社タハラ 広島県廿日市市木材港北15-1 (一財)ベターリビング MFN-2385 平成20年04月23日

集成材 サンワールド株式会社 福岡県久留米市諏訪野町2570
-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2384 平成20年04月23日

無機質系壁紙 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター MFN-2383 平成20年04月23日

「全面」ターペン可溶非水分散形ウレタン樹脂塗装／集成材 三協立山アルミ株式会社 富山県高岡市早川70 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2382 平成20年04月23日

繊維系壁紙 セーレン株式会社 福井県福井市毛矢1-10-1 (一財)建材試験センター MFN-2381 平成20年04月15日

コルクフローリング 東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町5-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2380 平成20年04月15日

「表面」天然ワックス塗装／ハードボード付圧縮コルク板フローリン
グ 神戸コルク株式会社 兵庫県神戸市中央区東町123

貿易ビル2F (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2379 平成20年04月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

スチレンブタジエンゴム系溶剤形接着剤 コニシ株式会社 大阪府大阪市中央区平野町2-
1-2（沢の鶴ビル） (一財)日本塗料検査協会 MFN-2378 平成20年03月21日

両面化粧張／両面酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合
板 臨沂東日木業有限公司 中国山東省臨沂市蒼山県城化

肥廠東路6 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2377 平成20年03月21日

ロジン系樹脂含浸天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接着
剤塗／集成材フローリング 有限会社岡本製材所 広島県福山市山手町5-27-3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2376 平成20年03月21日

集成材 北恵株式会社 大阪府大阪市中央区南本町3-
6-14 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2375 平成20年03月21日

繊維系壁紙 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2374 平成20年03月21日

無機質系壁紙 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター MFN-2373 平成20年03月21日

両面メラミンシート張／ユリア樹脂系接着剤塗／パーティクルボード アサヒ衛陶株式会社 大阪府堺市美原区小平尾451 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2372 平成20年03月06日

紫外線硬化型ウレタン樹脂系塗料塗装／ひき板張／水性高分子－イソシアネ
ート系接着剤塗／ひき板張／フェノール樹脂系接着剤塗／単板張／水性高分
子－イソシアネート系接着剤塗／ひき板張／木質系フローリング

株式会社望造 神奈川県横浜市青葉区つつじ
ヶ丘24-19パームガーデン2F (一財)ベターリビング MFN-2371 平成20年03月06日

紫外線硬化型ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材張／水性高分子－イソシアネ
ート系接着剤塗／ひき板張／フェノール樹脂系接着剤塗／単板張／木質系フ
ローリング

株式会社望造 神奈川県横浜市青葉区つつじ
ヶ丘24-19パームガーデン2F (一財)ベターリビング MFN-2370 平成20年03月06日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装／単板張／ウレタン樹脂系ホットメル
ト形接着剤塗／ひき板張／ウレタン樹脂系ホットメルト形接着剤塗／単板張
／木質系フローリング

大恵商事株式会社 東京都足立区保木間3-33-8 (一財)ベターリビング MFN-2369 平成20年03月06日

複合フローリング／変性酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／
両面紙熱融着ガラス繊維強化複合樹脂シート張／木質系フローリング 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング MFN-2368 平成20年03月06日

紙壁紙 株式会社梅田シルク 福井県越前市大滝町29-33 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2367 平成20年03月06日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード SAIB S.p.A. Via Caorsana 5/A 29012
Caorso(PC)Italy

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2366 平成20年03月06日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2361 平成20年01月23日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2360 平成20年01月23日

表面化粧張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 株式会社立花ベニヤ商会 福岡県大川市大字中古賀1035
-21 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2359 平成20年01月23日

両面化粧張／両面酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合
板 ダイセン産業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2-5-28久太郎恒和ビル9F (一財)日本塗料検査協会 MFN-2358 平成20年01月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面塗装塗／集成材フローリング 株式会社沖縄イゲトー 沖縄県南城市佐敷字津波古97
8 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2356 平成20年01月23日

紙系壁紙 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3-11-12 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2365 平成20年01月18日

紙壁紙 株式会社山崎和紙 福井県越前市不老町6-36 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2364 平成20年01月18日

木質単板張／酢酸ビニル共重合樹脂系エマルジョン形接着剤塗／木質
系フローリング

株式会社オレンジポイント 東京都渋谷区神宮前2-5-10
(一財)建材試験センター MFN-2363 平成20年01月18日

株式会社ボスコインターナシ
ョナル

千葉県千葉市稲毛区作草部1-
33-25

壁紙施工用でん粉系接着剤 有限会社五大装飾 大阪府東大阪市長田2-18-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2362 平成20年01月18日

ファイバーボード Sierra Pine
2685N.Pacific Highway,P.O.Box
4040Medford,Oregon97501U.S.
A.

Professional Service
Industries,Inc. MFN-2355 平成20年01月18日

集成材 王子木材緑化株式会社 東京都江東区新木場1-1-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2354 平成20年01月18日

コルク壁紙 東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町5-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2353 平成20年01月18日

集成材

YUNNAN HUAER WOODS
CO,.LTD

3138 Wudi Rd,Minhang
District,Shanghai,China

(一財)日本建築総合試験所 MFN-2352 平成20年01月18日
富洋木材株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

1-7-12

単板積層材 蒼山県東泉木業有限公司 中国山東省蒼山県賈庄郷駐地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2351 平成20年01月18日

単板積層材 株式会社ニチモクファンシー
マテリアル

愛知県名古屋市中村区名駅5-
27-13 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2350 平成20年01月18日

両面塗装塗／両面化粧張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗
／両面MDF張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／複合合板 株式会社布川製作所 徳島県徳島市東沖洲2-5（マ

リンピア沖洲） (一財)日本塗料検査協会 MFN-2349 平成20年01月18日

両面メラミン・ユリア樹脂含浸紙張／パーティクルボード S.I.T.s.r.l.-Gruppo Mauro
Saviola

via Leonardo Da Vinci,8
27036 Mortara(PV)Italy

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2348 平成20年01月18日

パーティクルボード S.I.T.s.r.l.-Gruppo Mauro
Saviola

via leonardo Da Vinci,8
27036 Mortara(PV)Italy

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2347 平成20年01月18日

両面メラミン・ユリア樹脂含浸紙張／パーティクルボード SIA srl.-Gruppo Mauro
Saviola

Viale Lombardia,29 46019
Viadana(MN)Italy

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2346 平成20年01月18日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

パーティクルボード SIA srl.-Gruppo Mauro
Saviola

Viale Lombardia,29 46019
Viadana(MN)Italy

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2345 平成20年01月18日

両面メラミン・ユリア樹脂含浸紙張／パーティクルボード SAMA srl.-Gruppo Mauro
Saviola

Viala Lombardia,29 46019
Viadana(MN)Italy

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2344 平成20年01月18日

パーティクルボード SAMA srl.-Gruppo Mauro
Saviola

Viale Lombardia,29 46019
Viadana(MN)Italy

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2343 平成20年01月18日

ミディアムデンシティファイバーボード Vanachai Group Public
Co.Ltd.

22/1Mool,Banbuang-Naunmok
Rd.,Tambon Nong-E-
Roon,Banbuang,Chonburi 20220,Thailand

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2342 平成20年01月18日

パーティクルボード Particle Planner Co.Ltd.
22/2Mool,Banbuang-Naunmok
Rd.,Tambon Nong-E-
Roon,Banbuang,Chonburi 20220,Thailand

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2341 平成20年01月18日

集成材 大平産業株式会社 岐阜県群上市白鳥町白鳥1017
-72 (一財)東海技術センター MFN-2339 平成20年01月17日

両面塗装塗／両面化粧張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗
／両面MDF張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／LVL 株式会社布川製作所 徳島県徳島市東沖洲2-5（マ

リンピア沖州） (一財)日本塗料検査協会 MFN-2338 平成20年01月17日

単板積層材 株式会社米輝 福岡県北九州市若松区南二島
1-5-9 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2337 平成20年01月17日

表面側ポリエステル糸入アルミニウム蒸着ポリエステルフィルム・裏面側
鋼線入アルミニウム蒸着ポリエステルフィルム張／グラスウール保温筒 住商鉄鋼販売株式会社

東京都中央区晴海1-8-12晴海ト
リトンスクエア
オフィスタワー　Z18階

(一財)建材試験センター MFN-2336 平成20年01月17日

集成材 大連協成木業有限公司 中国大連旅順開発区212 (一財)ベターリビング MFN-2335 平成20年01月17日

紙壁紙 株式会社梅田シルク 福井県越前市大滝町29-33 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2334 平成20年01月17日

エポキシ樹脂系紫外線硬化型塗装天然木単板張／イソシアネート系接
着剤塗／単板積層フローリング 株式会社トキワ工芸社 愛知県愛西市本部田町狭場21

-1 (一財)建材試験センター MFN-2333 平成20年01月17日

エポキシ樹脂系紫外線硬化型塗装天然木単板張／イソシアネート系接
着剤塗／単板積層フローリング 池内ベニヤ株式会社 北海道日高郡新ひだか町静内

木場町1-1-22 (一財)建材試験センター MFN-2332 平成20年01月17日

木質性酸化アルミニウムオーバーレイ紙張／メラミン樹脂系接着剤塗
／板紙・平衡紙付MDFフローリング 株式会社協和通商 福岡県福岡市東区多の津1-14

-1FRCビル6F (一財)建材試験センター MFN-2331 平成20年01月17日

両面強化紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合板
付単板積層材 阿部興業株式会社 東京都新宿区新宿1-7-10 (一財)建材試験センター MFN-2330 平成20年01月17日

「表面」2液型ウレタン樹脂塗装／「表面」圧縮板張・「裏面」エチレンビニル
アセテート発泡体張／「表面」水性高分子－イソシアネート系接着剤塗・「裏
面」エチレン－酢酸ビニル共重合エマルジョン形接着剤塗／合板フローリング

マイウッド・ツー株式会社 愛知県岩倉市井上町種畑20 (一財)東海技術センター MFN-2329 平成20年01月17日

亜麻仁油系浸透性塗装木質単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形
接着剤塗／木質単板フローリング

株式会社クライス・アンド・
カンパニー 東京都港区東新橋2-4-1 (一財)建材試験センター MFN-2328 平成20年01月17日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「全面」天然木突板張／酢酸樹脂エマルジョン接着剤塗／パーティク
ルボード

株式会社グローブ 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-
2-11

(一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2327 平成19年12月03日
有限会社デコピック 東京都新宿区西新宿3-7-1新

宿パークタワーOZONE7階

集成材 株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-
21 (一財)東海技術センター MFN-2325 平成19年11月15日

「表面」油性塗料塗装／「両面」圧縮板張／「両面」水性高分子－イ
ソシアネート系接着剤塗／木質系フローリング マイウッド・ツー株式会社 愛知県岩倉市井上町種畑20 (一財)東海技術センター MFN-2324 平成19年11月15日

ポリエステル系樹脂塗装／集成材張／水性高分子－イソシアネート系接着剤
塗・天然木単板付水性高分子－イソシアネート系接着剤塗集成材フローリン
グ

株式会社エフトレーディング 神奈川県横浜市金沢区六輔5-
6-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2321 平成19年11月15日

壁紙施工用でん粉系接着剤 バアバリアン株式会社 東京都杉並区善福寺1-1-15-2
02 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2323 平成19年10月29日

壁紙施工用でん粉系接着剤 極東産機株式会社 兵庫県たつの市龍野町日飼19
0 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2322 平成19年10月29日

酸化アルミニウム系耐磨耗フィルム張／メラミン樹脂系接着剤塗／高
圧メラミン樹脂シート付MDFフローリング 三井松島産業株式会社 福岡県福岡市中央区大手門1-

1-12 (一財)建材試験センター MFN-2319 平成19年10月29日

表面アクリル樹脂系塗料塗装／集成材
ハウディー株式会社 東京都千代田区岩本町3-5-5

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2318 平成19年10月29日
東急ホーム株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-14

集成材 Unison Windows Inc. 1353 McKeen Avenue,North
Vancouver,BC,Canada V7P 3H9 (一財)ベターリビング MFN-2317 平成19年10月29日

両面天然木張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／構造用パ
ネル Unison Windows Inc. 1353 McKeen Avenue,North

Vancouver,BC,Canada V7P 3H9 (一財)ベターリビング MFN-2316 平成19年10月29日

集成材 野村貿易株式会社 大阪府大阪市中央区安土町1-
7-3 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2315 平成19年10月29日

単板積層材 住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-1
丸の内トラストタワーN館 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2314 平成19年10月29日

単板積層材 津田産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
1-8-19 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2313 平成19年10月29日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社マルベル 東京都渋谷区桜丘町14-5サニ
ーヒル108号 (一財)建材試験センター MFN-2312 平成19年10月29日

単板積層材 株式会社木産 大阪府大阪市西区立売堀2-5-
41-205 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2311 平成19年10月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 スルヤラヤヌサタマ株式会社 インドネシア共和国スラバヤ県
ドゥマールインダストリ通り1 (一財)ベターリビング MFN-2303 平成19年10月29日

合板 株式会社ディーワン 大阪府大阪市西区土佐堀1-1-
2幸福ビル別館3階

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2310 平成19年10月10日

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤（可燃性） アロンエバーグリップリミテ
ッド 東京都港区西新橋1-14-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2309 平成19年10月10日

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤（不燃性） アロンエバーグリップリミテ
ッド 東京都港区西新橋1-14-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2308 平成19年10月10日

構造用パネル（OSB） Upper Forest Products 5768 Trapp Avenue
Burnby,BC V3N 5G4 Canada

Professional Service
Industries,Inc. MFN-2306 平成19年10月10日

両面天然木単板張／集成材付／フェノール樹脂系接着剤 Snowcap Lumber Ltd. Wheel Avenue Abbotsford
B.C.2T 6H1 CANADA (一財)ベターリビング MFN-2305 平成19年09月28日

集成材 株式会社アイピーシー 広島県府中市鵜飼町800-95 (一財)ベターリビング MFN-2304 平成19年09月26日

集成材 株式会社高英 東京都江東区三好3-2-25 (一財)ベターリビング MFN-2302 平成19年09月26日

木質系フローリング Kronotex Fuβboden Gmbh Chaussee 1-D 16909
Heiligengrabe,Germany

Professional Service
Industries,Inc. MFN-2301 平成19年09月26日

UV（紫外線硬化型）塗料塗装／「両面」天然木突板張／「両面」水性
高分子イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング アイオーシー株式会社 愛知県名古屋市東区葵1-6-7-

302 (一財)東海技術センター MFN-2300 平成19年09月26日

「表面側」オレフィン樹脂系シート張／水性高分子イソシアネート酢酸ビニル系接着剤塗／「裏面側
」ポリエステル系不織布付きウレタン樹脂系発泡体張／水性高分子イソシアネート酢酸ビニル系接着
剤塗／塩化ビニル系シート張／水性高分子イソシアネート酢酸ビニル系接着剤塗／MDFフローリング

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2299 平成19年09月26日

アクリル樹脂系壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2298 平成19年09月26日

「両面」ポリエステル不織布張／フェノール樹脂系保温板 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-
4 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2296 平成19年09月21日

表面UV塗料塗／天然木突き板張／水性高分子イソシアネート系接着剤
塗／合板フローリング 株式会社ウッドハート 愛知県名古屋市天白区御幸山

201 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2295 平成19年08月31日

合板・クラフト紙張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤・変成酢酸
ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／面状ヒーター張／ロックウール単層
板

松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-2294 平成19年08月31日

表面側補強用グラスファイバー入アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレ
ートフィルム張・裏面側硬鋼線入ポリエステルフィルム張／グラスウール保
温筒

株式会社デンソーエース 東京都港区赤坂1-9-20第16興
和ビル北館 (一財)建材試験センター MFN-2293 平成19年08月29日

表面側ポリエチレン防湿フィルム張・裏面側硬鋼線裏張ポリエチレン
樹脂系フィルム張／グラスウール保温筒 株式会社デンソーエース 東京都港区赤坂1-9-20第16興

和ビル北館 (一財)建材試験センター MFN-2292 平成19年08月29日
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ビーズ法ポリスチレンフォーム・酢酸ビニル樹脂系エマルション形接
着剤付両面普通合板 ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5-2-39円通寺

ガデリウスビル (一財)建材試験センター MFN-2291 平成19年08月29日

両面ファイバーボード張／パーティクルボード 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)建材試験センター MFN-2290 平成19年08月29日

天然木張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板フローリ
ング Hakwood BV 4251 LD Werkendam,The

Netherlands (一財)ベターリビング MFN-2288 平成19年08月29日

紫外線硬化型ウレタンアクリレート塗料塗装／天然木突板張／メラミンユリア樹脂系接着剤塗／合板
張／メラミンユリア樹脂系接着剤塗／天然木突板張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／
アルミ箔張／両面ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／クラフト紙付／ロックウール単層板

松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-2287 平成19年08月29日

紙系壁紙 トリンガ・プロジェクツ株式
会社 神奈川県鎌倉市腰越3-5-32 (一財)ベターリビング MFN-2286 平成19年08月29日

「表面側」低圧メラミン樹脂含浸化粧紙積層／低圧メラミン樹脂含浸紙積
層／「裏面側」低圧メラミン樹脂含浸紙積層／ハードボードフローリング

東和ネーチャフローリング株
式会社

大韓民国インチョン市ソーグ
、ガジャドン、148-9 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2284 平成19年08月29日

「両面」ポリエステル樹脂系塗装合板張／酢酸ビニル樹脂系エマルシ
ョン形接着剤塗／集成材 株式会社万代商事 大阪府松原市阿保2-309-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2283 平成19年08月29日

集成材 フルタニランバー株式会社 石川県金沢市湊1-86 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2282 平成19年08月29日

両面ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／水性高分子・イソシアネート
系接着剤塗／両面単板付集成材 岡崎製材株式会社 愛知県岡崎市戸崎元町4-1 (一財)建材試験センター MFN-2281 平成19年08月29日

表面UV硬化形アクリル樹脂系塗装／ユリア樹脂系接着剤塗／天然木化粧
材張り／裏面ユリア樹脂系接着剤塗／天然木単板張り／木製フローリング KARELIA-UPOFLOOR OY P.O.Box1765 70421

Kuopio,Finland
SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2280 平成19年08月29日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2279 平成19年08月29日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2278 平成19年08月29日

表面UV塗料塗／天然木突き板張／水性高分子イソシアネート系接着剤
塗／緩衝材用アクリル系接着剤塗／緩衝材張／合板フローリング 株式会社ウッドハート 愛知県名古屋市天白区御幸山

201 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2277 平成19年08月29日

単板積層材 三井住商建材株式会社
東京都中央区晴海1-8-8晴海トリ
トンスクエア
オフィスタワーW13階

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2275 平成19年08月29日

紙系壁紙 株式会社村上工務店 兵庫県神戸市兵庫区三川口町
2-4-8 (一財)建材試験センター MFN-2274 平成19年08月29日

アクリル樹脂系塗料塗装／天然木突板張／メラミン樹脂系接着剤塗／
両面単板張／両面メラミン樹脂系接着剤塗／合板フローリング 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング MFN-2289 平成19年08月14日

紫外線硬化形アクリル樹脂系塗料塗装／アクリル樹脂含浸紙張／ウレタン樹
脂系接着剤塗／メラミン樹脂含浸紙張／合板／変成酢ビ樹脂系エマルション
形接着剤塗／紙付アルミテープ張木質系フローリング

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング MFN-2285 平成19年08月14日

43/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン系樹脂塗装/人工突板張/ホットメルト系接着剤塗・オレフィ
ン系シート付ホットメルト系接着剤塗MDFフローリング 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-

5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2265 平成19年08月08日

繊維系壁紙 常陽工業株式会社 埼玉県八潮市伊勢野171 (一財)建材試験センター MFN-2273 平成19年08月07日

プラスチック系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-2272 平成19年08月07日

ミディアムデンシティファイバーボード Hume Fiber Board SDN BHD 71800NilaiNegeriSembilanD
arulKhusus,Malaysia (一財)ベターリビング MFN-2271 平成19年07月31日

コルクフローリング アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2267 平成19年07月31日

集成材 株式会社岡南 岡山県倉敷市老松町2-6-13 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2266 平成19年07月31日

ウレタン系樹脂塗装／木質系単板張／メラミン・ユリア樹脂系接着剤
塗・寒冷紗張／でん粉系接着剤塗合板 株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2276 平成19年07月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙 五洋建設株式会社 東京都文京区後楽2-2-8 (一財)建材試験センター MFN-2264 平成19年07月25日

合板 有限会社テツヤ・ジャパン 京都府京都市伏見区横大路六
反畑8-7 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2263 平成19年07月25日

不飽和ポリエステル樹脂系塗装/普通紙張/酢酸ビニル樹脂系エマルシ
ョン形接着剤塗/合板 有限会社さやま工業 大阪府大阪狭山市山本東435 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2262 平成19年07月25日

集成材 桑原木材株式会社 愛知県犬山市大字羽黒字八幡
西1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2261 平成19年07月25日

「表面」ウレタン樹脂ワニス塗/「両面」プリント化粧紙張/「両面」
酢酸ビニル樹脂系接着剤塗/MDFフローリング 株式会社アベイル 福岡県北九州市八幡西区木屋

瀬4-22-13 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2260 平成19年07月24日

高圧メラミン化粧板張/酢酸ビニル樹脂系接着剤塗/パーティクルボー
ド（5層積層） 株式会社アベイル 福岡県北九州市八幡西区木屋

瀬4-22-13 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2259 平成19年07月24日

両面天然木突板張/水性高分子-イソシアネート系接着剤塗/集成材 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20
堂島アバンザ22階 (一財)ベターリビング MFN-2258 平成19年07月24日

UV硬化型アクリル樹脂系塗料塗装/両面突板張/フェノール樹脂系接着
剤塗/合板フローリング 吉林新合木業有限責任公司 中華人民共和国吉林省長春市

遠達大通り河東路3-5 (一財)ベターリビング MFN-2257 平成19年06月29日

集成材 セルコホーム株式会社 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-
14 (一財)建材試験センター MFN-2256 平成19年06月29日

コルクフローリング 株式会社日本テクマ 大阪府大阪市北区中津1-18-8
NPビル301 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2255 平成19年06月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社エイ・ディー・エイ 東京都渋谷区代々木4-27-25
フジビル25 8F (一財)日本建築センター MFN-2254 平成19年06月29日

ポリエステル樹脂系壁紙 株式会社エイ・ディー・エイ 東京都渋谷区代々木4-27-25
フジビル25 8F (一財)日本建築センター MFN-2253 平成19年06月29日

合板
株式会社ワイ・エヌ・ケイ 福岡県北九州市小倉南区横代

東町1-1-35
(一財)日本建築総合試験所 MFN-2252 平成19年06月29日

株式会社山王 大阪府大阪市住之江区北加賀
屋2-11-8-201-2

合板
株式会社ワイ・エヌ・ケイ 福岡県北九州市小倉南区横代

東町1-1-35
(一財)日本建築総合試験所 MFN-2251 平成19年06月29日

株式会社山王 大阪府大阪市住之江区北加賀
屋2-11-8-201-2

塩化ビニル樹脂系壁紙 東リ株式会社 兵庫県伊丹市東有岡5-125 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2250 平成19年06月29日

繊維系壁紙 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区永田町2-12-1
4 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2249 平成19年06月20日

集成材 三河屋木材株式会社 静岡県磐田市上万能202 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2248 平成19年06月20日

構造用パネル(OSB) Kronotex Fuβboden Gmbh 16909
Heiligengrabe,Germany

Professional Service
Industries,Inc. MFN-2247 平成19年06月18日

アルミ箔・アクリル樹脂系エマルション形接着剤付防湿紙張／アクリ
ル樹脂系エマルション形接着剤付不織布張／合板 株式会社コロナ 新潟県三条市東新保7-7 (一財)ベターリビング MFN-2246 平成19年06月15日

複合フローリング／ウレタン樹脂系ホットメルト接着剤塗／面状ヒーター張
／ウレタン樹脂系ホットメルト接着剤塗／グラスウール／合板／ウレタン樹
脂系ホットメルト接着剤塗／MDFフローリング

松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-2245 平成19年06月15日

天然木単板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗・ポリエチレン
発泡体付水性高分子イソシアネート系接着剤塗合板フローリング ボード株式会社 東京都新宿区新宿5-4-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2244 平成19年05月21日

集成材 双日九州株式会社 福岡県福岡市天神1-10-24 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2243 平成19年05月21日

プラスチック系壁紙 ニチレイマグネット株式会社 大阪府大阪市城東区今福南3-
1-51 (一財)建材試験センター MFN-2242 平成19年05月21日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／両面天然木単板張／両面酢酸ビニル樹
脂系エマルション接着剤塗／集成材

Weng Meng Industries Sdn
Bhd

11,Jalan 8,Komplek Perabot
Olak Lempit

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2241 平成19年05月21日

アクリル樹脂系塗料塗装／木質系フローリング 株式会社　サンワホーム 山梨県中巨摩郡昭和町西条33
-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2240 平成19年05月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル樹脂系塗料塗装／木質系フローリング B.K.B.HEVEA PRODUCTS
SDN.BHD.

4,LEBUH PERUSAHAAN
KELEBANG 5,IGB

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2239 平成19年05月21日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／両面天然木単板張／両面酢酸ビニル樹
脂系エマルション接着剤塗／集成材 株式会社　サンワホーム 山梨県中巨摩郡昭和町西条33

-1
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2238 平成19年05月21日

表面化粧単板張りチークオイル塗り裏面アルミニウム板貼りMDF ＬｅｋｓａｎｄｓＤｏｒｒｅ
ｎ　ＡＢ

Siljansnasvagen12 SE-793
92 Leksand,Sweden

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2237 平成19年05月18日

紙系壁紙 株式会社　トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター MFN-2236 平成19年05月18日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社　サンリミックス 大阪府和泉市尾井町982-2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2235 平成19年05月15日

単板積層材 有限会社　岩商 熊本県熊本市楡木5-27-2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2234 平成19年05月15日

単板積層材 泰平産業株式会社 大阪市西区新町4-10-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2233 平成19年05月15日

単板積層材 大建工業株式会社 東京都中央区日本橋本町２－
７－１ (一財)ベターリビング MFN-2215 平成19年04月26日

単板積層材 ダイランバー株式会社 東京都中央区日本橋本町2-7-
1 (一財)ベターリビング MFN-2207 平成19年04月26日

ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材フローリング 住友林業クレスト株式会社
鹿島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6 (一財)ベターリビング MFN-2232 平成19年04月10日

両面メラミン・ユリア樹脂含浸紙張／パーティクルボード S.I.T.s.r.l.-Gruppo Mauro
Saviola Mortara(PV)Italoy SP Technical Research

Institute of Sweden MFN-2214 平成19年04月10日

パーティクルボード S.I.T.s.r.l.-Gruppo Mauro
Saviola Mortara(PV)Italy SP Technical Research

Institute of Sweden MFN-2213 平成19年04月10日

表面塩化ビニル樹脂フィルム張／裏面メラミン樹脂含浸紙張／ポリウ
レタン樹脂系接着剤塗／MDF マスコジャパン株式会社 東京都港区東麻布3-8-7

麻布グランド東京ビル3F (一財)日本塗料検査協会 MFN-2211 平成19年04月10日

両面化粧材張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パーティ
クルボード マスコジャパン株式会社 東京都港区東麻布3-8-7

麻布グランド東京ビル3F (一財)日本塗料検査協会 MFN-2210 平成19年04月10日

単板積層材 野村貿易株式会社 大阪府大阪市中央区安土町1-
7-3 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2206 平成19年04月10日

普通合板 住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2204 平成19年04月10日

普通合板（ランバーコア合板） 住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2231 平成19年03月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／ミディアムデンシティファイ
バーボード コーラーカンパニー日本支社 東京都港区南麻布4-13-2

麻布高橋ビル7F (一財)建材試験センター MFN-2230 平成19年03月23日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 株式会社茂木クラフトワーク
ス 群馬県富岡市桑原1120-6 (一財)ベターリビング MFN-2229 平成19年03月23日

単板積層材 株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-
21 (一財)東海技術センター MFN-2228 平成19年03月23日

集成材 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中区錦3-10-3
3錦ＳＩＳビル (一財)東海技術センター MFN-2227 平成19年03月23日

両面メラミン樹脂含浸紙張／ミディアムデンシティファイバーボード 有限会社MBライフカンパニ
ー 沖縄県那覇市字真嘉比340-1 (一財)建材試験センター MFN-2226 平成19年03月23日

集成材 双日建材株式会社 東京都千代田区紀尾井町3番6
号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2225 平成19年03月23日

パーティクルボード 河北金赛博板业有限公司
中国河北省邯郸市曲周县振兴
路8号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2224 平成19年03月23日

表面アクリルウレタン樹脂塗料塗／合板 日油商事株式会社 東京都渋谷区恵比寿1-18-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2223 平成19年03月23日

集成材 Snowcap Lumber Ltd British Columb,Canada Professional Service
Industries,Inc. MFN-2222 平成19年03月23日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都文京区後楽2-1-2 (一財)建材試験センター MFN-2221 平成19年03月23日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都文京区後楽2-1-2 (一財)建材試験センター MFN-2220 平成19年03月23日

「表面側」オレフィン樹脂系シート張／水性高分子イソシアネート酢酸ビニル系接着剤塗／｢裏面側｣
ポリエステル系不織布付きウレタン樹脂系発泡体張／水性高分子イソシアネート酢酸ビニル系接着剤
塗／塩化ビニル系シート張／水性高分子イソシアネート酢酸ビニル系接着剤塗／MDFフローリング

大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2219 平成19年03月23日

パーティクルボード Byggelit　AB Ostersund,Sweden SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2218 平成19年03月23日

合板 大建工業株式会社 東京都中央区日本橋本町2-7-
1 (一財)ベターリビング MFN-2216 平成19年03月23日

両面メラミン・ユリア樹脂含浸紙張／パーティクルボード Byggelit　AB Ostersund,Sweden SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2212 平成19年03月23日

塩化ビニル樹脂壁紙 オカモト株式会社 東京都文京区本郷3-27-12 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2209 平成19年03月23日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2205 平成19年03月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 利華商事株式会社 千葉県柏市青葉台1-6-5 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2203 平成19年03月23日

集成材 外材産業株式会社 東京都中央区日本橋堀留町1-
1-9

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2202 平成19年03月23日

集成材 ワイエムトレーディング株式
会社 東京都足立区千住1-4-1-1506 （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-2201 平成19年03月23日

集成材 中国成都蓉台木業有限公司 SICHUAN,CHINA （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2200 平成19年03月23日

両面強化紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／両面ミデ
ィアムデンシティファイバーボード付単板積層材 阿部興業株式会社 東京都新宿区新宿1-7-10 (一財)建材試験センター MFN-2199 平成19年03月23日

裏面アルミニウム板張り合板 Dooria　Kungsater　AB Kungsater Sweden SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2198 平成19年03月23日

集成材 Dooria　Kungsater　AB SE-519 92 Kungsater
SWeden

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2197 平成19年03月23日

アクリル樹脂系塗料塗装／木材張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形
接着剤塗／合板フローリング

Stile　Pavimenti　Legno
S.P.A

Via dei laghi 18 Bivio
Lugnano-06018 italy (一財)ベターリビング MFN-2196 平成19年03月23日

プラスチック系壁紙 株式会社エムワイ 福岡県福岡市博多区那珂3-16
-34 (一財)建材試験センター MFN-2195 平成19年03月23日

集成材フローリング（モザイクパーケット） Deesawat　Industries
Co.,Ltd.

Taladbangkean, Laksi,
Bangkok, Thailand (一財)建材試験センター MFN-2194 平成19年03月23日

表面側ガラス繊維糸入アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィル
ム・裏面側亜鉛めっき鋼線入ポリエチレンテレタレートフィルム張／グラス
ウール保温筒

東和ダクト工業株式会社 埼玉県川口市末広1-8-17
ｱﾗｲﾋﾞﾙ　2階 (一財)建材試験センター MFN-2193 平成19年03月23日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖龍町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2191 平成19年03月23日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖龍町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2190 平成19年03月23日

両面メラミン樹脂含浸紙張／MDFフローリング Kaindl　Flooring　GmbH Kaindlstrasse2 Salzburg
AUSTRIA (一財)ベターリビング MFN-2189 平成19年03月23日

紙系壁紙 株式会社村上工務店 兵庫県神戸市兵庫区三川口町
2-4-8 (一財)建材試験センター MFN-2188 平成19年03月23日

「表面側」植物性オイルフィニッシュ塗／天然木単板張り／水性高分子―イ
ソシアネート系接着剤塗／「裏面側」天然木突き板張り／水性高分子―イソ
シアネート系接着剤塗／木質系フローリング

株式会社エス．ケイ．トレー
ディング 大阪市住之江区柴谷2-8-91 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2186 平成19年02月07日

集成材 扇スタルト株式会社 大阪府堺市北区北花田町2-23
5-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2185 平成19年02月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 SIAM SANKYO SANGYO
CO.,LTD.

Amphur Muang.SamutSakorn
74000 Thailand (一財)日本建築総合試験所 MFN-2184 平成19年02月07日

両面水性高分子―イソシアネート系接着剤塗／合板（3層積層） 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング MFN-2182 平成19年02月07日

単板積層材
ナバ・ジャパン株式会社 東京都世田谷区太子堂2-14-3

アーバンリゾート三軒茶屋4F
(一財)ベターリビング MFN-2180 平成19年02月07日

スンベル　グラハ
スジャテラ株式会社

インドネシア共和国タンゲラン
県バララジャ町トバット村ラヤ
スラン通り25

パーティクルボード GLUNZ　AG Grecostr.1 49716 Meppen
Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2179 平成19年02月07日

集成材 株式会社日ソ貿易 東京都中央区日本橋茅場町1-
12-4　茅場町会館6階 (一財)建材試験センター MFN-2178 平成19年02月07日

接着剤 新日本化成工業株式会社 秋田県能代市河戸川字南西山
18-6 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2177 平成19年02月07日

両面ウレタン樹脂塗装／アクリル系樹脂塗装／浸透紙張／メラミン樹
脂系接着剤塗／MDF 株式会社アクタス 東京都新宿区新宿2-19-1

BYGSビル12F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2176 平成19年02月07日

両面ウレタン樹脂塗装／アクリル系樹脂塗装／浸透紙張／メラミン樹
脂系接着剤塗／パーティクルボード 株式会社アクタス 東京都新宿区新宿2-19-1

BYGSビル12F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2175 平成19年02月07日

両面酸硬化型ラッカー塗装／ユリア樹脂含浸紙張／ポリウレタン樹脂
系接着剤塗／ハードボード イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町2-3-30　5F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2174 平成19年02月07日

両面ユリア樹脂含浸紙張／ポリウレタン樹脂系接着剤塗／MDF イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町2-3-30　5F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2173 平成19年02月07日

両面メラミン樹脂シート張／両面メラミン樹脂系接着剤塗／両面MDF
張／両面ユリア樹脂系接着剤塗／合板 株式会社アクタス 東京都新宿区新宿2-19-1

BYGSビル12F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2172 平成19年02月07日

「表面側」アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂含浸ガラス繊維不織布張／スチレンブタジエンゴム
・ロジン系接着剤塗「裏面側」石膏ボード張／スチレンブタジエンゴム・ロジン系接着剤塗／アクリ
ル系樹脂含浸ガラス繊維不織布張／スチレンブタジエンゴム・ロジン系接着剤塗／グラスウール保温
材

パラマウント硝子工業株式会
社 福島県郡山市長者3-8-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2171 平成19年02月07日

集成材 株式会社クトクコーポレーシ
ョン 大阪市浪速区幸町2-5-3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2169 平成19年02月07日

ウレタン樹脂系塗料塗装／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF
付／木材のひき板、単板又は小片その他これらに類するものを、メラミン樹
脂を使用した接着剤により面的に接着し、板状に成型したもの

山田建設株式会社 東京都大田区北千束1-11-3 (一財)ベターリビング MFN-2183 平成19年02月06日

MDF Kronospan Luxembourg S.A. B.P.109,4902
Sanem,LUXEMBOURG (一財)ベターリビング MFN-2170 平成19年02月06日

難燃処理合板 オークラウッド株式会社 香川県丸亀市昭和町100番地 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2168 平成19年01月09日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 クシヤ工業株式会社 福井県坂井市丸岡町一本田中
28-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2167 平成19年01月09日

集成材 株式会社蛭間木工所 群馬県伊勢崎市西久保町3-10
70-3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2166 平成19年01月09日

集成材 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2165 平成19年01月09日

集成材 大平産業株式会社 岐阜県郡上市白鳥町白鳥１０
１７-７２ (一財)東海技術センター MFN-2164 平成19年01月09日

ウレタン樹脂系塗料塗装／両面突板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／木材フローリング 関木材工業株式会社 秋田県鹿角市八幡平字八幡田

1 (一財)ベターリビング MFN-2163 平成19年01月09日

普通紙張／ウレタン系ホットメルト接着剤塗／ミディアムデンシティ
ファイバーボード 株式会社ミサワテクノ 長野県松本市今井松本道7110

-3 (一財)建材試験センター MFN-2162 平成19年01月09日

天然木単板張／両面ファイバーボード張パーティクルボード付メラミ
ン・ユリア・ホルムアルデヒド共縮合樹脂系接着剤 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)建材試験センター MFN-2161 平成19年01月09日

集成材 ESS-ENN Timber AB SKruvbyvagen,360 53
Skruv,Sweden

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2160 平成19年01月09日

壁紙施工用でん粉系接着剤 極東産機株式会社 兵庫県たつの市龍野町日飼19
0番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2159 平成19年01月09日

ガラス繊維織物壁紙 株式会社アイ．エス．テイ 滋賀県大津市一里山5-13-13 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2158 平成19年01月09日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／MDFフローリング（8㎜） PATT S.p.A Via Udine 40 33040 Attimis
Udine Italy (一財)日本建築センター MFN-2157 平成19年01月09日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／ポリ酢酸ビニール樹脂エマルジョ
ン系接着剤塗／合板フローリング（10㎜） Gazzotti S.p.A 282 40013 Trebbo di Reno

Bologna Italy (一財)日本建築センター MFN-2156 平成19年01月09日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／ポリ酢酸ビニール樹脂エマルジョ
ン系接着剤塗／フローリング（14㎜） Gazzotti S.p.A 282 40013 Trebbo di Reno

Bologna Italy (一財)日本建築センター MFN-2155 平成19年01月09日

表面化粧単板張り植物油塗り裏面アルミニウム板張りMDF Polardorren AB Kabelgatan9,943 31
Ojebyn,Sweden

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2154 平成18年12月01日

単板積層板 丸紅木材株式会社 大阪市住之江区平林北2－9－
1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2153 平成18年11月22日

「表面」アクリル樹脂混合植物性オイル塗装／コルクフローリング 神戸コルク株式会社 兵庫県神戸市中央区東町123 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2152 平成18年11月22日

「両面」ウレタンアクリル樹脂塗装／集成材フローリング 株式会社寿高通商 千葉県市川市行徳駅前3－2－
12-703 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2151 平成18年11月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

普通合板 住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-1
丸の内トラストタワーN館 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2150 平成18年11月22日

単板積層材 株式会社ヤマセイ 愛知県海部郡飛島村木場2－5
9 (一財)東海技術センター MFN-2149 平成18年11月22日

両面ポリエステル樹脂塗料塗／両面天然木単板張／両面水性高分子イ
ソシアネート系接着剤塗／集成材 新進建設株式会社 神奈川県秦野市西大竹116-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2148 平成18年11月22日

アクリル樹脂系紫外線硬化型塗装／天然木突き板張／スチレンブタジエン共
重合・メラミン・ユリア樹脂系接着剤塗／紙張／スチレンブタジエン共重合
・メラミン・ユリア樹脂系接着剤塗／合板フローリング

イマダス協同株式会社 大阪市北区梅田1-2-2-B200 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2147 平成18年11月22日

ロックウール保温板 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4－1－
28 (一財)ベターリビング MFN-2146 平成18年11月22日

単板積層材 住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内1－8－
1　丸の内トラストタワーN館 (一財)ベターリビング MFN-2145 平成18年11月22日

単板積層材 王子木材緑化株式会社 東京都江東区新木場1－1－1 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2144 平成18年11月22日

MDF（ミディアムデンシティファイバーボード） Masonite AB Box27,SE-914 29
Rundvik,Sweden

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2143 平成18年11月22日

植物油塗りアルミニウム板補強材付き合板 Designadoors of Scandinavia
AB

Gottnevagen45,894 31
Sjalevad,Sweden

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2142 平成18年11月22日

表面アクリル樹脂塗料塗り裏面アルミニウム板張りMDF Designadoors of Scandinavia
AB

Gottnevagen45,894 31
Sjalevad,Sweden

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2141 平成18年11月22日

両面ファイバーボード張／パーティクルボード 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)建材試験センター MFN-2140 平成18年10月26日

「両面」天然木単板張／イソシアネート系接着剤塗／集成材フローリ
ング 緑川森林協業（株） 熊本県下益城郡美里町馬場88

0番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2139 平成18年10月11日

仕上塗材（現場施工） 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区永田町2－12
－14 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2138 平成18年09月25日

両面アクリル系ラッカー塗装／両面アクリル系樹脂塗装／両面天然木突板張り・ユ
リア樹脂系接着剤塗・アルミニウム板張・ポリウレタン樹脂系接着剤塗・ペーパー
ハニカム付ポリウレタン樹脂系接着剤塗アルミニウム板付ユリア樹脂系接着剤

株式会社アクタス 東京都新宿区新宿2－19－1
BYGSビル12F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2137 平成18年09月25日

集成材ドアー、ステアーケース踏み板 Viceroy Homes Limited Canada Professional Service
Industries,Inc. MFN-2136 平成18年09月25日

単板積層材 津田産業株式会社 大阪市住之江区平林南1-8-19 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2135 平成18年09月25日

単板積層材 津田産業株式会社 大阪市住之江区平林南1-8-19 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2134 平成18年09月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

パーティクルボード DEPALOR S.A.S. France Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2133 平成18年09月25日

パーティクルボード Valentin Holzwerkstoffe
GmbH Germany Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-

Institut MFN-2132 平成18年09月25日

仕上塗材（現場施工） 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区永田町2－12
－14 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2131 平成18年09月25日

「表面側」メラミン樹脂含浸紙張／フェノール樹脂含浸紙張・「裏面
側」フェノール樹脂含浸紙張／パーティクルボード イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町2－3－30

5階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2130 平成18年09月25日

単板積層材 亀田合板株式会社 愛知県名古屋市中川区昭明町
5－1 (一財)建材試験センター MFN-2128 平成18年09月25日

両面ユリア樹脂含浸紙張／パーティクルボード Alples,Industrija Pohistva
D.D.,Zeleznik Slovenija (一財)ベターリビング MFN-2127 平成18年09月25日

両面突板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／集成材 株式会社中村 佐賀県神埼市千代田町迎島12
82－3 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2126 平成18年09月25日

両面ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／パーティクルボード付メラミ
ン樹脂系接着剤 タクティ株式会社 東京都目黒区上目黒1－18－1

2 (一財)建材試験センター MFN-2125 平成18年08月24日

造作用集成材（9㎜～85㎜） 株式会社オベ 福山市柳津町3－4－65 (一財)日本建築センター MFN-2124 平成18年08月24日

単板積層材 住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内1－8－
1　丸の内トラストタワーN館 (一財)ベターリビング MFN-2123 平成18年08月24日

パーティクルボード エム　カインドル
ホルツインダストリーカーゲー ザルツブルグ　オーストリア (一財)ベターリビング MFN-2122 平成18年08月24日

パーティクルボード
サムリン・チップボード

マレーシア　サラワク州
ミリ市　クアラバラム
インダストリアルエステート (一財)ベターリビング MFN-2121 平成18年08月24日

サムリン・ハウジング・プロ
ダクツ

マレーシア　サラワク州
ミリ市　クアラバラム
インダストリアルエステート

ウレタン樹脂系塗装・MDF裏張／エポキシ樹脂系接着剤塗・エポキシ
樹脂系接着剤塗オレフィン系シート付MDFフローリング 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4

－5－10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2120 平成18年08月24日

塩化ビニル樹脂壁紙 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2119 平成18年08月24日

集成材 株式会社みうら 山口県周南市野村3－24－1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2118 平成18年08月24日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2－1－
6 (一財)建材試験センター MFN-2117 平成18年08月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

表面紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／天然木単板張／アクリル樹脂
系エマルション形接着剤塗／合板フローリング（裏溝加工付き）

ウッドウォーク・タイランド
株式会社

タイ国、パトゥムタニ県、クロ
ングルアング郡、クロングヌン
グ地区、パホンヨッティン路

(一財)日本建築総合試験所 MFN-2116 平成18年08月24日

紫外線硬化型エポキシウレタン樹脂系塗装／天然木突き板張／スチレ
ン・ブタジエンゴムラテックス系接着剤塗／合板フローリング 丸玉産業株式会社　舞鶴工場 京都府舞鶴市字平1157 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2115 平成18年08月24日

集成材 株式会社岡南 岡山県倉敷市老松町2－6－13 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2114 平成18年08月24日

合板 協同木材貿易株式会社 東京都中央区日本橋室町2－3
－14

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2113 平成18年08月24日

天然木単板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗・ポリエチレン
発泡体付水性高分子イソシアネート系接着剤塗合板フローリング ボード株式会社 東京都新宿区新宿5－4－1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2112 平成18年08月24日

単板積層材 株式会社ウッドワン 広島県廿日市木材港南1－1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2111 平成18年08月24日

集成材
北恵株式会社 大阪府中央区南本町3－6－14

イトウビル
(一財)東海技術センター MFN-2110 平成18年08月24日

株式会社スズキ 名古屋市熱田区大宝1－4－17

オレフィン系樹脂壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2－33
－1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2109 平成18年07月21日

塩化ビニル樹脂系壁紙（0.3～2.1㎜） 有限会社わ 東京都港区南青山3－15－17 (一財)日本建築センター MFN-2108 平成18年07月21日

紙系壁紙（0.1～2.3㎜） 有限会社わ 東京都港区南青山3－15－17 (一財)日本建築センター MFN-2107 平成18年07月21日

集成材 株式会社福清 大阪市北区菅栄町3－11 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2106 平成18年07月21日

全面ポリウレタン樹脂系塗装／集成材 阿部興業株式会社 東京都新宿区新宿1-7-10 (一財)建材試験センター MFN-2105 平成18年07月21日

グラスウール断熱材 合資会社エスコ・マテリアル 東京都荒川区東日暮里5-51-7
大進ビル5F (一財)ベターリビング MFN-2104 平成18年07月21日

複合フローリング 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-2103 平成18年07月21日

複合フローリング／ウレタン樹脂系ホットメルト形接着剤塗／面状ヒー
ター張／ウレタン樹脂系ホットメルト形接着剤塗／合板フローリング 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-2102 平成18年07月21日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード Sedus Stoll
Aktiengesellschaft

BruckenstraBe 15 79761
Waldshut Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2101 平成18年07月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「両面」低圧メラミン含浸紙張／ユリア・メラミン樹脂系接着剤塗／
パーティクルボード 株式会社カタオカ 大阪市東住吉区田辺1-8-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2100 平成18年07月21日

集成材 立花倉庫株式会社 福岡県八女市大字龍ヶ原101-
2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2099 平成18年07月21日

集成材 知多木材株式会社 愛知県海部郡飛鳥村木場2-10
4 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2098 平成18年07月21日

単板積層材 臨沂東日木業有限公司 山東省臨沂市蒼山県城化肥廠
東路6号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2097 平成18年07月21日

単板積層材 ダイセン産業株式会社 大阪市中央区北久宝寺町3-6-
1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2096 平成18年07月21日

集成材 津田産業株式会社 大阪市住之江区平林南1-8-19 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2095 平成18年07月21日

アクリル樹脂系含浸紙張／単板積層材付両面ミディアムデンシティフ
ァイバーボード 株式会社ヒオキ 北海道帯広市西25条1-3-6 (一財)建材試験センター MFN-2094 平成18年07月21日

アクリル樹脂系含浸紙張／ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社ヒオキ 北海道帯広市西25条1-3-6 (一財)建材試験センター MFN-2093 平成18年07月21日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社ヨコセ 栃木県宇都宮市二荒町5-12 (一財)建材試験センター MFN-2092 平成18年06月15日

プラスチック系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-2091 平成18年06月15日

両面アクリル樹脂系塗料塗装／突き板張／酢酸ビニル共重合樹脂系エ
マルション形接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード CASA BATH s.n.c Via sicilia,70A-56030

Perignano(pisa)Italy (一財)ベターリビング MFN-2090 平成18年06月15日

単板積層材 INTER CONTRACT株式会社 大阪市中央区高津2－1－2
大越ビル３階 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2089 平成18年06月15日

「両面」紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／集成材フローリング 株式会社三輪 大阪市中央区北浜2－1－7 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2088 平成18年06月15日

塩化ビニル樹脂壁紙 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2087 平成18年06月15日

単板積層材 LIANYUNGANG HUANYANG
WOODEN PRODUCTS CO

No.18 EAST ZHONGHUA
ROAD,XUGOU,LIANYUNGANG (一財)日本建築総合試験所 MFN-2086 平成18年06月15日

単板積層材 株式会社日進 福岡県福岡市博多区立花寺1-
3-5 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2085 平成18年06月15日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／ミディアムデンシティファイバーボー
ド 株式会社インターオフィス 東京都品川区東五反田5－25

－19　東京デザインセンター (一財)ベターリビング MFN-2084 平成18年06月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面アクリル樹脂系塗料塗装／天然木突板張／酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社インターオフィス 東京都品川区東五反田5－25

－19　東京デザインセンター (一財)ベターリビング MFN-2083 平成18年06月15日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙二重張／ミディアムデンシティファイバ
ーボードフローリング Hansol Home Deco Co.,Ltd 887,Palbong-dong,Iksan-

City,Jeonbuk,Korea (一財)ベターリビング MFN-2082 平成18年06月15日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／天然木突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルショ
ン形接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード張／酢酸ビニル樹脂
系エマルション形接着剤塗／集成材

株式会社ジョイフル本田 茨城県土浦市富士崎1－16－2 (一財)ベターリビング MFN-2081 平成18年06月15日

集成材
住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内1－8－

1　丸の内トラストタワーN館
(一財)ベターリビング MFN-2080 平成18年06月15日

住友林業クレスト株式会社
新居浜事業所 愛媛県新居浜市磯浦町16－1

単板積層材 有限会社ヤマ・インターナシ
ョナル

東京都豊島区南池袋3－18－3
4－703 (一財)ベターリビング MFN-2079 平成18年06月15日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／低圧メラミン樹脂含浸紙張／ミディア
ムデンシティファイバーボード

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370 (一財)ベターリビング MFN-2078 平成18年06月15日

両面ウレタン樹脂塗料塗／ＭＤＦ 株式会社クッキングプラザ 大阪市西区西本町1－7－1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2077 平成18年05月08日

単板積層材 株式会社ユニウッドコーポレ
ーション

大阪市住之江区平林南1－7－
12 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2076 平成18年05月08日

塩化ビニル壁紙 株式会社コンバートコミュニ
ケーションズ 大阪市西区南堀江4-14-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2075 平成18年05月08日

「表面」セラミック混入アクリル樹脂塗装／コルク化粧板張／酢酸ビ
ニル樹脂エマルション接着剤塗／圧縮コルク板フローリング 株式会社アモリンジャパン 東京都千代田区1番町10番地 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2074 平成18年05月08日

「表面」セラミック混入アクリル樹脂塗料／天然木化粧板張／酢酸ビニル樹脂エマルショ
ン接着剤塗／「裏面」コルク緩衝材張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／天然木単
板張／酢酸ビニルエマルション接着剤塗／ハードボード付圧縮コルク板フローリング

株式会社アモリンジャパン 東京都千代田区一番町１０番
地 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2073 平成18年05月08日

両面エポキシ樹脂系アクリレート塗装／集成材フローリング
上海嵩泓貿易有限公司 上海南大路2888号

(一財)建材試験センター MFN-2072 平成18年05月08日
株式会社協和通商 福岡県粕屋郡粕屋町戸原272-

1　伊賀響館F

両面エポキシ樹脂系アクリレート塗装／集成材フローリング
青島岩德富源制造有限公司 青島即墨材羊村鎮朶部工並園

(一財)建材試験センター MFN-2071 平成18年05月08日
株式会社協和通商 福岡県粕屋郡粕屋町戸原272-

1　伊賀響館F

両面エポキシ樹脂系アクリレート塗装／集成材フローリング 上海学江木制品有限公司 上海市松江区小昆山鎮崇南路
8号 (一財)建材試験センター MFN-2070 平成18年05月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面エポキシ樹脂系アクリレート塗装／集成材フローリング 株式会社協和通商 福岡県粕屋郡粕屋町戸原272-
1　伊賀響館F (一財)建材試験センター MFN-2070 平成18年05月08日

ウレタン樹脂系塗装両面天然木単板張／普通合板付ユリア・メラミン
共縮合樹脂・合成ゴム樹脂混合接着剤 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13

番6号（三朋ビル） (一財)建材試験センター MFN-2069 平成18年05月08日

「表面側」紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／天然木単板張／水性高分子イソシアネ
ート系接着剤塗／「裏面側」アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム
積層／天然木単板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング

吉祥（日本）有限会社 福岡県福岡市博多区豊2-6-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2068 平成18年05月08日

単板積層材 三井住商建材株式会社
東京都中央区晴海1-8-8　晴海ト
リトンスクエアオフィスタワー
W

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2067 平成18年05月08日

単板積層材 ジャパン建材株式会社 東京都江東区平野3-2-6 (一財)建材試験センター MFN-2066 平成18年04月06日

単板積層材 シプコー工業株式会社 東京都千代田区三番町28 (一財)建材試験センター MFN-2065 平成18年04月06日

単板積層材 有限会社スンフォン 東京都荒川区東日暮里1-2-8
サンプレス801 (一財)建材試験センター MFN-2064 平成18年04月06日

集成材 株式会社ケイモク 広島県福山市駅家町大橋294-
3 (一財)建材試験センター MFN-2063 平成18年04月06日

単板積層材 蘇魯木業有限公司 中国江蘇省宿迂市沐陽県馬広
鎮 (一財)ベターリビング MFN-2062 平成18年04月06日

「両面」単板積層材張／酢酸ビニル重合体水性エマルション接着剤塗／高圧
フェノール板張／酢酸ビニル重合体水性エマルション接着剤塗／単板積層材 オーリス株式会社 兵庫県篠山市西岡屋681-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2061 平成18年04月06日

両面アクリル樹脂系ワニス塗／集成材 イケア・ジャパン株式会社 東京都港区南麻布4-5-48
広尾アルファビル3F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2060 平成18年04月06日

「表面側」メラミン樹脂シート・「裏面側」ユリア樹脂含浸紙張／酢
酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パーティクルボード イケア・ジャパン株式会社 東京都港区南麻布4-5-48

広尾アルファビル3F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2059 平成18年04月06日

集成材 ユーロハンズ株式会社 北海道帯広市西3条26丁目4番
地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2058 平成18年04月06日

集成材 青島匯通木業有限公司 中国山東省膠州市膠西工業園 (一財)ベターリビング MFN-2057 平成18年03月15日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2056 平成18年03月15日

木質系フローリング Travaru AB Hedex Sjovagen62 84030
Ratan,Sweden

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2055 平成18年03月15日

両面天然木単板（3層）張／両面水性高分子イソシアネート系接着剤塗／集
成材付水性高分子イソシアネート系接着剤塗天然木単板（3層）張／集成材 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2054 平成18年03月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面天然木単板張／両面水性高分子イソシアネート系接着剤塗／MDF
（5層） 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2053 平成18年03月15日

パーティクルボード
伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2-5-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2052 平成18年03月15日

SIAM RISO WOOD
PRODUCTS CO.,LTD.

39/9Moo3,Tumbol
Phunphin,Suratthani,Thailand

集成材 三井住商建材株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番8
号トリトンスクエアＷ棟12F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2051 平成18年03月15日

単板積層材 野村貿易株式会社 大阪府大阪市中央区安土町1
丁目7番3号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2050 平成18年03月02日

単板積層材 サン建材株式会社 東京都千代田区紀尾井町3番6号
秀和紀尾井町パークビル3階 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2049 平成18年03月02日

両面アクリル樹脂系塗料塗装／水酸化アルミニウム混入ロックウール
保温板 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-2048 平成18年03月02日

両面天然木単板張／両面水性高分子イソシアネート系接着剤塗／単板
積層材 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2047 平成18年03月02日

パーティクルボード FunderMax GmbH Bickfordstrabe6 7201
Neudorfl,Austria

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2046 平成18年03月02日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-2045 平成18年02月28日

「表面側」アクリル樹脂系塗装／天然木突き板張／ビニルウレタン樹脂系接
着剤塗／「裏面側」ポリオレフィン樹脂系発泡体張／エチレン酢酸ビニル樹
脂系接着剤塗／合板フローリング（裏溝加工付き）

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2044 平成18年02月21日

塩化ビニル壁紙 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2043 平成18年02月21日

両面メラミン樹脂含浸紙張／HDFフローリング Spanolux Balterio sa Industriel Burtonville
6690Vielsalm,Belgium

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2042 平成18年01月19日

酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／ラバーコルク付両面コルクフ
ローリング 東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町5-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2041 平成18年01月19日

「両面」オレフィンシート張／ウレタン変性エチレン酢酸ビニル共重合体水性
エマルション接着剤塗／MDF張／酢酸ビニル共重合体水性エマルション接着剤
塗／防湿シート張／酢酸ビニル系エマルション接着剤塗／パーティクルボード

中村ハウゼックス株式会社 奈良県吉野郡大淀町桧垣本10
83-4 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2040 平成18年01月19日

「両面」ベニヤ張／酢酸ビニル系重合接着剤塗／集成材 Architectural Traditions Old Vail Road,Tucson
Arizona85747 U.S.A.

Professional Service
Industries,Inc. MFN-2039 平成18年01月19日

「両面」ポリアクリルウレタン系樹脂塗／フェノール樹脂含浸紙張／
クラフト紙混入フェノール樹脂成型板 Trespa International BV. Werering20,6002SM

Weert,The Netherlands
Professional Service
Industries,Inc. MFN-2038 平成18年01月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材（３層） 株式会社大和 埼玉県熊谷市問屋町4-1-7 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2037 平成18年01月19日

MDF アサヒ株式会社 愛知県日進市岩崎町阿良池12
番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2036 平成18年01月04日

単板積層材 双日株式会社 東京都港区赤坂6-1-20 (一財)ベターリビング MFN-2035 平成18年01月04日

紙張／合成樹脂系接着剤塗／合板 住友林業クレスト株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-1
丸の内トラストタワーN館17階 (一財)ベターリビング MFN-2034 平成18年01月04日

両面紫外線硬化型塗料塗装／天然突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルシ
ョン形接着剤塗／パーティクルボード

株式会社ハナムラトレーディ
ング

岐阜県羽島市正木町南及5-32
-2 (一財)ベターリビング MFN-2033 平成18年01月04日

アルミガラスクロス張／ポリウレタン系接着剤塗／セラミックペーパ
ー張／ポリウレタン系接着剤塗／グラスウール保温筒 合資会社エスコ・マテリアル 東京都荒川区東日暮里5-51-7

大進ビル5F (一財)ベターリビング MFN-2032 平成18年01月04日

「両面」単板積層材張／酢酸ビニル系重合接着剤塗／パーティクルボ
ード Simpson Door Inc.

400 SimpsonAvenue,Washingto
n9855,USA Professional Service

Industries,Inc. MFN-2031 平成18年01月04日

「両面」単板張／酢酸ビニル系重合接着剤塗／ミディアムデンシティ
ファイバーボード Simpson Door Inc.

400 SimpsonAvenue,Washingto
n9855,USA Professional Service

Industries,Inc. MFN-2030 平成18年01月04日

繊維系壁紙 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター MFN-2029 平成18年01月04日

ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 株式会社イシモク 新潟県加茂市加茂新田10007-
3

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2028 平成18年01月04日

パーティクルボード
サティヤラヤインダーウッドベ
イスドインダストリーズ株式会
社

JL.S.Parman Kav.77
Jakarta-11410 INDONESIA (一財)ベターリビング MFN-2027 平成17年12月19日

複合フローリング 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-2026 平成17年12月19日

集成材フローリング 株式会社日進 福岡県福岡市博多区立花寺1-
3-5 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2025 平成17年12月19日

集成材 桑原木材株式会社 愛知県犬山市大字羽黒字八幡
西1番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2024 平成17年12月19日

「表面側」植物性オイルフィニッシュ塗／「両面」天然コルクシート張
／ポリ酢酸ビニルエマルション系接着剤塗／ハードボードフローリング 日本オスモ株式会社 兵庫県三木市吉川町上荒川74

8-6 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2023 平成17年12月19日

両面化粧／ユリア樹脂系接着剤塗／MDF

ウェルボーン　キャビネット
インク

アメリカ合衆国36251
アラバマ州
アッシュランド、77ハイウェイ (一財)日本塗料検査協会 MFN-2022 平成17年12月19日

有限会社マウイホームズ 兵庫県芦屋市西山町11-17-41
0
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-15
-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-2021 平成17年12月19日

集成材 伊藤忠商事株式会社
生活資材・化学品カンパニー 東京都港区北青山2-5-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-2020 平成17年12月19日

紙壁紙 有限会社ハウス・システム 香川県高松市円座町1070-1-2
04 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2019 平成17年12月13日

集成材（樹脂含浸） 株式会社エーディーワールド 東京都港区西新橋3-23-6 (一財)建材試験センター MFN-2018 平成17年12月13日

紙壁紙 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2017 平成17年12月13日

「両面」低圧メラミン樹脂シート積層／パーティクルボード 上海雅潔厨具有限公司 中華人民共和国上海市開行区
尤俣路5800号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2016 平成17年12月13日

「両面」高圧メラミン化粧シート張／ユリア・ホルムアルデヒド樹脂系接着
剤塗／「裏面側」発泡ポリエチレンシート張／ホットメルト型スチレン・ブ
タジエン・ゴム系接着剤塗／MDFフローリング

デコラニット株式会社 東京都品川区東品川2-5-8 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2015 平成17年12月13日

（表面）セラミック混入アクリル樹脂塗装／コルク化粧板張／酢酸ビニル樹
脂エマルション接着剤塗／ハードボード付圧縮コルク板フローリング（裏面
コルク緩衝材）

株式会社アモリンジャパン 東京都千代田区一番町10番地
ソテイラビル101 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2014 平成17年12月13日

「両面」二液型ポリウレタン樹脂塗装／合板張／酢酸ビニル重合樹脂
接着剤塗／単板積層材

エル・ロフトジャパン株式会
社

大阪府大阪市西区西本町1-9-
7 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2013 平成17年12月13日

「両面」二液型ポリウレタン樹脂塗装／合板張／酢酸ビニル重合樹脂
接着剤塗／単板積層材 株式会社三輪 大阪府大阪市中央区北浜2-1-

7 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2012 平成17年12月13日

「両面」二液型ポリウレタン樹脂塗装／合板張／酢酸ビニル重合樹脂
接着剤塗／単板積層材 バイオクイーン株式会社 東京都新宿区西新宿3-2-7

パシフィックシティ西新宿 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2011 平成17年12月13日

アクリル樹脂系塗装／木質系フローリング HAMBERGER Industriewerke
GmbH

Rohrdorfer133 83071
Stephanskirchen,Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2010 平成17年12月13日

表面側メラミン樹脂含浸紙張／MDF Hacker Kuchen GmbH &
Co.KG

Werkstrabe3 32289
Rodinghausen,Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2009 平成17年12月13日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード Hacker Kuchen GmbH &
Co.KG

Werkstrabe3 32289
Rodinghausen,Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2008 平成17年12月13日

ニトリルゴム系接着剤 株式会社モリイ 東京都足立区青井5-1-11 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2007 平成17年11月28日

ニトリルゴム系接着剤 岡山大成鐵鋼株式会社 岡山県岡山市浦安本町90-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2006 平成17年11月28日

ニトリルゴム系接着剤 旭産業株式会社 埼玉県戸田市新曽南4-1-5 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2005 平成17年11月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ニトリルゴム系接着剤 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-
16 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2004 平成17年11月28日

ニトリルゴム系接着剤 石原機械株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町
19-12 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2003 平成17年11月28日

ニトリルゴム系接着剤 株式会社ジャパンアイビック 千葉県千葉市花見川区作新台
5-4-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2002 平成17年11月28日

ニトリルゴム系接着剤 サンエックス株式会社 東京都足立区神明南2-4-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2001 平成17年11月28日

ニトリルゴム系接着剤 シャープ化学工業株式会社 大阪府堺市築港浜寺西町13-1
2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2000 平成17年11月28日

両面オレフィンフィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／集成材付両面
MDF 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13

番6号（三朋ビル） (一財)建材試験センター MFN-1999 平成17年11月28日

表面側ウレタン樹脂系塗装天然木単板張・裏面側アクリル樹脂系塗装／ユリア・メラミン共縮合樹脂・合
成ゴム樹脂混合接着剤塗２層積層普通合板・両面ユリア・メラミン共縮合樹脂・合成ゴム樹脂混合接着剤
塗MDF付ユリア・メラミン共縮合樹脂・合成ゴム樹脂混合接着剤（ウレタン樹脂系塗装天然木単板張縁材
付）

株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13
番6号（三朋ビル） (一財)建材試験センター MFN-1998 平成17年11月28日

合板・クラフト紙張／ビニル共重合樹脂エマルション形接着剤・変性
酢酸ビニル系接着剤塗／樹脂含浸ロックウール 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-1997 平成17年11月28日

アクリル系接着剤付アルミニウム箔張／合板 株式会社コロナ 新潟県三条市東新保7番7号 (一財)ベターリビング MFN-1996 平成17年11月28日

プラスチック系壁紙 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1番地 (一財)ベターリビング MFN-1995 平成17年11月28日

単板積層材 ジャパン建材株式会社 東京都江東区平野3丁目2番6
号 (一財)ベターリビング MFN-1994 平成17年11月28日

塩化ビニル壁紙 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1993 平成17年11月28日

「表面側」ポリエステル樹脂系クリア塗装／人工杢突き板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション接着
剤塗／「裏面側」グラスウール断熱材張／エチレン酢酸ビニル樹脂系ホットメルト接着剤塗／ポリ
エステル不織布張／エチレン酢酸ビニル樹脂系ホットメルト接着剤塗／普通合板（有孔又は無孔）

九州アコン株式会社 福岡県太宰府市水城6-1-7 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1992 平成17年11月28日

単板積層材 株式会社大和建装センター 奈良県天理市田町227-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1991 平成17年11月28日

単板積層材 株式会社新宮 福岡県粕屋郡新宮町大字的野
630 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1990 平成17年11月28日

天然オイル系樹脂塗装／集成材 材摠木材株式会社 愛知県海部郡飛鳥村木場1-25 (一財)東海技術センター MFN-1989 平成17年11月28日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／集成フローリング 王子木材緑化株式会社 東京都江東区新木場1-1-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1988 平成17年11月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面天然木単板重張／両面水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／集成材

株式会社スピーディーターゲ
ットグループ

愛知県名古屋市中区新栄3丁
目1番19号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1987 平成17年10月26日

紙壁紙 株式会社オカモト 福井県福生市小野谷町14-1-1
0 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1986 平成17年10月26日

アクリル樹脂系紫外線硬化型塗装／天然木単板張／ポリビニルアルコ
ール系接着剤塗／合板フローリング 大利木材株式会社 徳島県徳島市津田海岸町7-68 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1985 平成17年10月26日

ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-15
-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1984 平成17年10月26日

両面化粧／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF 株式会社クッキングプラザ 大阪府大阪市西区西本町1-7-
1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1983 平成17年10月26日

両面化粧／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF 株式会社クッキングプラザ 大阪府大阪市西区西本町1-7-
1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1982 平成17年10月26日

フェノール樹脂を使用した接着剤 積水フーラー株式会社 滋賀県甲賀市水口町泉1259 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1981 平成17年10月26日

両面突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／集成材 大栄建材株式会社 富山県射水郡大島町北高木10
5 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1980 平成17年10月26日

「表面側」メラミン樹脂フィルム張／メラミン樹脂系接着剤塗／メラミン樹
脂含浸紙張・「裏面側」メラミン樹脂フィルム張／両面メラミン樹脂系接着
剤塗／MDF

スタルハイムジャパン 神奈川県横浜市泉区緑園1-2-
1-405 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1979 平成17年10月26日

「表面側」アクリル樹脂系塗装／集成突き板張／ビニルウレタン系接
着剤付／「裏面側」合成ゴム系ホットメルト粘着剤付／合板フローリ
ング（裏面はく離紙付き）

株式会社イージーウッド 京畿道廣州市實村邑新村里24
5-13

(一財)日本建築総合試験所 MFN-1978 平成17年10月26日
株式会社久我 大阪府大阪市西区北堀江2-2-

25

天然木突板壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1977 平成17年10月26日

ポリエチレンシート張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗
／合板 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-

5-10 (一財)ベターリビング MFN-1976 平成17年10月20日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 株式会社フレスコジャパン 東京都世田谷区新町3-23-2 (一財)建材試験センター MFN-1975 平成17年10月20日

両面ウレタン塗料塗装／集成材 セラトレーディング株式会社 東京都港区南青山1-26-1
寿光ビル6F (一財)ベターリビング MFN-1974 平成17年10月12日

アルミニウム蒸着ポリエステル系フィルム・ポリウレタン系接着剤塗／アル
ミニウム蒸着ポリエステル系フィルム（２層積層）付／グラスウール保温筒 合資会社エスコ・マテリアル 東京都荒川区東日暮里5-51-7

大進ビル5階 (一財)ベターリビング MFN-1973 平成17年10月12日

紫外線硬化形アクリル樹脂系塗料塗装／水性着色剤塗／天然木突板張
／メラミン・ユリア樹脂系接着剤塗／合板フローリング ナショナル建材工業株式会社 群馬県沼田市井土上町135 (一財)ベターリビング MFN-1972 平成17年10月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面側」ポリオレフィン系樹脂フィルム積層／「裏面側」亜鉛めっ
き鋼線付きナイロンフィルム積層／グラスウール保温材 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12

-19 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1971 平成17年10月12日

「表面側」ポリオレフィン系樹脂フィルム積層／「裏面側」亜鉛めっ
き鋼帯付きポリエステル不織布積層／グラスウール保温材 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12

-19 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1970 平成17年10月12日

単板積層材 八重木材株式会社 愛知県海部郡飛鳥村木場2丁
目70番地 (一財)東海技術センター MFN-1969 平成17年10月12日

集成材 Eurolink Japan株式会社 東京都中野区東中野1-26-4-2
01 (一財)建材試験センター MFN-1968 平成17年10月12日

メラミン樹脂含浸紙張／MDF Eurolink Japan株式会社 東京都中野区東中野1-26-4-2
01 (一財)建材試験センター MFN-1967 平成17年10月12日

MDF Eurolink Japan株式会社 東京都中野区東中野1-26-4 (一財)建材試験センター MFN-1966 平成17年10月12日

塩化ビニル樹脂系壁紙 日本ビニル工業株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦
和5-3-20 (一財)建材試験センター MFN-1965 平成17年10月12日

酢酸ビニル系重合接着剤塗／集成材 Architectural Traditions 9280E.OldVail,Tucson,Arizon
a85747-9048U.S.A.

Professional Service
Industries,Inc. MFN-1964 平成17年10月12日

集成材 響水縣金利源木業有限公司 中国江蘇省響水開發區響陳路
88號

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1963 平成17年10月12日

集成材 仁和交易 東京都大田区西六郷4-31-8 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1962 平成17年10月12日

ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 シーアイウッド株式会社 茨城県水海道市内守谷5055 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1961 平成17年10月12日

集成材 株式会社銘林 東京都江東区新木場1丁目16
番8号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1960 平成17年10月12日

両面アクリル樹脂系塗料塗装／集成材 Artopine Oy Koskenvarrentie199,62900Al
ajarvi,Finland

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1959 平成17年09月26日

単板積層材 野村貿易株式会社 大阪府大阪市中央区安土町1
丁目7番3号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1958 平成17年09月26日

塩化ビニル壁紙 ユニオンケミカー株式会社 大阪府枚方市招提田近3-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1957 平成17年09月26日

両面化粧材／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF 株式会社クッキングプラザ 大阪府大阪市西区本町1-7-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1956 平成17年09月26日

両面突き板張・両面塗装／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗
／パーティクルボード 株式会社クッキングプラザ 大阪府大阪市西区本町1-7-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1955 平成17年09月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

パーティクルボード Hatyai Panel Co.,Ltd. PloenchitCenterBldg,Bangko
k Thailand

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1954 平成17年09月26日

パーティクルボード 伊藤忠商事株式会社
木材・建材部 東京都港区北青山2-5-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-1953 平成17年09月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙 グローバルワンケイトレーデ
ィング株式会社 埼玉県川口市大字戸塚4523 (一財)建材試験センター MFN-1952 平成17年09月26日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード Dongwha Enterprise Co.,Ltd. 186-3,Munbang-ri,Inju-
myeon,Chungnam,Korea (一財)ベターリビング MFN-1951 平成17年09月26日

パーティクルボード Dongwha Enterprise Co.,Ltd. 186-3,Munbang-ri,Inju-
myeon,Chungnam,Korea (一財)ベターリビング MFN-1950 平成17年09月26日

ミディアムデンシティファイバーボード Hansol HomeDeco Co.,Ltd 887Palbong-dong,Iksan-
City,Jeonbuk,Korea (一財)ベターリビング MFN-1949 平成17年09月26日

フェノール樹脂系接着剤を使用した木質成型板 FUNDER Industrie GesmbH Klagenfurter87-89
9300St.Veit/Glan,Austria

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-1948 平成17年09月26日

アクリル樹脂系塗装／木質系フローリング HAMBERGER Industriewerke
GmbH

Rohrdorfer 133 83071
Stephanskirchen,Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-1947 平成17年09月26日

両面油性系塗料塗装／集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1946 平成17年09月26日

両面油性系塗料塗装／集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1945 平成17年09月26日

ウレタン樹脂系塗装・MDF裏張／エポキシ樹脂系接着剤塗・エポキシ
樹脂系接着剤塗オレフィン系シート付MDFフローリング 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-

5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1944 平成17年09月12日

コルク壁紙 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3-1-10 (一財)建材試験センター MFN-1943 平成17年09月12日

表面側ガラスペーパー張・裏面側ガラス糸補強アルミニウムはくクラフト紙
張／表面側フェノール樹脂接着剤塗・裏面側酢酸ビニル樹脂系エマルション
形接着剤塗／グラスウール保温筒

株式会社マグ 東京都中央区日本橋本町4-18-
14　東京建物第三室町ビル2階 (一財)建材試験センター MFN-1942 平成17年09月12日

紙系壁紙 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター MFN-1941 平成17年09月12日

「両面」ウレタン樹脂コート化粧紙張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／
合板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／集成材

株式会社クトクコーポレーシ
ョン

大阪府大阪市浪速区幸町2丁
目5番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1940 平成17年09月12日

「全面」高圧メラミン樹脂シート張／メラミン樹脂系接着剤塗／パー
ティクルボード 株式会社野村工務店 大阪府交野市星田4-16-5 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1939 平成17年09月12日

集成材 KHAOMAHACHAI
PARAWOOD CO.,LTD.

13/3Moo5.Nasai,Muang,THA
ILAND (一財)日本建築総合試験所 MFN-1938 平成17年09月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

紙壁紙
サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1-

15-29
(一財)日本建築総合試験所 MFN-1937 平成17年09月12日

アイケーシー株式会社 大阪府堺市百舌鳥梅北町4丁2
25番地

繊維壁紙 株式会社システム・Ｅ 北海道函館市中道2丁目25-4 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1936 平成17年09月12日

ミディアムデンシティファイバーボード サクセススマトラティンバー
株式会社

JL.S.ParmanKav.77
Jakarta-11410 INDONESIA (一財)ベターリビング MFN-1935 平成17年09月05日

「両面」ウレタン樹脂系塗装／集成材フローリング 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区永田町2-12-1
4 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1934 平成17年09月05日

酢酸ビニル重合体水性エマルション接着剤塗／合板（５層積層） 株式会社センエイ 大阪府岸和田市木材町13-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1933 平成17年09月05日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社アサヒペン 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-1-
12 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1932 平成17年09月05日

ミディアムデンシティファイバーボード 松下電工株式会社 大阪府門真市門真1048 (一財)ベターリビング MFN-1931 平成17年09月05日

集成材 株式会社トレード・ウィング 千葉県千葉市美浜区幸町2-19
-20 (一財)ベターリビング MFN-1930 平成17年09月05日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-1929 平成17年09月05日

単板積層材 ウェアーハウザージャパン株
式会社

東京都港区北青山1丁目2番3
号　青山ビルディング12階 (一財)ベターリビング MFN-1928 平成17年09月05日

単板積層材 株式会社清水 埼玉県越谷市七左町4-113 (一財)ベターリビング MFN-1927 平成17年09月05日

両面クリアラッカー塗料塗装／天然木突板張／酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード

ブルトハウプジャパン株式会
社 東京都港区南青山4丁目17-3 (一財)ベターリビング MFN-1926 平成17年09月05日

両面メラミン樹脂含浸紙張／ミディアムデンシティファイバーボード ブルトハウプジャパン株式会
社 東京都港区南青山4丁目17-3 (一財)ベターリビング MFN-1925 平成17年09月05日

両面ポリウレタン樹脂塗装／MDF タクティ株式会社 東京都目黒区上目黒1-18-12 (一財)建材試験センター MFN-1924 平成17年09月05日

両面ポリ塩化ビニル樹脂シート張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形
接着剤塗／パーティクルボード ハウディー株式会社 東京都千代田区岩本町3-5-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1923 平成17年08月09日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社ヨコセ 栃木県宇都宮市二荒町5-12 (一財)建材試験センター MFN-1922 平成17年08月09日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面」アクリル樹脂塗装／ポリウレタン充填剤／コルク／木質系フ
ローリング

Allied Cork-Revestimentos
de Cortica Lda

Avenida25
2520-161SantaMaria
Feira,Portugal

Professional Service
Industries,Inc. MFN-1921 平成17年08月09日

「表面」アクリル樹脂塗装／リノリュウム張／酢酸ビニル接着剤／HD
F／酢酸ビニル接着剤／コルク張／木質系フローリング

Allied Cork-Revestimentos
de Cortica Lda

Avenida25
2520-161SantaMaria
Feira,Portugal

Professional Service
Industries,Inc. MFN-1920 平成17年08月09日

単板積層材 淮安恵好木業有限公司 中国江蘇省淮安経済開発区慶
州路

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1919 平成17年08月09日

単板積層材 征矢野木材株式会社 東京都江東区木場2丁目9番3
号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1918 平成17年08月09日

「両面」低圧メラミン含浸紙積層／パーティクルボード ガイア株式会社 兵庫県神戸市中央区東川崎町
1-8-5 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1917 平成17年07月29日

「表面側」塩化ビニル樹脂シート張／ウレタン樹脂系接着剤塗／鉄箔張／ウ
レタン樹脂系接着剤塗／「裏面側」ポリエステル不織布張／塩化ビニル・酢
酸ビニル系共重合体エマルション接着剤／塩化ビニル壁紙

螢光産業株式会社 大阪府大阪市北区本庄西3-9-
20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1916 平成17年07月29日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード エスアンドエイチジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
4-16 (一財)建材試験センター MFN-1915 平成17年07月29日

MDF Eurolink Japan株式会社 東京都中野区東中野1-26-4 (一財)建材試験センター MFN-1914 平成17年07月29日

集成材 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1913 平成17年07月29日

集成材 茶谷産業株式会社
大阪府大阪市中央区安土町1丁
目8番15号
野村不動産大阪ビル

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-1912 平成17年07月29日

集成フローリング 株式会社パテントアイランド 静岡県三島市大場449 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1910 平成17年07月20日

表面アクリル樹脂系塗料塗装／集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区岩本町3-5-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1909 平成17年07月20日

メラミン樹脂を使用した接着剤
鷄龍建設産業株式会社 大韓民国大田廣域市西區月平

洞519
(一財)ベターリビング MFN-1908 平成17年07月20日

株式会社トライポド 大韓民国大田廣域市大德區比
來洞127-3

酢酸ビニル系重合接着剤塗／集成材 Simpson Door Inc. SimpsonAvenue,McCleary,W
ahington9855,U.S.A.

Professional Service
Industries,Inc. MFN-1903 平成17年07月20日

「表面」アクリル樹脂系塗装／「両面」コルク張／酢酸ビニル接着剤
／HDF／木質系フローリング

Allied Cork-Revestimentos
de Cortica Lda

Avenida25,4520-161SantaM
aria Feira,Portugal

Professional Service
Industries,Inc. MFN-1907 平成17年07月01日

全面ポリウレタン樹脂系塗装／集成材（ユリア樹脂含浸） 株式会社エーディーワールド 東京都港区西新橋3丁目23番6
号 (一財)建材試験センター MFN-1906 平成17年07月01日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

無機質系壁紙 株式会社スワン 石川県金沢市専光寺ヲ193 (一財)建材試験センター MFN-1905 平成17年07月01日

パーティクルボード 三井住商建材株式会社 東京都中央区晴海1-8-8
晴海トリトンスクエアW棟12階

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1904 平成17年07月01日

天然木単板（3層）付／ユリア樹脂系接着剤 STIA-Holzindustrie GmbH Sagestraβe539 A-8911
Admont,Austria (一財)日本建築センター MFN-1902 平成17年07月01日

集成材 セブン工業株式会社 岐阜県美濃加茂市本郷町6-11
-15 (一財)ベターリビング MFN-1901 平成17年06月22日

ミディアムデンシティファイバーボード Spanolux S.A. Z.I.de Burtonville,6690
Vielsalm,BELGIUM (一財)ベターリビング MFN-1900 平成17年06月22日

ミディアムデンシティファイバーボード Spanolux S.A. Z.I.de Burtonville,6690
Vielsalm,BELGIUM (一財)ベターリビング MFN-1899 平成17年06月22日

パーティクルボード N.V.SPANO Ingelmunstersteenweg229,O
OSTROZEBEKE,BELGIUM (一財)ベターリビング MFN-1898 平成17年06月22日

紙張／フェノール樹脂系接着剤塗／MDF 住友林業クレスト株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-1
丸の内トラストタワーN館17階 (一財)ベターリビング MFN-1897 平成17年06月22日

ポリエチレンシート・化粧紙張／両面エチレン・酢酸ビニル共重合樹
脂系エマルション形接着剤塗／合板

株式会社クトクコーポレーシ
ョン

大阪府大阪市浪速区幸町2-5-
3 (一財)ベターリビング MFN-1896 平成17年06月22日

ウレタン樹脂系塗料塗装／突板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／MDF

住友林業クレスト株式会社
鹿島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6　北海浜工業団地

(一財)ベターリビング MFN-1895 平成17年06月22日
住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーN館
両面合板張／水性高分子-イソシアネート系接着剤塗／両面単板張／水性高分子
-イソシアネート系接着剤塗／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗単板付両面集成材

株式会社コンサルト 愛知県海部郡弥富町楠1丁目1
10番地 (一財)ベターリビング MFN-1894 平成17年06月22日

パーティクルボード
住友林業株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーN館
(一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1893 平成17年06月22日

東建リーバ株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内2-
1-33　東建本社丸の内ビル

「両面」ポリウレタン樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系塗装／MDF（
端面塗装）

株式会社アティック 京都府京都市左京区岩倉南平
岡町74

(一財)日本建築総合試験所 MFN-1892 平成17年06月22日
アルテックインターナショナ
ル

京都府京都市伏見区桃山町町
並58-22

「表面側」植物性オイルフィニッシュ塗／「両面」天然木単板張／ポ
リ酢酸ビニルエマルション系接着剤塗／フローリング 日本オスモ株式会社 兵庫県美嚢郡吉川町上荒川74

8-6 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1891 平成17年06月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

プラスチック系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-1890 平成17年06月22日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社ダイヤ 新潟県三条市大字福島新田丙
2402番地 (一財)建材試験センター MFN-1889 平成17年06月22日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード(15mm～18mm) 株式会社遠藤照明 大阪府大阪市西区西本町1丁
目2番17号 (一財)日本建築センター MFN-1888 平成17年06月16日

パーティクルボード(15mm～18mm) 株式会社遠藤照明 大阪府大阪市西区西本町1丁
目2番17号 (一財)日本建築センター MFN-1887 平成17年06月16日

フェノール樹脂を使用した接着剤 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番1号 (一財)日本建築センター MFN-1886 平成17年06月16日

パーティクルボード（素板） Mieco Manufacturing
Sdn.Bhd

Capital Square 50100
KualaLumpur,Malaysia (一財)日本建築総合試験所 MFN-1885 平成17年06月16日

集成材 Eurolink Japan株式会社 東京都中野区東中野1-26-4 (一財)建材試験センター MFN-1884 平成17年06月16日

紫外線硬化型油性ワックス塗装／木質系フローリング Eurolink Japan株式会社 東京都中野区東中野1-26-4 (一財)建材試験センター MFN-1883 平成17年06月16日

「表面側」ウレタン樹脂コート紙張／エチレン酢酸ビニル共重合体水
性エマルション接着剤塗／合板 丸玉産業株式会社　舞鶴工場 京都府舞鶴市字平1157 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1882 平成17年06月13日

ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-15
-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1880 平成17年06月13日

両面ウレタン樹脂塗料塗／集成材 株式会社新興交易 広島県広島市大手町5丁目17
番1号　モリヤビル201号 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1879 平成17年06月13日

「両面」アクリル樹脂系塗料塗装／集成材 津島興業株式会社 愛知県愛西市勝幡町五俵入22
56 (一財)東海技術センター MFN-1878 平成17年06月13日

両面突板張／ミディアムデンシティファイバーボード(43mm) COCIF Soc. Coop. Via ponteOspedaletto,47020
LONGIANO ITALY (一財)日本建築センター MFN-1875 平成17年06月06日

アクリル樹脂系塗料塗装／天然木単板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング 株式会社テクノクルー 神奈川県大和市下鶴間2047番

地コトーつみき野813号
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1874 平成17年06月06日

「表面側」アクリル樹脂系塗装／人工杢突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤
塗／「裏面側」酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／ビニロン繊維寒冷紗張／難燃処
理普通合板（有孔又は無孔）

日進防火板工業株式会社 福岡県筑後市大字溝口1470 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1873 平成17年06月06日

「表面側」アクリルウレタン樹脂系紫外線硬化型塗装／天然木突き板張／ポ
リウレタン樹脂系接着剤塗／「裏面側」天然木単板張／２液型ポリウレタン
系接着剤塗／合板フローリング

株式会社LG化學淸州工場 大韓民國忠淸北道淸州市松停
洞150 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1872 平成17年06月06日

パーティクルボード(15～18mm) 株式会社遠藤照明 大阪府大阪市西区西本町1丁
目2番17号 (一財)日本建築センター MFN-1871 平成17年06月06日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード(18mm) 株式会社遠藤照明 大阪府大阪市西区西本町1丁
目2番17号 (一財)日本建築センター MFN-1870 平成17年06月06日

両面ポリアクリルウレタン系樹脂塗／セルロース繊維混入フェノール
樹脂成型板 Trespa Internatoinal BV. Wetering20,6002SM

Weert,The Netherlands
Professional Service
Industries,Inc. MFN-1863 平成17年06月06日

両面フェノール樹脂含浸紙張／パーティクルボード(20mm) POP di Pucci Olinto Via G.Verne3,56038
Ponsacco(Pisa),Italy (一財)日本建築センター MFN-1848 平成17年06月06日

両面突板張／造作用集成材(7～45mm) 莆田市三山木並有限公司
福建省莆田北岸秀嶋区新世界
工並城 (一財)日本建築センター MFN-1869 平成17年06月02日

MDF サン工業株式会社 埼玉県さいたま市大宮区上手
町2-12-3　土手ビル201

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1868 平成17年06月02日

ウレタン樹脂系塗装両面天然木単板張／MDF付ユリア・メラミン共縮
合樹脂・合成ゴム樹脂混合接着剤 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13

番6号　三朋ビル (一財)建材試験センター MFN-1867 平成17年06月02日

ウレタン樹脂系塗装両面天然木単板張／ガラス繊維混抄紙・普通合板
付ユリア・メラミン共縮合樹脂・合成ゴム樹脂混合接着剤 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13

番6号　三朋ビル (一財)建材試験センター MFN-1866 平成17年06月02日

両面突板張／造作用集成材(7～45mm) 有限会社リベロ技研 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新
井町45 (一財)日本建築センター MFN-1865 平成17年06月02日

両面突板張／造作用集成材(7～45mm) 株式会社JCT・マテリアル 東京都港区芝大門1-1-15
芝・藤ビル2F (一財)日本建築センター MFN-1864 平成17年06月02日

集成材 Eurolink Japan株式会社 東京都中野区東中野1-26-4 (一財)建材試験センター MFN-1862 平成17年06月02日

パーティクルボード Eurolink Japan株式会社 東京都中野区東中野1-26-4 (一財)建材試験センター MFN-1861 平成17年06月02日

両面ウレタン樹脂系塗装／パーティクルボード アピス株式会社 東京都台東区小島2-8-14 (一財)建材試験センター MFN-1860 平成17年06月02日

「両面」コート紙張／ユリア樹脂系接着剤塗／パーティクルボード Mieco Manufacturing
Sdn.Bhd

Abdula　50100
KualaLumpur,Malaysia (一財)日本建築総合試験所 MFN-1859 平成17年06月02日

集成材 株式会社新宮商行 北海道小樽市稲穂2丁目1番1
号 (一財)ベターリビング MFN-1842 平成17年06月02日

オリエンテッドストランドボード構造用パネル Egger Holzwerkstoffe
Wismar GmbH&Co.KG

Am Haffeld 1,D-23970
Wismar,Germany

Professional Service
Industries,Inc. MFN-1838 平成17年06月02日

繊維系壁紙(0.24mm) ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
4丁目1番3号 (一財)日本建築センター MFN-1858 平成17年05月12日

単板積層材 魯林木業有限公司 山東省蒼山県経済技術開発区
工業園　中華人民共和国 (一財)ベターリビング MFN-1857 平成17年05月12日

68/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

単板積層材 成瀬商工株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
1-5-5 (一財)ベターリビング MFN-1857 平成17年05月12日

アルミニウム箔張／アクリル酸エステル共重合体接着剤塗／合板 株式会社イノアックコーポレ
ーション　住環境カンパニー

愛知県名古屋市熱田区大宝4丁目
9番24号
イノアック日比野ビル

(一財)ベターリビング MFN-1856 平成17年05月12日

両面メラミン樹脂含浸紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤
塗／MDF

岡谷ホームコンポーネント株
式会社

千葉県八千代市吉橋1085番地
1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1855 平成17年05月12日

コルクフローリング 株式会社エコワン
兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁
目1番23号
三宮ベンチャービル

(一財)日本建築総合試験所 MFN-1854 平成17年05月12日

塩化ビニル樹脂系壁紙 オカモト株式会社 東京都文京区3丁目27番12号 (一財)建材試験センター MFN-1853 平成17年05月12日

単板積層材 臨沂東日木業有限公司 山東省臨沂市蒼山県城化廠東
路6号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1851 平成17年05月12日

単板積層材 ダイセン産業株式会社 大阪府大阪市中央区北久宝寺
町3-6-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1850 平成17年05月12日

塩化ビニル壁紙 大日本印刷株式会社 東京都新宿区加賀町1-1-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1849 平成17年05月12日

ミディアムデンシティファイバーボード Hansol HomeDeco Co.,Ltd. 887,Palbong-dong,Iksan-
City,Jeonbuk,Korea (一財)ベターリビング MFN-1847 平成17年05月12日

ウレタンコート化粧紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗
／ミディアムデンシティファイバーボード

エスエッチサンキョウ株式会
社

広島県因島市中庄町文久新開
4895-15 (一財)ベターリビング MFN-1846 平成17年05月12日

ウレタンコート化粧紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗
／合板

エスエッチサンキョウ株式会
社

広島県因島市中庄町文久新開
4895-15 (一財)ベターリビング MFN-1845 平成17年05月12日

アクリル系接着剤付アルミニウム箔張／合板 住商メタレックス株式会社 東京都千代田区神田駿河台3-11
三井住友海上駿河台別館ビル (一財)ベターリビング MFN-1844 平成17年05月12日

ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成材

天三（延辺）木業新産品開発
有限公司

中華人民共和国
吉林省延吉市　局市街425号

(一財)ベターリビング MFN-1843 平成17年05月12日
株式会社テンサン 千葉県八街市八街は49-9

片面天然木張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板フロ
ーリング Hakwood BV Leemansstraat2,Werkendam

,The Netherlands (一財)ベターリビング MFN-1841 平成17年05月12日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装／化粧紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤塗／M
DF張／酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤塗／合板／酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着
剤塗／合板張／酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤塗／クラフト紙張／木質系フローリング

南海プライウッド株式会社 香川県高松市松福町1丁目15
番10号 (一財)ベターリビング MFN-1840 平成17年05月12日

紙系壁紙 株式会社カラーワークス 神奈川県大和市下鶴間2294-1 (一財)建材試験センター MFN-1839 平成17年05月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 株式会社大和 埼玉県熊谷市問屋町4-1-7 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1837 平成17年05月12日

グラスウール保温筒 オリエント商事株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
7-5　豊和大伝馬町ビル (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1836 平成17年05月12日

「表面」アクリルUV樹脂系塗装／「両面」天然木単板張／「両面」ユ
リア樹脂系接着剤塗／MDFフローリング 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区永田町2-12-1

4 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1835 平成17年05月12日

両面アクリル樹脂系塗料塗装／集成フローリング 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋本町2丁
目7番1号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1834 平成17年05月12日

集成材 株式会社ユニウッドコーポレ
ーション

大阪府大阪市住之江区平林南
1-7-12 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1833 平成17年05月12日

全面ポリウレタン樹脂系塗装／MDF 株式会社三輪 大阪府大阪市中央区北浜1-9-
15北浜イズミビル (一財)日本建築総合試験所 MFN-1832 平成17年05月12日

「両面」UV硬化型塗料塗装／集成材 津島興業株式会社 愛知県海部郡佐織町大字勝幡
字五俵入2256番地 (一財)東海技術センター MFN-1831 平成17年05月12日

「両面」UV硬化型塗料塗装／集成材 津島興業株式会社 愛知県海部郡佐織町大字勝幡
字五俵入2256番地 (一財)東海技術センター MFN-1830 平成17年05月12日

「両面」UV硬化型塗料塗装／「両面」天然木単板張／「両面」ポリビ
ニルアセテイト系接着剤塗／集成材 津島興業株式会社 愛知県海部郡佐織町大字勝幡

字五俵入2256番地 (一財)東海技術センター MFN-1829 平成17年05月12日

フェノール樹脂を使用した接着剤 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築センター MFN-1828 平成17年05月12日

塩化ビニル壁紙 株式会社コンバートコミュニ
ケーションズ 大阪市西区南堀江4-14-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1827 平成17年04月04日

単板積層材 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋本町2丁
目7番1号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1826 平成17年04月04日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社ヨコセ 栃木県宇都宮市二荒町5-12 (一財)建材試験センター MFN-1825 平成17年04月04日

集成材 ジャパン建材株式会社 東京都江東区平野三丁目2番6
号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1824 平成17年04月04日

両面化粧張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF 株式会社クッキングプラザ 大阪市西区西本町1-7-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1789 平成17年04月04日

「表面」メラミン樹脂含浸紙・メラミン樹脂含浸印刷紙張／「裏面」
メラミン樹脂含浸紙／MDFフローリング サシヒロ株式会社 岐阜県揖甲斐郡池田町田畑61

2 (一財)東海技術センター MFN-1769 平成17年03月23日

ミディアムデンシティファイバーボード Egger Holzwerkstoffe
Wismar

Im Haffeld 1 D-23970
Wismar Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-1823 平成17年03月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面メラミン樹脂含浸紙張／ミディアムデンシティファイバーボード
フローリング Egger EFP Wismar Im Haffeld1 D-23970 Wismar

Germany
Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-1822 平成17年03月22日

プラスチック系壁紙（0.275mm） 東海アルミ箔株式会社 横浜市西区北幸2丁目6番1号 (一財)日本建築センター MFN-1821 平成17年03月02日

アクリル樹脂塗装／天然木単板張／尿素樹脂系接着剤塗／合板フロー
リング 有限会社新晃商會 広島県広島市東区中山上2丁

目36-10 (一財)東海技術センター MFN-1820 平成17年03月02日

集成材

P.T.SUNJAYA COATING
PERDANA Sidoarjo. Indonesia

(一財)ベターリビング MFN-1819 平成17年03月02日
株式会社テンサン 千葉県八街市八街は49-9

ミディアムデンシティファイバーボード ユニード株式会社 大韓民国ソウル特別市中区小
公洞50番地東洋化学ビル17階 (一財)ベターリビング MFN-1818 平成17年03月02日

単板積層材 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)ベターリビング MFN-1817 平成17年03月02日

単板積層材 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)ベターリビング MFN-1816 平成17年03月02日

集成材 有限会社杉田木工 豊橋市天伯町字高田山91番地 (一財)ベターリビング MFN-1815 平成17年03月02日

両面あまに油系塗料塗装／集成材 住友林業クレスト株式会社
鹿島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6北海浜工業団地 (一財)ベターリビング MFN-1814 平成17年03月02日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装／両面突板張／フェノール樹脂
系接着剤塗／集成材フローリング 吉林新合木業有限責任公司 中国・吉林省長春市遠達大通

り河東路3-5番 (一財)ベターリビング MFN-1813 平成17年03月02日

ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社グッドリビング産業 東京都板橋区小茂根1-11-17
浅野ビル11F (一財)ベターリビング MFN-1812 平成17年03月02日

パーティクルボード 株式会社グッドリビング産業 東京都板橋区小茂根1-11-17
浅野ビル1F (一財)ベターリビング MFN-1811 平成17年03月02日

ウレタン樹脂系塗料塗装／薄葉紙／酢酸ビニル樹脂系エマルション形
接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード 丸玉産業株式会社 北海道網走郡津別町字新町7

番地 (一財)ベターリビング MFN-1810 平成17年03月02日

アクリル樹脂系インク塗／両面塩化ビニル・アクリル共重合樹脂系塗
装／ガラス繊維織物壁紙 株式会社フォトクラフト社 大阪市淀川区宮原2-14-28 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1809 平成17年03月02日

集成材 株式会社パシフィック通商 東京都多摩市一ノ宮三丁目3
番地8

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1808 平成17年03月02日

造作用集成材 株式会社沖縄イゲトー 沖縄県島尻郡佐敷町字津波古
978番地 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1807 平成17年03月02日

71/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

表面塗料塗／集成材フローリング 株式会社沖縄イゲトー 沖縄県島尻郡佐敷町字津波古
978番地 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1806 平成17年03月02日

両面化粧材張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パーティ
クルボード 住商メタレックス株式会社 東京都千代田区神田駿河台3-1

1三井住友海上駿河台別館ビル (一財)日本塗料検査協会 MFN-1805 平成17年03月02日

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤 株式会社クライベリットジャ
パン

大阪市中央区北浜3丁目5番29
号日本生命淀屋橋ビル5階 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1804 平成17年03月02日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／木質系フローリング 富士セラ株式会社 京都府京都市上京区丸太町通り
知恵光院下ル南主税町1050-2 (一財)建材試験センター MFN-1803 平成17年03月02日

集成材 有限会社東進商事 愛知県岡崎市東阿知和町宇乗
越6番地1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1802 平成17年02月08日

集成材 三進木材株式会社 東京都江東区辰巳3-28-26 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1801 平成17年02月08日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード Nolte-Kuchen GmbH &
Co.KG

Windmuhlenweg176
D-32584 Lohne Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-1800 平成17年02月08日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード Nolte-Kuchen GmbH &
Co.KG

Windmuhlenweg153
32584Lohne Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-1799 平成17年02月08日

酢酸ビニル系重合接着剤塗／集成材 Simpson Door Inc. McCleary,Washington9855,U
.S.A.

Professional Service
Industries,Inc. MFN-1798 平成17年01月31日

両面単板張／酢酸ビニル系重合接着剤塗／集成材 Simpson Door Inc. McCleary,Washington9855,U
.S.A.

Professional Service
Industries,Inc. MFN-1797 平成17年01月31日

両面単板張／酢酸ビニル系重合接着剤塗／集成材 Simpson Door Inc. McCleary,Washington9855,U
.S.A

Professional Service
Industries,Inc. MFN-1796 平成17年01月31日

紙系壁紙 石川県インテリア事業協同組
合

石川県金沢市弥生2丁目1番23
号石川県建設総合センター5階 (一財)建材試験センター MFN-1795 平成17年01月31日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社クライス・アンド・
カンパニー

東京都港区芝浦4丁目12番地3
8号平野ビル2階 (一財)建材試験センター MFN-1794 平成17年01月31日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材

Cahajaya Timber Industries
Sdn Bhd

08000Sungai,Kedah,Malaysi
a （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-1793 平成17年01月31日
Patriot Furniture Sdn Bhd 08000Sungai,Kedah,Malaysi

a

両面ポリウレタン樹脂塗装／天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／集成材付両面合板

岡谷ホームコンポーネント株
式会社

千葉県八千代市吉橋1085番地
1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1792 平成17年01月31日

両面メラミン樹脂含浸紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤
塗／パーティクルボード

岡谷ホームコンポーネント株
式会社

千葉県八千代市吉橋1085番地
1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1791 平成17年01月31日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ポリウレタン樹脂塗装／天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂エマル
ション接着剤塗／合板

岡谷ホームコンポーネント株
式会社

千葉県八千代市吉橋1085番地
1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1790 平成17年01月31日

集成材 大陸貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3-11-15
SVAX-TTビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1788 平成17年01月31日

集成材 株式会社橋元産業 鹿児島県鹿児島市谷山3丁目4
番22

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1787 平成17年01月31日

集成材 布川木材株式会社 東京都江東区新木場1-11-6 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1786 平成17年01月31日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／両面天然木単板張／酢酸ビニル
樹脂系エマルション接着剤塗／パーティクルボード アイオ産業株式会社 東京都練馬区富士見台3-60-1

3
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1785 平成17年01月31日

単板積層材 丸美産業株式会社 海部郡飛鳥村木場1-32 (一財)東海技術センター MFN-1784 平成17年01月31日

紙系壁紙 川口合成株式会社 愛知県一宮市千秋町佐野字井
財天浦3237番地 (一財)東海技術センター MFN-1783 平成17年01月31日

合板 株式会社橋元産業 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁
目4番22

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1782 平成17年01月31日

アルキド樹脂系塗料塗装／集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区岩本町3-5-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1781 平成16年12月15日

両面単板張／水性高分子・イソシアネート系接着剤塗／集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区岩本町3-5-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1780 平成16年12月15日

「表面側」アクリル樹脂系塗装／「裏面側」酢酸ビニル樹脂系接着剤
塗／ビニロン繊維寒冷紗張／化粧合板（有孔又は無孔） 日進防火板工業株式会社 福岡県筑後市大字溝口1470 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1779 平成16年12月15日

有機繊維系複合不織布シート張／合成ゴム系ホットメルト接着剤塗／
ロックウール保温板 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)ベターリビング MFN-1778 平成16年12月15日

壁紙施工用でん粉系接着剤
鷄龍建設産業株式会社 大韓民国大田廣城市西區月平

洞519
(一財)ベターリビング MFN-1777 平成16年12月15日

株式会社トライポド 大韓民国大田廣城市大德區比
來洞127-3

ミディアムデンシティファイバーボード 松下電工株式会社 大阪府門真市門真1048 (一財)ベターリビング MFN-1775 平成16年12月15日

両面ウレタン樹脂塗装／酢酸ビニル樹脂エマルション形接着剤系集成
材 民和貿易有限会社 長崎市栄町4番17号 (公財)日本合板検査会 MFN-1774 平成16年12月15日

「表面側」ウレタンアルキッド系樹脂塗装／天然木単板張／水性高分子イソ
シアネート系接着剤塗／「裏面側」溝加工付ウレタンフォーム張／水性高分
子イソシアネート系接着剤塗／集成材フローリング

株式会社藤本 広島市南区段原4-2-6 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1773 平成16年12月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 野村貿易株式会社 大阪市中央区安土町1丁目7番
3号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1772 平成16年12月15日

集成材 株式会社光通商 東京都墨田区菊川1-12-16-70
2 (一財)建材試験センター MFN-1771 平成16年12月15日

塩化ビニル樹脂系壁紙

株式会社協和 東京都足立区鹿浜2-21-8

(一財)建材試験センター MFN-1770 平成16年12月15日

株式会社菊池襖紙工場 埼玉県草加市新里町1355

アイケーシー株式会社 大阪府堺市百舌鳥梅北町4-22
5

トキワ通商株式会社 大阪府大阪市西成区南開1-2-
17

株式会社タピッコ 大阪府茨木市野々宮2-7-28

コート紙張／ポリウレタン樹脂系接着剤塗／ミディアムデンシティフ
ァイバーボード 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市山王1丁目2番

30号 (一財)東海技術センター MFN-1768 平成16年12月15日

塩化ビニル樹脂系壁紙（0.18mm～1.50mm） ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四つ木2丁目1
6番14号 (一財)日本建築センター MFN-1767 平成16年12月15日

両面化粧張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／パーティクルボ
ード

株式会社ロッキーズコーポレ
ーション

東京都国分寺市南町2-11-23
リヴェールプラザ2F (一財)日本塗料検査協会 MFN-1766 平成16年12月03日

両面化粧張／MDF 株式会社ロッキーズコーポレ
ーション

東京都国分寺市南町2-11-23
リヴェールプラザ2F (一財)日本塗料検査協会 MFN-1765 平成16年12月03日

両面化粧張／MDF 株式会社ロッキーズコーポレ
ーション

東京都国分寺市南町2-11-23
リヴェールプラザ2F (一財)日本塗料検査協会 MFN-1764 平成16年12月03日

集成材 日新インテック株式会社 北海道札幌市白石区米里4条2
丁目3番20号

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 MFN-1763 平成16年12月03日

集成材 合資会社村井孵卵機製作所 愛知県名古屋市熱田区桜田町
3-12 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1762 平成16年12月03日

両面塩ビ樹脂板張／ウレタン樹脂系接着剤塗／MDF 合資会社村井孵卵機製作所 愛知県名古屋市熱田区桜田町
3-12 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1761 平成16年12月03日

両面オレフィンフィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／パーティクル
ボード 合資会社村井孵卵機製作所 愛知県名古屋市熱田区桜田町

3-12 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1760 平成16年12月03日

紙張／ビニル共重合樹脂系エマルション接着剤塗／ミディアムデンシ
ティファイバーボード 住友林業クレスト株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-1759 平成16年12月03日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 株式会社ホンカ・ジャパン 山梨県南都留郡山中湖村山中
350-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1758 平成16年12月03日

両面メラミン樹脂フィルム張／パーティクルボード
株式会社ユーロヒュース 熊本県熊本市尾ノ上1丁目12-

3-102
(一財)建材試験センター MFN-1757 平成16年12月03日

昭和住宅株式会社 兵庫県加古川市平岡町新在家
117

両面ポリエチレンテレフタレートフィルム張／ポリウレタン－塩化メ
チル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／パーティクルボード

立山アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川550番地

(一財)建材試験センター MFN-1756 平成16年12月03日
三協アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川70番地

塩化ビニル系樹脂壁紙 株式会社泰水堂 名古屋市西区城西二丁目11番
13号 (一財)東海技術センター MFN-1755 平成16年12月03日

集成材 PUTIAN HONGLONG MUYE
CO.,LTD

HUSHI INDUSTRIAL
AREA,XIUYU DISTRICT, (一財)ベターリビング MFN-1754 平成16年12月03日

ランバーコア合板 林通商株式会社 埼玉県越谷市弥十郎42-2 (一財)建材試験センター MFN-1753 平成16年12月03日

集成材 池上産業株式会社 広島県福山市南松本町4-2-36 (一財)建材試験センター MFN-1752 平成16年12月03日

単板積層材 株式会社ウッドワン 広島県廿日市木材港南1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1751 平成16年11月15日

壁紙施工用でん粉系接着剤 タイメイテック株式会社 東京都千代田区外神田2-18-1
2 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1750 平成16年11月15日

壁紙施工用でん粉系接着剤 タイメイテック株式会社 東京都千代田区外神田2-18-1
2 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1749 平成16年11月15日

紙壁紙 清水紙工株式会社 福井県今立郡今立町新在家11
-11-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1748 平成16年11月15日

片面コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パーテ
ィクルボード

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田2-16-2 (一財)建材試験センター MFN-1747 平成16年10月20日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社ヨシナガプライス 神奈川県川崎市中原区木月住
吉町1824 (一財)建材試験センター MFN-1746 平成16年10月20日

パーティクルボード（素板） 竹原工業株式会社 広島県竹原市下野町1432-5 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1745 平成16年10月20日

「両面」低圧メラミン樹脂シート積層／パーティクルボード 宁波方太厨具有限公司
中華人民共和国浙江省宁波慈
渓海关路98号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1744 平成16年10月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面側」紫外線硬化型ウレタンアクリレート樹脂系塗装／天然木突き板張／
合成ゴム系ラテックス・ユリアメラミン樹脂系接着剤塗／MDF張／ウレタン樹
脂系接着剤塗／「裏面側」MDF張／ウレタン樹脂系接着剤塗／合板（3層積層）

永大産業株式会社 大阪市住之江区平林南2-10-6
0 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1743 平成16年10月20日

繊維壁紙 株式会社グレイスコーポレー
ション

大阪市北区西天満1-7-8ホワ
イトビル中之島401 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1742 平成16年10月20日

集成材 株式会社こびき屋 島根県八束郡東出雲町下意東
1636-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1741 平成16年10月20日

集成材 成瀬商工株式会社 大阪市住之江区平林南1-5-5 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1740 平成16年10月20日

ランバーコア合板 株式会社橋元産業 鹿児島市谷山港三丁目4番22 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1739 平成16年10月20日

普通合板 宇佐見合板株式会社 名古屋市中川区西中島2丁目1
11番地 (一財)東海技術センター MFN-1737 平成16年10月20日

繊維系壁紙 有限会社紙芳 埼玉県鳩ヶ谷市三ツ和2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-1736 平成16年10月20日

表面側ポリエチレンテレフタレート樹脂シート・裏面側メラミン樹脂
含浸紙張／表面側ウレタン樹脂接着剤塗／MDF シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重

洲宝町ビル (一財)建材試験センター MFN-1735 平成16年10月20日

表面側アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合樹脂－ポリメチルメ
タアクリレート樹脂シート・裏面側ポリプロピレン樹脂シート張／両面ウレ
タン樹脂接着剤塗／パーティクルボード

シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重
洲宝町ビル (一財)建材試験センター MFN-1734 平成16年10月20日

複合フローリング張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／面状ヒ
ーター張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／合板フローリング 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-1733 平成16年10月20日

紫外線硬化型樹脂塗料塗装／両面ポリウレタン樹脂塗料塗装／両面メ
ラミン樹脂含浸紙張／ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社ザマックス 静岡県志太郡岡部町村良391-

1 (一財)ベターリビング MFN-1732 平成16年10月20日

亜麻仁油塗料塗装／両面天然木挽板張／水性ビニルウレタン系接着剤
塗／集成材フローリング 株式会社マルホン 静岡県浜北市永島1295番地 (一財)ベターリビング MFN-1731 平成16年10月20日

集成材 丹東海達木業有限公司 中国遼寧省丹東市蛤蟆塘鎭 (一財)ベターリビング MFN-1730 平成16年10月20日

両面メラミン樹脂含浸紙張（二重）／ミディアムデンシティファイバ
ーボードフローリング SKEMA s.r.l.

パドバ通り、10/B-31046　ルデ
ルッオ（トレビソ）－イタリア (一財)ベターリビング MFN-1729 平成16年10月20日

集成材 株式会社新宮商行 北海道小樽市稲穂2丁目1番1
号 (一財)ベターリビング MFN-1728 平成16年10月20日

両面構造用パネル張／ウレタン系ホットメルト接着剤塗／ミディアム
デンシティファイバーボード

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-1727 平成16年10月20日

合板 阪和興業株式会社 東京都中央区築地1丁目13番1
0号 (一財)ベターリビング MFN-1726 平成16年10月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

表面ウレタン塗料塗／天然木単板張／水性高分子イソシアネート系接
着剤塗／ポリエチレン発泡体裏張／複合2種フローリング 株式会社アース貿易 沖縄県宜野湾市赤道2-8-21 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1707 平成16年10月20日

表面塩化ビニル樹脂フィルム張／裏面メラミン樹脂含浸紙張／ポリウ
レタン樹脂系接着剤塗／MDF 住商メタレックス株式会社 東京都千代田区神田駿河台3-1

1三井住友海上駿河台別館ビル (一財)日本塗料検査協会 MFN-1706 平成16年10月20日

両面ウレタン塗料塗／集成材 株式会社ロッキーズコーポレ
ーション

東京都国分寺市南町2-11-23
リヴェールプラザ2F (一財)日本塗料検査協会 MFN-1705 平成16年10月20日

両面化粧張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／合板 株式会社ロッキーズコーポレ
ーション 東京都国分寺市南町2-11-23 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1704 平成16年10月20日

ゴム系溶剤形接着剤 日立化成ポリマー株式会社 東京都千代田区内神田1-13-7
（四国ビル） (一財)日本塗料検査協会 MFN-1703 平成16年10月20日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1702 平成16年10月20日

両面UV硬化型塗料塗／集成材フローリング 株式会社藤木水産　木材部 熊本県玉名市築地151-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1701 平成16年10月20日

両面単板張／スチレン系接着剤塗／集成材フローリング プレム建材株式会社 神奈川県横浜市泉区緑園1-2-
1-405 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1724 平成16年10月04日

DAP樹脂積層／合板 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1723 平成16年10月04日

DAP樹脂積層／MDF 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1722 平成16年10月04日

DAP樹脂積層／パーティクルボード 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1721 平成16年10月04日

集成材 大日本木材防腐株式会社 名古屋市港区千鳥一丁目3番1
7号 (一財)東海技術センター MFN-1720 平成16年10月04日

単板積層材 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市山王1丁目2番
30号 (一財)東海技術センター MFN-1719 平成16年10月04日

単板積層材 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市山王1丁目2番
30号 (一財)東海技術センター MFN-1718 平成16年10月04日

紫外線硬化型塗料塗装／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗
／ミディアムデンシティファイバーボード張／酢酸ビニル樹脂系エマルショ
ン形接着剤塗／集成材

株式会社ウッディーコイケ 埼玉県秩父市大字下影森181
番地 (一財)ベターリビング MFN-1717 平成16年10月04日

「裏面側」アクリル樹脂系施工用接着剤塗布／アルミニウム箔張／ア
クリル樹脂系接着剤塗／プラスチック系壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1716 平成16年10月04日

「表面側」紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／天然木単板張／水性高
分子イソシアネート系接着剤塗／複層フローリング 敦化吉祥木業有限公司 中国吉材省敦化市大石頭鎮星

火街18号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1714 平成16年10月04日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面側」紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／天然木単板張／水性高
分子イソシアネート系接着剤塗／複層フローリング 吉祥（日本）有限会社 福岡市博多区豊2丁目6番1号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1713 平成16年10月04日

集成材 サン建材株式会社 東京都千代田区紀尾井町3番6
号秀和紀尾井町パークビル3F (一財)日本建築総合試験所 MFN-1712 平成16年10月04日

集成材 株式会社野村工務店 守口市大久保町2-2-5 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1711 平成16年10月04日

集成材 有限会社東進商事 愛知県岡崎市東阿知和町字乗
越6-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1710 平成16年10月04日

アクリル樹脂系塗料塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネー
ト系接着剤塗／合板フローリング 株式会社テクノクルー 神奈川県大和市下鶴間2047番

地コトーつきみ野813号
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1700 平成16年10月04日

油性系塗料塗装／集成フローリング 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1725 平成16年10月01日

集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1699 平成16年09月24日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社市村製作所 札幌市白石区東札幌5条3丁目
2-40

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1698 平成16年09月24日

MDF GLUNZ株式会社 ドイツ連邦共和国メッペン市
グレコストラーセD-49716 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1697 平成16年09月24日

単板積層材 ファンシーツダ株式会社 愛知県名古屋市中区松原2-2-
33

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1696 平成16年09月24日

集成材 株式会社ステラジェイシーウ
ッズ

神奈川県横浜市神奈川区神奈
川本町3-1弘中ビル3階

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1695 平成16年09月24日

パーティクルボード 株式会社ハンセム 東京都渋谷区神宮前6-27-8京
セラ原宿ビル4F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1694 平成16年09月24日

「両面」低圧メラミン樹脂シート積層／パーティクルボード ロスコ株式会社 岡山県高梁市下町34 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1693 平成16年09月24日

「表面側」アクリル樹脂系塗装／「裏面側」酢酸ビニル樹脂系接着剤
塗／ポリプロピレン系不織布張／化粧合板（有孔又は無孔） 日進防火板工業株式会社 福岡県筑後市大字溝口1470 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1692 平成16年09月24日

集成材 クボデラ有限会社 東京都中野区沼袋4丁目27番1
5号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1691 平成16年09月24日

両面エポキシ樹脂系塗料塗装／集成フローリング ボード株式会社 東京都新宿区新宿5-4-1新宿Q
フラットビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1689 平成16年08月26日

両面化粧張／パーティクルボード 株式会社ロッキーズコーポレ
ーション

東京都国分寺市南町2-11-23
リヴェールプラザ2F (一財)日本塗料検査協会 MFN-1688 平成16年08月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

造作用集成材（15mm～150mm） 青島和气建材有限公司 青島市城阳区夏庄街道西宅子
头村 (一財)日本建築センター MFN-1687 平成16年08月26日

造作用集成材（15mm～150mm） 有限会社マグ 岡山県都窪郡早島町大字早島
1629番地の1 (一財)日本建築センター MFN-1685 平成16年08月26日

集成材 株式会社吉銘 奈良県吉野郡下市町大字新住
1118 (一財)ベターリビング MFN-1682 平成16年08月26日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード タクティ株式会社 東京都目黒区上目黒1-18-12 (一財)建材試験センター MFN-1681 平成16年08月26日

ミディアムデンシティファイバーボード（3mm～18mm） 株式会社東陽コーポレーショ
ン 東京都葛飾区立石2-20-11 (一財)日本建築センター MFN-1680 平成16年08月26日

集成材 プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区東大曽根
町29-11 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1679 平成16年08月26日

両面塩ビ樹脂板張／ウレタン樹脂系接着剤塗／MDF プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区東大曽根
町29-11 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1678 平成16年08月26日

両面オレフィンフィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／パーティクル
ボード プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区東大曽根

町29-11 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1677 平成16年08月26日

合板 株式会社西尾木材工業所 東大阪市中石切町10-33 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1676 平成16年08月10日

集成材 神栄マテリアル株式会社 神戸市中央区京町77-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1675 平成16年08月10日

「表面側」ポリプロピレン樹脂系化粧シート張／ホットメルト接着剤塗・「裏面側」ポ
リエチレンテレフタレート樹脂系シート張／ホットメルト接着剤塗／MDF張／エポキシ
樹脂系接着剤塗／オレフィン系シート張／ホットメルト接着剤塗／MDFフローリング

朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1674 平成16年08月10日

両面コート紙張／ポリウレタン樹脂系接着剤・酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード 東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-1672 平成16年08月10日

ABS＋PO＋PETシート・FRP張／ウレタン系ホットメルト接着剤塗／
発泡ポリスチレン付合板

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-1671 平成16年08月10日

両面アクリル樹脂塗料塗装／両面メラミン樹脂含浸紙張／ミディアム
デンシティファイバーボード

ブルトハウプジャパン株式会
社 東京都港区南青山4丁目17-3 (一財)ベターリビング MFN-1670 平成16年08月10日

集成材 住友林業クレスト株式会社 愛媛県新居浜市磯浦町16-1 (一財)ベターリビング MFN-1669 平成16年08月10日

「裏面」ウレタン樹脂塗装／「表面」メラミン樹脂化粧板張／水性高分子イ
ソシアネート系接着剤塗／普通合板張／水性高分子イソシアネート系接着剤
塗／普通合板

コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1
番1号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1668 平成16年08月10日

フェノール樹脂を使用した接着剤 日本フーラー株式会社 静岡県浜松市松島町700番地 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1667 平成16年08月10日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-15
-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1666 平成16年08月10日

ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-15
-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1665 平成16年08月10日

集成材 株式会社スズイチ 浜松市元目町120-17 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1664 平成16年08月10日

ポリエステル樹脂系壁紙 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重
洲宝町ビル (公財)日本合板検査会 MFN-1663 平成16年08月10日

両面ニトロセルロースラッカー塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系
接着剤塗／パーティクルボード

ジャパン・デンマーク・トレ
ードセンター

兵庫県神戸市中央区港島南町1丁
目5番2号神戸キメックセンター
ビル7階

(一財)建材試験センター MFN-1662 平成16年08月10日

集成材 材摠木材株式会社 愛知県海部郡飛島村木場1-25 (一財)東海技術センター MFN-1660 平成16年08月10日

天然木化粧合板 萬成 名古屋市中川区柳島町6丁目6
5番地 (一財)東海技術センター MFN-1659 平成16年08月10日

「両面」ポリウレタン樹脂塗料塗装／「両面」化粧合板（単板＋5層）
／「両側」酢酸ビニル重合エマルション形接着剤塗／単板積層材 株式会社恵那合板 岐阜県恵那郡福岡町大字田瀬

1209番地2 (一財)東海技術センター MFN-1658 平成16年08月10日

造作用集成材（10mm～45mm） 株式会社オベ 福山市柳津町三丁目4番56号 (一財)日本建築センター MFN-1657 平成16年08月10日

プラスチック系壁紙 日本ビニル工業株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦
和5-3-20 (一財)建材試験センター MFN-1656 平成16年07月21日

両面ポリウレタン塗装／MDF タクティ株式会社 東京都目黒区上目黒1-18-12 (一財)建材試験センター MFN-1655 平成16年07月21日

合板フローリング（13mm～22mm） Wiking Gulve A/S Industrivej9,7870
Roslev,Denmark (一財)日本建築センター MFN-1654 平成16年07月21日

コルクフローリング 東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町5-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1653 平成16年07月21日

「両面・側面」オレフィンシート張／エチレン酢酸ビニル共重合樹脂
エマルション接着剤塗／パーティクルボード（2層積層） 松澤功藝株式会社 兵庫県伊丹市鴻池字北浦8番

地の1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1652 平成16年07月21日

「両面」アクリル樹脂系塗装／天然木集成材フローリング 黒田木材商事株式会社 福岡県糟屋郡須惠町大字植木
2047-72 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1651 平成16年07月21日

集成材 黒田木材商事株式会社 福岡県糟屋郡須惠町大字植木
2047-72 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1650 平成16年07月21日

集成材フローリング 有限会社東進商事 愛知県岡崎市東阿知和町乗越
6-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1649 平成16年07月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面側」紫外線硬化型ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／水性高分子－
イソシアネート系接着剤塗／「裏面側」ポリエチレン発泡体張／水性高分子
－イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング

株式会社カスコ 徳島県徳島市中洲町2丁目21-
1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1648 平成16年07月21日

単板積層材 黒田木材商事株式会社 福岡県糟屋郡須惠町大字植木
2047-72 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1647 平成16年07月21日

塩化ビニル樹脂シート張／ウレタン樹脂系接着剤塗／両面ポリエチレンテレ
フタレート樹脂フィルム張鉄箔張／ウレタン樹脂系接着剤塗／水酸化アルミ
ニウム紙壁紙

サンレイズ工業株式会社 大阪市淀川区十八条2-13-33 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1646 平成16年07月21日

ポリエステル樹脂系塗装／チタン紙張／尿素酢酸ビニル系接着剤塗／
合板 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋2-7-1イ

トーピア日本橋ビル5階 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1645 平成16年07月21日

単板積層材 株式会社ウッドワン 広島県廿日市木材港南1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1644 平成16年07月21日

紙系壁紙 株式会社アドヴァン 渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1643 平成16年07月21日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社アドヴァン 渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1642 平成16年07月21日

集成材 協和木工株式会社 広島県広島市西区商工センタ
ー4丁目9-9 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1641 平成16年07月21日

集成材 株式会社ノーザンプランニン
グ

北海道札幌市白石区本郷通9
丁目北4-23

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 MFN-1640 平成16年07月21日

MDF 株式会社クライス・アンド・
カンパニー

東京都港区芝浦4丁目12番地3
8号平野ビル2階 (一財)建材試験センター MFN-1639 平成16年07月21日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／ゴム系接着剤塗／グラスウール断熱材 三晃金属工業株式会社 東京都港区芝浦4-13-23 (一財)建材試験センター MFN-1638 平成16年07月21日

アクリル樹脂系塗装／両面単板張／ユリア樹脂系接着剤塗／MDF 株式会社大阪工営 大阪府大阪市北区同心2-4-17 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1637 平成16年07月08日

両面化粧紙張／パーティクルボード付メラミン・ユリア共縮合樹脂系
接着剤 セイホクウィズ株式会社 東京都文京区本郷1丁目25番5

号 (一財)ベターリビング MFN-1636 平成16年07月08日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／ミディアムデンシティファイバ
ーボード アイオ産業株式会社 東京都練馬区富士見台3-60-1

3
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1635 平成16年07月08日

ラッカー塗料塗装／ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社長谷川萬治商店 東京都江東区富岡2-11-6 (一財)ベターリビング MFN-1634 平成16年07月08日

プラスチック系壁紙 大日本印刷株式会社 東京都新宿区加賀町一丁目1
番1号 (一財)ベターリビング MFN-1633 平成16年07月08日

パーティクルボード 昭和化学工芸株式会社 愛知県刈谷市大手町二丁目29
番地 (一財)ベターリビング MFN-1632 平成16年07月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ミディアム・デンシティ・ファイバーボード ユニード株式会社 大韓民国ソウル特別市中区小公
洞５０番地東洋化学ビル17階 (一財)ベターリビング MFN-1631 平成16年07月08日

両面水性ラッカー塗料塗装／集成材 Westwood Oy Ab PL40,FIN-66901, (一財)ベターリビング MFN-1630 平成16年07月08日

（両面）ウレタン樹脂系塗装／水性高分子－イソシアネート接着剤系
集成材 株式会社山仁 神奈川県厚木市三田2763番地 (公財)日本合板検査会 MFN-1629 平成16年07月08日

メラミン・ユリア樹脂接着剤系集成材 エスアンドエス株式会社 東京都江東区潮見一丁目2番5
号 (公財)日本合板検査会 MFN-1628 平成16年07月08日

両面ポリウレタン樹脂エマルション系薄付け仕上塗材・天然木単板張
／アクリル樹脂系接着剤塗／パーティクルボード

エスアンドエイチジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
4-16 (一財)建材試験センター MFN-1627 平成16年07月08日

両面メラミン樹脂含浸フィルム・メラミン樹脂含浸紙・フェノール樹
脂含浸紙張／アクリル樹脂系接着剤塗／パーティクルボード

エスアンドエイチジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
4-16 (一財)建材試験センター MFN-1626 平成16年07月08日

集成材 株式会社ホンカ・ジャパン 山梨県南都留郡山中湖村山中
350-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1625 平成16年07月08日

両面ポリウレタン系樹脂塗装／ミディアムデンシティファイバーボー
ド（18mm）

株式会社フォーユアアンビエ
ントすけの

東京都港区南青山5-4-19南青
山コートB1F (一財)日本建築センター MFN-1624 平成16年07月08日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード（18mm） 株式会社フォーユアアンビエ
ントすけの

東京都港区南青山5-4-19南青
山コートB1F (一財)日本建築センター MFN-1623 平成16年07月08日

両面熱硬化性樹脂高圧化粧板張／普通合板（13層） 株式会社フォーユアアンビエ
ントすけの

東京都港区南青山5-4-19南青
山コートB1F (一財)日本建築センター MFN-1622 平成16年07月08日

集成材 三明市先鋒木業有限公司 中国福建省三明市三元区莘口
鎮甲龍工業開発区 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1621 平成16年07月08日

集成材 煙台新光明木業有限公司 山東省煙台市黄務鎮南里外商
投資小区66号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1620 平成16年07月08日

集成材 山東省曹県恒達木業有限公司 中国山東省曹県庄砦 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1619 平成16年07月08日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 有限会社キシ 徳島市津田海岸町6番7号 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1618 平成16年07月08日

アクリル樹脂塗装天然木質単板張／ユリア樹脂接着剤塗／パーティク
ルボード付MDF（アクリル系粘着材付強化ガラス入）

株式会社イマオコーポレーシ
ョン 岐阜県関市千疋2002番地 (一財)建材試験センター MFN-1617 平成16年07月08日

廃磁気テープ付ユリアメラミン樹脂を使用した接着剤 フジ化成工業株式会社 鳥取県西伯郡岸本町大殿1241
-1 (一財)建材試験センター MFN-1616 平成16年07月08日

造作用集成材 Bright Wood Corp. P.O.Drawer828, Madras,
Oregon97741 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1615 平成16年07月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

繊維系壁紙 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター MFN-1614 平成16年06月11日

集成材 林通商株式会社 埼玉県越谷市大字弥十郎42番
地2 (一財)建材試験センター MFN-1613 平成16年06月11日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 江間忠合板株式会社 東京都中央区晴海3丁目3番3
号 (一財)建材試験センター MFN-1612 平成16年06月11日

両面メラミン樹脂含浸紙張／MDF 株式会社テクノウェーブ 東京都港区元赤坂1丁目5番9
号 (一財)建材試験センター MFN-1611 平成16年06月11日

内装合成樹脂エマルション系厚付け仕上塗材 株式会社大兼工務店 滋賀県神崎郡能登川町佐生15
0 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1610 平成16年06月11日

集成材 株式会社郡界ウッドワーク 愛知県豊明市阿野町惣作46-1 (一財)東海技術センター MFN-1609 平成16年06月11日

両面単板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／集成材フローリング スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1608 平成16年06月11日

メラミン樹脂含浸紙・メラミン樹脂フィルム張／メラミン樹脂フィル
ム裏張／メラミン樹脂系接着剤塗／MDFフローリング 岡谷鋼機株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

9番1号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1607 平成16年06月11日

単板積層材 サン建材株式会社 東京都千代田区紀尾井町3番6
号秀和紀尾井町パークビル3F (一財)日本建築総合試験所 MFN-1606 平成16年06月11日

両面天然木単板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマルション接着剤塗／集
成材 菊地合板木工株式会社 秋田県南秋田郡五城目町高崎

字里下82ノ3
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1605 平成16年06月11日

両面天然木突板張／メラミン樹脂系接着剤塗／集成材 クタイティンバーインドネシ
ア株式会社

SummitmasⅡ,8th
Floor,JL.Jend.Sudirman
Kav.61-62Jakarta 12190,Indonesia

(一財)ベターリビング MFN-1590 平成16年05月27日

集成材 住友林業クレスト株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目14
番1号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1604 平成16年05月21日

アクリル樹脂壁紙 エルティーアイ株式会社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町9
メモワールビル (一財)日本建築総合試験所 MFN-1603 平成16年05月21日

ウレタン樹脂系紫外線硬化型塗装／集成材フローリング 株式会社アサノ 大阪市中央区西心斎橋1丁目1
2番13号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1602 平成16年05月21日

オレフィンシート張／ポリウレタン樹脂系接着剤塗／ミディアムデン
シティファイバーボード 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中川区山王一

丁目2番30号 (一財)ベターリビング MFN-1601 平成16年05月21日

メラミン樹脂含浸紙張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合板 ブルトハウプジャパン株式会
社 東京都南青山4丁目17-3 (一財)ベターリビング MFN-1600 平成16年05月21日

両面天然木突板張／パーティクルボード付ユリア樹脂系接着剤 ブルトハウプジャパン株式会
社 東京都南青山4丁目17-3 (一財)ベターリビング MFN-1599 平成16年05月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード ブルトハウプジャパン株式会
社 東京都南青山4丁目17-3 (一財)ベターリビング MFN-1598 平成16年05月21日

ステンレス板・アルミニウム板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／パー
ティクルボード

ブルトハウプジャパン株式会
社 東京都南青山4丁目17-3 (一財)ベターリビング MFN-1597 平成16年05月21日

オレフィン系樹脂化粧シート張／ウレタン系接着剤塗／単板積層材 株式会社パル 東京都新宿区新宿4-3-17 (一財)ベターリビング MFN-1596 平成16年05月21日

オレフィン系樹脂化粧シート張／ウレタン系接着剤塗／単板積層材 株式会社パル 東京都新宿区新宿4-3-17 (一財)ベターリビング MFN-1595 平成16年05月21日

オレフィン系樹脂化粧シート張／ウレタン系接着剤塗／単板積層材 株式会社パル 東京都新宿区新宿4-3-17 (一財)ベターリビング MFN-1594 平成16年05月21日

ウレタンコート紙張／エチレン酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／ミディア
ムデンシティファイバーボード 株式会社パル 東京都新宿区新宿4-3-17 (一財)ベターリビング MFN-1593 平成16年05月21日

集成材 天龍木材株式会社 静岡県浜松市材木町38番地 (一財)ベターリビング MFN-1592 平成16年05月21日

両面コート紙張／ウレタン変性ビニル共重合接着剤・酢酸ビニル樹脂
系接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード 東陶ハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-1591 平成16年05月21日

パーティクルボード
サムリン・チップボード

マレーシアサバ州サンダナン市
ジャラン・シノーラ・バトゥ・
サピ90009 90720 (一財)ベターリビング MFN-1588 平成16年05月21日

サムリン・ハウジング・プロ
ダクツ

マレーシアサラワク州ミリ市クアラ
バラム インダストリアルエステート
ブロック1ロット171CDT8398009

二液型ポリウレタン樹脂塗料塗装／単板積層材 株式会社イシモク・コーポレ
ーション 福岡県大川市向島1703 (一財)ベターリビング MFN-1587 平成16年05月21日

ウレタン樹脂系塗料塗装／単板積層材 株式会社テンサン 千葉県八街市八街は49-9 (一財)ベターリビング MFN-1586 平成16年05月21日

両面天然木張／水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤塗／合板フロ
ーリング ラプゴ株式会社 スウェーデン王国ブラオース

SE-360 42 (一財)ベターリビング MFN-1585 平成16年05月21日

両面クラフト紙化粧合板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板張／両面テープ張／合板 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1

番地の1 (一財)ベターリビング MFN-1584 平成16年05月21日

PET+PP+PET複合シート張／変成シリコン・エポキシ系接着剤塗／合
板 出光興産株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1

番1号 (一財)ベターリビング MFN-1583 平成16年05月21日

集成材フローリング 大桑木材工業株式会社 長野県木曽郡大桑村大字野尻
1230 (一財)ベターリビング MFN-1582 平成16年05月21日

ゴム系溶剤形接着剤 コニシ株式会社 大阪市中央区平野町2-1-2（
沢の鶴ビル） (一財)日本塗料検査協会 MFN-1581 平成16年05月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

フェノール樹脂を使用した接着剤 株式会社オーシカ 東京都板橋区船渡1-4-21 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1580 平成16年05月21日

ガラスウール断熱材 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門一丁目1-26
号 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1579 平成16年05月21日

表面ウレタン塗料塗／集成材フローリング 株式会社アース貿易 沖縄県宜野湾市赤道2-8-21 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1578 平成16年05月21日

表面ウレタン塗料塗／集成材 谷川商事合資会社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-
4-20 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1577 平成16年05月21日

両面単板張／スチレン系接着剤塗／集成材フローリング 岡谷鋼機株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
9番1号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1576 平成16年05月21日

塩化ビニル樹脂系壁紙（1.1mm） 東リ株式会社 兵庫県伊丹市東有岡5-125 (一財)日本建築センター MFN-1575 平成16年05月21日

「表面側」植物性オイルフィニッシュ塗／「両面」天然コルクシート張
／ポリ酢酸ビニルエマルション系接着剤塗／ハードボードフローリング 日本オスモ株式会社 兵庫県美嚢郡吉川町上荒川74

8-6 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1574 平成16年05月21日

木質系壁紙 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1573 平成16年05月21日

「表面」アクリル樹脂系塗装／天然木単板張／酢酸ビニル樹脂エマル
ション接着剤塗／普通合板

株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所 岐阜市高野町7丁目16番地 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1572 平成16年05月21日

プラスチック系壁紙 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1571 平成16年05月21日

「両面」アクリル樹脂系塗装／「両面」集成材張／ユリア樹脂接着剤
塗／MDF 株式会社山善 大阪市西区立売堀2丁目3番16

号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1570 平成16年05月21日

プラスチック系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-1569 平成16年05月21日

木質系単板張／ユリア樹脂系接着剤塗・裏面ホルムアルデヒドキャッチ
ャー剤塗布／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗合板（5層積層） 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4丁目5番

10号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1568 平成16年05月21日

アクリル・ウレタン系樹脂塗装／木質系単板張／ユリア樹脂系接着剤塗／MD
F張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗・裏面ホルムアルデヒドキャッ
チャー剤塗布／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗合板（4層積層）

朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4丁目5番
10号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1567 平成16年05月21日

アクリル樹脂系エマルション塗装／パラフィン系仕上剤塗／天然木突き板張
／でんぷん酢酸ビニル重合体水性エマルション系接着剤塗／変性酢酸ビニル
系目止塗装／合板（裏桟付）

有限会社松岡銘板産業 秋田県能代市浅内字船沢73-5
0 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1566 平成16年05月21日

集成材 宏栄産業株式会社 広島県福山市柳津町4丁目9番
11号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1565 平成16年05月21日

紙系壁紙 株式会社木曽アルテック社 長野県木曽郡楢川村奈良井82
-1 (一財)建材試験センター MFN-1564 平成16年05月21日

85/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

グラスウール保温板

東洋ファイバーグラス株式会
社 確認中

 MFN-1563 平成16年05月21日

セントラル硝子株式会社 確認中

ニットーボー東岩株式会社 確認中

パラマウント硝子工業株式会
社 確認中

株式会社マグ 確認中

旭ファイバーグラス株式会社 確認中

表面側はり合わせアルミニウムはく張・裏面側ポリエステル樹脂系塗装溶
融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板張／フェノール樹脂系保温材 アイジー工業株式会社 山形県東根市大字蟹沢字上縄

目1816番地の12 (一財)建材試験センター MFN-1562 平成16年05月21日

酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤 日本合成化学工業株式会社 東京都中央区八重洲二丁目8
番1号東紡ビル (一財)建材試験センター MFN-1561 平成16年05月21日

壁紙施工用でん粉系接着剤 矢沢化学工業株式会社 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野
字谷中田130番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1533 平成16年05月21日

集成材 池内ベニヤ株式会社 静内郡静内町木場町1-1-22 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1532 平成16年05月21日

集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区岩本町3-5-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1531 平成16年05月21日

集成材 コンフォート株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町1-
6-3 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1530 平成16年05月21日

集成材 ノースウッド株式会社 神奈川県横浜市神奈川区子安 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1529 平成16年05月21日

集成材 株式会社ハイステージ 東京都多摩市落合6-10-2 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1528 平成16年05月21日

集成材 ハウジング山地株式会社 北海道札幌市西区二十四軒 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1527 平成16年05月21日

集成材 善徳丸建材株式会社 熊本県熊本市鹿帰瀬町393 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1526 平成16年05月21日

集成材 立共インターナショナル株式
会社

京都府京都市南区唐橋赤金町
1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1525 平成16年05月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤系集成材 エース企画販売株式会社 宮城県仙台市泉区北中山4丁
目15番1号 (公財)日本合板検査会 MFN-1560 平成16年05月14日

突板張／集成材フローリング(15mm) 有限会社　國場商行 沖縄県島尻郡与那原町字上与
那原497-3 (一財)日本建築センター MFN-1559 平成16年05月14日

アクリル系ウレタン樹脂塗装／コルク系フローリング(5mm) フジパスク株式会社 東京都世田谷区上馬4丁目2番
5号 (一財)日本建築センター MFN-1558 平成16年05月14日

水性アクリル系樹脂塗装／ミディアムデンシティファイバーボード(3.2
mm) Masonite Corporation 1955,　Powis Road West

Chicago, IL60185 U.S.A (一財)日本建築センター MFN-1557 平成16年05月14日

アクリル樹脂系エマルション塗装／パラフィン系仕上剤塗／天然木突き板張
／でんぷん酢酸ビニル重合体水性エマルション系接着剤塗／変性酢酸ビニル
系目止塗装／合板（裏桟付）

昭和木材株式会社 秋田県能代市河戸川字上大須
賀39-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1556 平成16年05月14日

アクリル樹脂系エマルション塗装／パラフィン系仕上剤塗／天然木突き板張
／でんぷん酢酸ビニル重合体水性エマルション系接着剤塗／変性酢酸ビニル
系目止塗装／合板（裏桟付）

丸天合板株式会社 東京都江東区新木場1-14-4 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1555 平成16年05月14日

「表面側」亜麻仁油系塗装／「両面」天然木単板張／酢酸ビニル樹脂
系接着剤塗／集成材フローリング 株式会社ケイ・エス・シー 島根県安来市柿谷町471-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1554 平成16年05月14日

UVアクリルアルキド樹脂系塗料塗／両面単板張／酢酸ビニル樹脂系接
着剤塗／集成材フローリング スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1553 平成16年05月14日

集成材 株式会社イワキン 東京都江戸川区平井6丁目61
番8号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1552 平成16年05月14日

アクリル樹脂系エマルション塗装／パラフィン系仕上剤塗／天然木突き板張
／でんぷん酢酸ビニル重合体水性エマルション系接着剤塗／変性酢酸ビニル
系目止塗装／合板（裏桟付）

株式会社丸松銘木店 秋田県能代市花園町7-11 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1551 平成16年05月14日

「表面側」オレフィン系化粧シート張／ウレタン変性エチレン・酢酸ビニル共重合体水性エマルション系接
着剤塗／合板張／ウレタン変性エチレン・酢酸ビニル共重合体水性エマルション系接着剤塗／不織布積層ゴ
ムシート張・「裏面側」ポリエチレン発泡体張／変性アクリルエマルション系接着剤塗／ブチルゴム系シー
ト張／ウレタン変性エチレン・酢酸ビニル共重合体水性エマルション系接着剤塗／合板フローリング

早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1550 平成16年05月14日

「両面」低圧メラミン樹脂含浸紙張／ユリア・メラミン樹脂系接着剤
塗／パーティクルボード Mieco Chipboard Berhad Kuantan, Pahan Malaysia (一財)日本建築総合試験所 MFN-1549 平成16年05月14日

造作用集成材（15mm～30mm） 株式会社　鈴木工務店 静岡県三島市八反畑117-1 (一財)日本建築センター MFN-1548 平成16年05月14日

造作用集成材（3mm～85mm） 株式会社オベ 福山市柳津町3丁目4番56号 (一財)日本建築センター MFN-1547 平成16年05月14日

両面天然木単板張／両面水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集
成材

YUNNAN　HUAER
WOODS　CO.LTD

MINGBO XIJIAO　KUNMING
CHINA

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1546 平成16年05月14日

両面天然木単板張／両面水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集
成材

マックミランブローデル株式
会社

東京都港区青山1丁目2番3号
青山ビル12階

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1545 平成16年05月14日

両面天然木単板張／両面水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集
成材

YUNNAN　HUAER
WOODS　CO.LTD

MINGBO XIJIAO　KUNMING
CHINA

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1544 平成16年05月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面側」ウレタンアルキッド系樹脂塗装／「裏面側」溝加工付ウレタンフ
ォーム張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集成材フローリング 株式会社藤本 広島市南区段原4丁目2番6号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1543 平成16年05月14日

紙系壁紙 株式会社スキャンインター 神奈川県横浜市都筑区桜並木
3-1シティセンターⅢ2F (一財)建材試験センター MFN-1542 平成16年05月14日

ウレタン樹脂塗装天然木単板張／酢酸ビニル系エマルション形接着剤
塗／パーティクルボード アピス株式会社 東京都台東区小島2丁目8番14

号 (一財)建材試験センター MFN-1541 平成16年05月14日

両面アクリルラッカー樹脂系塗装／酢酸ビニル樹脂系エマルション形
接着剤塗／MDF付両面集成材

株式会社ユーロヒュース 熊本県熊本市尾ノ上1丁目12-
3-102

(一財)建材試験センター MFN-1540 平成16年05月14日
昭和住宅株式会社 兵庫県加古川市平岡町新在家

117

両面アクリルラッカー樹脂系塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／集成材

株式会社ユーロヒュース 熊本県熊本市尾ノ上1丁目12-
3-102

(一財)建材試験センター MFN-1539 平成16年05月14日
昭和住宅株式会社 兵庫県加古川市平岡町新在家

117

アクリル樹脂系塗装／木質系フローリング 株式会社エーディーワールド 東京都港区西新橋3丁目23番6
号 (一財)建材試験センター MFN-1538 平成16年05月14日

木質系単板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合板フローリング 株式会社エーディーワールド 東京都港区西新橋3丁目23番6
号 (一財)建材試験センター MFN-1536 平成16年05月14日

集成材 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1-4-5 (一財)建材試験センター MFN-1535 平成16年05月14日

塩化ビニル壁紙 株式会社コンバートコミュニ
ケーションズ 大阪市西区南堀江4-14-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1534 平成16年05月14日

両面ウレタン塗料塗／集成材 株式会社ロッキーズコーポレ
ーション

東京都国分寺市南町2-11-23
リヴェールプラザ2F (一財)日本塗料検査協会 MFN-1524 平成16年05月14日

両面化粧張／合板 株式会社ロッキーズコーポレ
ーション

東京都国分寺南町2-11-23リ
ヴェールプラザ2F (一財)建材試験センター MFN-1523 平成16年05月14日

ゴム系溶剤形接着剤 日立化成ポリマー株式会社 東京都千代田区内神田1-13-7
（四国ビル） (一財)日本塗料検査協会 MFN-1522 平成16年05月14日

床用塗料 株式会社クリテック・ジャパ
ン

東京都新宿区南山伏町2番16
号総研牛込ビル2F (一財)日本塗料検査協会 MFN-1521 平成16年05月14日

紙壁紙 坂本紙工業有限会社 高知県吾川郡伊野町大内135 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1520 平成16年04月14日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)ベターリビング MFN-1519 平成16年04月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード エムカインドルホルツインダ
ストリーカーゲー

A-5071
カインドルシュトラーセ2
ザクツブルグ　オーストリア

(一財)ベターリビング MFN-1518 平成16年04月14日

MDF ノボレーニョエスピーエー
イタリア　アベリーノ州アルチ
ェーラ市モンテフラダーネ
フラッツ83030

(一財)ベターリビング MFN-1517 平成16年04月14日

オレフィン系樹脂シート・コート紙張／ビニル共重合樹脂系エマルシ
ョン形接着剤塗／パーティクルボード 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2-10-60 (一財)ベターリビング MFN-1516 平成16年04月14日

アクリルウレタン樹脂系塗料塗装／両面メラミン樹脂含浸紙張／ミデ
ィアムデンシティファイバーボード 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2-10-60 (一財)ベターリビング MFN-1515 平成16年04月14日

ロックウール保温板 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1-2-
1 (一財)ベターリビング MFN-1514 平成16年04月14日

集成材 稲畑産業株式会社 大阪府大阪市中央区南船場1-
15-14 (一財)ベターリビング MFN-1513 平成16年04月14日

両面突板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／集成材フローリング

シリアンウッドプロダクツエ
ービー

東京都調布市西つつじヶ丘3-
20-3-503 (一財)ベターリビング MFN-1512 平成16年04月14日

フェノール樹脂系接着剤を使用した木質成型板 ウェアーハウザージャパン株
式会社

東京都港区北青山１丁目2番3
号青山ビルディング12階 (一財)ベターリビング MFN-1511 平成16年04月14日

ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材フローリング

住友林業クレスト株式会社鹿
島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6北海浜工業団地

(一財)ベターリビング MFN-1510 平成16年04月14日
住友林業株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1新

宿グリーンタワービル23F

両面突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／集成材 協和木工株式会社竹原工場 広島県竹原市高崎町190-1 (一財)ベターリビング MFN-1509 平成16年04月14日

ポリエステル樹脂系紫外線硬化型クリアー塗料塗装・ユリア樹脂系接
着剤塗／天然木突板張／ユリア樹脂系接着剤塗／パーティクルボード コープレーニョ株式会社

イタリア国モデナ州41014カス
テレペートロ　ディ　モデナ
ヴィア　サントエウセビオ4/G

(一財)ベターリビング MFN-1508 平成16年04月14日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 セキスイインテリア（株） 東京都中央区銀座1丁目16番1
号東貨ビル3階 (一財)ベターリビング MFN-1507 平成16年04月14日

集成材 南海プライウッド株式会社 香川県高松市松福町1丁目15-
10 (一財)ベターリビング MFN-1506 平成16年04月14日

集成材 鄭州林森木業有限公司 中華人民共和国鄭州市南陽道
41号 (一財)ベターリビング MFN-1505 平成16年04月14日

ウレタン樹脂系塗料塗装／突板張／ポリ酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／
ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社長谷川萬治商店 東京都江東区富岡2-11-6 (一財)ベターリビング MFN-1504 平成16年04月14日

天然木単板張／水性高分子・イソシアネート系接着剤塗／集成材フロ
ーリング ユーロハンズ株式会社 北海道帯広市大通南16丁目2

番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1502 平成16年03月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-
5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1501 平成16年03月24日

アクリル樹脂系塗装／人工突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 株式会社酒見展業 福岡県大川市榎津水落86-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1500 平成16年03月24日

「表面側」アクリルウレタン樹脂系紫外線硬化型塗装／天然木突き板張／メ
ラミン樹脂系接着剤塗／「裏面側」塩化ビニル樹脂板張／2液型ポリウレタン
樹脂系接着剤塗／合板フローリング

株式会社LG化學淸州工場 大韓民国忠淸北道淸州市松停
洞150 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1499 平成16年03月24日

「両面」ウレタン樹脂系塗装／単板積層材（側面・木口面ウレタン樹
脂系塗装） 冨士ファニチア株式会社 徳島県板野郡板野町矢武字神

ノ木1番地1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1498 平成16年03月24日

「両面」印刷紙張／酢酸ビニルエマルション系接着剤塗／天然木単板張／メ
ラミン樹脂接着剤塗／「表面側」天然木単板張／メラミン樹脂系接着剤塗／
合板（側面・木口面ウレタン樹脂系塗装）

冨士ファニチア株式会社 徳島県板野郡板野町矢武字神
ノ木1番地1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1497 平成16年03月24日

「両面」印刷紙張／酢酸ビニルエマルション系接着剤塗／メラミン樹
脂系接着剤付積層MDF（側面・木口面ウレタン樹脂系塗装） 冨士ファニチア株式会社 徳島県板野郡板野町矢武字神

ノ木1番地1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1496 平成16年03月24日

塩化ビニル樹脂系壁紙 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1495 平成16年03月24日

「両面」アクリル樹脂系塗装／集成材フローリング 株式会社日進 福岡県福岡市博多区立花寺1
丁目3番5号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1494 平成16年03月24日

集成材 株式会社日進 福岡県福岡市博多区立花寺1
丁目3番5号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1493 平成16年03月24日

「表面」ウレタン樹脂塗装／「両面」天然木単板張／普通合板（3層積
層）付ユリア・メラミン共縮合樹脂接着剤 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1

番1号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1492 平成16年03月24日

「表面」ウレタン樹脂塗装／「両面」天然木単板張／天然木単板（2層
積層）張／普通合板（2層積層）付ユリア・メラミン共縮合樹脂接着剤 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1

番1号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1491 平成16年03月24日

集成材 永谷製材 愛知県西尾市徳永超永超仲屋
敷3番地 (一財)東海技術センター MFN-1490 平成16年03月24日

積層材 東洋プライウッド株式会社 名古屋市中川区山王一丁目2
番30号 (一財)東海技術センター MFN-1489 平成16年03月24日

積層材 東洋プライウッド株式会社 名古屋市中川区山王一丁目2
番30号 (一財)東海技術センター MFN-1488 平成16年03月24日

合板 東洋プライウッド株式会社 名古屋市中川区山王一丁目2
番30号 (一財)東海技術センター MFN-1487 平成16年03月24日

合板 東洋プライウッド株式会社 名古屋市中川区山王一丁目2
番30号 (一財)東海技術センター MFN-1486 平成16年03月24日

「表面側」植物性オイルフィニッシュ塗装／「両面」天然木単板張／
ポリ酢酸ビニルエマルション系接着剤塗／フローリング 日本オスモ株式会社 兵庫県美嚢郡吉川町上荒川74

8-6 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1485 平成16年03月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「両面」低圧メラミン樹脂含浸紙張／ユリア・メラミン樹脂系接着剤
塗／パーティクルボード 東洋商工株式会社 大阪市住之江区平林北2-6-31 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1484 平成16年03月24日

エポキシ樹脂系紫外線硬化型塗装／人工杢突き板張／ユリア・メラミ
ン樹脂系接着剤塗／合板フローリング 有限会社グッドウィル 熊本県熊本市流通団地2丁目2

0番4号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1483 平成16年03月24日

単板積層材 ファンシーツダ株式会社 愛知県名古屋市中区松原2-2-
33

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1481 平成16年03月24日

両面突板張／ミディアムデンシティファイバーボード（4.5㎜） PACIFIC RIM CABINETS
LTD.

640 Belgreve Way,Annacis Island
Business Park Delta,British
Colombia,CANADA V3M 6H4

(一財)日本建築センター MFN-1480 平成16年03月24日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード（8㎜～25㎜）
株式会社スパジオ 東京都中央区日本橋本町1-5-

9
(一財)日本建築センター MFN-1479 平成16年03月24日

RAFAL　S.p.A. VIA MACCALONE,54 48020
PIANGIPANE(RA),ITALY

両面アクリル樹脂エマルション塗料塗装／集成材 株式会社タロ・インターナシ
ョナル

東京都世田谷区成城9-30-12-
107

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1478 平成16年03月24日

集成材フローリング（15㎜） 普代産業株式会社 東京都中央区京橋2丁目18番2
号 (一財)日本建築センター MFN-1477 平成16年03月08日

造作用集成材（9㎜～60㎜） E.S.Ng Holdings Sdn.Bhd.
2A,Jalan Timah Hitam,Off Jalan
Bukit Pasir,8300 Batu Pahat,Johor
Darul Takzim,West Malaysia

(一財)日本建築センター MFN-1476 平成16年03月08日

グラスウール断熱材（89㎜～287㎜） Johns Manville P.O.Box 625005
Littleton,Colorado,USA 80162 (一財)日本建築センター MFN-1475 平成16年03月08日

合板 株式会社ウッドテック 岐阜県美濃市富野228番地 (一財)東海技術センター MFN-1474 平成16年03月08日

両面メラミン化粧板張／合板 株式会社ウッドテック 岐阜県美濃市富野228番地 (一財)東海技術センター MFN-1473 平成16年03月08日

オレフィンシート張／水性高分子-
イソシアネート系2液型接着剤塗／MDF マルフジ建材株式会社 埼玉県北埼玉郡西町西ノ谷80

3-2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1472 平成16年03月08日

アクリル樹脂系塗装／天然木積層（人工）突き板張／合板 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1471 平成16年03月08日

塩化ビニル系樹脂壁紙 株式会社泰水堂 名古屋市西区城西二丁目11番
13号 (一財)東海技術センター MFN-1470 平成16年03月08日

両面UV硬化型樹脂塗装／集成材フローリング 池内ベニヤ株式会社 静岡県静内町木場町1-1-22 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1469 平成16年03月08日

オイルステイン塗装／木質系フローリング ジャパン・デンマーク・トレ
ードセンター

兵庫県神戸市中央区港島南町1丁
目5番2号神戸キメックセンター
ビル7階

(一財)建材試験センター MFN-1468 平成16年03月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

表面側補強用グラスファイバー入りアルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタ
レートフィルム張・裏面側硬鋼線裏張ポリエチレン樹脂系フィルム張／アク
リル樹脂系接着剤塗／グラスウール保温筒

株式会社デンソーエース 東京都港区赤坂1-9-20第16興
和ビル北館 (一財)建材試験センター MFN-1467 平成16年03月08日

集成材 インターフォージャパンリミ
テッド

東京都中央区日本橋人形町1
丁目14番地8号TT-1ビル10F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1466 平成16年02月26日

表面ウレタン塗料塗／集成材フローリング 株式会社ナカムラコーポレー
ション

兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町8番7
-108号 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1465 平成16年02月26日

集成材突き板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション接着剤塗／合板 有限会社小浜商会 徳島市三軒茶屋町外23番地の
2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1464 平成16年02月26日

塩化ビニル壁紙 螢光産業株式会社 大阪市北区本庄西3-9-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1463 平成16年02月26日

「両面」天然木突き板張／ユリア樹脂系接着剤塗／天然木単板張／水
性高分子-イソシアネート系接着剤塗／集成材（縁材付）

三井ホームコンポーネント株
式会社 千葉市美浜区新港88 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1462 平成16年02月26日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／パーティクルボード張／ビニル共
重合樹脂系エマルション接着剤塗／パーティクルボードフローリング

有限会社パシフィックアーバ
ンシステムズ

東京都中央区銀座7-17-8銀座
松良ビルB1F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1461 平成16年02月26日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／両面メラミン樹脂化粧板張／両
面酢酸樹脂エマルション接着剤塗／パーティクルボード アイオ産業株式会社 東京都練馬区富士見台3-60-1

3
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1460 平成16年02月26日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／集成材 アイオ産業株式会社 東京都練馬区富士見台3-60-1
3

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1459 平成16年02月26日

パーティクルボード（12㎜） 株式会社テクノプラン 埼玉県入間郡大井町苗間596 (一財)日本建築センター MFN-1458 平成16年02月26日

両面ウレタン系塗装／両面天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤
塗／パーティクルボード 株式会社アクタス 東京都新宿区新宿2-19-1ビッ

グス新宿ビル12F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1455 平成16年02月13日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社アクタス 東京都新宿区新宿2-19-1ビッ
グス新宿ビル12F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1454 平成16年02月13日

集成材 丸紅建材株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町1-
4-14 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1453 平成16年02月13日

集成材 株式会社アサノ 大阪府大阪市中央区西新橋1-
12-13 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1452 平成16年02月13日

集成材
株式会社土井商事 福岡県大川市榎津向町734

(一財)日本建築総合試験所 MFN-1451 平成16年02月13日
株式会社ツムラ 福岡県大川市中八院783大川

木材団地(協)内

印刷紙張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合板 酒見特殊合板工業 福岡県大川市榎津水落87-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1450 平成16年02月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

印刷紙張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合板
北斗産業 福岡県三瀦郡城島町大字下青

木1227-1
(一財)日本建築総合試験所 MFN-1450 平成16年02月13日

有限会社富士産業 福岡県大川市向島658-3

集成材 数矢製材株式会社 東京都江東区新木場1-14-8 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1449 平成16年02月13日

集成材 齋藤木材株式会社 東京都江東区辰巳3丁目28番2
9号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1448 平成16年02月13日

ビニル樹脂系シート・天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション
形接着剤塗／圧縮コルク表張・コルク・ビニル樹脂系シート裏張ハー
ドファイバーボードフローリング

株式会社ユーロヒュース 熊本県熊本市尾ノ上1丁目12-
3-102

(一財)建材試験センター MFN-1447 平成16年02月13日
昭和住宅株式会社 兵庫県加古川市平岡町新在家

117

アクリル樹脂塗装／アルミニウム板裏張MDF ロイヤルフォートスウェーデ
ン株式会社

東京都中央区京橋一丁目16番
10号オークビル京橋 (一財)建材試験センター MFN-1446 平成16年02月13日

植物油塗装／アルミニウム板裏張合板 ロイヤルフォートスウェーデ
ン株式会社

東京都中央区京橋一丁目16番
10号オークビル京橋 (一財)建材試験センター MFN-1445 平成16年02月13日

両面アミノアルキド樹脂塗装／集成材付両面MDF ロイヤルフォートスウェーデ
ン株式会社

東京都中央区京橋一丁目16番
10号オークビル京橋 (一財)建材試験センター MFN-1444 平成16年02月13日

紙系壁紙 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1
番1号 (一財)建材試験センター MFN-1442 平成16年02月13日

プラスチック系壁紙 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1
番1号 (一財)建材試験センター MFN-1441 平成16年02月13日

二液型ポリウレタン系樹脂塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／普通合板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1

番1号 (一財)建材試験センター MFN-1440 平成16年02月13日

フェノール樹脂を使用した接着剤 株式会社オーシカ 東京都板橋区舟橋1-4-21 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1439 平成16年02月13日

両面オレフィンシート張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗
／LVL裏張両面MDF 株式会社布川製作所 徳島県徳島市東沖洲2丁目5番

地（マリンピア沖洲） (一財)日本塗料検査協会 MFN-1438 平成16年02月13日

フェノール樹脂を使用した接着剤 日本エヌエスシー株式会社 大阪府箕面市船場西1-6-5 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1437 平成16年02月13日

メラミン樹脂を使用した断熱材（5㎜～100㎜） BASFジャパン株式会社 東京都千代田区紀尾井町3-3 (一財)日本建築センター MFN-1436 平成16年02月13日

構造用パネル（11㎜） エイ・エフ・エム・ジャパン
株式会社

北佐久郡望月町印内原568-11
2 (一財)日本建築センター MFN-1435 平成16年02月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

造作用集成材（6㎜～38㎜） Masonite International
Corporation

1600 Britannia Road
East,Mississauga mississauga
ON Canada L4W 1J2

(一財)日本建築センター MFN-1434 平成16年02月13日

両面ミディアムデンシティファイバーボード張／酢酸ビニル樹脂接着
剤塗／単板積層材

イントラカウッドマニュファ
クチュアリング株式会社

インドネシア共和国ジャカルタ
市メガクニンガントゥルサンル
ンバン通りD-53

(一財)ベターリビング MFN-1433 平成16年02月05日

両面メラミン含浸紙張／パーティクルボード ヘビアボード株式会社
Lot683,Batu5,jalan Kuala Pilah,
70400Seremban,NSDK,Malaysi
a

(一財)ベターリビング MFN-1432 平成16年02月05日

集成材 （株）トーメンティンバー 東京都千代田区丸の内3-8-1
トーメン丸の内ビル (一財)ベターリビング MFN-1430 平成16年02月05日

集成材 設楽ランバー株式会社 群馬県前橋市駒形町844番地1
0 (一財)ベターリビング MFN-1429 平成16年02月05日

集成材 富樫林業株式会社 新潟県岩船郡山北町大字府屋
607 (一財)ベターリビング MFN-1428 平成16年02月05日

紫外線硬化型ウレタンアクリレート塗料塗装／突板張／メラミン・ユリア共縮合接着剤塗／酢酸ビニル
樹脂塗／合板張／メラミン・ユリア共縮合接着剤塗／突板張／ホットメルト接着剤塗／アルミ箔張／酢
酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板張／合成ゴム系接着剤塗／クラフト紙張／木質系フロー
リング

松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-1427 平成16年02月05日

シリコンコート紙・ウレタンコート紙張／両面ポリウレタン系接着剤
塗／ミディアムデンシティファイバーボード

株式会社ノーリツ
システム商品事業本部 茨城県土浦市紫ヶ丘5-1 (一財)ベターリビング MFN-1426 平成16年02月05日

シリコンコート紙・ウレタンコート紙張／両面酢酸ビニル重合体エマ
ルション形接着剤塗／パーティクルボード

株式会社ノーリツ
システム商品事業本部 茨城県土浦市紫ヶ丘5-1 (一財)ベターリビング MFN-1425 平成16年02月05日

ウレタン樹脂系塗料塗装／人工突板張／ポリ酢酸ビニル樹脂系接着剤
塗／ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社長谷川萬治商店 東京都江東区富岡2-11-6 (一財)ベターリビング MFN-1424 平成16年02月05日

両面化粧紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パーティ
クルボード 共同印刷株式会社 東京都文京区小石川四丁目十

四番十二号 (一財)ベターリビング MFN-1423 平成16年02月05日

化粧紙張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／ミディアムデンシティファイ
バーボード 共同印刷株式会社 東京都文京区小石川四丁目十

四番十二号 (一財)ベターリビング MFN-1422 平成16年02月05日

化粧紙張／水性高分子-イソシアネート系接着剤塗／合板 共同印刷株式会社 東京都文京区小石川四丁目十
四番十二号 (一財)ベターリビング MFN-1421 平成16年02月05日

単板積層材 成瀬商工株式会社 大阪市浪速区元町1丁目10番6
号 (一財)ベターリビング MFN-1420 平成16年02月05日

両面高圧メラミン樹脂板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤
塗／パーティクルボード

サンフラワーコーポレーショ
ン 台湾台北市松江路82号12F (一財)ベターリビング MFN-1419 平成16年02月05日

集成材 天草産業株式会社 東京都八王子市緑町412-10 (一財)ベターリビング MFN-1418 平成16年02月05日

酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／集成材（3層積層） 株式会社山善 大阪市西区立売堀2丁目3番16
号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1417 平成16年02月05日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面」水溶性樹脂系塗装／「裏面側」両面天然木薄板付アルミニウ
ム板張／イソシアネート接着剤塗／MDF 株式会社山善 大阪市西区立売堀2丁目3番16

号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1416 平成16年02月05日

集成材 株式会社丸七ヒダ川ウッド 岐阜県加茂郡七宗町中麻生78
1-3 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1415 平成16年02月05日

集成材フローリング ウッデン・ワールド株式会社
74000 1/67,ムー2,タンボン，アンプ
ル，ムアング，サムットサーコン，タ
イランド

(一財)日本建築総合試験所 MFN-1414 平成16年02月05日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／両面天然木単板張／両面酢酸ビニル
樹脂エマルション接着剤塗／ペーパーハニカム付両面パーティクルボード Vest-Wood Suomi Oy Jyvaskylantie288,FIN-17201,

vaaksy,Finland
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1413 平成16年02月05日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／両面天然木単板張／両面酢酸ビニル
樹脂エマルション接着剤塗／ペーパーハニカム付両面パーティクルボード ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5-2-39円通寺

ガデリウスビル6F
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1412 平成16年02月05日

集成材 株式会社ホンカ・ジャパン 山梨県南都留郡山中湖村山中
350-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1411 平成16年02月05日

ニトロセルロース樹脂系塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマル
ション形接着剤塗／MDF 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

10-60 (一財)建材試験センター MFN-1410 平成16年02月05日

両面ニトロセルロース樹脂系塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／パーティクルボード 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-1409 平成16年02月05日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 三井住商建材株式会社 東京都中央区晴海1-8-8晴美
トリトンスクエアW棟12階

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1407 平成16年02月05日

集成材 荷澤市大友木業有限公司 中国山東省荷澤市牡丹区工業
園62.EAST (一財)日本塗料検査協会 MFN-1406 平成16年02月05日

ポリエステル系塗料塗／チタニュウム紙張／ユリア樹脂系接着剤塗／
普通合板 大日本商事株式会社 東京都千代田区神田神保町3丁

目5番地住友不動産九段下ビル (一財)東海技術センター MFN-1405 平成16年02月05日

MDF サムリンファイバーボード株
式会社

マレーシア国、サラワク州、ク
アラバラムインダストリアルエ
ステートブロック1ロット191

(一財)日本建築総合試験所 MFN-1404 平成16年02月05日

集成材 インターフォージャパンリミ
テッド

東京都中央区日本橋人形町1
丁目14番地8号TT-1ビル10F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1403 平成16年02月05日

集成材 ウッデン・ワールド株式会社
74000 1/67,ムー2,タンボン,アンプ
ル,ムアング,サムットサーコン,タ
イランド

(一財)日本建築総合試験所 MFN-1402 平成16年02月05日

ポリウレタン樹脂塗装天然木単板張／合成ゴム系ラテックス形接着剤
塗／合板付両面MDF YKK　AP株式会社東北事業所 宮城県志田郡三本木町三本木

字吉田1 (一財)建材試験センター MFN-1401 平成16年02月05日

両面ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルショ
ン形接着剤塗／集成材付両面合板 株式会社ノナカ 東京都渋谷区恵比寿4丁目24

番5号 (一財)建材試験センター MFN-1399 平成16年02月05日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形
接着剤塗／MDF コンフォート株式会社 東京都中央区日本橋蠣殻町1

丁目6番地3号豊第2ビル (一財)建材試験センター MFN-1398 平成16年02月05日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

金属板裏張／水性高分子・イソシアネート系接着剤塗／MDF スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1397 平成16年02月05日

両面エポキシ樹脂系塗料塗装／集成フローリング 一城貿易有限会社 長野県長野市大字大町738番
地

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1396 平成16年02月05日

集成材 サン建材株式会社 東京都千代田区紀尾井町3番6
号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1395 平成16年02月05日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／人工杢単板張／スチレン-
ブタジエン重合体ラテックス系接着剤塗／合板 株式会社正進 岐阜県山県市梅原2383 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1394 平成16年02月05日

集成材 天津津楓木業有限公司 中国天津市河西区開放南路46
7号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1393 平成16年02月05日

集成材 大連達森木業有限公司 中国遼寧省大連市華東路93号 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1392 平成16年02月05日

アクリル樹脂系塗料塗装／天然木単板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング 株式会社テクノクルー 神奈川県大和市下鶴間2047番

地コトーつきみ野813号
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1391 平成16年02月05日

集成材 池内ベニヤ株式会社 静内郡静内町木場町1-1-22 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1390 平成16年02月05日

両面ポリオレフィン樹脂含浸シート張／アクリル樹脂系接着剤塗／パ
ーティクルボード付両面MDF

エスアンドエイチジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
4-16 (一財)建材試験センター MFN-1389 平成16年02月05日

両面ポリウレタン樹脂エマルション薄付け仕上げ塗材・天然木単板張
／アクリル樹脂系接着剤塗／パーティクルボード付両面MDF

エスアンドエイチジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
4-16 (一財)建材試験センター MFN-1388 平成16年02月05日

両面メラミン樹脂含浸紙張／MDF

立山アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川550番地

(一財)建材試験センター MFN-1387 平成16年02月05日
三協アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川70番地

集成材 山東単県森源拼板廠 中国山東省単県単父路東段 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1386 平成16年01月29日

集成材 飛騨測器株式会社 岐阜県高山市石浦町8丁目691
番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1385 平成16年01月29日

パーティクルボード（10㎜～20㎜） 新都市建託株式会社 東京都江東区牡丹1-2-2YSビ
ル2-A (一財)日本建築センター MFN-1384 平成16年01月29日

プラスチック系壁紙 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1383 平成16年01月29日

「両面」コルク張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／MDFフロ
ーリング 東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町5-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1382 平成16年01月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「全面」ウレタン樹脂塗装／「両面・側面」天然木単板張／エチレン
酢酸ビニル共重合樹脂エマルション接着剤塗／集成材 株式会社別所材木店 新潟県中蒲原郡横越町川根町

1-9-31 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1381 平成16年01月29日

「全面」ラッカー塗装／「全面」メラミン樹脂シート張／MDF
株式会社グローブ 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-

2-11
(一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1380 平成16年01月29日

有限会社デコピック 東京都新宿区西新宿3-7-1新
宿パークタワーOZONE7階

オレフィン樹脂シート張／ポリウレタン系接着剤塗／ミディアムデン
シティファイバーボード 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中川区山王一

丁目2番30号 (一財)ベターリビング MFN-1379 平成16年01月29日

ミディアムデンシティファイバーボード フリッツ・エガー株式会社 A-6380　セント　ジョハン
チロル　オーストリア (一財)ベターリビング MFN-1378 平成16年01月29日

高圧メラミン化粧板・塩化ビニルシート張／酢酸ビニル樹脂系接着剤・ウレ
タン変性エチレン酢酸ビニル共重合体エマルション形接着剤塗／ミディアム
デンシティファイバーボード

イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁目1番
地 (一財)ベターリビング MFN-1377 平成16年01月29日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード テルモパル有限会社 ヴルツッハーシュトラーセ32
88299ロイトキルヒ　ドイツ (一財)ベターリビング MFN-1376 平成16年01月29日

両面ウレタン塗装コート紙張／酢酸ビニル重合体水性エマルション形接着剤
塗／酢酸ビニル重合体水性エマルション形接着剤塗／パーティクルボード付
両面ミディアムデンシティファイバーボード

東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-1375 平成16年01月29日

突板・防水形合成樹脂溶剤形複層仕上塗料塗装突板張／酢酸ビニル樹
脂系エマルション形接着剤塗／単板積層材 ハードミルワーク社

575South Whelen
Avenue,Medford WI.54451
U.S.A.

(一財)ベターリビング MFN-1374 平成16年01月29日

両面二液型ポリウレタン樹脂塗料塗装／ミディアムデンシティファイ
バーボード

株式会社イシモク・コーポレ
ーション 福岡県大川市向島1703 (一財)ベターリビング MFN-1373 平成16年01月29日

MDF
ナバ・ジャパン株式会社 東京都世田谷区太子堂2-14-3

アーバンリゾート三軒茶屋4F
(一財)ベターリビング MFN-1372 平成16年01月29日

スマリンドルスタリジャヤ株
式会社

インドネシア共和国東カリマン
タン州サマリンダ市ロアジャナ
ン町チプトマングンクスモ通り

集成材 株式会社新宮商行 北海道小樽市稲穂2丁目1番1
号 (一財)ベターリビング MFN-1371 平成16年01月29日

集成材 東邦木材株式会社 北海道旭川市9条17丁目 (一財)ベターリビング MFN-1370 平成16年01月29日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード サンフラワーコーポレーショ
ン 台湾台北市松江路82号12F (一財)ベターリビング MFN-1369 平成16年01月29日

集成材 株式会社　吉銘 奈良県吉野郡下市町大字新住
1118 (一財)ベターリビング MFN-1368 平成16年01月29日

合板 シィ・ジェイ・ウッド株式会
社 名古屋市天白区高島1-901-9 (一財)ベターリビング MFN-1367 平成16年01月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 山田建設株式会社 東京都大田区北千束1-11-3 (一財)ベターリビング MFN-1366 平成16年01月29日

両面ポリウレタン樹脂塗料塗装／両面突き板張／酢酸ビニル樹脂系接
着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード 山田建設株式会社 東京都大田区北千束1-11-3 (一財)ベターリビング MFN-1365 平成16年01月29日

両面ポリウレタン樹脂塗料塗装／ミディアムデンシティファイバーボ
ード 山田建設株式会社 東京都大田区北千束1-11-3 (一財)ベターリビング MFN-1364 平成16年01月29日

塩化ビニル樹脂シート張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合板 東陶機器株式会社 北九州市小倉北区中島2-1-1 (一財)ベターリビング MFN-1363 平成16年01月29日

両面塩化ビニル樹脂シート張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／パーティ
クルボード 東陶機器株式会社 北九州市小倉北区中島2-1-1 (一財)ベターリビング MFN-1362 平成16年01月29日

両面塩化ビニル樹脂シート張／ポリウレタン樹脂系接着剤・酢酸ビニ
ル樹脂系接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード 東陶機器株式会社 北九州市小倉北区中島2-1-1 (一財)ベターリビング MFN-1361 平成16年01月29日

集成材 アルファテックス株式会社 東京都千代田区麹町4-5第八
麹町ビルA-57 (一財)ベターリビング MFN-1360 平成16年01月29日

両面中圧メラミン樹脂化粧板張／ポリオレフィン接着剤塗／ミディア
ムデンシティファイバーボード 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番

地 (一財)ベターリビング MFN-1359 平成16年01月29日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)ベターリビング MFN-1358 平成16年01月29日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗布／メラミン樹脂シート張／パーティ
クルボード モービルクラブ株式会社

イタリア国ミラノ州20019セッ
ティモミラネーゼヴィアガッラ
ラータ66

(一財)ベターリビング MFN-1357 平成16年01月29日

造作用集成材（12㎜～45㎜） 營口茂森木制品有限公司 中華人民共和國遼寧省營口経
済技術開発区 (一財)日本建築センター MFN-1356 平成16年01月29日

酢酸ビニル樹脂エマルション形接着剤系集成材 津田産業株式会社 大阪市住之江区平林南1丁目8
番19号 (公財)日本合板検査会 MFN-1355 平成16年01月29日

両面紫外線硬化アクリル樹脂塗装天然木単板張／MDF付ユリア樹脂を
使用した接着剤

株式会社イマオコーポレーシ
ョン 岐阜県関市千疋2002番地 (一財)建材試験センター MFN-1354 平成16年01月29日

両面プロパノール系水性塗料・紫外線硬化アクリル樹脂塗装／ユリア
樹脂系接着剤・パーティクルボード裏張両面MDF

株式会社イマオコーポレーシ
ョン 岐阜県関市千疋2002番地 (一財)建材試験センター MFN-1353 平成16年01月29日

フェノール樹脂含浸紙張（表面エンボス・裏面エンボスなし）／フェ
ノール樹脂接着剤系合板 株式会社ニッタクス 東京都中央区東日本橋三丁目

三番七号 (公財)日本合板検査会 MFN-1351 平成16年01月29日

表面アクリル系樹脂塗料／水性高分子イソシアネート系接着剤塗／集
成材フローリング

株式会社ユニオン建材ビルダ
ー

東京都港区浜松町一丁目10番
17号 (公財)日本合板検査会 MFN-1350 平成16年01月29日

表面ウレタン樹脂系塗装／酢酸ビニル樹脂エマルション形接着剤塗／
集成材フローリング（裏面ポリプロピレン防湿フィルム張） 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区永田町2-12-4 (公財)日本合板検査会 MFN-1349 平成16年01月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

造作用集成材（19㎜～41㎜） ラムトンマニュファクチャリ
ング株式会社

199,5th Avenue,P.O.Box189
Lambton(Quebec)CANADA
G0M 1HO

(一財)日本建築センター MFN-1348 平成16年01月09日

両面突板張／ミディアムデンシティファイバーボード（4.5㎜） PACIFIC RIM CABINETS
LTD.

640 Belgrave Way,Annacis Island
Business Park Delta,British
Colombia,CANADA V3M 6H4

(一財)日本建築センター MFN-1347 平成16年01月09日

両面アクリル樹脂系塗料塗装／集成フローリング Landmax Enterprises
CO.,LTD.

台湾・台中県霧峰郷丁台路45
1巷2号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1346 平成16年01月09日

両面ポリウレタン系樹脂塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマル
ション形接着剤塗／造作用集成材 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1

番1号 (一財)建材試験センター MFN-1345 平成16年01月09日

集成材 株式会社ウベモク 山口県宇部市西平原三丁目2-
22 (一財)建材試験センター MFN-1344 平成16年01月09日

無機質系壁紙

ユニチカグラスファイバー株
式会社

大阪市中央区南船場1丁目18
番17号商工中金船場ビル

(一財)建材試験センター MFN-1343 平成16年01月09日
日東紡績株式会社

東京都中央区日本橋浜町1丁目2
番1号日本橋浜町セントラルビ
ル

カネボウ株式会社 東京都港区海岸3丁目20番20
号カネボウビル

旭シュエーベル株式会社 東京都墨田区錦糸1丁目2番1
号アルカセントラル7階

集成材 株式会社岡南 岡山県倉敷市老松町2丁目6番
13号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1342 平成16年01月09日

集成材 株式会社岡南 岡山県倉敷市老松町2丁目6番
13号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1341 平成16年01月09日

集成材 株式会社サンタ通商 東京都渋谷区東3-14-15MOビ
ル4F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1340 平成16年01月09日

集成材 東急ホーム株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目21
番14号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1339 平成16年01月09日

集成材 立共インターナショナル（株
）

京都府京都市南区唐橋赤金町
1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1338 平成16年01月09日

集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区岩本町3-5-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1337 平成16年01月09日

集成材 上野住宅建材株式会社 新潟県見附市今町6-28-31 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1336 平成16年01月09日

集成材 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1335 平成16年01月09日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 株式会社三和 山口県吉敷郡小郡町大字下郷
796-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1334 平成16年01月09日

集成材 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1333 平成16年01月09日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／集成材 株式会社ホンカ・ジャパン 山梨県南都留郡山中湖村山中
350-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1332 平成16年01月09日

集成材 湯田木工株式会社 広島県廿日市市木材港北7-28 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1331 平成16年01月09日

集成材 株式会社太平木材工業 福岡県大川市大字中八院770 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1330 平成16年01月09日

両面塩化ビニル樹脂張／MDF グリーンウェーブインターナ
ショナル（株） 大阪府吹田市南吹田3-14-11 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1328 平成16年01月09日

フェノール樹脂接着剤系単板積層材 株式会社森口商店 神戸市長田区御蔵通五丁目四 (公財)日本合板検査会 MFN-1326 平成16年01月09日

水性高分子イソシアネート接着剤系集成材 中谷商店 奈良県山辺郡山添村大塩1076 (公財)日本合板検査会 MFN-1325 平成16年01月09日

水性高分子イソシアネート接着剤系集成材 株式会社啓伸 広島県神石郡三和町井関1819
番地 (公財)日本合板検査会 MFN-1324 平成16年01月09日

水性高分子イソシアネート接着剤系集成材 株式会社ウッディヨネダ 岡山県岡山市金岡西町55-2 (公財)日本合板検査会 MFN-1323 平成16年01月09日

ゴム系溶剤形接着剤 株式会社オーシカ 東京都板橋区舟渡1-4-21 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1322 平成15年12月26日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 有限会社夢ファクトリー 静岡県静岡市みずほ3丁目1-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1321 平成15年12月26日

両面ポリエステルウレタン塗料塗／両面突板張／酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／LVL裏張両面MDF 株式会社布川製作所 徳島県徳島市東沖洲2丁目5番

地（マリンピア沖洲） (一財)日本塗料検査協会 MFN-1320 平成15年12月26日

油性系下地塗料 株式会社イケダコーポレーシ
ョン

大阪府大阪市福島区福島4-8-
28FJビル3F (一財)日本塗料検査協会 MFN-1319 平成15年12月26日

集成材 埼玉県民共済生活協同組合 埼玉県さいたま市中央区上落
合2-5-22 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1318 平成15年12月26日

集成材 ジェルド・ウェンジャパン株
式会社 東京都港区西新橋2丁目17-2 (一財)建材試験センター MFN-1317 平成15年12月26日

紙系壁紙 有限会社マサオカ装飾 高知県須崎市大間西町3-17 (一財)建材試験センター MFN-1316 平成15年12月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

紙系壁紙 森鹿製紙株式会社 高知県土佐市高岡町丙432 (一財)建材試験センター MFN-1315 平成15年12月26日

集成材 株式会社タロ・インターナシ
ョナル

東京都世田谷区成城9-30-12-
107

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1314 平成15年12月26日

メラミン樹脂化粧板張／ウレタン樹脂系接着剤塗／ミディアムデンシ
ティファイバーボード アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288番地
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1313 平成15年12月26日

天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／紙裏張／MDF スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1312 平成15年12月26日

両面単板張／イソシアネート系接着剤塗／集成材フローリング スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1311 平成15年12月26日

DAP樹脂積層／パーティクルボード 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1310 平成15年12月17日

集成材 有限会社ワールド・プランニ
ング

愛知県小牧市新町3丁目423番
地 (一財)東海技術センター MFN-1309 平成15年12月17日

集成材 株式会社ジャパン・コンスト
ラクション・トレーディング

岩手県稗貫郡石鳥谷町新堀62
-69-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1308 平成15年12月17日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／集成フローリング 丸美産業株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通
り3-21

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1307 平成15年12月17日

集成材 住友林業株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1（
新宿グリーンタワービル） (一財)ベターリビング MFN-1306 平成15年12月17日

フェノール樹脂を使用した接着剤 株式会社タイルメント 愛知県名古屋市中村区宿跡1-
58 (一財)建材試験センター MFN-1305 平成15年12月17日

合板 池上産業株式会社 広島県福山市南松永市4丁目2
番36号 (一財)建材試験センター MFN-1304 平成15年12月17日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上げ塗材 有限会社フレスコジャパン 東京都世田谷区新町3-23-2 (一財)建材試験センター MFN-1303 平成15年12月17日

ポリプロピレン樹脂フィルム・天然木単板張／エチレン酢酸ビニル樹
脂系接着剤塗／普通合板 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター MFN-1302 平成15年12月17日

ポリプロピレン樹脂フィルム・天然木単板張／エチレン酢酸ビニル樹
脂系接着剤塗／防湿シート裏張MDF 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター MFN-1301 平成15年12月17日

「全面」ポリウレタン樹脂塗装／「裏面」天然木単板張／メラミン・ユリア
共縮合樹脂接着剤塗／普通合板張／メラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤塗／
MDF付合板張／メラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤塗／普通合板

松屋電工株式会社 和歌山県有田郡広川町前田21
7番地1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1300 平成15年12月17日

「両面」ポリエステル樹脂塗装／普通合板 野村貿易株式会社 大阪市中央区安土町1丁目7番
3号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1299 平成15年12月17日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 株式会社ウメモト建具 奈良県吉野郡吉野町大字六田
890番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1298 平成15年12月05日

オレフィンシート張／水性高分子-
イソシアネート系二液型接着剤塗／合板 森産業株式会社 広島県福山市柳津町3丁目3番

36号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1297 平成15年12月05日

オレフィンシート張／水性高分子-
イソシアネート系二液型接着剤塗／合板 三京化成株式会社 大阪市中央区北久宝寺町1丁

目9番8号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1296 平成15年12月05日

オレフィンシート張／水性高分子-
イソシアネート系二液型接着剤塗／合板 マルフジ建材株式会社 埼玉県北埼玉郡騎西町西ノ谷

803-2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1295 平成15年12月05日

「両面」ウレタン樹脂系塗装／天然木突き板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／集成材 サン建材株式会社 東京都千代田区紀尾井町3-6

秀和紀尾井町パークビル3F (一財)日本建築総合試験所 MFN-1294 平成15年12月05日

集成材 新協商事株式会社 東京都江東区新木場3丁目9-7 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1293 平成15年12月05日

集成材フローリング（15㎜） 有限会社國場商行 沖縄県島尻郡与那原町字上与
那原497番地3 (一財)日本建築センター MFN-1292 平成15年12月05日

集成材
フジアンプロビンス　プチアンシチィ
メイツオワン　ノースコースト
ウッドメイク株式会社

フジアンプロビンス
プチアンシチィ　メイツオワン
ノースコースト

(一財)ベターリビング MFN-1291 平成15年12月05日

ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 大連三友木業有限公司 中国大連普蘭店市西工路23号 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1290 平成15年12月05日

コルク系フローリング（3.2㎜～10㎜） フジコルク株式会社 横浜市中区万代町三丁目5番
地8 (一財)日本建築センター MFN-1289 平成15年12月05日

グラスウール断熱材（89㎜～216㎜） オーウェンスコーニングジャ
パン株式会社

東京都港区芝公園1-2-9ハナ
イビル3F (一財)日本建築センター MFN-1288 平成15年12月05日

両面突板張／単板積層材（9層） 株式会社オベ 福山市柳津町三丁目4番56号 (一財)日本建築センター MFN-1287 平成15年12月05日

「表面側」ステイン・ラッカー塗装／木質系単板張／酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／「裏面側」アルミニウム板張／メラミン・ユリア共縮
合樹脂接着剤塗／普通合板

宇部気密ハウジング株式会社 東京都台東区台東2-27-3 地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 MFN-1286 平成15年12月05日

アクリル樹脂系エマルション形薄付け仕上塗材下塗／酢酸ビニル樹脂
系エマルション形薄付け仕上塗材 アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288 (一財)建材試験センター MFN-1285 平成15年12月05日

集成材 一城貿易有限会社 長野県長野市大字大町738番
地

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1284 平成15年12月05日

集成材 一城貿易有限会社 長野県長野市大字大町738番
地

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1283 平成15年12月05日

両面ポリエステル樹脂系塗料塗装／集成フローリング 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋本町2丁
目7番1号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1282 平成15年12月05日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

MDF ロングホーム株式会社 北海道江別市野幌美幸町30-2 地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 MFN-1281 平成15年12月05日

集成材 株式会社トキワ工芸社 愛知県海部郡佐屋町本部田狭
場21-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1280 平成15年12月05日

造作用集成材（19㎜） DeWils Industries,Inc.
6307 N.E.127th Avenue P.O.Box
820568Vancouver,WA
98682-0012 USA

(一財)日本建築センター MFN-1279 平成15年12月05日

両面突板張／ミディアムデンシティファイバーボード（5.0㎜） DeWils Industries,Inc.
6307 N.E.127th Avenue P.O.Box
820568Vancouver,WA
98682-0012 USA

(一財)日本建築センター MFN-1278 平成15年12月05日

全面塩化ビニル樹脂張／ミディアムデンシティファイバーボード（19
㎜） DeWils Industries,Inc.

6307 N.E.127th Avenue P.O.Box
820568Vancouver,WA
98682-0012 USA

(一財)日本建築センター MFN-1277 平成15年12月05日

両面塩化ビニル樹脂張／普通合板（7層） DeWils Industries,Inc.
6307 N.E.127th Avenue P.O.Box
820568Vancouver,WA
98682-0012 USA

(一財)日本建築センター MFN-1276 平成15年12月05日

集成材 ホンマ 名古屋市天白区山根町332番
地 (一財)東海技術センター MFN-1275 平成15年12月05日

両面アクリル樹脂系塗料塗装／集成フローリング 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋本町2-7-1
イトーピア日本橋本町ビル5F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1274 平成15年12月05日

両面アクリル樹脂系塗料塗装／集成フローリング 大地貿易株式会社 横浜市港北区日吉五丁目21-2
7-209号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1273 平成15年12月05日

集成材 大連嘉宏木業有限公司 中国大連市小平島 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1272 平成15年12月05日

集成材 大地貿易株式会社 横浜市港北区日吉五丁目21-2
7-209号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1271 平成15年12月05日

集成材 広実ハウス工業株式会社 大阪市生野区田島5丁目6-26 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1270 平成15年12月05日

「表面側」高圧メラミンシート・「裏面側」オレフィンシート張／「表側」イソブチレ
ン・無水マレイン酸共重合体接着剤・「裏側」脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン
変性エチレン酢酸ビニル共重合体2液型接着剤塗／パーティクルボード（端面被覆処理）

松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1269 平成15年12月05日

フェノール樹脂を使用した接着剤 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6
番1号 (一財)建材試験センター MFN-1268 平成15年12月05日

両面メラミン積層板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション型接着剤塗／
パーティクルボード

ティッセタンタジャパン株式
会社

東京都中央区日本橋蛎殻町1-
30-5 (一財)建材試験センター MFN-1267 平成15年12月05日

ニトロセルロースラッカー・ウレタン樹脂系塗料塗装／天然木単板張／水性高分子
-イソシアネート系接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード張／酢酸ビ
ニル樹脂系エマルション接着剤塗／集成材

有限会社佐野銘木店 徳島県徳島市北沖洲2-9-55 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1220 平成15年12月05日

繊維系壁紙 株式会社アスカム 静岡県榛原郡吉田町片岡356-
1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1266 平成15年11月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
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指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ランバーコア合板 住友林業株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1265 平成15年11月27日

ポリエステル樹脂系塗装／チタン紙張／合板付ユリア樹脂・酢酸ビニ
ル樹脂エマルション混合接着剤 住友林業株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-1264 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／人工杢突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション
形接着剤塗／合板 有限会社中村ツキ板 福岡県大川市鐘ヶ江677 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1263 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／人工杢突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション
形接着剤塗／合板 山栄産業株式会社 福岡県大川市諸富37 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1262 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／人工杢突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション
形接着剤塗／合板 オサジマ 福岡県大川市向島1110 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1261 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／人工杢突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション
形接着剤塗／合板 有限会社大川単板産業 福岡県大川市郷原632-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1260 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／人工杢突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション
形接着剤塗／合板 石井商店 福岡県大川市一木48-10 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1259 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／人工杢突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション
形接着剤塗／合板 有限会社アサヒ突板工業 福岡県大川市向島916-4 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1258 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／人工杢突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション
形接着剤塗／合板

大川化粧合板工業協同組合品
質管理機構 福岡県大川市大字向島1370-3 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1257 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF 丸三産業 福岡県大川市鐘ヶ江590-15 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1256 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF 中村ツキ板加工所 福岡県大川市郷原300-2 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1255 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF 島崎興産 福岡県大川市鐘ヶ江590-5 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1254 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF 有限会社志岐工芸 福岡県三瀦郡城島町江上本13

15-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1253 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF 山栄産業株式会社 福岡県大川市諸富37 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1252 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF オサジマ 福岡県大川市向島1110 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1251 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF 有限会社大川単板産業 福岡県大川市郷原632-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1250 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF

株式会社エレガントウッドコ
ーポレーション 福岡県大川市一木48-10 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1249 平成15年11月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF 有限会社イマヤマ 福岡県大川市榎津103-2 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1248 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF 石井商店 福岡県大川市一木48-10 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1247 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF 有限会社アサヒ突板工業 福岡県大川市向島916-4 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1246 平成15年11月27日

表面ウレタン塗料塗／突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着
剤塗／MDF

大川化粧合板工業協同組合品
質管理機構 福岡県大川市大字向島1370-3 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1245 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 株式会社柳川ツキ板工芸 福岡県柳川市奥州町21-7 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1244 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 丸三産業 福岡県大川市鐘ヶ江590-15 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1243 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 馬渕ツキ板工業所 福岡県大川市郷原町西田337-
2 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1242 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 松本合板 福岡県大川市酒見660-5 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1241 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 堀田ツキ板 福岡県大川市上巻94-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1240 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 廣松突板 福岡県大川市三丸812-2 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1239 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 服部ツキ板 福岡県大川市中八院894-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1238 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 有限会社中村ツキ板 福岡県大川市鐘ヶ江677 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1237 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 有限会社トマト 福岡県大川市向島1766 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1236 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 株式会社田中ツキ板工業所 福岡県三瀦郡三瀦町高山瀦14
30-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1235 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 田中ツキ板加工所 福岡県大川市上巻81-2 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1234 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 株式会社信成 福岡県大川市幡保96-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1233 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 島崎興産 福岡県大川市鐘ヶ江590-5 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1232 平成15年11月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 有限会社志岐工芸 福岡県三潴郡城島町江上本13
15-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1231 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 カメヤ産業株式会社 福岡県大川市北古賀130-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1230 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 株式会社オサジマ 福岡県大川市道海島40 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1229 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 オサジマ 福岡県大川市向島1110 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1228 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 有限会社大川単板産業 福岡県大川市郷原632-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1227 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 株式会社エレガントウッドコ
ーポレーション 福岡県大川市一木48-10 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1226 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 有限会社イマヤマ 福岡県大川市榎津103-2 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1225 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 石橋ツキ板加工所 福岡県大川市三丸538-5 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1224 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 石井商店 福岡県大川市一木48-10 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1223 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 有限会社アサヒ突板工業 福岡県大川市向島916-4 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1222 平成15年11月27日

突板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板 大川化粧合板工業協同組合品
質管理機構 福岡県大川市大字向島1370-3 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1221 平成15年11月27日

両面ポリエステルウレタン塗料塗／両面紙間強化紙張／酢酸ビニル樹
脂系エマルション形接着剤塗／LVL裏張両面MDF 株式会社布川製作所 徳島徳島市東中州2丁目5番地

（マリンピア中洲） (一財)日本塗料検査協会 MFN-1219 平成15年11月19日

クロロプレンゴム系溶剤形接着剤 日立化成ポリマー株式会社 東京都千代田区内神田1-13-7
（四国ビル） (一財)日本塗料検査協会 MFN-1218 平成15年11月19日

クロロプレンゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-15
-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1217 平成15年11月19日

紫外線硬化アクリル樹脂系塗装／両面単板張／ユリア樹脂系接着剤塗
／集成材フローリング 北洋交易株式会社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20

番3号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1216 平成15年11月19日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード エスアンドエイチジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋掘留町1-
4-16 (一財)建材試験センター MFN-1215 平成15年11月19日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社スパジオ 東京都中央区日本橋本町1丁
目5番9号 (一財)建材試験センター MFN-1214 平成15年11月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装／コート紙張・粘着剤付アルミ箔張／
酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／ミディアムデンシティファイバ
ーボード張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板フローリング

南海プライウッド株式会社 香川県高松市松福町1丁目15-
10 (一財)ベターリビング MFN-1213 平成15年11月19日

アルミニウム箔張／アクリル樹脂接着剤塗／合板 前澤給装工業株式会社 東京都目黒区鷹番2-13-5 (一財)ベターリビング MFN-1212 平成15年11月19日

集成材 株式会社岡田建具製作所 北海道恵庭市戸磯313番地の4
0 (一財)ベターリビング MFN-1211 平成15年11月19日

短油性フタル酸樹脂系塗料塗装・コート紙張／エチレン・酢酸共重合樹脂系
エマルション形接着剤塗／メラミン樹脂系接着剤塗／合板（2層積層・メラミ
ン樹脂系接着剤塗）付ミディアムデンシティファイバーボード

東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-1210 平成15年11月19日

集成材 株式会社マルホン 静岡県浜北市永島1295番地 (一財)ベターリビング MFN-1208 平成15年11月19日

両面ポリエチレンテレフタレート樹脂シート張／ビニル共重合エマル
ション形接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)ベターリビング MFN-1207 平成15年11月19日

集成材 天草産業株式会社 東京都八王子市緑町412-10 (一財)ベターリビング MFN-1206 平成15年11月19日

両面コート紙張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／ミデ
ィアムデンシティファイバーボード 東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-1205 平成15年11月19日

両面コート紙張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／パー
ティクルボード 東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-1204 平成15年11月19日

アルミニウム箔張／アクリル酸エステル共重合体接着剤塗／合板 株式会社イノアックコーポレ
ーション

名古屋市熱田区大宝四丁目9
番24号ノイアック日比野ビル (一財)ベターリビング MFN-1203 平成15年11月19日

両面コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／両面酢酸ビニ
ル共重合水性エマルション形接着剤塗／合板付ミディアムデンシティファイ
バーボード

東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-1202 平成15年11月19日

単色コート紙張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／ミディアムデンシティ
ファイバーボード 株式会社ヤマセイ 愛知県海部郡飛島村木場2丁

目59番地 (一財)ベターリビング MFN-1201 平成15年11月19日

紫外線硬化型塗料塗装／集成材フローリング 株式会社寿高通商 千葉県市川市行徳駅前3丁目2
番12号703 (一財)ベターリビング MFN-1200 平成15年11月19日

「表面側」ポリエチレンテレフタレートシート・「裏面側」オレフィンシート張／「表
面」ウレタン系ホットメルト接着剤・「裏側」脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン
変性エチレン酢酸ビニル共重合体2液型接着剤塗／パーティクルボード（端面被覆処理）

松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1199 平成15年11月19日

「表面側」エチレン酢酸ビニル樹脂系接着剤付きオレフィン樹脂系フィルム
張／「裏面側」オレフィン樹脂系低密度発泡体張／オレフィン樹脂系接着剤
塗／コルクシートフローリング

シンコール株式会社 石川県金沢市直江町イ12番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1198 平成15年11月19日

壁紙施工用でん粉系接着剤 新日本化成工業株式会社 秋田県能代市河戸川字南西山
18-6 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1197 平成15年11月19日

集成材 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1196 平成15年11月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 株式会社三和 山口県吉敷郡小郡町大字下郷
796-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1195 平成15年11月19日

PET樹脂シート張／ポリウレタン系接着剤塗／メラミン樹脂シート裏
張／MDF 株式会社アクタス 東京都新宿区新宿2-19-1ビッ

グス新宿ビル12F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1194 平成15年11月19日

集成材 木村物産株式会社 東京都江東区新木場2-6-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1193 平成15年11月14日

「両面・側面」オレフィンシート張／エチレン酢酸ビニル共重合樹脂
エマルション接着剤塗／パーティクルボード（2層積層） 松澤功藝株式会社 兵庫県伊丹市鴻池字北浦8番

地の1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1192 平成15年11月14日

「両面」メラミン樹脂シート張／パーティクルボード
株式会社グローブ 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-

2-11
(一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1191 平成15年11月14日

有限会社デコピック 東京都新宿区西新宿3-7-1新
宿パークタワーOZONE7階

「全面」ウレタン樹脂塗装／「両面・側面」天然木単板張／エチレン
酢酸ビニル共重合樹脂エマルション接着剤塗／集成材 株式会社別所材木店 新潟県中蒲原郡横越町川根町

1-9-31 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1190 平成15年11月14日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／集成材 株式会社フィンランドハウス 千葉県市原市東国分寺台3丁
目10番地23

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1189 平成15年11月14日

造作用集成材（19㎜～26㎜） Fitts Industries,Ins. 2211 Greensboro
Ave.Tuscaloosa,AL,35401 USA (一財)日本建築センター MFN-1188 平成15年11月14日

「両面」低圧メラミン含浸紙張／ユリア・メラミン樹脂系接着剤塗／
パーティクルボード 株式会社カタオカ 大阪府東住吉区田辺1-8-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1187 平成15年11月14日

アクリル樹脂系塗装／横はぎ天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマル
ション接着剤塗／合板フローリング

Parqueterie Berrichone 2Rue Saint-Exupery
36120,Ardentes,France （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-1186 平成15年11月14日
伊藤忠商事株式会社木材・建
材部 東京都港区北青山2-5-1

アクリル樹脂系塗装／天然木単板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング

Margaritelli Italia S.p.A 06089 Miralduolo di
Torgiano,Perugia-Italia （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-1185 平成15年11月14日
伊藤忠商事株式会社木材・建
材部 東京都港区北青山2-5-1

アルミ板裏張／水性高分子・イソシアネート系接着剤塗／MDF スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1184 平成15年11月14日

アルミ板裏張／水性高分子・イソシアネート系接着剤塗／MDF ユーロハンズ株式会社 北海道帯広市大通南16丁目2 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1183 平成15年11月14日

アルミ板裏張／水性高分子・イソシアネート系接着剤塗／MDF 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1182 平成15年11月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アルミ板裏張／水性高分子・イソシアネート系接着剤塗／MDF 丸紅建材株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町1-
4-14 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1181 平成15年11月14日

天然木単板張／アルミ板裏張／水性高分子・イソシアネート系接着剤
塗／MDF 丸紅建材株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町1-

4-14 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1180 平成15年11月14日

天然木単板張／アルミ板裏張／水性高分子・イソシアネート系接着剤
塗／MDF 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1179 平成15年11月14日

天然木単板張／アルミ板裏張／水性高分子・イソシアネート系接着剤
塗／MDF ユーロハンズ株式会社 北海道帯広市大通南16丁目2 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1178 平成15年11月14日

天然木単板張／アルミ板裏張／水性高分子・イソシアネート系接着剤
塗／MDF スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1177 平成15年11月14日

UV塗装／フェノール樹脂系接着剤塗／集成材フローリング 株式会社建築資料研究社 東京都豊島区西池袋1-15-7ベ
ルビル7階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1176 平成15年11月14日

紙系壁紙 株式会社キシモト 大阪市天王寺区北河堀町7-22 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1175 平成15年11月14日

集成材 株式会社オムニツダ 名古屋市中区大須四丁目9番2
1号 (一財)東海技術センター MFN-1174 平成15年11月14日

集成材 株式会社オムニツダ 名古屋市中区大須四丁目9番2
1号 (一財)東海技術センター MFN-1173 平成15年11月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙 オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)東海技術センター MFN-1172 平成15年11月14日

集成材 丸美産業株式会社 海部郡飛鳥村木場1丁目32 (一財)東海技術センター MFN-1171 平成15年11月14日

集成材 丸美産業株式会社 海部郡飛鳥村木場1丁目32 (一財)東海技術センター MFN-1170 平成15年11月14日

集成材 丸美産業株式会社 海部郡飛鳥村木場1丁目32 (一財)東海技術センター MFN-1169 平成15年11月14日

集成材 株式会社アイ・エム・ケー 岐阜県関市豊岡町2丁目4番21
号 (一財)東海技術センター MFN-1168 平成15年11月14日

集成材 株式会社アイ・エム・ケー 岐阜県関市豊岡町2丁目4番21
号 (一財)東海技術センター MFN-1167 平成15年11月14日

集成材 ホンマ 名古屋市天白区山根町332番
地 (一財)東海技術センター MFN-1166 平成15年11月14日

天然木単板（3層）付／ユリア樹脂系接着剤 STIA Holzindustrie GmbH A-8911 Admont, Austria (一財)日本建築センター MFN-1163 平成15年11月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 山本製材所 和歌山県有田郡金屋町川口5-
3

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1162 平成15年11月14日

集成材 株式会社ワラビー 神奈川県藤沢市羽鳥4丁目9番
32号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1161 平成15年11月11日

「両面」オレフィンシート張／溶剤型ポリウレタン系接着剤塗／MDF
張／単板積層材 株式会社ハウテック 岐阜県益田郡下呂町少ヶ野42

3番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1160 平成15年11月11日

「両面」ウレタン塗装／天然木単板張／酢酸ビニル系接着剤塗／MDF
張／単板積層材 株式会社ハウテック 岐阜県益田郡下呂町少ヶ野42

3番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1159 平成15年11月11日

「両面」ウレタン塗装／天然木単板重ね張／酢酸ビニル系接着剤塗／
集成材（縁材付） 株式会社ハウテック 岐阜県益田郡下呂町少ヶ野42

3番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1158 平成15年11月11日

「両面」低圧メラミン樹脂シート積層／パーティクルボード 有限会社デザイン工芸中西 岡山市竹原218番の9 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1157 平成15年11月11日

集成材 共伸木材株式会社 大阪府岸和田市木材町16-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1156 平成15年11月11日

集成材 桑原木材株式会社 愛知県犬山市大字羽黒字八幡
西1番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1155 平成15年11月11日

「表面側」ポリウレタン樹脂系塗装／人工突き板張／水性高分子イソシアネ
ート系接着剤塗／「側面側」ポリウレタン樹脂系塗装／天然木突き板張／水
性高分子イソシアネート系接着剤塗／集成材

株式会社キプロ 高知県南国市双葉台18番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1154 平成15年11月11日

集成材 株式会社ヤマシタ 岡山市下中野312-102 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1153 平成15年11月11日

「両面」メラミン樹脂張／クロロプレンゴム系接着剤塗／パーティク
ルボード

I.D.E.e.CREATION
F.S.I.日本事務所

大阪市西区京町堀1丁目8-22
パークサイドビル801 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1152 平成15年11月11日

「両面」塩化ビニルシート張／ポリウレタン樹脂系接着剤塗／MDF I.D.E.e.CREATION
F.S.I.日本事務所

大阪市西区京町堀1丁目8-22
パークサイドビル801 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1151 平成15年11月11日

繊維系壁紙（0.5㎜） ヤマハ株式会社 静岡県松浜市中沢町10番1号 (一財)日本建築センター MFN-1150 平成15年11月11日

造作用集成材（4㎜～20㎜） 株式会社シーアール 富山市飯野40-2 (一財)日本建築センター MFN-1149 平成15年11月11日

ミディアムデンシティファイバーボード（18㎜） スターバックスコーヒージャ
パン株式会社

東京都渋谷区神宮前二丁目22
番16号 (一財)日本建築センター MFN-1095 平成15年11月10日

造作用集成材（15㎜～40㎜） ノース・イーストウッド（株
）

Teollisuustie 16, FIN-98120
Kemijarvi,FINLAND (一財)日本建築センター MFN-1165 平成15年11月05日

造作用集成材（20㎜～80㎜） LAPPIPORRAS OY Asentajankatu3 94600
Kemi,FINLAND (一財)日本建築センター MFN-1164 平成15年11月05日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

造作用集成材（3㎜～30㎜） 株式会社オベ 福山市柳津町三丁目4番56号 (一財)日本建築センター MFN-1148 平成15年10月31日

両面メラミン含浸紙張／パーティクルボード（16㎜） 株式会社レッカトレーディン
グ

東京都新宿区西新宿4丁目32-
6 (一財)日本建築センター MFN-1147 平成15年10月31日

両面メラミン含浸紙張／パーティクルボード（19㎜） 株式会社レッカトレーディン
グ

東京都新宿区西新宿4丁目32-
6 (一財)日本建築センター MFN-1146 平成15年10月31日

両面メラミン含浸紙張／ミディアムデンシティファイバーボード（20
㎜）

株式会社レッカトレーディン
グ

東京都新宿区西新宿4丁目32-
6 (一財)日本建築センター MFN-1145 平成15年10月31日

ワックス塗装（表面一層目）／コルク化粧板張（表面二層目）／酢酸ビニル
樹脂エマルション接着剤塗／ウレタン樹脂接着剤系圧縮コルクフローリング 株式会社センリュウ 横浜市栄区上郷町1063-11 (公財)日本合板検査会 MFN-1144 平成15年10月31日

ワックス塗装（表面一層目）／コルク化粧板張（表面二層目）／酢酸ビニル
樹脂エマルション接着剤塗／ウレタン樹脂接着剤系圧縮コルクフローリング 三芯コルク株式会社 東京都足立区梅田4丁目36番1

号 (公財)日本合板検査会 MFN-1143 平成15年10月31日

ワックス塗装（表面一層目）／コルク化粧板張（表面二層目）／酢酸ビニル
樹脂エマルション接着剤塗／ウレタン樹脂接着剤系圧縮コルクフローリング 株式会社アモリムジャパン 東京都千代田区一番町10番地

ソテイラビル101 (公財)日本合板検査会 MFN-1142 平成15年10月31日

ワックス塗装（表面一層目）／コルク化粧板張（表面二層目）／酢酸ビニル
樹脂エマルション接着剤塗／ウレタン樹脂接着剤系圧縮コルクフローリング

エランコルクトレーディング
株式会社

埼玉県さいたま市南区南本町
2丁目20番15号 (公財)日本合板検査会 MFN-1141 平成15年10月31日

ワックス塗装（表面一層目）／コルク化粧板張（表面二層目）／酢酸ビニル
樹脂エマルション接着剤塗／ウレタン樹脂接着剤系圧縮コルクフローリング シンコー株式会社 東京都世田谷区上野毛1丁目7

番11号 (公財)日本合板検査会 MFN-1140 平成15年10月31日

ワックス塗装（表面一層目）／コルク化粧板張（表面二層目）／酢酸ビニル
樹脂エマルション接着剤塗／ウレタン樹脂接着剤系圧縮コルクフローリング 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1丁

目4番1号 (公財)日本合板検査会 MFN-1139 平成15年10月31日

ワックス塗装（表面一層目）／コルク化粧板張（表面二層目）／酢酸ビニル
樹脂エマルション接着剤塗／ウレタン樹脂接着剤系圧縮コルクフローリング 神戸コルク株式会社 兵庫県神戸市中央区東町123

番地貿易ビル2階 (公財)日本合板検査会 MFN-1138 平成15年10月31日

ワックス塗装（表面一層目）／コルク化粧板張（表面二層目）／酢酸ビニル
樹脂エマルション接着剤塗／ウレタン樹脂接着剤系圧縮コルクフローリング 株式会社千代田商会 東京都中央区京橋3丁目7番8

号 (公財)日本合板検査会 MFN-1137 平成15年10月31日

ワックス塗装（表面一層目）／コルク化粧板張（表面二層目）／酢酸ビニル
樹脂エマルション接着剤塗／ウレタン樹脂接着剤系圧縮コルクフローリング

日本・ポルトガルコルク工業
会

東京都千代田区一番町10番地
ソテイラビル101 (公財)日本合板検査会 MFN-1136 平成15年10月31日

ワックス塗装（表面）／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／ハー
ドボード付圧縮コルク板フローリング（裏面コルク緩衝材） 株式会社アモリムジャパン 東京都千代田区一番町10番地

ソテイラビル101 (公財)日本合板検査会 MFN-1135 平成15年10月31日

ウレタン樹脂塗装（両面）／天然木単板張（表面二層目）／水性高分
子イソシアネート接着剤系集成材 株式会社三協産業 広島県福山市柳津町四丁目6

番5号 (公財)日本合板検査会 MFN-1134 平成15年10月31日

両面ウレタン樹脂塗装天然木張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤
塗／パーティクルボード 松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1133 平成15年10月29日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／天然木化粧単板・天然木単板2層張
／水性高分子-イソシアネート系接着剤塗／集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三

賀288
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1132 平成15年10月29日

111/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 テイオー産業株式会社 静岡県浜松市有玉西町2414-2 (一財)建材試験センター MFN-1131 平成15年10月29日

集成材 株式会社君島 神奈川県横浜市中区山下町74
-1大和ビル7階 (一財)建材試験センター MFN-1130 平成15年10月29日

オイルステイン塗装／木質系フローリング ジャパン・デンマーク・トレ
ードセンター

兵庫県神戸市中央区港島南町1-5
-2神戸キメックセンタービル7F (一財)建材試験センター MFN-1129 平成15年10月29日

プラスチック系壁紙 東永化成株式会社 東京都葛飾区金町1丁目5番11
号 (一財)建材試験センター MFN-1128 平成15年10月29日

塩化ビニル樹脂系壁紙 東永化成株式会社 東京都葛飾区金町1丁目5番11
号 (一財)建材試験センター MFN-1127 平成15年10月29日

集成材 中土畜東方進出口有限責任公
司

中国青島香港中路18号福泰広
場写字桜1101室 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1126 平成15年10月29日

集成材 ナカインターナショナル 奈良県奈良市丸山1丁目1079
番地の231 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1125 平成15年10月29日

集成材 株式会社大工産 加古川市東神吉町神吉1027番
地の1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1124 平成15年10月29日

集成材フローリング 旭貿易株式会社 名古屋市港区高木町3丁目46
番 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1123 平成15年10月29日

両面高圧メラミンシート張／脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン
変性エチレン酢酸ビニル共重合体2液型接着剤塗／パーティクルボード 松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1122 平成15年10月29日

アクリル樹脂系塗装／天然木突き板張／スチレン・ブタジエン共重合樹脂・
メラミン樹脂系接着剤塗／MDF張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合板フロー
リング

セトウチ化工株式会社 岡山県岡山市郡3012番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1121 平成15年10月29日

アクリル樹脂系塗装／天然木突き板張／スチレン・ブタジエン共重合樹脂・
メラミン樹脂系接着剤塗／紙張／スチレン・ブタジエン共重合樹脂・メラミ
ン樹脂系接着剤塗／合板フローリング

セトウチ化工株式会社 岡山県岡山市郡3012番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1120 平成15年10月29日

両面低圧メラミン含浸紙積層／パーティクルボード 株式会社ピアレスインターナ
ショナルアソーシエーツ 大阪市西区新町2-10-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1119 平成15年10月29日

両面メラミン含浸紙積層／パーティクルボード
有限会社ウエスターン大阪 大阪市中央区上本町3-2-6

(一財)日本建築総合試験所 MFN-1118 平成15年10月29日
フライドラー　ホルツベルクシュトッフェ
ゲーエムベーハー　アンド　カンパニー
ケージー

インゴルシュテッター
シュトラーセ　51　D-92318
ノイマークト，ドイツ

ポリプロピレン不織布張／合成ゴム系接着剤塗／ロックウール保温材 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1117 平成15年10月29日

両面オレフィンシート張／「表側」ウレタン系ホットメルト接着剤・「裏側
」脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン変性エチレン酢酸ビニル共重合体2
液型接着剤塗／パーティクルボード（端面被覆処理）

松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1116 平成15年10月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリオレフィンフィルム張／酢酸ビニル重合体水性エマルション接着剤
塗／人工突き板張／酢酸ビニル重合体水性エマルション接着剤塗／合板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1115 平成15年10月29日

人工突き板単板張／酢酸ビニル重合体水性エマルション接着剤塗／合
板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1114 平成15年10月29日

「両面」ポリエステル樹脂含浸紙張／酢酸ビニル系樹脂重合体水性エ
マルション接着剤塗／合板（天然木の芯材を有する） アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1113 平成15年10月29日

両面PETシート張／脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン変性エチ
レン酢酸ビニル共重合体2液型接着剤塗／パーティクルボード 松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1112 平成15年10月29日

両面ウレタンコート紙張／変性酢酸ビニル系接着剤塗／パーティクル
ボード（端面被覆処理） 松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1111 平成15年10月29日

単板張／フェノール樹脂系接着剤塗／集成材フローリング 株式会社建築資料研究社 東京都豊島区西池袋1-15-7ベ
ルビル7階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1110 平成15年10月29日

ミディアムデンシティファイバーボード（15㎜～21㎜） 株式会社ツナシマハウスウエ
ア

東京都文京区湯島2丁目18番1
2号 (一財)日本建築センター MFN-1109 平成15年10月29日

両面突板張／造作用集成材（35㎜） ハラサワホーム株式会社 群馬県太田市新井町565 (一財)日本建築センター MFN-1108 平成15年10月29日

集成材フローリング（15㎜） ハラサワホーム株式会社 群馬県太田市新井町565 (一財)日本建築センター MFN-1106 平成15年10月29日

紙張り（両面）／MDF付ユリア・メラミン共縮合樹脂系接着剤 セイホクウィズ株式会社 東京都文京区本郷1丁目25番5
号 (公財)日本合板検査会 MFN-1105 平成15年10月29日

水性高分子イソシアネート接着剤系集成材 株式会社ダイコー 埼玉県児玉郡上里町大字五明
715番地 (公財)日本合板検査会 MFN-1104 平成15年10月29日

ワックス塗装（表面）／ウレタン樹脂塗装（裏面）／ウレタン樹脂接
着剤系圧縮コルクフローリング 株式会社エコルク 小平市御幸町322-15 (公財)日本合板検査会 MFN-1103 平成15年10月29日

ウレタン樹脂系塗装（表面一層目）／天然木単板張（表面二層目）／酢酸ビ
ニル樹脂系エマルション形接着剤塗（両面）／合板（裏面木質系桟木付） オータカランバー株式会社 秋田県能代市落合字下大野17 (公財)日本合板検査会 MFN-1102 平成15年10月29日

ウレタン樹脂フィルム張（表面）／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤
塗／ユリア・メラミン共縮合樹脂接着剤系ミディアムデンシティファイバー
ボード

ハイテクウッド株式会社 秋田県山本郡八竜町鵜川字八
幡台126 (公財)日本合板検査会 MFN-1101 平成15年10月29日

塩化ビニルシート張（表面一層目）／天然木単板張（両面二層目）／酢酸ビ
ニル樹脂エマルション接着剤塗／ハードボード付圧縮コルク板フローリング
（裏面コルク緩衝材）

株式会社アモリムジャパン 東京都千代田区一番町10番地
ソテイラビル101 (公財)日本合板検査会 MFN-1100 平成15年10月29日

水性高分子イソシアネート接着剤系集成材 住友林業クレスト株式会社新
居浜事業所 愛媛県新居浜市磯浦町16-1 (公財)日本合板検査会 MFN-1099 平成15年10月29日

ウレタン樹脂塗装（両面）／水性高分子イソシアネート接着剤系集成
材 株式会社オベ 福山市柳津町三丁目4番56号 (公財)日本合板検査会 MFN-1098 平成15年10月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン樹脂塗装（両面）／水性高分子イソシアネート接着剤系集成
材 株式会社オベ 福山市柳津三丁目4番56号 (公財)日本合板検査会 MFN-1097 平成15年10月29日

フェノール樹脂系接着剤塗／合板（3層） 株式会社スズキトレーディン
グ

札幌市豊平区西岡4条4丁目1-
25 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1096 平成15年10月22日

集成材 株式会社森庵允晴商店 大阪府岸和田市木材町18-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-1094 平成15年10月22日

ポリエチレン発泡体裏張／ビニル共重合エマルション形接着剤塗／集
成材フローリング ボード株式会社 東京都新宿区新宿5丁目4番1

号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1093 平成15年10月22日

ポリエチレン発泡体裏張／エチレン酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／集成
材フローリング ボード株式会社 東京都新宿区新宿5丁目4番1

号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1092 平成15年10月22日

集成材 茶谷産業株式会社 大阪市中央区安土町1丁目8番
15号野村不動産大阪ビル (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1091 平成15年10月22日

油性系塗装／集成材
BM PLANNING 新潟県西蒲原郡中之口村道上

586-14 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1090 平成15年10月22日

荷澤林盛木制品有限公司 中国山東省曹縣荘寨鎮馮寨村

造作用集成材 株式会社スキャンインター 神奈川県横浜市都筑区並木3-
1シティセンターⅢ2F (一財)建材試験センター MFN-1088 平成15年10月22日

アクリル樹脂系ラッカー塗装／木質系フローリング 株式会社スキャンインター 神奈川県横浜市都筑区並木3-
1シティセンターⅢ2F (一財)建材試験センター MFN-1087 平成15年10月22日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード ティッセタンタジャパン株式
会社

東京都中央区日本橋蛎殻町1-
30-5 (一財)建材試験センター MFN-1086 平成15年10月22日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード マエダインターナショナル有
限会社 大阪府寝屋川市寿町49-9 (一財)建材試験センター MFN-1085 平成15年10月22日

水性アクリルエマルション系塗装／MDF 三洋電機株式会社 大阪府守口市京阪本通2丁目5
番5号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1084 平成15年10月22日

ロックウール保温筒 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1-2-
1 (一財)建材試験センター MFN-1082 平成15年10月22日

両面エポキシ樹脂系塗装／集成フローリング ヨシタメ株式会社 東京都墨田区江東橋5-12-6 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1081 平成15年10月20日

塩化ビニル樹脂系シート張／ウレタン樹脂系接着剤塗／LVL・合板裏張
両面MDF ニホンフラッシュ株式会社 徳島県小松島市横須町5-26 (一財)建材試験センター MFN-1080 平成15年10月20日

両面アクリル樹脂系塗装／集成フローリング 株式会社銘林 東京都江東区新木場1-7-6 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1078 平成15年10月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂フィルム張／ビニル共重合樹脂系エマルション接着剤
塗／合板 株式会社日本産業 栃木県下津賀郡国分寺町柴26

2-21
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1077 平成15年10月20日

集成材 株式会社雅 千葉県千葉市中央区松波二丁
目8番2号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1076 平成15年10月20日

フェノール樹脂を使用した接着剤 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築センター MFN-1075 平成15年10月20日

造作用集成材（9㎜～60㎜） JIAHUA Building Materials
(Fujian)Co.,Ltd

Maaysia Nan Lian Feng Feng Industrial
Park,Guan Qiao Zhen,Nan&#039;an
City,Fujian Province,China

(一財)日本建築センター MFN-1074 平成15年10月20日

集成材 T.N.M.INTERNATIONAL 静岡県静岡市東新田4-9-8 (一財)東海技術センター MFN-1073 平成15年10月20日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1072 平成15年10月20日

ゴム系溶剤形接着剤 積水化学工業株式会社 滋賀県甲賀郡水口町泉1259 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1071 平成15年10月20日

両面UV硬化形塗料塗／集成材フローリング 和以美株式会社 東京都荒川区西日暮里5-14-3
サンキエームビル6階 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1070 平成15年10月20日

造作用集成材 和以美株式会社 東京都荒川区西日暮里5-14-3
サンキエームビル6階 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1069 平成15年10月20日

ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-15
-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1068 平成15年10月20日

ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-15
-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-1067 平成15年10月20日

両面天然木突き板張／酢酸ビニル・エチレン共重合樹脂系接着剤塗／
MDF アイカ工業株式会社 愛知県春日井郡新川町西堀江

2288番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1066 平成15年10月20日

集成材 旭硝子株式会社板ガラスカン
パニー

東京都墨田区錦糸1丁目2番1
号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1065 平成15年10月20日

「両面」オレフィン系樹脂シート張／ポリウレタン樹脂系2液型接着剤
塗／MDF（芯材にMDFを有する） パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1丁

目1番4号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1064 平成15年10月20日

「表面側」アクリル系樹脂コート紙張／「裏面側」ウレタン系樹脂コ
ート紙張／ユリア樹脂系接着剤塗／MDF（木口被覆処理） パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1丁

目1番4号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1063 平成15年10月20日

「両面」オレフィン系樹脂シート張／ポリウレタン樹脂系2液型接着剤
塗／MDF（芯材に単板積層材を有する、木口被覆処理） パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1丁

目1番4号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1062 平成15年10月20日

集成材 株式会社ジャパン・コンスト
ラクション・トレーディング

岩手県稗貫郡石鳥谷町新堀62
-69-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1061 平成15年10月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション接着剤塗／合板 株式会社日本産業 栃木県下津賀郡国分寺町柴26
2-21

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1060 平成15年10月20日

塩化ビニル樹脂フィルム張／ビニル共重合樹脂系エマルション接着剤
塗／合板 株式会社日本産業 栃木県下津賀郡国分寺町柴26

2-21
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1059 平成15年10月20日

天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション接着剤塗／不織布張／
酢酸ビニル樹脂系エマルション接着剤塗／合板 株式会社日本産業 栃木県下津賀郡国分寺町柴26

2-21
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1058 平成15年10月20日

天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション接着剤塗／不織布張／
酢酸ビニル樹脂系エマルション接着剤塗／合板 株式会社日本産業 栃木県下津賀郡国分寺町柴26

2-21
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1057 平成15年10月20日

コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション接着剤塗／合板 株式会社日本産業 栃木県下津賀郡国分寺町柴26
2-21

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1056 平成15年10月20日

発泡ポリオレフィン樹脂系シート裏張／フェノール樹脂系接着剤塗／
集成材フローリング 株式会社建築資料研究社 東京都豊島区西池袋1-15-7ベ

ルビル7階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-1055 平成15年10月20日

集成材 旭商事株式会社 岐阜県羽島郡岐南町みやまち
1丁目3番地

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1054 平成15年10月20日

ストランドボード 株式会社林本建設 浜松市西浅田1丁目5番15号 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1053 平成15年10月20日

両面ダップ樹脂板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／ミ
ディアムデンシティファイバーボード 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)ベターリビング MFN-1052 平成15年10月20日

メラミン樹脂化粧板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／
パーティクルボード 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)ベターリビング MFN-1051 平成15年10月20日

両面共重合ポリエステル化粧シート張／ポリウレタン樹脂系接着剤・ウレタ
ン変性ビニル共重合体水性エマルション形接着剤塗／ミディアムデンシティ
ファイバーボード

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)ベターリビング MFN-1050 平成15年10月20日

両面ウレタン樹脂塗料塗装／ミディアムデンシティファイバーボード 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)ベターリビング MFN-1049 平成15年10月20日

両面紫外線硬化型ウレタン樹脂系塗料塗装／ミディアムデンシティフ
ァイバーボード 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)ベターリビング MFN-1048 平成15年10月20日

両面ダップ樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)ベターリビング MFN-1047 平成15年10月20日

両面ポリエチレンテレフタレート樹脂シート張／ポリウレタン樹脂接着剤・
ビニル共重合エマルション形接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボ
ード

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)ベターリビング MFN-1046 平成15年10月20日

両面ウレタン系コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤
塗／パーティクルボード 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)ベターリビング MFN-1045 平成15年10月20日

UV塗料塗装／天然木化粧材張／変性ラテックス系接着剤混合メラミン
系接着剤塗／合板フローリング 株式会社パル 東京都新宿区新宿4-3-17HK

ビル8F (一財)ベターリビング MFN-1044 平成15年10月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-1043 平成15年10月20日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 東陶機器株式会社 北九州市小倉北区中島2-1-1 (一財)ベターリビング MFN-1042 平成15年10月20日

合板 東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-1041 平成15年10月20日

軽量モルタル塗材張／合成ゴム系樹脂接着剤塗／合板 パルテック株式会社 徳島県小松島市豊浦町7-1 (一財)ベターリビング MFN-1040 平成15年10月20日

軽量モルタル塗材張／合成ゴム系樹脂接着剤塗／合板 パルテック株式会社 徳島県小松島市豊浦町7-1 (一財)ベターリビング MFN-1039 平成15年10月20日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／ミディアムデンシティファイバーボー
ド 東陶機器株式会社 北九州市小倉北区中島2-1-1 (一財)ベターリビング MFN-1038 平成15年10月20日

集成材 安利貿易株式会社 東京都中央区日本橋堀留町2-
2-8日本橋堀留町ビル6階 (一財)ベターリビング MFN-1037 平成15年10月20日

集成材 株式会社新宮商行 北海道小樽市稲穂2丁目1番1
号 (一財)ベターリビング MFN-1036 平成15年10月20日

アルミニウム箔・発泡ポリスチレン張／ビニル共重合樹脂系エマルション形
接着剤・酢酸ビニル・エチレン共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／ミデ
ィアムデンシティファイバーボード

朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)ベターリビング MFN-1035 平成15年10月20日

アルミニウム箔・ポリエチレンラミネート紙張／両面ビニル共重合樹
脂系エマルション形接着剤塗／合板 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)ベターリビング MFN-1034 平成15年10月20日

天然木単板張／ゴム系ラテックス形接着剤塗／ミディアムデンシティ
ファイバーボード 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)ベターリビング MFN-1033 平成15年10月20日

集成材 南材商事（株） 東京都府中市寿町1-4-17寿ビ
ル302号 (一財)ベターリビング MFN-1032 平成15年10月20日

集成材 葉屋六商事（株） 大阪府枚方市伊加賀南町2番8
号 (一財)ベターリビング MFN-1031 平成15年10月20日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／ミディアムデンシティファイバーボー
ド 東陶機器株式会社 北九州市小倉北区中島2-1-1 (一財)ベターリビング MFN-1030 平成15年10月20日

ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材フローリング 兼松日産農林株式会社 東京都千代田区麹町3丁目2番
地 (一財)ベターリビング MFN-1029 平成15年10月20日

集成材 スルヤシンドロスンビン株式
会社

インドネシア共和国ジャカル
タラワマグンプムダ通り34 (一財)ベターリビング MFN-1028 平成15年10月20日

集成材 安宅建材株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁
目4-4 (一財)ベターリビング MFN-1027 平成15年10月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリウレタン樹脂系塗料塗装／突き板張／ハードファイバーボード付
ユリア樹脂木材用接着剤

トレピーアンドトレピュー株
式会社

イタリア国ミラノ県ビローネデ
ィジュッサーノヴィアデルイン
ドゥソトリア2

(一財)ベターリビング MFN-1026 平成15年10月20日

構造用パネル ウェアーハウザージャパン株
式会社

東京都港区北青山1丁目2番3
号青山ビルディング12階 (一財)ベターリビング MFN-1025 平成15年10月20日

単板積層材 ウェアーハウザージャパン株
式会社

東京都港区北青山1丁目2番3
号青山ビルディング12階 (一財)ベターリビング MFN-1024 平成15年10月20日

両面ウレタン塗料塗装／天然木化粧単板張／変性酢酸ビニル樹脂系エ
マルション形接着剤塗／集成材 ニホンフラッシュ株式会社 徳島県小松島市横須町5-26 (一財)ベターリビング MFN-1023 平成15年10月20日

集成材 日本製紙木材株式会社 東京都北区王子1丁目9番5号 (一財)ベターリビング MFN-1021 平成15年10月20日

アルミニウム箔張／アクリル酸エステル共縮合体接着剤塗／合板 コーワ化成株式会社 東京都千代田区岩本町2-17-1
4 (一財)ベターリビング MFN-1020 平成15年10月20日

集成材 メリットキッチンズ株式会社 カナダブリティッシュコロン
ビア州サレー市12185-86通 (一財)ベターリビング MFN-1019 平成15年10月20日

両面塩化ビニル樹脂シート張／エポキシ樹脂系接着剤塗／パーティク
ルボード メリットキッチンズ株式会社 カナダブリティッシュコロン

ビア州サレー市12185-86通 (一財)ベターリビング MFN-1018 平成15年10月20日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成フローリング ボード株式会社 東京都新宿区新宿5-4-1新宿Q
フラットビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1017 平成15年10月20日

集成材 株式会社コクブ 東京都台東区根岸2丁目11番6
号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1016 平成15年10月20日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成フローリング 株式会社フォレスト・ウッド 豊橋市東脇3丁目13番12 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1015 平成15年10月20日

集成材 株式会社フォレスト・ウッド 豊橋市東脇3丁目13番12 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1014 平成15年10月20日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成フローリング 株式会社オーシカ 東京都板橋区舟渡1-4-21 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1013 平成15年10月20日

集成材 株式会社オーシカ 東京都板橋区舟渡1-4-21 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1012 平成15年10月20日

集成材 マックミランブローデル株式
会社

東京都港区北青山1丁目2番3
号（青山ビル12階）

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-1011 平成15年10月20日

両面ウレタンコート紙張／脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン変
性エチレン酢酸ビニル共重合体2液型接着剤塗／パーティクルボード 松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1010 平成15年10月15日

両面フッ素コート紙張／脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン変性
エチレン酢酸ビニル共重合体2液型接着剤塗／パーティクルボード 松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1009 平成15年10月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面塩化ビニルシート張／脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン変
性エチレン酢酸ビニル共重合体2液型接着剤塗／パーティクルボード 松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1008 平成15年10月15日

両面オレフィンシート張／脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン変
性エチレン酢酸ビニル共重合体2液型接着剤塗／パーティクルボード 松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1007 平成15年10月15日

オレフィンシート張／ポリウレタン樹脂イソシアネート接着剤塗／MD
F（端面被覆処理） 松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1006 平成15年10月15日

「表面側」フッ素コート紙・「裏面側」オレフィンシート張／「表側」ウレタン
系ホットメルト接着剤・「裏側」脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン変性エ
チレン酢酸ビニル共重合体2液型接着剤塗／パーティクルボード（端面被覆処理）

松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1005 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 東野商店 大阪府大阪市西成区長橋1-10

-22 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1004 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 山口化粧合板株式会社 大阪府堺市中村町621 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1003 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 安多化粧合板株式会社 大阪府八尾市太田新町7-163 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1002 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社万代商事 大阪府松原市阿保2丁目309番

地の1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1001 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 マルヤス化粧合板製作所 大阪府大阪市東住吉区今川8-

9-19 (一財)日本建築総合試験所 MFN-1000 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社マルキ化粧合板 大阪府松原市大堀1-11-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0999 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 大三特殊合板株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2-4-68 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0998 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 進和工芸 大阪府松原市小川6-4-25 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0997 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 上進化粧合板 大阪府堺市草尾704 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0996 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社清水化粧合板 大阪府南河内郡美原町阿弥43

5-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0995 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 コスギ化粧合板 大阪府大阪市住之江区南加賀

屋3-4-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0994 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社岡本銘木店 大阪府吹田市岸部北5-32-11 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0993 平成15年10月15日

天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルション系接着
剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板

株式会社伊藤化粧ベニヤ製作
所 大阪府松原市天美北5-13-11 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0992 平成15年10月15日

119/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 東野商店 大阪府大阪市西成区長橋1-10

-22 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0991 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 菱三木材工業株式会社 大阪府大阪市中央区本町4-8-

7 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0990 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 山口化粧合板株式会社 大阪府堺市中村町621 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0989 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 安多化粧合板株式会社 大阪府八尾市太田新町7-163 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0988 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社万代商事 大阪府松原市阿保2丁目309番

地の1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0987 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 マルヤス化粧合板製作所 大阪府大阪市東住吉区今川8-

9-19 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0986 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 丸幸化粧合板 大阪府堺市岩室431-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0985 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社マルキ化粧合板 大阪府松原市大堀1-11-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0984 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社ハマヤ 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋2-3-25 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0983 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 大三特殊合板株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2-4-68 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0982 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 進和工芸 大阪府松原市小川6-4-25 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0981 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 上進化粧合板 大阪府堺市草尾704 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0980 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社清水化粧合板 大阪府南河内郡美原町阿弥43

5-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0979 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 コスギ化粧合板 大阪府大阪市住之江区南加賀

屋3-4-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0978 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 有限会社岡山合板 大阪府南河内郡美原町木材通

1-2-11 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0977 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社岡本銘木店 大阪府吹田市岸部北5-32-11 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0976 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板

株式会社伊藤化粧ベニヤ製作
所 大阪府松原市天美北5-13-11 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0975 平成15年10月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 東野商店 大阪府大阪市西成区長橋1-10

-22 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0974 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 山口化粧合板株式会社 大阪府堺市中村町621 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0973 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 安多化粧合板株式会社 大阪府八尾市太田新町7-163 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0972 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社万代商事 大阪府松原市阿保2丁目309番

地の1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0971 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 マルヤス化粧合板製作所 大阪府大阪市東住吉区今川8-

9-19 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0970 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 丸幸化粧合板 大阪府堺市岩室431-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0969 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社マルキ化粧合板 大阪府松原市大堀1-11-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0968 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 大三特殊合板株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2-4-68 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0967 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 進和工芸 大阪府松原市小川6-4-25 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0966 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 上進化粧合板 大阪府堺市草尾704 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0965 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 株式会社清水化粧合板 大阪府南河内郡美原町阿弥43

5-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0964 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 コスギ化粧合板 大阪府大阪市住之江区南加賀

屋3-4-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0963 平成15年10月15日

「表面側」天然木突き板張／メラミン・ユリア・酢酸ビニルエマルシ
ョン系接着剤塗／酢酸ビニル系エマルション塗／合板 有限会社岡山合板 大阪府南河内郡美原町木材通

1-2-11 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0962 平成15年10月15日

両面天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂エマルション木材接着剤塗／集
成材 アイカ工業株式会社 愛知県春日井郡新川西堀江22

88番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0961 平成15年10月15日

集成材 Terachi
Industries(Malaysia)Sdn.Bhd.

2364,jalan padang Serai,13300
Tasik
Gelugor,P.W.N.Penang,Malaysia

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0960 平成15年10月15日

集成材 NEMSU Sdn.BERHAD
1st floor,506LRG.CENGAI HIJAU TAMAN
BERSATU,09000 KULIM,KEDAH
DARULAMAN,WEST MALAYSIA

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0959 平成15年10月15日

集成材 Maica Wood Industries
Sdn.Bhd.

Lot23,Lorong Perusahaan2
Kulim Industrial Estate 09000
Kulim,Kedah,Malaysia

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0958 平成15年10月15日

121/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 株式会社蛭間木工所 群馬県佐波郡赤堀町西久保10
70-3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0957 平成15年10月15日

集成材 アイカ工業株式会社 愛知県春日井郡新川町西堀江
2288番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0956 平成15年10月15日

集成材 株式会社チャイナウッド 福岡県大川市北古賀220-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0955 平成15年09月22日

集成材 株式会社マエダ名古屋営業所 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田
大海23-1 (一財)東海技術センター MFN-0954 平成15年09月22日

天然木単板張／酢酸ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／普
通合板 山一特殊合板株式会社 名古屋市港区新茶屋二丁目15

04番地 (一財)東海技術センター MFN-0953 平成15年09月22日

乾性油系塗料塗／単板張／アルミニウム板裏張／HDF付ユリア樹脂系
接着剤 株式会社大和 熊谷市問屋町4-1-7 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0952 平成15年09月22日

乾性油系塗料塗／単板張／アルミニウム板裏張／HDF付ユリア樹脂系
接着剤 丸紅建材株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町1-

4-14 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0951 平成15年09月22日

乾性油系塗料塗／単板張／アルミニウム板裏張／HDF付ユリア樹脂系
接着剤 ユーロハンズ株式会社 北海道帯広市大通南16丁目2 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0950 平成15年09月22日

乾性油系塗料塗／単板張／アルミニウム板裏張／HDF付ユリア樹脂系
接着剤 スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0949 平成15年09月22日

乾性油系塗料塗／単板張／アルミニウム板裏張／HDF付ユリア樹脂系
接着剤 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0948 平成15年09月22日

ポリオレフィンシート張／酢酸ビニル樹脂系エマルション接着剤塗／
ミディアムデンシティーファイバーボード 住友林業クレスト株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目14

番1号
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0947 平成15年09月22日

印刷紙張／ビニル共重合樹脂系エマルション接着剤塗／ミディアムデ
ンシティーファイバーボード 住友林業クレスト株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目14

番1号
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0946 平成15年09月22日

集成材 共和商事株式会社 東京都台東区根岸5-16-5
OAKビル2F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0945 平成15年09月22日

集成材 東急ホーム株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目21
番14号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0944 平成15年09月22日

集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区岩本町3-5-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0943 平成15年09月22日

集成材 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0942 平成15年09月22日

ウレタン塗装／ポリプロピレン樹脂系フィルム裏張／集成材フローリ
ング

ユーロトレーディング有限会
社 東京都練馬区春日町5-11-35 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0941 平成15年09月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン塗装／ポリプロピレン樹脂系フィルム裏張／集成材フローリ
ング 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0940 平成15年09月22日

フェノール樹脂系接着剤塗／合板フローリング（3層） 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0939 平成15年09月22日

油性系下地塗料 株式会社イケダコーポレーシ
ョン

大阪市福島区福島4-8-28FJビ
ル3F (一財)日本塗料検査協会 MFN-0789 平成15年09月22日

フェノール樹脂を使用した接着剤 積水化学工業株式会社 滋賀県甲賀郡水口町泉125 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0784 平成15年09月22日

集成材 株式会社マルヒラ 福岡県甘木市大字堤824番地
の1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0938 平成15年09月19日

メラミン樹脂化粧板張／クロロプレンゴム系接着剤塗／ミディアムデ
ンシティーファイバーボード アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288番地
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0937 平成15年09月19日

メラミン樹脂化粧板張／クロロプレンゴム系接着剤塗／合板 アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀
江2288番地

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0936 平成15年09月19日

集成材 三進木材株式会社 東京都江東区辰巳3-28-26 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0935 平成15年09月19日

コルクシート壁紙 内山工業株式会社 岡山市小橋町2-1-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0934 平成15年09月19日

コルクシート壁紙 内山工業株式会社 岡山市小橋町2-1-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0933 平成15年09月19日

「表面側」顔料混入ウレタン系樹脂塗装／コルクシート積層／「裏面
側」コルクシート積層／ゴム・コルク複合体フローリング 内山工業株式会社 岡山市小橋町2-1-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0932 平成15年09月19日

集成材 ファンシーツダ株式会社 愛知県名古屋市中区松原2-2-
33

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0931 平成15年09月19日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／両面天然木単板張／両面酢酸ビ
ニル樹脂エマルション接着剤塗／集成材 Swedoor AB Forradsgatan,SE-265

81,Astorp,Sweden
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0930 平成15年09月19日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／両面天然木単板張／両面酢酸ビ
ニル樹脂エマルション接着剤塗／集成材 Vest-Wood Suomi Oy Jyvaskylantie288,FIN,17201,

Vaaksy,Finland
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0929 平成15年09月19日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／両面天然木単板張／両面酢酸ビ
ニル樹脂エマルション接着剤塗／パーティクルボード Swedoor AB Forradsgatan,SE-265

81,Astorp,Sweden
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0928 平成15年09月19日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／両面天然木単板張／両面酢酸ビ
ニル樹脂エマルション接着剤塗／パーティクルボード Vest-Wood Suomi Oy Jyvaskylantie288,FIN,17201,

Vaaksy,Finland
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0927 平成15年09月19日

（表面）ポリウレタン系樹脂塗装コルク・コルク重ね張／（裏面）コ
ルク張／ハードボードフローリング（11㎜） 株式会社ラティンター 東京都足立区保木間1丁目9番

5号 (一財)日本建築センター MFN-0926 平成15年09月19日

123/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリウレタン系樹脂塗装コルク張／コルク系フローリング（3㎜～7㎜
） 株式会社ラティンター 東京都足立区保木間1丁目9番

5号 (一財)日本建築センター MFN-0925 平成15年09月19日

ポリウレタン系樹脂塗装／コルク系フローリング（3.2㎜～5㎜） 株式会社ラティンター 東京都足立区保木間1丁目9番
5号 (一財)日本建築センター MFN-0924 平成15年09月19日

蜜蝋ワックス塗装／コルク系フローリング（3.2㎜～10㎜） 株式会社ラティンター 東京都足立区保木間1丁目9番
5号 (一財)日本建築センター MFN-0923 平成15年09月19日

ポリウレタン系樹脂塗装／コルク系フローリング（3.2㎜～10㎜） 株式会社ラティンター 東京都足立区保木間1丁目9番
5号 (一財)日本建築センター MFN-0922 平成15年09月19日

集成材フローリング（15㎜） 株式会社ミヤックス 横浜市南区日枝町2丁目48番
地 (一財)日本建築センター MFN-0921 平成15年09月19日

ウレタン系樹脂塗装／造作用集成材（24㎜～30㎜） 株式会社オベ 福山県柳津町三丁目4番56号 (一財)日本建築センター MFN-0920 平成15年09月19日

造作用集成材（15㎜～30㎜） 日東木材産業株式会社 静岡県浜北市中瀬7698 (一財)日本建築センター MFN-0919 平成15年09月19日

集成材 株式会社ネプロ 愛知県海部郡飛島村木場一丁
目88番地 (一財)東海技術センター MFN-0918 平成15年09月10日

集成材 株式会社ネプロ 愛知県海部郡飛島村木場一丁
目88番地 (一財)東海技術センター MFN-0917 平成15年09月10日

集成材 株式会社ネプロ 愛知県海部郡飛島村木場一丁
目88番地 (一財)東海技術センター MFN-0916 平成15年09月10日

集成材 株式会社ネプロ 愛知県海部郡飛島村木場一丁
目88番地 (一財)東海技術センター MFN-0915 平成15年09月10日

繊維系壁紙（丸編み繊維ネット・繊維フェルト） （株）エービーシー商会 東京都千代田区永田町2-12-1
4 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0914 平成15年09月10日

繊維系壁紙（丸編み繊維ネット・ポリウレタンフェルト） （株）エービーシー商会 東京都千代田区永田町2-12-1
4 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0913 平成15年09月10日

集成材 株式会社木産 大阪市西区立売堀2-5-41-207 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0912 平成15年09月10日

集成材 青島良木股份有限公司 中国山東省青島市流亭国杭場
南

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0911 平成15年09月10日

難燃処理合板 池内ベニヤ株式会社 北海道静内郡静内町木場町1
丁目1番22号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0910 平成15年09月10日

プラスチック系壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0909 平成15年09月10日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

プラスチック系壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0908 平成15年09月10日

集成材フローリング

北材商事株式会社 大阪府吹田市江坂町1丁目21-
10

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0907 平成15年09月10日株式会社平川木材工業 福岡県浮羽郡浮羽町大字朝田
572

ダイセン産業株式会社 大阪市中央区南船場3丁目12
番地22号

集成材

北材商事株式会社 大阪府吹田市江坂町1丁目21-
10

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0906 平成15年09月10日株式会社平川木材工業 福岡県浮羽郡浮羽町大字朝田
572

ダイセン産業株式会社 大阪市中央区南船場3丁目12
番地22号

集成材 サン建材株式会社 東京都千代田区紀尾井町3番6
号秀和紀尾井町パークビル3F (一財)日本建築総合試験所 MFN-0905 平成15年09月10日

集成材 株式会社和興 大阪市住之江区北加賀屋二丁
目11番8号千島ビル210号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0904 平成15年09月10日

表面ウレタン樹脂系塗装／集成材フローリング 株式会社和興 大阪市住之江区北加賀屋二丁
目11番8号千島ビル210号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0903 平成15年09月10日

集成材 丸紅木材株式会社 大阪府住之江区平林北2丁目9
-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0902 平成15年09月10日

アクリルウレタン系樹脂塗装／天然木突き板張／ユリアメラミン系樹
脂接着剤塗／合板フローリング 永大産業株式会社 大阪市住之江区平林南2丁目1

0番60号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0901 平成15年09月10日

塩化ビニル系樹脂シート張／酢酸ビニル系樹脂接着剤塗／合板 永大産業株式会社 大阪市住之江区平林南2丁目1
0番60号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0900 平成15年09月10日

表面オイルフィニッシュ塗／集成材フローリング 有限会社マルサ工業 鹿児島県日置郡松元町上谷口
2199-3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0899 平成15年09月10日

表面オイルフィニッシュ塗／単板積層材フローリング 有限会社マルサ工業 鹿児島県日置郡松元町上谷口
2199-3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0898 平成15年09月10日

両面ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／イソシアネート樹脂系接着剤
塗／集成材付普通合板 株式会社ノナカ 東京都渋谷区恵比寿4丁目24

番5号 (一財)建材試験センター MFN-0894 平成15年09月10日

両面アクリル樹脂系塗装／集成フローリング オータカランバー株式会社 秋田県能代市落合字下大野17 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0893 平成15年09月10日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

フェノール樹脂を使用した接着剤 ノーテープ工業（株） 大阪府八尾市跡部本町3丁目1
-19 (一財)ベターリビング MFN-0891 平成15年09月10日

フェノール樹脂を使用した接着剤 ノーテープ工業（株） 大阪府八尾市跡部本町3丁目1
-19 (一財)ベターリビング MFN-0890 平成15年09月10日

集成材 チトラセラユマスウッドワーキ
ングインダストリー株式会社

インドネシア共和国中部ジャワ
州バニュマス県カリバゴール郡
カリバゴール村

(一財)ベターリビング MFN-0889 平成15年09月10日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／単板張／メラミン・ユリア樹脂系接着
剤塗／合板 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中川区山王一

丁目2番30号 (一財)ベターリビング MFN-0888 平成15年09月10日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／単板張／メラミン・ユリア樹脂系接着
剤塗／単板積層材 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中川区山王一

丁目2番30号 (一財)ベターリビング MFN-0887 平成15年09月10日

集成材 株式会社えびすや 新潟県長岡市美沢3-115 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0886 平成15年09月10日

「両面」化粧紙張／エチレン酢酸ビニル共重合樹脂エマルション接着
剤塗／MDF

凸版印刷株式会社建装材事業
部 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0885 平成15年09月10日

単板積層材 野村貿易株式会社 大阪市中央区安土町1丁目7番
3号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0884 平成15年09月10日

集成材 株式会社佐藤商会 福岡県柳川市大字田脇329番
地1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0883 平成15年09月10日

表面塗装／合板 株式会社　山善 大阪市西区立売堀2丁目3番16
号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0882 平成15年09月10日

アクリル樹脂系塗装／両面単板張／ポリ酢酸ビニル系接着剤塗／集成
材フローリング スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0881 平成15年09月10日

集成材 株式会社高英 東京都江東区三好3-2-25 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0880 平成15年09月10日

集成材 王子木材緑化株式会社 東京都江東区新木場1-1-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0879 平成15年09月10日

集成材 王子木材緑化株式会社 東京都江東区新木場1-1-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0878 平成15年09月10日

両面ポリウレタン塗装／水性高分子・イソシアネート系接着剤塗／集
成材フローリング ミハマ通商株式会社 横浜市金沢区幸浦1丁目15番3

4 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0877 平成15年09月10日

集成材 株式会社コバリン 東京都江東区深川2-5-11木材
会館3F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0876 平成15年09月10日

集成材 株式会社三山産業 栃木県鹿沼市茂呂676-6 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0875 平成15年09月10日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 有限会社カドヒラ 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野
2501

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0874 平成15年09月10日

両面MDF張／メラミン・ユリア樹脂系接着剤塗／単板積層材 富山大建工業株式会社 富山県新湊市堀江千石6 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0873 平成15年09月10日

ウレタン系樹脂塗装／人工突板張／ホットメルト系接着剤塗・MDF裏張／エ
ポキシ樹脂系接着剤塗／エポキシ樹脂系接着剤塗オレフィン系シート付MDF 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0872 平成15年09月10日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／集成材 Swedoor AB Forradsgatan,SE-265
81,Astorp,Sweden

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0871 平成15年09月10日

両面ニトロセルロースラッカー塗装／集成材 Vest-Wood Suomi Oy Jyvaskylantie288,FIN-17201,
Vaaksy,Finland

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0870 平成15年09月10日

MDF スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1
キャロットタワー23 (一財)建材試験センター MFN-0869 平成15年09月10日

集成材 スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1
キャロットタワー23F (一財)建材試験センター MFN-0868 平成15年09月10日

両面ニトロセルロースラッカー塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系
エマルション形接着剤塗／集成材 スウェーデンハウス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-1-1

キャロットタワー23F (一財)建材試験センター MFN-0866 平成15年09月10日

両面ポリウレタン樹脂塗装／MDF ジェルド・ウェンジャパン株
式会社 東京都港区西新橋2丁目17-2 (一財)建材試験センター MFN-0864 平成15年09月10日

両面ポリウレタン樹脂塗装／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤
塗／パーティクルボード付両面MDF

ジェルド・ウェンジャパン株
式会社 東京都港区西新橋2丁目17-2 (一財)建材試験センター MFN-0863 平成15年09月10日

集成材 ジェルド・ウェンジャパン株
式会社 東京都港区西新橋2丁目17-2 (一財)建材試験センター MFN-0862 平成15年09月10日

両面天然木単板張／集成材付酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤 ジェルド・ウェンジャパン株
式会社 東京都港区西新橋2丁目17-2 (一財)建材試験センター MFN-0861 平成15年09月10日

ポリウレタン系樹脂塗装／集成材 YKK株式会社東北工場 宮城県志田郡三本木町三本木
字吉田1 (一財)建材試験センター MFN-0859 平成15年09月10日

両面オレフィンシート張／ウレタン変性エチレン・酢酸ビニル共重合
体水性エマルション形接着剤塗／パーティクルボード YKK株式会社東北工場 宮城県志田郡三本木町三本木

字吉田1 (一財)建材試験センター MFN-0858 平成15年09月10日

両面コート紙張／酢酸ビニル重合体水性エマルション形接着剤塗／パ
ーティクルボード YKK株式会社東北工場 宮城県志田郡三本木町三本木

字吉田1 (一財)建材試験センター MFN-0857 平成15年09月10日

オレフィンシート張／ウレタン変性エチレン・酢酸ビニル共重合体水
性エマルション形接着剤塗／普通合板 YKＫ株式会社東北工場 宮城県志田郡三本木町三本木

字吉田1 (一財)建材試験センター MFN-0856 平成15年09月10日

コート紙張／エチレン・酢酸ビニル共重合体水性エマルション形接着
剤塗／普通合板 YKK株式会社東北工場 宮城県志田郡三本木町三本木

字吉田1 (一財)建材試験センター MFN-0855 平成15年09月10日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面オレフィンシート張／ウレタン樹脂系接着剤塗／LVL付両面MDF YKK株式会社東北工場 宮城県志田郡三本木町三本木
字吉田1 (一財)建材試験センター MFN-0854 平成15年09月10日

両面メラミン樹脂シート張／酢酸ビニル重合体水性エマルション形接
着剤塗／MDF YKK株式会社東北工場 宮城県志田郡三本木町三本木

字吉田1 (一財)建材試験センター MFN-0853 平成15年09月10日

オレフィンシート張／ウレタン変性エチレン・酢酸ビニル共重合体水
性エマルション形接着剤塗／MDF YKK株式会社東北工場 宮城県志田郡三本木町三本木

字吉田1 (一財)建材試験センター MFN-0852 平成15年09月10日

コート紙張／エチレン・酢酸ビニル共重合体水性エマルション形接着
剤塗／MDF YKK株式会社東北工場 宮城県志田郡三本木町三本木

字吉田1 (一財)建材試験センター MFN-0851 平成15年09月10日

パーティクルボード マエダインターナショナル有
限会社 大阪府寝屋川市寿町49-9 (一財)建材試験センター MFN-0850 平成15年09月10日

集成材
株式会社フォレスト・ウッド 豊橋市東脇3丁目13番12

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0849 平成15年09月10日

株式会社オーシカ 東京都板橋区舟渡1丁目4番21
号

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成フローリング
株式会社フォレスト・ウッド 豊橋市東脇3丁目13番12

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0848 平成15年09月10日

株式会社オーシカ 東京都板橋区舟渡1丁目4番21
号

オリエンテッドストランドボード 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋2丁目7番
1号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0847 平成15年09月09日

普通合板（ランバーコア） 株式会社オーシカ 東京都板橋区舟渡1-4-21 (一財)建材試験センター MFN-0846 平成15年09月09日

紙系壁紙 株式会社イケダコーポレーシ
ョン

大阪府大阪市福島区福島4-8-
28 (一財)建材試験センター MFN-0845 平成15年09月09日

両面天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF ジェルド・ウェンジャパン株
式会社 東京都港区西新橋2丁目17-2 (一財)建材試験センター MFN-0844 平成15年09月09日

パーティクルボード アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22番地 (一財)建材試験センター MFN-0843 平成15年09月09日

両面ウレタン塗装天然木張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／
MDF 松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0842 平成15年09月09日

両面オレフィンシート張／「表側」ウレタン系ホットメルト接着剤・「裏側
」脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン変性エチレン酢酸ビニル共重合体2
液型接着剤塗／MDF（端面被覆処理）

松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0841 平成15年09月09日

「表面側」ポリエチレンテレフタレートシート・「裏面側」オレフィンシート張／
「表側」ウレタン系ホットメルト接着剤・「裏側」脂肪族ポリイソシアネート及び
ウレタン変性エチレン酢酸ビニル共重合体2液型接着剤塗／MDF（端面被覆処理）

松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0840 平成15年09月09日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

「表面側」塩化ビニルシート・「裏面側」オレフィンシート張／「表側」ウレ
タン系ホットメルト接着剤・「裏側」脂肪族ポリイソシアネート及びウレタン
変性エチレン酢酸ビニル共重合体2液型接着剤塗／MDF（端面被覆処理）

松下設備システム株式会社 大阪府門真市松生町1番3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0839 平成15年09月09日

「表面側」ウレタン系樹脂塗装・ウレタン樹脂発泡成形体張／合成ゴム系接
着剤塗／ウレタン系樹脂インキ・オレフィン樹脂化粧シート張／ウレタン系
接着剤塗／合板

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0838 平成15年09月09日

複合フローリング 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-0837 平成15年09月09日

パーティクルボード 東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-0836 平成15年09月09日

両面メラミン含浸紙張／パーティクルボード 東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-0835 平成15年09月09日

合板 東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-0834 平成15年09月09日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／ミディアムデンシティーファイバーボ
ード 東陶機器株式会社 北九州市小倉北区中島2-1-1 (一財)ベターリビング MFN-0833 平成15年09月09日

集成材 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中川区山王一
丁目2番30号 (一財)ベターリビング MFN-0832 平成15年09月09日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 株式会社コンサルト 愛知県海部郡弥富町楠1丁目1
10番地 (一財)ベターリビング MFN-0831 平成15年09月09日

単板積層材 株式会社コンサルト 愛知県海部郡弥富町楠1丁目1
10番地 (一財)ベターリビング MFN-0830 平成15年09月09日

プラスチック系壁紙 大日本印刷株式会社 東京都新宿区加賀町一丁目1
番1号 (一財)ベターリビング MFN-0829 平成15年09月09日

ウレタンコート化粧紙・防湿紙張／酢酸ビニル系接着剤塗／エチレン
酢酸ビニル系塗／ミディアムデンシティーファイバーボード パルテック株式会社 徳島県小松島市豊浦町7-1 (一財)ベターリビング MFN-0828 平成15年09月09日

集成材 株式会社西林 東京都江東区新木場1丁目4番
５号 (一財)ベターリビング MFN-0827 平成15年09月09日

ポリエステル樹脂化粧紙張／合板付ユリア樹脂系接着剤 スリヤサトリヤティムルコー
ポレーション株式会社

インドネシア共和国南カリマンタン
州バンジャルマシン市70129インジコ
ールハジモハッマドノール通りNo.99

(一財)ベターリビング MFN-0824 平成15年09月09日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装／集成材フローリング 北厚林業株式会社 北海道沙流郡門別町字厚賀 (一財)ベターリビング MFN-0823 平成15年09月09日

集成材 北厚林業株式会社 北海道沙流郡門別町字厚賀 (一財)ベターリビング MFN-0822 平成15年09月09日

集成材 プリタスンカイインダ株式会
社

インドネシア共和国バンテン州
タンゲラン市ダアンモゴット通
りジュルムディーNo61

(一財)ベターリビング MFN-0821 平成15年09月09日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

オレフィン樹脂シート張／ウレタン系ホットメルト接着剤塗／ミディ
アムデンシティーファイバーボード

株式会社イシモク・コーポレ
ーション 福岡県大川市向島1703 (一財)ベターリビング MFN-0820 平成15年09月09日

ポリウレタン樹脂塗料塗装／集成材 株式会社トレード・ウィング 千葉市美浜区幸町2丁目19番2
0号 (一財)ベターリビング MFN-0819 平成15年09月09日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／突板張／水性高分子-イソシアネート系接着剤
塗／突板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗／集成材 株式会社土屋ホーム 札幌市北区北9条西3丁目7番

地 (一財)ベターリビング MFN-0818 平成15年09月09日

アクリル接着剤付アルミニウム箔張／合板 三菱化学産資株式会社 千代田区丸の内一丁目8番2号 (一財)ベターリビング MFN-0817 平成15年09月09日

オレフィン樹脂シート張／エチレン酢酸ビニル系接着剤塗／単板張／
合板付メラミン・ユリア樹脂系接着剤 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中川区山王一

丁目2番30号 (一財)ベターリビング MFN-0816 平成15年09月09日

「表面側」アクリル系樹脂塗装／天然木無垢材張水性ビニル系樹脂接着剤
塗・「裏面側」合板張／水性ビニル系樹脂接着剤塗／合板フローリング 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0815 平成15年09月09日

樹脂塗装ポリエステルフィルム張／ポリウレタン系接着剤塗／塩化ビ
ニル壁紙 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-

1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0814 平成15年09月09日

集成材

コンシステントパターン株式会社
CONSISTENT PATTERN
SDN.BHD.

Lot210/211,FasaⅡ,Kawasan
Perusahaan Kuala Ketil,09300 Kuala
Kutil,Kedah Darul Aman,Malaysia

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0813 平成15年09月09日
有限会社亜細亜商事 福岡県粕屋郡宇美町宇美3699

-10

集成材 フルタニランバー株式会社 金沢市湊1丁目86番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0812 平成15年09月09日

集成材フローリング 中本造林株式会社 広島県廿日市市栗栖508 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0811 平成15年09月09日

集成材 岸本銘木店 奈良県吉野郡吉野町御園63-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0810 平成15年09月09日

両面紫外線硬化型UV塗装／集成材フローリング 有限会社ハートウッド産業 鹿児島県鹿児島市鴨池新町3-
7-601 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0809 平成15年09月09日

集成材 有限会社ハートウッド産業 鹿児島県鹿児島市鴨池新町3-
7-601 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0808 平成15年09月09日

塩化ビニル樹脂系壁紙 ニチレイマグネット株式会社 大阪市城東区今福南3-1-51 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0807 平成15年09月09日

集成材 ファイン工業株式会社 岐阜県関市稲口川コ岩1136-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0806 平成15年09月09日

集成材 株式会社コムラックス 岐阜県高山市匠ヶ丘町1番地1
3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0805 平成15年09月01日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面複層DAP樹脂積層／合板 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0804 平成15年09月01日

両面複層DAP樹脂積層／MDF 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0803 平成15年09月01日

両面複層DAP樹脂積層／パーティクルボード 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0802 平成15年09月01日

片面複層DAP樹脂積層／合板 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0801 平成15年09月01日

片面複層DAP樹脂積層／MDF 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0800 平成15年09月01日

プラスチック壁紙 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0799 平成15年09月01日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム張／塩化ビニル壁紙 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0798 平成15年09月01日

プラスチック系壁紙 オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター MFN-0797 平成15年09月01日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社タカラインコーポレ
ーション

大阪市中央区北久宝寺町1-4-
8 (一財)建材試験センター MFN-0796 平成15年09月01日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社スキャンインター 神奈川県横浜市都筑区桜並木
3-1シティセンターⅢ2F (一財)建材試験センター MFN-0795 平成15年09月01日

MDF マエダインターナショナル有
限会社 大阪府寝屋川市寿町49-9 (一財)建材試験センター MFN-0794 平成15年09月01日

アクリル樹脂系エマルション形塗装／エチレン酢酸ビニル共重合樹脂エマ
ルション形接着剤付普通合板（普通合板2層、暖房用パイプ・均熱板付き） 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-

5-10 (一財)建材試験センター MFN-0793 平成15年09月01日

アクリル樹脂系塗装天然木単板・メラミン・ユリア共縮合樹脂系接着剤・木材パルプ
張／エチレン酢酸ビニル共重合樹脂エマルション形接着剤塗／普通合板・発泡ポリス
チレン・MDF裏張普通合板フローリング（アルミニウム均熱板・面状発熱体付き）

朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-
5-10 (一財)建材試験センター MFN-0792 平成15年09月01日

集成材 オータカランバー株式会社 秋田県能代市落合字下大野17 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0791 平成15年09月01日

難燃処理合板 合板技研株式会社 千葉県香取郡多古町南玉造字
華立439-5

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0790 平成15年09月01日

集成材 滝口木材株式会社 福島県いわき市泉町滝尻字亀
石町2-28

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0788 平成15年09月01日

2液形ポリウレタン塗料塗／集成材フローリング 大日本木材防腐株式会社 名古屋市港区千鳥1丁目3番17
号 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0786 平成15年09月01日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 株式会社赤尾建材 福岡県田川市春日町2-10 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0785 平成15年09月01日

集成材 新協商事株式会社 東京都江東区新木場3丁目9-7 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0783 平成15年09月01日

UV硬化形塗料塗／集成材フローリング 新協商事株式会社 東京都江東区新木場3丁目9-7 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0782 平成15年09月01日

UV硬化形塗料塗／ホワイトオーク単板張／尿素樹脂系接着剤塗／合板
フローリング 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0781 平成15年09月01日

集成材 林単板工業株式会社 愛知県名古屋市港区小碓1丁
目550番地

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0780 平成15年09月01日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 株式会社建材 愛知県豊橋市岩崎町字内山45 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0779 平成15年09月01日

集成材 亀田合板株式会社 愛知県名古屋市中川区昭明町
5-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0778 平成15年09月01日

ミディアムデンシティファイバーボード 三井住商建材株式会社
東京都中央区晴海1丁目8番8号晴
海トリトンスクエアオフィスタ
ワーW12/13階

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0777 平成15年09月01日

アクリル樹脂系塗料塗装／天然木単板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング 株式会社テクノクルー 神奈川県大和市下鶴間2047番

地コトーつきみ野813号
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0776 平成15年09月01日

油性系塗料塗装／集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0775 平成15年08月27日

酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合板フローリング（3層） 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0774 平成15年08月27日

両面ポリウレタン樹脂系塗装／集成材フローリング 株式会社スズキ 名古屋市熱田区大宝一丁目4
番17号 (一財)東海技術センター MFN-0773 平成15年08月27日

両面紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／集成材フローリング プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区東大曽根
町29-11共栄ビル2階 (一財)東海技術センター MFN-0772 平成15年08月27日

集成材 プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区東大曽根
町29-11共栄ビル2階 (一財)東海技術センター MFN-0771 平成15年08月27日

集成材 株式会社ビーウェスト 名古屋市天白区植田山2丁目7
13番地の2 (一財)東海技術センター MFN-0770 平成15年08月27日

集成材 株式会社ビーウェスト 名古屋市天白区植田山2丁目7
13番地の2 (一財)東海技術センター MFN-0769 平成15年08月27日

ウレタン樹脂系接着剤 アロンエバーグリップリミテ
ッド

東京都港区西新橋1丁目14番1
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0768 平成15年08月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン樹脂系接着剤 アロンエバーグリップリミテ
ッド

東京都港区西新橋1丁目14番1
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0767 平成15年08月27日

ウレタン樹脂系接着剤 アロンエバーグリップリミテ
ッド

東京都港区西新橋1丁目14番1
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0766 平成15年08月27日

ウレタン樹脂系接着剤 アロンエバーグリップリミテ
ッド

東京都港区西新橋1丁目14番1
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0765 平成15年08月27日

壁紙施工用でん粉系接着剤 矢沢化学工業株式会社 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野
字谷中田130番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0764 平成15年08月27日

壁紙施工用でん粉系接着剤 矢沢化学工業株式会社 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野
字谷中田130番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0763 平成15年08月27日

集成材 トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0762 平成15年08月27日

ポリエチレン発泡体裏張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗／集
成材フローリング ボード株式会社 東京都新宿区新宿5-4-1新宿Q

フラットビル10F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0761 平成15年08月27日

両面単板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗／普通合板 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-
5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0760 平成15年08月27日

普通合板 野村貿易株式会社 大阪府大阪市中央区安土町1
丁目7番3号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0759 平成15年08月27日

単板積層材 野村貿易株式会社 大阪府大阪市中央区安土町1
丁目7番3号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0758 平成15年08月27日

集成材 野村貿易株式会社 大阪府大阪市中央区安土町1
丁目7番3号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0757 平成15年08月27日

単板積層材（3層積層） 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0756 平成15年08月27日

集成材 株式会社日進 福岡県福岡市博多区立花寺1
丁目3番5号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0755 平成15年08月27日

両面コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF
大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45

06-2
(一財)建材試験センター MFN-0754 平成15年08月19日

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

両面ウレタン樹脂系塗装アフターコート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマ
ルション形接着剤塗／MDF

大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45
06-2

(一財)建材試験センター MFN-0753 平成15年08月19日
大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面オレフィンフィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／MDF
大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45

06-2
(一財)建材試験センター MFN-0752 平成15年08月19日

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

両面合成樹脂含浸紙張／ビニル共重合樹脂系接着剤塗／パーティクル
ボード

大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45
06-2

(一財)建材試験センター MFN-0751 平成15年08月19日
大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

両面オレフィンフィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／パーティクル
ボード

大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45
06-2

(一財)建材試験センター MFN-0750 平成15年08月19日
大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

表面側オレフィンフィルム・裏面側コート紙張／ウレタン樹脂系接着
剤塗／MDF 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0749 平成15年08月19日

両面メラミン樹脂含浸紙張／MDF 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0747 平成15年08月19日

両面ウレタン樹脂系塗装／集成材 三協アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川70番地 (一財)建材試験センター MFN-0746 平成15年08月19日

両面メラミン樹脂板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／
普通合板

三協アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川70番地 (一財)建材試験センター MFN-0745 平成15年08月19日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／変性ウレタンビニル樹脂系接着剤
塗／普通合板

立山アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川550番地

(一財)建材試験センター MFN-0744 平成15年08月19日
三協アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川70番地

コート紙張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合板

立山アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川550番地

(一財)建材試験センター MFN-0743 平成15年08月19日
三協アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川70番地

両面コート紙張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／パー
ティクルボード

立山アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川550番地

(一財)建材試験センター MFN-0742 平成15年08月19日
三協アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川70番地

両面紙オレフィン複合フィルム張／ビニル共重合樹脂系エマルション
形接着剤塗／パーティクルボード

立山アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川550番地 (一財)建材試験センター MFN-0741 平成15年08月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面紙オレフィン複合フィルム張／ビニル共重合樹脂系エマルション
形接着剤塗／パーティクルボード

三協アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川70番地 (一財)建材試験センター MFN-0741 平成15年08月19日

コート紙張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF

立山アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川550番地

(一財)建材試験センター MFN-0740 平成15年08月19日
三協アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川70番地

プラスチック系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-0739 平成15年08月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-0738 平成15年08月19日

プラスチック系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-0737 平成15年08月19日

ポリウレタン樹脂塗料塗装/ミディアムデンシティーファイバーボード 株式会社キムラ 北海道札幌市東区北6条2丁目
3番1号 (一財)ベターリビング MFN-0736 平成15年08月19日

単板積層材 プトラ　スンベル　ウタマ
ティンバー　株式会社

インドネシア共和国　ジャカルタ市
メガクニンガン
リンカーメガクニンガン通り　E1-2　№1-2
プラザ　ムティアラビル16F　　

(一財)ベターリビング MFN-0735 平成15年08月19日

両面コート紙張/ポリウレタン系接着剤・ポリビニルアセテートエマル
ション形接着剤塗/パーティクルボード 東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-0732 平成15年08月19日

両面コート紙張/ポリウレタン系接着剤・ポリビニルアセテートエマル
ション形接着剤塗/ミディアムデンシティーファイバーボード 東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-0731 平成15年08月19日

両面コート紙張/ポリウレタン系樹脂接着剤・エチレン酢酸共重合樹脂系エマ
ルション形接着剤塗/両面メラミン樹脂系接着剤塗/合板付ミディアムデンシ
ティーファイバーボード

東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)ベターリビング MFN-0730 平成15年08月19日

集成材 東邦木材株式会社 北海道旭川市9条17丁目 (一財)ベターリビング MFN-0729 平成15年08月19日

パーティクルボード 東陶ハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-0728 平成15年08月19日

メタクリル樹脂板・ポリスチレン樹脂板張/アクリル酸エステル共重合
樹脂両面テープ張/パーティクルボード 東陶ハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-0727 平成15年08月19日

両面コート紙張/ビニル共重合樹脂接着剤塗/パーティクルボード 東陶ハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-0726 平成15年08月19日

紫外線硬化型アクリル系塗料塗装/突き板張/酢酸ビニル樹脂系接着剤
塗/合板 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-0725 平成15年08月19日

紫外線硬化型ウレタン樹脂塗料塗装/集成材フローリング 長春雲迪木業有限公司 中国吉林省長春市長農公司路
500米処 (一財)ベターリビング MFN-0724 平成15年08月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

紫外線硬化型ウレタン樹脂塗料塗装／集成材 長春雲迪木業有限公司 中国吉林省長春市長農公司路
500米処 (一財)ベターリビング MFN-0723 平成15年08月19日

集成材

株式会社古郡 東京都江東区新木場3丁目6番
7号

(一財)ベターリビング MFN-0722 平成15年08月19日新間製材株式会社 静岡県静岡市清水袖師町1440
-1

株式会社西林 東京都江東区新木場1丁目4番
5号

集成材 株式会社西林 東京都江東区新木場1丁目4番
5号 (一財)ベターリビング MFN-0721 平成15年08月19日

集成材 吉林省延辺林業集団公司白河
分公司制材分廠 中国吉林省安図県二道鎮 (一財)ベターリビング MFN-0720 平成15年08月19日

フェノール樹脂を使用した接着剤 ノーテープ工業株式会社 大阪府八尾市跡部本町3丁目1
-19 (一財)ベターリビング MFN-0719 平成15年08月19日

フェノール樹脂を使用した接着剤 ノーテープ工業株式会社 大阪府八尾市跡部本町3丁目1
-19 (一財)ベターリビング MFN-0718 平成15年08月19日

フェノール樹脂を使用した接着剤 ノーテープ工業株式会社 大阪府八尾市跡部本町3丁目1
-19 (一財)ベターリビング MFN-0717 平成15年08月19日

フェノール樹脂を使用した接着剤 ノーテープ工業株式会社 大阪府八尾市跡部本町3丁目1
-19 (一財)ベターリビング MFN-0716 平成15年08月19日

集成材
ダブリュー　エッチ　ケー
モールディングス　アンド
ファーニチャー　スンドラン　バーハッド

ケージー　ティマー　31800
ティージー　ツアラン　ラペ州
マレーシア

(一財)ベターリビング MFN-0715 平成15年08月19日

集成材 三井物産林業株式会社 東京都江東区東陽5丁目30番1
3号 (一財)ベターリビング MFN-0714 平成15年08月19日

集成材 桐林木業（鄭州）有限公司 中国河南省鄭州市機場路68号
安鋼大厦503-505 (一財)ベターリビング MFN-0713 平成15年08月19日

集成材 株式会社マルホン 静岡県浜北市永島1295番地 (一財)ベターリビング MFN-0712 平成15年08月19日

集成材 大連環球木業有限公司 中国大連市甘井子区革鎮堡（
外径庫内） (一財)ベターリビング MFN-0711 平成15年08月19日

アクリル樹脂系塗料塗装/集成材フローリング 住友林業株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1 (一財)ベターリビング MFN-0710 平成15年08月19日

集成材 住友林業株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1 (一財)ベターリビング MFN-0709 平成15年08月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

突き板張/酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗/合板 株式会社キムラ 北海道札幌市東区北6条2丁目
3番1号 (一財)ベターリビング MFN-0708 平成15年08月19日

突板張/ミディアムデンシティーファイバーボード付レゾルシノール系
接着剤 株式会社キムラ 北海道札幌市東区北6条2丁目

3番1号 (一財)ベターリビング MFN-0707 平成15年08月19日

集成材 株式会社キムラ 北海道札幌市東区北6条2丁目
3番1号 (一財)ベターリビング MFN-0706 平成15年08月19日

ポリエステル樹脂化粧紙張/合板付メラミン・ユリア共縮合樹脂系接着
剤 イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁目1番

地 (一財)ベターリビング MFN-0705 平成15年08月19日

集成材 アセラデロス
アラウコ株式会社

チリ共和国　サンチャゴ市
ラス　コンデス地区　エル
ゴルフ通り150番14階

(一財)ベターリビング MFN-0704 平成15年08月19日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装/突板張/水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗/ミディアムデンシティーファイバーボード 株式会社土屋ホーム 北海道札幌市北区北9条西3丁

目7番地 (一財)ベターリビング MFN-0703 平成15年08月19日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装/集成材 株式会社タハラ 広島県廿日市市木材港南4-27 (一財)ベターリビング MFN-0702 平成15年08月19日

ウレタンアクリルレート系樹脂塗料・ウレタン系樹脂塗料塗/表面特殊印刷化
粧シート・特殊強化紙張/両面酢酸ビニル系樹脂エマルション形接着剤塗/合
板フローリング

三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
8番2号 (一財)ベターリビング MFN-0701 平成15年08月19日

両面樹脂シート張/ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗/パー
ティクルボード ニホンフラッシュ株式会社 徳島県小松島市横須町5-26 (一財)ベターリビング MFN-0700 平成15年08月19日

単板積層材 ニホンフラッシュ株式会社 徳島県小松島市横須町5-26 (一財)ベターリビング MFN-0699 平成15年08月19日

合板（2層積層（硬質ウレタンフォーム/アルミニウム板）） 南海プライウッド株式会社 香川県高松市松福町1丁目15-
10 (一財)ベターリビング MFN-0698 平成15年08月19日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装・天然木単板張・スチレン・ブタジ
エンゴムエマルション接着剤塗／集成材 親和木材工業株式会社 岐阜県各務原市須衛町七丁目

178番地1
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0697 平成15年08月19日

集成材 中辺路町営木材加工場 和歌山県西牟婁郡中辺路町北
郡27-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0696 平成15年08月19日

ウレタン樹脂塗装（両面）／水性高分子イソシアネート接着剤系集成
材 三興プログレス株式会社 東京都新宿区左門町20番地7 (公財)日本合板検査会 MFN-0695 平成15年08月19日

天然木単板張（両面：一層目）／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗（両面：一層目）／メラミン
･ユリア共縮合樹脂接着剤系パーティクルボード張（両面：二層目）／酢酸ビニル樹脂系エマルション形
接着剤塗（両面：二層目）／メラミン･ユリア共縮合樹脂接着剤系及びイソシアネート接着剤系パーティ
クルボード

神谷コーポレーション株式会
社

神奈川県横浜市神奈川区六角
橋5丁目8番1号 (公財)日本合板検査会 MFN-0694 平成15年08月19日

水性高分子イソシアネート接着剤系集成材 有限会社鎌田材木店 秋田県能代市川反町6-21 (公財)日本合板検査会 MFN-0693 平成15年08月19日

天然木単板張（表面）／合板付壁紙施工用でん粉系接着剤（裏面桟木
張） 幸伸銘木加工 三重県桑名市小貝須441番2号 (公財)日本合板検査会 MFN-0692 平成15年08月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

天然木単板張（表面）／合板付壁紙施工用でん粉系接着剤（裏面桟木
張） 二井銘木株式会社 名古屋市中区千代田四丁目1

番3号 (公財)日本合板検査会 MFN-0691 平成15年08月19日

天然木単板張（表面）／合板付壁紙施工用でん粉系接着剤（裏面桟木
張） 岡秀銘木株式会社 名古屋市中川区山王一丁目5

番10号 (公財)日本合板検査会 MFN-0690 平成15年08月19日

天然木単板張（表面）／合板付壁紙施工用でん粉系接着剤（裏面桟木
張） 合資会社祖父江材木店 名古屋市中川区松重町1番11

号 (公財)日本合板検査会 MFN-0689 平成15年08月19日

天然木単板張（表面）／合板付壁紙施工用でん粉系接着剤（裏面桟木
張） 株式会社ミゾグチ 名古屋市熱田区四番二丁目14

番29号 (公財)日本合板検査会 MFN-0688 平成15年08月19日

ポリエステル樹脂塗（表面）／紙張（表面）／合板付メラミン・ユリア
共縮合樹脂系接着剤（酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤混合） 株式会社ムラセ 愛知県春日井市六軒屋町向エ

19-1 (公財)日本合板検査会 MFN-0687 平成15年08月12日

造作用集成材（9.5㎜～45㎜） 株式会社サンタ通商 東京都渋谷区東3丁目14番15
号 (一財)日本建築センター MFN-0686 平成15年08月12日

アクリル樹脂系塗装天然木単板張／メラミン樹脂系エマルション・スチレンブタジエンラバ
ー樹脂系エマルション混合接着剤塗／天然木単板・ポリオレフィン系樹脂発泡体・ポリウレ
タン系樹脂発泡体・ポリエチレン樹脂ラミネートポリエステル不織布裏張MDFフローリング

積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2丁
目4番4号 (一財)建材試験センター MFN-0684 平成15年08月12日

両面ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パーティクルボード ダイソー株式会社 大阪市西区江戸堀1-10-8 (一財)建材試験センター MFN-0683 平成15年08月12日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／MDF ダイソー株式会社 大阪市西区江戸堀1-10-8 (一財)建材試験センター MFN-0682 平成15年08月12日

ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0681 平成15年08月07日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0680 平成15年08月07日

集成フローリング 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0679 平成15年08月07日

油性系塗料塗装／集成フローリング 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0678 平成15年08月07日

油性系塗料塗装／集成フローリング 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0677 平成15年08月07日

天然木単板張／水性高分子・イソシアネート系接着剤塗／普通合板 YKK株式会社東北工場 宮城県志田郡三本木町三本木
字吉田1 (一財)建材試験センター MFN-0676 平成15年08月07日

両面ニトロセルロースラッカー系塗装／集成材 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)建材試験センター MFN-0675 平成15年08月07日

両面ニトロセルロースラッカー系塗装／集成材 株式会社三和 山口県吉敷郡小郡町大字下郷
796-5 (一財)建材試験センター MFN-0674 平成15年08月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 株式会社ウベモク 宇部市大字善和字川東541-14 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0673 平成15年08月07日

集成材 上野住宅建材株式会社 新潟県見附市今町6丁目28番3
1号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0672 平成15年08月07日

集成材 株式会社ホリエコーポレーシ
ョン

徳島県鳴門市大麻町大谷字森
崎7番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0671 平成15年08月07日

集成材 株式会社サンタ通商 東京都渋谷区東3-14-15MOビ
ル4階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0670 平成15年08月07日

集成材 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋本町2-7-
1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0669 平成15年08月07日

集成材 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0668 平成15年08月07日

集成材 株式会社三和 山口県吉敷郡小郡町大字下郷
796-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0667 平成15年08月07日

集成材 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0666 平成15年08月07日

繊維系壁紙 日本ルナファーザー株式会社 東京都港区高輪4-24-58アパ
ートメンツ33　2階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0665 平成15年08月07日

造作用集成材（12㎜） 株式会社日本産業 栃木県下都賀郡国分寺町柴26
2-21 (一財)日本建築センター MFN-0664 平成15年08月07日

造作用集成材（6.2㎜～35.5㎜） 株式会社日本産業 栃木県下都賀郡国分寺町大字
柴262-21 (一財)日本建築センター MFN-0663 平成15年08月07日

ポリウレタン樹脂系塗装／集成フローリング 青島聯誼木業有限公司 中国山東省青島皎州市李哥庄
鎮李哥庄村

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0662 平成15年08月07日

表面漂白／集成材
渮澤興華木業有限公司 中国山東省曹県省寨鎮

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0661 平成15年08月07日

渮澤金魯木製品有限公司 中国山東省曹県庄寨鎮

ポリウレタン樹脂系塗料・アクリル樹脂系塗料塗装／集成フローリン
グ 旭商事株式会社 岐阜県羽島郡岐南町みやまち

1丁目3番地
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0659 平成15年08月07日

集成材 丸天星工業株式会社 静岡県島田市稲荷二丁目11番
1号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0658 平成15年08月07日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成フローリング ボード株式会社 東京都新宿区新宿5-4-1新宿Q
フラットビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0660 平成15年07月31日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 入江材木店 東京都台東区入谷1-2-5 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0657 平成15年07月31日

両面ポリエステル樹脂系塗料塗装／集成フローリング 入江材木店 東京都台東区入谷1-2-5 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0656 平成15年07月31日

両面低圧メラミン樹脂張／パーティクルボード トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0655 平成15年07月31日

両面低圧メラミン樹脂張／パーティクルボード トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0654 平成15年07月31日

集成材 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋本町2丁
目7番1号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0653 平成15年07月31日

水性エマルション形塗装／集成材 セルコホーム株式会社 宮城県仙台市青葉区上杉2丁
目1-14 (一財)建材試験センター MFN-0651 平成15年07月31日

紙系壁紙 日本ルナファーザー株式会社 東京都港区高輪4-24-58アパ
ートメント33　2F (一財)建材試験センター MFN-0650 平成15年07月31日

造作用集成材 北洋交易株式会社 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比
寿ガーデンプレイスタワー29F (一財)建材試験センター MFN-0649 平成15年07月31日

塩化ビニル樹脂系壁紙 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重
洲宝町ビル (一財)建材試験センター MFN-0648 平成15年07月31日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 大日技研工業株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
14-14　こうしんビル８階 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0647 平成15年07月31日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 大日技研工業株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
14-14　こうしんビル８階 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0646 平成15年07月31日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 大日技研工業株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
14-14　こうしんビル８階 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0645 平成15年07月31日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 大日技研工業株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
14-14　こうしんビル８階 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0644 平成15年07月31日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 大日技研工業株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
14-14　こうしんビル８階 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0643 平成15年07月31日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 大日技研工業株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
14-14　こうしんビル８階 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0642 平成15年07月31日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 大日技研工業株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
14-14　こうしんビル８階 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0641 平成15年07月31日

スチレンゴム系溶剤形接着剤 日立化成ポリマー株式会社 東京都千代田区内神田1-13-7
（四国ビル） (一財)日本塗料検査協会 MFN-0640 平成15年07月31日

140/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

スチレンゴム系溶剤形接着剤 日立化成ポリマー株式会社 東京都千代田区内神田1-13-7
（四国ビル） (一財)日本塗料検査協会 MFN-0639 平成15年07月31日

クロロプレンゴム系溶剤形接着剤 日立化成ポリマー株式会社 東京都千代田区内神田1-13-7
（四国ビル） (一財)日本塗料検査協会 MFN-0638 平成15年07月31日

酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤 日本エヌエスシー株式会社 大阪府箕面市船場西１－６－
５ (一財)日本塗料検査協会 MFN-0637 平成15年07月31日

２液形ウレタン塗料塗／集成材フローリング 株式会社沖縄イゲトー 沖縄県島尻郡佐敷町字津波古
979 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0635 平成15年07月31日

２液形ウレタン塗料塗／集成材 株式会社沖縄イゲトー 沖縄県島尻郡佐敷町字津波古
978 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0634 平成15年07月31日

集成材 新協商事株式会社 東京都江東区新木場３丁目9-
7 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0633 平成15年07月31日

集成材 新協商事株式会社 東京都江東区新木場３丁目9-
7 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0632 平成15年07月31日

クロロプレンゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-15
-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0631 平成15年07月31日

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤 アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀
江2288 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0630 平成15年07月31日

ロックウール保温筒 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門１－１－２
６ (一財)日本塗料検査協会 MFN-0629 平成15年07月31日

再生ゴム系溶剤形接着剤 コニシ株式会社 大阪市中央区平野町2-1-2（
沢の鶴ビル） (一財)日本塗料検査協会 MFN-0628 平成15年07月31日

アクリル樹脂塗装／人工杢化粧単板張／酢酸ビニル樹脂エマルション
接着剤塗／普通合板

株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所 岐阜市高野町7-6 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0624 平成15年07月31日

化粧コルク板張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／コルクフロ
ーリング 東亜コルク株式会社 大東市新田中町5-１ (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0623 平成15年07月31日

コルクフローリング 東亜コルク株式会社 大東市新田中町5-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0622 平成15年07月31日

集成材 株式会社浜友 浜松市飯田町1105 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0621 平成15年07月31日

「表面」ポリウレタン樹脂塗装／「裏面」アクリル塗装／集成材フロ
ーリング 株式会社日進 福岡市博多区立花寺1-3-5 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0620 平成15年07月31日

集成材 株式会社京集 京都市南区吉祥院嶋樫山町41 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0619 平成15年07月31日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 北恵株式会社 大阪市中央区南本町3-6-14 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0618 平成15年07月31日

集成材 北恵株式会社 大阪市中央区南本町3-6-14 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0617 平成15年07月31日

造作用集成材（25㎜～60㎜） バウテック有限会社 新潟県糸魚川市大字新町5番
地 (一財)日本建築センター MFN-0616 平成15年07月25日

造作用集成材（38㎜～40㎜） 株式会社横森製作所 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目29
番2号 (一財)日本建築センター MFN-0615 平成15年07月25日

ポリウレタン樹脂塗装／天然木単板張／変性アクリルエマルション接
着剤塗／合板

昭和技工株式会社 静岡県志太郎大井川町下小杉
1044-2 （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-0614 平成15年07月25日
株式会社八木一商店 静岡市寿町12番16号

両面アルキド樹脂塗料塗装天然木単板張／両面天然木単板・アルミニウム板
・天然木単板張フェノール樹脂接着剤塗インシュレーションファイバーボー
ド付メラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤（接着層：4層）

ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5-2-39円通寺
ガデリウスビル6F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0613 平成15年07月25日

両面アルキド樹脂塗料塗装ハードファイバーボード張／両面アルミニウム板
張インシュレーションファイバーボード付フェノール樹脂接着剤（接着層：4
層）

ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5-2-39円通寺
ガデリウスビル6F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0612 平成15年07月25日

両面油性塗料塗装天然木単板張／両面天然木単板張・アルミニウム板・天然
木単板張フェノール樹脂接着剤塗インシュレーションファイバーボード付メ
ラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤（接着層：4層）

ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5-2-39円通寺
ガデリウスビル6F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0611 平成15年07月25日

横はぎ天然木単板張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0610 平成15年07月25日

集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0609 平成15年07月25日

ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 株式会社東新林業 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三
賀288

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0608 平成15年07月25日

造作用集成材（7㎜～39㎜） 阿部興業株式会社 東京都新宿区新宿一丁目七番
十号 (一財)日本建築センター MFN-0606 平成15年07月25日

造作用集成材（16㎜） パシフィックリムキャビネッ
ト株式会社

640BelgrdueWayAnnaasIslan
dBusinessParkDelta,BC (一財)日本建築センター MFN-0605 平成15年07月25日

集成材 株式会社丸米商会 大阪市中央区博労町4丁目6番
17号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0603 平成15年07月25日

集成材 株式会社ティ・エス・シー 千葉県木更津市潮浜2-6-4 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0604 平成15年07月23日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ダイアックス株式会社 福岡県八女郡立花町大字谷川
71-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0602 平成15年07月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

紙系壁紙 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0601 平成15年07月23日

集成材 新龍商事株式会社 埼玉県上尾市中妻5丁目12-48 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0600 平成15年07月23日

両面オレフィンシート張／溶剤型ポリウレタン系接着剤塗／MDF張／
水性ビニルウレタン系接着剤塗／集成材（縁材付） 株式会社ハウテック 岐阜県益田郡下呂町少ヶ野42

3番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0599 平成15年07月23日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社ハンセム 東京都渋谷区神宮前6-27-8京
セラ原宿ビル4F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0598 平成15年07月23日

両面メラミン樹脂含浸紙張／酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／
パーティクルボード 株式会社ハンセム 東京都渋谷区神宮前6-27-8京

セラ原宿ビル4F
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0597 平成15年07月23日

不飽和ポリエステル樹脂塗装／普通紙張／酢酸ビニル樹脂エマルショ
ン系接着剤塗／合板

有限会社ポリボード・エムテ
ック 大阪府岸和田市三田町31 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0594 平成15年07月15日

ウレタン系樹脂塗装／天然木積層突き板張／酢酸ビニル系樹脂接着剤
塗／合板 唐川木材工業株式会社 広島県府中市高木町235番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0593 平成15年07月15日

「表面側」ウレタンアルキッド系樹脂塗装／「裏面側」水性高分子-イソシア
ネート系接着剤塗／溝加工付ウレタンフォーム張／集成材フローリング 株式会社藤本 広島県広島市南区段原4丁目2

-6 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0592 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 湯本突板 静岡県静岡市新通1丁目11-15 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0591 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 有限会社山崎商事 静岡県静岡市牧ヶ谷2366 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0590 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 杢屋 静岡県静岡市中島2947 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0589 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 マリコ突板 静岡県静岡市北丸子2丁目16-

3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0588 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 有限会社マルケイ 静岡県榛原郡榛原町細江970-

1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0587 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 有限会社司製作所 静岡県静岡市登呂2丁目2-26 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0586 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 司加工所 静岡県静岡市東新田4丁目18-

50 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0585 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 瀧本銘杢 静岡県藤枝市音羽町6-7-2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0584 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 大栄商行 静岡県静岡市桃園町6番4号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0583 平成15年07月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 瀬奈銘杢 静岡市瀬名六丁目13番52号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0582 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 株式会社きんぱら 静岡県静岡市井宮町209 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0581 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 有限会社カクエイ 静岡県志太郎岡部町桂島797 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0580 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 江間特殊工芸 静岡県藤枝市仮宿1602-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0579 平成15年07月15日

ウレタン樹脂系塗装天然木突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合
板 株式会社うさみ 静岡県静岡市手越118 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0578 平成15年07月15日

合板 カティンガンティンバーカン
パニー

インドネシア共和国南スラウェ
シ州マカッサル市90244ドクト
ルインシニョールスタミ通り

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0577 平成15年07月15日

合板 カティンガンティンバーカン
パニー

インドネシア共和国南スラウェ
シ州マカッサル市90244ドクト
ルインシニョールスタミ通り

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0576 平成15年07月15日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成フローリング 北恵株式会社 大阪市中央区南本町3-6-14イ
トウビル4F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0575 平成15年07月15日

両面アクリル樹脂系塗料塗装／集成フローリング 北恵株式会社 大阪市中央区南本町3-6-14イ
トウビル4F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0574 平成15年07月15日

両面ポリエステル樹脂系塗料塗装／集成フローリング 北恵株式会社 大阪市中央区南本町3-6-14イ
トウビル4F

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0573 平成15年07月15日

塩化ビニル樹脂系壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)建材試験センター MFN-0572 平成15年07月15日

集成材
株式会社新洋 沖縄県浦添市字西原745番地

の1 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0571 平成15年07月15日

クボデラ有限会社 東京都中野区沼袋4丁目27番1
5号

ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成フローリング

株式会社新洋 沖縄県浦添市字西原745番地
の1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0570 平成15年07月15日ミハマ通商株式会社 神奈川県横浜市金沢区幸浦1

丁目15番34号

クボデラ有限会社 東京都中野区沼袋4丁目27番1
5号

造作用集成材（17㎜～45㎜） 株式会社　アイビーワーク 岐阜県高山市下岡本町1156-1 (一財)日本建築センター MFN-0569 平成15年07月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

造作用集成材（13㎜～20㎜） 株式会社シーアール 富山市飯野40-2 (一財)日本建築センター MFN-0568 平成15年07月15日

両面低圧メラミン含浸紙張／パーティクルボード（9㎜～18㎜） ピイ・ティ・アイ・ジャパン
株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目1
0番1号有楽町ビル7階 (一財)日本建築センター MFN-0567 平成15年07月15日

ポリウレタン樹脂塗装／「両面」コルク張／酢酸ビニル樹脂エマルシ
ョン接着剤塗／ハードファイバーボードフローリング 東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町5-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0566 平成15年07月15日

酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤系集成材 タシロ産業株式会社 神奈川県横浜市保土ヶ谷区東
川島町16の7 (公財)日本合板検査会 MFN-0565 平成15年07月07日

水性高分子イソシアネート接着剤系集成材 松谷木材株式会社 東京都江東区枝川1丁目15番9
-226号 (公財)日本合板検査会 MFN-0564 平成15年07月07日

水性高分子イソシアネート接着剤系集成材 株式会社丸越 東京都江東区木場2丁目21番2
号 (公財)日本合板検査会 MFN-0563 平成15年07月07日

水性高分子イソシアネート接着剤系集成材 株式会社野田修護商店 東京都江東区木場3丁目3番8
号 (公財)日本合板検査会 MFN-0562 平成15年07月07日

ミラー張（表面）／変性シリコン樹脂系接着剤塗（表面）／ニトロセ
ルロース樹脂系塗装（裏面）／フェノール樹脂接着剤系合板 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (公財)日本合板検査会 MFN-0561 平成15年07月07日

ニトロセルロース樹脂系塗装（両面）／木質系突板張（両面）／酢酸ビニル
樹脂系エマルション形接着剤塗（両面）／酢酸ビニル樹脂系エマルション形
接着剤系集成材

永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (公財)日本合板検査会 MFN-0560 平成15年07月07日

ユリア樹脂接着剤系合板 株式会社ウッドテック 東京都品川区西品川1丁目23
番19号 (公財)日本合板検査会 MFN-0559 平成15年07月07日

水性高分子イソシアネート接着剤系集成材 株式会社ウッドテック 東京都品川区西品川1丁目23
番19号 (公財)日本合板検査会 MFN-0558 平成15年07月07日

水性高分子イソシアネート接着剤系集成材 青野木材株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北
2-9-51 (公財)日本合板検査会 MFN-0557 平成15年07月07日

フェノール樹脂接着剤系合板 シャーマン・ウッド・オーワ
イ日本支社 東京都渋谷区恵比寿南3-7-10 (公財)日本合板検査会 MFN-0556 平成15年07月07日

集成材 東南木材株式会社 東京都江東区新木場1丁目18
番14号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0555 平成15年07月07日

両面オレフィン樹脂シート張／ウレタン樹脂系接着剤塗／酢酸ビニル重合体
水性エマルション系接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード(三層
積層）

住友林業クレスト株式会社鹿
島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6北海浜工業団地 (一財)ベターリビング MFN-0554 平成15年07月07日

繊維系壁紙 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁
目2番1号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0553 平成15年07月07日

壁紙施工用でん粉系接着剤 有限会社ながら糊本舗 岐阜県羽島郡柳津町佐波4438
-7 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0552 平成15年07月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリウレタン樹脂系塗装／集成フローリング 石井商事株式会社 大阪市天王寺区上之宮町1-15 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0551 平成15年07月07日

油性系塗料塗装／天然木単板・アルミニウムシート張／両面ユリア樹
脂系接着剤塗／合板 ヴェステック株式会社 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目30

番22号折田ビル1階
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0550 平成15年07月02日

ポリエステル樹脂系塗装／印刷紙張／ユリア樹脂・酢酸ビニル樹脂エ
マルション接着剤塗／合板 アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288番地
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0549 平成15年07月02日

難燃処理合板 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5丁目24
番3号

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0548 平成15年07月02日

塩化ビニル壁紙 株式会社ニップコーポレーシ
ョン

大阪市西区南堀江4丁目14番1
号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0547 平成15年06月30日

塩化ビニル壁紙 株式会社ニップコーポレーシ
ョン

大阪市西区南堀江4丁目14番1
号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0546 平成15年06月30日

両面紙オレフィン複合フィルム張／ビニル共重合樹脂系エマルション
形接着剤塗／MDF

立山アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川550番地

(一財)建材試験センター MFN-0545 平成15年06月30日
三協アルミニウム工業株式会
社 富山県高岡市早川70番地

表面塩化ビニル樹脂系フィルム・裏面側ポリエステル樹脂系フィルム
張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF ニホンフラッシュ株式会社 徳島県小松島市横須賀5-26 (一財)建材試験センター MFN-0544 平成15年06月30日

表面側普通紙・裏面側ポリエステル樹脂系フィルム張／表面側酢酸ビニル樹
脂系エマルション形・裏面側ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／
MDF

ニホンフラッシュ株式会社 徳島県小松島市横須賀5-26 (一財)建材試験センター MFN-0543 平成15年06月30日

壁紙施工用でん粉系接着剤 広島化学工業株式会社 広島県広島市安佐南区西原2
丁目27-37 (一財)建材試験センター MFN-0542 平成15年06月30日

ポリエチレンテレフタレート樹脂シート張／酢酸ビニル樹脂系エマル
ション形接着剤塗／ミディアムデンシティーファイバーボード ユアサ建材工業株式会社 愛知県高浜市新田町3-1-3 (一財)ベターリビング MFN-0541 平成15年06月30日

両面ウレタン塗料塗装／化粧単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接
着剤塗／化粧単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／集成材 ビィ・エル・シー株式会社 東京都千代田区外神田2-19-3

お茶の水木村ビル７階 (一財)ベターリビング MFN-0540 平成15年06月30日

集成材 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-0539 平成15年06月30日

ウレタン樹脂系塗料塗装／突板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／ミディアムデンシティーファイバーボード

住友林業クレスト株式会社鹿
島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6北海浜工業団地 (一財)ベターリビング MFN-0538 平成15年06月30日

オレフィン樹脂シート張／ウレタン樹脂系接着剤塗／ミディアムデン
シティーファイバーボード

住友林業クレスト株式会社鹿
島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6北海浜工業団地 (一財)ベターリビング MFN-0537 平成15年06月30日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／突板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／単板積層材

住友林業クレスト株式会社鹿
島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6北海浜工業団地 (一財)ベターリビング MFN-0536 平成15年06月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

集成材 斎藤木材株式会社 東京都江東区辰巳3丁目28番2
9号 (一財)ベターリビング MFN-0535 平成15年06月30日

ロックウール保温材 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1-2-
1 (一財)ベターリビング MFN-0534 平成15年06月30日

エポキシ樹脂塗料塗装／アクリル系接着剤付アルミニウム箔張／合板 株式会社ガスター 神奈川県大和市深見台3-4 (一財)ベターリビング MFN-0533 平成15年06月30日

両面ウレタン樹脂系塗料塗／天然木突き板張／ポリアクリルアミド樹脂系接
着剤及び変性ゴムラテックス樹脂系接着剤塗／和紙張／ポリアクリルアミド
樹脂系接着剤及び変性ゴムラテックス樹脂系接着剤塗／パーティクルボード

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0532 平成15年06月30日

アクリル系接着剤付アルミニウム箔張／合板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目8
番2号 (一財)ベターリビング MFN-0531 平成15年06月30日

集成材 協和木工株式会社浜田工場 島根県浜田市周布町イ63-6 (一財)ベターリビング MFN-0530 平成15年06月30日

アクリル系接着剤付アルミニウム箔張／合板 住商メタレックス株式会社 東京都千代田区神田駿河台3-1
1三井住友海上駿河台別館ビル (一財)ベターリビング MFN-0529 平成15年06月30日

アクリル系接着剤付アルミニウム箔張／合板 住商メタレックス株式会社 東京都千代田区神田駿河台3-1
1三井住友海上駿河台別館ビル (一財)ベターリビング MFN-0528 平成15年06月30日

両面ポリウレタン系樹脂塗料塗装／天然突き板張／パーティクルボー
ド付ユリアホルムアルデヒド樹脂木材用接着剤 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-0527 平成15年06月30日

アクリル系接着剤付アルミニウム箔張／合板 株式会社ハーマンプロ 大阪府大阪市此花区春日出南
3-2-10 (一財)ベターリビング MFN-0526 平成15年06月30日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／ミディアムデンシティーファイバーボ
ード

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0525 平成15年06月30日

オレフィン樹脂シート・耐油性コート紙張／ウレタン変性ビニル系接
着剤塗／ミディアムデンシティーファイバーボード

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0524 平成15年06月30日

シリコンコート紙・耐油性コート紙張／ウレタン変性ビニル系接着剤
塗／パーティクルボード

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0523 平成15年06月30日

両面低圧メラミン含浸紙張／パーティクルボード（8㎜～15㎜） 江間忠合板株式会社 東京都中央区晴海三丁目3番3
号 (一財)日本建築センター MFN-0522 平成15年06月30日

プラスチック系壁紙（0.2㎜～0.7㎜） ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四つ木2丁目1
6番14号 (一財)日本建築センター MFN-0521 平成15年06月30日

塩化ビニル樹脂系壁紙（0.2㎜～1.5㎜） ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四つ木2丁目1
6番14号 (一財)日本建築センター MFN-0520 平成15年06月30日

プラスチック系壁紙（0.27㎜） 東海アルミ箔株式会社 神奈川県横浜市西区北幸二丁
目6番1号 (一財)日本建築センター MFN-0519 平成15年06月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

造作用集成材（10.5㎜～37㎜） 阿部興業株式会社 東京都新宿区新宿1丁目7番10
号 (一財)日本建築センター MFN-0518 平成15年06月30日

造作用集成材（17㎜～45㎜） 阿部興業株式会社 東京都新宿区新宿1丁目7番10
号 (一財)日本建築センター MFN-0517 平成15年06月30日

両面強化紙張／ミディアムデンシティファイバーボード（12㎜） 株式会社オベ 福山市柳津町三丁目4番56号 (一財)日本建築センター MFN-0516 平成15年06月30日

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤 日本フーラー株式会社 静岡県浜松市松島町700番地 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0515 平成15年06月30日

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤 日本フーラー株式会社 静岡県浜松市松島町700番地 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0514 平成15年06月30日

油性下地塗料 株式会社セラリカ野田 神奈川県愛甲郡愛川町中津７
２０２ (一財)日本塗料検査協会 MFN-0513 平成15年06月30日

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤 積水化学工業株式会社 滋賀県甲賀郡水口町泉1259 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0512 平成15年06月30日

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤 積水化学工業株式会社 滋賀県甲賀郡水口町泉1259 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0511 平成15年06月30日

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤 アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀
江２２８８ (一財)日本塗料検査協会 MFN-0510 平成15年06月30日

UV硬化形塗料塗／フローリング（複合２種フローリング） 株式会社赤尾建材 福岡県田川市春日町2-10 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0509 平成15年06月30日

UV硬化形塗料塗／集成材（造作用集成材） 株式会社赤尾建材 福岡県田川市春日町2-10 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0508 平成15年06月30日

コート紙(表・裏面)張／ポリウレタン系接着剤(表面)塗／ビニル樹脂エマルシ
ョン形接着剤(裏面)塗／MDF／メラミン・ユリア系接着剤塗／合板／メラミ
ン・ユリア系接着剤塗／合板／メラミン・ユリア系接着剤塗／MDF(化粧板)

東陶機器株式会社
トイレシステム生産本部 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0507 平成15年06月30日

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤 アロンエバーグリップリミテ
ッド

東京都港区西新橋1丁目14番
地1号 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0506 平成15年06月30日

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤 アロンエバーグリップリミテ
ッド

東京都港区西新橋1丁目14番
地1号 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0505 平成15年06月30日

化粧単板（表・裏面）張／酢酸ビニル・ウレタン接着剤塗／集成材（
化粧貼り造作用集成材） 株式会社中村 佐賀県神埼郡千代田町大字迎

島1282-3 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0504 平成15年06月30日

ポリウレタン塗料塗／集成材（造作用集成材） 株式会社中村 佐賀県神埼郡千代田町大字迎
島1282-3 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0503 平成15年06月30日

パーティクルボード 株式会社コンサルト商事 愛知県海部郡弥富町楠1丁目1
10番地 (一財)建材試験センター MFN-0501 平成15年06月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

壁紙施工用でん粉系接着剤 有限会社マツウラ 広島県福山市今津町4丁目4番
20号 (一財)建材試験センター MFN-0500 平成15年06月27日

紙系壁紙 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター MFN-0499 平成15年06月27日

無機質系壁紙 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター MFN-0498 平成15年06月27日

MDF 株式会社イワクラ 北海道苫小牧市晴海町23番地
1 (一財)建材試験センター MFN-0495 平成15年06月27日

MDF 株式会社イワクラ 北海道苫小牧市晴海町23番地
1 (一財)建材試験センター MFN-0494 平成15年06月27日

表面側メラミン樹脂板・裏面側フェノール樹脂板張／表面側酢酸ビニル樹脂
系エマルション形接着剤・裏面側クロロプレンゴム系接着剤塗／普通合板 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0493 平成15年06月27日

表面側メラミン樹脂板・裏面側ダップ樹脂含浸紙張／クロロプレンゴ
ム系接着剤塗／パーティクルボード トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0492 平成15年06月27日

表面側メラミン樹脂板・裏面側フェノール樹脂板張／クロロプレンゴ
ム系接着剤塗／MDF トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0491 平成15年06月27日

ウレタン樹脂系塗装／集成材 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0490 平成15年06月27日

ウレタン樹脂系塗装／普通合板 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0489 平成15年06月27日

両面ウレタン樹脂系塗装／パーティクルボード トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0488 平成15年06月27日

アクリル樹脂系塗装／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／普通合板付両面MD
F トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0487 平成15年06月27日

防湿紙張／アクリル変性エチレン・酢酸ビニル共重合体系接着剤塗／
普通合板 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0486 平成15年06月27日

防湿紙張／アクリル変性エチレン・酢酸ビニル共重合体系接着剤塗／
MDF トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0485 平成15年06月27日

コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合板 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0484 平成15年06月27日

両面コート紙張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／パーティクルボード トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0483 平成15年06月27日

コート紙張／MDF付尿素酢酸ビニル樹脂系接着剤 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0482 平成15年06月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面オレフィンシート張／ウレタン変性エチレン・酢酸ビニル樹脂系
接着剤塗／集成材 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0481 平成15年06月27日

オレフィンシート張／ウレタン樹脂系接着剤塗／普通合板 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0480 平成15年06月27日

ポリエチレンテレフタレートフィルム張／ウレタン変性エチレン・酢
酸ビニル樹脂系接着剤塗／普通合板 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0479 平成15年06月27日

ポリプロピレンフィルム張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／パーティク
ルボード トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0478 平成15年06月27日

ポリプロピレンフィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／普通合板裏張
MDF トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0477 平成15年06月27日

ポリプロピレンフィルム張／ウレタン変性エチレン・酢酸ビニル樹脂
系接着剤塗／MDF トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)建材試験センター MFN-0476 平成15年06月27日

パーティクルボード 株式会社日本産業 確認中  MFN-0475 平成15年06月27日

パーティクルボード 竹原工業株式会社 竹原市下野町1432番地の5 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0474 平成15年06月27日

ウレタンコート紙・防湿紙張／両面酢酸ビニル・エチレン共重合樹脂
系エマルション接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288番地
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0473 平成15年06月27日

ウレタンコート紙張／酢酸ビニル・エチレン共重合樹脂系エマルショ
ン接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288番地
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0472 平成15年06月27日

ウレタンコート紙張／ポリウレタン樹脂系接着剤塗／ミディアムデン
シティファイバーボード アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288番地
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0471 平成15年06月27日

紙壁紙 株式会社上山製紙所 福井県今立郡今立町大滝24-2
2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0470 平成15年06月27日

「表側」ウレタン系樹脂インキ塗／ポリエステル系樹脂複合シート張／ポリ
ウレタン系樹脂接着剤塗／「裏面」ポリプロピレン系樹脂シート張／ウレタ
ン変性エチレン酢酸ビニル共重合体水性エマルション接着剤塗／MDF

株式会社ダイチュウ 岐阜県海津郡海津町平原1697
番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0469 平成15年06月27日

水性エマルション塗料 日本エンバイロケミカルズ株
式会社 東京都港区芝浦一丁目2番1号 （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-0468 平成15年06月27日

屋内木部用水性ステイン 日本エンバイロケミカルズ株
式会社 東京都港区芝浦一丁目2番1号 （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-0467 平成15年06月27日

ポリウレタン樹脂系塗装／集成フローリング 石井商事株式会社 大阪市天王寺区上之宮町1-15 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0466 平成15年06月25日

コート紙（表・裏面）／ポリウレタン樹脂系接着剤（表）／ポリ酢酸
ビニル樹脂系接着剤（裏）／MDF（化粧板） 東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村2-8-1 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0465 平成15年06月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

コルク系壁紙 大洋株式会社 大阪市中央区瓦屋町1-9-20 (一財)建材試験センター MFN-0464 平成15年06月25日

コルク系壁紙 英商株式会社 東京都千代田区内神田2-3-13
藤和ビル3階 (一財)建材試験センター MFN-0463 平成15年06月25日

コルク系壁紙 株式会社サンゲツ 名古屋市西区幅下1-4-1 (一財)建材試験センター MFN-0462 平成15年06月25日

無機質系壁紙 株式会社ホクシンクロス 大阪府羽曳野市島泉8-13-6 (一財)建材試験センター MFN-0461 平成15年06月25日

無機質系壁紙 フジワラ化学株式会社 愛媛県東予市大新田94 (一財)建材試験センター MFN-0460 平成15年06月25日

無機質系壁紙 富士工業株式会社 福井県福井市上河北町1-48 (一財)建材試験センター MFN-0459 平成15年06月25日

無機質系壁紙 アトミクス株式会社 東京都板橋区舟渡3-9-6 (一財)建材試験センター MFN-0458 平成15年06月25日

無機質系壁紙 株式会社ニュート 東京都港区虎ノ門3丁目10-3 (一財)建材試験センター MFN-0457 平成15年06月25日

無機質系壁紙 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3丁目1-10 (一財)建材試験センター MFN-0456 平成15年06月25日

無機質系壁紙 リリカラ株式会社 東京都新宿区西新宿7-5-20 (一財)建材試験センター MFN-0455 平成15年06月25日

無機質系壁紙 株式会社サンゲツ 名古屋市西区幅下1-4-1 (一財)建材試験センター MFN-0454 平成15年06月25日

無機質系壁紙 ニッセン工業株式会社 福井県今立郡今立町新在家9
号8番地 (一財)建材試験センター MFN-0453 平成15年06月25日

無機質系壁紙 ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大
門町26番地 (一財)建材試験センター MFN-0452 平成15年06月25日

無機質系壁紙 エリモ工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字兎並
小字船屋3 (一財)建材試験センター MFN-0451 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 文映株式会社 愛知県名古屋市緑区若田1丁
目501番地 (一財)建材試験センター MFN-0450 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11
-5 (一財)建材試験センター MFN-0449 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2-4-4 (一財)建材試験センター MFN-0448 平成15年06月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

プラスチック系壁紙 株式会社キョクソー 石川県松任市八田町29番地 (一財)建材試験センター MFN-0447 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 大洋株式会社 大阪市中央区瓦屋町1-9-20 (一財)建材試験センター MFN-0446 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 森本織物株式会社 京都府相楽郡山城町大字上狛
小字野日向5番地 (一財)建材試験センター MFN-0445 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 大日本印刷株式会社建材事業
部

東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター MFN-0444 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 山田化染工業株式会社 京都府京都市右京区西院三蔵
町48番地 (一財)建材試験センター MFN-0443 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1
丁目15番29号 (一財)建材試験センター MFN-0442 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)建材試験センター MFN-0441 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 スリーエイ化学株式会社 千葉県東葛飾郡関宿町木間ケ
瀬2501 (一財)建材試験センター MFN-0440 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 東武化学工業株式会社 東京都千代田区神田和泉町1
番5 (一財)建材試験センター MFN-0439 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原
3777 (一財)建材試験センター MFN-0438 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1丁目13
番10号 (一財)建材試験センター MFN-0437 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 竹野株式会社 大阪府東大阪市長田中2丁目3
番18号 (一財)建材試験センター MFN-0436 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花
面85 (一財)建材試験センター MFN-0435 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 日本ビニル工業株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦
和5-3-20 (一財)建材試験センター MFN-0434 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 株式会社テスコ 山梨県甲府市上今井町881 (一財)建材試験センター MFN-0433 平成15年06月25日

プラスチック系壁紙 共和レザー株式会社 静岡県浜松市東町1876 (一財)建材試験センター MFN-0432 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)建材試験センター MFN-0431 平成15年06月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社テキスタイル飯田 東京都渋谷区東1-25-11 (一財)建材試験センター MFN-0430 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社ニュート 東京都港区虎ノ門3丁目10-3 (一財)建材試験センター MFN-0429 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リリカラ株式会社 東京都新宿区西新宿7-5-20 (一財)建材試験センター MFN-0428 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社義輝 東京都豊島区東池袋1-47-1 (一財)建材試験センター MFN-0427 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社リバコプランニング 東京都港区西新橋2-6-1 (一財)建材試験センター MFN-0426 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3丁目1-10 (一財)建材試験センター MFN-0425 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター MFN-0424 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社サンゲツ 名古屋市西区幅下1-4-1 (一財)建材試験センター MFN-0423 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 シンコールウォール株式会社 大阪府東大阪市長田東3丁目3
番16号 (一財)建材試験センター MFN-0422 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11
-5 (一財)建材試験センター MFN-0421 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2-4-4 (一財)建材試験センター MFN-0420 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1丁目13
番10号 (一財)建材試験センター MFN-0419 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1
丁目15番29号 (一財)建材試験センター MFN-0418 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大
門町26番地 (一財)建材試験センター MFN-0417 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22番地 (一財)建材試験センター MFN-0416 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 大洋株式会社 大阪市中央区瓦屋町1-9-20 (一財)建材試験センター MFN-0415 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 京都壁装株式会社 京都市中京区新烏丸通丸太町
入ル東椹木町109番 (一財)建材試験センター MFN-0414 平成15年06月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂系壁紙 アサヒ合成工業株式会社 愛知県名古屋市千種区今池二
丁目一番六号千種橋ビル6階 (一財)建材試験センター MFN-0413 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 英商株式会社 東京都千代田区内神田2-3-13
藤和ビル3階 (一財)建材試験センター MFN-0412 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社ホクシンクロス 大阪府羽曳野市島泉8-13-6 (一財)建材試験センター MFN-0411 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 中塚株式会社 京都市下京区松原通富小路西
入中之町480番地 (一財)建材試験センター MFN-0410 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 山田化染工業株式会社 京都府京都市右京区西院三蔵
町48番地 (一財)建材試験センター MFN-0409 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1
丁目15番29号 (一財)建材試験センター MFN-0408 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社歴清社 広島市西区三篠町3-20-4 (一財)建材試験センター MFN-0407 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45 (一財)建材試験センター MFN-0406 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 スリーエイ化学株式会社 千葉県東葛飾郡関宿町木間ケ
瀬2501 (一財)建材試験センター MFN-0405 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原
3777 (一財)建材試験センター MFN-0404 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 東武化学工業株式会社 東京都千代田区神田和泉町1
番5 (一財)建材試験センター MFN-0403 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター MFN-0402 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1丁目13
番10号 (一財)建材試験センター MFN-0401 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 大日本印刷株式会社建材事業
部

東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター MFN-0400 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 竹野株式会社 大阪府東大阪市長田中2丁目3
番18号 (一財)建材試験センター MFN-0399 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花
面85 (一財)建材試験センター MFN-0398 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 日本ビニル工業株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦
和5-3-20 (一財)建材試験センター MFN-0397 平成15年06月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社テスコ 山梨県甲府市上今井町881 (一財)建材試験センター MFN-0396 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)建材試験センター MFN-0395 平成15年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 共和レザー株式会社 静岡県浜松市東町1876 (一財)建材試験センター MFN-0394 平成15年06月25日

繊維系壁紙 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)建材試験センター MFN-0393 平成15年06月25日

繊維系壁紙 株式会社フェニクス 東京都渋谷区渋谷3丁目26番2
0号 (一財)建材試験センター MFN-0392 平成15年06月25日

繊維系壁紙 株式会社睦屋 東京都港区新橋5-17-1 (一財)建材試験センター MFN-0391 平成15年06月25日

繊維系壁紙 マナトレーディング株式会社 東京都目黒区中目黒3-3-2エ
バーグリーンビルディング2F (一財)建材試験センター MFN-0390 平成15年06月25日

繊維系壁紙 株式会社義輝 東京都豊島区東池袋1-47-1 (一財)建材試験センター MFN-0389 平成15年06月25日

繊維系壁紙 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3丁目1-10 (一財)建材試験センター MFN-0388 平成15年06月25日

繊維系壁紙 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター MFN-0387 平成15年06月25日

繊維系壁紙 近江ベルベット株式会社 滋賀県長浜市石田町533番地 (一財)建材試験センター MFN-0386 平成15年06月25日

繊維系壁紙 三光化学工業株式会社 岐阜県揖斐郡大野町黒野1018 (一財)建材試験センター MFN-0385 平成15年06月25日

繊維系壁紙 大洋株式会社 大阪市中央区瓦屋町1-9-20 (一財)建材試験センター MFN-0384 平成15年06月25日

繊維系壁紙 株式会社キョクソー 石川県松任市八田町29番地 (一財)建材試験センター MFN-0383 平成15年06月25日

繊維系壁紙 株式会社テキスタイル飯田 東京都渋谷区東1-25-11 (一財)建材試験センター MFN-0382 平成15年06月25日

繊維系壁紙 株式会社太陽 滋賀県彦根市小泉町19 (一財)建材試験センター MFN-0381 平成15年06月25日

繊維系壁紙 株式会社サンゲツ 名古屋市西区幅下1-4-1 (一財)建材試験センター MFN-0380 平成15年06月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

繊維系壁紙 ニッセン工業株式会社 福井県今立郡今立町新在家9
号8番地 (一財)建材試験センター MFN-0379 平成15年06月25日

繊維系壁紙 森本織物株式会社 京都府相楽郡山城町大字上狛
小字野日向5番地 (一財)建材試験センター MFN-0378 平成15年06月25日

繊維系壁紙 株式会社木奥商店 奈良市芝新屋町17番地 (一財)建材試験センター MFN-0377 平成15年06月25日

繊維系壁紙 山田化染工業株式会社 京都府京都市右京区西院三蔵
町48番地 (一財)建材試験センター MFN-0376 平成15年06月25日

繊維系壁紙 村井株式会社 広島市南区宇品御幸3丁目11
番52号 (一財)建材試験センター MFN-0375 平成15年06月25日

繊維系壁紙 有限会社石崎織物 京都府相楽郡加茂町大字河原
小字樋用15番地 (一財)建材試験センター MFN-0374 平成15年06月25日

繊維系壁紙 株式会社歴清社 広島市西区三篠町3-20-4 (一財)建材試験センター MFN-0373 平成15年06月25日

紙系壁紙 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3丁目1-10 (一財)建材試験センター MFN-0372 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社松竹工芸社 福島県西白河郡西郷村大字米
字米村64-1 (一財)建材試験センター MFN-0371 平成15年06月25日

紙系壁紙 竹野株式会社 大阪府東大阪市長田中2丁目3
番18号 (一財)建材試験センター MFN-0370 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原
3777 (一財)建材試験センター MFN-0369 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社ホクシンクロス 大阪府羽曳野市島泉8-13-6 (一財)建材試験センター MFN-0368 平成15年06月25日

紙系壁紙 大日本印刷株式会社建材事業
部

東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター MFN-0367 平成15年06月25日

紙系壁紙 中塚株式会社 京都市下京区松原通富小路西
入中之町480番地 (一財)建材試験センター MFN-0366 平成15年06月25日

紙系壁紙 シンコールウォール株式会社 大阪府東大阪市長田東3丁目3
番16号 (一財)建材試験センター MFN-0365 平成15年06月25日

紙系壁紙 川島企画販売株式会社 東京都中央区小伝馬町2-3 (一財)建材試験センター MFN-0364 平成15年06月25日

紙系壁紙 京都壁装株式会社 京都市中京区新烏丸通丸太町
入ル東椹木町109番 (一財)建材試験センター MFN-0363 平成15年06月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

紙系壁紙 株式会社ニュート 東京都港区虎ノ門3丁目10-3 (一財)建材試験センター MFN-0362 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社松竹工芸社 福島県西白河郡西郷村大字米
字米村64-1 (一財)建材試験センター MFN-0361 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社キョクソー 石川県松任市八田町29番地 (一財)建材試験センター MFN-0360 平成15年06月25日

紙系壁紙 森本織物株式会社 京都府相楽郡山城町大字上狛
小字野日向5番地 (一財)建材試験センター MFN-0359 平成15年06月25日

紙系壁紙 大因州製紙協業組合 鳥取県気高郡青谷町山根128-
5 (一財)建材試験センター MFN-0358 平成15年06月25日

紙系壁紙 ニッセン工業株式会社 福井県今立郡今立町新在家9
号8番地 (一財)建材試験センター MFN-0357 平成15年06月25日

紙系壁紙 村井株式会社 広島市南区宇品御幸3丁目11
番52号 (一財)建材試験センター MFN-0356 平成15年06月25日

紙系壁紙 内貴紙工株式会社 大阪市西成区玉出西2-5-12 (一財)建材試験センター MFN-0355 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社フェニクス 東京都渋谷区渋谷3丁目26番2
0号 (一財)建材試験センター MFN-0354 平成15年06月25日

紙系壁紙 マナトレーディング株式会社 東京都目黒区中目黒3-3-2エ
バーグリーンビルディング2F (一財)建材試験センター MFN-0353 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社ニュート 東京都港区虎ノ門3丁目10-3 (一財)建材試験センター MFN-0352 平成15年06月25日

紙系壁紙 リリカラ株式会社 東京都新宿区西新宿7-5-20 (一財)建材試験センター MFN-0351 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社義輝 東京都豊島区東池袋1-47-1 (一財)建材試験センター MFN-0350 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社リバコプランニング 東京都港区西新橋2-6-1 (一財)建材試験センター MFN-0349 平成15年06月25日

紙系壁紙 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3丁目1-10 (一財)建材試験センター MFN-0348 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター MFN-0347 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社サンゲツ 名古屋市西区幅下1-4-1 (一財)建材試験センター MFN-0346 平成15年06月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

紙系壁紙 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)建材試験センター MFN-0345 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原
3777 (一財)建材試験センター MFN-0344 平成15年06月25日

紙系壁紙 日本ビニル工業株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦
和5-3-20 (一財)建材試験センター MFN-0343 平成15年06月25日

紙系壁紙 竹野株式会社 大阪府東大阪市長田中2丁目3
番18号 (一財)建材試験センター MFN-0342 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社歴清社 広島市西区三篠町3-20-4 (一財)建材試験センター MFN-0341 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社ジー・エス・タカハ
シ 福岡市中央区天神3丁目10-10 (一財)建材試験センター MFN-0340 平成15年06月25日

紙系壁紙 川島企画販売株式会社 東京都中央区小伝馬町2-3 (一財)建材試験センター MFN-0339 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社菊池襖紙工場 埼玉県草加市新里町1355 (一財)建材試験センター MFN-0338 平成15年06月25日

紙系壁紙 清水加工紙株式会社 静岡県静岡市清水横砂東町35
-23 (一財)建材試験センター MFN-0337 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社羽衣壁紙工業所 静岡県小笠郡大東町浜野2594 (一財)建材試験センター MFN-0336 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社キョクソー 石川県松任市八田町29番地 (一財)建材試験センター MFN-0335 平成15年06月25日

紙系壁紙 株式会社太陽 滋賀県彦根市小泉町19 (一財)建材試験センター MFN-0334 平成15年06月25日

紙系壁紙 大因州製紙協業組合 鳥取県気高郡青谷町山根128-
5 (一財)建材試験センター MFN-0333 平成15年06月25日

紙系壁紙 ニッセン工業株式会社 福井県今立郡今立町新在家9
号8番地 (一財)建材試験センター MFN-0332 平成15年06月25日

紙系壁紙 村井株式会社 広島市南区宇品御幸3丁目11
番52号 (一財)建材試験センター MFN-0331 平成15年06月25日

紙系壁紙 内貴紙工株式会社 大阪市西成区玉出西2-5-12 (一財)建材試験センター MFN-0330 平成15年06月25日

紙系壁紙 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45 (一財)建材試験センター MFN-0329 平成15年06月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリエステル樹脂系塗装／印刷紙張／アニオン性アクリル樹脂・酢酸
ビニル樹脂エマルション接着剤塗／合板 アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288番地
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0328 平成15年06月25日

合板 株式会社中村 佐賀県神埼郡千代田町大字迎
島1283-3 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0326 平成15年06月25日

フタル酸樹脂塗装／コート紙(裏面)／ビニル樹脂エマルション系接着剤(裏面)
／MDF／メラミン・ユリア系接着剤／合板／メラミン・ユリア系接着剤／合
板／メラミン・ユリア系接着剤／MDF(化粧板)

東陶機器株式会社 神奈川県茅ヶ崎市本村２－８
－１ (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0325 平成15年06月25日

ポリウレタン塗装／エチレン酢酸ビニル樹脂系接着剤／集成材(造作用
塗装集成材) 埼玉県民共済生活共同組合 埼玉県さいたま市中央区上落

合2－5－22 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0324 平成15年06月25日

アクリル樹脂系溶剤形接着剤 日本エヌエスシー株式会社 大阪府箕面市船場西１－６－
５ (一財)日本塗料検査協会 MFN-0323 平成15年06月25日

酢酸ビニル樹脂溶剤形接着剤 日本エヌエスシー株式会社 大阪府箕面市船場西1-6-5 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0322 平成15年06月25日

酢酸ビニル樹脂溶剤形接着剤 日本エヌエスシー株式会社 大阪府箕面市船場西1-6-5 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0321 平成15年06月25日

クロロプレンゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-5-
11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0320 平成15年06月25日

スチレンブタジエンゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-15
-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-0319 平成15年06月25日

オレフィンフィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／MDF 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)建材試験センター MFN-0315 平成15年06月25日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／ＭＤＦ・普通合板裏張ＭＤＦ・Ｌ
ＶＬ付ユリア・メラミン共縮合・ゴム系ラテックス混合樹脂形接着剤 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0299 平成15年06月23日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形
接着剤塗／普通合板 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0298 平成15年06月23日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／両面ＭＤＦ・普通合板付ユリア・
メラミン共縮合・ゴム系ラテックス混合樹脂形接着剤 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0297 平成15年06月23日

オレフィンフィルム張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／
普通合板 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0296 平成15年06月23日

両面ニトロセルロースラッカー系塗装／集成材 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0295 平成15年06月23日

両面天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／集成
材 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0294 平成15年06月23日

天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合板 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0293 平成15年06月23日

159/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

天然木単板張／普通合板付ユリア樹脂接着剤 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0292 平成15年06月23日

コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合板 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0291 平成15年06月23日

オレフィンフィルム張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／
普通合板 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0290 平成15年06月23日

メラミン樹脂板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パー
ティクルボード 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0289 平成15年06月23日

表面側メラミン樹脂板・裏面側オレフィンフィルム張／表面側酢酸ビニル
樹脂系エマルション形・裏面側ユリア樹脂接着剤塗／パーティクルボード 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0288 平成15年06月23日

メラミン樹脂板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／ＭＤ
Ｆ 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0287 平成15年06月23日

両面アクリル樹脂系塗装／ＭＤＦ 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0286 平成15年06月23日

両面天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パー
ティクルボード 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0285 平成15年06月23日

天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／ＭＤＦ 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0284 平成15年06月23日

両面コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パーテ
ィクルボード 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0283 平成15年06月23日

両面コート紙張／パーティクルボード付ユリア樹脂接着剤 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0282 平成15年06月23日

コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／ＭＤＦ 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0281 平成15年06月23日

コート紙張／ＭＤＦ付ユリア樹脂接着剤 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0280 平成15年06月23日

天然木単板張／でんぷん酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／合板 丸石銘木有限会社 秋田県能代市万町7番42号 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0279 平成15年06月23日

酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／ウレタン系樹脂塗装／集
成材（2層積層） 常晴株式会社 大阪市中央区島之内1-19-15 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0312 平成15年06月20日

ウレタン系樹脂塗装／集成材フローリング 常晴株式会社 大阪市中央区島之内1-19-15 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0311 平成15年06月20日

酢酸ビニル重合体エマルション接着剤塗／合板（4層積層） 有限会社南山商店 大阪府富田林市寺池台1-9-55
-604 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0310 平成15年06月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／ウレタン系接着剤塗／合板フロ
ーリング 株式会社ウッドワン 広島県廿口市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0309 平成15年06月20日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／ユリア・メラミン共縮合樹脂接
着剤塗／合板 株式会社ウッドワン 広島県廿口市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0308 平成15年06月20日

ウレタン系樹脂塗装／天然木質単板張／ウレタン系接着剤・酢酸ビニ
ル樹脂水性エマルション接着剤塗／合板 株式会社ウッドワン 広島県廿口市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0307 平成15年06月20日

紙化粧シート張／エチレン・酢酸ビニル樹脂水性エマルション接着剤
塗／合板 株式会社ウッドワン 広島県廿口市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0306 平成15年06月20日

「表側」ウレタン系樹脂塗装／天然木質単板・「裏側」防湿紙張／「両面」
メラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤塗／パーティクルボード付両面MDF板 株式会社ウッドワン 広島県廿口市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0305 平成15年06月20日

ウレタン系樹脂塗装／「両面」天然木質単板張／「両面」メラミン・
ユリア共縮合樹脂接着剤塗／パーティクルボード付両面MDF板 株式会社ウッドワン 広島県廿口市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0304 平成15年06月20日

コルクフローリング 東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町5-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0303 平成15年06月20日

コルク壁紙 東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町5-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0302 平成15年06月20日

ウレタン系樹脂塗装／天然木質単板張／メラミン・ユリア共縮合樹脂
接着剤塗／パーティクルボード付両面MDF板 株式会社ウッドワン 広島県廿口市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0301 平成15年06月20日

「表側」ウレタン系樹脂塗装／天然木単板・「裏側」防湿シート張／「両面
」メラミン・ユリア共縮合樹脂接着剤塗／パーティクルボード付両面MDFフ
ローリング

株式会社ウッドワン 広島県廿口市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-0300 平成15年06月20日

両面ウレタン系塗装／両面突き板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／パ
ーティクルボード

トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0226 平成15年06月20日

両面ポリエステル系塗装／MDF トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0225 平成15年06月20日

両面ウレタン系塗装／両面突き板張／合成ゴム・ラテックス系接着剤
塗／パーティクルボード

トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0224 平成15年06月20日

両面高圧メラミン樹脂張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗
／パーティクルボード

トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0223 平成15年06月20日

両面低圧メラミン樹脂張／パーティクルボード トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0221 平成15年06月20日

両面低圧メラミン樹脂張／パーティクルボード トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0220 平成15年06月20日

両面ラッカー系塗装／MDF トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0218 平成15年06月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面低圧メラミン樹脂張／パーティクルボード トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0217 平成15年06月20日

両面低圧メラミン樹脂張／パーティクルボード トーヨーキッチンアンドリビ
ング株式会社 岐阜県関市下有知6315-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0216 平成15年06月20日

壁紙施工用でん粉系接着剤 大阪製糊株式会社 大阪市福島区玉川4丁目7番12
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0215 平成15年06月20日

塩化ビニル系樹脂シート張／ウレタン系樹脂接着剤塗／鉄箔張／水酸
化アルミニウム紙壁紙 サンレイズ工業株式会社 大阪市淀川区十八条2-3-33 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0214 平成15年06月20日

アクリル系樹脂塗装／天然木突き板張／ユリアメラミン系樹脂接着剤
塗／合板（エチレン酢酸ビニル系樹脂接着剤塗／天然木無垢材縁付） 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0213 平成15年06月20日

両面MDF張／酢酸ビニル系エマルション接着剤塗／合板 松澤功藝株式会社 伊丹市鴻池字北浦8番地の1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0212 平成15年06月20日

アクリル樹脂エマルション塗装／天然木単板張／合板（合板裏桟付） 株式会社西清商店 大阪府摂津市鳥飼銘木町16番
3号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0211 平成15年06月20日

オレフィン系樹脂壁紙（裏面アクリル系接着剤付） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0210 平成15年06月20日

両面天然木単板張／ポリビニルアセテート系接着剤塗／集成材（天然
木縁材付） 株式会社高山工芸 岐阜県大野郡清見村大字三日

町733番地の2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0209 平成15年06月20日

不飽和ポリエステル樹脂塗装／化粧紙張／酢酸ビニル樹脂エマルショ
ン系接着剤塗／合板 有限会社さやま工業 大阪府大阪狭山市山本東435 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0208 平成15年06月20日

集成材（素材）

PANA HOME TECH(M) SDN,
BHD.パナホーム　テック
マレーシア

Lot22-27,KawasanPerindustrianBukitKay
uHitam,MukimSungaiLaka,06100Daerah
KubangPasu,KedahDarulAman.Malaysia

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0207 平成15年06月20日
パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1丁

目1番4号

オレフィン系樹脂壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0206 平成15年06月20日

塩化ビニル系樹脂系壁紙（裏面アクリル系樹脂接着剤付） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0205 平成15年06月20日

構造用パネル 三井ホーム株式会社 東京都新宿区西新宿6-24-1西
新宿三井ビル17階 (一財)ベターリビング MFN-0278 平成15年06月18日

オレフィン樹脂シート・防湿シート張／両面酢酸ビニル樹脂系エマル
ション形接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード ユアサ建材工業株式会社 愛知県高浜市新田町3-1-3 (一財)ベターリビング MFN-0277 平成15年06月18日

ウレタン樹脂塗料塗装・ポリエチレン樹脂シート張／ウレタン変性ビ
ニル共重合体接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード 東陶ハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-0276 平成15年06月18日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 東陶ハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-0275 平成15年06月18日

両面ウレタン樹脂塗料塗装／コート紙張／ミディアムデンシティーフ
ァイバーボード付ユリア-酢酸ビニル樹脂系接着剤 東陶ハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-0274 平成15年06月18日

両面コート紙張／ポリウレタン系接着剤塗／ミディアムデンシティー
ファイバーボード 東陶ハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-0273 平成15年06月18日

両面コート紙張／ポリウレタン系接着剤塗／ミディアムデンシティー
ファイバーボード 東陶ハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-0272 平成15年06月18日

両面ダップ樹脂含浸紙張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／パーティクル
ボード 東陶ハイリビング株式会社 千葉県茂原市本納3210-1 (一財)ベターリビング MFN-0271 平成15年06月18日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／単板張／ラテックス系接着剤塗／単板
積層材 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中川区山王一

丁目2番30号 (一財)ベターリビング MFN-0270 平成15年06月18日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／単板張／ラテックス系接着剤塗／合板 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中川区山王一
丁目2番30号 (一財)ベターリビング MFN-0269 平成15年06月18日

両面オレフィン樹脂シート張／エチレン酢酸ビニル系接着剤塗／単板張／ミ
ディアムデンシティーファイバーボード付ユリア・メラミン系接着剤及びラ
テックス系接着剤

東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中川区山王一
丁目2番30号 (一財)ベターリビング MFN-0268 平成15年06月18日

両面中圧メラミン樹脂化粧板張／ポリオレフィン接着剤塗／ミディア
ムデンシティーファイバーボード 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番

地 (一財)ベターリビング MFN-0267 平成15年06月18日

集成材 ティムールスラタン株式会社
インドネシア共和国東ジャワ州
クディリ県パレ市レジェンスト
ヨ通り86番地

(一財)ベターリビング MFN-0266 平成15年06月18日

紫外線硬化型アクリル系樹脂塗料塗装／化粧単板張・ユリア系樹脂含浸
紙張／ミディアムデンシティーファイバーボード付ユリア系樹脂接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)ベターリビング MFN-0265 平成15年06月18日

両面高圧メラミン化粧板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／パーティク
ルボード 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番

地 (一財)ベターリビング MFN-0264 平成15年06月18日

両面中圧メラミン樹脂化粧板張／パーティクルボード付ユリアホルム
アルデヒド樹脂木材用接着剤 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番

地 (一財)ベターリビング MFN-0263 平成15年06月18日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)ベターリビング MFN-0262 平成15年06月18日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0261 平成15年06月18日

ポリエチレンテレフタレート樹脂シート・アルミ板張／ウレタン変性ビニル
系接着剤・ビニル共重合樹脂系接着剤塗／ミディアムデンシティーファイバ
ーボード

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0260 平成15年06月18日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／メラミン・ユリア共縮合系接着剤塗／
単板積層材付ミディアムデンシティファイバーボード

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0259 平成15年06月18日

163/177 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ポリウレタン樹脂系塗料塗装／集成材 藤光工業株式会社 愛知県新城市大宮字南貝津3-
38 (一財)ベターリビング MFN-0258 平成15年06月18日

両面オレフィン樹脂シート張／ポリウレタン系接着剤塗／集成材 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中川区山王一
丁目2番30号 (一財)ベターリビング MFN-0257 平成15年06月18日

両面ポリウレタン樹脂塗料塗装/集成材 関東パル建材株式会社 群馬県大泉町吉田1221-15 (一財)ベターリビング MFN-0256 平成15年06月18日

ウレタン樹脂系塗料塗装・アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン樹脂シー
ト張／ウレタン変性エチレン酢酸ビニル系接着剤塗／ミディアムデンシティ
ファイバーボード

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0255 平成15年06月18日

両面オレフィン樹脂シート張／ウレタン変性ビニル系接着剤塗／パー
ティクルボード

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0254 平成15年06月18日

シリコンコート紙・耐油性コート紙張／ミディアムデンシティファイ
バーボード付ユリア・ホルム重縮合物接着剤及び酢酸ビニル系接着剤

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0253 平成15年06月18日

シリコンコート紙・耐油性コート紙張／パーティクルボード付ユリア
・ホルム重縮合物接着剤及び酢酸ビニル系接着剤

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0252 平成15年06月18日

両面シリコンコート紙張／ウレタン変性ビニル系接着剤塗／ミディア
ムデンシティファイバーボード

ヤマハリビングテック株式会
社 静岡県浜松市西山町1370番地 (一財)ベターリビング MFN-0251 平成15年06月18日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／突板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／集成材

住友林業クレスト株式会社鹿
島事業所

茨城県鹿嶋市大字平井字灘22
76-6北海浜工業団地 (一財)ベターリビング MFN-0249 平成15年06月18日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード ナスステンレス株式会社 東京都千代田区東神田2-10-1
4 (一財)ベターリビング MFN-0248 平成15年06月18日

アルミニウム箔・防湿ライナー張／両面ビニル共重合樹脂エマルショ
ン形接着剤塗／合板 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1

番地の1 (一財)ベターリビング MFN-0247 平成15年06月18日

水性ビニルウレタン樹脂系接着剤塗／合板(３層積層) 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1
番地の1 (一財)ベターリビング MFN-0246 平成15年06月18日

両面オレフィン樹脂シート張／ポリウレタン樹脂系接着剤塗／ミディ
アムデンシティファイバーボード 東洋プライウッド株式会社 愛知県名古屋市中川区山王一

丁目2番30号 (一財)ベターリビング MFN-0245 平成15年06月18日

酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤塗／合板付ミディアムデンシティ
ファイバーボード セブン工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦3丁目5

番27号 (一財)ベターリビング MFN-0243 平成15年06月18日

集成材 セブン工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦3丁目5
番27号 (一財)ベターリビング MFN-0242 平成15年06月18日

合板 セブン工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦3丁目5
番27号 (一財)ベターリビング MFN-0241 平成15年06月18日

フェノール樹脂を使用した保温材 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1丁
目1番4号 (一財)ベターリビング MFN-0240 平成15年06月18日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン塗料塗／突き板張／メラミン・ユリア共縮合接着剤塗／合板張／メラミン・
ユリア共縮合接着剤塗／突き板張／ホットメルト接着剤塗／アルミ箔張／酢酸ビニル
樹脂系接着剤塗／合板張／合成ゴム系接着剤塗／クラフト紙張／木質系フローリング

松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-0238 平成15年06月18日

両面アクリル塗料塗／水酸化アルミ混入ロックウール保温板 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-0237 平成15年06月18日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード フリッツ・エガー株式会社 A-6380　セント　ジョハン
チロル　オーストリア (一財)ベターリビング MFN-0236 平成15年06月18日

単板積層材 丸紅株式会社 東京都千代田区大手町1丁目4
番2号 (一財)ベターリビング MFN-0235 平成15年06月18日

合板 丸紅株式会社 東京都千代田区大手町1丁目4
番2号 (一財)ベターリビング MFN-0234 平成15年06月18日

ミディアムデンシティファイバーボード 丸紅建材株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町1-
4-14（丸紅日本橋ビル8F） (一財)ベターリビング MFN-0233 平成15年06月18日

単板積層材（7層～13層積層） 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市下平良1-12-1 (一財)日本建築センター MFN-0232 平成15年06月18日

単板積層材（5層～18層積層） 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市下平良1-12-1 (一財)日本建築センター MFN-0231 平成15年06月18日

両面低圧メラミン含浸紙張／パーティクルボード（15㎜エンボス） セキスイ・グローバル・トレ
ーディング株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目3番1
7号虎ノ門2丁目タワー (一財)日本建築センター MFN-0230 平成15年06月18日

両面低圧メラミン含浸紙張／パーティクルボード（15㎜平滑） セキスイ・グローバル・トレ
ーディング株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目3番1
7号虎ノ門2丁目タワー (一財)日本建築センター MFN-0229 平成15年06月18日

表面側アクリル樹脂系エマルション形塗装ポリエステル不織布・裏面
側ポリエステル不織布張／フェノール樹脂系保温材 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2丁目5番5

号 (一財)建材試験センター MFN-0203 平成15年06月16日

表面側アクリル樹脂系エマルション形塗装ポリエステル不織布・裏面
側ポリエステル不織布張／フェノール樹脂系保温材 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2丁目5番5

号 (一財)建材試験センター MFN-0202 平成15年06月16日

ウレタン樹脂塗装天然木単板張／LVL付ユリア・メラミン共縮合樹脂接
着剤 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)建材試験センター MFN-0201 平成15年06月16日

両面無機質充てんガラス繊維不織布張／フェノール樹脂系保温板 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1-2-
1セントラルビル (一財)建材試験センター MFN-0200 平成15年06月16日

MDF 住友林業株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1 (一財)建材試験センター MFN-0199 平成15年06月16日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 江間忠合板株式会社 東京都中央区晴海3-3-3江間
忠ビル (一財)建材試験センター MFN-0198 平成15年06月16日

塩化ビニル樹脂系壁紙 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番地
3号 (一財)建材試験センター MFN-0197 平成15年06月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂系壁紙 凸版印刷株式会社
建装材事業部 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター MFN-0196 平成15年06月16日

塩化ビニル樹脂系壁紙 ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大
門町26番地 (一財)建材試験センター MFN-0195 平成15年06月16日

塩化ビニル樹脂系壁紙 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)建材試験センター MFN-0194 平成15年06月16日

塩化ビニル樹脂系壁紙 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22番地 (一財)建材試験センター MFN-0193 平成15年06月16日

プラスチック系壁紙 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番地
3号 (一財)建材試験センター MFN-0192 平成15年06月16日

プラスチック系壁紙 凸版印刷株式会社
建装材事業部 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター MFN-0191 平成15年06月16日

プラスチック系壁紙 ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大
門町26番地 (一財)建材試験センター MFN-0190 平成15年06月16日

プラスチック系壁紙 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)建材試験センター MFN-0189 平成15年06月16日

プラスチック系壁紙 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22番地 (一財)建材試験センター MFN-0188 平成15年06月16日

紙系壁紙 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番地
3号 (一財)建材試験センター MFN-0187 平成15年06月16日

紙系壁紙 凸版印刷株式会社
建装材事業部 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター MFN-0186 平成15年06月16日

紙系壁紙 ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大
門町26番地 (一財)建材試験センター MFN-0185 平成15年06月16日

紙系壁紙 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)建材試験センター MFN-0184 平成15年06月16日

紙系壁紙 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22番地 (一財)建材試験センター MFN-0183 平成15年06月16日

繊維系壁紙 ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大
門町26番地 (一財)建材試験センター MFN-0182 平成15年06月16日

繊維系壁紙 山崎内装工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字河原
小字中垣内50 (一財)建材試験センター MFN-0181 平成15年06月16日

繊維系壁紙 内貴紙工株式会社 大阪市西成区玉出西2-5-12 (一財)建材試験センター MFN-0180 平成15年06月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

繊維系壁紙 小嶋織物株式会社 京都府相楽郡山城町上狛北野
田芝1-3 (一財)建材試験センター MFN-0179 平成15年06月16日

繊維系壁紙 エリモ工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字兎並
小字船屋3 (一財)建材試験センター MFN-0178 平成15年06月16日

紙系壁紙 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番地
3号 (一財)建材試験センター MFN-0177 平成15年06月16日

紙系壁紙 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)建材試験センター MFN-0176 平成15年06月16日

紙系壁紙 凸版印刷株式会社
建装材事業部 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター MFN-0175 平成15年06月16日

植物油系塗装/木質系フローリング 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0174 平成15年06月16日

両面コート紙張/MDF付ユリア樹脂系接着剤 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0172 平成15年06月16日

構造用パネル トステム株式会社 東京都江東区大島2丁目1番1
号 (一財)建材試験センター MFN-0171 平成15年06月16日

MDF 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13
番6号 (一財)建材試験センター MFN-0170 平成15年06月16日

ウレタン樹脂系塗装/集成材 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13
番6号 (一財)建材試験センター MFN-0168 平成15年06月16日

MDF 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13
番6号 (一財)建材試験センター MFN-0167 平成15年06月16日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／集成材付ユリア・メラミン共縮合
・合成ゴム系混合樹脂接着剤 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13

番6号 (一財)建材試験センター MFN-0166 平成15年06月16日

オレフィンフィルム張/ウレタン樹脂系接着剤塗/MDF 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13
番6号 (一財)建材試験センター MFN-0163 平成15年06月16日

コート紙張/酢酸ビニル系エマルション形接着剤塗/MDF 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13
番6号 (一財)建材試験センター MFN-0162 平成15年06月16日

ポリエチレンフィルムラミネート紙張/酢酸ビニル系エマルション形接
着剤塗/MDF 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13

番6号 (一財)建材試験センター MFN-0161 平成15年06月16日

オレフィンフィルム張/ウレタン樹脂系接着剤塗/LVL付MDF 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13
番6号 (一財)建材試験センター MFN-0160 平成15年06月16日

両面ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／普通合板付ユリア・メラミン
共縮合・合成ゴム系混合樹脂接着剤 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13

番6号 (一財)建材試験センター MFN-0159 平成15年06月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／MDF張普通合板板付ユリア・メラ
ミン共縮合・合成ゴム系混合樹脂接着剤 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13

番6号 (一財)建材試験センター MFN-0158 平成15年06月16日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／両面MDF張普通合板付ユリア・メ
ラミン共縮合・合成ゴム系混合樹脂接着剤 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13

番6号 (一財)建材試験センター MFN-0157 平成15年06月16日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・ガラス繊維補強紙張／ユリア・メラミン共
縮合・合成ゴム系混合樹脂接着剤塗／MDF付普通合板・フローリング（架橋
ポリエチレン管付き）

株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13
番6号 (一財)建材試験センター MFN-0156 平成15年06月16日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・ガラス繊維補強紙張／ユリア・メラミン共
縮合・合成ゴム系混合樹脂接着剤塗／普通合板フローリング（発泡ウレタン
裏打ちアルミニウム均熱板付き）

株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5丁目13
番6号 (一財)建材試験センター MFN-0155 平成15年06月16日

両面オレフィンフィルム張/ウレタン樹脂系接着剤塗/パーティクルボ
ード 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0154 平成15年06月16日

オレフィンフィルム張/ウレタン樹脂系接着剤塗/MDF 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南
2丁目10-60 (一財)建材試験センター MFN-0153 平成15年06月16日

ポリエステル樹脂塗装薄葉紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接
着剤塗／普通合板 有限会社徳正合板 山形県山形市立谷川2丁目895

番7号 (一財)建材試験センター MFN-0152 平成15年06月16日

MDF 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0150 平成15年06月16日

コート紙張/酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗/パーティクル
ボード 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0149 平成15年06月16日

両面メラミン樹脂含浸紙張/ゴム系溶剤形接着剤塗/パーティクルボー
ド 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0148 平成15年06月16日

オレフィンフィルム張/ウレタン変成ビニル系エマルション形接着剤塗
/パーティクルボード 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0147 平成15年06月16日

両面ウレタン樹脂系塗装/MDF 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0146 平成15年06月16日

メラミン樹脂含浸紙張/ゴム系溶剤形接着剤塗/MDF 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0145 平成15年06月16日

コート紙張/酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗/MDF 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0144 平成15年06月16日

オレフィンフィルム張/酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗/MD
F 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0143 平成15年06月16日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張/酢酸ビニル樹脂系エマルション形接
着剤塗/MDF 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0142 平成15年06月16日

アクリル樹脂系塗装天然木単板張／ＭＤＦ付ユリア・メラミン共縮合
樹脂系接着剤 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0141 平成15年06月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

メラミン樹脂含浸紙張／ゴム系溶剤形接着剤塗／普通合板 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0140 平成15年06月16日

ポリエチレンテレフタレートフィルム張／ウレタン変成ビニル系エマ
ルション形接着剤塗／普通合板 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0139 平成15年06月16日

コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合板 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0138 平成15年06月16日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形
接着剤塗／普通合板 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0137 平成15年06月16日

アクリル樹脂系塗装天然木単板張／普通合板付ユリア・メラミン共縮
合樹脂接着剤 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0136 平成15年06月16日

両面アクリル系樹脂系塗装／集成材 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0135 平成15年06月16日

両面オレフィンフィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／集成材 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0134 平成15年06月16日

両面ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／水性高分子ーイソシアネート
系接着剤塗／集成材 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1-6-20 (一財)建材試験センター MFN-0133 平成15年06月16日

パーティクルボード
山加産業株式会社 岐阜県武儀郡上之保村188番

地
(一財)建材試験センター MFN-0132 平成15年06月16日

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

両面コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パーテ
ィクルボード

山加産業株式会社 岐阜県武儀郡上之保村188番
地

(一財)建材試験センター MFN-0131 平成15年06月16日
大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

両面コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パーテ
ィクルボード

大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45
06-2

(一財)建材試験センター MFN-0130 平成15年06月16日
大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

MDF
大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45

06-2
(一財)建材試験センター MFN-0128 平成15年06月16日

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

不飽和ポリエステル樹脂系塗装建材化粧紙張／ＭＤＦ付ユリア樹脂・
酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤 大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45

06-2 (一財)建材試験センター MFN-0127 平成15年06月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

不飽和ポリエステル樹脂系塗装建材化粧紙張／ＭＤＦ付ユリア樹脂・
酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8 (一財)建材試験センター MFN-0127 平成15年06月16日

コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF
大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45

06-2
(一財)建材試験センター MFN-0126 平成15年06月16日

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

オレフィンフィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／MDF
大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45

06-2
(一財)建材試験センター MFN-0125 平成15年06月16日

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

普通合板 大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8 (一財)建材試験センター MFN-0124 平成15年06月16日

不飽和ポリエステル樹脂系塗装建材化粧紙張／普通合板付ユリア樹脂
・酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤

大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45
06-2

(一財)建材試験センター MFN-0123 平成15年06月16日
大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8 (一財)建材試験センター MFN-0120 平成15年06月16日

酢酸ビニル樹脂エマルション系接着剤塗／普通合板（3層積層） 株式会社アラセ 松原市丹南5丁目4-3 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0056 平成15年06月16日

集成材 松下電工株式会社 大阪府門真市門真1048 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0118 平成15年06月13日

集成材 松下電工株式会社 大阪府門真市門真1048 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0117 平成15年06月13日

アクリル系樹脂塗装／天然木突き板張／ユリアメラミン系樹脂接着剤
塗／MDF張／ユリアメラミン系樹脂接着剤塗／合板フローリング 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0113 平成15年06月13日

「表面側」アクリル系樹脂塗装／天然木突き板・「裏面側」天然木突
き板張／酢酸ビニル系樹脂接着剤塗／MDF 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0112 平成15年06月13日

アクリル系樹脂塗装／集成材フローリング 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0111 平成15年06月13日

「表面側」アクリル系樹脂塗装／天然木突き板・「裏面側」ポリオレフィン
系樹脂発泡体張／「表側」ビニルウレタン系樹脂接着剤・「裏側」エチレン
酢酸ビニル樹脂接着剤塗／裏溝加工付合板フローリング

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0110 平成15年06月13日

「表面」ウレタン系樹脂インキ付オレフィン系樹脂化粧シート・「裏面」ポ
リエステル系不織布張／「表側」ウレタン系接着剤・「裏側」エチレン酢酸
ビニル系接着剤塗／有孔合板

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0109 平成15年06月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

合板製裏桟張／ウレタン系樹脂インキ・オレフィン系樹脂化粧シート
張／ホルマリンキャッチャー剤塗布・MDF 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0108 平成15年06月13日

高比重PVCシート裏張／インシュレーションボード裏張／有孔合板 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0107 平成15年06月13日

酢酸ビニル系接着剤塗／裏面アルミペースト入り塩化ビニリデン系共
重合体ラテックス塗装／インシュレーションボード付／有孔合板 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0106 平成15年06月13日

「表面」ウレタン系樹脂塗装／天然木積層スライサー単板・「裏面」ポリエ
ステル不織布張／「表側」ウレタン系接着剤・「裏側」エチレン酢酸ビニル
系接着剤塗／有孔合板

大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0105 平成15年06月13日

MDF 株式会社コンサルト商事 愛知県海部郡弥富町楠1丁目1
10番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0099 平成15年06月13日

合板 株式会社コンサルト商事 愛知県海部郡弥富町楠1丁目1
10番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0098 平成15年06月13日

単板積層材
株式会社センエイ 大阪府岸和田市木材町13-1

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0097 平成15年06月13日
上松商事株式会社 岸和田市木材町13-2

単板積層材
株式会社センエイ 大阪府岸和田市木材町13-1

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0096 平成15年06月13日
上松商事株式会社 岸和田市木材町13-2

単板積層材
株式会社センエイ 大阪府岸和田市木材町13-1

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0095 平成15年06月13日
上松商事株式会社 岸和田市木材町13-2

合板
株式会社センエイ 大阪府岸和田市木材町13-1

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0094 平成15年06月13日
上松商事株式会社 岸和田市木材町13-2

合板
株式会社センエイ 大阪府岸和田市木材町13-1

(一財)日本建築総合試験所 MFN-0093 平成15年06月13日
上松商事株式会社 岸和田市木材町13-2

MDF 株式会社センエイ 大阪府岸和田市木材町13-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0092 平成15年06月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

MDF 上松商事株式会社 岸和田市木材町13-2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0092 平成15年06月13日

MDF（素板） カーター・ホルト・ハーベイ・
オーバーシーズ・リミテッド

東京都千代田区内幸町1-1-1
インペリアルタワー10F (一財)日本建築総合試験所 MFN-0091 平成15年06月13日

MDF（素板） カーター・ホルト・ハーベイ・
オーバーシーズ・リミテッド

東京都千代田区内幸町1-1-1
インペリアルタワー10F (一財)日本建築総合試験所 MFN-0090 平成15年06月13日

〔表面〕アクリル系樹脂塗装／天然木単板張／エチレン酢酸ビニール系樹
脂接着剤塗〔裏面〕合板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗／MDF 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-

5-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0084 平成15年06月13日

〔表面〕オレフィン系シート張／ウレタン系樹脂接着剤塗〔裏面〕防
湿紙張／ユリア系樹脂水性高分子イソシアネート系接着剤塗／MDF 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-

5-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0083 平成15年06月13日

〔表面〕ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／ユリア系樹脂接着剤塗／防湿
紙張／ユリア系樹脂接着剤塗〔裏面〕防湿紙張／ユリア系樹脂接着剤塗／MD
F

朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-
5-10 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0082 平成15年06月13日

オリエンテッドストランドボード インターレックスフォレストプ
ロダクツジャパンリミテッド

東京都千代田区神田錦町3-15
信州名鉄安田ビル7階

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0081 平成15年06月11日

単板積層材
サティヤ　ラヤ　インダー
ウッドベイスド
インダストリーズ株式会社

WISMA 77.17th FL
JL..S.Parman Kav.77
Jakarta-11410

(一財)ベターリビング MFN-0080 平成15年06月11日

単板積層材 サクセス　スマトラ
ティンバー株式会社

WISMA 77.17th FL
JL..S.Parman Kav.77
Jakarta-11410

(一財)ベターリビング MFN-0079 平成15年06月11日

合板
サティヤ　ラヤ　インダー
ウッドベイスド
インダストリーズ株式会社

WISMA 77.17th FL
JL..S.Parman Kav.77
Jakarta-11410

(一財)ベターリビング MFN-0078 平成15年06月11日

合板
サティヤ　ラヤ　インダー
ウッドベイスド
インダストリーズ株式会社

WISMA 77.17th FL
JL..S.Parman Kav.77
Jakarta-11410

(一財)ベターリビング MFN-0077 平成15年06月11日

集成材
サティヤ　ラヤ　インダー
ウッドベイスド
インダストリーズ株式会社

WISMA 77.17th FL
JL..S.Parman Kav.77
Jakarta-11410

(一財)ベターリビング MFN-0076 平成15年06月11日

合板
サティヤ　ラヤ　インダー
ウッドベイスド
インダストリーズ株式会社

WISMA 77.17th FL
JL..S.Parman Kav.77
Jakarta-11410

(一財)ベターリビング MFN-0075 平成15年06月11日

集成材 中本造林株式会社 広島県廿日市市栗栖508 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0074 平成15年06月11日

化粧剤張／エポキシ樹脂系接着剤塗／オレフィン系シート／エポキシ
樹脂系接着剤塗／両面テープ張MDF 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0073 平成15年06月11日

ウレタン系樹脂塗装・両面テープ張MDF／化粧材張・エポキシ樹脂系接着剤
塗／ホットメルト系接着剤塗・オレフィン系シート付エポキシ樹脂系接着剤
塗／MDF

朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0072 平成15年06月11日

天然木系壁紙 アクメ化工株式会社 堺市東山693番地1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0071 平成15年06月11日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙 アクメ化工株式会社 堺市東山693番地1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0070 平成15年06月11日

パーティクルボード

SIAM RISO WOOD
PRODUCTS CO.,LTD

39/9 Moo 3 Tumbol
Phunphin Amphur PhunPhin （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-0069 平成15年06月11日
伊藤忠商事株式会社
木材・建材部 東京都港区北青山2-5-1

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード
エム　カインドル
ホルツインダストリー
カーゲー

A-5071ヴァルス/ヴァルザーウ
ェーグ12ザルツブルグ
オーストリア

(一財)ベターリビング MFN-0068 平成15年06月11日

ストランドボード 親和木材工業株式会社 岐阜県各務原市須衛町七丁目
178番地1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0067 平成15年06月11日

難燃ストランドボード 親和木材工業株式会社 岐阜県各務原市須衛町七丁目
178番地1

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0066 平成15年06月11日

ポリエステル系樹脂塗装／天然木単板張／メラミンユリア樹脂系接着
剤塗／MDF／天然木単板張メラミンユリア樹脂系接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0064 平成15年06月11日

ウレタン系樹脂塗装／天然木化粧単板張／不織布張・酢酸ビニル樹脂
系接着剤塗MDF付メラミンユリア樹脂系接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0063 平成15年06月11日

ウレタン系樹脂塗装／MDF／防湿紙張ユリアメラミン樹脂系接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0062 平成15年06月11日

ポリエステル系樹脂塗装／天然木単板張／メラミンユリア樹脂系接着
剤塗／MDF／防湿紙張ユリアメラミン樹脂系接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0061 平成15年06月11日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／メラミンユリア樹脂系接着剤塗
／MDF／樹脂含浸紙張メラミンユリア樹脂系接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0060 平成15年06月11日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板／裏面紙
張ユリアメラミン樹脂系接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0059 平成15年06月11日

アクリル系樹脂塗装／天然木単板張／繊維混入スラグセメント板付メ
ラミンユリア樹脂系接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0058 平成15年06月11日

集成材 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0057 平成15年06月11日

両面コート紙張／パーティクルボード付ユリア樹脂系接着剤 木材開発株式会社 大阪市住之江区新北島１丁目
6-33 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0030 平成15年06月05日

両面コート紙張／MDF付ユリア樹脂系接着剤 木材開発株式会社 大阪市住之江区新北島1丁目6
-33 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0029 平成15年06月05日

コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合板 大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45
06-2 (一財)建材試験センター MFN-0028 平成15年06月05日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

コート紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／普通合板 大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8 (一財)建材試験センター MFN-0028 平成15年06月05日

オレフィンフィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／普通合板
大日建材工業株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室45

06-2
(一財)建材試験センター MFN-0027 平成15年06月05日

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都千代田区外神田6-1-8

ポリウレタン樹脂系塗装／横はぎ単層フローリング 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0055 平成15年05月28日

両面高圧メラミン化粧板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／パーティク
ルボード 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番

地 (一財)ベターリビング MFN-0054 平成15年05月28日

両面中圧メラミン化粧板張／ユリアホルムアルデヒド樹脂木材用接着
剤塗／パーティクルボード 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番

地 (一財)ベターリビング MFN-0053 平成15年05月28日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)ベターリビング MFN-0052 平成15年05月28日

ミディアムデンシティファイバーボード セキスイ・グローバル・トレ
ーディング株式会社

東京都港区虎ノ門2-13-17虎
ノ門2丁目タワー (一財)ベターリビング MFN-0051 平成15年05月28日

メラミン化粧板・ダップ化粧紙張／両面酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／
パーティクルボード イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁目1番

地 (一財)ベターリビング MFN-0050 平成15年05月28日

両面ポリウレタン樹脂塗料塗／集成材 成瀬特殊木材株式会社 大阪府南河内郡美原町木材通
4-13-1 (一財)ベターリビング MFN-0049 平成15年05月28日

両面ウレタン樹脂塗料塗／突き板張／スチレン-ブタジエンゴム系ラテックス
形接着剤塗／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合板付両面ミディアムデンシティ
ファイバーボード

成瀬特殊木材株式会社 大阪府南河内郡美原町木材通
4-13-1 (一財)ベターリビング MFN-0048 平成15年05月28日

アクリル樹脂系塗料塗／建材化粧紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルショ
ン形接着剤塗／合板フローリング 南海プライウッド株式会社 香川県高松市松福町１丁目15

-10 (一財)ベターリビング MFN-0047 平成15年05月28日

ウレタン塗料塗／天然木化粧材張／スチレンブタジエンラバー及びメラミン
・ユリア共縮合樹脂接着剤塗／ミディアムデンシティファイバーボード張／
酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板フローリング

パルテック株式会社 徳島県小松島市豊浦町7-1 (一財)ベターリビング MFN-0046 平成15年05月28日

ウレタン樹脂含浸紙張／ミディアムデンシティファイバーボード付ユ
リア樹脂系接着剤 丸玉産業株式会社 北海道網走郡津別町字新町7

番地 (一財)ベターリビング MFN-0045 平成15年05月28日

ウレタン樹脂含浸紙張／パーティクルボード付ユリア樹脂系接着剤 丸玉産業株式会社 北海道網走郡津別町字新町7
番地 (一財)ベターリビング MFN-0044 平成15年05月28日

酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／合板（3層積層） 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1
番地の1 (一財)ベターリビング MFN-0041 平成15年05月28日

ポリウレタン樹脂塗料塗／天然木突板張／メラミン樹脂系接着剤塗／
メラミン系樹脂含浸紙張／合板フローリング 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1

番地の1 (一財)ベターリビング MFN-0039 平成15年05月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリウレタン樹脂塗料塗／天然木突板張／ユリア・メラミン樹脂系接着剤塗
／ミディアムデンシティファイバーボード張／酢酸ビニル樹脂系エマルショ
ン形接着剤塗／合板フローリング

大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1
番地の1 (一財)ベターリビング MFN-0037 平成15年05月28日

ポリウレタン樹脂塗料塗／木材プラスチック複合体単板張／メラミン
系樹脂含浸紙張／合板フローリング 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1

番地の1 (一財)ベターリビング MFN-0035 平成15年05月28日

ポリプロピレン系樹脂シート張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接
着剤塗／メラミン系樹脂含浸紙張／合板フローリング 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1

番地の1 (一財)ベターリビング MFN-0033 平成15年05月28日

ミディアムデンシティファイバーボード 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング MFN-0032 平成15年05月28日

両面ミディアムデンシティファイバーボード張パーティクルボード 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市下平良1-12-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-0031 平成15年05月28日

壁紙施工用でん粉系接着剤 大和食品工業株式会社 兵庫県西宮市久保町7番32号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0026 平成15年05月19日

壁紙施工用でん粉系接着剤 極東産機株式会社 兵庫県龍野市龍野町日飼190
番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0025 平成15年05月19日

壁紙施工用でん粉系接着剤 極東産機株式会社 兵庫県龍野市龍野町日飼190
番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0024 平成15年05月19日

壁紙施工用でん粉系接着剤 極東産機株式会社 兵庫県龍野市龍野町日飼190
番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0023 平成15年05月19日

壁紙施工用でん粉系接着剤 極東産機株式会社 兵庫県龍野市龍野町日飼190
番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0022 平成15年05月19日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0021 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0020 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0019 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0018 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0017 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0016 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0015 平成15年05月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0014 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0013 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0012 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0011 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0010 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0009 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0008 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0007 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0006 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0005 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0004 平成15年05月08日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-0003 平成15年05月08日

凹凸加工高比重PVCマット張り／ホルマリンキャッチャー剤塗布・合
板 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0001 平成15年05月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

白金担持光触媒を用いてホルムアルデヒド濃度をおおむね０．１mg／
㎥以下に保つことのできる居室 株式会社ゼンワールド 静岡県静岡市駿河区登呂6丁

目3番21号 (一財)日本建築センター RLFC-0004 平成22年09月29日

ホルムアルデヒド汚染濃度低減材を用いてホルムアルデヒド濃度をお
おむね０．１mg／㎥以下に保つことのできる居室 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)ベターリビング RLFC-0002 平成19年03月30日

通気断熱ＷＢ工法（注１） 株式会社ウッドビルド 長野県若穂綿内364-4 (一財)日本建築センター RLFC-0001 平成18年08月11日
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