
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）

【防火・準防火構造】

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

防火構造

耐力壁 PC***BE 表示ページに移動

非耐力壁 PC***NE 表示ページに移動

軒裏 PC***RS 表示ページに移動

準防火
耐力壁 QP***BE 表示ページに移動

非耐力壁 QP***NE 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

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・きずり張／火山性ガラス質複層板・せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2751 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・きずり張／セメント板・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2750 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシウ
ム板・きずり張／木質系ボード・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2749 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・きずり張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2748 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2747 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディン
グ・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2746 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディン
グ・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2745 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗
・下地材・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-
5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2744 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタ
ル塗・下地材・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2743 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル
塗・下地材・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2742 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモル
タル塗・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2741 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル
塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2740 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモル
タル塗・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2739 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモル
タル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2738 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモル
タル塗／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2737 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・せっ
こうボード表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2724 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・火山
性ガラス質複層板表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2723 平成25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

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・セメ
ント板表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2722 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・木質
系ボード表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2721 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材表張／
火山性ガラス質複層板裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2720 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・せっこうボー
ド表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2719 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2718 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表
張／火山性ガラス質複層板裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2717 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2716 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／火山性ガラス
質複層板裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2715 平成25年03月15日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2736 平成25年02月26日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2735 平成25年02月26日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2734 平成25年02月26日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2733 平成25年02月26日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2732 平成25年02月26日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2731 平成25年02月26日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2730 平成25年02月26日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2729 平成25年02月26日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2728 平成25年02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

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2727 平成25年02月26日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2726 平成25年02月26日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2725 平成25年02月26日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質
複層板・下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2709 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板・
下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2708 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
・下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2707 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板・下地材表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2706 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・セメント板・下地材表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2705 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2704 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2703 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2702 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2701 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2700 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2699 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2698 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2697 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2696 平成25年02月15日
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軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2695 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2694 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2693 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2692 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質
複層板・下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2691 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板・
下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2690 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
・下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2689 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材表張／
せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2688 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板・下地材表張／せっ
こうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2687 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・セメント板・下地材表張／せっこうボ－ド
裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2686 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材表張／せっこうボ－
ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2685 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸
組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2684 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2683 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表
張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2682 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2681 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボ－
ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2680 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2679 平成25年02月15日
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人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表
張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2678 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2677 平成25年02月15日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボ－
ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2676 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ－
ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2675 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボ－ド裏張／木
製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2674 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボ－ド裏張／
木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2673 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気
仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2672 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ－
ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2671 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボ－ド裏張／木
製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2670 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボ－ド裏張／
木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2669 平成25年02月15日

軽量セメントモルタル塗／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(直張
仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ﾋﾞﾙ5F (一財)建材試験センター PC030BE-2668 平成25年02月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・きずり張／火山性
ガラス質複層板・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2667 平成25年01月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・きずり張／セメン
ト板・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2666 平成25年01月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・きずり張／木質系
ボード・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2665 平成25年01月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・きずり張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2664 平成25年01月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2663 平成25年01月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2662 平成25年01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

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2661 平成25年01月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2660 平成25年01月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2659 平成25年01月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2658 平成25年01月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2657 平成25年01月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2656 平成25年01月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル系樹脂塗装パルプ繊維混
入セメント板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2655 平成25年01月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル系樹脂塗装パルプ繊維混
入セメント板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁

株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜
2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2654 平成25年01月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル系樹脂塗装パルプ繊維
混入セメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2653 平成25年01月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル系樹脂塗装パルプ繊維混
入セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2652 平成25年01月22日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装繊維混入セメント押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2651 平成25年01月22日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装繊維混入セメント押出成形板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2650 平成25年01月22日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装繊維混入セメント押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2649 平成25年01月22日

丸太組構法外壁 株式会社タロ・インターナシ
ョナル 東京都世田谷区成城2-36-17 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-2648 平成25年01月22日

アクリル系樹脂混入けい砂塗／グラスファイバーネット・水性アクリル樹脂
モルタル・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板張／せっこうボード表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

EIFS JAPAN株式会社 静岡県掛川市青葉台1-7 (一財)建材試験センター PC030BE-2647 平成25年01月16日

アクリル系樹脂混入けい砂塗／グラスファイバーネット・水性アクリル樹脂
モルタル・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板張／火山性ガラス質複層板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

EIFS JAPAN株式会社 静岡県掛川市青葉台1-7 (一財)建材試験センター PC030BE-2646 平成25年01月16日

アクリル系樹脂混入けい砂塗／グラスファイバーネット・水性アクリル樹脂
モルタル・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板張／セメント板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

EIFS JAPAN株式会社 静岡県掛川市青葉台1-7 (一財)建材試験センター PC030BE-2645 平成25年01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

アクリル系樹脂混入けい砂塗／グラスファイバーネット・水性アクリル樹脂
モルタル・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板張／木質系ボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

EIFS JAPAN株式会社 静岡県掛川市青葉台1-7 (一財)建材試験センター PC030BE-2644 平成25年01月16日

人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・せっこうボード
・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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番１４号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-2643 平成25年01月16日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2642 平成25年01月16日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディン
グ・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2641 平成25年01月16日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディン
グ・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2640 平成25年01月16日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディン
グ表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ﾋﾞﾙ5階 (一財)建材試験センター PC030BE-2639 平成25年01月16日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・フ
ェノールフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10
江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2630 平成25年01月16日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・フ
ェノールフォーム保温板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10
江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2629 平成25年01月16日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・フ
ェノールフォーム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10
江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2628 平成25年01月16日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・フ
ェノールフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10
江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2627 平成25年01月16日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・
フェノールフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2626 平成25年01月16日

ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2625 平成25年01月16日

ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温
板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2624 平成25年01月16日

ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温
板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2623 平成25年01月16日

ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2622 平成25年01月16日

ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2621 平成25年01月16日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・パルプ混入けい酸
カルシウム板表張／木製軸組造外壁の性能評価 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8

番6号 (一財)建材試験センター PC030BE-2471 平成25年01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

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル
塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2638 平成24年12月28日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモル
タル塗・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2637 平成24年12月28日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモル
タル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2636 平成24年12月28日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成
樹脂塗装繊維混入セメント押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15　JEI西本町ビル6階

(一財)建材試験センター PC030BE-2635 平成24年12月21日
株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成
樹脂塗装繊維混入セメント押出成形板・セメント板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15　JEI西本町ビル6階

(一財)建材試験センター PC030BE-2634 平成24年12月21日
株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成
樹脂塗装繊維混入セメント押出成形板・木質系ボード表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15　JEI西本町ビル6階

(一財)建材試験センター PC030BE-2633 平成24年12月21日
株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装鋼板・ポリイソシアヌレートフォー
ム充てん両面樹脂塗装鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町1-5-

6　第10中央ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2632 平成24年12月21日

樹脂塗装鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム充てん両面樹脂塗装鋼
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町1-5-

6　第10中央ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2631 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ
･ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント板・両面アクリル系樹
脂塗装パルプ・けい酸質混入セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2577 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材
塗／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント
板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2576 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材
塗／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント
板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2575 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材
塗／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント
板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2574 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂･セメント系塗材塗
／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント板
・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2573 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材
塗／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2572 平成24年12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

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材
塗／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2571 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パル
プ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・両面アクリル系樹脂
塗装パルプ・けい酸質混入セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2570 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材
塗／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・せ
っこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2569 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材
塗／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・火
山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2568 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材
塗／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・セ
メント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2567 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材
塗／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・繊
維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2566 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材
塗／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2565 平成24年12月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材
塗／パルプ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2564 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン系
樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント板・両面アクリル系樹脂塗装パル
プ・けい酸質混入セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2563 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント板・せっこうボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2562 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ･ポリプロピレン系
樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント板・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2561 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント板・セメント板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2560 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント板・繊維板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2559 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント板・木質系ボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2558 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2557 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・両面アクリル系樹脂塗装パルプ
・けい酸質混入セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2556 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・せっこうボード表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2555 平成24年12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

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・火山性ガラス質複層板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2554 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2553 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・繊維板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2552 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード・木質系ボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2551 平成24年12月21日

両面合成樹脂系塗装／けい砂・セメント系塗材塗／パルプ・ポリプロピレン
系樹脂繊維混入セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2550 平成24年12月21日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2620 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2619 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2618 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2617 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2616 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2615 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2614 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2613 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2612 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2611 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2610 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2609 平成24年12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

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2608 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2607 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2606 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2605 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2604 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2603 平成24年12月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2602 平成24年12月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱
材・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

パヴァテックス・ジャパン株
式会社

愛知県名古屋市千種区東山通
4-10-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2601 平成24年12月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

パヴァテックス・ジャパン株
式会社

愛知県名古屋市千種区東山通
4-10-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2600 平成24年12月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱
材・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

パヴァテックス・ジャパン株
式会社

愛知県名古屋市千種区東山通
4-10-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2599 平成24年12月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱
材・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

パヴァテックス・ジャパン株
式会社

愛知県名古屋市千種区東山通
4-10-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2598 平成24年12月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱
材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

パヴァテックス・ジャパン株
式会社

愛知県名古屋市千種区東山通
4-10-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2597 平成24年12月13日

軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・せっこうボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

パヴァテックス・ジャパン株
式会社

愛知県名古屋市千種区東山通
4-10-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2596 平成24年12月13日

軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・火山性ガラス質複層板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

パヴァテックス・ジャパン株
式会社

愛知県名古屋市千種区東山通
4-10-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2595 平成24年12月13日

軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・セメント板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

パヴァテックス・ジャパン株
式会社

愛知県名古屋市千種区東山通
4-10-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2594 平成24年12月13日

軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・木質系ボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

パヴァテックス・ジャパン株
式会社

愛知県名古屋市千種区東山通
4-10-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2593 平成24年12月13日

軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

パヴァテックス・ジャパン株
式会社

愛知県名古屋市千種区東山通
4-10-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2592 平成24年12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

人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／鋼製制振装置付鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-2591 平成24年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／鋼製制振装置付鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-2590 平成24年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・ガラス繊維ネット入セメ
ントモルタル板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード重裏張／木製
枠組造外壁

吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ﾋﾞﾙ内 (一財)建材試験センター PC030BE-2589 平成24年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・ガラス繊維ネット入セメ
ントモルタル板・セメント板表張／せっこうボード重裏張／木製枠組造外壁 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1

新東京ﾋﾞﾙ内 (一財)建材試験センター PC030BE-2588 平成24年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・ガラス繊維ネット入セメ
ントモルタル板・木質系ボード表張／せっこうボード重裏張／木製枠組造外
壁

吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ﾋﾞﾙ内 (一財)建材試験センター PC030BE-2587 平成24年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・ガラス繊維ネット入セメ
ントモルタル板・火山性ガラス質複層板表張／木質系ボード・せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ﾋﾞﾙ内 (一財)建材試験センター PC030BE-2586 平成24年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・ガラス繊維ネット入セメ
ントモルタル板・セメント板表張／木質系ボード・せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ﾋﾞﾙ内 (一財)建材試験センター PC030BE-2585 平成24年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・ガラス繊維ネット入セメ
ントモルタル板・木質系ボード表張／木質系ボード・せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁

吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ﾋﾞﾙ内 (一財)建材試験センター PC030BE-2584 平成24年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・ガラス繊維ネット入セメ
ントモルタル板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ﾋﾞﾙ内 (一財)建材試験センター PC030BE-2583 平成24年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・ガラス繊維ネット入セメ
ントモルタル板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1

新東京ﾋﾞﾙ内 (一財)建材試験センター PC030BE-2582 平成24年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・ガラス繊維ネット入セメ
ントモルタル板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1

新東京ﾋﾞﾙ内 (一財)建材試験センター PC030BE-2581 平成24年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱
材表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2546 平成24年12月03日

セルローズファイバー充てん／アクリル系樹脂塗材･アクリル系樹脂混入セメ
ントモルタル塗／ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板･けい酸カルシウム板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ヴィックライン 愛知県春日井市宮町1-3-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2580 平成24年11月28日

セルローズファイバー充てん／アクリル系樹脂塗材･アクリル系樹脂混入セメ
ントモルタル塗／ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板･けい酸カルシウム板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社コア 愛知県名古屋市名東区名東本
通3-42 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2579 平成24年11月28日

セルローズファイバー充てん／アクリル系樹脂塗材･アクリル系樹脂混入セメ
ントモルタル塗／ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板･けい酸カルシウム板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

有限会社インターナショナル
プライオリティプロジェクツ

愛知県名古屋市名東区名東本
通3-42 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2578 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2504 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2503 平成24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

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2502 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・火山性ガラス
質複層板表張／木質系ボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2501 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・セメント板表
張／木質系ボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2500 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・木質系ボード
表張／木質系ボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2499 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2498 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2497 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2496 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2495 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・火山性ガラス
質複層板表張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2494 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・セメント板表
張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2493 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・木質系ボード
表張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2492 平成24年11月28日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル表張／木質系ボ
ード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2491 平成24年11月28日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成
樹脂塗装繊維混入セメント押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15　JEI西本町ビル6階

(一財)建材試験センター PC030BE-2549 平成24年11月12日
株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成
樹脂塗装繊維混入セメント押出成形板・セメント板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15　JEI西本町ビル6階

(一財)建材試験センター PC030BE-2548 平成24年11月12日
株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装繊維混入セメント押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15　JEI西本町ビル6階 (一財)建材試験センター PC030BE-2547 平成24年11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

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装繊維混入セメント押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2547 平成24年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表
張／せっこうボード裏張／鋼製制振装置付鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-2545 平成24年10月18日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表
張／せっこうボード裏張／鋼製制振装置付鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-2544 平成24年10月18日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・き
ずり表張／火山性ガラス質複層板・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2543 平成24年10月18日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材
・きずり表張／セメント板・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2542 平成24年10月18日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材
・きずり表張／木質系ボード・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2541 平成24年10月18日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・きずり
表張／火山性ガラス質複層板・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2540 平成24年10月18日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・きずり
表張／セメント板・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2539 平成24年10月18日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・きずり
表張／木質系ボード・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2538 平成24年10月18日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材
・きずり表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2537 平成24年10月18日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・きずり
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2536 平成24年10月18日

丸太組構法外壁 一般社団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル1階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2532 平成24年10月03日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2535 平成24年09月27日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディン
グ・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2534 平成24年09月27日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディン
グ・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2533 平成24年09月27日

グラスウール保温板充てん／塗装亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォ
ーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社 東京都江東区東陽3丁目23-22

（東陽ANビル） (一財)建材試験センター PC030BE-2517 平成24年09月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／鋼板・硬質ウレタンフォーム表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 日新総合建材株式会社 東京都江東区東陽3丁目23番2

2号
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2472 平成24年09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

ポリエステル繊維混入羊毛断熱材充てん／両面木ずり下地しっくい塗
・火山性ガラス質複層板表張／木製軸組造外壁 株式会社建築舎ゆわんと村 広島県呉市安浦町中央6-5-6 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2531 平成24年09月13日

ポリエステル繊維混入羊毛断熱材充てん／両面木ずり下地しっくい塗
・セメント板表張／木製軸組造外壁 株式会社建築舎ゆわんと村 広島県呉市安浦町中央6-5-6 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2530 平成24年09月13日

ポリエステル繊維混入羊毛断熱材充てん／両面木ずり下地しっくい塗
・木質系ボード表張／木製軸組造外壁 株式会社建築舎ゆわんと村 広島県呉市安浦町中央6-5-6 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2529 平成24年09月13日

ポリエステル繊維混入羊毛断熱材充てん／両面木ずり下地しっくい塗
／木製軸組造外壁 株式会社建築舎ゆわんと村 広島県呉市安浦町中央6-5-6 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2528 平成24年09月13日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル･両面樹脂塗装繊維補強
セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温板・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza 1 Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2527 平成24年09月13日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維補強セメントけい酸
カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza 1 Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2526 平成24年09月13日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・き
ずり表張／火山性ガラス質複層板・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2525 平成24年09月13日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材
・きずり表張／セメント板・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2524 平成24年09月13日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材
・きずり表張／木質系ボード・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2523 平成24年09月13日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・きずり
表張／火山性ガラス質複層板・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2522 平成24年09月13日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・きずり
表張／セメント板・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2521 平成24年09月13日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・きずり
表張／木質系ボード・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2520 平成24年09月13日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材
・きずり表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2519 平成24年09月13日

フェノールフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・きずり
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 (一財)建材試験センター PC030BE-2518 平成24年09月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装繊維混入セメント押
出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15　JEI西本町ビル6階 (一財)建材試験センター PC030BE-2516 平成24年09月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装繊維混入セメン
ト押出成形板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-

15　JEI西本町ビル6階 (一財)建材試験センター PC030BE-2515 平成24年09月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装繊維混入セメント
押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-

15　JEI西本町ビル6階 (一財)建材試験センター PC030BE-2514 平成24年09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

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装繊維混入セメ
ント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-

15　JEI西本町ビル6階 (一財)建材試験センター PC030BE-2513 平成24年09月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装繊維混入セメント押
出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2512 平成24年09月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装繊維混入セメン
ト押出成形板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2511 平成24年09月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装繊維混入セメント
押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2510 平成24年09月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装繊維混入セメ
ント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2509 平成24年09月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質板・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2508 平成24年09月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質板・セメント板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2507 平成24年09月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質板・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2506 平成24年09月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2505 平成24年09月06日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・せっこ
うボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭有機材工業株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ20階 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2490 平成24年08月27日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・火山性
ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭有機材工業株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ20階 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2489 平成24年08月27日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・セメン
ト板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭有機材工業株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ20階 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2488 平成24年08月27日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・木質系
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭有機材工業株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ20階 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2487 平成24年08月27日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭有機材工業株式会社 東京都港区浜松町2-4-1

世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ20階 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2486 平成24年08月27日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・人造鉱物
繊維断熱材表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2485 平成24年08月27日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・人造鉱物
繊維断熱材表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2484 平成24年08月27日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・人造鉱物
繊維断熱材表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2483 平成24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

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・人造鉱物
繊維断熱材表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2482 平成24年08月27日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル系樹脂塗装・木質系繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜
2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2481 平成24年08月27日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル系樹脂塗装・木質系繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜
2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2480 平成24年08月27日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル系樹脂塗装・木質系繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁

株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜
2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2479 平成24年08月27日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル系樹脂塗装・木質系繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜
2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2478 平成24年08月27日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル系樹脂塗装・木質系繊維
混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜
2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2477 平成24年08月27日

フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用合板表
張／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用合
板重裏張／木製軸組造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-
88　梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｲｰｽﾄ (一財)建材試験センター PC030BE-2476 平成24年08月27日

フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用合板重
表張／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用
合板裏張／木製軸組造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-
88　梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｲｰｽﾄ (一財)建材試験センター PC030BE-2475 平成24年08月27日

両面フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構
造用合板重張／木製軸組造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88　梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｲｰｽﾄ (一財)建材試験センター PC030BE-2474 平成24年08月27日

両面フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構
造用合板張／木製軸組造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88　梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｲｰｽﾄ (一財)建材試験センター PC030BE-2473 平成24年08月27日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面熱処理木材・木質系ボード張／木製
枠組造外壁

カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町
アネックス2号館9階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2470 平成24年08月10日社団法人日本ツーバイフォー

建築協会
東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8階

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階

人造鉱物繊維断熱材充てん／熱処理木材・木質系ボード表張／せっこ
うボード・木質系ボード裏張／木製枠組造外壁

社団法人日本ツーバイフォー
建築協会

東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2469 平成24年08月10日カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町

アネックス2号館9階

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階

人造鉱物繊維断熱材充てん／熱処理木材・木質系ボード表張／木質系
ボード裏張／木製枠組造外壁

社団法人日本ツーバイフォー
建築協会

東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2468 平成24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

人造鉱物繊維断熱材充てん／熱処理木材・木質系ボード表張／木質系
ボード裏張／木製枠組造外壁

カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町
アネックス2号館9階 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-2468 平成24年08月10日
特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階

人造鉱物繊維断熱材充てん／熱処理木材・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

社団法人日本ツーバイフォー
建築協会

東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2467 平成24年08月10日カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町

アネックス2号館9階

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面熱処理木材・木質系ボード張／木製
枠組造外壁

社団法人日本ツーバイフォー
建築協会

東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2466 平成24年08月10日カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町

アネックス2号館9階

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階

人造鉱物繊維断熱材充てん／熱処理木材・木質系ボード表張／せっこ
うボード・木質系ボード裏張／木製枠組造外壁

カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町
アネックス2号館9階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2465 平成24年08月10日社団法人日本ツーバイフォー

建築協会
東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8階

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階

人造鉱物繊維断熱材充てん／熱処理木材・木質系ボード表張／木質系
ボード裏張／木製枠組造外壁

カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町
アネックス2号館9階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2464 平成24年08月10日社団法人日本ツーバイフォー

建築協会
東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8階

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階

人造鉱物繊維断熱材充てん／熱処理木材・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町
アネックス2号館9階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2463 平成24年08月10日社団法人日本ツーバイフォー

建築協会
東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8階

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階
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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

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・合成樹脂塗装木
繊維混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2460 平成24年07月12日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・合成樹脂塗装木
繊維混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2459 平成24年07月12日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・合成樹脂塗装木
繊維混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2458 平成24年07月12日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・合成樹脂塗装木
繊維混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2457 平成24年07月12日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・合成樹脂塗装木
繊維混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2456 平成24年07月12日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・合成樹脂塗装木
繊維混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁

株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2455 平成24年07月12日

押出法ポリスチレンフォーム保温材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維
マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用合板重表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁(真壁・大壁)

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-
88　梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｲｰｽﾄ (一財)建材試験センター PC030BE-2454 平成24年07月12日

押出法ポリスチレンフォーム保温材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維
マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁(真壁・大壁)

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-
88　梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｲｰｽﾄ (一財)建材試験センター PC030BE-2453 平成24年07月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆ
う陶磁器質板・構造用合板重表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真
壁・大壁)

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-
88　梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｲｰｽﾄ (一財)建材試験センター PC030BE-2452 平成24年07月12日

フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用
合板重表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88　梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｲｰｽﾄ (一財)建材試験センター PC030BE-2451 平成24年07月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆ
う陶磁器質板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁
・大壁)

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-
88　梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｲｰｽﾄ (一財)建材試験センター PC030BE-2450 平成24年07月12日

フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用
合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88　梅田ｽｶｲﾋﾞﾙﾀﾜｰｲｰｽﾄ (一財)建材試験センター PC030BE-2449 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2448 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2447 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2446 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2445 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2444 平成24年07月12日

20/282 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

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2443 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2442 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2441 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2440 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2439 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2438 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2437 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2436 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2435 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2434 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2433 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2432 平成24年07月12日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2431 平成24年07月12日

ポリエステル繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社フコク 福岡県柳川市三橋町中山254 (一財)建材試験センター PC030BE-2430 平成24年07月12日

ポリエステル繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社フコク 福岡県柳川市三橋町中山254 (一財)建材試験センター PC030BE-2429 平成24年07月12日

ポリエステル繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社フコク 福岡県柳川市三橋町中山254 (一財)建材試験センター PC030BE-2428 平成24年07月12日

ポリエステル繊維断熱材充てん／窯業系サイディング表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社フコク 福岡県柳川市三橋町中山254 (一財)建材試験センター PC030BE-2427 平成24年07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

木材・フェノールフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／木材
積層板はめ込／木製軸組造外壁 協同組合レングス 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-2426 平成24年05月28日

木材・フェノールフォーム保温板・セメント板表張／木材積層板はめ
込／木製軸組造外壁 協同組合レングス 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-2425 平成24年05月28日

木材・フェノールフォーム保温板・木質系ボード表張／木材積層板は
め込／木製軸組造外壁 協同組合レングス 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-2424 平成24年05月28日

木材・フェノールフォーム保温板表張／木材積層板裏はめ込／木製軸
組造外壁 協同組合レングス 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-2423 平成24年05月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・硬質ウレ
タンフォーム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2422 平成24年05月17日

塗装めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・火山性ガラス質複層板
表張／木材積層板裏張／木製軸組造外壁 協同組合レングス 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2421 平成24年05月17日

塗装めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・せっこうボード表張／
木材積層板裏張／木製軸組造外壁 協同組合レングス 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2420 平成24年05月17日

塗装めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・セメント板表張／木材
積層板裏張／木製軸組造外壁 協同組合レングス 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2419 平成24年05月17日

塗装めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・木質系ボード表張／木
材積層板裏張／木製軸組造外壁 協同組合レングス 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2418 平成24年05月17日

塗装めっき鋼板・フェノールフォーム保温板表張／木材積層板裏張／
木製軸組造外壁 協同組合レングス 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2417 平成24年05月17日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・せっこう
ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2416 平成24年05月11日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2415 平成24年05月11日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2414 平成24年05月11日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2413 平成24年05月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・火山性ガラス質複層板表張／木材
・普通合板裏張／木製枠組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル19階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2412 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・セメント板表張／木材・普通合板
裏張／木製枠組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル18階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2411 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／木材・普通合
板裏張／木製枠組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル17階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2410 平成24年05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

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・火山性ガラス質複層板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル16階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2409 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・セメント板表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル15階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2408 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル14階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2407 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・火山性ガラス質複層板表張／普通
合板裏張／木製枠組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル13階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2406 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・セメント板表張／普通合板裏張／
木製枠組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル12階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2405 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／普通合板裏張
／木製枠組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル11階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2404 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・火山性ガラス質複層板表張／木材
・普通合板裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル10階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2403 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・セメント板表張／木材・普通合板
裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル9階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2402 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／木材・普通合
板裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル8階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2401 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・火山性ガラス質複層板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル7階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2400 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・セメント板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル6階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2399 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル5階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2398 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・火山性ガラス質複層板表張／普通
合板裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル4階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2397 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・セメント板表張／普通合板裏張／
木製軸組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル3階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2396 平成24年05月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／普通合板裏張
／木製軸組造外壁

一般財団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル2階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2395 平成24年05月09日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・せっこう
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-2394 平成24年05月08日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-2393 平成24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

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-2392 平成24年05月08日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-2391 平成24年05月08日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-2390 平成24年05月08日

人造鉱物繊維断熱材充てん／化粧窯業系サイディング表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 フクビ化学工業株式会社 福井県福井市三十八社町

３３－６６ (一財)ベターリビング PC030BE-2389 平成24年04月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフ
ォーム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市梅田3丁目3番5

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2388 平成24年04月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフ
ォーム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市梅田3丁目3番5

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2387 平成24年04月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリスチレン
フォーム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市梅田3丁目3番5

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2386 平成24年04月02日

軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフォーム板・せっこうボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市梅田3丁目3番5

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2385 平成24年04月02日

軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフォーム板・木質系ボード表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市梅田3丁目3番5

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2384 平成24年04月02日

軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフォーム板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市梅田3丁目3番5

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2383 平成24年04月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフォー
ム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2382 平成24年04月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリスチレン
フォーム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2381 平成24年04月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフ
ォーム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2380 平成24年04月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフ
ォーム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2379 平成24年04月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリスチレン
フォーム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2378 平成24年04月02日

軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフォーム板・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2377 平成24年04月02日

軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフォーム板・セメント板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2376 平成24年04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

軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフォーム板・せっこうボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2375 平成24年04月02日

軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフォーム板・木質系ボード表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2374 平成24年04月02日

軽量セメントモルタル塗・ポリスチレンフォーム板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2373 平成24年04月02日

無機質系断熱材充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保
温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2372 平成24年03月09日

無機質系断熱材充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム
保温板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2371 平成24年03月09日

無機質系断熱材充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォー
ム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2370 平成24年03月09日

無機質系断熱材充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォー
ム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2369 平成24年03月09日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2368 平成24年03月09日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・せっこうボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2367 平成24年03月09日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2366 平成24年03月09日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2365 平成24年03月09日

無機質系断熱材充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保
温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2364 平成24年03月09日

無機質系断熱材充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム
保温板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2363 平成24年03月09日

無機質系断熱材充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォー
ム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2362 平成24年03月09日

無機質系断熱材充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォー
ム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2361 平成24年03月09日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2360 平成24年03月09日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・せっこうボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2359 平成24年03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

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2358 平成24年03月09日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)建材試験センター PC030BE-2357 平成24年03月09日

ポリエステル繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-
9　南森町八千代ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-2356 平成24年03月09日

ポリエステル繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・繊維混入けい酸カルシウム板表張／木質系ボード裏張／木製軸組造
外壁

エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-
9　南森町八千代ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-2355 平成24年03月09日

ポリエステル繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

株式会社ディー・エー・シー 京都府宇治市宇治戸ノ内53-1 (一財)建材試験センター PC030BE-2354 平成24年03月09日

ポリエステル繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・繊維混入けい酸カルシウム板表張／木質系ボード裏張／木製軸組造
外壁

株式会社ディー・エー・シー 京都府宇治市宇治戸ノ内53-1 (一財)建材試験センター PC030BE-2353 平成24年03月09日

ポリエステル繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

株式会社ナレッジライフ 新潟県新潟市北区濁川612 (一財)建材試験センター PC030BE-2352 平成24年03月09日

ポリエステル繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・繊維混入けい酸カルシウム板表張／木質系ボード裏張／木製軸組造
外壁

株式会社ナレッジライフ 新潟県新潟市北区濁川612 (一財)建材試験センター PC030BE-2351 平成24年03月09日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2350 平成24年03月05日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2349 平成24年03月05日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2348 平成24年03月05日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・火山性ガラス
質複層板表張／木質系ボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2347 平成24年03月05日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・セメント板表
張／木質系ボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2346 平成24年03月05日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・木質系ボード
表張／木質系ボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-1

05　（神保町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ） (一財)建材試験センター PC030BE-2345 平成24年03月05日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2344 平成24年02月28日

人造鉱物繊維保温材充てん／ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター PC030BE-2343 平成24年02月28日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装繊維補強セ
メントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza 1 Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2307 平成24年02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

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装繊維補強セ
メントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza 1 Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2306 平成24年02月28日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル・両面樹脂塗装繊維補
強セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza 1 Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2305 平成24年02月28日

木材・フェノールフォーム保温板・パルプ混入けい酸カルシウム板表
張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８

番６号
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2342 平成24年02月24日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・せっこう
ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2341 平成24年02月24日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2340 平成24年02月24日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2339 平成24年02月24日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2338 平成24年02月24日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・せっこう
ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-2335 平成24年02月06日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-2334 平成24年02月06日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-2333 平成24年02月06日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-2332 平成24年02月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル系樹脂塗材・グラスファイバーメッシ
ュ入セメント系樹脂ベースコート・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社　ダンネツ 北海道旭川市忠和5条4丁目9
番18号 (一財)ベターリビング PC030BE-2304 平成24年01月26日

アクリル系樹脂塗材・グラスファイバーメッシュ入セメント系樹脂ベースコ
ート・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社　ダンネツ 北海道旭川市忠和5条4丁目9
番17号 (一財)ベターリビング PC030BE-2303 平成24年01月26日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2337 平成24年01月25日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2336 平成24年01月25日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・ポリスチレン
フォーム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2331 平成24年01月25日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・ポリスチレン
フォーム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2330 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）
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認定番号 認定年月日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・ポリスチ
レンフォーム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2329 平成24年01月25日

樹脂塗装窯業系サイディング・ポリスチレンフォーム板・せっこうボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2328 平成24年01月25日

樹脂塗装窯業系サイディング・ポリスチレンフォーム板・木質系ボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2327 平成24年01月25日

樹脂塗装窯業系サイディング・ポリスチレンフォーム板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2326 平成24年01月25日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・せっこ
うボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2325 平成24年01月25日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・火山性
ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2324 平成24年01月25日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・セメン
ト板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2323 平成24年01月25日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・木質系
ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2322 平成24年01月25日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・火山性ガラス質複層板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人工務店サポート
センター

東京都中央区日本橋箱崎町12
-4　建設国保会館6階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2321 平成24年01月19日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・セメント板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人工務店サポート
センター

東京都中央区日本橋箱崎町12
-4　建設国保会館5階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2320 平成24年01月19日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人工務店サポート
センター

東京都中央区日本橋箱崎町12
-4　建設国保会館4階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2319 平成24年01月19日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・火山性ガラス質複層板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人工務店サポート
センター

東京都中央区日本橋箱崎町12
-4　建設国保会館3階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2318 平成24年01月19日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・セメント板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人工務店サポート
センター

東京都中央区日本橋箱崎町12
-4　建設国保会館2階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2317 平成24年01月19日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

一般財団法人工務店サポート
センター

東京都中央区日本橋箱崎町12
-4　建設国保会館1階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2316 平成24年01月19日

グラスウール保温板充てん／塗装亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォ
ーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社 東京都江東区東陽3丁目23-22

（東陽ANビル） (一財)建材試験センター PC030BE-2315 平成24年01月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂モルタル仕上げ・アクリル樹脂モ
ルタル・繊維混入セメント押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

オメガプロダクツジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
5-7　YOUビル8F (一財)建材試験センター PC030BE-2314 平成24年01月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂モルタル仕上げ・アクリル樹脂モ
ルタル・繊維混入セメント押出成形板・セメント板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

オメガプロダクツジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
5-7　YOUビル8F (一財)建材試験センター PC030BE-2313 平成24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）
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認定番号 認定年月日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂モルタル仕上げ・アクリル樹脂モ
ルタル・繊維混入セメント押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

オメガプロダクツジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
5-7　YOUビル8F (一財)建材試験センター PC030BE-2312 平成24年01月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂モルタル仕上げ・アクリル樹脂モ
ルタル・繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

オメガプロダクツジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
5-7　YOUビル8F (一財)建材試験センター PC030BE-2311 平成24年01月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂モルタル仕上げ・アクリル樹脂モ
ルタル・繊維混入セメント押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

オメガプロダクツジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
5-7　YOUビル8F (一財)建材試験センター PC030BE-2310 平成24年01月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂モルタル仕上げ・アクリル樹脂モ
ルタル・繊維混入セメント押出成形板・セメント板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

オメガプロダクツジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
5-7　YOUビル8F (一財)建材試験センター PC030BE-2309 平成24年01月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂モルタル仕上げ・アクリル樹脂モ
ルタル・繊維混入セメント押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁

オメガプロダクツジャパン株
式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-
5-7　YOUビル8F (一財)建材試験センター PC030BE-2308 平成24年01月17日

丸太組構法外壁 一般社団法人日本ログハウス
協会

東京都港区赤坂2-2-19
アドレスビル１階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2262 平成24年01月10日

人造鉱物繊維断熱材充てん／耐アルカリ性ガラス繊維ネット混入メチ
ルセルロース混入ホタテ貝殻粉末塗材・ビーズ法ポリスチレンフォー
ム保温板・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

岩倉化学工業株式会社 北海道苫小牧市沼ノ端１３４
番地の４５０ 地方独立行政法人

北海道立総合研究機構 PC030BE-2302 平成23年12月28日
あいもり株式会社 北海道伊達市錦町１０５番地

人造鉱物繊維断熱材充てん／耐アルカリ性ガラス繊維ネット混入メチ
ルセルロース混入ホタテ貝殻粉末塗材・ビーズ法ポリスチレンフォー
ム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

岩倉化学工業株式会社 北海道苫小牧市沼ノ端１３４
番地の４５０ 地方独立行政法人

北海道立総合研究機構 PC030BE-2301 平成23年12月28日
あいもり株式会社 北海道伊達市錦町１０５番地

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・パルプ混入けい酸カルシウム板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8

番6号　新江戸橋ビル２階
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2300 平成23年12月27日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・パルプ混入けい酸カルシウム板表
張／セメント板裏張／木製枠組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8

番6号　新江戸橋ビル２階
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2299 平成23年12月27日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・パルプ混入けい酸カルシウム板表
張／木質系ボード裏張／木製枠組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8

番6号　新江戸橋ビル２階
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2298 平成23年12月27日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／陶磁器質タイル・合成樹
脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

BASF INOAC
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2297 平成23年12月27日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装繊維混入セメント押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁

BASF INOAC
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2296 平成23年12月27日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディン
グ・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

BASF INOAC
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2295 平成23年12月27日

ウレタンウレア断熱材充てん／外装用セメントモルタル・アクリル系樹脂セメント
モルタル塗・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・アクリル系樹脂セメントモル
タル塗・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社アイシネン
アジア・パシフィック

東京都港区麻布台2-3-22
一乗寺ビル2F (一財)建材試験センター PC030BE-2294 平成23年12月27日

29/282 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

ウレタンウレア断熱材充てん／外装用セメントモルタル・アクリル系樹脂セメント
モルタル塗・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・アクリル系樹脂セメントモル
タル塗・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ブルーマテリアル 愛知県豊橋市中原町字東山41
-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2293 平成23年12月27日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2292 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2291 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2290 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2289 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2288 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2287 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2286 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2285 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2284 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2283 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2282 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2281 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2280 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2279 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・下地
材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2278 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2277 平成23年12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

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2276 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2275 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2274 平成23年12月22日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2273 平成23年12月22日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維補強セメントけい酸
カルシウム板・ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza 1,Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2267 平成23年12月16日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・せっこう
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-2272 平成23年12月15日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-2271 平成23年12月15日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-2270 平成23年12月15日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-2269 平成23年12月15日

紙・ポリプロピレン系発泡体充てん／窯業系サイディング表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-2268 平成23年12月15日

木製集成板表張／木製軸組造外壁 協和木材株式会社 福島県東白川群塙町大字西河
内内字鶴巻田10番地

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2266 平成23年10月28日

ポリエステル繊維断熱材充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・火山性ガラ
ス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁（真壁・大壁） エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5Ｆ (一財)建材試験センター PC030BE-2263 平成23年10月28日

木質繊維断熱材充てん／木製サイディング・木質繊維断熱材・火山性
ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28 (一財)建材試験センター PC030BE-2261 平成23年10月28日

木質繊維断熱材充てん／木製サイディング・木質繊維断熱材・セメン
ト板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28 (一財)建材試験センター PC030BE-2260 平成23年10月28日

木質繊維断熱材充てん／木製サイディング・木質繊維断熱材・木質系
ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28 (一財)建材試験センター PC030BE-2259 平成23年10月28日

木質繊維断熱材充てん／木製サイディング・木質繊維断熱材表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28 (一財)建材試験センター PC030BE-2258 平成23年10月28日

木質繊維断熱材充てん／塗装軽量セメントモルタル・木質繊維断熱材
・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28 (一財)建材試験センター PC030BE-2257 平成23年10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

木質繊維断熱材充てん／塗装軽量セメントモルタル・木質繊維断熱材
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28 (一財)建材試験センター PC030BE-2256 平成23年10月28日

木質繊維断熱材充てん／塗装軽量セメントモルタル・木質繊維断熱材
・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28 (一財)建材試験センター PC030BE-2255 平成23年10月28日

木質繊維断熱材充てん／塗装軽量セメントモルタル・木質繊維断熱材
・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28 (一財)建材試験センター PC030BE-2254 平成23年10月28日

ロックウール充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装窯業系サイディング
表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町一丁

目1番4号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2253 平成23年10月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・ポリイソシアヌ
レートフォーム充てん両面樹脂塗装鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町1-5-
6 第10中央ビル8F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2236 平成23年10月28日

樹脂塗装窯業系サイディング・ポリイソシアヌレートフォーム充てん
両面樹脂塗装鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町1-5-

6 第10中央ビル8F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2235 平成23年10月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面樹脂塗装窯業系サイディング・ポリ
スチレンフォーム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2230 平成23年10月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面樹脂塗装窯業系サイディング・硬質
ウレタンフォーム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2252 平成23年10月21日

人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・火山性ガラス質
複層板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2

（新丸の内センタービル） (一財)建材試験センター PC030BE-2242 平成23年10月19日

人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2

（新丸の内センタービル） (一財)建材試験センター PC030BE-2241 平成23年10月19日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・せっこ
うボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2164 平成23年10月19日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・火山性
ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2163 平成23年10月19日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・セメン
ト板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2162 平成23年10月19日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・木質系
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2161 平成23年10月19日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2160 平成23年10月19日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維補強セメン
トけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza 1,Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2251 平成23年10月18日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・せっこう
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2250 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

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2249 平成23年10月04日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2248 平成23年10月04日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2247 平成23年10月04日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2246 平成23年10月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面樹脂塗装窯業系サイディング表張／
せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2245 平成23年10月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面樹脂塗装窯業系サイディング・硬質
ウレタンフォーム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2244 平成23年10月03日

無機質系断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／
せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-2243 平成23年09月28日

ポリエステル繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5Ｆ (一財)建材試験センター PC030BE-2240 平成23年09月16日

ポリエステル繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5Ｆ (一財)建材試験センター PC030BE-2239 平成23年09月16日

ポリエステル繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5Ｆ (一財)建材試験センター PC030BE-2238 平成23年09月16日

ポリエステル繊維断熱材充てん／窯業系サイディング表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5Ｆ (一財)建材試験センター PC030BE-2237 平成23年09月16日

羊毛・ポリエステル混紡繊維板充てん／窯業系サイディング・火山性
ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社コスモプロジェクト 福岡県柳川市田脇339-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2234 平成23年09月08日

羊毛・ポリエステル混紡繊維板充てん／窯業系サイディング・せっこ
うボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社コスモプロジェクト 福岡県柳川市田脇339-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2233 平成23年09月08日

羊毛・ポリエステル混紡繊維板充てん／窯業系サイディング・セメン
ト板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社コスモプロジェクト 福岡県柳川市田脇339-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2232 平成23年09月08日

羊毛・ポリエステル混紡繊維板充てん／窯業系サイディング・木質系
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社コスモプロジェクト 福岡県柳川市田脇339-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2231 平成23年09月08日

人造鉱物繊維断熱材充てん／合成樹脂エマルション系塗材・シージングせっ
こうボード重・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15-2 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2229 平成23年08月26日

合成樹脂エマルション系塗材・シージングせっこうボード重・木質系
ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15-2 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2228 平成23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

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2227 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2226 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・セメント板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2225 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(
真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2224 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2223 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2222 平成23年08月12日
株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目

4番2号　新日石ビル
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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

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォーム保
温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁
)

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

(一財)建材試験センター PC030BE-2222 平成23年08月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2221 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2220 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2219 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2218 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・セメント板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2217 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォーム保
温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－

２－４ (一財)建材試験センター PC030BE-2216 平成23年08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

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(
真壁・大壁)

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

(一財)建材試験センター PC030BE-2216 平成23年08月12日
ダウ化工株式会社

東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2215 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2214 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2213 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島３－
２－４

(一財)建材試験センター PC030BE-2212 平成23年08月12日株式会社JSP 東京都千代田区丸の内三丁目
4番2号　新日石ビル

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワービル11
階

羊毛繊維断熱材充てん／両面樹脂塗装窯業系サイディング・せっこう
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区葵3-7-14

ＩＭＹビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2211 平成23年08月05日

羊毛繊維断熱材充てん／両面樹脂塗装窯業系サイディング・セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区葵3-7-14

ＩＭＹビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2210 平成23年08月05日

羊毛繊維断熱材充てん／両面樹脂塗装窯業系サイディング・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区葵3-7-14

ＩＭＹビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2209 平成23年08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

羊毛繊維断熱材充てん／両面樹脂塗装窯業系サイディング表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区葵3-7-14

ＩＭＹビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2208 平成23年08月05日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・火
山性ガラス質複層板表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-2207 平成23年07月25日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・
セメント板表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-2206 平成23年07月25日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・
木質系ボード表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-2205 平成23年07月25日

無機質断熱材充てん／硬質木片セメント板表張／火山性ガラス質複層
板裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-2204 平成23年07月25日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル塗
・木質系ボード・下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2199 平成23年07月21日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル
塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2198 平成23年07月21日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル塗・火
山性ガラス質複層板・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁（
真壁・大壁）

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2197 平成23年07月21日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル塗・せ
っこうボード・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁（真壁・
大壁）

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2196 平成23年07月21日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル塗・セ
メント板・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁（真壁・大壁
）

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2195 平成23年07月21日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル塗・木
質系ボード・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁（真壁・大
壁）

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2194 平成23年07月21日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル塗
・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁（真壁・大壁）

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2193 平成23年07月21日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル塗・火
山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁（真壁・大
壁）

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2192 平成23年07月21日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル塗・せ
っこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁（真壁・大壁）

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2191 平成23年07月21日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル塗・
セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁（真壁・大壁）

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2190 平成23年07月21日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル塗・
木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁（真壁・大壁）

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2189 平成23年07月21日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／セメントモルタル
塗表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁（真壁・大壁）

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2188 平成23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

ロックウール充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張／せっこうボ
ード裏張／軽量鉄骨造外壁 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町一丁

目1番4号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2203 平成23年07月19日

樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォーム保温板・火山性ガ
ラス質複層板表張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-10

5（神保町三井ビルディング） (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2202 平成23年07月19日

樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォーム保温板・セメント
板表張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-10

5（神保町三井ビルディング） (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2201 平成23年07月19日

樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォーム保温板・木質系ボ
ード表張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-10

5（神保町三井ビルディング） (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2200 平成23年07月19日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・火山性ガラス質複層板
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社木の繊維 北海道札幌市東区北１８条東

１丁目３番３号 (一財)建材試験センター PC030BE-2187 平成23年07月13日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・セメント板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社木の繊維 北海道札幌市東区北１８条東

１丁目３番３号 (一財)建材試験センター PC030BE-2186 平成23年07月13日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・木質系ボード表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社木の繊維 北海道札幌市東区北１８条東

１丁目３番３号 (一財)建材試験センター PC030BE-2185 平成23年07月13日

しっくい・モルタルしっくい塗／炭化コルク板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 株式会社無添加住宅 兵庫県西宮市下大市西町3-24 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2184 平成23年07月01日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・パルプ混入けい酸カルシウム板表
張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8

番6号　新江戸橋ビル４階
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2183 平成23年07月01日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・パルプ混入けい酸カルシウム板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8

番6号　新江戸橋ビル３階
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2182 平成23年07月01日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・パルプ混入けい酸カルシウム板表
張／セメント板裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8

番6号　新江戸橋ビル２階
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2181 平成23年07月01日

アクリル系樹脂塗装／溶接金網入軽量コンクリート板表張／軽量鉄骨
造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88

梅田スカイビルタワーイースト (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2159 平成23年06月22日

ポリエステル繊維充てん／窯業系サイディング・火山性ガラス質複層
板表張／せっこうボード裏張り／木製軸組造外壁 株式会社コスモプロジェクト 福岡県柳川市田脇339-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2180 平成23年06月13日

ポリエステル繊維充てん／窯業系サイディング・せっこうボード表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社コスモプロジェクト 福岡県柳川市田脇339-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2179 平成23年06月13日

ポリエステル繊維充てん／窯業系サイディング・セメント板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社コスモプロジェクト 福岡県柳川市田脇339-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2178 平成23年06月13日

ポリエステル繊維充てん／窯業系サイディング・木質系ボード表張／
せっこうボード裏張り／木製軸組造外壁 株式会社コスモプロジェクト 福岡県柳川市田脇339-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2177 平成23年06月13日

無機質断熱材充てん・ガラス繊維補強セメント板・押出法ポリスチレンフ
ォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本ハウス株式会社 山口県周南市沖見町2-1 (一財)建材試験センター PC030BE-2176 平成23年06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

ガラス繊維補強セメント板・押出法ポリスチレンフォーム保温板・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本ハウス株式会社 山口県周南市沖見町2-1 (一財)建材試験センター PC030BE-2175 平成23年06月07日

無機質断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／せ
っこうボード裏張／鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-2174 平成23年05月23日

無機質断熱材充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張
／鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-2173 平成23年05月23日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-10

5（神保町三井ビルディング） (一財)建材試験センター PC030BE-2172 平成23年05月23日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-10

5（神保町三井ビルディング） (一財)建材試験センター PC030BE-2171 平成23年05月23日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-10

5（神保町三井ビルディング） (一財)建材試験センター PC030BE-2170 平成23年05月23日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-10

5（神保町三井ビルディング） (一財)建材試験センター PC030BE-2169 平成23年05月23日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・火山性ガラス
質複層板表張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-10

5（神保町三井ビルディング） (一財)建材試験センター PC030BE-2168 平成23年05月23日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・セメント板表
張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-10

5（神保町三井ビルディング） (一財)建材試験センター PC030BE-2167 平成23年05月23日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・木質系ボード
表張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-10

5（神保町三井ビルディング） (一財)建材試験センター PC030BE-2166 平成23年05月23日

無機質系断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル表張／木質系ボ
ード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-10

5（神保町三井ビルディング） (一財)建材試験センター PC030BE-2165 平成23年05月23日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･ポリスチレンフォーム
保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・せっこうボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2158 平成23年04月11日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･ポリスチレンフォーム
保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・火山性ガラス質複層板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2157 平成23年04月11日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･ポリスチレンフォーム
保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・セメント板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2156 平成23年04月11日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･ポリスチレンフォーム
保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・木質系ボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2155 平成23年04月11日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･ポリスチレンフォーム
保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2154 平成23年04月11日

セルローズファイバー充てん／建築用仕上塗材塗／アクリル樹脂塗装・パル
プ混入セメントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-2149 平成23年04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

セルローズファイバー充てん／建築用仕上塗材塗／アクリル樹脂塗装・パル
プ混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-2148 平成23年04月11日

セルローズファイバー充てん／建築用仕上塗材塗／アクリル樹脂塗装・パル
プ混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-2147 平成23年04月11日

セルローズファイバー充てん／建築用仕上塗材塗／アクリル樹脂塗装・パル
プ混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-2146 平成23年04月11日

セルローズファイバー充てん／建築用仕上塗材塗／アクリル樹脂塗装・パル
プ混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁(真壁・大壁)

株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-2145 平成23年04月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1丁目3番34号
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2152 平成23年03月25日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1丁目3番33号
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2151 平成23年03月25日

木材・フェノールフォーム保温板・パルプ混入けい酸カルシウム板表
張/木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8

番6号新江戸橋ビル2階
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-2153 平成23年03月24日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／陶磁器質タイル・合成樹
脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2143 平成23年02月28日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／タイル・両面合成樹脂塗
装繊維混入セメント押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2142 平成23年02月28日

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディン
グ・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

ＢＡＳＦ　ＩＮＯＡＣ
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196 (一財)建材試験センター PC030BE-2141 平成23年02月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・せっこう
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5 (一財)建材試験センター PC030BE-2140 平成23年02月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5 (一財)建材試験センター PC030BE-2139 平成23年02月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5 (一財)建材試験センター PC030BE-2138 平成23年02月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5 (一財)建材試験センター PC030BE-2137 平成23年02月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5 (一財)建材試験センター PC030BE-2136 平成23年02月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 パナソニック電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番

地 (一財)建材試験センター PC030BE-2135 平成23年02月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 パナソニック電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番

地 (一財)建材試験センター PC030BE-2134 平成23年02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

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・せっこう
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2133 平成23年02月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2132 平成23年02月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2131 平成23年02月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2130 平成23年02月28日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本アクア 神奈川県横浜市港北区新横浜

2-12-12 (一財)建材試験センター PC030BE-2129 平成23年02月28日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-2126 平成23年02月10日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・けい酸カルシウム板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-2125 平成23年02月10日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・セメント板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-2124 平成23年02月10日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・火山性ガラス質複層板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-2123 平成23年02月10日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・繊維板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-2122 平成23年02月10日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・木質系ボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-2120 平成23年02月10日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張／パー
ティクルボード裏張／軽量鉄骨造外壁 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町一丁

目1番4号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2117 平成23年02月08日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・セメント板・火山性ガラス質複層
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2119 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・繊維板・火山性ガラス質複層板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2118 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・木質系ボード・火山性ガラス質複
層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2116 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・火山性ガラス質複層板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2115 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・セメント板・繊維板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2114 平成23年02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

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・繊維板・繊維板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2113 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・木質系ボード・繊維板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2112 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・繊維板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2110 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・セメント板・木質系ボード表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2109 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・繊維板・木質系ボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2108 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・木質系ボード・木質系ボード表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2107 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2106 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・セメント板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2104 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・繊維板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2103 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2102 平成23年02月04日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／軽量セメントモルタル表塗／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2101 平成23年02月04日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装繊
維補強セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2100 平成23年01月17日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装繊維補強セ
メントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2099 平成23年01月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張／せっ
こうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町一丁

目1番4号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2098 平成23年01月17日

グラスウール充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・木質系ボード・下地材
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 信越ポリマー株式会社 東京都中央区日本橋本町4-3-

5 (一財)建材試験センター PC030BE-2087 平成23年01月17日

グラスウール充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・下地材表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 信越ポリマー株式会社 東京都中央区日本橋本町4-3-

5 (一財)建材試験センター PC030BE-2086 平成23年01月17日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・せ
っこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2097 平成23年01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

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・火
山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2096 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・セ
メント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2095 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2094 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2093 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・せっこうボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2092 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラ
ス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2091 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2090 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2089 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-2088 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・せ
っこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社アイシネン
アジア・パシフィック

東京都港区三田1-3-39
勝田ﾋﾞﾙ7F (一財)建材試験センター PC030BE-2073 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・火
山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社アイシネン
アジア・パシフィック

東京都港区三田1-3-39
勝田ﾋﾞﾙ7F (一財)建材試験センター PC030BE-2071 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・セ
メント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社アイシネン
アジア・パシフィック

東京都港区三田1-3-39
勝田ﾋﾞﾙ7F (一財)建材試験センター PC030BE-2070 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社アイシネン
アジア・パシフィック

東京都港区三田1-3-39
勝田ﾋﾞﾙ7F (一財)建材試験センター PC030BE-2069 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社アイシネン
アジア・パシフィック

東京都港区三田1-3-39
勝田ﾋﾞﾙ7F (一財)建材試験センター PC030BE-2068 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・せっこうボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社アイシネン
アジア・パシフィック

東京都港区三田1-3-39
勝田ﾋﾞﾙ7F (一財)建材試験センター PC030BE-2067 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラ
ス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社アイシネン
アジア・パシフィック

東京都港区三田1-3-39
勝田ﾋﾞﾙ7F (一財)建材試験センター PC030BE-2066 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社アイシネン
アジア・パシフィック

東京都港区三田1-3-39
勝田ﾋﾞﾙ7F (一財)建材試験センター PC030BE-2064 平成23年01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

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社アイシネン
アジア・パシフィック

東京都港区三田1-3-39
勝田ﾋﾞﾙ7F (一財)建材試験センター PC030BE-2063 平成23年01月11日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

株式会社アイシネン
アジア・パシフィック

東京都港区三田1-3-39
勝田ﾋﾞﾙ7F (一財)建材試験センター PC030BE-2062 平成23年01月11日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･ポリスチレンフォーム
保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・せっこうボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2061 平成23年01月07日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･ポリスチレンフォーム
保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・火山性ガラス質複層板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2060 平成23年01月07日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･ポリスチレンフォーム
保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・セメント板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2059 平成23年01月07日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･ポリスチレンフォーム
保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・繊維板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2058 平成23年01月07日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･ポリスチレンフォーム
保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・木質系ボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2057 平成23年01月07日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･ポリスチレンフォーム
保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2056 平成23年01月07日

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォー
ム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2055 平成22年12月24日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォー
ム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・せっこうボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2054 平成22年12月24日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォー
ム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・セメント板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2053 平成22年12月24日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォー
ム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・繊維板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2052 平成22年12月24日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォーム保温
板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・木質系ボード表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2051 平成22年12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

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォーム保温
板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・木質系ボード表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2051 平成22年12月24日

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォー
ム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2050 平成22年12月24日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォー
ム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・せっこうボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2049 平成22年12月24日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォー
ム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2048 平成22年12月24日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォー
ム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・セメント板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2047 平成22年12月24日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォー
ム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・繊維板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2046 平成22年12月24日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォー
ム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板・木質系ボード表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2045 平成22年12月24日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム･フェノールフォー
ム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維混入セメント板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2044 平成22年12月24日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

アクリル樹脂混入けい砂パーライト系塗材・樹脂モルタル塗／ビーズ法ポリ
スチレンフォーム保温板・押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラ
ス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

オメガジャパン株式会社 静岡県菊川市本所1193-2 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2043 平成22年12月24日

軽量セメントモルタル塗／押出法ポリスチレンフォーム保温板・木パ
ネル表張／木製軸組造外壁 株式会社フジモト 三重県桑名市西別所290-3 (一財)建材試験センター PC030BE-2042 平成22年12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

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・火山性ガラス質積層板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2039 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・セメント板・火山性ガラ
ス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2038 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・繊維板・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2037 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・木質系ボード・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2036 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・繊維板・繊維板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2034 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・セメント板・繊維板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2032 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・木質系ボード・繊維板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2031 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・繊維板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2029 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォーム保
温板充てん／軽量セメントモルタル・セメント板・木質系ボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2028 平成22年12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

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォーム保
温板充てん／軽量セメントモルタル・セメント板・木質系ボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2028 平成22年12月16日

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・繊維板・木質系ボード表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2027 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・木質系ボード・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2025 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・木質系ボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2024 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・セメント板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2023 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・繊維板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2022 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル・木質系ボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2021 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／軽量セメントモルタル表塗／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2020 平成22年12月16日
積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セメ
ントけい酸カルシウム板・人造鉱物繊維断熱材表張／木質接着複合パネル造
外壁

ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番
1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2019 平成22年12月16日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／両面樹脂塗装繊維補強セメントけい酸
カルシウム板・ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2018 平成22年12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

ポリスチレンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル・両面樹脂塗装繊維補
強セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2017 平成22年12月08日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル･両面樹脂塗装繊維補強
セメントけい酸カルシウム板・ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2015 平成22年12月08日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・せっこうボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2013 平成22年12月08日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2012 平成22年12月08日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・繊維板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2011 平成22年12月08日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・セメント板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2010 平成22年12月08日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2007 平成22年12月08日

ポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・ポリスチレンフォー
ム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-2006 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・プラスチック再生複合材・両面合
成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)建材試験センター PC030BE-2004 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・プラスチック再生複合材・両面合
成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板・せっこうボード表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)建材試験センター PC030BE-2003 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・プラスチック再生複合材・両面合
成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板・セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)建材試験センター PC030BE-2002 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・プラスチック再生複合材・両面合
成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)建材試験センター PC030BE-2001 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメ
ント押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)建材試験センター PC030BE-2000 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメ
ント押出成形板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)建材試験センター PC030BE-1998 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメ
ント押出成形板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-

15 (一財)建材試験センター PC030BE-1997 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメ
ント押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-

15 (一財)建材試験センター PC030BE-1996 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・プラスチック再生複合材・両面合
成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板・きずり表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)建材試験センター PC030BE-1995 平成22年12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

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・プラスチック再生複合材・両面合
成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)建材試験センター PC030BE-1994 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・プラスチック再生複合材・両面合
成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板・セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)建材試験センター PC030BE-1992 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・プラスチック再生複合材・両面合
成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)建材試験センター PC030BE-1991 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・プラスチック再生複合材・両面合
成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)日本建築センター PC030BE-1990 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・両面合成樹脂塗装／繊維混入セ
メント押出成形板・きずり表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-

15 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1989 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメ
ント押出成形板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-

15 (一財)建材試験センター PC030BE-1988 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメ
ント押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-

15 (一財)建材試験センター PC030BE-1987 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・両面合成樹脂塗装／繊維混
入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-

15 (一財)建材試験センター PC030BE-1986 平成22年12月08日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメ
ント押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15 (一財)建材試験センター PC030BE-1999 平成22年12月07日

セルローズファイバー充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質
複層板・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1985 平成22年11月25日

セルローズファイバー充てん／軽量セメントモルタル塗・せっこうボ
ード・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1984 平成22年11月25日

セルローズファイバー充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板
・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1983 平成22年11月25日

セルローズファイバー充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボー
ド・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1982 平成22年11月25日

セルローズファイバー充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1981 平成22年11月25日

セルローズファイバー充てん／軽量セメントモルタル塗・せっこうボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1980 平成22年11月25日

セルローズファイバー充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラ
ス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1979 平成22年11月25日

セルローズファイバー充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1978 平成22年11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

セルローズファイバー充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1977 平成22年11月25日

セルローズファイバー充てん／軽量セメントモルタル塗表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1976 平成22年11月25日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・けい酸カルシウム板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1974 平成22年10月29日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・セメント板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1973 平成22年10月29日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・火山性ガラス質複層板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1972 平成22年10月29日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・繊維板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1971 平成22年10月29日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・木質系ボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1970 平成22年10月29日

木質繊維断熱材充てん／窯業系サイディング表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 株式会社木の繊維 札幌市東区北１８条東１丁目

３番３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1969 平成22年10月29日

無機質系断熱材充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・シージングせっこう
ボード・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1968 平成22年10月29日

硬質塩化ビニル樹脂板・シージングせっこうボード・木質系ボード表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1967 平成22年10月29日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング表張／木材はめ込／
木製軸組造外壁 婦負森林組合 富山県富山市八尾町梅苑町1-

95-1
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1966 平成22年10月25日

窯業系サイディング表張／木材はめ込／木製軸組造外壁 婦負森林組合 富山県富山市八尾町梅苑町1-
95-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1965 平成22年10月25日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング表張／木材はめ込／
木製軸組造外壁 富士環境システム株式会社 東京都千代田区外神田2-12-2 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1964 平成22年10月25日

窯業系サイディング表張／木材はめ込／木製軸組造外壁 富士環境システム株式会社 東京都千代田区外神田2-12-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1963 平成22年10月25日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1962 平成22年10月18日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1961 平成22年10月18日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォー
ム・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1960 平成22年10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

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォ
ーム・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1959 平成22年10月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフ
ォーム・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1958 平成22年10月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・
硬質ウレタンフォーム・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1957 平成22年10月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・
硬質ウレタンフォーム・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1956 平成22年10月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・
硬質ウレタンフォーム・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1955 平成22年10月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォー
ム・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1954 平成22年10月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォ
ーム・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1953 平成22年10月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフ
ォーム・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1952 平成22年10月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・
硬質ウレタンフォーム・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1951 平成22年10月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・
硬質ウレタンフォーム・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1950 平成22年10月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・
硬質ウレタンフォーム・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の２ （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1949 平成22年10月14日

集成材造外壁 有限会社グルーラムウォール
東京都中央区日本橋堀留町2丁目
5番7
クレストフォルム日本橋1005号

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1932 平成22年10月12日

集成材造外壁 株式会社結設計
東京都中央区日本橋堀留町2丁目
5番7
クレストフォルム日本橋1005号

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1931 平成22年10月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・両面ポリ塩化ビニ
ル被覆ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・火山性ガラス質複層
板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社ワタナベ建材 神奈川県横浜市港北区新吉田
町5611

(一財)建材試験センター PC030BE-1928 平成22年09月21日
株式会社WATANABE 神奈川県横浜市港北区新吉田

町5611

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・両面ポリ塩化ビニ
ル被覆ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・セメント板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社ワタナベ建材 神奈川県横浜市港北区新吉田
町5611

(一財)建材試験センター PC030BE-1927 平成22年09月21日
株式会社WATANABE 神奈川県横浜市港北区新吉田

町5611
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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

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・両面ポリ塩化ビニ
ル被覆ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・木質系ボード表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社ワタナベ建材 神奈川県横浜市港北区新吉田
町5611

(一財)建材試験センター PC030BE-1926 平成22年09月21日
株式会社WATANABE 神奈川県横浜市港北区新吉田

町5611

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1925 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1924 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1923 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1922 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1921 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ
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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

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1920 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1919 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1918 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1917 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1916 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・セメント板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1915 平成22年09月21日
株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32

ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ
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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

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押
出法ポリスチレンフォーム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター PC030BE-1915 平成22年09月21日

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(
真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1914 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1913 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1912 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1911 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1910 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押
出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ (一財)建材試験センター PC030BE-1909 平成22年09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

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

(一財)建材試験センター PC030BE-1909 平成22年09月21日
株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2

新日石ﾋﾞﾙ

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1908 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・セメント板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1907 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(
真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1906 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1905 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1904 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ
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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

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム
板／押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1903 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ

(一財)建材試験センター PC030BE-1902 平成22年09月21日株式会社カネカ 東京都港区赤坂1-12-32
ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ

株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ﾋﾞﾙ

樹脂塗装窯業系サイディング・ポリイソシアヌレートフォーム充てん
両面樹脂塗装鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日鉄住金鋼板株式会社

東京都港区東新橋1-9-2汐留住友
ビル16	F									
			

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1845 平成22年09月10日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・ポリイソシアヌ
レートフォーム充てん両面樹脂塗装鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

日鉄住金鋼板株式会社
東京都港区東新橋1-9-2汐留住友
ビル16F										
	

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1842 平成22年09月10日

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／合成樹脂塗装窯業系サイディング・せっこうボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17
(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1901 平成22年09月06日

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／合成樹脂塗装窯業系サイディング・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17
(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1900 平成22年09月06日

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／合成樹脂塗装窯業系サイディング・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17
(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1899 平成22年09月06日

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／合成樹脂塗装窯業系サイディング・繊維板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17
(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1898 平成22年09月06日

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォーム保
温板充てん／合成樹脂塗装窯業系サイディング･木質系ボード表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1897 平成22年09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

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォーム保
温板充てん／合成樹脂塗装窯業系サイディング･木質系ボード表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1897 平成22年09月06日

フェノールフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム・フェノールフォ
ーム保温板充てん／合成樹脂塗装窯業系サイディング表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17
(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1896 平成22年09月06日

株式会社ＦＰコーポレーショ
ン

北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／タイル・繊維混入けい酸カルシウムセ
メント押出成形板表張／ガラス繊維不織布入せっこう板重裏張/軽量鉄骨造外
壁

三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8-
6新江戸橋ビル2階 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1895 平成22年09月06日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／樹脂塗装繊維混入けい酸カルシウムセ
メント押出成形板表張／ガラス繊維不織布入せっこう板重裏張／軽量鉄骨造
外壁

三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8-
6新江戸橋ビル2階 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1894 平成22年09月06日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／タイル・繊維混入けい酸カルシ
ウムセメント押出成形板表張／せっこうボード裏張/軽量鉄骨造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8-

6新江戸橋ビル2階 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1893 平成22年09月06日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／樹脂塗装繊維混入けい酸カルシ
ウムセメント押出成形板表張／せっこうボード裏張/軽量鉄骨造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8-

6新江戸橋ビル2階 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1892 平成22年09月06日

無機質系断熱材充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏
張／鉄骨下地外壁 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)建材試験センター PC030BE-1891 平成22年09月06日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
・下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様) 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1890 平成22年09月02日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様) 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1889 平成22年09月02日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(直張仕様) 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1888 平成22年09月02日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
・下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様) 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1886 平成22年09月02日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様) 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1885 平成22年09月02日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様) 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1884 平成22年09月02日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル･樹脂塗装繊維補強セメ
ントけい酸カルシウム板・ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1 Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1883 平成22年08月06日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装繊維補強セ
メントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1 Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1882 平成22年08月06日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・構造用合板表張／せっこう
ボード裏張／制振装置／木製軸組造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都杉並区高井戸東２－４

－１				
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1864 平成22年08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

軽量セメントモルタル塗・構造用合板表張／せっこうボード裏張／制
振装置／木製軸組造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都杉並区高井戸東２－４

－１				
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1863 平成22年08月02日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
制振装置／木製軸組造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都杉並区高井戸東２－４

－１			
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1862 平成22年08月02日

軽量セメントモルタル表塗／せっこうボード裏張／制振装置／木製軸
組造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都杉並区高井戸東２－４

－１				
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1861 平成22年08月02日

片面塗装／すぎ・べいまつ構造用集成材張／木製軸組造外壁 有限会社TAKA建築デザイン
事務所

福岡県福岡市中央区輝国2丁
目4-4-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1881 平成22年07月20日

ポリエステル繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板・下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1880 平成22年07月20日

ポリエステル繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・セメント板・
下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1879 平成22年07月20日

ポリエステル繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・木質系ボード
・下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1878 平成22年07月20日

ポリエステル繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1877 平成22年07月20日

ポリエステル繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1875 平成22年07月20日

ポリエステル繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1874 平成22年07月20日

硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・セメント板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社FPコーポレーション 札幌市東区北42条東15丁目1

番1号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1873 平成22年07月05日

硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社FPコーポレーション 札幌市東区北42条東15丁目1

番1号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1872 平成22年07月05日

硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・繊維板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社FPコーポレーション 札幌市東区北42条東15丁目1

番1号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1871 平成22年07月05日

硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・木質系ボード表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社FPコーポレーション 札幌市東区北42条東15丁目1

番1号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1870 平成22年07月05日

硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 株式会社FPコーポレーション 札幌市東区北42条東15丁目1

番1号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1869 平成22年07月05日

フェノールフォーム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・火
山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社カネソ曽根建業 宮城県仙台市泉区八乙女4-9-

7 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1854 平成22年07月05日

フェノールフォーム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・セ
メント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社カネソ曽根建業 宮城県仙台市泉区八乙女4-9-

7 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1853 平成22年07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

フェノールフォーム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・繊
維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社カネソ曽根建業 宮城県仙台市泉区八乙女4-9-

7 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1852 平成22年07月05日

フェノールフォーム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社カネソ曽根建業 宮城県仙台市泉区八乙女4-9-

7 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1851 平成22年07月05日

フェノールフォーム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社カネソ曽根建業 宮城県仙台市泉区八乙女4-9-

7 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1850 平成22年07月05日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・フェノールフォーム保温板充てん／アクリル樹
脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／鋼製
制震装置付鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビルタワーイースト (一財)建材試験センター PC030BE-1860 平成22年06月24日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・フェノールフォーム保温板充てん／アクリル樹
脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／鉄骨
造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビルタワーイースト (一財)建材試験センター PC030BE-1859 平成22年06月24日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／ア
クリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏
張／鋼製制震装置付鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビルタワーイースト (一財)建材試験センター PC030BE-1858 平成22年06月24日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／ア
クリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏
張／鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビルタワーイースト (一財)建材試験センター PC030BE-1857 平成22年06月24日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメ
ント押出成形板表張／せっこうボード裏張／鋼製制震装置付鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88

梅田スカイビルタワーイースト (一財)建材試験センター PC030BE-1856 平成22年06月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂系塗装硬質木片セメント板
・フェノールフォーム保温板・火山性ガラス質複層板・溶融亜鉛めっ
き鋼板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社土屋ツーバイホーム
北海道札幌市中央区北9条西3丁
目7番地
土屋ホーム札幌北九条ビル5階 地方独立行政法人

北海道立総合研究機構 PC030BE-1868 平成22年06月18日
旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町一

丁目105番地

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂系塗装硬質木片セメント板
・フェノールフォーム保温板・構造用パネル・溶融亜鉛めっき鋼板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社土屋ツーバイホーム
北海道札幌市中央区北9条西3丁
目7番地
土屋ホーム札幌北九条ビル5階 地方独立行政法人

北海道立総合研究機構 PC030BE-1867 平成22年06月18日
旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町一

丁目105番地

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂系塗装硬質木片セメント板
・フェノールフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社土屋ツーバイホーム
北海道札幌市中央区北9条西3丁
目7番地
土屋ホーム札幌北九条ビル5階 地方独立行政法人

北海道立総合研究機構 PC030BE-1866 平成22年06月18日
旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1

丁目105番地

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂系塗装硬質木片セメント板
・フェノールフォーム保温板・構造用パネル表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1
丁目105番地 地方独立行政法人

北海道立総合研究機構 PC030BE-1865 平成22年06月18日
株式会社土屋ツーバイホーム

北海道札幌市中央区区北9条西3
丁目7番地
土屋ホーム札幌北九条ビル5階

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・押出法ポリスチ
レンフォーム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／薄板軽量形鋼
造外壁

旭化成ホームズ株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-1 
平居　正仁 (一財)建材試験センター PC030BE-1849 平成22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

軽量気泡コンクリートパネル・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
セメント板表張／せっこうボード裏張／薄板軽量形鋼造外壁 旭化成ホームズ株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1848 平成22年06月18日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・押出法ポリスチ
レンフォーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／薄板軽量形鋼
造外壁

旭化成ホームズ株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1847 平成22年06月18日

軽量気泡コンクリートパネル・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
構造用合板表張／せっこうボード裏張／薄板軽量形鋼造外壁 旭化成ホームズ株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1846 平成22年06月18日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／アクリル樹脂混入けい砂・パーライト
系塗料・樹脂モルタル・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラ
ス質複層板表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁

オメガジャパン株式会社 静岡県菊川市本所1193-2 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1844 平成22年06月02日

吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／アクリル樹脂混入けい砂・パーライト
系塗料・樹脂モルタル・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラ
ス質複層板表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁

日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-
5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1843 平成22年06月02日

ロックウール充てん／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1840 平成22年06月02日

ロックウール充てん／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1839 平成22年06月02日

ロックウール充てん／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1838 平成22年06月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／仕上塗材塗木繊維混入セメントけい酸カ
ルシウム板・人造鉱物繊維断熱材表張／木質接着複合パネル造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4

番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1837 平成22年06月02日

窯業系サイディング・構造用合板表張／せっこうボード裏張／制振装
置／木製軸組造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4

番1号
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1836 平成22年05月17日

窯業系サイディング表張／せっこうボード裏張／制振装置／木製軸組
造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目4

番1号
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1835 平成22年05月17日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板
・下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1832 平成22年04月28日

セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板・下地材表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1831 平成22年04月28日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・セメント板・下地材表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1830 平成22年04月28日

セメントモルタル塗・セメント板・下地材表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1829 平成22年04月28日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1828 平成22年04月28日

セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1827 平成22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

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1826 平成22年04月28日

セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1825 平成22年04月28日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・セメント板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1824 平成22年04月28日

セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1823 平成22年04月28日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1822 平成22年04月28日

セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1821 平成22年04月28日

アクリル樹脂塗装高温高圧蒸気養生した溶接金網入軽量コンクリート
板表張／軽量鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88

梅田スカイビルタワーイースト (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1769 平成22年04月28日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板
・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1820 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・セメント板・下地材表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1819 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1818 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・下地材表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1817 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板・下地材表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1816 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・セメント板・下地材表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1815 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1814 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1813 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1812 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・セメント板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1811 平成22年03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

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1810 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1809 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1808 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1807 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-1806 平成22年03月31日

セメントモルタル塗／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13 (一財)建材試験センター PC030BE-1805 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュセ
メント板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁

ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の
山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1804 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1803 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシ
ュセメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1802 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1801 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュセ
メント板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁

ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の
山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1800 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1799 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシ
ュセメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1797 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1796 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュセ
メント板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の
山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1795 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1794 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシ
ュセメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1793 平成22年03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

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1792 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッ
シュセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1791 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュセ
メント板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の
山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1790 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1789 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシ
ュセメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1788 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1787 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッ
シュセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1786 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板
・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1785 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・セメント板・下地材表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1784 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1783 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・下地材表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1782 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板・下地材表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1781 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・セメント板・下地材表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1780 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1779 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1778 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1777 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・セメント板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1776 平成22年03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

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1775 平成22年03月31日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1774 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1773 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1772 平成22年03月31日

セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2

経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1771 平成22年03月31日

セメントモルタル塗／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2
経団連会館 (一財)建材試験センター PC030BE-1770 平成22年03月31日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／両面合成樹脂塗装繊維混入セメ
ント押出成形板・両面アルミニウム系フィルム張ミディアムデンシティファ
イバーボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

スモリ工業株式会社 宮城県仙台市宮城野区福室字
明神西59-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1755 平成22年03月31日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／両面合成樹脂塗装繊維混入セメ
ント押出成形板・両面アルミニウム系フィルム張ミディアムデンシティファ
イバーボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

スモリ工業株式会社 宮城県仙台市宮城野区福室字
明神西59-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1754 平成22年03月31日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・フェノールフォーム保温板充てん／アクリル樹
脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／鋼製
制震装置付鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビルタワーイースト (一財)建材試験センター PC030BE-1767 平成22年03月12日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・フェノールフォーム保温板充てん／アクリル樹
脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／鉄骨
造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビルタワーイースト (一財)建材試験センター PC030BE-1766 平成22年03月12日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／ア
クリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏
張／鋼製制震装置付鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビルタワーイースト (一財)建材試験センター PC030BE-1765 平成22年03月12日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／ア
クリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏
張／鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビルタワーイースト (一財)建材試験センター PC030BE-1764 平成22年03月12日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメ
ント押出成形板表張／せっこうボード裏張／鋼製制震装置付鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88

梅田スカイビルタワーイースト (一財)建材試験センター PC030BE-1763 平成22年03月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／フェノールフォーム充てん両面合成樹脂
塗装鋼板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 郡リース株式会社 東京都港区六本木6-11-17 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1762 平成22年03月12日

フェノールフォーム充てん両面合成樹脂塗装鋼板表張／せっこうボー
ド裏張／軽量鉄骨造外壁 郡リース株式会社 東京都港区六本木6-11-17 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1760 平成22年03月12日

グラスウール充てん／化粧硬質木片セメント板表張／せっこうボード
裏張／鉄骨造外壁 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)ベターリビング PC030BE-1768 平成22年03月03日

ポリエステル繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・パルプけい酸カルシウム混入セメント板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-
9　南森町八千代ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1759 平成22年02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

ポリエステル繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・パルプけい酸カルシウム混入セメント板表張／木質系ボード裏張／
木製軸組造外壁

エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-
9　南森町八千代ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1758 平成22年02月19日

ポリエステル繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・パルプけい酸カルシウム混入セメント板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

株式会社ナレッジライフ 新潟県新潟市北区濁川612 (一財)建材試験センター PC030BE-1757 平成22年02月19日

ポリエステル繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・パルプけい酸カルシウム混入セメント板表張／木質系ボード裏張／
木製軸組造外壁

株式会社ナレッジライフ 新潟県新潟市北区濁川612 (一財)建材試験センター PC030BE-1756 平成22年02月19日

人造鉱物繊維断熱材充てん／鋼板・硬質ウレタンフォーム表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 日新総合建材株式会社 東京都江東区東陽3丁目23番2

2号
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1753 平成22年02月09日

無機質断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1752 平成22年02月09日

無機質系断熱材充てん／窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温材・
火山性ガラス質複層板表張／けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1751 平成22年02月09日

窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温材・火山性ガラス質複層
板表張／けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1750 平成22年02月09日

無機質系断熱材充てん／窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温
材・木質系ボード表張／けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1749 平成22年02月09日

窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温材・木質系ボード表張／
けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1748 平成22年02月09日

無機質系断熱材充てん／窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温
材表張／けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1747 平成22年02月09日

窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温材表張／けい酸カルシウ
ム板裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1746 平成22年02月09日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1745 平成22年02月09日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1744 平成22年02月09日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1743 平成22年02月09日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1742 平成22年02月09日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1741 平成22年02月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板・
アクリル樹脂系塗装／パルプ混入フライアッシュセメント板表張／せっこう
ボード裏張／鉄骨造外壁

東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2丁
目4番7号

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1667 平成22年02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

無機質断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1722 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・硬質ウレタンフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1721 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・硬質ウレタンフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1720 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・硬質ウレタンフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1719 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1718 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1717 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1716 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1715 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1714 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1713 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・硬質ウレタンフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1712 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・硬質ウレタンフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1711 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・硬質ウレタンフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1710 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1709 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1708 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1707 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1706 平成22年02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

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1705 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・
木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1704 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1703 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1702 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1701 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1700 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1699 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・硬質ウレタンフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1698 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・硬質ウレタンフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1697 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1696 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1695 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1694 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1693 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1692 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1691 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1690 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1689 平成22年02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

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1688 平成22年02月02日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1687 平成22年02月02日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・せっこう
ボード表張／人造鉱物繊維断熱材充てん・木質系ボード裏張／木製軸組造外
壁

クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁
目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1686 平成22年02月02日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・火山性ガ
ラス質複層板表張／人造鉱物繊維断熱材充てん・木質系ボード裏張／木製軸
組造外壁

クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁
目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1685 平成22年02月02日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・セメント
板表張／人造鉱物繊維断熱材充てん・木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1684 平成22年02月02日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・繊維板
表張／人造鉱物繊維断熱材充てん・木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1683 平成22年02月02日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・木質系ボ
ード表張／人造鉱物繊維断熱材充てん・木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1682 平成22年02月02日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板表張
／人造鉱物繊維断熱材充てん・木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1681 平成22年02月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁
目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1680 平成22年02月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁
目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1679 平成22年02月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1678 平成22年02月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸
カルシウム化合物板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1677 平成22年02月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁
目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1676 平成22年02月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入け
い酸カルシウム化合物板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1675 平成22年02月02日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・せ
っこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1674 平成22年02月02日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・火
山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1673 平成22年02月02日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・セ
メント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1672 平成22年02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

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・繊
維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1671 平成22年02月02日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1670 平成22年02月02日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁

目2番27号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1669 平成22年02月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・セメント系タイル・合成樹脂塗装硬質木
片セメント板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1666 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・セメント系タイル・合成樹脂塗装硬質
木片セメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1665 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・セメント系タイル・合成樹脂塗装硬質木
片セメント板・パーティクルボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1664 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・セメント系タイル・合成樹脂塗装硬質木
片セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1663 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装硬質木
片セメント板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1662 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装硬質
木片セメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1661 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装硬質木
片セメント板・パーティクルボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1660 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装硬質木
片セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1659 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・合成樹脂塗装硬質木片セメント板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1658 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・合成樹脂塗装硬質木片セメント板
・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1657 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・合成樹脂塗装硬質木片セメント板
・パーティクルボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1656 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・合成樹脂塗装硬質木片セメント板
・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1655 平成22年01月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗材・合成樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1639 平成22年01月12日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・フェノールフォーム保温板充てん／アクリル樹
脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／両面アクリル系樹脂塗装・
繊維混入セメント板裏張／鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1637 平成21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

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張／木質
接着複合パネル造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1636 平成21年12月17日
ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番

1号

軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・パーティクルボード表張
／木製枠組造外壁 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28 (一財)建材試験センター PC030BE-1635 平成21年12月04日

軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材・パーティクルボード表張
／木製軸組造外壁 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28 (一財)建材試験センター PC030BE-1634 平成21年12月04日

軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材表張／木製軸組造外壁 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28 (一財)建材試験センター PC030BE-1633 平成21年12月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量気泡コンクリートパネル・構造用合
板表張／木質繊維板・せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

住友金属鉱山シポレックス株
式会社

東京都港区新橋5-11-3
新橋住友ビル

(一財)建材試験センター PC030BE-1607 平成21年11月20日
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

軽量気泡コンクリートパネル・構造用合板表張／木質繊維板・せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

住友金属鉱山シポレックス株
式会社

東京都港区新橋5-11-3
新橋住友ビル

(一財)建材試験センター PC030BE-1606 平成21年11月20日
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

セルローズファイバー充てん／窯業系サイディング・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1632 平成21年11月06日

セルローズファイバー充てん／窯業系サイディング・セメント板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1631 平成21年11月06日

セルローズファイバー充てん／窯業系サイディング・木質系ボード表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1630 平成21年11月06日

セルローズファイバー充てん／窯業系サイディング表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-1629 平成21年11月06日

無機質系断熱材充てん／穴あきれんが積・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

首都圏総合住宅供給協同組合 埼玉県八潮市緑町5-29-32
(一財)建材試験センター PC030BE-1628 平成21年11月06日

株式会社益田建設 埼玉県八潮市緑町5-29-32

無機質系断熱材充てん／穴あきれんが積／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

首都圏総合住宅供給協同組合 埼玉県八潮市緑町5-29-32
(一財)建材試験センター PC030BE-1627 平成21年11月06日

株式会社益田建設 埼玉県八潮市緑町5-29-32
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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

穴あきれんが積・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

首都圏総合住宅供給協同組合 埼玉県八潮市緑町5-29-32
(一財)建材試験センター PC030BE-1626 平成21年11月06日

株式会社益田建設 埼玉県八潮市緑町5-29-32

穴あきれんが積／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁
首都圏総合住宅供給協同組合 埼玉県八潮市緑町5-29-32

(一財)建材試験センター PC030BE-1625 平成21年11月06日
株式会社益田建設 埼玉県八潮市緑町5-29-32

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装窯業系サイデ
ィング表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町一丁

目1番4号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1594 平成21年11月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装窯業系サイディング
・ケナフボード表張／インシュレーションファイバーボード・せっこうボー
ド裏張／軽量鉄骨造外壁

パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町一丁
目1番4号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1593 平成21年11月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装窯業系サイデ
ィング表張／パーティクルボード裏張／軽量鉄骨造外壁 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町一丁

目1番4号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1592 平成21年11月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装窯業系サイデ
ィング表張／構造用合板裏張／軽量鉄骨造外壁 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町一丁

目1番4号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1591 平成21年11月06日

無機質系断熱材充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏
張／鉄骨下地外壁 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)建材試験センター PC030BE-1624 平成21年10月23日

無機質系断熱材充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏
張／鉄骨下地外壁 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)建材試験センター PC030BE-1623 平成21年10月23日

無機質系断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／
せっこうボード裏張／鉄骨下地外壁 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)建材試験センター PC030BE-1622 平成21年10月23日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・フェノールフォーム保温板充てん／アクリル樹
脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／両面アクリル樹脂系塗装・
繊維混入セメント板裏張／鋼製制震装置付鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1621 平成21年10月23日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・フェノールフォーム保温板充てん／アクリル樹
脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／鋼製
制震装置付鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1620 平成21年10月23日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・押出法ポリスチレンフォーム充てん／アクリル
樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／両面アクリル樹脂系塗装
・繊維混入セメント板裏張／鋼製制震装置付鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1619 平成21年10月23日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／ア
クリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／両面アクリル系樹
脂塗装・繊維混入セメント板裏張／鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1618 平成21年10月23日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／ア
クリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏
張／鋼製制震装置付鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1617 平成21年10月23日

住宅用人造鉱物繊維断熱材・フェノールフォーム保温板充てん／アクリル樹
脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／鉄骨
造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1616 平成21年10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

住宅用人造鉱物繊維断熱材・押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／ア
クリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこうボード裏
張／鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1615 平成21年10月23日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメ
ント押出成形板表張／せっこうボード裏張／鋼製制震装置付鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社

大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1614 平成21年10月23日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメン
ト押出成形板表張／両面アクリル樹脂系塗装・繊維混入セメント板裏張／鉄
骨造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1613 平成21年10月23日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメン
ト押出成形板表張／両面アクリル樹脂系塗装・繊維混入セメント板裏張／鋼
製制震装置付鉄骨造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1612 平成21年10月23日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面化粧繊維混入セメント板・両面アクリル系
樹脂塗装パルプけい酸質混入セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1611 平成21年10月23日

両面化粧繊維混入セメント板・両面アクリル系樹脂塗装パルプけい酸
質混入セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1610 平成21年10月23日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・両面アクリル系樹脂塗装パルプけい酸質混入セメント板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1609 平成21年10月23日

両面化粧木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・両面アクリル系樹脂塗装
パルプけい酸質混入セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1608 平成21年10月23日

丸太組工法外壁 株式会社ベスト・ログ研究所 栃木県足利市山下町1281 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1588 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 日田郡森林組合 大分県日田市天瀬町五場市30
0

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1587 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社北陸リビング社 石川県能美市辰口町57301 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1586 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社ビックボックス 栃木県宇都宮市簗瀬町2357 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1585 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社AD.MAX 岩手県盛岡市門一丁目18-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1584 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社ナイスウッド 奈良県大和郡山市下三橋町58
7

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1583 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社小国ウッディーハウ
ス

新潟県長岡市小国町法坂763-
1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1582 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社フォレストハウス 広島県広島市東区牛田南1-9-
23

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1581 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社オーロラハウスジャ
パン

岡山県真庭市蒜山富山根516-
59

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1580 平成21年09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

丸太組工法外壁 株式会社ビィウッド 愛知県名古屋市昭和区山手通
2-7-1コートハウス1F

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1579 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 有限会社　シフト 愛知県岡崎市美合町五本松8 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1578 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 有限会社　山三 岐阜県加茂郡白川町黒川3383 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1577 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 有限会社　日向ブロック 長野県南佐久郡佐久穂町平林
59

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1576 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社東邦コーポレーショ
ン

長野県小県郡長和町和田3185
-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1575 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 イキヒリン 長野県佐久市根岸4071-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1574 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 春野木材加工協業組合 静岡県浜松市天竜区春野町川
上660-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1573 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社タロ・インターナシ
ョナル

東京都世田谷区成城2-36-17
デュプレックス成城

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1572 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社ゲストハウス 東京都千代田区神田神保町1-
22北信ビル2F

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1571 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社アールシーコア 東京都渋谷区南平台2-17日交
ビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1570 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社ウッディマイーム 栃木県栃木市昭和町2-28 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1569 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 株式会社赤井製材所 福島県いわき市小川町下小川
広畑167

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1568 平成21年09月30日

丸太組工法外壁 インターナショナルビジネス
株式会社

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱
根ヶ崎25番地1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1567 平成21年09月30日

無機質系断熱材充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏
張／鉄骨下地外壁 積水化学工業株式会社  (一財)建材試験センター PC030BE-1605 平成21年09月14日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1604 平成21年09月14日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1603 平成21年09月14日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1602 平成21年09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

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1601 平成21年09月14日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・めっき鋼板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1600 平成21年09月14日

無機質系断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／
せっこうボード裏張／鉄骨外壁 積水化学工業株式会社  (一財)建材試験センター PC030BE-1599 平成21年09月14日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・高強度インシュレーシ
ョンボード・下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1598 平成21年09月14日

無機質系断熱材充てん／セメントモルタル塗・高強度インシュレーシ
ョンボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1597 平成21年09月14日

無機質系断熱材充てん／ガラス繊維メッシュ入両面水性アクリル系樹脂モル
タル塗ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

東邦レオ株式会社 大阪府大阪市中央区上町1-1-
28 (一財)建材試験センター PC030BE-1596 平成21年09月14日

ガラス繊維メッシュ入両面水性アクリル系樹脂モルタル塗ビーズ法ポリスチ
レンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

東邦レオ株式会社 大阪府大阪市中央区上町1-1-
28 (一財)建材試験センター PC030BE-1595 平成21年09月14日

無機質系断熱材充てん／窯業系サイディング・両面アクリル系樹脂塗装パ
ルプけい酸質混入セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1590 平成21年08月13日

窯業系サイディング・両面アクリル系樹脂塗装パルプけい酸質混入セ
メント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1589 平成21年08月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／仕上塗材・両面アクリル樹脂系塗装／繊維混入
セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1－19－10

江間忠錦糸ビル6F
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1566 平成21年07月17日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質
複層板・下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1565 平成21年07月17日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板・
下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1564 平成21年07月17日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
・下地材表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1563 平成21年07月17日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板・下地材表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1562 平成21年07月17日

軽量セメントモルタル塗・セメント板・下地材表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1561 平成21年07月17日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1560 平成21年07月17日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1559 平成21年07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

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1558 平成21年07月17日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1557 平成21年07月17日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1556 平成21年07月17日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1555 平成21年07月17日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1554 平成21年07月17日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1553 平成21年07月17日

軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1552 平成21年07月17日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1551 平成21年07月17日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1550 平成21年07月17日

軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1549 平成21年07月17日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター  (一財)建材試験センター PC030BE-1548 平成21年07月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1547 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1546 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1545 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1
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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

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・パーティクルボード表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1544 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1543 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1542 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1541 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1540 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・パーティクルボード表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1539 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1538 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1537 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1536 平成21年07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

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1536 平成21年07月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1535 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1534 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1533 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1532 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1531 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1530 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1529 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1528 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1
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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

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1527 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維
混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1526 平成21年07月17日
株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1518 平成21年07月17日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板
・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1517 平成21年07月17日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板
・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1516 平成21年07月17日

無機質断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき
鋼板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1515 平成21年07月17日

無機質断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき
鋼板表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1514 平成21年07月17日

無機質断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき
鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1513 平成21年07月17日

無機質断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼
板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1512 平成21年07月17日

無機質断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき
鋼板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1511 平成21年07月17日

無機質断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき
鋼板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1510 平成21年07月17日

無機質断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき
鋼板表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1509 平成21年07月17日

無機質断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき
鋼板表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1508 平成21年07月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレー
トフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1507 平成21年07月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／天然油脂系塗料塗カラマツ・構造用合板
表張／普通合板裏張／木製軸組造外壁 有限会社和建築設計事務所 長野県塩尻市広丘高出西原19

55-3
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1500 平成21年07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

人造鉱物繊維断熱材充てん／天然油脂系塗料塗カラマツ・構造用合板
表張／普通合板裏張／木製軸組造外壁 小林木材株式会社 長野県小県郡長和町4336-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1499 平成21年07月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材保護塗料塗カラマツ・構造用合板表
張／普通合板裏張／木製軸組造外壁 有限会社和建築設計事務所 長野県塩尻市広丘高出西原19

55-3
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1498 平成21年07月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材保護塗料塗カラマツ・構造用合板表
張／普通合板裏張／木製軸組造外壁 小林木材株式会社 長野県小県郡長和町4336-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1497 平成21年07月17日

無機質系断熱材充てん／窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温材
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1524 平成21年07月09日

窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温材・火山性ガラス質複層
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1523 平成21年07月09日

無機質系断熱材充てん／窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温
材・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1522 平成21年07月09日

窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温材・木質系ボード表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1521 平成21年07月09日

無機質系断熱材充てん／窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温
材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1520 平成21年07月09日

窯業系サイディング・けい酸カルシウム保温材表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1519 平成21年07月09日

木材保護塗料塗からまつ・構造用合板表張／普通合板裏張／木製枠組
造外壁 有限会社和建築設計事務所 長野県塩尻市広丘高出西原19

55-3 (一財)建材試験センター PC030BE-1506 平成21年07月09日

木材保護塗料塗からまつ・構造用合板表張／普通合板裏張／木製枠組
造外壁 小林木材株式会社 長野県小県郡長和町和田4336

-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1505 平成21年07月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質イソシアヌレートフォーム充てん両面樹
脂塗装鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダイト工業株式会社 大阪府大阪市西淀川区百島2-

1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1504 平成21年07月09日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん両面樹脂塗装鋼板・せっこうボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダイト工業株式会社 大阪府大阪市西淀川区百島2-

1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1503 平成21年07月09日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・ポリス
チレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁

H.R.D. SINGAPORE
PTE..,LTD  (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1502 平成21年06月18日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本産業 栃木県下野市柴262-21 (一財)建材試験センター PC030BE-1501 平成21年06月18日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱
材表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1471 平成21年06月18日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング表張／せっこうボー
ド裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1470 平成21年06月18日

79/282 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

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメン
ト板表張／せっこうボード裏張／鉄骨外壁 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)建材試験センター PC030BE-1463 平成21年06月18日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質木片セメント板表張／せっこ
うボード裏張／鉄骨下地外壁 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)建材試験センター PC030BE-1462 平成21年06月18日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメン
ト板表張／せっこうボード裏張／鉄骨下地外壁 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)建材試験センター PC030BE-1461 平成21年06月18日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質木片セメント板表張／せっこ
うボード裏張／鉄骨下地外壁 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)建材試験センター PC030BE-1460 平成21年06月18日

人造鉱物繊維断熱材充てん／耐アルカリ性ガラス繊維ネット混入ホタテ貝殻
粉末塗材・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

あいもり株式会社 北海道伊達市錦町105番地 地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1496 平成21年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質
複層板・下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1495 平成21年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板・
下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1494 平成21年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
・下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1493 平成21年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・下地材表張／
せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1492 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板・下地材表張／せっ
こうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1491 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗・セメント板・下地材表張／せっこうボ－ド
裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1490 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材表張／せっこうボ－
ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1489 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗・下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸
組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1488 平成21年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1487 平成21年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表
張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1486 平成21年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1485 平成21年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボ－
ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1484 平成21年06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

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1483 平成21年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表
張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1482 平成21年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1481 平成21年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボ－
ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1480 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ－
ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1479 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボ－ド裏張／木
製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1478 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボ－ド裏張／
木製軸組造外壁(通気仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1477 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気
仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1476 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ－
ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1475 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボ－ド裏張／木
製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1474 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボ－ド裏張／
木製軸組造外壁(直張仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1473 平成21年06月03日

軽量セメントモルタル塗／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(直張
仕様)

特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター

東京都千代田区神田和泉町1-
7-1　扇ビル5F (一財)建材試験センター PC030BE-1472 平成21年06月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押
出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-1469 平成21年06月03日

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォーム保
温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真
壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-1468 平成21年06月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押
出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-1467 平成21年06月03日

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォーム保
温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁
)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-1466 平成21年06月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押
出法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-1465 平成21年06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

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24

天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-1464 平成21年06月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／厚付け仕上塗材塗化粧繊維補強セメント･けい酸
カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10江
間忠錦町ビル6F (一財)ベターリビング PC030BE-1459 平成21年05月08日

人造鉱物繊維断熱材充てん／厚付け仕上塗材塗化粧繊維補強セメント･けい酸
カルシウム板・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10江
間忠錦町ビル6F (一財)ベターリビング PC030BE-1458 平成21年05月08日

人造鉱物繊維断熱材充てん／厚付け仕上塗材塗化粧繊維補強セメント･けい
酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10江

間忠錦町ビル6F (一財)ベターリビング PC030BE-1457 平成21年05月08日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押
出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-1456 平成21年05月08日

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォーム保
温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真
壁・大壁)

ダウ化工株式会社
東京都品川区東品川2-2-24　天
王洲セントラルタワー11Fダウ
化工株式会社

(一財)建材試験センター PC030BE-1455 平成21年05月08日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押
出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー11F

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1454 平成21年05月08日

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォーム保
温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁
)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-1453 平成21年05月08日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押
出法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁(真壁・大壁)

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-1452 平成21年05月08日

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板／押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁(真壁・大壁) ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24

天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-1451 平成21年05月08日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・インシュレーション
ファイバーボード・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

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 PC030BE-1450 平成21年05月08日

軽量セメントモルタル塗・インシュレーションファイバーボード・火
山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-1449 平成21年05月08日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・インシュレーション
ファイバーボード・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-1448 平成21年05月08日

軽量セメントモルタル塗・インシュレーションファイバーボード・セ
メント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-1447 平成21年05月08日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・インシュレーション
ファイバーボード・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

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 PC030BE-1446 平成21年05月08日

軽量セメントモルタル塗・インシュレーションファイバーボード・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-1445 平成21年05月08日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・インシュレー
ションファイバーボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-1444 平成21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

軽量セメントモルタル塗・インシュレーションファイバーボード表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-1443 平成21年05月08日

硬質ウレタンフォーム充てん／陶磁器質系タイル・硬質木片セメント板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1442 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／陶磁器質系タイル・硬質木片セメント
板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1441 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／陶磁器質系タイル・硬質木片セメント
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1440 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／セメント質系タイル・硬質木片セメント
板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1439 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／セメント質系タイル・硬質木片セメン
ト板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1438 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／セメント質系タイル・硬質木片セメン
ト板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1437 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／陶磁器質系タイル・硬質木片セメント
板・火山性ガラス質複層板表／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1436 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／陶磁器質系タイル・硬質木片セメント
板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1435 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／陶磁器質系タイル・硬質木片セメント
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1434 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／陶磁器質系タイル・硬質木片セメント
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1433 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／セメント質系タイル・硬質木片セメント
板・火山性ガラス質複層板表／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1432 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／セメント質系タイル・硬質木片セメン
ト板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1431 平成21年04月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板・
アクリル樹脂系塗装／パルプ混入フライアッシュセメント板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-
7

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1426 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／セメント質系タイル・硬質木片セメン
ト板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1416 平成21年04月17日

硬質ウレタンフォーム充てん／セメント質系タイル・硬質木片セメン
ト板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1415 平成21年04月17日

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1430 平成21年04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

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗
・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1429 平成21年04月03日

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗
・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1428 平成21年04月03日

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1427 平成21年04月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメント
けい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1425 平成21年04月03日

無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1424 平成21年04月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメント
けい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1423 平成21年04月03日

無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1422 平成21年04月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメント
けい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1421 平成21年04月03日

無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1420 平成21年04月03日

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1419 平成21年04月03日

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗
・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1418 平成21年04月03日

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗
・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5　二引ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1417 平成21年04月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／化粧窯業系サイディング・木質系ボード
表張／ガラス繊維不織布入せっこう板裏張／木製軸組造外壁 吉野石膏株式会社 &quot;東京都千代田区丸の内

3-3-1新東京ビル内&quot; (一財)ベターリビング PC030BE-1390 平成21年03月25日

化粧窯業系サイディング・木質系ボード表張／ガラス繊維不織布入せ
っこう板裏張／木製軸組造外壁 吉野石膏株式会社 &quot;東京都千代田区丸の内

3-3-1新東京ビル内&quot; (一財)ベターリビング PC030BE-1389 平成21年03月25日

人造鉱物繊維断熱材充てん／化粧窯業系サイディング表張／ガラス繊
維不織布入せっこう板裏張／木製軸組造外壁 吉野石膏株式会社 &quot;東京都千代田区丸の内

3-3-1新東京ビル内&quot; (一財)ベターリビング PC030BE-1388 平成21年03月25日

化粧窯業系サイディング表張／ガラス繊維不織布入せっこう板裏張／
木製軸組造外壁 吉野石膏株式会社 &quot;東京都千代田区丸の内

3-3-1新東京ビル内&quot; (一財)ベターリビング PC030BE-1387 平成21年03月25日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん/タイル・樹脂塗装繊維補強セメントけ
い酸カルシウム板・木質系ボード表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁

H.R.D. SINGAPORE
PTE..,LTD  (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1289 平成21年03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

ポリスチレンフォーム保温板充てん／タイル・樹脂塗装窯業系サイディ
ング表張／木質系ボード・窯業系サイディング裏張／木製軸組造外壁

H.R.D. SINGAPORE
PTE..,LTD  (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1288 平成21年03月25日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／タイル・樹脂塗装窯業系サイデ
ィング表張／木質系ボード・せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

H.R.D. SINGAPORE
PTE..,LTD  (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1287 平成21年03月25日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／タイル・樹脂塗装窯業系サイデ
ィング表張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁

H.R.D. SINGAPORE
PTE..,LTD  (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1286 平成21年03月25日

人造鉱物繊維保温材充てん／無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメント
けい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-1386 平成21年03月04日

無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-1385 平成21年03月04日

人造鉱物繊維保温材充てん／無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメント
けい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-1384 平成21年03月04日

無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-1383 平成21年03月04日

人造鉱物繊維保温材充てん／無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメント
けい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-1382 平成21年03月04日

無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-1381 平成21年03月04日

人造鉱物繊維保温材充てん／無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメ
ントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-1380 平成21年03月04日

無機繊維混入セメント板・木繊維混入セメントけい酸カルシウム板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-1379 平成21年03月04日

人造鉱物繊維保温材充てん／窯業系サイディング・両面アクリル系樹脂塗装
パルプけい酸質混入セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-1378 平成21年03月04日

窯業系サイディング・両面アクリル系樹脂塗装パルプけい酸質混入セ
メント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-1377 平成21年03月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗／両面ガラスネット張セ
メントモルタル板・きずり表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1376 平成21年03月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗／両面ガラスネット張セ
メントモルタル板・きずり表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1375 平成21年03月04日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／窯業系サイディング・
パーティクルボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本ノボパン工業株式会社 大阪府堺市堺区築港南町4番

地 (一財)建材試験センター PC030BE-1374 平成21年03月04日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／窯業系サイディング表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本ノボパン工業株式会社 大阪府堺市堺区築港南町4番

地 (一財)建材試験センター PC030BE-1373 平成21年03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

発泡プラスチック保温材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張
施ゆう陶磁器質板・構造用合板表張／中空部構造用合板張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1372 平成21年03月04日

発泡プラスチック保温材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張
施ゆう陶磁器質板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水ハウス株式会社

大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1371 平成21年03月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆ
う陶磁器質板・構造用合板表張／中空部構造用合板張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1370 平成21年03月04日

フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用合
板表張／中空部構造用合板張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水ハウス株式会社

大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1369 平成21年03月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施
ゆう陶磁器質板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水ハウス株式会社

大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1368 平成21年03月04日

フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用
合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水ハウス株式会社

大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1367 平成21年03月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆ
う陶磁器質板・構造用合板表張／中空部構造用合板張／両面アクリル樹脂系
塗装繊維混入セメント板裏張／木製軸組造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1366 平成21年03月04日

フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用合板表
張／中空部構造用合板張／両面アクリル樹脂系塗装繊維混入セメント板裏張
／木製軸組造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1365 平成21年03月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆ
う陶磁器質板・構造用合板表張／両面アクリル樹脂系塗装繊維混入セメント
板裏張／木製軸組造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1364 平成21年03月04日

フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用合板
表張／両面アクリル樹脂系塗装繊維混入セメント板裏張／木製軸組造外壁 積水ハウス株式会社

大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1363 平成21年03月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆ
う陶磁器質板・構造用合板表張／中空部構造用合板張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1362 平成21年03月04日

フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用合
板表張／中空部構造用合板張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水ハウス株式会社

大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1361 平成21年03月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施
ゆう陶磁器質板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水ハウス株式会社

大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1360 平成21年03月04日

フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張施ゆう陶磁器質板・構造用
合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水ハウス株式会社

大阪府大阪市北区大淀中1-1-88
梅田スカイビル
タワーイースト

(一財)建材試験センター PC030BE-1359 平成21年03月04日

樹脂塗装窯業系サイディング・構造用合板・人造鉱物繊維断熱材表張
／木質接着複合パネル造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番

1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1358 平成21年03月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-
1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1357 平成21年02月26日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメン
ト押出成形板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1356 平成21年02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

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメン
ト押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1355 平成21年02月26日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セ
メント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1354 平成21年02月26日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-
1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1353 平成21年02月26日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメン
ト押出成形板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1352 平成21年02月26日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメン
ト押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1351 平成21年02月26日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・パルプけい酸カル
シウム混入セメント板表張／木製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央2-5-5 (一財)建材試験センター PC030BE-1350 平成21年02月13日

ポリスチレンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張／木
質系ボード・窯業系サイディング重裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本産業 静岡県浜松市南区倉松町4040 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1349 平成21年02月13日

ポリスチレンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張／木
質系ボード・せっこうボード重裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本産業 静岡県浜松市南区倉松町4040 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1348 平成21年02月13日

ポリスチレンフォーム充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張／木
質系ボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本産業 静岡県浜松市南区倉松町4040 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1347 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1346 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1345 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1344 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1343 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1342 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1341 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1340 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1339 平成21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

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1338 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1337 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1336 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1335 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1334 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1333 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1332 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1331 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1330 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1329 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1328 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1327 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入
セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1326 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1325 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1324 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1323 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1322 平成21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

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1321 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入
セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1320 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1319 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1318 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1317 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1316 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1315 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入
セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1314 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1313 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1312 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1311 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1310 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメント系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1309 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入
セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1308 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1307 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1306 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1305 平成21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

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1304 平成21年02月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質系タイル・合成樹脂塗装木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1303 平成21年02月13日

人造鉱物繊維保温材充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都港区港南1-6-41
品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-1302 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

MRCデラクリート株式会社 東京都港区港南1-6-41
品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-1301 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都港区港南1-6-41
品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-1300 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネッ
ト張セメントモルタル板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 MRCデラクリート株式会社 東京都港区港南1-6-41

品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-1299 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都港区港南1-6-41
品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-1298 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・セメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外
壁

MRCデラクリート株式会社 東京都港区港南1-6-41
品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-1297 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造
外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都港区港南1-6-41
品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-1296 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネッ
ト張セメントモルタル板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 MRCデラクリート株式会社 東京都港区港南1-6-41

品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-1295 平成20年12月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質イソシアヌレートフォーム充てん両面塗装
めっき鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダイト工業株式会社 大阪府大阪市西淀川区百島2-

1-10 (一財)建材試験センター PC030BE-1294 平成20年12月24日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん両面塗装めっき鋼板・せっこう
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダイト工業株式会社 大阪府大阪市西淀川区百島2-

1-10 (一財)建材試験センター PC030BE-1293 平成20年12月24日

無機質断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき
鋼板表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1292 平成20年12月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／れんが・火山性ガラス質複層板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 セルコホーム株式会社 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-

14
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1291 平成20年12月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／れんが・木質系ボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 セルコホーム株式会社 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-

14
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1290 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／樹脂系塗装・両面化粧繊維混入セメント板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1285 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／樹脂系塗装・両面化粧繊維混入セメント
板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1284 平成20年12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

人造鉱物繊維保温材充てん／樹脂系塗装・両面化粧繊維混入セメント
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1283 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／樹脂系塗装・両面化粧木繊維混入セメントけい
酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1282 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／樹脂系塗装・両面化粧木繊維混入セメントけい
酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1281 平成20年12月24日

人造鉱物繊維保温材充てん／樹脂系塗装・両面化粧木繊維混入セメントけい
酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1280 平成20年12月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／フェノールフォー
ム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1279 平成20年12月16日

軽量セメントモルタル塗／フェノールフォーム板・火山性ガラス質複
層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1278 平成20年12月16日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／フェノールフ
ォーム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1277 平成20年12月16日

軽量セメントモルタル塗／フェノールフォーム板・木質系ボード表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1276 平成20年12月16日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／フェノールフ
ォーム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1275 平成20年12月16日

軽量セメントモルタル塗／フェノールフォーム板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1274 平成20年12月16日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／フェノールフォー
ム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1273 平成20年12月16日

軽量セメントモルタル塗／フェノールフォーム板・火山性ガラス質複
層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1272 平成20年12月16日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／フェノールフ
ォーム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1271 平成20年12月16日

軽量セメントモルタル塗／フェノールフォーム板・木質系ボード表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1270 平成20年12月16日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／フェノールフ
ォーム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1269 平成20年12月16日

軽量セメントモルタル塗／フェノールフォーム板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1268 平成20年12月16日

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1267 平成20年12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

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1266 平成20年12月16日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1265 平成20年12月16日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1264 平成20年12月16日

軽量セメントモルタル塗／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1263 平成20年12月16日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1262 平成20年12月16日

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗・きずり表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1261 平成20年12月16日

軽量セメントモルタル塗／きずり張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1260 平成20年12月16日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／きずり張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-1259 平成20年12月16日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル系樹脂塗材・ガラスメッシュ入セメン
ト系ベースコート・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ダンネツ 北海道旭川市忠和5条4-9-17 地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1258 平成20年12月03日

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／両面アク
リル樹脂系塗装／パネル混入スラグセメント板張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88 (一財)建材試験センター PC030BE-1257 平成20年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出
成形板表張／両面アクリル樹脂系塗装／パネル混入スラグセメント板張／鉄
骨造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-
88 (一財)建材試験センター PC030BE-1256 平成20年12月03日

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／火山性ガ
ラス質複層板張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88 (一財)建材試験センター PC030BE-1255 平成20年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメン
ト押出成形板表張／火山性ガラス質複層板張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88 (一財)建材試験センター PC030BE-1254 平成20年12月03日

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこう
ボード張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88 (一財)建材試験センター PC030BE-1253 平成20年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメン
ト押出成形板表張／せっこうボード張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88 (一財)建材試験センター PC030BE-1252 平成20年12月03日

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／両面アク
リル樹脂系塗装／パネル混入スラグセメント板張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88 (一財)建材試験センター PC030BE-1251 平成20年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出
成形板表張／両面アクリル樹脂系塗装／パネル混入スラグセメント板張／鉄
骨造外壁

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-
88 (一財)建材試験センター PC030BE-1250 平成20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

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／火山性ガ
ラス質複層板張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88 (一財)建材試験センター PC030BE-1249 平成20年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメン
ト押出成形板表張／火山性ガラス質複層板張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88 (一財)建材試験センター PC030BE-1248 平成20年12月03日

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこう
ボード張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88 (一財)建材試験センター PC030BE-1247 平成20年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメン
ト押出成形板表張／せっこうボード張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88 (一財)建材試験センター PC030BE-1246 平成20年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／れんが表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 株式会社コーワ 茨城県那珂郡東海村舟石川63

2-9 (一財)ベターリビング PC030BE-1245 平成20年12月03日

化粧ガラス繊維ネット張マグネシウム板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 株式会社アート・ユニオン 東京都足立区小台2-5-1-1003 (一財)ベターリビング PC030BE-1244 平成20年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／厚付け仕上塗材塗化粧繊維補強セメント
・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穗積3-5-25 (一財)ベターリビング PC030BE-1243 平成20年12月03日

人造鉱物繊維断熱材充てん／厚付け仕上塗材塗化粧繊維補強セメント
・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10江

間忠錦町ビル6F (一財)ベターリビング PC030BE-1242 平成20年12月03日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

(一財)建材試験センター PC030BE-1232 平成20年11月28日

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

(一財)建材試験センター PC030BE-1228 平成20年11月28日倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5
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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

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

(一財)建材試験センター PC030BE-1228 平成20年11月28日ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

ウレタンウレア充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複
層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1212 平成20年11月28日

ウレタンウレア断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

キングラン・ハウネスト株式
会社 東京都千代田区岩本町1-9-3 (一財)建材試験センター PC030BE-1195 平成20年11月28日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・押出法
ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1183 平成20年11月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁

クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27
号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1152 平成20年11月28日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・火
山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1147 平成20年11月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-
1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1120 平成20年11月28日

ウレタンウレア充てん／塗装窯業系サイディング・火山性ガラス質複
層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1100 平成20年11月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量カラーセメントモルタル・軽量セメントモ
ルタル・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ゲーテハウス株式会社

東京都中央区日本橋人形町3-3-1
3
日本橋人形町フォレストビル4F

(一財)建材試験センター PC030BE-1094 平成20年11月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1083 平成20年11月28日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラ
ス質複層板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-1055 平成20年11月28日
キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-1054 平成20年11月28日
キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-1053 平成20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

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4 (一財)建材試験センター PC030BE-1053 平成20年11月28日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラ
ス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-1052 平成20年11月28日
キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラ
ス質複層板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-1051 平成20年11月28日
キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラ
ス質複層板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-1047 平成20年11月28日
キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・塗装窯業系サイディング・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1033 平成20年11月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

谷本化成株式会社 兵庫県宝塚市山本野里2丁目4
番8号 (一財)建材試験センター PC030BE-1029 平成20年11月28日

窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 谷本化成株式会社 兵庫県宝塚市山本野里2丁目4

番8号 (一財)建材試験センター PC030BE-1027 平成20年11月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)建材試験センター PC030BE-1025 平成20年11月28日

窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)建材試験センター PC030BE-1023 平成20年11月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

ワウハウス株式会社 広島県福山市南蔵王町6-12-2
2 (一財)建材試験センター PC030BE-1021 平成20年11月28日

窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガ
ラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ワウハウス株式会社 広島県福山市南蔵王町6-12-2

2 (一財)建材試験センター PC030BE-1019 平成20年11月28日

ロックウール吸音板裏張樹脂塗装鋼板・せっこうボード・樹脂塗装鋼
板表張／鉄骨造外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1241 平成20年11月27日

人造鉱物繊維保温材充てん／アクリル樹脂系塗装・両面化粧繊維混入セメン
ト板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1240 平成20年11月27日

人造鉱物繊維保温材充てん／アクリル樹脂系塗装・両面化粧繊維混入
セメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1239 平成20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

人造鉱物繊維保温材充てん／アクリル樹脂系塗装・両面化粧繊維混入セ
メント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1238 平成20年11月27日

人造鉱物繊維保温材充てん／アクリル樹脂系塗装・両面化粧繊維混入
セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1237 平成20年11月27日

人造鉱物繊維保温材充てん／アクリル樹脂系塗装・両面化粧木繊維混入セメ
ントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1236 平成20年11月27日

人造鉱物繊維保温材充てん／アクリル樹脂系塗装・両面化粧木繊維混入セメ
ントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1235 平成20年11月27日

人造鉱物繊維保温材充てん／アクリル樹脂系塗装・両面化粧木繊維混入セメ
ントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1234 平成20年11月27日

人造鉱物繊維保温材充てん／アクリル樹脂系塗装・両面化粧木繊維混入セ
メントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1233 平成20年11月27日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

(一財)建材試験センター PC030BE-1231 平成20年11月27日

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

(一財)建材試験センター PC030BE-1230 平成20年11月27日

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196
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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

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11 (一財)建材試験センター PC030BE-1230 平成20年11月27日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

(一財)建材試験センター PC030BE-1229 平成20年11月27日

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

(一財)建材試験センター PC030BE-1227 平成20年11月27日

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

(一財)建材試験センター PC030BE-1226 平成20年11月27日
アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号
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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

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

(一財)建材試験センター PC030BE-1226 平成20年11月27日
日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

(一財)建材試験センター PC030BE-1225 平成20年11月27日

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／けい酸カルシウム板張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

(一財)建材試験センター PC030BE-1224 平成20年11月27日

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／火山性ガラス質複層板張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

(一財)建材試験センター PC030BE-1223 平成20年11月27日株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5
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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

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／火山性ガラス質複層板張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

(一財)建材試験センター PC030BE-1223 平成20年11月27日日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／せっこうボード張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

(一財)建材試験センター PC030BE-1222 平成20年11月27日

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／セメント板張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

(一財)建材試験センター PC030BE-1221 平成20年11月27日

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／木質系ボード張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

(一財)建材試験センター PC030BE-1220 平成20年11月27日
株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1
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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

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／木質系ボード張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

(一財)建材試験センター PC030BE-1220 平成20年11月27日
倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2丁目4番31号

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

(一財)建材試験センター PC030BE-1219 平成20年11月27日

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／けい酸カルシウム板張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

(一財)建材試験センター PC030BE-1218 平成20年11月27日

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウ
ム板表張／火山性ガラス質複層板張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2丁目4番31号 (一財)建材試験センター PC030BE-1217 平成20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

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／火山性ガラス質複層板張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

(一財)建材試験センター PC030BE-1217 平成20年11月27日

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／せっこうボード張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

(一財)建材試験センター PC030BE-1216 平成20年11月27日

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／セメント板張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

(一財)建材試験センター PC030BE-1215 平成20年11月27日

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11
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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

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／木質系ボード張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

(一財)建材試験センター PC030BE-1214 平成20年11月27日

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18

(一財)建材試験センター PC030BE-1213 平成20年11月27日

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5

倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
2丁目4番31号

株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
31-11

ウレタンウレア充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1211 平成20年11月27日

ウレタンウレア充てん／軽量セメントモルタル塗・繊維板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1210 平成20年11月27日

ウレタンウレア充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1209 平成20年11月27日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／ポリイソシアヌレートフォーム充てん裏面は
り合わせアルミニウムはく表面ポリエステル系樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金め
っき鋼板・火山性ガラス質複層板表張／繊維混入けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁

イビケン株式会社 岐阜県大垣市河間町1-60 (一財)建材試験センター PC030BE-1207 平成20年11月27日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／両面アクリル樹脂系塗料パル
プ混入スラグセメント板・ミディアムデンシティファイバーボード表張／繊
維混入けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁

イビケン株式会社 岐阜県大垣市河間町1-60 (一財)建材試験センター PC030BE-1208 平成20年11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

人造鉱物繊維断熱材充てん／ポリエステル系不織布・水酸化アルミニウム混
入フェノールフォーム充てん／両面ポリエステル系樹脂塗装溶融めっき鋼板
表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁

郡リース株式会社 東京都港区六本木6-11-17 (一財)建材試験センター PC030BE-1206 平成20年11月18日

ポリエステル系不織布・水酸化アルミニウム混入フェノールフォーム充てん
／両面ポリエステル系樹脂塗装溶融めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／
軽量鉄骨造外壁

郡リース株式会社 東京都港区六本木6-11-17 (一財)建材試験センター PC030BE-1205 平成20年11月18日

人造鉱物繊維断熱材充てん／れんが・木質系ボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 株式会社コーワ 茨城県那珂郡東海村舟石川63

2-9 (一財)ベターリビング PC030BE-1204 平成20年10月17日

軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂塗装グラスファイバークロス
張セメント板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1203 平成20年10月17日

軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂塗装グラスファイバークロ
ス張セメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1202 平成20年10月17日

軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂塗装グラスファイバーク
ロス張セメント板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1201 平成20年10月17日

軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂塗装グラスファイバークロス
張セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1200 平成20年10月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂
塗装グラスファイバークロス張セメント板・せっこうボード表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁

ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1199 平成20年10月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂
塗装グラスファイバークロス張セメント板・セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1198 平成20年10月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂
塗装グラスファイバークロス張セメント板・繊維板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1197 平成20年10月17日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂
塗装グラスファイバークロス張セメント板・木質系ボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1196 平成20年10月17日

ウレタンウレア断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

キングラン・ハウネスト株式
会社 東京都千代田区岩本町1-9-3 (一財)建材試験センター PC030BE-1194 平成20年10月17日

ウレタンウレア断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

キングラン・ハウネスト株式
会社 東京都千代田区岩本町1-9-3 (一財)建材試験センター PC030BE-1193 平成20年10月17日

ウレタンウレア断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

キングラン・ハウネスト株式
会社 東京都千代田区岩本町1-9-3 (一財)建材試験センター PC030BE-1192 平成20年10月17日

木質繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱材表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 GERMAN　HOUSE有限会社 埼玉県川口市戸塚東3-2-28

ECO　Station　House (一財)建材試験センター PC030BE-1191 平成20年10月17日

グラスウール充てん／仕上塗材塗プレキャスタブル軽量気泡コンクリ
ート表張／せっこうボード裏張／木質接着複合パネル造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1190 平成20年10月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・せっこうボード
・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2

（新丸の内センタービル） (一財)建材試験センター PC030BE-1189 平成20年10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

硬質塩化ビニル樹脂板・せっこうボード・構造用合板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2

（新丸の内センタービル） (一財)建材試験センター PC030BE-1188 平成20年10月09日

グラスウール充てん／片面樹脂塗装ガラス繊維混入セメント板・人造
鉱物繊維断熱材表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3丁目3

番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1162 平成20年10月09日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装窯業系
サイディング・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

H.R.D. SINGAPORE
PTE..,LTD  (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1161 平成20年10月09日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装窯業系サイ
ディング・ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

H.R.D. SINGAPORE
PTE..,LTD  (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1160 平成20年10月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板表張／火山性ガラス質複層板張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-
1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1159 平成20年10月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板表張／せっこうボード張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1158 平成20年10月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板表張／けい酸カルシウム板張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-
1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1157 平成20年10月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板表張／木質系ボード張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1156 平成20年10月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セ
メント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1155 平成20年10月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板表張
／せっこうボード裏張／木質接着複合パネル造外壁 エス・バイ・エル株式会社 大阪府大阪市北区天満橋1-8-

30　OAPタワー5F (一財)建材試験センター PC030BE-1154 平成20年10月09日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木板・火山性ガラス質複層板
・ミディアムデンシティファイバーボード表張／繊維混入けい酸カルシウム
板裏張／木製軸組造外壁

イビケン株式会社 岐阜県大垣市河間町1-60 (一財)建材試験センター PC030BE-1096 平成20年10月09日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木板・火山性ガラス質
複層板表張／繊維混入けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁 イビケン株式会社 岐阜県大垣市河間町1-60 (一財)建材試験センター PC030BE-1095 平成20年10月09日

硬質ウレタンフォーム充てん／樹脂塗装鋼板・火山性ガラス質複層板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1017 平成20年10月09日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・押出法
ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1187 平成20年09月30日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・押出法
ポリスチレンフォーム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1186 平成20年09月30日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・押出法
ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1185 平成20年09月30日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・押出法
ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1

0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1184 平成20年09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

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・押出法
ポリスチレンフォーム保温板・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1182 平成20年09月30日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・押出法
ポリスチレンフォーム保温板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1181 平成20年09月30日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・押出法
ポリスチレンフォーム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1180 平成20年09月30日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・押出法
ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1179 平成20年09月30日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板表張／構造用合板張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1178 平成20年09月30日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1177 平成20年09月30日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1176 平成20年09月30日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネッ
ト張セメントモルタル板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1

0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1175 平成20年09月30日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維
ネット張セメントモルタル板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1174 平成20年09月30日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維
ネット張セメントモルタル板・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1173 平成20年09月30日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維
ネット張セメントモルタル板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1172 平成20年09月30日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維
ネット張セメントモルタル板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1171 平成20年09月30日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維
ネット張セメントモルタル板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1170 平成20年09月30日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維
ネット張セメントモルタル板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1

0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1169 平成20年09月30日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1168 平成20年09月30日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1167 平成20年09月30日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1
0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1166 平成20年09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

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネッ
ト張セメントモルタル板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 MRCデラクリート株式会社 東京都品川区東五反田5-24-1

0テラサキ第3ビル5階 (一財)建材試験センター PC030BE-1165 平成20年09月30日

無機質断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき
鋼板重表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1164 平成20年09月30日

イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板重表張／せっこう
ボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1163 平成20年09月30日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27
号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1143 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27
号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1142 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1141 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸
カルシウム化合物板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1140 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27
号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1139 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入け
い酸カルシウム化合物板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1138 平成20年09月22日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・せ
っこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1137 平成20年09月22日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・火
山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1136 平成20年09月22日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・セ
メント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1135 平成20年09月22日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・繊
維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1134 平成20年09月22日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1133 平成20年09月22日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1132 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂
塗装グラスファイバークロス張セメント板・せっこうボード表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1131 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂
塗装グラスファイバークロス張セメント板・セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1130 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

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂
塗装グラスファイバークロス張セメント板・繊維板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1129 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂
塗装グラスファイバークロス張セメント板・木質系ボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1128 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂
塗装グラスファイバークロス張セメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1127 平成20年09月22日

軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂塗装グラスファイバークロス
張セメント板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1126 平成20年09月22日

軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂塗装グラスファイバークロ
ス張セメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1125 平成20年09月22日

軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂塗装グラスファイバーク
ロス張セメント板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1124 平成20年09月22日

軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂塗装グラスファイバークロス
張セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1123 平成20年09月22日

軽量セメントモルタル塗／両面ウレタン系樹脂塗装グラスファイバー
クロス張セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1122 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1119 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-
1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1118 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメン
ト押出成形板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1117 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板表張／火山性ガラス質複層板張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-
1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1116 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板表張／せっこうボード張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1115 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板表張／けい酸カルシウム板張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-
1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1114 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント
押出成形板表張／木質系ボード張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1113 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・両面合成樹脂塗装／繊維混入セ
メント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-1112 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27
号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1153 平成20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

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1151 平成20年09月10日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸
カルシウム化合物板・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1150 平成20年09月10日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カ
ルシウム化合物板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁

クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27
号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1149 平成20年09月10日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・せ
っこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1148 平成20年09月10日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・セ
メント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1146 平成20年09月10日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・繊
維板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1145 平成20年09月10日

樹脂塗装ポリスチレン系樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 クボタ松下電工外装株式会社 大阪市中央区城見1丁目2番27

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1144 平成20年09月10日

熔融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・フェノールフォーム保
温板・木材表張／木製軸組造外壁 株式会社大和工務店 岐阜県関市山田881-4 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1111 平成20年08月28日

両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入スラグ・セメント板・押出法ポ
リスチレンフォーム保温板・木材表張／木製軸組造外壁 株式会社大和工務店 岐阜県関市山田881-4 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1110 平成20年08月28日

無機質断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき
鋼板表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-1121 平成20年08月26日

ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・火山性ガラス質複層
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)建材試験センター PC030BE-1109 平成20年08月19日

ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・セメント板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)建材試験センター PC030BE-1108 平成20年08月19日

ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・木質系ボード表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)建材試験センター PC030BE-1107 平成20年08月19日

ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)建材試験センター PC030BE-1106 平成20年08月19日

ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)建材試験センター PC030BE-1105 平成20年08月19日

ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表張
／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)建材試験センター PC030BE-1104 平成20年08月19日

ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表
張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)建材試験センター PC030BE-1103 平成20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

ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボ－ド
裏張／木製軸組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)建材試験センター PC030BE-1102 平成20年08月19日

水酸化アルミニウム混入フェノールフォーム板充てん／両面塗装溶融
亜鉛めっき鋼板表張／軽量鉄骨造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1101 平成20年08月19日

ウレタンウレア充てん／塗装窯業系サイディング・セメント板表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1099 平成20年07月25日

ウレタンウレア充てん／塗装窯業系サイディング・繊維板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1098 平成20年07月25日

ウレタンウレア充てん／塗装窯業系サイディング・木質系ボード表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 デミレックジャパン株式会社 東京都八王子市大和田町4-20

-9 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1097 平成20年07月25日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量カラーセメントモルタル・軽量セメン
トモルタル・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ゲーテハウス株式会社

東京都中央区日本橋人形町3-3-1
3
日本橋人形町フォレストビル4F

(一財)建材試験センター PC030BE-1093 平成20年07月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量カラーセメントモルタル・軽量セメン
トモルタル・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ゲーテハウス株式会社

東京都中央区日本橋人形町3-3-1
3
日本橋人形町フォレストビル4F

(一財)建材試験センター PC030BE-1092 平成20年07月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量カラーセメントモルタル・軽量セメントモ
ルタル・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ゲーテハウス株式会社

東京都中央区日本橋人形町3-3-1
3
日本橋人形町フォレストビル4F

(一財)建材試験センター PC030BE-1091 平成20年07月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量カラーセメントモルタル・軽量セメン
トモルタル・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ゲーテハウス株式会社

東京都中央区日本橋人形町3-3-1
3
日本橋人形町フォレストビル4F

(一財)建材試験センター PC030BE-1090 平成20年07月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量カラーセメントモルタル・軽量セメン
トモルタル・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ゲーテハウス株式会社

東京都中央区日本橋人形町3-3-1
3
日本橋人形町フォレストビル4F

(一財)建材試験センター PC030BE-1089 平成20年07月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量カラーセメントモルタル・軽量セメ
ントモルタル表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ゲーテハウス株式会社

東京都中央区日本橋人形町3-3-1
3
日本橋人形町フォレストビル4F

(一財)建材試験センター PC030BE-1088 平成20年07月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／乾式タイル・せっこうボード・せっこう
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 三和産業株式会社 札幌市白石区流通センター5-

3-80
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1087 平成20年07月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／乾式タイル・せっこうボード・構造用合
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 三和産業株式会社 札幌市白石区流通センター5-

3-80
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1086 平成20年07月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／乾式タイル・せっこうボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 三和産業株式会社 札幌市白石区流通センター5-

3-80
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1085 平成20年07月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／乾式タイル・構造用合板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 三和産業株式会社 札幌市白石区流通センター5-

3-80
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-1084 平成20年07月11日

繊維系断熱材充てん／アクリル系樹脂塗材・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社東急ホームズ 東京都渋谷区道玄坂1-21-14

渋谷TODビル (一財)日本建築センター PC030BE-1073 平成20年07月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・硬質木片セメン
ト板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1082 平成20年06月20日

109/282 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

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・木質系ボード表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1081 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・塗装窯業系サイディング表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1040 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・塗装窯業系サイディング・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1039 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・塗装窯業系サイディング・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1038 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・塗装窯業系サイディング・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1037 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・塗装窯業系サイディング・繊維
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1036 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・塗装窯業系サイディング・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1035 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・塗装窯業系サイディング・せっ
こうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1034 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・塗装窯業系サイディング・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1032 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・塗装窯業系サイディング・繊維
板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1031 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・塗装窯業系サイディング・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1030 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフ
ォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 谷本化成株式会社 兵庫県宝塚市山本野里2丁目4

番8号 (一財)建材試験センター PC030BE-1028 平成20年06月20日

窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 谷本化成株式会社 兵庫県宝塚市山本野里2丁目4

番8号 (一財)建材試験センター PC030BE-1026 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフ
ォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)建材試験センター PC030BE-1024 平成20年06月20日

窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)建材試験センター PC030BE-1022 平成20年06月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフ
ォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ワウハウス株式会社 広島県福山市南蔵王町6-12-2

2 (一財)建材試験センター PC030BE-1020 平成20年06月20日

窯業系サイディング・押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ワウハウス株式会社 広島県福山市南蔵王町6-12-2

2 (一財)建材試験センター PC030BE-1018 平成20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

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・窯業系サイディ
ング表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)日本建築センター PC030BE-1080 平成20年06月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1079 平成20年06月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・ラスシート表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1078 平成20年06月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・せっこうボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1077 平成20年06月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・セメント板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1076 平成20年06月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・木質系ボード表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1075 平成20年06月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1074 平成20年06月09日

ひのき板・段ボール積層板・ひのき板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

富士環境システム株式会社 東京都千代田区外神田2-12-2

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1072 平成20年06月09日日本セキソー株式会社 岐阜県中津川市蛭川5328-1

影山木材株式会社 静岡県静岡市葵区若松町103

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1071 平成20年06月09日

軽量セメントモルタル塗・小幅板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1070 平成20年06月09日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 有限会社西山鉄網製作所 東京都葛飾区堀切4-57-21 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1069 平成20年06月09日

軽量セメントモルタル塗・小幅板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 有限会社西山鉄網製作所 東京都葛飾区堀切4-57-21 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1068 平成20年06月09日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本化成株式会社 東京都新宿区歌舞伎町2-3-22

ハイフレックスビル (一財)建材試験センター PC030BE-1065 平成20年06月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本化成株式会社 東京都新宿区歌舞伎町2-3-22

ハイフレックスビル (一財)建材試験センター PC030BE-1066 平成20年06月02日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本化成株式会社 東京都新宿区歌舞伎町2-3-22

ハイフレックスビル (一財)建材試験センター PC030BE-1064 平成20年06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

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 日本化成株式会社 東京都新宿区歌舞伎町2-3-22

ハイフレックスビル (一財)建材試験センター PC030BE-1063 平成20年06月02日

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板
・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-1050 平成20年05月29日
キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボー
ド・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-1049 平成20年05月29日
キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-1048 平成20年05月29日
キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・セメント板
・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-1046 平成20年05月29日
キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボー
ド・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-1045 平成20年05月29日
キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4

ウレタンウレア断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-1044 平成20年05月29日
キングラン・ハウネスト株式
会社 千葉県市川市広尾2-1-4

グラスウール充てん／窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材表張
／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪市北区梅田3丁目3番5号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1067 平成20年05月26日

ウレタンウレア充てん／穴あきれんが・木質系ボード表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁 SAYYAS JAPAN株式会社 富山県富山市町村7-17 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1062 平成20年05月26日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・両面アクリル系樹
脂塗装／パルプ・けい酸質混入セメント板表張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1061 平成20年04月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング表張／アクリル樹脂
系塗装／繊維混入スラグせっこう板裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1060 平成20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

窯業系サイディング表張／アクリル樹脂系塗装／繊維混入スラグせっ
こう板裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1059 平成20年04月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング表張／アクリル樹脂
系塗装／繊維混入スラグせっこう板裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1058 平成20年04月24日

窯業系サイディング表張／アクリル樹脂系塗装／繊維混入スラグせっ
こう板裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-1057 平成20年04月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・ミディアムデン
シティファイバーボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-6-1

新宿住友ビル　10階 (一財)建材試験センター PC030BE-1056 平成20年04月24日

ポリエステル繊維断熱材充てん／木材表張／スギ積層板はめ込／木製
軸組造外壁 エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森町八千代ビル5階
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1043 平成20年04月24日

ポリエステル繊維断熱材充てん／木材表張／スギ積層板はめ込／木製
軸組造外壁 協同組合レングス 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1042 平成20年04月24日

ポリエステル繊維断熱材充てん／木材表張／スギ積層板はめ込／木製
軸組造外壁

有限会社エムズ建築設計事務
所 大阪府吹田市古江台3-18-10 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-1041 平成20年04月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・フェノールフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1016 平成20年04月03日

複合金属サイディング・フェノールフォーム保温板・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1015 平成20年04月03日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル
塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

日本ノボパン工業株式会社 大阪府堺市堺区築港南町4番
地

(一財)建材試験センター PC030BE-1014 平成20年04月03日
ヨドプレ株式会社 兵庫県加西市田原町宮の谷31

79-3

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル
塗・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ヨドプレ株式会社 兵庫県加西市田原町宮の谷31
79-3

(一財)建材試験センター PC030BE-1013 平成20年04月03日
日本ノボパン工業株式会社 大阪府堺市堺区築港南町4番

地

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル
塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ヨドプレ株式会社 兵庫県加西市田原町宮の谷31
79-3

(一財)建材試験センター PC030BE-1012 平成20年04月03日
日本ノボパン工業株式会社 大阪府堺市堺区築港南町4番

地

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル
塗／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日本ノボパン工業株式会社 大阪府堺市堺区築港南町4番
地

(一財)建材試験センター PC030BE-1011 平成20年04月03日
ヨドプレ株式会社 兵庫県加西市田原町宮の谷31

79-3

113/282 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

セルローズファイバー充てん／鋼板・イソシアヌレートフォーム・火
山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1010 平成20年03月06日

丸太組構法外壁 株式会社キクモク 福島県いわき市常磐下船尾町
杭出作170番地

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-1009 平成20年03月06日

めっき鋼板・けい酸カルシウム保温板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1008 平成20年03月06日

人造鉱物繊維保温材充てん／めっき鋼板・けい酸カルシウム保温板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1007 平成20年03月06日

めっき鋼板・けい酸カルシウム保温板表張／けい酸カルシウム板裏張
／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1006 平成20年03月06日

人造鉱物繊維保温材充てん／めっき鋼板・けい酸カルシウム保温板表
張／けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁

日本インシュレーション株式
会社

大阪府大阪市浪速区大国1-1-
6　新大国ビル4F (一財)建材試験センター PC030BE-1005 平成20年03月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／化粧繊維補強セメント・けい酸カルシウム
板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ビル8F (一財)ベターリビング PC030BE-1004 平成20年02月01日

人造鉱物繊維断熱材充てん／化粧繊維補強セメント・けい酸カルシウム
板・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ビル7F (一財)ベターリビング PC030BE-1003 平成20年02月01日

人造鉱物繊維断熱材充てん／化粧繊維補強セメント・けい酸カルシウ
ム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ビル6F (一財)ベターリビング PC030BE-1002 平成20年02月01日

樹脂塗装窯業系サイディング・構造用合板・グラスウール表張／木質
接着複合パネル造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-1001 平成20年02月01日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・フェノールフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-1000 平成20年02月01日

複合金属サイディング・フェノールフォーム保温板・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-0999 平成20年02月01日

セメント系仕上材・軽量セメントモルタル重塗・木質系ボード・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0998 平成20年01月18日

セメント系仕上材・軽量セメントモルタル重塗・木質系ボード・硬質
木片セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0997 平成20年01月18日

セメント系仕上材・軽量セメントモルタル重塗・木質系ボード・繊維
板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0996 平成20年01月18日

セメント系仕上材・軽量セメントモルタル重塗・木質系ボード・フレ
キシブル板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0995 平成20年01月18日

セメント系仕上材・軽量セメントモルタル重塗・木質系ボード・パル
プセメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0994 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

セメント系仕上材・軽量セメントモルタル重塗・木質系ボード重表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0993 平成20年01月18日

セメント系仕上材・軽量セメントモルタル重塗・木質系ボード表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0992 平成20年01月18日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0991 平成20年01月18日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・硬質木片セメント板表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0990 平成20年01月18日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・繊維板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0989 平成20年01月18日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・フレキシブル板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0988 平成20年01月18日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・パルプセメント板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0987 平成20年01月18日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード重表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0986 平成20年01月18日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0985 平成20年01月18日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／樹脂塗装窯業系サイディング・ポリス
チレンフォーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

H.R.D SINGAPORE PTE.,LTD 80　Raffles Place,#20-03
UOB Plaza1 Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0984 平成20年01月18日

人造鉱物繊維保温材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-0983 平成20年01月17日

人造鉱物繊維保温材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-0982 平成20年01月17日

人造鉱物繊維保温材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-0981 平成20年01月17日

人造鉱物繊維保温材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-0980 平成20年01月17日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-0979 平成20年01月17日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・セメント板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-0978 平成20年01月17日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-0977 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

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)建材試験センター PC030BE-0976 平成20年01月17日

セルローズファイバー充てん／複合金属サイディング・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0975 平成19年12月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0974 平成19年11月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0973 平成19年11月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板・セメント板表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0972 平成19年11月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0971 平成19年11月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0970 平成19年11月20日

人造鉱物繊維保温材充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・火山性ガラス質
複層板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0969 平成19年11月20日

人造鉱物繊維保温材充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0968 平成19年11月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／穴あきれんが・繊維板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 SAYYAS JAPAN株式会社 長野県千曲市大字杭瀬下41番

地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0967 平成19年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／穴あきれんが・木質系ボード表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 SAYYAS JAPAN株式会社 長野県千曲市大字杭瀬下41番

地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0966 平成19年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／穴あきれんが表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 SAYYAS JAPAN株式会社 長野県千曲市大字杭瀬下41番

地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0965 平成19年11月12日

穴あきれんが・繊維板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 SAYYAS JAPAN株式会社 長野県千曲市大字杭瀬下41番
地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0964 平成19年11月12日

穴あきれんが・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 SAYYAS JAPAN株式会社 長野県千曲市大字杭瀬下41番

地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0963 平成19年11月12日

穴あきれんが表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 SAYYAS JAPAN株式会社 長野県千曲市大字杭瀬下41番
地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0962 平成19年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装鋼
板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0961 平成19年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0960 平成19年11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

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板・セメント板表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0959 平成19年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板・木質系ボード表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0958 平成19年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0957 平成19年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装鋼
板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0956 平成19年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0955 平成19年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板・セメント板表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0954 平成19年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板・木質系ボード表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0953 平成19年11月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・硬質ウレタンフォーム裏張塗装
鋼板表張／せっこうボード重裏張／鉄骨造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0952 平成19年11月12日

ポリスチレンフォーム充てん／陶磁器質タイル・両面アクリル樹脂系塗装パ
ルプビニロン繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ポリスチレンフォーム
・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE.,
LTD

#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター PC030BE-0951 平成19年10月17日

軽量セメントモルタル・押出法ポリスチレンフォーム保温板・火山性
ガラス質複層板表張／木製軸組造外壁 株式会社マーベックス 大阪府東大阪市新庄西3-28 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0950 平成19年10月03日

軽量セメントモルタル・押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系
ボード表張／木製軸組造外壁 株式会社マーベックス 大阪府東大阪市新庄西3-28 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0949 平成19年10月03日

フェノールフォーム保温板充てん／窯業系サイディング・ラスシート
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0948 平成19年09月14日

フェノールフォーム保温板充てん／窯業系サイディング・火山性ガラ
ス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0947 平成19年09月14日

フェノールフォーム保温板充てん／窯業系サイディング・せっこうボ
ード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0946 平成19年09月14日

フェノールフォーム保温板充てん／窯業系サイディング・セメント板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0945 平成19年09月14日

フェノールフォーム保温板充てん／窯業系サイディング・木質系ボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0944 平成19年09月14日

フェノールフォーム保温板充てん／窯業系サイディング表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0943 平成19年09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

アクリルウレタン系樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォーム保温
板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0942 平成19年09月14日

アクリルウレタン系樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォーム
保温板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0941 平成19年09月14日

アクリルウレタン系樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォー
ム保温板・セメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0940 平成19年09月14日

アクリルウレタン系樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォーム
保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0939 平成19年09月14日

アクリルウレタン系樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォー
ム保温板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0938 平成19年09月14日

アクリルウレタン系樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォー
ム保温板・火山性ガラス質複層板表張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0937 平成19年09月14日

アクリルウレタン系樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォー
ム保温板・セメント板表張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0936 平成19年09月14日

アクリルウレタン系樹脂塗装窯業系サイディング・フェノールフォー
ム保温板・木質系ボード表張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0935 平成19年09月14日

フェノールフォーム保温板充てん／窯業系サイディング・火山性ガラ
ス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0934 平成19年09月14日

フェノールフォーム保温板充てん／窯業系サイディング・セメント板
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0933 平成19年09月14日

フェノールフォーム保温板充てん／窯業系サイディング・木質系ボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0932 平成19年09月14日

人造鉱物繊維保温材充てん／陶磁器質板・火山性ガラス質複層板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐留町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0931 平成19年09月14日

人造鉱物繊維保温材充てん／陶磁器質板・セメント板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐留町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0930 平成19年09月14日

人造鉱物繊維保温材充てん／陶磁器質板・木質系ボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐留町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0929 平成19年09月14日

人造鉱物繊維保温材充てん／陶磁器質板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0928 平成19年09月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／化粧繊維補強セメント・けい酸カルシウ
ム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ビル6F (一財)ベターリビング PC030BE-0927 平成19年09月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／化粧繊維補強セメント・けい酸カルシウ
ム板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ビル6F (一財)ベターリビング PC030BE-0926 平成19年09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

人造鉱物繊維断熱材充てん／木板・火山性ガラス質複層板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0925 平成19年09月14日

木板張／両面土塗／スギ材入／パルプ・セメント混入中塗土板張／木
製軸組造外壁 株式会社丸浩工業 京都府京都市伏見区深草西浦

町1-49 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0924 平成19年09月14日

両面土塗／スギ材入／パルプ・セメント混入中塗土板張／木製軸組造
外壁 株式会社丸浩工業 京都府京都市伏見区深草西浦

町1-49 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0923 平成19年09月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁（制震装置付） トヨタ自動車株式会社  (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0922 平成19年08月28日

平成20年01月17日取消

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁（制震装置付） トヨタ自動車株式会社  (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0921 平成19年08月28日

平成20年01月17日取消

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁（制震装置付） トヨタ自動車株式会社  (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0920 平成19年08月28日

平成20年01月17日取消

人造鉱物繊維保温材充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0919 平成19年08月28日

人造鉱物繊維保温材充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・火山性ガラス質
複層板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0918 平成19年08月28日

セルローズファイバー充てん／パルプ・けい酸カルシウム混入／セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央2-5-5

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0917 平成19年08月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・パルプ・けい
酸カルシウム混入／セメント板表張／木製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央2-5-5

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0916 平成19年08月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／仕上げ塗装樹脂モルタル塗・ロックウー
ル保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社北洲 宮城県黒川郡富谷町成田9-2-
2

(一財)建材試験センター PC030BE-0915 平成19年08月24日
株式会社マグ 東京都中央区日本橋本町4-8-

14

人造鉱物繊維断熱材充てん／仕上げ塗装樹脂モルタル塗・ロックウー
ル保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社マグ 東京都中央区日本橋本町4-8-
14

(一財)建材試験センター PC030BE-0914 平成19年08月24日
株式会社北洲 宮城県黒川郡富谷町成田9-2-

2

硬質塩化ビニル樹脂板・せっこうボード・構造用合板表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2

新丸の内センタービル (一財)建材試験センター PC030BE-0913 平成19年08月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・せっこうボード
・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2

新丸の内センタービル (一財)建材試験センター PC030BE-0912 平成19年08月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・両面アクリル系樹
脂塗装／パルプ・けい酸質混入セメント板表張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0911 平成19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

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0910 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・せっこうボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0909 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0908 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0907 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・フェノールフォーム保温板
・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0906 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・フェノールフォーム保温板
・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0905 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・フェノールフォーム保温板
・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0904 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・フェノールフォーム保温板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0903 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0902 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・せっこうボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0901 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0900 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0899 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0898 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・フェノールフォーム保温板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0897 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・フェノールフォーム保温板
・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0896 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・フェノールフォーム保温板
・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0895 平成19年08月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・フェノールフォーム保温板
・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0894 平成19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

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・フェノールフォーム保温板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0893 平成19年08月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレート
フォーム・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0892 平成19年08月24日

仕上塗材塗ALCパネル・火山性ガラス質複層板張／木製軸組造外壁

クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2

(一財)ベターリビング PC030BE-0891 平成19年08月08日旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

住友金属鉱山シポレックス株
式会社 東京都港区新橋5-11-3

仕上塗材塗ALCパネル・せっこうボード張／木製軸組造外壁

クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2

(一財)ベターリビング PC030BE-0890 平成19年08月08日旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

住友金属鉱山シポレックス株
式会社 東京都港区新橋5-11-3

仕上塗材塗ALCパネル・セメント板張／木製軸組造外壁

旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

(一財)ベターリビング PC030BE-0889 平成19年08月08日クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2

住友金属鉱山シポレックス株
式会社 東京都港区新橋5-11-3

仕上塗材塗ALCパネル・木質系ボード張／木製軸組造外壁

旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

(一財)ベターリビング PC030BE-0888 平成19年08月08日クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2

住友金属鉱山シポレックス株
式会社 東京都港区新橋5-11-3

仕上塗材塗ALCパネル張／木製軸組造外壁

クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2

(一財)ベターリビング PC030BE-0887 平成19年08月08日旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

住友金属鉱山シポレックス株
式会社 東京都港区新橋5-11-3
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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

仕上塗材塗ALCパネル・火山性ガラス質複層板張／木製軸組造外壁

旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

(一財)ベターリビング PC030BE-0886 平成19年08月08日クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2

住友金属鉱山シポレックス株
式会社 東京都港区新橋5-11-3

仕上塗材塗ALCパネル・せっこうボード張／木製軸組造外壁

クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2

(一財)ベターリビング PC030BE-0885 平成19年08月08日旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

住友金属鉱山シポレックス株
式会社 東京都港区新橋5-11-3

仕上塗材塗ALCパネル・セメント板張／木製軸組造外壁

クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2

(一財)ベターリビング PC030BE-0884 平成19年08月08日旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

住友金属鉱山シポレックス株
式会社 東京都港区新橋5-11-3

仕上塗材塗ALCパネル・木質系ボード張／木製軸組造外壁

旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

(一財)ベターリビング PC030BE-0883 平成19年08月08日クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2

住友金属鉱山シポレックス株
式会社 東京都港区新橋5-11-3

仕上塗材塗ALCパネル張／木製軸組造外壁

クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2

(一財)ベターリビング PC030BE-0882 平成19年08月08日旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

住友金属鉱山シポレックス株
式会社 東京都港区新橋5-11-3

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・両面
アクリル系樹脂塗装／パルプ・けい酸質混入セメント板表張／木製軸組造外
壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0881 平成19年08月03日

複合金属サイディング・フェノールフォーム保温板・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0880 平成19年08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

複合金属サイディング・フェノールフォーム保温板・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0879 平成19年08月03日

複合金属サイディング・フェノールフォーム保温板・セメント板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0878 平成19年08月03日

人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日本化成株式会社 東京都新宿区西新宿6-5-1

新宿アイランドタワー13階 (一財)建材試験センター PC030BE-0877 平成19年08月03日

ポリスチレンフォーム充てん／繊維補強セメントけい酸カルシウム板
・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

H.R.D. SINGAPORE PTE.,
LTD

#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター PC030BE-0876 平成19年07月19日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレー
トフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0875 平成19年07月09日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレー
トフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0873 平成19年07月09日

丸太組構法外壁 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 PC030BE-0872 平成19年06月28日

アクリル系樹脂塗材・ガラスメッシュ入アクリル系樹脂ベースコート・ビー
ズ法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

株式会社ダンネツ 北海道旭川市忠和5条4-9-17 地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-0871 平成19年06月28日

軽量気泡コンクリートパネル・木質系ボード表張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7
住友東新橋ビル2号館4F (一財)建材試験センター PC030BE-0870 平成19年06月15日

軽量気泡コンクリートパネル・火山性ガラス質複層板表張／木製軸組
造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

住友東新橋ビル2号館4F (一財)建材試験センター PC030BE-0869 平成19年06月15日

軽量気泡コンクリートパネル・セメント板表張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7
住友東新橋ビル2号館4F (一財)建材試験センター PC030BE-0868 平成19年06月15日

軽量気泡コンクリートパネル・せっこうボード表張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7
住友東新橋ビル2号館4F (一財)建材試験センター PC030BE-0867 平成19年06月15日

軽量気泡コンクリートパネル表張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7
住友東新橋ビル2号館4F (一財)建材試験センター PC030BE-0866 平成19年06月15日

軽量気泡コンクリートパネル・せっこうボード表張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7
住友東新橋ビル2号館4F (一財)建材試験センター PC030BE-0865 平成19年06月15日

軽量気泡コンクリートパネル・セメント板表張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7
住友東新橋ビル2号館4F (一財)建材試験センター PC030BE-0864 平成19年06月15日

軽量気泡コンクリートパネル・火山性ガラス質複層板表張／木製枠組
造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7

住友東新橋ビル2号館4F (一財)建材試験センター PC030BE-0863 平成19年06月15日

軽量気泡コンクリートパネル・木質系ボード表張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7
住友東新橋ビル2号館4F (一財)建材試験センター PC030BE-0862 平成19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

硬質ウレタンフォーム充てん／両面ガラスクロス入酸化マグネシウム系
板表張／せっこうボード・溶融亜鉛めっき鋼板裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0861 平成19年06月04日

木材表張／木材はめ込／木製軸組造外壁 社団法人全国中小建築工事業
団体連合会

東京都中央区日本橋箱崎町12
番4号

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0860 平成19年05月18日

人造鉱物繊維断熱材充てん／けい酸カルシウム板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4F
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0859 平成19年05月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム
・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 日新総合建材株式会社 千葉県市川市高谷新町7-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0858 平成19年04月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム
表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 日新総合建材株式会社 千葉県市川市高谷新町7-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0857 平成19年04月06日

めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード表張／せっ
こうボード裏張／鉄骨造外壁 日新総合建材株式会社 千葉県市川市高谷新町7-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0856 平成19年04月06日

めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／
鉄骨造外壁 日新総合建材株式会社 千葉県市川市高谷新町7-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0855 平成19年04月06日

人造鉱物繊維断熱材充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維クロ
ス入酸化マグネシウム系板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0854 平成19年04月04日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木板・火山性ガラス質複層板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0853 平成19年04月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・パルプけい酸カ
ルシウム混入セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央2-5-5 (一財)建材試験センター PC030BE-0849 平成19年04月04日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル樹脂系仕上塗材・ガラス繊維ネット入
樹脂モルタル・押出法ポリスチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

ハウジング山地株式会社 北海道札幌市中央区北1条西1
0-1-17

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-0852 平成19年03月29日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・パーティクル
ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日本ノボパン工業株式会社 大阪府堺市堺区築港南町4 (一財)建材試験センター PC030BE-0851 平成19年03月29日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・パーティクル
ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本ノボパン工業株式会社 大阪府堺市堺区築港南町4 (一財)建材試験センター PC030BE-0850 平成19年03月29日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレ
ートフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0848 平成19年03月29日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレー
トフォーム・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0847 平成19年03月29日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・木質系ボード表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0846 平成19年03月15日

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／鋼製制震装置／
両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入スラグ・セメント板裏張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中1-1-88 (一財)建材試験センター PC030BE-0845 平成19年03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

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／鋼製制震
装置／火山性ガラス質複層板裏張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中1-1-88 (一財)建材試験センター PC030BE-0844 平成19年03月14日

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／鋼製制震
装置／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中1-1-88 (一財)建材試験センター PC030BE-0843 平成19年03月14日

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／鋼製制震装置／
両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入スラグ・セメント板裏張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中1-1-88 (一財)建材試験センター PC030BE-0842 平成19年03月14日

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／鋼製制震
装置／火山性ガラス質複層板裏張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中1-1-88 (一財)建材試験センター PC030BE-0841 平成19年03月14日

アクリル樹脂塗装・繊維混入軽量セメント押出成形板表張／鋼製制震
装置／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 積水ハウス株式会社 大阪市北区大淀中1-1-88 (一財)建材試験センター PC030BE-0840 平成19年03月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装鋼板・火山性ガラス質複層板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0839 平成19年03月14日

人造鉱物繊維断熱材充てん／パルプ・けい酸カルシウム混入／セメン
ト板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央2-5-5

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0827 平成19年02月26日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレー
トフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0838 平成19年02月23日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフ
ォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0837 平成19年02月23日

軽量セメントモルタル・火山性ガラス質複層板表張／人造鉱物繊維断
熱材裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0829 平成19年02月23日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・インシュレー
ションボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0828 平成19年02月23日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・火
山性ガラス質複層板表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0826 平成19年02月23日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・
セメント板表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0825 平成19年02月23日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・
構造用パネル表張／火山性ガラス質複層板裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0824 平成19年02月23日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0823 平成19年02月23日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・
木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0822 平成19年02月23日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・
セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0821 平成19年02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

軽量セメントモルタル塗・インシュレーションファイバーボード表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0836 平成19年01月24日

軽量セメントモルタル塗・インシュレーションファイバーボード表張
／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0835 平成19年01月24日

軽量セメントモルタル塗・インシュレーションファイバーボード・せ
っこうボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0834 平成19年01月24日

軽量セメントモルタル塗・インシュレーションファイバーボード・火
山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0833 平成19年01月24日

軽量セメントモルタル塗・インシュレーションファイバーボード・セ
メント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0832 平成19年01月24日

軽量セメントモルタル塗・インシュレーションファイバーボード・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0831 平成19年01月24日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング表張／せっこうボー
ド裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0820 平成19年01月24日

軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 マツモト産業株式会社 兵庫県南あわじ市市小井123 (一財)建材試験センター PC030BE-0819 平成19年01月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 マツモト産業株式会社 兵庫県南あわじ市市小井123 (一財)建材試験センター PC030BE-0818 平成19年01月24日

軽量気泡コンクリートパネル表張／木製軸組造外壁 株式会社ノーリツ 兵庫県神戸市中央区江戸町93
栄光ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0817 平成19年01月24日

セメントモルタル塗・炭酸カルシウム系発泡板・木質系ボード表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 昭和電工建材株式会社 東京都港区浜松町1-7-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0816 平成19年01月24日

セメントモルタル塗・炭酸カルシウム系発泡板・火山性ガラス質複層
板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 昭和電工建材株式会社 東京都港区浜松町1-7-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0815 平成19年01月24日

セメントモルタル塗・炭酸カルシウム系発泡板・セメント板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 昭和電工建材株式会社 東京都港区浜松町1-7-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0814 平成19年01月24日

陶磁器質タイル・セメントモルタル・炭酸カルシウム系発泡板・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 昭和電工建材株式会社 東京都港区浜松町1-7-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0813 平成19年01月24日

陶磁器質タイル・セメントモルタル・炭酸カルシウム系発泡板・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 昭和電工建材株式会社 東京都港区浜松町1-7-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0812 平成19年01月24日

陶磁器質タイル・セメントモルタル・炭酸カルシウム系発泡板・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 昭和電工建材株式会社 東京都港区浜松町1-7-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0811 平成19年01月24日

陶磁器質タイル・セメントモルタル・炭酸カルシウム系発泡板・木質
系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 昭和電工建材株式会社 東京都港区浜松町1-7-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0810 平成19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

陶磁器質タイル・セメントモルタル・炭酸カルシウム系発泡板・火山
性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 昭和電工建材株式会社 東京都港区浜松町1-7-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0809 平成19年01月24日

陶磁器質タイル・セメントモルタル・炭酸カルシウム系発泡板・セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 昭和電工建材株式会社 東京都港区浜松町1-7-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0808 平成19年01月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・火山性ガラス質複層板表張
／硬質ウレタンフォーム保温板張／木製軸組造外壁 アキレス株式会社 東京都新宿区大京22 (一財)建材試験センター PC030BE-0770 平成19年01月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・火山性ガラス質複層板表張
／硬質ウレタンフォーム保温板張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0769 平成19年01月24日

軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・火山性ガラス質複層板表張
／硬質ウレタンフォーム保温板張／木製軸組造外壁 司コーポレーション株式会社 群馬県沼田市桜町4860－1 (一財)建材試験センター PC030BE-0768 平成19年01月24日

グラスウール充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／せ
っこうボード裏張／鉄骨造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0830 平成19年01月10日

人造鉱物繊維断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜
鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム・木質系ボード表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0807 平成19年01月10日

人造鉱物繊維断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜
鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム・硬質木片セメント板表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0806 平成19年01月10日

人造鉱物繊維断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜
鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム・火山性ガラス質複層板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0805 平成19年01月10日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維クロス入酸化マグネシウム系板・フェ
ノールフォーム保温板・両面ガラス繊維クロス入酸化マグネシウム系板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日東紡績株式会社 東京都千代宇田九段北4-1-28 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0796 平成18年12月27日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維クロス入酸化マグネシウム系板・フェ
ノールフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁

日東紡績株式会社 東京都千代宇田九段北4-1-28 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0795 平成18年12月27日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維クロス入酸化マグネシウム系板・フェ
ノールフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

日東紡績株式会社 東京都千代宇田九段北4-1-28 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0794 平成18年12月27日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維クロス入酸化マグネシウム系板・ポリ
スチレンフォーム保温板・両面ガラス繊維クロス入酸化マグネシウム系板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日東紡績株式会社 東京都千代宇田九段北4-1-28 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0793 平成18年12月27日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維クロス入酸化マグネシウム系板・ポリ
スチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁

日東紡績株式会社 東京都千代宇田九段北4-1-28 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0792 平成18年12月27日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維クロス入酸化マグネシウム系板・ポリ
スチレンフォーム保温板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

日東紡績株式会社 東京都千代宇田九段北4-1-28 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0791 平成18年12月27日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・セメント板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0804 平成18年12月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0803 平成18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

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・木質系ボード表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0802 平成18年12月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／けい酸カルシウム板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4階 (一財)建材試験センター PC030BE-0801 平成18年11月07日

人造鉱物繊維断熱材充てん／けい酸カルシウム板表張／セメント板裏
張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4階 (一財)建材試験センター PC030BE-0800 平成18年11月07日

人造鉱物繊維断熱材充てん／けい酸カルシウム板表張／木質系ボード
裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4階 (一財)建材試験センター PC030BE-0799 平成18年11月07日

セルローズファイバー充てん／けい酸カルシウム板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4階 (一財)建材試験センター PC030BE-0798 平成18年11月07日

セルローズファイバー充てん／けい酸カルシウム板表張／セメント板
裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4階 (一財)建材試験センター PC030BE-0797 平成18年11月07日

セルローズファイバー充てん／けい酸カルシウム板表張／木質系ボー
ド裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1－32－2

ハーモニータワー4階 (一財)建材試験センター PC030BE-0789 平成18年11月07日

羊毛繊維板充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木質系ボー
ド表張／けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター PC030BE-0788 平成18年11月07日

羊毛繊維板充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木質系ボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター PC030BE-0787 平成18年11月07日

羊毛繊維板充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木質系ボー
ド表張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター PC030BE-0786 平成18年11月07日

人造鉱物繊維断熱材充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木
質系ボード表張／けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター PC030BE-0785 平成18年11月07日

人造鉱物繊維断熱材充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター PC030BE-0784 平成18年11月07日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-0783 平成18年11月07日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・硬質木片セメ
ント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-0782 平成18年11月07日

人造鉱物繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル塗・木質系ボード
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-0781 平成18年11月07日

穴あきれんが積・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁 天草産業株式会社 東京都八王子市緑町412-10 (一財)建材試験センター PC030BE-0780 平成18年11月07日

穴あきれんが積・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁 天草産業株式会社 東京都八王子市緑町412-10 (一財)建材試験センター PC030BE-0779 平成18年11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

人造鉱物繊維断熱材充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木
質系ボード表張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター PC030BE-0767 平成18年11月07日

穴あきれんが積・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁 天草産業株式会社 東京都八王子市緑町412-10 (一財)建材試験センター PC030BE-0765 平成18年11月07日

金属サイディング・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／薄板
軽量形鋼造外壁 株式会社シルバーウッド 千葉県浦安市鉄鋼通り1-2-11 (一財)建材試験センター PC030BE-0790 平成18年10月26日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・火山性ガラス質
複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0778 平成18年10月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表
張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0777 平成18年10月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜
鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地
の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0776 平成18年10月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング・セメント板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0775 平成18年10月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0774 平成18年10月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱
材表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0773 平成18年10月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／複合金属サイディング表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0764 平成18年10月02日

グラスウール充てん／タイル・ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛―11%アル
ミニウム―3%マグネシウム―0.2%ケイ素めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム
・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0763 平成18年10月02日

グラスウール充てん／タイル・ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛―11%アル
ミニウム―3%マグネシウム―0.2%ケイ素めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム
・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0762 平成18年10月02日

グラスウール充てん／タイル・ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛―11%アル
ミニウム―3%マグネシウム―0.2%ケイ素めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0761 平成18年10月02日

グラスウール充てん／タイル・ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛―11%アル
ミニウム―3%マグネシウム―0.2%ケイ素めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0760 平成18年10月02日

グラスウール断熱材充てん／化粧窯業系サイディング張／化粧繊維混
入けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)ベターリビング PC030BE-0755 平成18年10月02日

施ゆうフェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張陶磁器質板・構造用
合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 黒崎播磨株式会社 福岡県北九州市八幡西区東浜

町1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0766 平成18年09月11日

グラスウール充てん／けい酸カルシウム板表張／けい酸カルシウム板
裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4F
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0759 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

グラスウール充てん／けい酸カルシウム板表張／普通合板裏張／木製
軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4F
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0758 平成18年07月21日

羊毛繊維板充てん／普通合板裏張りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター PC030BE-0757 平成18年07月21日

グラスウール充てん／化粧硬質木片セメント板表張／せっこうボード
裏張／鉄骨造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0756 平成18年07月21日

グラスウール充てん／硬質ウレタンフォーム裏張ポリエステル系樹脂
塗装溶融亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0754 平成18年07月21日

アクリル系樹脂塗材・アクリル樹脂混入セメントモルタル塗／ビーズ法ポリ
スチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁

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)日本建築総合試験所 PC030BE-0753 平成18年07月21日

セルローズファイバー充てん／複合金属サイディング・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0752 平成18年07月18日

グラスウール充てん／軽量カラーセメントモルタル・軽量セメントモ
ルタル・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 (一財)建材試験センター PC030BE-0751 平成18年07月18日

グラスウール充てん／軽量カラーセメントモルタル・軽量セメントモ
ルタル表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 (一財)建材試験センター PC030BE-0750 平成18年07月18日

ポリスチレンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
・ポリスチレンフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0749 平成18年07月18日

ポリスチレンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
・ポリスチレンフォーム表張／せっこうボード裏張／木造軸組造外壁 キッコーナ株式会社 愛知県名古屋市北区長喜町1-

12 (一財)建材試験センター PC030BE-0748 平成18年07月18日

グラスウール充てん／けい酸ソーダほう酸りん酸アンモニウム系薬剤
処理すぎ板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ドライウッド上越協同組合 新潟県上越市大字上千原4355

-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0747 平成18年07月18日

アクリル系樹脂塗材・アクリル系樹脂混入セメントモルタル塗／ビーズ法ポ
リスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

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)日本建築総合試験所 PC030BE-0746 平成18年06月21日

アクリル系樹脂塗材・アクリル系樹脂混入セメントモルタル塗／ビーズ法ポ
リスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木造軸
組造外壁

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)日本建築総合試験所 PC030BE-0745 平成18年06月21日

グラスウール充てん／硬質塩化ビニル樹脂サイディング・せっこうボ
ード・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ハウジング山地株式会社 札幌市中央区北1条西西10-1-

17　北1条山地ビルディング
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-0743 平成18年06月21日

フェノールフォーム保温板充てん／構造用パネル表張／木材はめ込／
木製軸組造外壁 日東木材産業株式会社 静岡県浜松市中瀬7684 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0742 平成18年06月21日

グラスウール充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／せ
っこうボード裏張／鉄骨造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0741 平成18年05月16日

すぎ板・インシュレーションファイバーボード表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0740 平成18年05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

すぎ板・インシュレーションファイバーボード・構造用合板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0739 平成18年05月16日

セルローズファイバー充てん／複合金属サイディング・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-0738 平成18年04月13日

セルローズファイバー充てん／複合金属サイディング・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社安成工務店 山口県下関市綾羅木新町3-7-

1 (一財)建材試験センター PC030BE-0737 平成18年04月13日

セルローズファイバー充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・構造用合板表張／普通合板裏張／木製軸組造外壁 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-0736 平成18年04月13日

セルローズファイバー充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・構造用合板表張／普通合板裏張／木製軸組造外壁 株式会社安成工務店 山口県下関市綾羅木新町3-7-

1 (一財)建材試験センター PC030BE-0735 平成18年04月13日

軽量セメントモルタル塗・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁

ダイセルファインケム株式会
社

東京都中央区京橋1-13-1
京橋1丁目ビル9F (一財)ベターリビング PC030BE-0734 平成18年04月13日

軽量セメントモルタル塗・小幅板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

ダイセルファインケム株式会
社

東京都中央区京橋1-13-1
京橋1丁目ビル9F (一財)ベターリビング PC030BE-0733 平成18年04月13日

グラスウール断熱材充てん／化粧窯業系サイディング・構造用合板表
張／化粧繊維混入けい酸カルシウム板裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-

1-1 (一財)ベターリビング PC030BE-0732 平成18年04月13日

木質繊維断熱ボード充てん／セメントモルタル・ストンウール板・セメ
ントモルタル・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 東急ホーム株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-21-14

渋谷TODビル (一財)日本建築センター PC030BE-0731 平成18年03月30日

丸太組構法外壁 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 PC030BE-0730 平成18年03月27日

セルローズファイバー充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社安成工務店 山口県下関市綾羅木新町3-7-

1 (一財)建材試験センター PC030BE-0729 平成18年03月27日

セルローズファイバー充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6-13 (一財)建材試験センター PC030BE-0728 平成18年03月27日

ロックウール吸音板裏張ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0727 平成18年03月02日

グラスウール保温板充てん／羽目板・火山性ガラス質複層板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地の1 (一財)建材試験センター PC030BE-0726 平成18年03月02日

グラスウール充てん／天然石・構造用合板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 スマート・ブリック株式会社 東京都大田区大森南1-6-9 (一財)建材試験センター PC030BE-0725 平成18年02月20日

塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボ
ード裏張／鉄骨造外壁 日新総合建材株式会社 千葉県市川市高谷新町7-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0724 平成18年02月06日

グラスウール保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
・火山性ガラス質複層板表張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地の1 (一財)建材試験センター PC030BE-0723 平成18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

ポリスチレンフォーム保温板充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維
ネット張セメントモルタル板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 三菱レイヨン株式会社 東京都港区港南1-6-41 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0722 平成18年01月23日

グラスウール保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 大東建託株式会社 東京都港区港南2-16-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0721 平成18年01月23日

フェノールフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・火山性ガラス質複層板表張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地の1 (一財)建材試験センター PC030BE-0720 平成18年01月19日

グラスウール充てん／両面アクリル系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カ
ルシウム板・グラスウール板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0719 平成18年01月05日

グラスウール充てん／両面アクリル系樹脂塗装木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0718 平成18年01月05日

グラスウール充てん／両面アクリル系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カ
ルシウム板・グラスウール板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0717 平成18年01月05日

グラスウール保温板充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタン
フォーム・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 東邦シートフレーム株式会社 東京都中央区日本橋3-12-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0716 平成18年01月05日

グラスウール充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／
けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4階 (一財)建材試験センター PC030BE-0715 平成18年01月05日

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリエチレンフォー
ム保温板重張・普通合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社ハシヅメ 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷

下町29-9 (一財)建材試験センター PC030BE-0714 平成17年12月19日

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリエチレンフォー
ム保温板重張・普通合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社フォーム化成 神奈川県愛甲郡愛川町中津40

49-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0713 平成17年12月19日

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリエチレンフォー
ム保温板重張・普通合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2-6-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0712 平成17年12月19日

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗・ポリエチレンフォー
ム保温板重張・普通合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13 (一財)建材試験センター PC030BE-0711 平成17年12月19日

アクリル樹脂塗材・アクリル樹脂混入セメントモルタル・ビーズ法ポリスチ
レンフォーム保温板・アクリル樹脂混入セメントモルタル・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社オーパス 岐阜県各務原市蘇原東島町3
丁目100番地の1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0710 平成17年11月28日

アクリル樹脂塗材・アクリル樹脂混入セメントモルタル・ビーズ法ポリスチ
レンフォーム保温板・アクリル樹脂混入セメントモルタル・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社オーパス 岐阜県各務原市蘇原東島町3
丁目100番地の1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0709 平成17年11月28日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・けい酸カルシウム板表張／普通合板裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4階 (一財)建材試験センター PC030BE-0708 平成17年10月20日

硬質塩化ビニル樹脂板・フェノールフォーム保温板・せっこうボード
・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2

新丸の内センタービル (一財)建材試験センター PC030BE-0707 平成17年10月20日

ポリエステル樹脂繊維断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0706 平成17年10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

グラスウール充てん／セメントモルタル塗・アクリル系樹脂混入セメント含
浸ビニロン繊維不織布張／両面ガラス繊維クロス入酸化マグネシウム系板・
構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0705 平成17年10月14日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフ
ォーム・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0704 平成17年10月05日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフ
ォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0703 平成17年10月05日

グラスウール充てん／れんが・構造用合板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 有限会社大原工務所 東京都新宿区信濃町17 (一財)建材試験センター PC030BE-0702 平成17年10月05日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0701 平成17年09月27日

木製サイディング・木質繊維断熱板・構造用合板表張／木製軸組造外
壁 ECOHOUSE有限会社  (一財)建材試験センター PC030BE-0700 平成17年09月27日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレ
ートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地
の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0699 平成17年09月27日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタン
フォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地
の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0698 平成17年09月27日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん変成アクリル系樹脂塗両面フッ素系樹
脂塗装溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板・せっこうボード張／鉄骨造外壁

日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7-5-8
東陽町MLビル (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0697 平成17年09月27日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん変成アクリル系樹脂塗両面フッ素系樹
脂塗装溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板・せっこうボード張／鉄骨造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0696 平成17年09月27日

石灰セメントモルタル塗・耐アルカリガラスネット表張フェノールフ
ォーム保温板・普通合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士セラ株式会社 京都府京都市上京区丸太町通

智恵光院下ル南主悦町1050-2 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0695 平成17年09月01日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレ
ートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地
の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0694 平成17年08月26日

グラスウール充てん／ポリりん酸・ほう酸系薬剤処理すぎ板・構造用
合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社ウッドテック中村 栃木県宇都宮市下川俣町206 (一財)建材試験センター PC030BE-0693 平成17年08月26日

グラスウール充てん／硬質ウレタンフォーム裏張ポリエステル系樹脂
塗装溶融亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0692 平成17年08月11日

グラスウール充てん／れんが表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 ハウジング山地株式会社 北海道札幌市西区二十四軒2

条7丁1-19 (一財)建材試験センター PC030BE-0691 平成17年08月08日

グラスウール充てん／れんが・構造用合板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 スマート・ブリック株式会社 東京都大田区大森南1-6-9 (一財)建材試験センター PC030BE-0690 平成17年08月08日

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・硬質ウレタンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

株式会社日沼工務店 秋田県能代市落合字古悪土15
0 (一財)建材試験センター PC030BE-0689 平成17年07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

軽量気泡コンクリートパネル表張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7
住友東新橋ビル2号館 (一財)建材試験センター PC030BE-0688 平成17年07月25日

軽量気泡コンクリートパネル表張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7
住友東新橋ビル2号館 (一財)建材試験センター PC030BE-0687 平成17年07月25日

ガラス繊維混入セメント板表張／グラスウール・アルミニウム箔貼ガ
ラスクロス裏張／鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)建材試験センター PC030BE-0686 平成17年07月25日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレ
ートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地
の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0685 平成17年07月13日

両面アクリル系樹脂塗装ガラス繊維混入セメント板・ポリスチレンフ
ォーム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0684 平成17年07月13日

グラスウール充てん／両面アクリル系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カ
ルシウム板・ポリスチレンフォーム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0683 平成17年07月13日

グラスウール充てん／両面アクリル系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カ
ルシウム板・ポリスチレンフォーム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0682 平成17年07月13日

グラスウール充てん／コンクリートブロック・シージングボード表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社よねざわ工業 北海道恵庭市戸磯596-6 地方独立行政法人

北海道立総合研究機構 PC030BE-0681 平成17年07月11日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／メタルラス入／軽量セメント
モルタル塗・植物系繊維板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0680 平成17年07月11日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／メタルラス入／軽量セメ
ントモルタル塗／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0679 平成17年07月11日

アクリルビーズ混入ポリエステル系樹脂塗装溶融55％アルミニウム-亜鉛合金めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム・はり合せアルミニウムはく・硬質ウレタンフ
ォーム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0678 平成17年07月11日

グラスウール充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・フェノールフォーム保温板・
せっこうボード・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2

新丸の内センタービル (一財)建材試験センター PC030BE-0677 平成17年07月06日

グラスウール充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・フェノールフォーム保温板・
せっこうボード・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2

新丸の内センタービル (一財)建材試験センター PC030BE-0676 平成17年07月06日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・押出法
ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁

三菱レイヨン株式会社 東京都港区港南1-6-41 (一財)建材試験センター PC030BE-0675 平成17年07月06日

グラスウール充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・火山性ガラス質複層板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 信越ポリマー株式会社 東京都中央区日本橋本町4-3-

5 (一財)建材試験センター PC030BE-0674 平成17年07月06日

グラスウール保温板充てん／複合金属サイディング・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-0673 平成17年06月20日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレ
ートフォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地
の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0672 平成17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

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタン
フォーム・押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地
の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0671 平成17年06月20日

グラスウール充てん／パルプ・けい酸カルシウム混入／セメント板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央2-5-5

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0670 平成17年05月18日

グラスウール保温板充てん／複合金属サイディング・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-0669 平成17年05月18日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・押出法ポリスチレンフォー
ム保温板・冷間圧延鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社東栄住宅 東京都西東京市芝久保町4-26

-3
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0668 平成17年04月07日

塗装／亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォーム・フェノールフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0667 平成17年04月07日

グラスウール保温板充てん／複合金属サイディング表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-0666 平成17年04月07日

グラスウール保温板充てん／複合金属サイディング表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030BE-0665 平成17年04月07日

片面モルタル塗木繊セメント板充てん／木板張／木製軸組造外壁 神戸不燃板工業株式会社 兵庫県三木市志染町三津田 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0664 平成17年04月07日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー  (一財)建材試験センター PC030BE-0663 平成17年04月07日

平成20年06月27日取消

アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ポリ
スチレンフォーム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0662 平成17年04月07日

軽量セメントモルタル・火山性ガラス質複層板表張／グラスウール裏
張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県砺南市井波1番地の1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0661 平成17年04月07日

グラスウール充てん／アクリル樹脂系仕上塗材・ガラス繊維ネット入樹脂モ
ルタル・押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

ハウジング山地株式会社 北海道札幌市西区二十四軒2
条7丁目1番19号 (一財)建材試験センター PC030BE-0608 平成17年04月07日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7 (一財)建材試験センター PC030BE-0607 平成17年04月07日

ポリエチレンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7 (一財)建材試験センター PC030BE-0606 平成17年04月07日

ポリエチレンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7 (一財)建材試験センター PC030BE-0605 平成17年04月07日

グラスウール充てん／タイル・硬質木片セメント板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0604 平成17年04月07日

グラスウール充てん／タイル・硬質木片セメント板・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0603 平成17年04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

グラスウール保温板充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜
鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地
の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0602 平成17年04月07日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0601 平成17年04月07日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／アクリルウレタン系樹脂塗装木
繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

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 PC030BE-0595 平成17年04月07日

丸太組構法外壁 株式会社大商木材 熊本県熊本市月出5-3-18 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0660 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社ウッディ工房 福岡県北九州市八幡西区浅川
台1-5-46

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0659 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社カントリー工房 山口県熊毛郡田布施町麻郷34
39-10

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0658 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社サエラホーム 広島県広島市南区出島2-20-1
2

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0657 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社キャシア 大阪府大阪市中央区島町2-2-
19

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0656 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社キハタトレーディン
グ 三重県松阪市鎌田町59-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0655 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 夢木香株式会社 愛知県名古屋市天白区鴻の巣
1-1601

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0654 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社悠森 神奈川県横浜市港南区東永谷
3-52-25

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0653 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社志村不動産 千葉県東金市菱沼1035-7 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0652 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 高原都市開発株式会社 群馬県吾妻郡長野原町北軽井
沢1990-4570

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0651 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社笠井建築事務所 栃木県那須郡馬頭町大字大内
3372

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0650 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 セルコホーム株式会社 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-
14

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0649 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社ログハウスケーツー 北海道登別市鉱山8-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0648 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社新潟もくゆう 新潟県北蒲原郡加治川村大字
住田413

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0647 平成17年03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

丸太組構法外壁 株式会社ログキャビン劍 熊本県上天草市大矢野町登立
1426-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0646 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社大商木材 熊本県熊本市月出5-3-18 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0645 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社佐藤林業 熊本県熊本市平山町2986-7 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0644 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社ウッディ工房 福岡県北九州市八幡西区浅川
台1-5-46

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0643 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社ヤマナカ建工 山口県厚狭郡山陽町津布田75
1-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0642 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社カントリー工房 山口県熊毛郡布施町麻郷3439
-10

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0641 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 進和建工株式会社 広島県広島市安佐北区亀山4-
1-10

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0640 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社オーロラハウスジャ
パン 兵庫県西宮市熊野町8-13-114 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0639 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社キャシア 大阪府大阪市中央区島町2-2-
19

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0638 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 三都建設株式会社 大阪府門真市柳町6-17 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0637 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社清水屋 三重県鈴鹿市江島本町20-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0636 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 山三製材有限会社 岐阜県加茂郡白川町黒川3383 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0635 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社東邦コーポレーショ
ン 長野県小県郡和田村3185-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0634 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社カナディアン・プラ
イド

長野県北佐久郡軽井沢町大字
長倉2023-103

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0633 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 ログクラフト事業協同組合 山梨県南巨摩郡南部町中野50
46

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0632 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社小国ウッディーハウ
ス

新潟県刈羽郡小国町大字法坂
763-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0631 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社悠森 神奈川県横浜市港南区東永谷
3-52-25

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0630 平成17年03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

丸太組構法外壁 株式会社ゲストハウス 東京都千代田区猿楽町2-8-16
平田ビル1F

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0629 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社ボブケィジョンオフ
ィス

東京都練馬区大泉学園町2-3-
13

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0628 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 フリージアホーム株式会社 東京都千代田区外神田6-8-3 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0627 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 フィンランディア・コミュニ
ケーションズ株式会社 東京都千代田区麹町2-10-10 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0626 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 奥森ハウス株式会社 東京都西多摩郡奥多摩町氷川
1075

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0625 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 インターナショナルビジネス
株式会社

東京都西多摩郡瑞穂町大字箱
根ヶ崎25

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0624 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社アールシーコア 東京都渋谷区南平台町2-17 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0623 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社アンジ 千葉県木更津市太田4-20-8 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0622 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社フェニックスホーム 埼玉県狭山市下奥富1382-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0621 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社ティーエージー 埼玉県三郷市早稲田1-6-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0620 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社八潮産商 群馬県太田市東新町360-5 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0619 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 高原都市開発株式会社 群馬県吾妻郡長野原町北軽井
沢1990-4570

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0618 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社笠井建築事務所 栃木県那須郡馬頭町大字大内
3372

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0617 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 セルコホーム株式会社 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-
14

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0616 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 北秋田森林組合 秋田県北秋田郡鷹巣町脇神字
佐助岱27-2

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0615 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社オザワモクザイ 岩手県江刺市八日町2-3-8 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0614 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 有限会社ログ・キャビン・さ
かい

北海道深川市音江町字音江16
3-5

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0613 平成17年03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

丸太組構法外壁 株式会社トベックス 北海道小樽市銭函2-30-3 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0612 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 アキタ造園株式会社 北海道函館市赤川町146 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0611 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社アウルログホームズ 北海道札幌市南区常盤5条1-9
5-12

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0610 平成17年03月17日

丸太組構法外壁 株式会社新潟もくゆう 新潟県北蒲原郡加治川村大字
住田413

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0609 平成17年03月17日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／アクリルウレタン系樹脂塗装木
繊維混入セメントけい酸カルシウム板・植物系繊維板表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁

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 PC030BE-0594 平成17年02月28日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区新橋2-12-7 (一財)建材試験センター PC030BE-0600 平成17年01月31日

グラスウール保温板充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォー
ム・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 北海鋼機株式会社 北海道江別市上江別441番番

地 (一財)建材試験センター PC030BE-0599 平成17年01月31日

変成アクリル系樹脂塗・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金め
っき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミ
ニウム－亜鉛合金めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7-5-8 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0598 平成17年01月14日

変成アクリル系樹脂塗・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金め
っき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミ
ニウム－亜鉛合金めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0597 平成17年01月14日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0596 平成17年01月14日

硬質ウレタンフォーム充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0593 平成16年12月10日

アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ポリ
スチレンフォーム板・ミディアムデンシティファイバーボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0592 平成16年12月10日

硬質ウレタンフォーム・ロックウール充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融
亜鉛－5％アルミニウム合金めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム・構造用パネ
ル表張／せっこうボード・構造用パネル裏張／木製枠組造外壁

トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0591 平成16年12月10日

硬質ウレタンフォーム・ロックウール充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融
亜鉛－5％アルミニウム合金めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム・構造用パネ
ル表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0590 平成16年12月10日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日新総合建材株式会社 千葉県市川市高谷新町7-2 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0589 平成16年12月10日

アクリル樹脂混入けい砂・パーライト系塗材・耐アルカリ性ガラス繊維ネッ
ト・樹脂モルタル塗・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

ウィングホーム株式会社 静岡県小笠郡菊川町本所1193
-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0588 平成16年12月10日

グラスウール保温板充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 北海鋼機株式会社 北海道江別市上江別441番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0587 平成16年12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

グラスウール保温板充てん／複合金属サイディング・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0586 平成16年11月24日

硬質ウレタンフォーム充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・ミデ
ィアムデンシティファイバーボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15
丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0585 平成16年11月24日

硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0584 平成16年11月24日

硬質ウレタンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・ミディアムデ
ンシティファイバーボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0583 平成16年11月24日

木製サイディング・木質繊維断熱板・構造用合板表張／木製枠組造外
壁 ECOHOUSE有限会社  (一財)建材試験センター PC030BE-0582 平成16年11月16日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板・ミデ
ィアムデンシティファイバーボード表張／木製軸組造外壁 野村ホーム株式会社

神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸
町134番地
Y.B.Pウェストタワー3F

(一財)建材試験センター PC030BE-0581 平成16年11月16日

ロックウール充てん／アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメン
トけい酸カルシウム板構造用合板表張／普通合板裏張／木製枠組造外
壁

日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0580 平成16年11月04日
ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26

日本ロックウール株式会社 東京都品川区西五反田7-21-1
1　第2TOCビル

JFEロックファイバー株式会
社

岡山県倉敷市水島川崎通1丁
目

ロックウール充てん／アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメン
トけい酸カルシウム板表張／普通合板裏張／木製軸組造外壁

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 PC030BE-0579 平成16年11月04日
日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28

日本ロックウール株式会社 東京都品川区西五反田7-21-1
1　第2TOCビル

JFEロックファイバー株式会
社

岡山県倉敷市水島川崎通1丁
目

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル表塗／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0578 平成16年11月04日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル表塗／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11 (一財)建材試験センター PC030BE-0577 平成16年11月04日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル表塗／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0576 平成16年11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

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル表塗／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2-4-31 (一財)建材試験センター PC030BE-0575 平成16年11月04日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル表塗／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

BASFINOACポリウレタン株
式会社  (一財)建材試験センター PC030BE-0574 平成16年11月04日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル表塗／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5 (一財)建材試験センター PC030BE-0573 平成16年11月04日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0572 平成16年11月04日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11 (一財)建材試験センター PC030BE-0571 平成16年11月04日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0570 平成16年11月04日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2-4-31 (一財)建材試験センター PC030BE-0569 平成16年11月04日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

BASFINOACポリウレタン株
式会社  (一財)建材試験センター PC030BE-0568 平成16年11月04日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル塗・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22-5 (一財)建材試験センター PC030BE-0567 平成16年11月04日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0565 平成16年11月04日

グラスウール保温板充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜
鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地
の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0564 平成16年11月04日

繊維補強セメント・けい酸カルシウム板表張／押出法ポリスチレンフ
ォーム保温板・せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24

天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-0563 平成16年11月04日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・構造用合板表
張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5 (一財)建材試験センター PC030BE-0562 平成16年11月04日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・構造用合板表
張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0561 平成16年11月04日

軽量セメントモルタル塗・硬質ウレタンフォーム保温板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 新進建設株式会社 神奈川県秦野市西大竹116-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0560 平成16年11月04日

ロックウール保温材充てん／リン酸・アミノ樹脂系薬剤処理フェノール樹脂
含浸ラジアータパイン積層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 越井木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北

1-2-158 (一財)建材試験センター PC030BE-0546 平成16年10月25日

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板・ポリスチレンフォーム表
張／せっこうボード裏張／薄板軽量形鋼造外壁

アメリカンシルバーウッド株
式会社

東京都港区芝大門2-12-7
秀和第二芝パークビル4F

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0566 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

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・
イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0559 平成16年10月20日

フェノールフォーム保温板充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0558 平成16年10月20日

モルタル塗／小幅板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社豊運 大阪府大阪市東住吉区今川3-
12-4

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0557 平成16年10月20日

軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱板・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁 ECOHOUSE有限会社  (一財)建材試験センター PC030BE-0556 平成16年10月20日

軽量セメントモルタル塗・木質繊維断熱板・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 ECOHOUSE有限会社  (一財)建材試験センター PC030BE-0555 平成16年10月20日

グラスウール充てん／両面アクリル系樹脂塗装木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0554 平成16年10月20日

グラスウール充てん／両面アクリル系樹脂塗装木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0553 平成16年10月20日

ポリエステル樹脂繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル表塗／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0551 平成16年10月20日

ポリエステル樹脂繊維断熱材充てん／軽量セメントモルタル表塗／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社エス・ジー・シー 茨城県結城郡八千代町佐野66

5-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0550 平成16年10月20日

硬質ウレタンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板表張／炭化コルク板裏張／木製軸組造外壁 株式会社ジョイ・コス 岩手県花巻市若葉町1-1-16

中村電気2階 (一財)建材試験センター PC030BE-0549 平成16年10月20日

硬質ウレタンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板表張／普通合板裏張／木製軸組造外壁 株式会社ジョイ・コス 岩手県花巻市若葉町1-1-16

中村電気2階 (一財)建材試験センター PC030BE-0548 平成16年10月20日

ロックウール保温材充てん／リン酸・アミノ樹脂系薬剤処理フェノール樹脂
含浸ラジアータパイン積層板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁

越井木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北
1-2-158 (一財)建材試験センター PC030BE-0547 平成16年10月20日

ロックウール保温材充てん／リン酸・アミノ樹脂系薬剤処理ベイスギ
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 越井木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北

1-2-158 (一財)建材試験センター PC030BE-0545 平成16年10月20日

ロックウール保温材充てん／リン酸・アミノ樹脂系薬剤処理ベイスギ
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 越井木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北

1-2-158 (一財)建材試験センター PC030BE-0544 平成16年10月20日

グラスウール保温板充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタン
フォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東邦シートフレーム株式会社 東京都中央区日本橋3-12-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0543 平成16年10月20日

グラスウール充てん／両面アクリルウレタン樹脂系塗装／木繊維混入セメン
トけい酸カルシウム板・押出法ポリスチレンフォーム板表張／せっこうボー
ド裏張／軽量鉄骨造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030BE-0552 平成16年09月24日

グラスウール充てん／アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメントけい
酸カルシウム板・グラスウール表張／せっこうボード裏張／木質接着複合パ
ネル造外壁

ミサワホーム株式会社 東京都杉並区高井戸東2-4-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0542 平成16年09月24日

142/282 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

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5

月星ビル
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0541 平成16年09月24日

アクリル樹脂混入けい砂・パーライト系塗材・耐アルカリ性ガラス繊維ネッ
ト・樹脂モルタル塗・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

オメガジャパン株式会社 静岡県小笠郡菊川町本所1193
-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0540 平成16年09月24日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・押出法ポリス
チレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0537 平成16年08月31日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・フェノールフ
ォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0536 平成16年08月31日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・押出法ポリスチレンフォー
ム保温板・普通合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24

天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-0539 平成16年08月26日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0538 平成16年08月26日

グラスウール充てん／両面アクリル系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カ
ルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0535 平成16年08月26日

グラスウール充てん／両面アクリル系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カ
ルシウム板・グラスウール板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0533 平成16年08月10日

ロックウール保温材充てん／リン酸・アミノ樹脂系薬剤処理スギ板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 越井木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北

1-2-158 (一財)建材試験センター PC030BE-0532 平成16年08月10日

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗・普通合板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
13番地

(一財)建材試験センター PC030BE-0531 平成16年08月10日
富士川日本繊化株式会社 大阪府河内長野市三日市町55

4-1

グラスウール充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 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　イマスマルタンビル8階 (一財)建材試験センター PC030BE-0528 平成16年08月10日

溶融55％アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板・強化せっこうボード・
押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0526 平成16年08月10日

溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・強化せっこうボード・
押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／木製軸組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0525 平成16年08月10日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・押出法ポリスチレンフォー
ム保温板・溶融亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

株式会社東栄住宅 東京都西東京市芝久保町4-26
-3

(一財)建材試験センター PC030BE-0524 平成16年08月10日
株式会社トーア 埼玉県朝霞市膝折町4-21-22

軽量セメントモルタル塗・イソシアヌレートフォーム断熱材・構造用
合板表張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0523 平成16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

グラスウール保温板充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0522 平成16年08月09日

グラスウール充てん／アクリル樹脂系塗装パーライト・けい酸カルシ
ウムセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 住友林業クレスト株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1

新宿グリーンタワービル11階 (一財)建材試験センター PC030BE-0521 平成16年08月09日

硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル系樹脂塗装木繊維混入セメント
けい酸カルシウム板・パルプ混入セメント板表張／せっこうボード・溶融亜
鉛めっき鋼板裏張／軽量鉄骨造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0520 平成16年08月09日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0518 平成16年06月28日

グラスウール保温板充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜
鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地
の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0517 平成16年06月28日

グラスウール保温板充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0516 平成16年06月28日

グラスウール断熱材充てん／化粧けい酸アルミニウムシリケート混入
セメント板表張／せっこうボード裏張／木質接着複合パネル造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都杉並区高井戸東2-4-5 (一財)ベターリビング PC030BE-0515 平成16年06月28日

グラスウール充てん／化粧硬質木片セメント板・構造用合板表張／化
粧火山性ガラス質複層板裏張／木製枠組造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0514 平成16年06月28日

ロックウール保温材充てん／リン酸・アミノ樹脂系薬剤処理オウシュウ
アカマツ板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 越井木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北

1-2-158 (一財)建材試験センター PC030BE-0513 平成16年06月28日

グラスウール保温板充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0512 平成16年06月28日

軽量セメントモルタル塗り・合板・ポリスチレンフォーム表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0511 平成16年06月28日

グラスウール保温板充てん／塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼
板・イソシアヌレートフォーム・アルミニウムクラフト紙表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22番地の
5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0510 平成16年06月28日

変成アクリル系樹脂塗・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金め
っき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミ
ニウム－亜鉛合金めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7-5-8 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0509 平成16年06月23日

変成アクリル系樹脂塗・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金め
っき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミ
ニウム－亜鉛合金めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0508 平成16年06月23日

変成アクリル系樹脂塗・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっ
き鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7-5-8 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0507 平成16年06月23日

変成アクリル系樹脂塗・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっ
き鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0506 平成16年06月23日

グラスウール充てん／アクリルウレタン系樹脂塗装火山性ガラス質複
層板重表張／普通合板裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0505 平成16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

モルタル塗／小幅板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 スチライト工業株式会社 滋賀県栗東市出庭584-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0504 平成16年05月21日

ポリエステル繊維断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウ
ム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

カネボウ合繊株式会社 東京都港区海岸3-20-20
カネボウビル

(一財)建材試験センター PC030BE-0503 平成16年05月21日
エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-

9　南森八千代ビル5階

グラスウール保温板充てん／リン酸・アミノ樹脂系薬剤処理スギ板・
構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 越井木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北

1-2-158 (一財)建材試験センター PC030BE-0502 平成16年05月21日

吹付けウレタン変性イソシアヌレートフォーム充てん／アクリルウレタン系
樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都中央区日本橋3-7-20 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0501 平成16年05月10日

吹付けウレタン変性イソシアヌレートフォーム充てん／アクリルウレタン系
樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都中央区日本橋3-7-20 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0500 平成16年05月10日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5 (一財)建材試験センター PC030BE-0499 平成16年05月10日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0498 平成16年05月10日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5 (一財)建材試験センター PC030BE-0497 平成16年05月10日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム保温板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0496 平成16年05月10日

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗・きずり表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0495 平成16年03月31日

ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・
フェノールフォーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816
-12 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0494 平成16年03月29日

グラスウール保温板充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜
鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地
の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0493 平成16年03月26日

グラスウール充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板・構
造用合板表張／繊維混入けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都新宿区新宿2-3-10 (一財)建材試験センター PC030BE-0492 平成16年03月24日

グラスウール充てん／溶融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板・イソシア
ヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社中山塗装工業 埼玉県上尾市泉台3-4-4 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0491 平成16年03月24日

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗・構造用合板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0490 平成16年03月17日

グラスウール保温板充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォー
ム・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0489 平成16年03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

ポリエチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5

住友芝大門ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0488 平成16年03月09日

ポリエチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5

住友芝大門ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0487 平成16年03月09日

ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム
・フェノールフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0486 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 日本土地山林株式会社 兵庫県朝来郡朝来町新井777 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0485 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 和田建設株式会社 福岡県筑紫郡那珂川町中原3-
136

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0484 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 有限会社ヤマナカ建工 山口県厚狭郡山陽町津布田75
1-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0483 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 有限会社首藤建設 大分県大分郡挟間町向原428-
3

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0482 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 有限会社ジャパン・ログ 長野県大町市平23010-5 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0481 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 有限会社カントリー工房 山口県熊毛郡田布施町麻郷34
39-10

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0480 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 有限会社笠原建設 大分県日田市大字庄手338-5 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0479 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社諫早木材市場 長崎県佐世保市勝富町11-25 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0478 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 内山建設株式会社 佐賀県三養基郡基山町宮浦10
06-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0477 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 日田郡森林組合 大分県日田郡天瀬町五馬市30
0

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0476 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 ラップパインフィンランド株
式会社

東京都杉並区梅里1-22-25
第3日東ビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0475 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 夢木香株式会社 愛知県名古屋市天白区鴻の巣
1-1601

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0474 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 有限会社悠森 神奈川県横浜市港南区東永谷
3-52-25

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0473 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 有限会社ボブケィジョンオフ
ィス

東京都練馬区大泉学園町2-3-
13

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0472 平成16年02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

丸太組構法外壁 有限会社日向ブロック 長野県南佐久郡佐久町平林59 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0471 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 有限会社スオミインターナシ
ョナル

大阪府大阪市中央区安土町1-
4-2　内外ビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0470 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 フィンランディア・コミュニ
ケーションズ株式会社 東京都港区芝2-30-15 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0469 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 春野木材加工協業組合 静岡県周智郡春野町川上660-
1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0468 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 タコウコーポレーション有限
会社

愛知県岡崎市美合町字五本松
8

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0467 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 越井木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北
1-2-158

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0466 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 北秋田森林組合 秋田県北秋田郡鷹巣町脇神字
佐助岱27-2

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0465 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社マウンテンホームズ 兵庫県尼崎市西毘陽2-1-35 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0464 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社フェニックスホーム 埼玉県狭山市下奥富1382-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0463 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社トベックス 北海道小樽市銭函2-30-3 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0462 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社佐藤林業 熊本県熊本市平山町2986-7 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0461 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社川渕工務店 大阪府貝塚市名越771-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0460 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社オーロラハウスジャ
パン 兵庫県西宮市熊野町8-13-114 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0459 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社ラップランド 大阪府吹田市千里山高塚17-8
プリオール千里1F

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0458 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社マルアサ工房 長野県小県郡長門町長久保88
1-4

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0457 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社マイン・ハウゼ 千葉県千葉市中央区長洲2-8-
1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0456 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社ビックボックス 栃木県宇都宮市簗瀬町2357 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0455 平成16年02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

丸太組構法外壁 株式会社キートス 新潟県新潟市小針2-17-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0454 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社オザワモクザイ 岩手県江刺市八日町2-3-8 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0453 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 小国町森林組合 新潟県刈羽郡小国町大字法坂
793

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0452 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社新潟もくゆう 新潟県北蒲原郡加治川村住田
413

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0451 平成16年02月12日

りん酸・メラミン系薬剤処理杉板・硬質ウレタンフォーム板・構造用
合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0450 平成16年01月30日

丸太組構法外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1-4-5 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0449 平成16年01月30日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・フェノールフォーム保温板・ビー
ズ法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

エアサイクルホームシステム
株式会社 東京都品川区大井1-23-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0445 平成16年01月19日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

エアサイクルホームシステム
株式会社 東京都品川区大井1-23-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0444 平成16年01月19日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カ
ルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

エアサイクルホームシステム
株式会社 東京都品川区大井1-23-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0443 平成16年01月19日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5

月星ビル
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0442 平成16年01月19日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面フッ素系樹脂塗装溶融55％アル
ミニウム-亜鉛合金めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7-5-8 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0441 平成16年01月19日

ロックウール保温材充てん／塗装溶融アルミニウム-亜鉛系合金めっき鋼板・
硬質ウレタンフォーム・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

東邦シートフレーム株式会社 千葉県八千代市上高野1812 (一財)建材試験センター PC030BE-0448 平成16年01月09日

グラスウール充てん／繊維混入フライアッシュセメント板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0447 平成16年01月09日

グラスウール充てん／繊維混入フライアッシュセメント板・構造用合
板表張／合板裏張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0446 平成16年01月09日

グラスウール断熱材充てん／セメントモルタル塗・両面ポリ塩化ビニル被覆
ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・構造用合板表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁

Custom Building Products
Inc.

13001 Seal Beach Blvd Seal
Beach CA 90740 USA (一財)ベターリビング PC030BE-0440 平成15年12月26日

グラスウール断熱材充てん／セメントモルタル塗・両面ポリ塩化ビニル被覆
ガラス繊維ネット張セメントモルタル板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

Custom Building Products
Inc.

13001 Seal Beach Blvd Seal
Beach CA 90740 USA (一財)ベターリビング PC030BE-0439 平成15年12月26日

グラスウール保温板充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフ
ォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5

月星ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0438 平成15年12月26日
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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充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0437 平成15年12月26日

グラスウール充てん／ステンレス鋼板・硬質木片セメント板表張／せ
っこうボード裏張／鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0436 平成15年12月26日

グラスウール充てん／ステンレス鋼板・硬質木片セメント板表張／せ
っこうボード裏張／鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0435 平成15年12月26日

グラスウール充てん／磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／せっ
こうボード裏張／鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0434 平成15年12月26日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・インシュレーションファイ
バーボード表張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0433 平成15年12月03日

グラスウール充てん／アクリルウレタン系樹脂塗装火山性ガラス質複
層板表張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0432 平成15年12月03日

平成20年05月22日取消

硬質塩化ビニル樹脂板・軽量モルタル・小幅板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内2-5-2 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0431 平成15年12月03日

硬質塩化ビニル樹脂板・軽量モルタル・小幅板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 信越ポリマー株式会社 東京都中央区日本橋本町4-3-

5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0430 平成15年12月03日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／アクリルウレタン系樹脂塗装木
繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード・構造用合板裏
張／木製軸組造外壁

株式会社ウエハラ 京都府綾部市位田町岩井63番
地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0429 平成15年12月03日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0428 平成15年12月03日

化粧鋼板・せっこうボード重表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9603 平成15年11月20日

化粧鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9602 平成15年11月20日

繊維補強セメント板・押出法ポリスチレンフォーム保温板・アクリル
樹脂系塗装スラグセメントパーライト板表張／せっこうボード裏張／
薄板軽量形鋼造外壁

ニチハ株式会社  
(一財)建材試験センター PC030BE-0427 平成15年11月17日

新日本製鐵株式會社 東京都千代田区大手町2-6-3

グラスウール保温板充てん／塗装溶融アルミニウム－亜鉛系合金めっき鋼
板・硬質ウレタンフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東邦シートフレーム株式会社 千葉県八千代市上高野1812 (一財)建材試験センター PC030BE-0426 平成15年11月17日

軽量セメントモルタル塗・ミディアムデンシティファイバーボード・グラス
ウール保温板・積層ファイバーボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

野村ホーム株式会社 神奈川県横浜市神戸町134番
地　YBPウェストタワー3階 (一財)建材試験センター PC030BE-0425 平成15年11月17日

セルローズ粉砕粉混入発泡ポリオレフィンフォーム充てん／木繊維混入セ
メント・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都杉並区高井戸東2-4-5 (一財)建材試験センター PC030BE-0424 平成15年11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

グラスウール充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張
／鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0295 平成15年11月17日

グラスウール充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張
／鉄骨造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0294 平成15年11月17日

集成材造外壁 株式会社中島工務店 岐阜県恵那郡加子母村1005番
地

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0423 平成15年10月31日

グラスウール充てん又はポリスチレンフォーム外張／タイル・窯業系サ
イディング・構造用面材張／せっこうボード表張／薄板軽量形鋼造外壁

アメリカンシルバーウッド株
式会社   PC030BE-9601 平成15年10月22日

グラスウール充てん又はポリスチレンフォーム外張／タイル・窯業系サ
イディング・構造用面材張／せっこうボード表張／薄板軽量形鋼造外壁

アメリカンシルバーウッド株
式会社   PC030BE-9600 平成15年10月22日

集成材造外壁 有限会社菅野企画設計 愛知県葉栗郡木曽川町黒田字
住還南60-3

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0422 平成15年10月15日

アクリル樹脂系仕上材・アクリル系樹脂混入モルタル・ホウ酸混入ポリスチ
レン・フェノールフォーム・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁

株式会社高本コーポレーショ
ン

京都府相楽郡山城町上狛西林
14 (一財)建材試験センター PC030BE-0421 平成15年10月15日

アクリル樹脂系仕上材・アクリル系樹脂混入モルタル・ホウ酸混入ポリスチ
レン・フェノールフォーム・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

株式会社高本コーポレーショ
ン

京都府相楽郡山城町上狛西林
14 (一財)建材試験センター PC030BE-0420 平成15年10月15日

丸太組構法外壁 神栄マテリアル株式会社 兵庫県神戸市中央区京町77-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0419 平成15年10月15日

化粧窯業系サイディング・グラスウール断熱材表張／合板裏張／木製
軸組造外壁

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)ベターリビング PC030BE-0418 平成15年10月15日

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

株式会社マグ 東京都中央区日本橋4-8-14

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

ニットーボー東岩株式会社  

東洋ファイバーグラス株式会
社  

グラスウール断熱材充てん／陶磁器質タイル・両面ガラス繊維ネット
張セメントモルタル板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0417 平成15年10月15日

グラスウール断熱材充てん／陶磁器質タイル・両面ガラス繊維ネット
張セメントモルタル板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0416 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

ポリエステル系樹脂塗装溶融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板・せっこ
うボード・硬質ウレタンフォーム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0344 平成15年09月22日

硬質ウレタンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・構造用パネル表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0415 平成15年09月19日

硬質ウレタンフォーム・ロックウール充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融
亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム・構造用パネル表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0414 平成15年09月19日

硬質ウレタンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
構造用パネル表張／せっこうボード・構造用パネル裏張／木製枠組造外壁 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0413 平成15年09月19日

グラスウール充てん／フェノール樹脂含浸ラジアータパイン積層板・
けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 越井木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北

1-2-158 (一財)建材試験センター PC030BE-0412 平成15年09月19日

アクリルウレタン系樹脂塗装火山性ガラス質複層板・ポリスチレンフ
ォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0411 平成15年09月19日

グラスウール保温板充てん／複合金属サイディング表張／せっこうボ
ード裏張／木造軸組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)建材試験センター PC030BE-0410 平成15年09月19日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフ
ォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0409 平成15年09月19日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・フェノールフォーム保温板・ビー
ズ法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

エアサイクルホームシステム
株式会社 東京都品川区大井1-23-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0408 平成15年09月19日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カ
ルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

エアサイクルホームシステム
株式会社 東京都品川区大井1-23-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0407 平成15年09月19日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

エアサイクルホームシステム
株式会社 東京都品川区大井1-23-3 (一財)建材試験センター PC030BE-0406 平成15年09月19日

火山性ガラス質複層板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0405 平成15年09月19日

せっ器質タイル・硬質ウレタンフォーム保温板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 大東建託株式会社 東京都港区港南2-16-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0404 平成15年09月09日

グラスウール保温板充てん／せっ器質タイル表張／せっこうボード裏
張／鉄骨造外壁 大東建託株式会社 東京都港区港南2-16-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0403 平成15年09月09日

化粧窯業系サイディング・グラスウール断熱材表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

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)ベターリビング PC030BE-0402 平成15年09月03日東洋ファイバーグラス株式会
社  

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
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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

化粧窯業系サイディング・グラスウール断熱材表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

株式会社マグ 東京都中央区日本橋本町4-8-
14

(一財)ベターリビング PC030BE-0402 平成15年09月03日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

ニットーボー東岩株式会社  

グラスウール充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・構造用
合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0401 平成15年09月03日

羊毛繊維板充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁

株式会社アイティエヌジャパ
ン

奈良県大和郡山市小南町488-
151

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0400 平成15年09月03日自然の住まい株式会社 長野県諏訪郡原村18291

株式会社コスモプロジェクト 長野県諏訪郡富士見町立沢1-
554

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0399 平成15年09月03日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0398 平成15年09月03日

土塗／木製軸組造外壁 社団法人全国中小建築工事業
団体連合会

東京都中央区日本橋箱崎町12
番4号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0397 平成15年09月03日

アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・押出
法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 JFEスチール株式会社 東京都千代田区内幸町2-2-3 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0396 平成15年09月03日

アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・押出
法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 JFEスチール株式会社 東京都千代田区内幸町2-2-3 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0395 平成15年09月03日

アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・押出
法ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／薄板軽量鉄骨造
外壁

JFEスチール株式会社 東京都千代田区内幸町2-2-3 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0394 平成15年09月03日

軽量セメントモルタル・押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／せ
っこうボード裏張／薄板軽量鉄骨造外壁 JFEスチール株式会社 東京都千代田区内幸町2-2-3 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0393 平成15年09月03日

グラスウール充てん／ビニロン繊維ネット入アルミナシリケート板表
張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0291 平成15年09月03日

グラスウール充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／せ
っこうボード裏張／鉄骨造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0290 平成15年09月03日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日立化成工業株式会社 東京都港区芝浦4-9-25

芝浦スクエアビル (一財)建材試験センター PC030BE-0392 平成15年08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

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

三菱化学フォームプラスティ
ック株式会社 東京都千代田区有楽町1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0391 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4　堂島関電ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0390 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-2-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0389 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0388 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

日本フォームスチレン工業組
合

東京都千代田区神田多町2-9-
6　田中ビル別館 (一財)建材試験センター PC030BE-0387 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日立化成工業株式会社 東京都港区芝浦4-9-25

芝浦スクエアビル (一財)建材試験センター PC030BE-0386 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

三菱化学フォームプラスティ
ック株式会社 東京都千代田区有楽町1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0385 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4　堂島関電ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0384 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-2-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0383 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0382 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

日本フォームスチレン工業組
合

東京都千代田区神田多町2-9-
6　田中ビル別館 (一財)建材試験センター PC030BE-0381 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日立化成工業株式会社 東京都港区芝浦4-9-25

芝浦スクエアビル (一財)建材試験センター PC030BE-0380 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

三菱化学フォームプラスティ
ック株式会社 東京都千代田区有楽町1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0379 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4　堂島関電ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0378 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-2-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0377 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0376 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

日本フォームスチレン工業組
合

東京都千代田区神田多町2-9-
6　田中ビル別館 (一財)建材試験センター PC030BE-0375 平成15年08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

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日立化成工業株式会社 東京都港区芝浦4-9-25

芝浦スクエアビル (一財)建材試験センター PC030BE-0374 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

三菱化学フォームプラスティ
ック株式会社 東京都千代田区有楽町1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0373 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4　堂島関電ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0372 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-2-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0371 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0370 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

日本フォームスチレン工業組
合

東京都千代田区神田多町2-9-
6　田中ビル別館 (一財)建材試験センター PC030BE-0369 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日立化成工業株式会社 東京都港区芝浦4-9-25

芝浦スクエアビル (一財)建材試験センター PC030BE-0368 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

三菱化学フォームプラスティ
ック株式会社 東京都千代田区有楽町1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0367 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4　堂島関電ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0366 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-2-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0365 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0364 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日本フォームスチレン工業組
合

東京都千代田区神田多町2-9-
6　田中ビル別館 (一財)建材試験センター PC030BE-0363 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日立化成工業株式会社 東京都港区芝浦4-9-25

芝浦スクエアビル (一財)建材試験センター PC030BE-0362 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

三菱化学フォームプラスティ
ック株式会社 東京都千代田区有楽町1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0361 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4　堂島関電ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0360 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-2-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0359 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0358 平成15年08月20日

154/282 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

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日本フォームスチレン工業組
合

東京都千代田区神田多町2-9-
6　田中ビル別館 (一財)建材試験センター PC030BE-0357 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日立化成工業株式会社 東京都港区芝浦4-9-25

芝浦スクエアビル (一財)建材試験センター PC030BE-0356 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

三菱化学フォームプラスティ
ック株式会社 東京都千代田区有楽町1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0355 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4　堂島関電ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0354 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-2-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0353 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0352 平成15年08月20日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ビーズ法ポリスチレンフォ
ーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日本フォームスチレン工業組
合

東京都千代田区神田多町2-9-
6　田中ビル別館 (一財)建材試験センター PC030BE-0351 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日立化成工業株式会社 東京都港区芝浦4-9-25

芝浦スクエアビル (一財)建材試験センター PC030BE-0350 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

三菱化学フォームプラスティ
ック株式会社 東京都千代田区有楽町1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0349 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4　堂島関電ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0348 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-2-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0347 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0346 平成15年08月20日

ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日本フォームスチレン工業組
合

東京都千代田区神田多町2-9-
6　田中ビル別館 (一財)建材試験センター PC030BE-0345 平成15年08月20日

繊維混入スラグせっこうセメント板・構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9595 平成15年08月19日

繊維混入スラグせっこうセメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9594 平成15年08月19日

繊維混入スラグせっこうセメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9593 平成15年08月19日

繊維混入スラグせっこうセメント板・構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9592 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

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9590 平成15年08月19日

繊維混入スラグせっこうセメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9589 平成15年08月19日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9582 平成15年08月19日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9581 平成15年08月19日

繊維混入スラグせっこうセメント板・構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9591 平成15年08月18日

繊維混入スラグせっこうセメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9588 平成15年08月18日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9587 平成15年08月18日

グラスウール充てん／繊維混入セメントけい酸カルシウム板重表張／
合板裏張／木製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9586 平成15年08月18日

グラスウール充てん／繊維強化セメント板・せっこうボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9585 平成15年08月18日

グラスウール充てん／繊維混入パーライトセメント板表張／繊維強化
セメント板裏張／軽量鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9584 平成15年08月18日

ロックウール充てん／繊維混入パーライトセメント板表張／繊維強化
セメント板裏張／軽量鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9583 平成15年08月18日

繊維強化セメント板・木毛セメント板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9580 平成15年08月18日

ロックウール充てん／アクリル系樹脂塗装繊維混入セメント板表張／
パーティクルボード裏張／軽量鉄骨造外壁 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1-1-

4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0343 平成15年08月12日

ロックウール充てん／軽量気泡コンクリートパネル表張／パーティク
ルボード裏張／軽量鉄骨造外壁 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1-1-

4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0342 平成15年08月12日

イソシアヌレートフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板・構造用パネル表張／構造用パネル裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0341 平成15年08月12日

モルタル塗・炭酸カルシウム系発泡板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 フジ化成工業株式会社 鳥取県西伯郡岸本町大殿1241

-1
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0340 平成15年07月23日

グラスウール充てん／化粧硬質木片セメント板表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0339 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

グラスウール充てん／陶磁器質タイル・塗装硬質木片セメント板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0338 平成15年07月23日

アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
・フェノールフォーム保温板・構造用合板表張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5

住友芝大門ビル (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0337 平成15年07月16日

アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板
・フェノールフォーム保温板・構造用合板表張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0336 平成15年07月16日

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメントけい
酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5 (一財)建材試験センター PC030BE-0335 平成15年07月16日

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5 (一財)建材試験センター PC030BE-0334 平成15年07月16日

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材充てん／木繊維混入セメントけい
酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-

5 (一財)建材試験センター PC030BE-0333 平成15年07月16日

グラスウール充てん／セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 三菱レイヨン株式会社 東京都港区港南1-6-41

品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-0332 平成15年07月16日

セメントモルタル塗・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・押出法
ポリスチレンフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 三菱レイヨン株式会社 東京都港区港南1-6-41

品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-0331 平成15年07月16日

グラスウール充てん／アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメントけい
酸カルシウム板表張／酢ビ樹脂系塗装火山性ガラス質複層板裏張／木製軸組
造外壁

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)日本建築総合試験所 PC030BE-0330 平成15年07月16日

施ゆうフェノール樹脂含浸ガラス繊維マット裏張陶磁器質板・構造用
合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 黒崎播磨株式会社 福岡県北九州市八幡西区東浜

1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0329 平成15年07月07日

ウレタンウレア断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

ケイジー・シイピー本部株式
会社

東京都千代田区神田淡路町1-
4　キングランビル (一財)建材試験センター PC030BE-0328 平成15年07月07日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・押出法ポリスチレンフォーム保
温板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町1番地

の1 (一財)建材試験センター PC030BE-0327 平成15年07月07日

グラスウール充てん／硬質ウレタンフォーム裏張塗装溶融亜鉛めっき
鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東邦シートフレーム株式会社 千葉県八千代市上高野1812 (一財)建材試験センター PC030BE-0326 平成15年07月07日

れんが・押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／木製
軸組造外壁 株式会社アーキビジョン21 北海道千歳市泉沢1007番地16

8 (一財)建材試験センター PC030BE-0325 平成15年06月13日

グラスウール保温板充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフ
ォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5

月星ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0324 平成15年06月13日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24

天王州セントラルタワー (一財)建材試験センター PC030BE-0323 平成15年06月13日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社 茨城県猿島郡総和町下辺見13

36-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0322 平成15年06月13日

157/282 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

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0321 平成15年06月13日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0320 平成15年06月13日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル表
塗／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24

天王州セントラルタワー (一財)建材試験センター PC030BE-0319 平成15年06月13日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル表
塗／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0318 平成15年06月13日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／軽量セメントモルタル表
塗／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0317 平成15年06月13日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24

天王州セントラルタワー (一財)建材試験センター PC030BE-0316 平成15年06月13日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 積水化成品工業株式会社 茨城県猿島郡総和町下辺見13

36-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0315 平成15年06月13日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0314 平成15年06月13日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0313 平成15年06月13日

アクリル系樹脂塗装繊維混入軽量セメント押出成形板・フェノールフ
ォーム保温板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1-1-

4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0312 平成15年06月13日

グラスウール充てん／硬質ウレタンフォーム裏張塗装溶融亜鉛めっき
鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東邦シートフレーム株式会社 千葉県八千代市上高野1812 (一財)建材試験センター PC030BE-0311 平成15年05月28日

グラスウール充てん／硬質ウレタンフォーム裏張塗装溶融亜鉛めっき
鋼板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東邦シートフレーム株式会社 千葉県八千代市上高野1812 (一財)建材試験センター PC030BE-0310 平成15年05月28日

ポリエチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5

住友芝大門ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0309 平成15年05月28日

ポリエチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5

住友芝大門ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0308 平成15年05月28日

ウレタンウレア断熱材充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウ
ム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ケイジー・シイピー本部株式
会社

東京都千代田区神田淡路町1-
4　キングランビル (一財)建材試験センター PC030BE-0307 平成15年05月28日

高温高圧蒸気養生した溶接金網入軽量コンクリート板張／軽量鉄骨造
外壁 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中1-1-

88 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0306 平成15年05月28日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・押出法ポリスチレンフォー
ム保温板・構造用合板表張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0305 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

木材はめ込／木製軸組造外壁 株式会社シラサワ 新潟市村上市大字山辺里295 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0304 平成15年05月19日

アクリルシリコン系樹脂塗装／繊維混入セメントモルタル板・構造用
合板張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0303 平成15年05月19日

ポリスチレンフォーム充てん／軽量セメントモルタル塗・合板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社ノダ 東京都台東区浅草5-13-6 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0302 平成15年04月23日

集成材造外壁 有限会社グルーラムウォール 東京都中央区日本橋堀留町2-5
-7　クレストフォルム1005号

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0301 平成15年04月23日

集成材造外壁 佐藤建設工業株式会社 岩手県二戸市金田一字八ツ長
88-5

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0300 平成15年04月23日

集成材造外壁 株式会社結設計 東京都中央区日本橋堀留町2-5
-7　クレストフォルム1005号

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0299 平成15年04月23日

セルロースファイバー充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

有限会社アップルゲートジャ
パン 神奈川県茅ケ崎市菱沼2-8-34 (一財)建材試験センター PC030BE-0298 平成15年03月27日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・火山性ガラス質複層板表張／木製軸組造外壁 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22F (一財)建材試験センター PC030BE-0297 平成15年03月27日

ポリエステル繊維断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウ
ム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

エンデバーハウス株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-
9　南森町八千代ビル5階

(一財)建材試験センター PC030BE-0296 平成15年03月27日
カネボウ合繊株式会社 東京都港区海岸3-20-20

カネボウビル

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム板・構造用合板表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0293 平成15年03月27日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0292 平成15年03月27日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフ
ォーム表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0289 平成15年03月27日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフ
ォーム表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0288 平成15年03月27日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフ
ォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0287 平成15年03月27日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフ
ォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0286 平成15年03月27日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板表張／せっこうボード・構造用合板裏張／木製軸組造外壁

株式会社ニューホームシステ
ム 富山県高岡市早川550番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0285 平成15年03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

グラスウール保温板充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフ
ォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5

月星ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0284 平成15年03月27日

グラスウール充てん／硬質木片セメント板・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0283 平成15年03月27日

グラスウール充てん／杉板・硬質木片セメント板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0282 平成15年03月27日

木質接着複合パネル入／軽量セメントモルタル塗・フェノールフォー
ム保温板表張／木製軸組造外壁 エス・バイ・エル株式会社 大阪府大阪市北区曽根崎2-12

-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0281 平成15年03月27日

木質接着複合パネル入／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・フ
ェノールフォーム保温板表張／木製軸組造外壁 エス・バイ・エル株式会社 大阪府大阪市北区曽根崎2-12

-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0280 平成15年03月27日

木質接着複合パネル入／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・フ
ェノールフォーム保温板表張／木製軸組造外壁 エス・バイ・エル株式会社 大阪府大阪市北区曽根崎2-12

-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0279 平成15年03月27日

空胴レンガ・タイル張セメント・ポリマーセメント塗・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本煉瓦株式会社   PC030BE-9598 平成15年03月03日

空胴レンガ・タイル張セメント・メタルラス付モルタル塗・構造用合
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本煉瓦株式会社   PC030BE-9597 平成15年03月03日

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板・押出法ポリスチレンフォ
ーム保温板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

富士化学工業株式会社 北海道札幌市豊平区中の島2-
1-2-23

(一財)建材試験センター PC030BE-0278 平成15年02月28日株式会社住まいのクワザワ 北海道札幌市中央区北3条西2
丁目1番地

ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー11階

丸太組構法外壁 株式会社インデュアホーム 岩手県花巻市矢沢第10地割1
番地1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0275 平成15年02月28日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・けい酸カ
ルシウム板・火山性ガラス質複層板表張／木製軸組造外壁 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22F (一財)建材試験センター PC030BE-0274 平成15年02月28日

ALC薄形パネル・フェノールフォーム保温板表張／軽量鉄骨下地外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5
住友芝大門ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0273 平成15年02月28日

ALC薄形パネル・フェノールフォーム保温板表張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5
住友芝大門ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0272 平成15年02月28日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／アクリルウレタン系樹脂塗装／
火山性ガラス質複層板・ハードボード表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁

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)日本建築総合試験所 PC030BE-0271 平成15年02月07日

硬質ウレタンフォーム・ロックウール充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融
亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム・構造用パネル表張／せっこうボー
ド・構造用パネル裏張／木製枠組造外壁

トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0270 平成15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

硬質ウレタンフォーム・ロックウール充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融
亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム・構造用パネル表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁

トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0269 平成15年02月07日

グラスウール保温板充てん／有機ビーズ混入ポリエステル樹脂系塗装・塗装
溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

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 PC030BE-0268 平成15年02月07日

ポリスチレンフォーム充てん／窯業系サイディング・合板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本産業 栃木県下都賀郡国分寺柴262-

21
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0267 平成15年02月07日

アクリルシリコン系樹脂塗装／繊維混入セメントモルタル板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0266 平成15年02月07日

構造用集成材造外壁 藤寿産業株式会社 福島県郡山市田村町上行合字
西川原35 (一財)建材試験センター PC030BE-0209 平成15年02月07日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 有限会社西山鉄網製作所 東京都葛飾区堀切4-57-21 (一財)建材試験センター PC030BE-0208 平成15年02月07日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

秩父コンクリート工業株式会
社 東京都荒川区東日暮里1-5-7 (一財)建材試験センター PC030BE-0207 平成15年02月07日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24

天王洲セントラルタワー11F (一財)建材試験センター PC030BE-0206 平成15年02月07日

軽量セメントモルタル塗・押出法ポリスチレンフォーム保温板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 野村ホーム株式会社 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸

町134　YBPウエストタワー3F (一財)建材試験センター PC030BE-0205 平成15年02月07日

モルタル重塗／小幅板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 スチライト工業株式会社 滋賀県栗東市出庭584-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0204 平成15年02月07日

硬質ウレタンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0277 平成15年02月03日

硬質ウレタンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社 北海道札幌市東区北42条東15

丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0276 平成15年02月03日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)建材試験センター PC030BE-0265 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11 (一財)建材試験センター PC030BE-0264 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0263 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社イノアックコーポレ
ーション

愛知県名古屋市中村区名駅南
7-13-4 (一財)建材試験センター PC030BE-0262 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)建材試験センター PC030BE-0261 平成15年01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

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11 (一財)建材試験センター PC030BE-0260 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0259 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社イノアックコーポレ
ーション

愛知県名古屋市中村区名駅南
7-13-4 (一財)建材試験センター PC030BE-0258 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0257 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)建材試験センター PC030BE-0256 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11 (一財)建材試験センター PC030BE-0255 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0254 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2-4-31 (一財)建材試験センター PC030BE-0253 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ビーエスエフイノアックポリ
ウレタン株式会社  (一財)建材試験センター PC030BE-0252 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0251 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)建材試験センター PC030BE-0250 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0249 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2-4-31 (一財)建材試験センター PC030BE-0248 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0247 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)建材試験センター PC030BE-0246 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0245 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2-4-31 (一財)建材試験センター PC030BE-0244 平成15年01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

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0243 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)建材試験センター PC030BE-0242 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11 (一財)建材試験センター PC030BE-0241 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0240 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2-4-31 (一財)建材試験センター PC030BE-0239 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社イノアックコーポレ
ーション

愛知県名古屋市中村区名駅南
7-13-4 (一財)建材試験センター PC030BE-0238 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0237 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)建材試験センター PC030BE-0236 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11 (一財)建材試験センター PC030BE-0235 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0234 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2-4-31 (一財)建材試験センター PC030BE-0233 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

株式会社イノアックコーポレ
ーション

愛知県名古屋市中村区名駅南
7丁目13番4号 (一財)建材試験センター PC030BE-0232 平成15年01月15日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0231 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0230 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)建材試験センター PC030BE-0229 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11 (一財)建材試験センター PC030BE-0228 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0227 平成15年01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

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2-4-31 (一財)建材試験センター PC030BE-0226 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社  (一財)建材試験センター PC030BE-0225 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0224 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0223 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)建材試験センター PC030BE-0222 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11 (一財)建材試験センター PC030BE-0221 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0220 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2-4-31 (一財)建材試験センター PC030BE-0219 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社  (一財)建材試験センター PC030BE-0218 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 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 PC030BE-0217 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社ブリヂストン 東京都中央区京橋1-10-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0216 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)建材試験センター PC030BE-0215 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日清紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

31-11 (一財)建材試験センター PC030BE-0214 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0213 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

2-4-31 (一財)建材試験センター PC030BE-0212 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

ビーエーエスエフイノアック
ポリウレタン株式会社  (一財)建材試験センター PC030BE-0211 平成15年01月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カル
シウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0210 平成15年01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

水性アクリル系樹脂塗／ガラス繊維メッシュ・水性アクリル系樹脂モルタル
・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁

Dryvit　Systems Inc.
One Energy Way West
Warwick,Rhode Island 02893
USA

(一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0203 平成14年12月19日

セルローズファイバー充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
インシュレーションボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 吉水商事株式会社 福井県福井市中央3丁目2番15

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0202 平成14年12月19日

セルローズファイバー充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
インシュレーションボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0201 平成14年12月19日

セルローズファイバー充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
インシュレーションボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社デコス 山口県下関市熊野西町6番13

号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0200 平成14年12月19日

セルローズファイバー充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
インシュレーションボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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22F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0199 平成14年12月19日

セルローズファイバー充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
インシュレーションボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 王子製袋株式会社 東京都千代田区外神田3-6-4 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0198 平成14年12月19日

グラスウール保温板充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0197 平成14年12月19日

軽量セメントモルタル被覆・木質ボード表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 四国加工株式会社   PC030BE-9596 平成14年12月11日

グラスウール充てん／せっ器質タイル表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 大東建託株式会社 東京都港区芝公園2-4-1 (一財)ベターリビング PC030BE-0196 平成14年11月26日

グラスウール充てん／れんが表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁 大東建託株式会社 東京都港区芝公園2-4-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0195 平成14年11月26日

グラスウール充てん／熱硬化性ポリエステル系樹脂塗装溶融55%アルミニウム
-亜鉛合金めっき鋼板・ウレタンフォーム板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

新中鋼株式会社 千葉県船橋市西浦1-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0194 平成14年11月18日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／アクリルウレタン系樹脂塗
装／火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0193 平成14年11月18日

アクリルウレタン系樹脂塗装／火山性ガラス質複層板・フェノールフ
ォーム保温板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0192 平成14年11月18日

グラスウール充てん／複合金属サイディング表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 YKK　AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町1

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0191 平成14年11月18日

丸太組構法外壁 株式会社グローバル 東京都目黒区下目黒1-6-6 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0190 平成14年11月18日

セルローズ粉砕粉混入ポリオレフィンフォーム充てん／木繊維混入セメント
・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木質接着複合パネル造外
壁

ミサワホーム株式会社 東京都杉並区高井戸東2-4-5 (一財)建材試験センター PC030BE-0189 平成14年11月07日

セルローズ粉砕粉混入ポリオレフィンフォーム充てん／木繊維混入セメント
・けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木質接着複合パネル造外
壁

ミサワホーム株式会社 東京都杉並区高井戸東2-4-5 (一財)建材試験センター PC030BE-0188 平成14年11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

ポリスチレンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本産業 栃木県下都加賀国分寺町柴26

2-21 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0187 平成14年11月07日

ポリスチレンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本産業 栃木県下都加賀国分寺町柴26

2-21 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0186 平成14年11月07日

れんが・押出法ポリスチレンフォーム保温板・構造用合板表張／杉羽
目板裏張／木製軸組造外壁 株式会社アーキビジョン21 北海道千歳市泉沢1007番地16

8 (一財)建材試験センター PC030BE-0185 平成14年10月25日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム板・構造用合板表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

13番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0184 平成14年10月25日

軽量セメントモルタル塗・フェノールフォーム板・構造用合板表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

スミリンツーバイフォー株式
会社

東京都中央区新川1-5-18
泉新川ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0183 平成14年10月25日

仕上塗材塗ALCパネル張／木製軸組造外壁

旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5
住友芝大門ビル

(一財)ベターリビング PC030BE-0182 平成14年10月25日クリオン株式会社 東京都中央区日本橋3-5-15
同和ビル

住友金属鉱山シポレックス株
式会社

東京都港区新橋5-11-3
新橋住友ビル

仕上塗材塗ALCパネル張／木製軸組造外壁

旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5
住友芝大門ビル

(一財)ベターリビング PC030BE-0181 平成14年10月25日クリオン株式会社 東京都中央区日本橋3-5-15
同和ビル

住友金属鉱山シポレックス株
式会社

東京都港区新橋5-11-3
新橋住友ビル

グラスウール充てん／陶磁器質押出成形板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0180 平成14年10月25日

グラスウール充てん／陶磁器質押出成形板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0179 平成14年10月25日

グラスウール充てん／熱硬化性ポリエステル系樹脂塗装溶融55%アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板・ウレタンフォーム板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁

新中鋼株式会社 千葉県船橋市西浦1-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0178 平成14年10月09日

グラスウール充てん／繊維補強セメントけい酸カルシウム板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0177 平成14年10月09日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川区2-2-24

天王洲セントラルタワー11階 (一財)建材試験センター PC030BE-0176 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0175 平成14年09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

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0174 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0173 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川区2-2-24

天王洲セントラルタワー11階 (一財)建材試験センター PC030BE-0172 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0171 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0170 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0169 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川区2-2-24

天王洲セントラルタワー11階 (一財)建材試験センター PC030BE-0168 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0167 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0166 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0165 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川区2-2-24

天王洲セントラルタワー11階 (一財)建材試験センター PC030BE-0164 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0163 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0162 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0161 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川区2-2-24

天王洲セントラルタワー11階 (一財)建材試験センター PC030BE-0160 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0159 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0158 平成14年09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

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0157 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川区2-2-24

天王洲セントラルタワー11階 (一財)建材試験センター PC030BE-0156 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0155 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0154 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0153 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川区2-2-24

天王洲セントラルタワー11階 (一財)建材試験センター PC030BE-0152 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター PC030BE-0151 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0150 平成14年09月30日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0149 平成14年09月30日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボー
ド表張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0148 平成14年09月18日

ポリスチレンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム
板表張／普通合板裏張／木製軸組造外壁 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)日本建築総合試験所 PC030BE-0147 平成14年09月05日

軽量セメントモルタル・イソシアヌレートフォーム板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22番地 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0146 平成14年09月05日

グラスウール充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・きずり表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

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 PC030BE-0145 平成14年09月05日

チャネルオリジナル株式会社 神奈川県逗子市逗子1-11-18

グラスウール充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・きずり表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

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 PC030BE-0144 平成14年09月05日

チャネルオリジナル株式会社 神奈川県逗子市逗子1-11-18

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川区2-2-24

天王洲セントラルタワー11階 (一財)建材試験センター PC030BE-0143 平成14年08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

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社 東京都新宿区西新宿2-7-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0142 平成14年08月23日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 鐘淵化学工業株式会社 東京都港区赤坂1-12-32

アーク森ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0141 平成14年08月23日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／木繊維混入セメント・け
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0140 平成14年08月23日

軽量セメントモルタル・火山性ガラス質複層板表張／グラスウール裏
張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町1番地

の1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0139 平成14年08月23日

硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル系樹脂塗装／木繊維混入セメン
トけい酸カルシウム板・繊維混入セメント板表張／せっこうボード・溶融亜
鉛めっき鋼板裏張／軽量鉄骨造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0138 平成14年08月23日

グラスウール充てん／ビニロン繊維ネット入アルミナシリケート板表
張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0137 平成14年08月22日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／せっ器質タイル表張／せっこう
ボード裏張／薄板軽量形鋼造外壁 株式会社原田工務店 埼玉県所沢市小手指町3-23-8 (一財)建材試験センター PC030BE-0136 平成14年08月22日

グラスウール充てん／変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっ
き鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁

株式会社チューオー  (一財)建材試験センター PC030BE-0135 平成14年08月09日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／磁器質施ゆうタイル張・両面ガ
ラス繊維混入火山礫サンドアッシュフェノール樹脂板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁

株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0134 平成14年08月09日

フェノールフォーム板充てん／セメントモルタル塗り・両面ガラス繊維混入
火山礫サンドアッシュフェノール樹脂板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁

株式会社JSP 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)建材試験センター PC030BE-0133 平成14年08月09日

フェノールフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5

住友芝大門ビル (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0132 平成14年08月09日

フェノールフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1-2-

1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0131 平成14年08月09日

フェノールフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5

住友芝大門ビル (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0130 平成14年08月09日

フェノールフォーム保温板充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1-2-

1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0129 平成14年08月09日

ポリスチレンフォーム充てん／繊維混入セメント板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 株式会社ノダ 東京都台東区浅草5-13-6 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0128 平成14年08月09日

ポリスチレンフォーム充てん／繊維混入セメント板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 株式会社ノダ 東京都台東区浅草5-13-6 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0127 平成14年08月09日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・フェノールフォーム保温板
・火山性ガラス質複層板表張／木製軸組造外壁 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22F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0126 平成14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

ポリスチレンフォーム充てん／繊維混入セメント板・合板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社日本産業 栃木県下都賀郡国分寺町柴26

2-21
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0125 平成14年07月22日

グラスウール充てん／硬質木片セメント板表張／火山性ガラス質複層
板裏張／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0124 平成14年07月22日

グラスウール充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 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)建材試験センター PC030BE-0123 平成14年07月22日

丸太組構法外壁 株式会社ホンカ・ジャパン 山梨県南都郡山中湖村山中35
0-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0122 平成14年07月22日

丸太組構法外壁 株式会社ホンカ・ジャパン 山梨県南都郡山中湖村山中35
0-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0121 平成14年07月22日

ロックウール充てん／フェノール樹脂含浸ラジアータパイン積層板・
けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 越井木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林北

1-2-158 (一財)建材試験センター PC030BE-0120 平成14年07月05日

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・硬質ウレタンフォーム保温
板・火山性ガラス質複層板表張／木製軸組造外壁 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22F (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0119 平成14年06月20日

グラスウール充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合
金めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム・はり合わせアルミニウムはく蒸着ク
ラフト紙板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0118 平成14年06月20日

グラスウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォーム表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0117 平成14年06月20日

グラスウール充てん／両面アクリル系樹脂塗装／木繊維混入セメントけい酸
カルシウム板・ウレタンフォーム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造
外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0116 平成14年06月05日

グラスウール充てん／両面アクリル系樹脂塗装／木繊維混入セメント
けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0115 平成14年06月05日

集成材造外壁 株式会社結設計 東京都中央区日本橋堀留町2-5-7
クレストフォルム日本橋1005号

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0114 平成14年06月05日

グラスウール充てん／れんが表張／せっこうボード裏張／木製枠組造
外壁 ハウジング山地株式会社 北海道札幌市西区二十四軒2

条7丁目1－19 (一財)建材試験センター PC030BE-0112 平成14年06月05日

両面ボード用原紙張繊維混入せっこう板張／木製枠組造外壁 吉野石膏株式会社   PC030BE-9549 平成14年05月31日

両面ボード用原紙張繊維混入せっこう板張／木製軸組造外壁 吉野石膏株式会社   PC030BE-9548 平成14年05月31日

化粧鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧鋼板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030BE-9546 平成14年05月31日

化粧鋼板・せっこうボード重表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 稲垣商事株式会社   PC030BE-9545 平成14年05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

化粧鋼板・せっこうボード重表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9544 平成14年05月31日

化粧鋼板・せっこうボード重表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 東邦シートフレーム株式会社   PC030BE-9543 平成14年05月31日

化粧鋼板・せっこうボード重表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9542 平成14年05月31日

化粧鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 稲垣商事株式会社   PC030BE-9541 平成14年05月31日

化粧鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9540 平成14年05月31日

化粧鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 東邦シートフレーム株式会社   PC030BE-9539 平成14年05月31日

化粧鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9538 平成14年05月31日

メタルラス入ALC薄形パネル張／木造下地防火構造外壁 旭化成建材株式会社   PC030BE-9537 平成14年05月31日

塗装金属板・フェノールフォーム・塗装金属板表張／せっこうボード
裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9535 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9534 平成14年05月31日

せっ器質無ゆうれんが調タイル・繊維混入セメント押出成形板表張／
せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9533 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9532 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9531 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・着色亜鉛めっき鋼板表張
／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9530 平成14年05月31日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装金属板表張／せっこうボ
ード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9529 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9528 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9527 平成14年05月31日

171/282 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

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9526 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日成ビルド工業株式会社   PC030BE-9525 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9524 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9523 平成14年05月31日

施釉焼成板・フェノール樹脂含浸マット表張／せっこうボード裏張／
軽量鉄骨下地外壁 黒崎播磨株式会社   PC030BE-9522 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9521 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 トステム株式会社   PC030BE-9520 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9519 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9518 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 東陶機器株式会社   PC030BE-9517 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9516 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっ
き鋼板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁

YKKアーキテクチュラルプロ
ダクツ株式会社   PC030BE-9515 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ダイト工業株式会社   PC030BE-9514 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっ
き鋼板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 積水化成品工業株式会社   PC030BE-9513 平成14年05月31日

せっ器質タイル・セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 東陶機器株式会社   PC030BE-9512 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9511 平成14年05月31日

化粧金属板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧金属板表張／せっ
こうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9510 平成14年05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

化粧金属板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧金属板表張／せっ
こうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9509 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9508 平成14年05月31日

せっ器質タイル・セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 東陶機器株式会社   PC030BE-9507 平成14年05月31日

繊維強化セメント板・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボ
ード裏張／軽量鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9506 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9505 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9504 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9503 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9502 平成14年05月31日

塗装金属板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張／軽量鉄
骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9501 平成14年05月31日

金属板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外
壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9500 平成14年05月31日

アルミニウム合金板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁

YKKアーキテクチュラルプロ
ダクツ株式会社   PC030BE-9499 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁 株式会社ノダ   PC030BE-9498 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁 株式会社ノダ   PC030BE-9497 平成14年05月31日

セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9496 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9495 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9494 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁 株式会社ノダ   PC030BE-9493 平成14年05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

セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9492 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9491 平成14年05月31日

セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9490 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄
骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9489 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9488 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9487 平成14年05月31日

カラーアルミ・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 元旦ビューティ工業株式会社   PC030BE-9486 平成14年05月31日

アルミニウム合金板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9485 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9484 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9483 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9482 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9481 平成14年05月31日

両面軽量セメント塗ポリスチレンフォーム板・構造用合板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社共和建材工業   PC030BE-9480 平成14年05月31日

両面軽量セメント塗ポリスチレンフォーム板・木ずり表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社共和建材工業   PC030BE-9479 平成14年05月31日

けい砂パーライトセメント押出成形板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 トステム株式会社   PC030BE-9478 平成14年05月31日

けい砂パーライトセメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 トステム株式会社   PC030BE-9477 平成14年05月31日

化粧繊維混入けい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9476 平成14年05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

れんが・れんが取付金物・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁 冨士マルス株式会社   PC030BE-9475 平成14年05月31日

れんが・れんが取付金物表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 冨士マルス株式会社   PC030BE-9474 平成14年05月31日

せっ器質無ゆうれんが調タイル・繊維混入セメント押出成形板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9473 平成14年05月31日

施釉焼成板・フェノール樹脂含浸マット表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 黒崎播磨株式会社   PC030BE-9472 平成14年05月31日

モルタル被覆・ポリスチレンフォーム・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 有限会社ドナホーム   PC030BE-9471 平成14年05月31日

リン脱酸銅板・せっこうボード・杉板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 株式会社一条工務店   PC030BE-9470 平成14年05月31日

せっ器質無ゆうれんが調タイル・繊維混入セメント押出成形板・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9469 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9468 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9467 平成14年05月31日

れんが・アルミニウムパネル・構造用合板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 株式会社グランビル   PC030BE-9466 平成14年05月31日

れんが・アルミニウムパネル・小幅板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 株式会社グランビル   PC030BE-9465 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9464 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9463 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9462 平成14年05月31日

れんが・アルミニウムパネル・スラグ石膏板・構造用合板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社グランビル   PC030BE-9461 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板・構造用合板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9460 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板・構造用合板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9459 平成14年05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

施釉焼成板・フェノール樹脂含浸マット表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 黒崎播磨株式会社   PC030BE-9458 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板・構造用合板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁 東陶機器株式会社   PC030BE-9457 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 東陶機器株式会社   PC030BE-9456 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁 北海鋼機株式会社   PC030BE-9455 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 北海鋼機株式会社   PC030BE-9454 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9453 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9452 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9451 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9450 平成14年05月31日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁

YKKアーキテクチュラルプロ
ダクツ株式会社   PC030BE-9449 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁 トステム株式会社   PC030BE-9448 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 トステム株式会社   PC030BE-9447 平成14年05月31日

せっ器質タイル・セメント押出成形板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 東陶機器株式会社   PC030BE-9446 平成14年05月31日

せっ器質タイル・セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 東陶機器株式会社   PC030BE-9445 平成14年05月31日

ワラストナイト混入セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 中越テック株式会社   PC030BE-9444 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9443 平成14年05月31日

せっ器質タイル・けい砂セメント押出成形板・構造用合板表張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 東陶機器株式会社   PC030BE-9442 平成14年05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

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9441 平成14年05月31日

せっ器質タイル・セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 東陶機器株式会社   PC030BE-9440 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・パルプ混入軽量セメント押出成形板表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社クボタ   PC030BE-9439 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・パルプ混入軽量セメント押出成形板・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社クボタ   PC030BE-9438 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・軽量セメントモルタル塗・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造・木製枠組造外壁 株式会社パル   PC030BE-9437 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・軽量セメントモルタル塗・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造・木製枠組造外壁 株式会社パル   PC030BE-9436 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9435 平成14年05月31日

金属板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9434 平成14年05月31日

タイル・セメント押出成型板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9433 平成14年05月31日

セメント押出成型板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9432 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント押出成形板・構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁 株式会社ノダ   PC030BE-9431 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント押出成形板・構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁 株式会社ノダ   PC030BE-9430 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 株式会社ノダ   PC030BE-9429 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 株式会社ノダ   PC030BE-9428 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9427 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9426 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント押出成形板・構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁 株式会社ノダ   PC030BE-9425 平成14年05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

繊維混入スラグセメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 株式会社ノダ   PC030BE-9424 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9423 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9422 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9421 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9420 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9419 平成14年05月31日

ガラス繊維混入水酸化アルミニウム板・せっこうボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 タキロン株式会社   PC030BE-9418 平成14年05月31日

着色セメントモルタル・メタルラス付軽量セメントモルタル被覆・構
造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造・木製枠組造外壁 富士川建材工業株式会社   PC030BE-9417 平成14年05月31日

セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9416 平成14年05月31日

セメント押出成形板表板張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9415 平成14年05月31日

メタルラス付黒よう石パーライト混入軽量セメントモルタル被覆・構
造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9414 平成14年05月31日

アルミニウム合金板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

YKKアーキテクチュラルプロ
ダクツ株式会社   PC030BE-9413 平成14年05月31日

メタルラス付軽量セメントモルタル被覆・構造用合板表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社豊運   PC030BE-9412 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9411 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成型板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9410 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成型板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9409 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成型板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9408 平成14年05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

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9407 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9406 平成14年05月31日

メタルラス付黒よう石・パーライト混入軽量セメントモルタル被覆・
小幅板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9405 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁 中越テック株式会社   PC030BE-9404 平成14年05月31日

カラーアルミ・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 元旦ビューティ工業株式会社   PC030BE-9403 平成14年05月31日

カラーアルミ・せっこうボード重・構造用合板表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁 元旦ビューティ工業株式会社   PC030BE-9402 平成14年05月31日

カラーアルミ・せっこうボード重表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 元旦ビューティ工業株式会社   PC030BE-9401 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・パーライト混入ロックウール板・せっこうボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 稲垣商事株式会社   PC030BE-9400 平成14年05月31日

メタルラス付ガラスメッシュ入パーライト混入発泡セメントモルタル
被覆・合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 菊水化学工業株式会社   PC030BE-9399 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9398 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9397 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9396 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9395 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9394 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9393 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール保温板・せっこうボード表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030BE-9392 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せ
っこうボード裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9391 平成14年05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

繊維混入せっこう板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9390 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9389 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9388 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9387 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9386 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9385 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9384 平成14年05月31日

繊維混入空胴セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 昭和電工建材株式会社   PC030BE-9383 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030BE-9382 平成14年05月31日

火山礫混入セメント成型板・合板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 株式会社カルストーン   PC030BE-9381 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 ニチアス株式会社   PC030BE-9380 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9379 平成14年05月31日

繊維混入フライアッシュセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9378 平成14年05月31日

化粧スラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社朝日セラテック   PC030BE-9377 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9376 平成14年05月31日

繊維混入フライアッシュセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9375 平成14年05月31日

繊維混入フライアッシュセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9374 平成14年05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

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9373 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9372 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9371 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9370 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9369 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9368 平成14年05月31日

化粧鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧鋼板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030BE-9367 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9366 平成14年05月31日

けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9365 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9364 平成14年05月31日

化粧鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧鋼板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030BE-9363 平成14年05月31日

化粧鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧鋼板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030BE-9362 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード
裏張／軽量鉄骨下地外壁 ニッタイ工業株式会社   PC030BE-9361 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入フライアッシュセメント押出板表張／せっ
こうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9360 平成14年05月31日

化粧鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧鋼板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030BE-9359 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9358 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9357 平成14年05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

繊維混入パーライトスラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9356 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 株式会社朝日セラテック   PC030BE-9355 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せ
っこうボード裏張／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9354 平成14年05月31日

グラスウール充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9353 平成14年05月31日

繊維混入フライアッシュセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9351 平成14年05月31日

繊維混入フライアッシュセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9350 平成14年05月31日

塗装金属板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張／軽量鉄
骨下地外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9349 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9348 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9347 平成14年05月31日

けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9346 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 株式会社ノザワ   PC030BE-9345 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこ
うボード裏張／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9344 平成14年05月31日

繊維混入スラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 株式会社朝日セラテック   PC030BE-9342 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入軽量セメント押出成形板表張／せっこ
うボード裏張／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9341 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9340 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9339 平成14年05月31日

耐アルカリガラス繊維混入セメント板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 株式会社トーヨーアサノ   PC030BE-9338 平成14年05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

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9337 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9336 平成14年05月31日

ガラス繊維混入セメント板・せっこうボード表張／せっこうボード裏
張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社トーヨーアサノ   PC030BE-9335 平成14年05月31日

ガラス繊維混入セメント板重表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 株式会社トーヨーアサノ   PC030BE-9334 平成14年05月31日

せっ器質タイル・繊維混入スラグせっこう板表張／せっこうボード裏
張／軽量鉄骨下地外壁 北海道農材工業株式会社   PC030BE-9333 平成14年05月31日

リシン系塗装・着色亜鉛めっき鋼板・パーライト混入ウレタンフォー
ム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9332 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030BE-9331 平成14年05月31日

繊維混入けい砂セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 倉敷紡績株式会社   PC030BE-9330 平成14年05月31日

ほうろう鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 タカラスタンダード株式会社   PC030BE-9329 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 株式会社建材技術研究所   PC030BE-9328 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 株式会社建材技術研究所   PC030BE-9327 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・構造用合板表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9326 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9325 平成14年05月31日

セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 株式会社建材技術研究所   PC030BE-9324 平成14年05月31日

セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 株式会社建材技術研究所   PC030BE-9323 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・構造用合板表張／せっこう
ボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9322 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9321 平成14年05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

塗装金属板・フェノールフォーム・構造用合板表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9320 平成14年05月31日

れんが・アルミニウムパネル・繊維混入けい酸カルシウム板・構造用
合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 セルコホーム株式会社   PC030BE-9317 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9316 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板・構造用合板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9315 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9314 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9313 平成14年05月31日

繊維混入フライアッシュセメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9312 平成14年05月31日

繊維混入フライアッシュセメント板・構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9311 平成14年05月31日

繊維混入フライアッシュセメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9310 平成14年05月31日

繊維混入フライアッシュセメント板・構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9309 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板・構造用合板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9308 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9307 平成14年05月31日

スライスレンガ・モルタル塗・ポリウレタンフォーム・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木造下地外壁 岡本設計工房株式会社   PC030BE-9306 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／
木製枠組造外壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9305 平成14年05月31日

ガラス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板・せっこうボード表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ユアサ建材工業株式会社   PC030BE-9304 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入けい酸カルシウム板・構造用合板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9303 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9302 平成14年05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

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9301 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9300 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9299 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・セメント押出成形板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9298 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9297 平成14年05月31日

けい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9296 平成14年05月31日

けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9295 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9294 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9293 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 ニッタイ工業株式会社   PC030BE-9292 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入けい酸カルシウム板・構造用合板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9291 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9290 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 宇部興産株式会社   PC030BE-9289 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 宇部興産株式会社   PC030BE-9288 平成14年05月31日

繊維混入パーライトスラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9287 平成14年05月31日

けい酸カルシウム板・せっこうボード・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9286 平成14年05月31日

けい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9285 平成14年05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

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板・せっこうボード・構造用合板
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9284 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板・せっこうボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9283 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9282 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入けい酸カルシウム板・構造用合板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9281 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入けい酸カルシウム板・構造用合板表張／せ
っこうボード裏張／木製枠組造外壁 ニッタイ工業株式会社   PC030BE-9280 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 ニッタイ工業株式会社   PC030BE-9279 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・繊維混入フライアッシュセメント押出板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9278 平成14年05月31日

リシン吹付塗装・金属板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9277 平成14年05月31日

繊維混入けい砂セメント押出成形板・構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁 倉敷紡績株式会社   PC030BE-9276 平成14年05月31日

繊維混入けい砂セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 倉敷紡績株式会社   PC030BE-9275 平成14年05月31日

繊維混入けい砂セメントパーライト押出成形板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 倉敷紡績株式会社   PC030BE-9272 平成14年05月31日

繊維混入パーライトスラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 住友林業クレスト株式会社   PC030BE-9271 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9270 平成14年05月31日

繊維混入パーライトせっこうスラグ押出成形板表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 フクビ化学工業株式会社   PC030BE-9267 平成14年05月31日

繊維混入フライアッシュセメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9266 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 株式会社ノザワ   PC030BE-9264 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板・構造用合板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9263 平成14年05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

繊維混入フライアッシュセメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9262 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9261 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9260 平成14年05月31日

グラスウール充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張
／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9259 平成14年05月31日

パーライト混入軽量セメントモルタル被覆・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造・木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社   PC030BE-9258 平成14年05月31日

塗装金属板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9257 平成14年05月31日

けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9256 平成14年05月31日

けい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9255 平成14年05月31日

けい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠
組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9254 平成14年05月31日

けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9253 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 株式会社ノザワ   PC030BE-9252 平成14年05月31日

繊維混入スラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁 株式会社朝日セラテック   PC030BE-9249 平成14年05月31日

繊維混入スラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁 株式会社朝日セラテック   PC030BE-9248 平成14年05月31日

リシン吹付塗装・着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9247 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9246 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9245 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9244 平成14年05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

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9243 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9242 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9241 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9240 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9239 平成14年05月31日

モルタル上塗・発泡スチレン粒混入モルタル中塗・発泡スチレン粒混入
モルタル下塗被覆・木ずり表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社   PC030BE-9238 平成14年05月31日

メタルラス入ALCパネル表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社   PC030BE-9237 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9236 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9234 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 株式会社ノザワ   PC030BE-9233 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入パーライトセメント板表張／せっこう
ボード裏張／プレハブ工法外壁 株式会社ノザワ   PC030BE-9232 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9231 平成14年05月31日

メタルラス付パーライト混入モルタル被覆・合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 スチライト工業株式会社   PC030BE-9230 平成14年05月31日

リシン吹付塗装・着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9229 平成14年05月31日

繊維混入スラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁 株式会社朝日セラテック   PC030BE-9228 平成14年05月31日

アクリルネット付ALCパネル表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 旭化成建材株式会社   PC030BE-9227 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール保温板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9226 平成14年05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

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 神島化学工業株式会社   PC030BE-9225 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・アルミニウムパネル・パルプセメント板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 北海道農材工業株式会社   PC030BE-9224 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

日本インシュレーション株式
会社   PC030BE-9223 平成14年05月31日

アルミニウム合金板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 新日軽株式会社   PC030BE-9222 平成14年05月31日

モルタル被覆・合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社ノダ   PC030BE-9221 平成14年05月31日

リシン系塗装・着色亜鉛めっき鋼板・パーライト混入ウレタンフォー
ム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9220 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・パーライト混入ウレタンフォーム・アルミニウ
ムはく表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9219 平成14年05月31日

メタルラス入ALCパネル表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社   PC030BE-9218 平成14年05月31日

スレート・繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9217 平成14年05月31日

スレート・繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 ウベボード株式会社   PC030BE-9216 平成14年05月31日

メタルラス付モルタル被覆・冷間圧延鋼板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 株式会社山中製作所   PC030BE-9215 平成14年05月31日

メタルラス付モルタル被覆・亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 株式会社山中製作所   PC030BE-9214 平成14年05月31日

メタルラス付モルタル被覆・亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 株式会社山中製作所   PC030BE-9213 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9212 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9211 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9210 平成14年05月31日

モルタル被覆・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板表張／せ
っこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 三菱レイヨン株式会社   PC030BE-9209 平成14年05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

繊維混入せっこうセメントパーライト板表張／せっこうボード裏張／
軽量鉄骨下地外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9208 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9207 平成14年05月31日

亜鉛めっき鋼板・スレート・フェノールフォーム・スレート表張／せ
っこうボード裏張／プレハブ工法外壁 積水ハウス株式会社   PC030BE-9206 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入スラグセメント板表張／せっこうボー
ド裏張／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9203 平成14年05月31日

溝加工繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏
張／軽量鉄骨下地外壁 ニチアス株式会社   PC030BE-9161 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・溶融亜鉛めっき鋼板表張／せ
っこうボード裏張／プレハブ工法外壁 積水ハウス株式会社   PC030BE-9159 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・パルプ混入軽量セメント押出成形板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社INAX   PC030BE-9155 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 株式会社INAX   PC030BE-9154 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・溶融亜鉛めっき鋼板・グラス
ウール保温板表張／せっこうボード裏張／プレハブ工法外壁 積水ハウス株式会社   PC030BE-9153 平成14年05月31日

陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 株式会社INAX   PC030BE-9152 平成14年05月31日

繊維混入スラグせっこう系セメントパーライト板表張／せっこうボー
ド裏張／軽量鉄骨下地外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9151 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 ニチアス株式会社   PC030BE-9146 平成14年05月31日

火山性ガラス質複層板張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社   PC030BE-9126 平成14年05月31日

火山性ガラス質複層板張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社   PC030BE-9125 平成14年05月31日

フェノールフォーム裏張着色亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード裏張
／木造下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9096 平成14年05月31日

せっ器質タイル・セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 永井工業株式会社   PC030BE-9078 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 住友大阪セメント株式会社   PC030BE-9077 平成14年05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

両面着色亜鉛めっき鋼板張ウレタンフォーム板表張／せっこうボード
裏張／軽量鉄骨下地外壁 日本軽金属株式会社   PC030BE-9076 平成14年05月31日

両面着色亜鉛めっき鋼板張ウレタンフォーム板表張／せっこうボード
裏張／軽量鉄骨下地外壁 日本軽金属株式会社   PC030BE-9075 平成14年05月31日

両面着色亜鉛めっき鋼板張ポリイソシアヌレートフォーム板表張／せ
っこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日本軽金属株式会社   PC030BE-9074 平成14年05月31日

両面着色亜鉛めっき鋼板張ポリイソシアヌレートフォーム板表張／せ
っこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日本軽金属株式会社   PC030BE-9073 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 住友大阪セメント株式会社   PC030BE-9072 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 住友大阪セメント株式会社   PC030BE-9071 平成14年05月31日

せっ器質リブ付レンガ・繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／
せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 新日軽株式会社   PC030BE-9070 平成14年05月31日

フライアッシュ・パーライト混入石綿セメント押出成形板表張／せっ
こうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 永井工業株式会社   PC030BE-9069 平成14年05月31日

フライアッシュ・パーライト混入石綿セメント押出成形板表張／せっ
こうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 永井工業株式会社   PC030BE-9068 平成14年05月31日

スラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日本防火ライト工業株式会社   PC030BE-9067 平成14年05月31日

フライアッシュ・パーライト混入石綿セメント押出成形板表張／せっ
こうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 永井工業株式会社   PC030BE-9066 平成14年05月31日

フライアッシュ・パーライト混入石綿セメント押出成形板表張／せっ
こうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 永井工業株式会社   PC030BE-9065 平成14年05月31日

アルミニウム合金板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 新日軽株式会社   PC030BE-9064 平成14年05月31日

硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／プレハブ工法外壁 積水化学工業株式会社   PC030BE-9063 平成14年05月31日

アルミニウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／プレハ
ブ工法外壁 積水化学工業株式会社   PC030BE-9062 平成14年05月31日

アルミニウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／プレハ
ブ工法外壁 積水化学工業株式会社   PC030BE-9061 平成14年05月31日

両面化粧鋼板張ポリイソシアヌレートフォーム板表張／せっこうボー
ド裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030BE-9060 平成14年05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

陶磁器質押出成形板・着色亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9059 平成14年05月31日

陶磁器質押出成形板・着色亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9058 平成14年05月31日

繊維混入セメントモルタル塗・小幅板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造・木製枠組造外壁 青野産業株式会社   PC030BE-9057 平成14年05月31日

イソシアヌレートフォーム裏張着色亜鉛めっき鋼板・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9056 平成14年05月31日

イソシアヌレートフォーム裏張着色亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9055 平成14年05月31日

せっ器質タイル・セメント押出成形板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 永井工業株式会社   PC030BE-9054 平成14年05月31日

せっ器質タイル・セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組外壁 永井工業株式会社   PC030BE-9053 平成14年05月31日

繊維混入押出成形セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 住友大阪セメント株式会社   PC030BE-9052 平成14年05月31日

繊維混入押出成形セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 住友大阪セメント株式会社   PC030BE-9051 平成14年05月31日

繊維混入押出成形セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 日本防火ライト工業株式会社   PC030BE-9050 平成14年05月31日

せっ器質リブ付レンガ・繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／
せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 新日軽株式会社   PC030BE-9049 平成14年05月31日

せっ器質リブ付レンガ・繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 新日軽株式会社   PC030BE-9048 平成14年05月31日

軽量セメントモルタル塗・小幅板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 二瀬窯業株式会社   PC030BE-9047 平成14年05月31日

軽量セメントモルタル塗・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 二瀬窯業株式会社   PC030BE-9046 平成14年05月31日

フライアッシュ・パーライト混入石綿セメント押出成形板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 永井工業株式会社   PC030BE-9045 平成14年05月31日

硬質木片セメント板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／プレハ
ブ工法外壁 積水化学工業株式会社   PC030BE-9044 平成14年05月31日

スラグせっこう板・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁 日本防火ライト工業株式会社   PC030BE-9043 平成14年05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

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 株式会社ノザワ   PC030BE-9042 平成14年05月31日

スラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日本防火ライト工業株式会社   PC030BE-9041 平成14年05月31日

アルミニウム合金板・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁 ニチハ株式会社   PC030BE-9040 平成14年05月31日

両面ガラス繊維混入火山礫サンドアッシュフェノール樹脂板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 岩倉化学工業株式会社   PC030BE-9039 平成14年05月31日

フライアッシュ・パーライト混入石綿セメント押出成形板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 永井工業株式会社   PC030BE-9038 平成14年05月31日

フライアッシュ・パーライト混入石綿セメント押出成形板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 永井工業株式会社   PC030BE-9037 平成14年05月31日

パーライト混入ユリヤ樹脂フォーム裏張着色亜鉛めっき鋼板・せっこ
うボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 東邦シートフレーム株式会社   PC030BE-9036 平成14年05月31日

アルミニウム合金板・せっこうボード・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 新日軽株式会社   PC030BE-9035 平成14年05月31日

硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 積水化学工業株式会社   PC030BE-9034 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 東邦シートフレーム株式会社   PC030BE-9033 平成14年05月31日

亜鉛めっき鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 吉野石膏株式会社   PC030BE-9032 平成14年05月31日

プラスター塗ラスボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 吉野石膏株式会社   PC030BE-9031 平成14年05月31日

繊維強化セメント板・木毛セメント板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 全国木質セメント板工業組合   PC030BE-9026 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9024 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入セメント押出成形板表張／パーティク
ルボード裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9023 平成14年05月31日

グラスウール充てん／パルプ混入セメントけい酸カルシウム板表張／
せっこうボード裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9022 平成14年05月31日

グラスウール充てん／パルプ混入セメントけい酸カルシウム板表張／
パーティクルボード裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9021 平成14年05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

グラスウール充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／
パーティクルボード裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9020 平成14年05月31日

グラスウール充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／
せっこうボード裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9019 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せ
っこうボード裏張／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9018 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入パーライトセメント板表張／せっこう
ボード裏張／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9017 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入せっこうセメントパーライト板表張／
せっこうボード裏張／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9016 平成14年05月31日

グラスウール充てん／繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せ
っこうボード裏張／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9015 平成14年05月31日

グラスウール充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張
／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9014 平成14年05月31日

グラスウール充てん／アルミニウム板・せっこうボード表張／せっこ
うボード裏張／プレハブ工法外壁 積水化学工業株式会社   PC030BE-9013 平成14年05月31日

グラスウール充てん／アルミニウム板・せっこうボード表張／せっこ
うボード裏張／プレハブ工法外壁 積水化学工業株式会社   PC030BE-9012 平成14年05月31日

グラスウール充てん／アルミニウム板・せっこうボード表張／せっこ
うボード裏張／プレハブ工法外壁 積水化学工業株式会社   PC030BE-9011 平成14年05月31日

硬質ウレタンフォーム充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
構造用パネル表張／せっこうボード・構造用パネル裏張／木製枠組造外壁 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0113 平成14年05月29日

ポリスチレンフォーム充填／窯業系サイディング・胴縁等張／せっこ
うボード裏張／両面ＯＳＢ造外壁

エイエフエム・コーポレーシ
ョン   PC030BE-9536 平成14年05月27日

硬質ウレタンフォーム充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウ
ム板・構造用パネル表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0111 平成14年05月23日

グラスウール充てん／吹付モルタル被覆・塗装合板表張／合板裏張／
プレハブ工法外壁 ミサワホーム株式会社   PC030BE-9187 平成14年05月22日

グラスウール充てん／繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／パ
ーティクルボード・せっこうボード裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9186 平成14年05月22日

グラスウール充てん／硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張
／プレハブ工法外壁 積水化学工業株式会社   PC030BE-9185 平成14年05月22日

グラスウール充てん／繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せ
っこうボード裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9184 平成14年05月22日

194/282 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

グラスウール充てん／スレート・繊維混入セメントけい酸カルシウム
表板張／合板裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9183 平成14年05月22日

グラスウール保温板充てん／アクリル樹脂系塗装スレート・せっこう
ボード・スレート表張／合板裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9182 平成14年05月22日

グラスウール保温板充てん／アクリル樹脂系塗装スレート・せっこう
ボード・スレート表張／合板裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9181 平成14年05月22日

アクリル樹脂塗装繊維混入セメント板・ロックウール板表張／普通合
板裏張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030BE-9180 平成14年05月22日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9169 平成14年05月22日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9168 平成14年05月22日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9167 平成14年05月22日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9166 平成14年05月22日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9165 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・着色亜鉛めっき鋼板表張
／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9163 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・着色亜鉛めっき鋼板表張
／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9162 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・着色亜鉛めっき鋼板表張
／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9160 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・着色亜鉛めっき鋼板表張
／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9158 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・着色亜鉛めっき鋼板表張
／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9157 平成14年05月22日

塗装金属板・フェノールフォーム・塗装金属板表張／せっこうボード
裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9156 平成14年05月22日

せっ器質リブ付レンガ・アルミニウムパネル・繊維混入せっこう板表
張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日本軽金属株式会社   PC030BE-9150 平成14年05月22日

繊維混入パーライトスラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9148 平成14年05月22日

195/282 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

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9147 平成14年05月22日

塗装金属板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9143 平成14年05月22日

塗装金属板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9142 平成14年05月22日

ALC板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クリオン株式会社   PC030BE-9135 平成14年05月22日

火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 大建工業株式会社   PC030BE-9134 平成14年05月22日

火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社   PC030BE-9133 平成14年05月22日

火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社   PC030BE-9132 平成14年05月22日

火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 大建工業株式会社   PC030BE-9131 平成14年05月22日

モルタル被覆・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・構造用
合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 三菱レイヨン株式会社   PC030BE-9128 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9127 平成14年05月22日

モルタル被覆・両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 三菱レイヨン株式会社   PC030BE-9122 平成14年05月22日

両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・せっこうボード・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 三菱レイヨン株式会社   PC030BE-9118 平成14年05月22日

両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板・せっこうボード表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 三菱レイヨン株式会社   PC030BE-9117 平成14年05月22日

繊維混入スラグせっこう系セメントパーライト板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9107 平成14年05月22日

繊維混入スラグせっこう系セメントパーライト板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9106 平成14年05月22日

ALC板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 クリオン株式会社   PC030BE-9099 平成14年05月22日

せっ器質リブ付レンガ・アルミニウムパネル・繊維混入セメントパー
ライト板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造・木製枠組造外壁 日本軽金属株式会社   PC030BE-9098 平成14年05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

せっ器質リブ付レンガ・アルミニウムパネル・繊維混入せっこう板・
構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造・木製枠組造外壁 日本軽金属株式会社   PC030BE-9097 平成14年05月22日

繊維混入せっこうセメントパーライト板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9095 平成14年05月22日

繊維混入せっこうセメントパーライト板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9094 平成14年05月22日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9093 平成14年05月22日

繊維混入パーライトスラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9092 平成14年05月22日

繊維混入せっこうセメントパーライト板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9091 平成14年05月22日

繊維混入スラグせっこう板・せっこうボード表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9090 平成14年05月22日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9087 平成14年05月22日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9086 平成14年05月22日

繊維混入パーライト混入スラグせっこう板表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030BE-9085 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・せっこうボード・せっこうボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社   PC030BE-9082 平成14年05月22日

プラスター塗ラスボード張／木製軸組造外壁 吉野石膏株式会社   PC030BE-9028 平成14年05月22日

せっこうプラスター塗装／せっこうラスボード張／木造外壁 社団法人石膏ボード工業会   PC030BE-9547 平成14年05月17日

窯業系サイディング表張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 NPO法人住宅外装テクニカル
センター   PC030BE-9202 平成14年05月17日

窯業系サイディング表張／せっこうボード裏張／木造外壁 NPO法人住宅外装テクニカル
センター   PC030BE-9201 平成14年05月17日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木造下地外
壁

横浜スレート工業株式会社  
 PC030BE-9200 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  
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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

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木造下地外
壁

村樫スレート工業株式会社  

 PC030BE-9200 平成14年05月17日

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  
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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

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木造下地外
壁

小野田化学工業株式会社  

 PC030BE-9200 平成14年05月17日
株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

けい酸カルシウム板張／木造下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030BE-9199 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  
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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

けい酸カルシウム板張／木造下地外壁

中越テック株式会社  

 PC030BE-9199 平成14年05月17日

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

パ－ライト板張／木造下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030BE-9198 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  
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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－ライト板張／木造下地外壁

日光化成株式会社  

 PC030BE-9198 平成14年05月17日

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

けい酸カルシウム板張／木造下地外壁 横浜スレート工業株式会社   PC030BE-9197 平成14年05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

けい酸カルシウム板張／木造下地外壁

大和スレート株式会社  

 PC030BE-9197 平成14年05月17日

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  
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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

けい酸カルシウム板張／木造下地外壁

神島化学工業株式会社  

 PC030BE-9197 平成14年05月17日

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維強化セメント板重張／木造下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030BE-9196 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  
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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

繊維強化セメント板重張／木造下地外壁

東京スレート株式会社  

 PC030BE-9196 平成14年05月17日

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維強化セメント板張／木造外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030BE-9195 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  
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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

繊維強化セメント板張／木造外壁

日本インシュレーション株式
会社  

 PC030BE-9195 平成14年05月17日

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  
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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

軽量セメントモルタル塗り／木造・不燃下地外壁 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   PC030BE-9192 平成14年05月17日

軽量セメントモルタル塗り合板張／木造・不燃下地外壁 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   PC030BE-9191 平成14年05月17日

軽量セメントモルタル塗り／木造・不燃下地外壁 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   PC030BE-9190 平成14年05月17日

ＡＬＣパネル張／木造外壁

住友金属鉱山シポレックス株
式会社  

 PC030BE-9189 平成14年05月17日旭化成建材株式会社  

クリオン株式会社  

グラスウール充填／窯業系サイディング・イソシアヌレートフォーム・構造
用合板・構造用パネル又はＭＤＦ張／せっこうボード裏張／薄板軽量形鋼造
外壁

大東建託株式会社   PC030BE-9188 平成14年05月15日

グラスウール充てん／セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張セ
メントモルタル板・きずり表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0110 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 信州林産株式会社 長野県伊那市大字美篶下県52
19

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0109 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 山三製材有限会社 岐阜県加茂郡白川町黒川3383 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0108 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 株式会社アクト 大阪府南河内郡美原町平尾23
92

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0107 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 株式会社グリーンライフ 福島県耶麻郡猪苗代町字土手
間1481-2

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0106 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 有限会社カナディアン・プラ
イド

長野県北佐久郡軽井沢町大字
長倉2023-103

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0105 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 三都建設株式会社 大阪府門真市柳町6-17 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0104 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 フリージアホーム株式会社 東京都文京区湯島3-34-6 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0103 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 有限会社笠井建築事務所 栃木県那須郡馬頭町大字大内
3372

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0102 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 龍神村森林組合 和歌山県日高郡龍神村大字東
401

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0101 平成14年05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

丸太組構法外壁 室生村森林組合 奈良県宇陀郡室生村大字大野
2439

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0100 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 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

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0099 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 日田郡森林組合 大分県日田郡天瀬町大字五馬
市300

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0098 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 ハンドクラフトログホームズ 奈良県宇陀郡御杖村桃俣1640 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0097 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 山三製材有限会社 岐阜県加茂郡白川町黒川3383 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0096 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 三州木材株式会社 静岡県磐田市天竜397-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0095 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 有限会社ログハウスケーツー 北海道登別市鉱山町8-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0094 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 株式会社プータローホーム 愛知県名古屋市東区代官町39
番17号　鹿島貿易ビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0093 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 有限会社トムソーヤ・ビレッ
ジ

大分県大分郡湯布院町川北58
6-3

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0092 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 株式会社ログキャビン劍 熊本県天草郡大矢野町大字幟
たち46番地の1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター PC030BE-0091 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 株式会社ユニオン脱脂木材 長野県上田市小泉910-4 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0090 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 株式会社ネクサスホーム 東京都町田市常盤町3543-3 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0089 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 株式会社新昭和 千葉県君津市東坂田4-3-3 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0088 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 株式会社志村不動産 千葉県東金市菱沼1035番地7 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0087 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 株式会社サワケンホーム 岐阜県武儀郡武儀町中之保36
69-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0086 平成14年05月10日

丸太組構法外壁 株式会社榎本林業 和歌山県那賀郡粉河町大字下
鞆渕1947

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0085 平成14年05月10日

グラスウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5

月星ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0084 平成14年05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

グラスウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5

月星ビル (一財)建材試験センター PC030BE-0083 平成14年05月10日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 株式会社アイコットリョーワ   PC030BE-9164 平成14年05月07日

繊維混入セメントパーライト板・亜鉛鉄板表張／せっこうボード裏張
／プレハブ工法外壁 積水ハウス株式会社   PC030BE-9149 平成14年05月07日

塗装金属板・フェノールフォーム・構造用合板表張／せっこうボード
裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9145 平成14年05月07日

リシン吹付塗装・着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9144 平成14年05月07日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・構造用合板表張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9141 平成14年05月07日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9140 平成14年05月07日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9139 平成14年05月07日

アルミニウム合金板・せっこうボード・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 松本建工株式会社   PC030BE-9138 平成14年05月07日

繊維混入パーライトセメント板・構造用合板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁 株式会社アイコットリョーワ   PC030BE-9137 平成14年05月07日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 株式会社アイコットリョーワ   PC030BE-9136 平成14年05月07日

水酸化アルミニウムロックウール成形板・シージングせっこうボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社   PC030BE-9130 平成14年05月07日

陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 株式会社INAX   PC030BE-9129 平成14年05月07日

陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX   PC030BE-9124 平成14年05月07日

溝加工繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 ニチアス株式会社   PC030BE-9123 平成14年05月07日

陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX   PC030BE-9121 平成14年05月07日

繊維混入けい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 日光化成株式会社   PC030BE-9120 平成14年05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

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・せっこうボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 ニチアス株式会社   PC030BE-9119 平成14年05月07日

リシン吹付塗装・着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9116 平成14年05月07日

陶磁器質タイル・パルプ混入軽量セメント押出成形板・構造用合板表
張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX   PC030BE-9115 平成14年05月07日

陶磁器質タイル・パルプ混入軽量セメント押出成形板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社INAX   PC030BE-9114 平成14年05月07日

陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX   PC030BE-9113 平成14年05月07日

陶磁器質タイル・硬質木片セメント板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX   PC030BE-9112 平成14年05月07日

陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 株式会社INAX   PC030BE-9111 平成14年05月07日

陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 株式会社INAX   PC030BE-9110 平成14年05月07日

陶磁器質タイル・アルミパネル・繊維混入けい酸カルシウム板・構造
用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX   PC030BE-9109 平成14年05月07日

リシン吹付塗装・着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せ
っこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9108 平成14年05月07日

塗装金属板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9105 平成14年05月07日

陶磁器質タイル・アルミパネル・スレート・構造用合板表板張／せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社INAX   PC030BE-9104 平成14年05月07日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 ニチアス株式会社   PC030BE-9103 平成14年05月07日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 ニチアス株式会社   PC030BE-9102 平成14年05月07日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・構造用合板表張／せっこうボ
ード裏張／木製枠組造外壁 ニチアス株式会社   PC030BE-9101 平成14年05月07日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 ニチアス株式会社   PC030BE-9100 平成14年05月07日

繊維混入セメント板・せっこうボード・合板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 株式会社クボタ   PC030BE-9089 平成14年05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

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030BE-9088 平成14年05月07日

アルミニウム合金板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木
製軸組造外壁 新日軽株式会社   PC030BE-9084 平成14年05月07日

メタルラス付モルタル被覆・構造用合板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 青木建材工業株式会社   PC030BE-9083 平成14年05月07日

スレート・波形スレート・スレート表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 日光化成株式会社   PC030BE-9081 平成14年05月07日

着色亜鉛めっき鋼板・せっこうボード・せっこうボード表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   PC030BE-9080 平成14年05月07日

繊維混入けい酸カルシウム板重表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁 ニチアス株式会社   PC030BE-9079 平成14年05月07日

軽量セメントモルタル合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造・
木製枠組造外壁 株式会社パル   PC030BE-9030 平成14年05月07日

パーライト混入セメントモルタル塗・軽量セメントモルタル合板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造・木製枠組造外壁 株式会社パル   PC030BE-9029 平成14年05月07日

スラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／木造・軽量鉄骨下地外
壁

セメントファイバーボード工
業組合   PC030BE-9027 平成14年05月01日

ポリスチレンフォーム充てん／繊維混入セメントけい酸カルシウム板
・合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 富士ハウス株式会社 静岡県浜松市砂山町350番地 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0082 平成14年05月01日

ポリスチレンフォーム充てん／繊維混入セメント板・合板表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 富士ハウス株式会社 静岡県浜松市砂山町350番地 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0081 平成14年05月01日

リブ付中型コンクリートパネル・外壁 レスコハウス株式会社   PC030BE-9179 平成14年04月17日

リブ付中型コンクリートパネル・外壁 日本ハウス株式会社   PC030BE-9178 平成14年04月17日

リブ付中型コンクリートパネル・外壁 ウベハウス株式会社   PC030BE-9177 平成14年04月17日

リブ付中型コンクリートパネル・外壁 株式会社イワコン   PC030BE-9176 平成14年04月17日

窯業系サイディング外張・ポリスチレンフォーム等外張・構造用合板
等外張／せっこうボード等裏張・薄板軽量形鋼造・外壁（耐力）

日本鋼管株式会社 
（JFEスチール株式会社）   PC030BE-9175 平成14年04月17日

窯業系サイディング外張・ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ等外張・構造用合板等外張／せ
っこうボード等裏張・薄板軽量形鋼造・外壁（耐力） 日新製鋼株式会社   PC030BE-9174 平成14年04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

窯業系サイディング外張・ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ等外張・構造用合板等外張／せ
っこうボード等裏張・薄板軽量形鋼造・外壁（耐力） 住友金属工業株式会社   PC030BE-9173 平成14年04月17日

窯業系サイディング外張・ポリスチレンフォーム等外張・構造用合板
等外張／せっこうボード等裏張・薄板軽量形鋼造・外壁（耐力） 新日本製鐵株式会社   PC030BE-9172 平成14年04月17日

窯業系サイディング外張・ポリスチレンフォーム等外張・構造用合板
等外張／せっこうボード等裏張・薄板軽量形鋼造・外壁（耐力） 株式会社神戸製鋼所   PC030BE-9171 平成14年04月17日

窯業系サイディング外張・ポリスチレンフォーム等外張・構造用合板
等外張／せっこうボード等裏張・薄板軽量形鋼造・外壁（耐力）

川崎製鉄株式会社 
（JFEスチール株式会社）   PC030BE-9170 平成14年04月17日

グラスウール充てん／セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板・きずり表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁

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)建材試験センター PC030BE-0080 平成14年04月15日
三菱レイヨン株式会社 東京都港区港南1-6-41

品川クリスタルスクエア

グラスウール充てん／アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメント押出成形
板・ウレタンフォーム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0079 平成14年04月15日

ケイ酸塩系塗装繊維混入セメントケイ酸カルシウム板・イソシアヌレートフ
ォーム充てん／両面構造用パネル表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁

株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0078 平成14年04月15日

グラスウール板充てん／両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメントケイ
酸カルシウム板・ウレタンフォーム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0077 平成14年04月15日

ALCパネル・フェノールフォーム保温板張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5
住友芝大門ビル (一財)ベターリビング PC030BE-0076 平成14年04月15日

ポリエステル系塗装溶融亜鉛めっき鋼板張せっこうボード・せっこう
ボード表張／軽量鉄骨造外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0075 平成14年04月15日

軽量セメントモルタル被覆・木ずり表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁 株式会社ジェーシーエム   PC030BE-9599 平成14年03月24日

グラスウール充てん／セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張
セメントモルタル板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 三菱レイヨン株式会社 東京都港区港南1-6-41

品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-0074 平成14年03月18日

グラスウール充てん／陶磁器質タイル・硬質木片セメント板表張／せ
っこうボード裏張／鉄骨造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0073 平成14年03月18日

グラスウール充てん／化粧硬質木片セメント板表張／せっこうボード
裏張／鉄骨造外壁 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)ベターリビング PC030BE-0072 平成14年03月18日

グラスウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12 (一財)建材試験センター PC030BE-0071 平成14年03月18日

ケイ砂・パーライト混入モルタル塗／構造用合板表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市中央区伏見3-3-

8 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0070 平成14年03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

グラスウール充てん／変性アクリルシリコーン系表面塗装／着色亜鉛めっき
鋼板・硬質ウレタンフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0069 平成14年02月15日

丸太組構法外壁 ビアンカ第一貿易株式会社 神奈川県横浜市中区寿町1-1-
11　興和ビル1F

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0068 平成14年02月15日

水酸化アルミニウム混入フェノールフォーム板充てん／両面塗装溶融
亜鉛めっき鋼板表張／軽量鉄骨造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0067 平成14年02月15日

グラスウール充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板張／せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁 チャネルオリジナル株式会社 神奈川県逗子市1-11-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0066 平成14年02月15日

軽量セメントモルタル塗／フェノールフォーム板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0065 平成14年02月15日

軽量セメントモルタル塗／フェノールフォーム板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜13

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0064 平成14年02月15日

軽量セメントモルタル塗／フェノールフォーム板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0063 平成14年02月15日

軽量セメントモルタル塗／フェノールフォーム板表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 富士川建材工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜13

番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0062 平成14年02月15日

ポリエステル系塗装溶融亜鉛めっき鋼板張ロックウール吸音板・せっ
こうボード表張／軽量鉄骨造外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0061 平成14年02月15日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／木板・火山性ガラス質複層板表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町1番地

の1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0060 平成14年02月15日

グラスウール充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 チャネルオリジナル株式会社 神奈川県逗子市逗子1-11-18 (一財)建材試験センター PC030BE-0059 平成14年02月15日

発泡イソシアヌレートフォーム充てん／繊維混入セメント押出成形板
張／鉄板裏張／不燃下地外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030BE-9009 平成14年02月04日

溶接金網入軽量気泡コンクリート板張／木造下地外壁 ミサワホーム株式会社   PC030BE-9001 平成14年02月04日

グラスウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォーム表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0058 平成14年01月21日

軽量セメントモルタル塗・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木
製枠組造外壁 株式会社共和建材工業 愛知県津島市宇治町宇城7 (一財)ベターリビング PC030BE-0057 平成14年01月21日

軽量セメントモルタル塗・木ずり表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 株式会社共和建材工業 愛知県津島市宇治町宇城7 (一財)ベターリビング PC030BE-0056 平成14年01月21日

モルタル重塗／構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁 スチライト工業株式会社 大阪府大阪市中央区伏見3-3-

8 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0055 平成14年01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

既調合軽量セメントモルタル・押出発泡ポリスチレン板・杉板張／木
製軸組造外壁 株式会社マーベックス 大阪府大阪市中央区農人橋2-

1-35 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0054 平成14年01月21日

窯業系サイディング・胴縁張／せっこうボード裏張／ウレタンフォー
ム充てん両面構造用パネル（ＯＳＢ）造外壁 トステム株式会社   PC030BE-9010 平成13年12月21日

グラスウール充てん／天然石・構造用合板表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁

ダイエーコーポレーション株
式会社 名古屋市千種区千種3-3-7 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0053 平成13年12月14日

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0052 平成13年12月14日

フェノールフォーム充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／鉄骨下
地外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0051 平成13年12月14日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／
強化せっこうボード張／鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0050 平成13年12月14日

グラスウール充てん／変性アクリルシリコーン系塗装・着色亜鉛めっき鋼
板・硬質ウレタンフォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0049 平成13年12月14日

グラスウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12 (一財)建材試験センター PC030BE-0048 平成13年12月14日

グラスウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12 (一財)建材試験センター PC030BE-0047 平成13年12月14日

グラスウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12 (一財)建材試験センター PC030BE-0046 平成13年12月14日

グラスウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12 (一財)建材試験センター PC030BE-0045 平成13年12月14日

グラスウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12 (一財)建材試験センター PC030BE-0044 平成13年12月14日

グラスウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォー
ム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12 (一財)建材試験センター PC030BE-0043 平成13年12月14日

ポリオレフィン系樹脂塗装／ポリプロピレン系樹脂板・モルタル・構
造用合板張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 朝日ハウス産業株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島7-

1-29　朝日ワールドビル (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0042 平成13年12月14日

軽量ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ張/せっこうﾎﾞｰﾄﾞ裏張/ポリｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ充てん両面構造用ﾊﾟ
ﾈﾙ(OSB)造防火外壁 大成建設株式会社   PC030BE-9008 平成13年11月15日

軽量ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ･胴縁張/せっこうﾎﾞｰﾄﾞ裏張/ポリｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ充てん両面構
造用ﾊﾟﾈﾙ(OSB)造防火外壁 大成建設株式会社   PC030BE-9007 平成13年11月15日

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ･胴縁張/せっこうﾎﾞｰﾄﾞ裏張/ポリｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ充てん両面
構造用ﾊﾟﾈﾙ(OSB)造防火外壁 大成建設株式会社   PC030BE-9006 平成13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

軽量セメントモルタル・胴縁張／せっこうボード裏張／ポリスチレン
フォーム充てん両面構造用パネル（OSB）造防火外壁 三井ホーム株式会社   PC030BE-9005 平成13年11月15日

窯業系サイディング・胴縁・けい酸カルシウム板張／せっこうボード裏
張／ポリスチレンフォーム充てん両面構造用パネル（OSB）造防火外壁 三井ホーム株式会社   PC030BE-9004 平成13年11月15日

窯業系サイディング・胴縁張／せっこうボード裏張／ポリスチレンフ
ォーム充てん両面構造用パネル（OSB）造防火外壁 三井ホーム株式会社   PC030BE-9003 平成13年11月15日

ウレタンフォーム充てん／表面塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき
鋼板／裏面アルミニウム蒸着クラフト紙・炭酸カルシウム発泡板張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁

新中鋼株式会社 千葉県船橋市西浦1-1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0041 平成13年11月09日

アクリル系樹脂モルタル・両面耐アルカリガラスクロス張／ポリスチレン樹
脂発泡体混入／モルタル板・構造用合板張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0040 平成13年11月09日

アクリル系樹脂モルタル・両面耐アルカリガラスクロス張／ポリスチレン樹
脂発泡体混入／モルタル板・構造用合板張／せっこうボード裏張／木製枠組
造外壁

吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0039 平成13年11月09日

グラスウール充てん／塩化ビニル樹脂板・ロックウール・構造用合板
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都港区芝公園2-4-1

秀和芝パークビル (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0038 平成13年11月09日

グラスウール充てん／軽量セメントモルタル塗・きずり表張／せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0037 平成13年11月09日

軽量セメントモルタル塗／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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 PC030BE-0036 平成13年11月09日

木材張／せっこうボード張／ロックウール充てん／強化せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

レーナハウススウェーデン株
式会社 東京都文京区湯島3-34-6 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0035 平成13年11月09日

硬質ウレタンフォーム板充てん／両面アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメン
トケイ酸カルシウム板・繊維混入セメント板張／せっこうボード・溶融亜鉛
めっき鋼板裏張／軽量鉄骨造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-3 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0034 平成13年11月09日

グラスウール充てん／硬質ウレタンフォーム裏張塗装金属板張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030BE-0033 平成13年11月09日

軽量セメントモルタル塗／合板張／グラスウール充てん／せっこうボ
ード裏張／木造軸組造外壁 宇部興産株式会社 東京都港区芝浦1-2-1

シーバンスN館
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030BE-0032 平成13年11月09日

せっこうボード裏面グラスウール化粧保温板ALGC充てん溶融アルミニ
ウム・亜鉛めっき鋼板張／不燃下地外壁 川田工業株式会社   PC030BE-9002 平成13年11月08日

ポリスチレンフォーム充てん／木繊維混入セメント・けい酸カルシウ
ム板張／合板張／せっこうボード裏張／軸組造外壁 富士ハウス株式会社 静岡県浜松市砂山町350番地 (一財)建材試験センター PC030BE-0031 平成13年10月10日

セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板張
／グラスウール充てん／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 三菱レイヨン株式会社 東京都港区港南1-6-41

品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-0030 平成13年10月10日

硬質ウレタンフォーム板裏張／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボ
ード張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0029 平成13年10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

硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル樹脂系塗装／木繊維混入セメン
トケイ酸カルシウム板・繊維混入セメント板張／せっこうボード・溶融亜鉛
めっき鋼板裏張／軽量鉄骨造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0028 平成13年08月23日

硬質ウレタンフォーム充てん／両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメン
トケイ酸カルシウム板・繊維混入セメント板張／せっこうボード・溶融亜鉛
めっき鋼板裏張／軽量鉄骨造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0027 平成13年08月23日

硬質ウレタンフォーム充てん／アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメントケイ
酸カルシウム板・繊維混入セメント板張／せっこうボード・溶融亜鉛めっき
鋼板裏張／軽量鉄骨造外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0026 平成13年08月23日

グラスウール板充てん／陶磁器タイル・アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメ
ント押出成形板・ウレタンフォーム板張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造
外壁

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0025 平成13年08月23日

グラスウール板充てん／アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメント押出成
形板・ウレタンフォーム板張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0024 平成13年08月23日

グラスウール板充てん／アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメント押出成
形板・ウレタンフォーム板張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0023 平成13年08月23日

グラスウール板充てん／両面アクリル樹脂系塗装／木繊維混入セメン
トケイ酸カルシウム板張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0022 平成13年08月23日

硬質ウレタンフォーム裏張塗装金属板張／せっこうボード裏張／グラ
スウール充てん／軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030BE-0020 平成13年08月23日

丸太組構法外壁 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 PC030BE-0019 平成13年07月31日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重張／鉄骨造外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-
1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0018 平成13年07月31日

木製サイディング・火山性ガラス質複層板張／グラスウール充填／せ
っこうボード裏張／木造軸組造外壁 旭硝子株式会社 東京都千代田区有楽町1-12-1 (一財)ベターリビング PC030BE-0021 平成13年07月18日

軽量セメントモルタル塗／きずり張／せっこうボード裏張／軸組造外
壁 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 PC030BE-0017 平成13年07月03日

グラスウール充てん／裏面フェノール樹脂含浸ガラス繊維マット張施ゆ
う陶磁器質板・構造用合板張／せっこうボード裏張／木製軸組外壁造 黒崎播磨株式会社 福岡県北九州市八幡西区東浜

町1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0009 平成13年06月29日

丸太組構法外壁 株式会社東邦コーポレーショ
ン 長野県小県郡和田村3185-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0016 平成13年06月18日

ロックウール吸音板充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／せっこうボ
ード裏張／木造軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0015 平成13年06月11日

グラスウール保温板充てん／両面アクリル樹脂系塗装繊維混入フライアッシ
ュセメント押出成形板・構造用合板張／せっこうボード裏張／木製枠組壁工
法外壁

松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0014 平成13年06月11日

グラスウール保温板充てん／両面アクリル樹脂系塗装繊維混入フライア
ッシュセメント押出成形板張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0013 平成13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

グラスウール保温板充てん／両面アクリル樹脂系塗装繊維混入フライア
ッシュセメント押出成形板張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0012 平成13年06月11日

セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板張
／せっこうボード裏張／グラスウール充填軸組造外壁 三菱レイヨン株式会社 東京都港区港南1-6-41

品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-0011 平成13年06月11日

セメントモルタル塗／両面ガラス繊維ネット張セメントモルタル板張
／せっこうボード裏張／グラスウール充填枠組造外壁 三菱レイヨン株式会社 東京都港区港南1-6-41

品川クリスタルスクエア (一財)建材試験センター PC030BE-0010 平成13年06月11日

フェノールフォーム裏張／塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／グラスウール
充填／せっこうボード裏張／枠組壁工法外壁 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0008 平成13年05月15日

ポリ塩化ビニル被覆金属板裏張／木粉混入樹脂成形板・繊維混入セメント押
出成形板張／せっこうボード裏張／グラスウール充填木質系パネル造外壁 ミサワホーム株式会社 東京都杉並区高井戸東2-4-5 (一財)ベターリビング PC030BE-0007 平成13年05月15日

軽量セメントモルタル塗／合板張／グラスウール充填／せっこうボー
ド裏張枠組壁工法外壁 株式会社ノダ 東京都台東区浅草5-13-6 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0006 平成13年05月14日

軽量セメントモルタル塗り／せっこうボード裏張／ポリスチレンフォ
ーム充填両面構造用パネル（OSB）造外壁 三井ホーム株式会社 東京都新宿区西新宿2-1-1

新宿三井ビル (一財)ベターリビング PC030BE-0005 平成13年03月23日

フェノールフォーム裏張／塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／グラスウール
充填／せっこうボード裏張／木造軸組造外壁 トステム株式会社 東京都江東区大島2-1-1 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030BE-0004 平成13年03月23日

軽量セメントモルタル塗／合板張／グラスウール充填／せっこうボー
ド裏張／木造軸組造外壁 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 PC030BE-0002 平成13年03月01日

軽量セメントモルタル塗／合板張／グラスウール充填／せっこうボー
ド裏張／木造軸組造外壁 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 PC030BE-0001 平成13年03月01日

繊維混入セメントモルタル重塗・構造用合板張／せっこうボード裏張
／木造軸組造外壁 畑中産業株式会社 奈良県大和高田市春日町1-3-

17 (一財)日本建築総合試験所 PC030BE-0003 平成13年02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

人造鉱物繊維断熱材充てん／イソシアヌレートフォーム充てん／両面
鋼板表張／せっこうボード重裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0183 平成25年01月16日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板表張／せっこうボード重
裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0182 平成25年01月16日

イソシアヌレートフォーム充てん両面樹脂塗装鋼板・せっこうボード
表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0181 平成24年11月28日

イソシアヌレートフォーム裏張めっき鋼板・せっこうボード表張／軽
量鉄骨下地外壁(非耐力) 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030NE-0180 平成24年11月19日

フェノールフォーム保温板・両面ボード用原紙張せっこう板充てん／
両面樹脂塗装めっき鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 三楽ルーフシステム株式会社 北海道札幌市中央区南一条西

十二丁目1番4号新永ビル1階 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0179 平成24年10月18日

鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社セキノ興産 富山県富山市水橋開発277-12 (一財)建材試験センター PC030NE-0178 平成24年09月20日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板表張／せっこうボード裏
張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-13
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0177 平成24年05月01日

鉄線補強軽量気泡コンクリートパネル外壁 旭化成ホームズ株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0157 平成24年04月12日

ステンレス鋼板・人造鉱物繊維断熱材・せっこうボード重表張/鉄骨下
地外壁(非耐力) ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17-4 (一財)建材試験センター PC030NE-0176 平成24年04月04日

めっき鋼板・人造鉱物繊維断熱材・せっこうボード重表張/鉄骨下地外
壁(非耐力) ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17-4 (一財)建材試験センター PC030NE-0175 平成24年04月04日

ステンレス鋼板・せっこうボード重表張/鉄骨下地外壁(非耐力) ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17-4 (一財)建材試験センター PC030NE-0174 平成24年04月04日

めっき鋼板・せっこうボード重表張/鉄骨下地外壁(非耐力) ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17-4 (一財)建材試験センター PC030NE-0173 平成24年04月04日

樹脂塗装鋼板・フェノールフォーム保温板・せっこうボード表張／軽
量鉄骨下地外壁 積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0172 平成24年03月29日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装繊維補
強セメントけい酸カルシウム板表張／構造用合板裏張／木製下地外壁 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB

Plaza 1 Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0168 平成24年02月28日

鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード表張／軽量鉄骨下
地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0171 平成24年02月08日

鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード表張／軽量鉄骨下
地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0170 平成24年02月08日

ウレタンフォーム裏張塗装めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量
鉄骨下地外壁(非耐力) 東邦シートフレーム株式会社 東京都中央区日本橋3-12-2 (一財)建材試験センター PC030NE-0169 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

鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社住金システム建築
東京都中央区晴海1丁目8-11　ト
リトンスクエアオフィスタワー
Ｙ

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0162 平成24年01月11日

フェノールフォーム保温板・両面ボード用原紙張せっこう板充てん／
両面樹脂塗装めっき鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 三楽ルーフシステム株式会社 北海道札幌市中央区南一条西

十二丁目1番4号新永ビル1階 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0166 平成23年12月13日

樹脂塗装鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0167 平成23年11月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／
せっこうボード重裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0164 平成23年10月20日

鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボード重裏張／軽量
鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0163 平成23年10月20日

ポリりん酸アンモニウム混入発泡性アクリル系樹脂塗装繊維混入押出
成形セメント板表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社住金システム建築

東京都中央区晴海1丁目8-11　ト
リトンスクエアオフィスタワー
Ｙ

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0165 平成23年10月12日

人造鉱物繊維断熱材充てん／鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／
せっこうボード重裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0160 平成23年09月22日

鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボード重裏張／軽量
鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0159 平成23年09月22日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／陶磁器質タイル・樹脂塗装繊維補
強セメントけい酸カルシウム板表張／構造用合板裏張／木製下地外壁 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB

Plaza 1 Singapore 048624 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0161 平成23年08月26日

鋼線補強軽量気泡コンクリートパネル外壁 旭化成ホームズ株式会社 東京都新宿区西新宿1-24-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0158 平成23年07月25日

ロックウール保温板充てん／両面鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 ＪＦＥ鋼板株式会社
東京都品川区大崎1丁目11番2号
ゲートシティ大崎イーストタワー
9階

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0156 平成23年03月02日

ロックウール保温板充てん／両面鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816
-12

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0155 平成23年03月02日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面樹脂塗装鋼板・せっこう
ボード表張／鉄骨下地外壁 日鉄住金鋼板株式会社 東京都港区東新橋1-9-2 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0144 平成22年12月02日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面樹脂塗装鋼板表張／せっ
こうボード裏張／鉄骨下地外壁 日鉄住金鋼板株式会社 東京都港区東新橋1-9-2 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0143 平成22年12月02日

人造鉱物繊維断熱材充てん／ポリイソシアヌレートフォーム充てん／
両面樹脂塗装鋼板表張／せっこうボード裏張／鉄骨下地外壁 日鉄住金鋼板株式会社 東京都港区東新橋1-9-2 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0142 平成22年12月02日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュセ
メント板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁

ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の
山1988-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0141 平成22年10月29日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュセ
メント板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0140 平成22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

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0139 平成22年10月29日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0138 平成22年10月29日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッ
シュセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0137 平成22年10月29日

繊維混入押出成形セメント板表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社住金システム建築
東京都中央区晴海1丁目8-11　ト
リトンスクエアオフィスタワー
Ｙ

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0154 平成22年10月25日

鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社住金システム建築
東京都中央区晴海1丁目8-11　ト
リトンスクエアオフィスタワー
Ｙ

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0153 平成22年10月25日

グラスウール充てん／繊維混入押出成形セメント板表張／せっこうボ
ード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社住金システム建築

東京都中央区晴海1丁目8-11　ト
リトンスクエアオフィスタワー
Ｙ

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0152 平成22年10月25日

フェノールフォーム充てん／両面鋼板・せっこうボード表張／軽量鉄
骨下地外壁 株式会社住金システム建築

東京都中央区晴海1丁目8-11　ト
リトンスクエアオフィスタワー
Ｙ

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0151 平成22年10月25日

繊維混入押出成形セメント板表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社住金システム建築
東京都中央区晴海1丁目8-11　ト
リトンスクエアオフィスタワー
Ｙ

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0150 平成22年10月25日

グラスウール充てん／繊維混入押出成形セメント板表張／せっこうボ
ード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社住金システム建築

東京都中央区晴海1丁目8-11　ト
リトンスクエアオフィスタワー
Ｙ

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0149 平成22年10月25日

繊維混入押出成形セメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 株式会社住金システム建築

東京都中央区晴海1丁目8-11　ト
リトンスクエアオフィスタワー
Ｙ

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0148 平成22年10月25日

繊維混入押出成形セメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 株式会社住金システム建築

東京都中央区晴海1丁目8-11　ト
リトンスクエアオフィスタワー
Ｙ	

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0146 平成22年10月25日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板表張／せっこうボード裏
張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0136 平成22年10月25日

めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・木質セメント板・せっこう
ボード表張／軽量鉄骨下地外壁(非耐力) 積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

虎ノ門2丁目ﾀﾜｰ (一財)建材試験センター PC030NE-0135 平成22年09月21日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュセ
メント板・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁

ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の
山1988-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0134 平成22年06月21日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュセ
メント板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0133 平成22年06月21日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・セメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1  09EL645 (一財)建材試験センター PC030NE-0132 平成22年06月21日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッシュ
セメント板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0131 平成22年06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

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／両面塗装・パルプ混入フライアッ
シュセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の

山1988-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0130 平成22年06月21日

めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・木質セメント板・せっこう
ボード表張／軽量鉄骨下地外壁(非耐力) 積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17

虎ノ門2丁目タワー (一財)建材試験センター PC030NE-0128 平成22年02月19日

鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード表張／軽量鉄骨下
地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0127 平成22年02月19日

鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード表張／軽量鉄骨下
地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0126 平成22年02月19日

イソシアヌレートフォーム裏張めっき鋼板・せっこうボード重表張／
軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030NE-0125 平成22年01月12日

塗装／亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 東海カラー株式会社 福岡県北九州市若松区大字安
瀬1番地 (一財)建材試験センター PC030NE-0124 平成22年01月12日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板・せっこうボード表張／
軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0123 平成21年12月17日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板・せっこうボード表張／
軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0122 平成21年12月17日

樹脂塗装鋼板・フェノールフォーム・せっこうボード表張／軽量鉄骨
下地外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0121 平成21年12月04日

樹脂塗装鋼板・フェノールフォーム・せっこうボード表張／軽量鉄骨
下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0120 平成21年12月04日

樹脂塗装鋼板・フェノールフォーム・せっこうボード表張／軽量鉄骨
下地外壁 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0119 平成21年12月04日

合成樹脂塗装鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社三邦 大分県大分市大分流通業務団
地2丁目7番地1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0118 平成21年11月27日

ロックウール充てん／両面塗装溶融亜鉛-55％アルミニウム合金めっき鋼
板・イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪市西区江戸堀1-17-18 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030NE-0117 平成21年09月14日

ロックウール充てん／両面塗装溶融亜鉛-55％アルミニウム合金めっき鋼
板・イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪市西区江戸堀1-17-18 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030NE-0116 平成21年09月14日

ロックウール保温板充てん／両面鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁
目1－9

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0115 平成21年08月13日

ロックウール保温板充てん／両面鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816
-12

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0114 平成21年08月13日

イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・せっこうボード
重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030NE-0113 平成21年07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

イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・せっこうボード
重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030NE-0112 平成21年07月17日

イソシアヌレートフォーム裏張塗装亜鉛めっき鋼板・せっこうボード
重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター PC030NE-0111 平成21年07月17日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面樹脂塗装鋼板・せっこう
ボード表張／鉄骨下地外壁 日鉄住金鋼板株式会社 東京都港区東新橋1-9-2 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0110 平成21年06月03日

めっき鋼板・ロックウール保温板表張／軽量鉄骨下地外壁 新日鉄エンジニアリング株式
会社

東京都千代田区大手町二丁目
6番3号 (一財)建材試験センター PC030NE-0109 平成21年04月17日

亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-
1-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0108 平成21年02月13日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張ポリイソシアヌレートフォーム板・せ
っこうボード表張／せっこうボード重裏張／軽量鉄骨下地外壁 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市西天満2-4-4 (一財)ベターリビング PC030NE-0107 平成21年02月13日

ロックウール吸音板裏張両面合成樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜
鉛合金めっき鋼板表張／せっこうボード重裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0106 平成21年01月09日

ロックウール吸音板裏張両面合成樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜
鉛合金めっき鋼板表張／せっこうボード重裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0105 平成20年12月03日

ロックウール吸音板裏張樹脂塗装鋼板・せっこうボード・樹脂塗装鋼
板表張／鋼製下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0103 平成20年11月27日

ロックウール吸音板裏張／両面合成樹脂塗装溶融55%アルミニウム－
亜鉛合金めっき鋼板・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0102 平成20年11月27日

ロックウール吸音板裏張／両面合成樹脂塗装溶融55%アルミニウム－
亜鉛合金めっき鋼板・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)建材試験センター PC030NE-0101 平成20年11月27日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・けい酸カルシウム板重・両面塗装溶融亜鉛
めっき鋼板張イソシアヌレートフォーム板表張／軽量鉄骨下地外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030NE-0104 平成20年11月20日

ロックウール充てん／両面塗装溶融亜鉛-55%アルミニウム合金めっき鋼
板・イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0100 平成20年09月18日

鋼板・せっこうボード重・イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼
板表張／軽量鉄骨下地外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0099 平成20年09月18日

鋼板・せっこうボード重・イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼
板表張／軽量鉄骨下地外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0098 平成20年09月18日

亜鉛めっき鋼板・けい酸カルシウム板重張・イソシアヌレートフォー
ム充てん両面塗装めっき鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪市西区江戸堀1-17-18 (一財)建材試験センター PC030NE-0097 平成20年09月18日

めっき鋼板・ロックウール保温板表張／軽量鉄骨下地外壁 新日鉄エンジニアリング株式
会社 東京都千代田区大手町2-6-3 (一財)建材試験センター PC030NE-0096 平成20年08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

鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード重表張／軽量鉄骨
下地外壁 日新総合建材株式会社 東京都江東区東陽3-23-22 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030NE-0094 平成20年08月28日

鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード重表張／軽量鉄骨
下地外壁 日新総合建材株式会社 東京都江東区東陽3-23-22 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030NE-0093 平成20年08月28日

鋼板・せっこうボード重・イソシアヌレートフォーム充てん・両面鋼
板表張／軽量鉄骨下地間仕切壁 東洋ゴム工業株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0095 平成20年08月11日

無機質高充てんフォームプラスチック裏張亜鉛合金めっき鋼板・せっ
こうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 三條物産株式会社 山形県山形市千歳1-16-48 (一財)建材試験センター PC030NE-0092 平成20年07月25日

複合金属サイディング・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)建材試験センター PC030NE-0091 平成20年06月09日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重張／軽量鉄骨下地外壁 JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3-1-
9 (一財)ベターリビング PC030NE-0090 平成20年05月26日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重張／軽量鉄骨下地外壁 JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3-1-
9 (一財)ベターリビング PC030NE-0089 平成20年05月26日

断熱材裏張樹脂塗装鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-
1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0088 平成20年05月26日

亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社セキノ興産 富山県富山市水橋開発277-12 (一財)建材試験センター PC030NE-0087 平成20年02月01日

鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社セキノ興産 富山県富山市水橋開発277-12 (一財)建材試験センター PC030NE-0086 平成19年11月14日

イソシアヌレートフォーム裏張塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボ
ード表張／軽量鉄骨下地外壁 東邦シートフレーム株式会社 東京都中央区日本橋3-12-2 (一財)建材試験センター PC030NE-0085 平成19年10月17日

鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード表張／軽量鉄骨下
地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0084 平成19年09月14日

繊維混入押出成形セメント板表張／鉄骨下地外壁 株式会社ノザワ 兵庫県神戸市中央区浪花町15
番地 (一財)建材試験センター PC030NE-0083 平成19年08月28日

繊維混入押出成形セメント板表張／鉄骨下地外壁 株式会社ノザワ 兵庫県神戸市中央区浪花町15
番地 (一財)建材試験センター PC030NE-0082 平成19年08月28日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重張／軽量鉄骨下地外壁 JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3-1-
9 (一財)ベターリビング PC030NE-0081 平成19年07月19日

繊維混入押出成形セメント板表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社ノザワ 兵庫県神戸市中央区浪花町15 (一財)建材試験センター PC030NE-0079 平成19年04月06日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重張／軽量鉄骨下地外壁 JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3-1-
9 (一財)ベターリビング PC030NE-0078 平成19年04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

繊維混入押出成形セメント板表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社ノザワ 兵庫県神戸市中央区浪花町15 (一財)建材試験センター PC030NE-0080 平成19年04月04日

塗装／亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板・せっこうボード張／軽
量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0077 平成19年02月23日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せ
っこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0076 平成18年12月15日

花こう岩・せっこうパネル表張／軽量鉄骨下地外壁 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)建材試験センター PC030NE-0075 平成18年11月16日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せ
っこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

－12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0074 平成18年09月25日

グラスウール充てん／アクリルビーズ混入ポリエステル系樹脂塗装溶融55%アルミニウム
-亜鉛合金めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・はり合わせアルミニウムはく表張／
せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁

アキレス株式会社 東京都新宿区大京町22 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0073 平成18年09月25日

押出成形セメント板表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社ノザワ 兵庫県神戸市中央区浪花町15 (一財)建材試験センター PC030NE-0072 平成18年07月18日

繊維混入けい酸カルシウムセメント押出成形板表張／軽量鉄骨下地外
壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4F (一財)建材試験センター PC030NE-0071 平成18年06月21日

複合金属サイディング・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)建材試験センター PC030NE-0070 平成18年01月23日

複合金属サイディング・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)建材試験センター PC030NE-0069 平成18年01月23日

化粧繊維強化セメント板・パルプ混入けい酸カルシウム板表張／軽量
鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央2-5-5

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0068 平成18年01月19日

化粧繊維強化セメント板・木毛セメント板表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社エーアンドエーマテ
リアル

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央2-5-5

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0067 平成18年01月19日

塗装／亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォーム・せっこうボード表張／軽
量鉄骨下地外壁 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10

江間忠錦糸町ビル6F (一財)建材試験センター PC030NE-0066 平成17年10月14日

繊維混入けい酸カルシウムセメント押出成形板表張／軽量鉄骨下地外
壁 三菱マテリアル建材株式会社 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー4F (一財)建材試験センター PC030NE-0065 平成17年07月25日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・押出法ポリスチレンフォー
ム保温板・溶融亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外
壁

JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3-1-
9　JFE鋼板ビル (一財)建材試験センター PC030NE-0064 平成17年05月18日

グラスウール充てん／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・押出法ポリスチレンフォー
ム保温板・溶融亜鉛めっき鋼板表張／溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード
裏張／軽量鉄骨下地外壁

JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3-1-
9　JFE鋼板ビル (一財)建材試験センター PC030NE-0063 平成17年05月18日

セメントモルタル塗・アクリル系樹脂混入セメント含浸ビニロン繊維不織布
張／両面ガラス繊維クロス入酸化マグネシウム系板表張／せっこうボード裏
張／軽量鉄骨下地外壁

日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0062 平成16年11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

グラスウール充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／
合板裏張／木製下地外壁 株式会社北方住文化研究所 北海道札幌市北区北14条西4

丁目14-1
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 PC030NE-0061 平成16年11月04日

塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・せっこうボード重
張／軽量鉄骨下地外壁 JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3-1-

9 (一財)ベターリビング PC030NE-0060 平成16年08月26日

グラスウール充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／
合板裏張／木製下地外壁（非耐力壁） 株式会社北方住文化研究所  (一財)建材試験センター PC030NE-0057 平成16年08月18日

グラスウール充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板・
ロックウール吸音板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0058 平成16年08月10日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん両面両面フッ素系樹脂塗装溶融55％ア
ルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7-5-8 (一財)建材試験センター PC030NE-0057 平成16年08月10日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社  （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030NE-0056 平成16年06月28日

ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板・
せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0055 平成16年06月28日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030NE-0054 平成16年06月28日

ウレタン系樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・せ
っこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 住友金属建材株式会社 兵庫県尼崎市扶桑町1-21 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0053 平成16年05月28日

アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・フ
ェノールフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1-2-

1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0051 平成16年03月31日

アクリルウレタン系樹脂塗装木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・フ
ェノールフォーム保温板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0050 平成16年03月31日

アクリル系樹脂塗装繊維混入セメント板表張／軽量鉄骨下地外壁 パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町1-1-
4 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0052 平成16年03月26日

グラスウール充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板・
ロックウール吸音板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0049 平成16年03月24日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・ロックウール保温板・せっこうボード表張
／軽量鉄骨下地外壁 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2-6-3 (一財)建材試験センター PC030NE-0048 平成16年03月24日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2-6-3 (一財)建材試験センター PC030NE-0047 平成16年03月24日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張イソシアヌレートフォーム・せっこう
ボード表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社横河システム建築 千葉県船橋市山野町47-1

横河第二テクノビル (一財)建材試験センター PC030NE-0046 平成16年03月24日

化粧窯業系サイディング・せっこうボード張／軽量鉄骨下地外壁 特定非営利活動法人住宅外装
テクニカルセンター  (一財)ベターリビング PC030NE-0045 平成16年03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

ガラス繊維混入フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7-5-8 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0044 平成16年03月16日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボー
ド表張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0043 平成16年01月19日

両面化粧鋼板張ロックウール板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 信越アステック株式会社 東京都千代田区内神田2-2-1

鎌倉河岸ビル5F (一財)建材試験センター PC030NE-0042 平成15年12月26日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2-6-3 (一財)建材試験センター PC030NE-0041 平成15年12月26日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装／亜鉛めっき鋼板・せっ
こうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030NE-0040 平成15年12月03日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030NE-0039 平成15年12月03日

ガラス繊維混入フッ素系樹脂塗装溶融55%アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7-5-8 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0038 平成15年12月03日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030NE-0037 平成15年10月15日

化粧窯業系サイディング・せっこうボード張／軽量鉄骨下地外壁 特定非営利活動法人住宅外装
テクニカルセンター  (一財)ベターリビング PC030NE-0036 平成15年10月15日

せっこう複合金属サイディング・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地
外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5 （公財）日本住宅・木材技術

センター PC030NE-0035 平成15年09月19日

セメント押出成形板・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 昭和電工建材株式会社 東京都港区浜松町1-7-3 (一財)建材試験センター PC030NE-0034 平成15年09月19日

繊維混入セメント板・木毛セメント板張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030NE-9181 平成15年09月03日

木毛セメント板充てん／両面繊維強化セメント板張／木製軸組造外壁 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030NE-9180 平成15年08月18日

ガラス繊維混入フッ素系樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金め
っき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7-5-8 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0033 平成15年07月16日

セメント押出成形板・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 昭和電工建材株式会社 茨城県石岡市柏原6番地2 (一財)建材試験センター PC030NE-0032 平成15年05月28日

ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板・
せっこうボード張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0031 平成15年04月23日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社セキノ興産 富山県富山市水橋開発277-12 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0030 平成15年04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

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社セキノ興産 富山県富山市水橋開発277-12 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0029 平成15年04月23日

イソシアヌレートフォーム板充てん両面ポリエステル系樹脂塗装溶融
亜鉛めっき鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0027 平成15年03月27日

イソシアヌレートフォーム板充てん両面ポリエステル系樹脂塗装溶融
亜鉛めっき鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 ダイト工業株式会社 大阪府大阪市西淀川区百島2-

1-10 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0026 平成15年03月27日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面フッ素系樹脂塗装溶融55%アル
ミニウム－亜鉛合板めっき鋼板・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7-5-8 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0025 平成15年03月27日

ALC薄形パネル・フェノールフォーム保温板表張／軽量鉄骨下地外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5
住友芝大門ビル (一財)建材試験センター PC030NE-0028 平成15年02月28日

鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社横河システム建築 千葉県船橋市山野町47-1
横河第二テクノビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0024 平成14年12月19日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板・イソシ
アヌレートフォーム・強化せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)建材試験センター PC030NE-0023 平成14年11月26日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボー
ド表張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1826

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0022 平成14年11月26日

パルプ混入セメント押出成形板表張／軽量鉄骨下地外壁 住金エフアールシー株式会社 兵庫県尼崎市東高洲町4-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0021 平成14年11月07日

パルプ混入セメント押出成形板表張／軽量鉄骨下地外壁 住友金属工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-
33　住友ビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0020 平成14年11月07日

フェノールフォーム充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこう
ボード表張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0019 平成14年11月07日

フェノールフォーム充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこう
ボード表張／軽量鉄骨下地外壁 住友金属工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-

33　住友ビル
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0018 平成14年11月07日

塗装／亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内3-4-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0017 平成14年11月07日

黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリイソシアヌレートフォーム充てん／
両面フッ素系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社 兵庫県尼崎市杭瀬南新町3-2-

1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0016 平成14年10月25日

ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0014 平成14年10月09日

ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板・
せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0013 平成14年10月09日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボー
ド表張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0015 平成14年09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

繊維混入フライアッシュセメント板・せっこうボード表張／軽量鉄骨
下地外壁 ウベボード株式会社 山口県宇部市小串字沖の山19

88番地の1
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0012 平成14年09月05日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2-6-3 (一財)建材試験センター PC030NE-0011 平成14年08月22日

塗装／亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー  (一財)建材試験センター PC030NE-0010 平成14年08月09日

パルプ混入セメント押出形成板表張／軽量鉄骨下地外壁 住友金属工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-
33　住友ビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0009 平成14年07月22日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張／軽量鉄骨下地外壁 住友金属工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-
33　住友ビル

（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0008 平成14年07月22日

塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板・せっこうボード重
張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社横河システム建築 千葉県船橋市山野町27番地 (一財)ベターリビング PC030NE-0007 平成14年07月05日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板表張
／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5

月星ビル
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0006 平成14年06月20日

ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0005 平成14年06月05日

化粧鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧鋼板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030NE-9178 平成14年05月31日

繊維混入アルミナシリケート板表張／せっこうボード裏張／プレハブ
工法外壁 積水化学工業株式会社   PC030NE-9177 平成14年05月31日

アルミニウム板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／プレハ
ブ工法外壁 積水化学工業株式会社   PC030NE-9176 平成14年05月31日

亜鉛めっき鋼板・木片セメント板張／軽量鉄骨下地外壁 ドリゾール工業株式会社   PC030NE-9175 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール吸音板表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030NE-9174 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 昭和電工建材株式会社   PC030NE-9173 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9172 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ダイト工業株式会社   PC030NE-9171 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9170 平成14年05月31日

227/282 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

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030NE-9169 平成14年05月31日

化粧鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧鋼板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 オリエンタルメタル株式会社   PC030NE-9168 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ダンボールコア付フェノールフォーム・着色亜
鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 東洋ゴム工業株式会社   PC030NE-9167 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ダンボールコア付フェノールフォーム・着色亜
鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 東洋ゴム工業株式会社   PC030NE-9166 平成14年05月31日

亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・亜鉛めっき鋼板表張／
せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 東洋ゴム工業株式会社   PC030NE-9165 平成14年05月31日

平成19年11月05日取消

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 東洋ゴム工業株式会社   PC030NE-9164 平成14年05月31日

ワラストナイト混入セメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 中越テック株式会社   PC030NE-9163 平成14年05月31日

塗装金属板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張／軽量鉄
骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9162 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030NE-9161 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ダイト工業株式会社   PC030NE-9160 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 ダイト工業株式会社   PC030NE-9159 平成14年05月31日

繊維強化セメント板・繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボ
ード裏張／軽量鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030NE-9158 平成14年05月31日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・ロックウール保温板表張／せっこうボード
裏張／軽量鉄骨下地外壁 新日本製鐵株式会社   PC030NE-9157 平成14年05月31日

繊維強化セメント板・木毛セメント板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030NE-9156 平成14年05月31日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装金属板表張／せっこうボ
ード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9155 平成14年05月31日

セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 昭和電工建材株式会社   PC030NE-9154 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030NE-9153 平成14年05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

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9152 平成14年05月31日

繊維強化セメント板・繊維混入せっこう板表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030NE-9151 平成14年05月31日

繊維混入スラグセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 中越テック株式会社   PC030NE-9150 平成14年05月31日

リシン吹付塗装・着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せ
っこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9149 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール保温板・せっこうボード表張／せ
っこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所   PC030NE-9148 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030NE-9147 平成14年05月31日

繊維混入スラグせっこうセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030NE-9146 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード表
張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9145 平成14年05月31日

繊維混入空胴セメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外
壁 昭和電工建材株式会社   PC030NE-9144 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   PC030NE-9143 平成14年05月31日

スレート・小波スレート・スレート表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁 株式会社ノザワ   PC030NE-9142 平成14年05月31日

スレート・中波スレート・スレート表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁 株式会社ノザワ   PC030NE-9141 平成14年05月31日

スレート・大波スレート・スレート表張／せっこうボード裏張／軽量
鉄骨下地外壁 株式会社ノザワ   PC030NE-9140 平成14年05月31日

ロックウール充てん／着色亜鉛めっき鋼板・スレート表張／スレート
裏張／軽量鉄骨下地外壁 オリエンタルメタル株式会社   PC030NE-9139 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 住友金属工業株式会社   PC030NE-9138 平成14年05月31日

化粧鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧鋼板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030NE-9137 平成14年05月31日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社横河ブリッジ   PC030NE-9136 平成14年05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

化粧鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 大島応用化学工業株式会社   PC030NE-9135 平成14年05月31日

けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 神島化学工業株式会社   PC030NE-9133 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 神島化学工業株式会社   PC030NE-9131 平成14年05月31日

繊維混入パーライトセメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨
下地外壁 株式会社ノザワ   PC030NE-9130 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 株式会社ノザワ   PC030NE-9129 平成14年05月31日

繊維混入スラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 株式会社朝日セラテック   PC030NE-9128 平成14年05月31日

リシン吹付塗装・着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表
張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9127 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっ
き鋼板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030NE-9126 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっ
き鋼板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030NE-9125 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール保温板表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9124 平成14年05月31日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 神島化学工業株式会社   PC030NE-9123 平成14年05月31日

化粧鋼板・ロックウール板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地
外壁 大同鋼板株式会社   PC030NE-9122 平成14年05月31日

化粧鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧鋼板表張／せっこう
ボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030NE-9121 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030NE-9120 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・着色亜鉛めっ
き鋼板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030NE-9119 平成14年05月31日

メタルラス入ALCパネル表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外
壁 旭化成建材株式会社   PC030NE-9118 平成14年05月31日

メタルラス付モルタル被覆・冷間圧延鋼板表張／せっこうボード裏張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社山中製作所   PC030NE-9117 平成14年05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

メタルラス付モルタル被覆・亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏
張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社山中製作所   PC030NE-9116 平成14年05月31日

メタルラス付モルタル被覆・亜鉛めっき鋼板表張／せっこうボード裏
張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社山中製作所   PC030NE-9115 平成14年05月31日

繊維混入せっこうセメントパーライト板表張／せっこうボード裏張／
軽量鉄骨下地外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030NE-9114 平成14年05月31日

繊維混入パーライトスラグせっこう板表張／せっこうボード裏張／軽
量鉄骨下地外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030NE-9113 平成14年05月31日

グラスウール充てん／塩化ビニル樹脂金属積層板・せっこうボード表
張／合板裏張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社ニッケンビルコン   PC030NE-9079 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・着色亜鉛めっき鋼板表張
／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030NE-9066 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・着色亜鉛めっき鋼板表張
／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030NE-9065 平成14年05月31日

パーライト混入セメントモルタル被覆・高圧木毛セメント板表張／せ
っこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 竹村工業株式会社   PC030NE-9064 平成14年05月31日

塗装金属板・フェノールフォーム・塗装金属板表張／せっこうボード
裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030NE-9063 平成14年05月31日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せっこうボード
裏張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社   PC030NE-9062 平成14年05月31日

繊維混入スラグせっこう系セメントパーライト板表張／せっこうボー
ド裏張／軽量鉄骨下地外壁 三菱マテリアル建材株式会社   PC030NE-9061 平成14年05月31日

ALC板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 クリオン株式会社   PC030NE-9060 平成14年05月31日

両面ボード用原紙張繊維混入せっこう板張／軽量鉄骨下地外壁 吉野石膏株式会社   PC030NE-9058 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 住友大阪セメント株式会社   PC030NE-9057 平成14年05月31日

繊維混入セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下
地外壁 住友大阪セメント株式会社   PC030NE-9056 平成14年05月31日

両面着色亜鉛めっき鋼板張ウレタンフォーム板表張／せっこうボード
裏張／軽量鉄骨下地外壁 日本軽金属株式会社   PC030NE-9055 平成14年05月31日

両面ガラス繊維混入火山礫サンドアッシュフェノール樹脂板表張／せ
っこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 岩倉化学工業株式会社   PC030NE-9054 平成14年05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

繊維強化セメント板・木毛セメント板張／木造外壁 全国木質セメント板工業組合   PC030NE-9051 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール保温板・有孔着色亜鉛めっき鋼板
張／軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030NE-9048 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウール保温板・着色亜鉛めっき鋼板張／
軽量鉄骨下地外壁 大同鋼板株式会社   PC030NE-9047 平成14年05月31日

繊維混入押出成形セメント板張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社ノザワ   PC030NE-9046 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウールフェルト・着色亜鉛めっき鋼板張
／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030NE-9045 平成14年05月31日

メタルラス入ALCパネル張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社   PC030NE-9044 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・せっこうボード張／軽量
鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9043 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・せっこうボード張／木製
軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9042 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・せっこうボード張／木製
軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9041 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・せっこうボード張／軽量
鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9040 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード・
イソシアヌレートフォーム張／軽量鉄骨下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9039 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード・
イソシアヌレートフォーム張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9038 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ロックウールフェルト・着色亜鉛めっき鋼板張
／プレハブ工法外壁 大和ハウス工業株式会社   PC030NE-9037 平成14年05月31日

スレート・木毛セメント板・スレート張／木製軸組造外壁 コマニー株式会社   PC030NE-9036 平成14年05月31日

モルタル被覆・火山性ガラス質複層板張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社   PC030NE-9035 平成14年05月31日

モルタル被覆・火山性ガラス質複層板・構造用合板張／木製枠組造外
壁 大建工業株式会社   PC030NE-9034 平成14年05月31日

高温高圧蒸気養生した溶接金網入り軽量コンクリート板／軽量鉄骨下
地外壁 積水ハウス株式会社   PC030NE-9033 平成14年05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

塩化ビニル樹脂金属積層板・木繊セメント板張／軽量鉄骨下地外壁 神戸不燃板工業株式会社   PC030NE-9032 平成14年05月31日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板・溶融亜鉛めっき鋼板・グラス
ウール保温板張／プレハブ工法外壁 積水ハウス株式会社   PC030NE-9031 平成14年05月31日

ALC板張／プレハブ工法外壁 パナホーム株式会社   PC030NE-9030 平成14年05月31日

高温高圧蒸気養生した溶接金網入り軽量コンクリート板張／軽量鉄骨
下地外壁 積水ハウス株式会社   PC030NE-9029 平成14年05月31日

塗装溶融亜鉛めつき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せつこうボー
ド張／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社   PC030NE-9028 平成14年05月31日

塩化ビニル樹脂積層鋼板・せっこうボード・木繊セメント板張／軽量
鉄骨下地外壁 神戸不燃板工業株式会社   PC030NE-9027 平成14年05月31日

両面不織布張りシラス・ガラス繊維混入せっこう板張／木製軸組造外
壁 株式会社内外テクノス   PC030NE-9026 平成14年05月31日

溶接金網入ALC板張／木製軸組造外壁 クリオン株式会社   PC030NE-9025 平成14年05月31日

大波スレート・せっこうボード・木繊セメント板張／軽量鉄骨下地外
壁 神戸不燃板工業株式会社   PC030NE-9024 平成14年05月31日

溶接金網入ALC板張／木製軸組造外壁 クリオン株式会社   PC030NE-9023 平成14年05月31日

吹付ガラス繊維混入モルタル被覆・木毛セメント板張／木製軸組造外
壁 日本スレート株式会社   PC030NE-9022 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・吹付ガラス繊維混入モルタル被覆・木毛セメン
ト板張／軽量鉄骨下地外壁 日本スレート株式会社   PC030NE-9021 平成14年05月31日

メタルラス入ALC板張／木製軸組造外壁 クリオン株式会社   PC030NE-9020 平成14年05月31日

スレート・木毛セメント板・スレート張／木製軸組造外壁 日光化成株式会社   PC030NE-9019 平成14年05月31日

スレート・セメントペースト・木毛セメント板・セメントペースト・
スレート張／木製軸組造外壁 日本スレート株式会社   PC030NE-9018 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・メタルラス付モルタル被
覆・小幅板張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   PC030NE-9077 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・パーライト混入フェノールフォーム・せっこう
ボード張／木製軸組造外壁 北海鋼機株式会社   PC030NE-9076 平成14年05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

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・メタルラス付モルタル被
覆・小幅板張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   PC030NE-9075 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・メタルラス付モルタル被
覆・小幅板張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   PC030NE-9074 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム・せっこうボード張／木製
軸組造外壁 株式会社チューオー   PC030NE-9073 平成14年05月22日

フェノールフォーム裏張着色亜鉛めっき鋼板・せっこうボード張／木
製軸組造外壁 株式会社チューオー   PC030NE-9072 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・せっこうボー
ド張／木製軸組造外壁 アキレス株式会社   PC030NE-9071 平成14年05月22日

スレート・木毛セメント板・スレート張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社ノザワ   PC030NE-9070 平成14年05月22日

せっこうプラスター塗／せっこうラスボード張／せっこうボード裏張
／鉄骨造外壁 社団法人石膏ボード工業会 東京都港区新橋3-3-14  PC030NE-9110 平成14年05月17日

亜鉛鉄板・せっこうボード張／せっこうボード裏張／鉄骨造外壁 社団法人石膏ボード工業会   PC030NE-9109 平成14年05月17日

繊維強化セメント板・せっこうボード張／せっこうボード裏張／鉄骨
造外壁 社団法人石膏ボード工業会 東京都港区新橋3-3-14  PC030NE-9108 平成14年05月17日

せっこうプラスター塗／木毛セメント板張／木造外壁 社団法人石膏ボード工業会 東京都港区新橋3-3-14  PC030NE-9107 平成14年05月17日

せっこうプラスター塗／木毛セメント板・金属板張／鉄骨造外壁 社団法人石膏ボード工業会 東京都港区新橋3-3-14  PC030NE-9106 平成14年05月17日

せっこうプラスター塗／木毛セメント板張／鉄骨造外壁 社団法人石膏ボード工業会 東京都港区新橋3-3-14  PC030NE-9105 平成14年05月17日

「木毛セメント板＋石綿スレート」張りアルミニウム軸組防火構造 社団法人日本アルミニウム協
会   PC030NE-9104 平成14年05月17日

モルタル塗りアルミニウム軸組防火構造 社団法人日本アルミニウム協
会   PC030NE-9103 平成14年05月17日

木毛セメント板・モルタル塗カラーアルミサイディング張／アルミニ
ウム軸組外壁

社団法人日本アルミニウム協
会   PC030NE-9102 平成14年05月17日

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／不燃下地外
壁

横浜スレート工業株式会社  
 PC030NE-9101 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  
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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

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／不燃下地外
壁

村樫スレート工業株式会社  

 PC030NE-9101 平成14年05月17日

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  
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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

繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／不燃下地外
壁

小野田化学工業株式会社  

 PC030NE-9101 平成14年05月17日
株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維混入けい酸カルシウム板・木毛セメント板重表張／せっこうボ－
ド裏張／不燃下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9100 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  
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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

繊維混入けい酸カルシウム板・木毛セメント板重表張／せっこうボ－
ド裏張／不燃下地外壁

中越テック株式会社  

 PC030NE-9100 平成14年05月17日

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

亜鉛鉄板・繊維混入けい酸カルシウム板重表張／せっこうボ－ド裏張
／不燃下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9099 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  
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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

亜鉛鉄板・繊維混入けい酸カルシウム板重表張／せっこうボ－ド裏張
／不燃下地外壁

日光化成株式会社  

 PC030NE-9099 平成14年05月17日

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維混入けい酸カルシウム板張／繊維混入けい酸カルシウム板裏張／
不燃下地外壁 横浜スレート工業株式会社   PC030NE-9098 平成14年05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

繊維混入けい酸カルシウム板張／繊維混入けい酸カルシウム板裏張／
不燃下地外壁

大和スレート株式会社  

 PC030NE-9098 平成14年05月17日

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  
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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

繊維混入けい酸カルシウム板張／繊維混入けい酸カルシウム板裏張／
不燃下地外壁

神島化学工業株式会社  

 PC030NE-9098 平成14年05月17日

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維混入けい酸カルシウム板・せっこうボ－ド重張／不燃下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9097 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  
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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

繊維混入けい酸カルシウム板・せっこうボ－ド重張／不燃下地外壁

東京スレート株式会社  

 PC030NE-9097 平成14年05月17日

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

けい酸カルシウム板張／不燃下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9096 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  
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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

けい酸カルシウム板張／不燃下地外壁

日本インシュレーション株式
会社  

 PC030NE-9096 平成14年05月17日

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  
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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

繊維強化セメント板重張／不燃下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9095 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  
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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

繊維強化セメント板重張／不燃下地外壁

山王セラミックス株式会社  

 PC030NE-9095 平成14年05月17日

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維強化セメント板・木毛セメント板重張／せっこうボ－ド裏張／不
燃下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9094 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  
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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

繊維強化セメント板・木毛セメント板重張／せっこうボ－ド裏張／不
燃下地外壁

東北浅野スレート株式会社  

 PC030NE-9094 平成14年05月17日

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維強化セメント板張／繊維強化セメント板裏張／不燃下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9093 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

245/282 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

繊維強化セメント板張／繊維強化セメント板裏張／不燃下地外壁

株式会社ノザワ  

 PC030NE-9093 平成14年05月17日

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

246/282 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

繊維強化セメント板張／繊維強化セメント板裏張／不燃下地外壁 ウベボード株式会社   PC030NE-9093 平成14年05月17日

繊維強化セメント板重張／せっこうボ－ド裏張／不燃下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9092 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

247/282 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

繊維強化セメント板重張／せっこうボ－ド裏張／不燃下地外壁

四国浅野スレート株式会社  

 PC030NE-9092 平成14年05月17日

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維強化セメント板重張／繊維強化セメント板裏張／不燃下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9091 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  
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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

繊維強化セメント板重張／繊維強化セメント板裏張／不燃下地外壁

東洋スレート株式会社  

 PC030NE-9091 平成14年05月17日

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

亜鉛鉄板・繊維強化セメント板重張／せっこうボ－ド裏張／不燃下地
外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9090 平成14年05月17日
大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  
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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

亜鉛鉄板・繊維強化セメント板重張／せっこうボ－ド裏張／不燃下地
外壁

三菱マテリアル建材株式会社  

 PC030NE-9090 平成14年05月17日

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  
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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

亜鉛鉄板・繊維強化セメント板重張／せっこうボ－ド裏張／不燃下地
外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

 PC030NE-9090 平成14年05月17日
ウベボード株式会社  

亜鉛鉄板・繊維強化セメント板重張／繊維強化セメント板裏張／不燃
下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9089 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  
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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

亜鉛鉄板・繊維強化セメント板重張／繊維強化セメント板裏張／不燃
下地外壁

第一スレート工業株式会社  

 PC030NE-9089 平成14年05月17日

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維強化セメント板張／鉄骨造外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9088 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  
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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

繊維強化セメント板張／鉄骨造外壁

ナイガイ株式会社  

 PC030NE-9088 平成14年05月17日

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維強化セメント板両面張／鉄骨造外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9087 平成14年05月17日大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  
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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

繊維強化セメント板両面張／鉄骨造外壁

株式会社ミエスレート  

 PC030NE-9087 平成14年05月17日

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  
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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

繊維強化セメント板両面張／鉄骨造外壁

株式会社大嶽名古屋  

 PC030NE-9087 平成14年05月17日株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維強化セメント板・ロックウ－ル保温板張／鉄骨造外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9086 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  
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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

繊維強化セメント板・ロックウ－ル保温板張／鉄骨造外壁

ダイスレ工業株式会社  

 PC030NE-9086 平成14年05月17日

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維強化セメント板・木毛セメント板張／木造外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9085 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  
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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

繊維強化セメント板・木毛セメント板張／木造外壁

ニチアス株式会社  

 PC030NE-9085 平成14年05月17日

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維強化セメント板・木毛セメント板張鉄骨造外壁
横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9084 平成14年05月17日
大和スレート株式会社  
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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

繊維強化セメント板・木毛セメント板張鉄骨造外壁

村樫スレート工業株式会社  

 PC030NE-9084 平成14年05月17日

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  
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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

繊維強化セメント板・木毛セメント板張鉄骨造外壁

小野田化学工業株式会社  

 PC030NE-9084 平成14年05月17日
株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

繊維強化セメント板・せっこうボ－ド張／鉄骨造外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9083 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  

日光化成株式会社  

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  
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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

繊維強化セメント板・せっこうボ－ド張／鉄骨造外壁

中越テック株式会社  

 PC030NE-9083 平成14年05月17日

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

石綿セメントパ－ライト板張／不燃下地外壁

横浜スレート工業株式会社  

 PC030NE-9082 平成14年05月17日

大和スレート株式会社  

村樫スレート工業株式会社  

株式会社ミエスレート  

三菱マテリアル建材株式会社  

株式会社ノザワ  

日本インシュレーション株式
会社  
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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

石綿セメントパ－ライト板張／不燃下地外壁

日光化成株式会社  

 PC030NE-9082 平成14年05月17日

ニチアス株式会社  

ナイガイ株式会社  

東洋スレート株式会社  

東北浅野スレート株式会社  

東京スレート株式会社  

中越テック株式会社  

ダイスレ工業株式会社  

第一スレート工業株式会社  

四国浅野スレート株式会社  

山王セラミックス株式会社  

神島化学工業株式会社  

小野田化学工業株式会社  

株式会社大嶽名古屋  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

ウベボード株式会社  

ＡＬＣパネル張／木造外壁 住友金属鉱山シポレックス株
式会社   PC030NE-9081 平成14年05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

ＡＬＣパネル張／木造外壁
旭化成建材株式会社  

 PC030NE-9081 平成14年05月17日
クリオン株式会社  

ＡＬＣパネル張／軽量鉄骨下地外壁

住友金属鉱山シポレックス株
式会社  

 PC030NE-9080 平成14年05月17日旭化成建材株式会社  

クリオン株式会社  

ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張
／軽量鉄骨下地外壁 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-

1-1 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0004 平成14年05月10日

両面着色亜鉛めつき鋼板張・ロックウール板張／不燃下地外壁 日本軽金属株式会社   PC030NE-9017 平成14年05月07日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板表張
／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5

月星ビル
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0003 平成14年04月15日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せ
っこうボード・塗装溶融亜鉛めっき鋼板表張／軽量鉄骨下地外壁 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4-11-5

月星ビル
（公財）日本住宅・木材技術
センター PC030NE-0002 平成14年04月15日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・はり合わせアルミ
ニウムはく・せっこうボード表張／軽量鉄骨下地外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13番地

の2 (一財)日本建築総合試験所 PC030NE-0001 平成14年02月15日

磁器質押出成形板／塗装金属板重張／フェノールフォーム裏張／不燃
下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9016 平成14年02月04日

磁器質押出成形板張／塗装金属板重張／フェノールフォーム裏張／木
造下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9015 平成14年02月04日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／ロックウール充てん／中空不燃下地
外壁 川鉄建材株式会社   PC030NE-9014 平成14年02月04日

陶磁器質板張・せっこうボード重張／木造下地外壁 アイジー工業株式会社   PC030NE-9013 平成14年02月04日

両面着色亜鉛鉄板張／ロックウール充てん／不燃下地外壁 川鉄建材株式会社   PC030NE-9012 平成14年02月04日

ロックウール保温材充てん／両面鋼板張／不燃下地外壁 三晃金属工業株式会社   PC030NE-9011 平成13年11月08日

メタルラス入軽量気泡コンクリート板張／不燃下地外壁 旭化成株式会社   PC030NE-9010 平成13年11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

軽量気泡コンクリート板張／不燃下地外壁 旭化成株式会社   PC030NE-9009 平成13年11月08日

ロックウール保温材充てん／両面鋼板張／不燃下地外壁 三晃金属工業株式会社   PC030NE-9008 平成13年11月08日

ロックウール保温材充てん／両面鋼板張／不燃下地外壁 三晃金属工業株式会社   PC030NE-9007 平成13年11月08日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ロックウール板不燃下地外壁 日本軽金属株式会社   PC030NE-9005 平成13年11月08日

溶接金網入軽量気泡コンクリート板張外壁 ミサワホーム株式会社   PC030NE-9004 平成13年11月08日

プレキャスタブル軽量気泡コンクリート板外壁 ミサワホーム株式会社   PC030NE-9003 平成13年11月08日

ALCパネル張／不燃下地外壁 旭化成株式会社   PC030NE-9001 平成13年11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

鋼鈑製換気孔付見切材・繊維混入けい酸カルシウム板張／鋼製下地軒
裏 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)建材試験センター PC030RS-0012 平成24年10月18日

鋼鈑製換気孔付見切材・繊維混入けい酸カルシウム板張／鋼製下地軒
裏 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)建材試験センター PC030RS-0011 平成24年10月18日

鋼板製鼻先スリット材・化粧硬質木片セメント板張／木製下地軒裏 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)建材試験センター PC030RS-0010 平成24年03月23日

鋼板製鼻先スリット材・化粧硬質木片セメント板張／木製下地軒裏 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)建材試験センター PC030RS-0009 平成23年03月25日

両面樹脂塗装／繊維補強セメントけい酸カルシウム板張／木製下地軒
裏

H.R.D. SINGAPORE
PTE..,LTD  (一財)日本建築総合試験所 PC030RS-0008 平成20年10月17日

両面樹脂塗装／繊維補強セメントけい酸カルシウム板張／木製下地軒
裏

H.R.D. SINGAPORE
PTE..,LTD  (一財)日本建築総合試験所 PC030RS-0007 平成20年10月17日

両面アクリル樹脂系塗装パルプ・ビニロン繊維混入セメントけい酸カ
ルシウム板張／木製下地軒裏

H.R.D. SINGAPORE
PTE..,LTD  (一財)日本建築総合試験所 PC030RS-0006 平成20年04月24日

アクリル樹脂系塗装・パルプ混入スラグセメント板張／木製下地軒裏 住友林業クレスト株式会社 東京都新宿区西新宿6-14-1
新宿グリーンタワービル11階 (一財)建材試験センター PC030RS-0005 平成15年02月07日

塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板製通気見切り材・塗
装スラグせっこう板張／木製下地外壁 日本化学産業株式会社 東京都台東区下谷2-20-5 (一財)建材試験センター PC030RS-0004 平成14年11月26日

塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板製通気見切り材・塗装けい酸
カルシウム板張／木製下地軒裏 日本化学産業株式会社 東京都台東区下谷2-20-5 (一財)建材試験センター PC030RS-0003 平成14年11月26日

アルミニウム合金板・せっこうボード張／木造軒裏 新日軽株式会社   PC030RS-9003 平成14年05月31日

天然木単板・ウレタン樹脂塗装／火山性ガラス質複層板張／鋼製下地
軒裏 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)日本建築総合試験所 PC030RS-0002 平成14年03月18日

軽量セメントモルタル・胴縁張／ポリスチレンフォーム充填両面構造
用パネル（OSB）造防火軒裏 三井ホーム株式会社   PC030RS-9002 平成13年11月15日

窯業系サイディング・胴縁張／ポリスチレンフォーム充填両面構造用
パネル（OSB）造防火軒裏 三井ホーム株式会社   PC030RS-9001 平成13年11月15日

アルミニウム合金製スリット付ランナー・繊維混入セメントケイ酸カ
ルシウム板張／木造下地軒裏 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 (一財)日本建築総合試験所 PC030RS-0001 平成13年09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

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・せっこうボード表張／木材・せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0097 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／木材・せっこ
うボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0096 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・せっこうボード表張／木質系ボー
ド重裏張／木製軸組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0095 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／木質系ボード
重裏張／木製軸組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0094 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・せっこうボード表張／木質系ボー
ド裏張／木製軸組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0093 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／木質系ボード
裏張／木製軸組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0092 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・せっこうボード表張／木材・せっ
こうボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0091 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／木材・せっこ
うボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0090 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・せっこうボード表張／木材・木質
系ボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0089 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／木材・木質系
ボード裏張／木製枠組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0088 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・せっこうボード表張／木質系ボー
ド裏張／木製枠組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0087 平成25年03月15日

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／木質系ボード
裏張／木製枠組造外壁 株式会社アールシーコア 東京都目黒区青葉台1－4－5 （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0086 平成25年03月15日

丸太組構法外壁 有限会社HALU 大阪府大阪市中央区南船場2
丁目7-27いずみビル202

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0081 平成24年09月20日

丸太組構法外壁 ログ工房　EL CAMPO 宮城県西白杵郡五ヶ瀬町大字
鞍岡2847-イ

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0080 平成24年09月20日

丸太組構法外壁 有限会社　ウッディノート 高知県高知市大津乙371-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0079 平成24年09月20日

丸太組構法外壁 株式会社　トラム 広島県広島市中区竹屋町6-19 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0078 平成24年09月20日

丸太組構法外壁 株式会社　Sketch 岡山県岡山市北区田中111番
地104

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0077 平成24年09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

丸太組構法外壁 ピュアクラフト 石川県小松市金平町三笠14-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0076 平成24年09月20日

丸太組構法外壁 合同会社ウッドワークス 神奈川県海老名市国分南1-3-
1メゾンエクセル102号

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0075 平成24年09月20日

丸太組構法外壁 Suomen Lomakoti Oy Petikontie 25, 01720 Vantaa,
FINLAND

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0074 平成24年09月20日

人造鉱物繊維断熱材充てん／両面木材・木質系ボード張／木製枠組造
外壁

社団法人日本ツーバイフォー
建築協会

東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8階

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0085 平成24年08月10日カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町

アネックス2号館9階

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／せっこうボー
ド・木質系ボード裏張／木製枠組造外壁

社団法人日本ツーバイフォー
建築協会

東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8階

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0084 平成24年08月10日カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町

アネックス2号館9階

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／木質系ボード
裏張／木製枠組造外壁

社団法人日本ツーバイフォー
建築協会

東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8階

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0083 平成24年08月10日カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町

アネックス2号館9階

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階

人造鉱物繊維断熱材充てん／木材・木質系ボード表張／せっこうボー
ド裏張／木製枠組造外壁

社団法人日本ツーバイフォー
建築協会

東京都港区虎ノ門1-16-17虎
の門センタービル8階

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0082 平成24年08月10日カナダ林産業審議会 東京都港区虎ノ門3-8-27巴町

アネックス2号館9階

特定非営利活動法人
建築技術支援協会

東京都文京区本郷3-43-16
成田ビル7階

木材はめ込み／木製軸組造外壁 株式会社吉田組 北海道歌志内市字本町231番
地

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 QP020BE-0073 平成23年12月27日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォー
ム・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の２ （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0072 平成23年12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

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフ
ォーム・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の２ （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0071 平成23年12月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフ
ォーム・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の２ （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0070 平成23年12月13日

人造鉱物繊維断熱材充てん／塗装／亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフ
ォーム表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13の２ （公財）日本住宅・木材技術

センター QP020BE-0069 平成23年12月13日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・塗装亜鉛めっき鋼板
・火山性ガラス質複層板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター QP020BE-0068 平成23年01月21日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・塗装亜鉛めっき鋼
板・セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター QP020BE-0067 平成23年01月21日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・塗装亜鉛めっき鋼
板・木質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター QP020BE-0066 平成23年01月21日

無機質断熱材充てん／硬質ウレタンフォーム裏張・塗装亜鉛めっき鋼
板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)建材試験センター QP020BE-0065 平成23年01月21日

住宅用人造鉱物繊維断熱材充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・木質系ボ
ード・下地材表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 信越ポリマー株式会社 東京都中央区日本橋本町4-3-

5 (一財)建材試験センター QP020BE-0064 平成23年01月17日

硬質塩化ビニル樹脂板・木質系ボード・下地材表張／せっこうボード
裏張／木製軸組造外壁 信越ポリマー株式会社 東京都中央区日本橋本町4-3-

5 (一財)建材試験センター QP020BE-0063 平成23年01月17日

木材表張／木材はめ込／木製軸組造外壁 婦負森林組合 富山県富山市八尾町梅苑町1-
95-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0062 平成22年10月25日

木材表張／木材はめ込／木製軸組造外壁 富士環境システム株式会社 東京都千代田区外神田2-12-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0061 平成22年10月25日

窯業系サイディング・火山性ガラス質複層板表張／硬質ウレタンフォ
ーム裏面吹付／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 QP020BE-0059 平成22年03月12日

グラスウール充てん／硬質ポリ塩化ビニル樹脂板・シージングせっこ
うボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ゼオン化成株式会社 東京都千代田区丸の内1-6-2 (一財)建材試験センター QP020BE-0058 平成22年03月12日

木材保護塗料塗からまつ・構造用合板表張／普通合板裏張／木製枠組
造外壁 有限会社和建築設計事務所 長野県塩尻市広丘高出西原19

55-3 (一財)建材試験センター QP020BE-0057 平成21年07月09日

木材保護塗料塗からまつ・構造用合板表張／普通合板裏張／木製枠組
造外壁 小林木材株式会社 長野県小県郡長和町和田4336

-1 (一財)建材試験センター QP020BE-0056 平成21年07月09日

人造鉱物繊維保温材充てん／窯業系サイディング・両面アクリル系樹
脂塗装パルプけい酸質混入セメント板表張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター QP020BE-0055 平成21年03月04日

人造鉱物繊維保温材充てん／化粧繊維混入セメント板・両面アクリル
系樹脂塗装パルプけい酸質混入セメント板表張／木製軸組造外壁 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12

番地 (一財)建材試験センター QP020BE-0054 平成21年01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

人造鉱物繊維保温材充てん／化粧木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・
両面アクリル系樹脂塗装パルプけい酸質混入セメント板表張／木製軸組造外
壁

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12
番地 (一財)建材試験センター QP020BE-0053 平成21年01月28日

人造鉱物繊維断熱材充てん／樹脂塗装窯業系サイディング表張／せっ
こうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 (一財)日本建築総合試験所 QP020BE-0052 平成20年12月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／タイル・樹脂塗装木繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 (一財)日本建築総合試験所 QP020BE-0051 平成20年12月11日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル系樹脂塗装火山性ガラス質複層
板・火山性ガラス質複層板表張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 QP020BE-0050 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル系樹脂塗装火山性ガラス質複層
板・せっこうボード表張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 QP020BE-0049 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル系樹脂塗装火山性ガラス質複層
板・窯業系サイディング表張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 QP020BE-0048 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル系樹脂塗装火山性ガラス質複層
板・繊維板表張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 QP020BE-0047 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル系樹脂塗装火山性ガラス質複層
板・木質系ボード表張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 QP020BE-0046 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／アクリル系樹脂塗装火山性ガラス質複層
板表張／木製軸組造外壁 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1番地1 (一財)日本建築総合試験所 QP020BE-0045 平成20年09月22日

人造鉱物繊維断熱材充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木
質系ボード表張／けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター QP020BE-0044 平成18年11月07日

羊毛繊維板充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木質系ボー
ド表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター QP020BE-0043 平成18年11月07日

羊毛繊維板充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木質系ボー
ド表張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター QP020BE-0042 平成18年11月07日

羊毛繊維板充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木質系ボー
ド表張／けい酸カルシウム板裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター QP020BE-0041 平成18年11月07日

人造鉱物繊維断熱材充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木
質系ボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター QP020BE-0040 平成18年11月07日

人造鉱物繊維断熱材充てん／りん酸・メラミン系薬剤処理すぎ板・木
質系ボード表張／木質系ボード裏張／木製軸組造外壁 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　イマックスビル8階 (一財)建材試験センター QP020BE-0039 平成18年11月07日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・フェノールフ
ォーム保温板・火山性ガラス質複層板表張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

-12
（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0038 平成18年06月21日

グラスウール充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・火山性ガラス質複層板
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

株式会社ハウスデポ・ピーエ
イチアイ

埼玉県さいたま市桜区田島7-
26-1 (一財)建材試験センター QP020BE-0037 平成18年05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

グラスウール充てん／硬質塩化ビニル樹脂板・火山性ガラス質複層板
表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 カナディアンホーム株式会社 富山県富山市大町2区173 (一財)建材試験センター QP020BE-0036 平成18年05月16日

グラスウール充てん／硬質塩化ビニル樹脂サイディング・せっこうボ
ード・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 信越ポリマー株式会社 東京都中央区日本橋本町4-3-

5 (一財)建材試験センター QP020BE-0035 平成17年10月05日

硬質塩化ビニル樹脂サイディング・せっこうボード・構造用合板表張
／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 信越ポリマー株式会社 東京都中央区日本橋本町4-3-

5 (一財)建材試験センター QP020BE-0034 平成17年04月07日

グラスウール充てん／塩化ビニル樹脂サイディング・せっこうボード
・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

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3階 (一財)建材試験センター QP020BE-0033 平成17年03月28日

グラスウール充てん／硬質ポリ塩化ビニル板・せっこうボード表張／
せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 ゼオン化成株式会社 札幌市中央区北2条東1丁目2-

10　日宝北2条ビル6階
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 QP020BE-0032 平成16年12月10日

木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板・ポリスチレンフォーム表
張／せっこうボード裏張／薄板軽量形鋼造外壁

アメリカンシルバーウッド株
式会社

東京都港区芝大門2-12-7
秀和第二芝パークビル4F

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0031 平成16年11月04日

丸太組構法外壁 株式会社エルク 岩手県紫波郡紫波町佐比内字
舘前43-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0030 平成16年06月28日

丸太組構法外壁 株式会社ハヤチネ 岩手県紫波郡紫波町佐比内字
舘前43-1

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0029 平成16年06月28日

丸太組構法外壁 株式会社志村不動産  （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0028 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 ログクラフト事業協同組合 山梨県南巨摩郡南部町中野50
46

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0027 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 夢木香株式会社 愛知県名古屋市天白区鴻の巣
1-1601

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0026 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 有限会社悠森 神奈川県横浜市港南区東永谷
3-52-25

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0025 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 有限会社ウッドタウンゆき 広島県佐伯郡湯来町麦谷368-
1

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0024 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 有限会社アトリエエムズ 滋賀県蒲生郡安土町常楽寺42
3-4

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0023 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 ビアンカホーム株式会社 東京都足立区千住東2-23-3 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0022 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 日本土地山林株式会社 兵庫県朝来郡朝来町新井777 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0021 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 トシワ技建株式会社 熊本県菊池郡合志町幾久富飯
高1622-137

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0020 平成16年02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

丸太組構法外壁 進和建工株式会社 広島県広島市安佐北区亀山4-
1-10

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0019 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 さんもく工業株式会社 岡山県岡山市海岸通2-6-3 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0018 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 越井木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林1-
2-158

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0017 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 光和物産株式会社 広島県福山市南本庄2-12-27 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0016 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社リビングハウスマエ
ダ

奈良県生駒郡平郡町初香台5-
4-2

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0015 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社森商 石川県金沢市型田町甲84-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0014 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社マウンテンホームズ 兵庫県尼崎市西毘陽2-1-35 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0013 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社フォーユー 大分県日田郡上津江村川原38
15-7

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0012 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社フェニックスホーム 埼玉県狭山市下奥富1382-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0011 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社ティーエージー 埼玉県三郷市早稲田1-6-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0010 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社ホーム建材店 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-
7-5

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0009 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社ビックボックス 栃木県宇都宮市梁瀬町2357 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0008 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社ナビフ 岐阜県多治見市赤坂町9-80-2 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0007 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社キートス 新潟県新潟市小針2-17-1 （公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0006 平成16年02月12日

丸太組構法外壁 株式会社新潟もくゆう 新潟県北蒲原郡加治川村住田
413

（公財）日本住宅・木材技術
センター QP020BE-0005 平成16年02月12日

グラスウール充てん／塩化ビニル系樹脂サイディング・火山性ガラス
質複層板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁 クレトイシ株式会社 東京都港区浜松町2-1-5 (一財)日本建築総合試験所 QP020BE-0004 平成16年01月09日

化粧鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁 日新総合建材株式会社   QP020BE-9133 平成15年11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

丸太組構法外壁 株式会社ホンカ・ジャパン   QP020BE-9132 平成14年12月18日

丸太組構法外壁 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 QP020BE-0003 平成14年07月22日

グラスウール充てん／化粧繊維混入セメントモルタル板表張／合板裏
張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5

住友芝大門ビル (一財)ベターリビング QP020BE-0002 平成14年07月05日

グラスウール充てん／化粧繊維混入セメントモルタル板表張／合板裏
張／木製軸組造外壁 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2-5-5

住友芝大門ビル (一財)ベターリビング QP020BE-0001 平成14年07月05日

化粧鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁 稲垣商事株式会社   QP020BE-9131 平成14年05月31日

化粧鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁 株式会社淀川製鋼所   QP020BE-9130 平成14年05月31日

化粧鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁 東邦シートフレーム株式会社   QP020BE-9129 平成14年05月31日

化粧鋼板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁 株式会社チューオー   QP020BE-9128 平成14年05月31日

塗装金属板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020BE-9127 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   QP020BE-9126 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   QP020BE-9125 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・無機変性イソシアヌレートフォーム表張／せっ
こうボード裏張／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社   QP020BE-9124 平成14年05月31日

難燃処理木材・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外
壁 株式会社キリガヤ   QP020BE-9123 平成14年05月31日

難燃処理木材・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外
壁 株式会社キリガヤ   QP020BE-9122 平成14年05月31日

れんが・れんが受金物・構造用合板表張／せっこうボード裏張／木製
枠組造外壁 株式会社グランビル   QP020BE-9121 平成14年05月31日

難燃処理木材・難燃処理合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 エヌティ日東産業株式会社   QP020BE-9120 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 アキレス株式会社   QP020BE-9119 平成14年05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

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020BE-9118 平成14年05月31日

難燃木材・難燃処理合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 越井木材工業株式会社   QP020BE-9117 平成14年05月31日

軽量セメントモルタル被覆・合板表張／せっこうボード裏張／木製軸
組造外壁 富士川建材工業株式会社   QP020BE-9116 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020BE-9115 平成14年05月31日

レンガ・リブ付ポリスチレンフォーム板・構造用合板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 積水化成品工業株式会社   QP020BE-9114 平成14年05月31日

塩化ビニルサイディング・スラグせっこう板表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 ゼオン化成株式会社   QP020BE-9113 平成14年05月31日

磁器質施ゆう外装タイル・両面ガラス繊維混入火山礫サンドアッシュフェノ
ール樹脂板・押出発泡ポリスチレン板・構造用合板表張／せっこうボード裏
張／木製枠組造外壁

大日本プラスチックス株式会
社   QP020BE-9112 平成14年05月31日

磁器質施ゆう外装タイル・両面ガラス繊維混入火山礫サンドアッシュフェノ
ール樹脂板・押出発泡ポリスチレン板表張／せっこうボード裏張／木製軸組
造外壁

大日本プラスチックス株式会
社   QP020BE-9111 平成14年05月31日

化粧鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧鋼板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 大同鋼板株式会社   QP020BE-9110 平成14年05月31日

磁器質タイル・ガラス繊維混入火山礫サンドアッシュフェノール樹脂板
・押出発泡ポリスチレン板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

大日本プラスチックス株式会
社   QP020BE-9109 平成14年05月31日

アクリル系フィルム張ポリカーボネート樹脂板・イソシアヌレートフ
ォーム・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   QP020BE-9108 平成14年05月31日

塩化ビニル樹脂板・イソシアヌレートフォーム・軽量せっこうボード
表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   QP020BE-9107 平成14年05月31日

スライスレンガ・ポリウレタンフォーム・合板表張／せっこうボード
裏張／木造下地外壁 岡本設計工房株式会社   QP020BE-9106 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・フェノールフォーム表張／せっこうボード裏張
／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   QP020BE-9105 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   QP020BE-9104 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   QP020BE-9103 平成14年05月31日

カラーアルミ・ウレタンフォーム・せっこうボード表張／せっこうボ
ード裏張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020BE-9102 平成14年05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

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   QP020BE-9101 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表張／せっこうボー
ド裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   QP020BE-9100 平成14年05月31日

リシン吹付塗装・着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム表
張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   QP020BE-9099 平成14年05月31日

繊維混入スラグせっこうセメント板表張／せっこうボード裏張／木製
軸組造外壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   QP020BE-9098 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 大同鋼板株式会社   QP020BE-9097 平成14年05月31日

塗装金属板・せっこうボード表張／せっこうボード裏張／木製軸組造
外壁 株式会社チューオー   QP020BE-9096 平成14年05月31日

モルタル被覆・合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 株式会社ノダ   QP020BE-9095 平成14年05月31日

塩化ビニル樹脂金属積層板・せっこうボード表張／せっこうボード裏
張／木製軸組造外壁 大同鋼板株式会社   QP020BE-9094 平成14年05月31日

化粧鋼板・ポリイソシアヌレートフォーム・化粧鋼板表張／せっこう
ボード裏張／木製軸組造外壁 大同鋼板株式会社   QP020BE-9093 平成14年05月31日

グラスウール充てん／モルタル吹付被覆・合板表張／合板裏張／プレ
ハブ工法外壁 ミサワホーム株式会社   QP020BE-9090 平成14年05月22日

グラスウール充てん／セメントモルタル被覆・合板表張／有孔合板裏
張／プレハブ工法外壁 ミサワホーム株式会社   QP020BE-9089 平成14年05月22日

グラスウール充てん／鉄網モルタル塗・ハードボード表張／せっこう
ボード裏張／木造下地外壁

ニチハマテックス株式会社  

 QP020BE-9092 平成14年05月17日

株式会社ノダ  

ニチハ株式会社  

大建工業株式会社  

カイハツボード株式会社  

新秋木工業株式会社  
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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

グラスウール充てん／鉄網モルタル塗・パーティクルボード表張／せ
っこうボード裏張／木造下地外壁

株式会社トーベック  

 QP020BE-9091 平成14年05月17日

東京ボード工業株式会社  

宮古ボード工業株式会社  

日本ノボパン工業株式会社  

東北ホモボード工業株式会社  

段谷産業株式会社  

大昭和ユニボード株式会社  

小名浜合板株式会社  

大倉工業株式会社  

永大産業株式会社  

株式会社イワクラ  

新秋木工業株式会社  

メタルラス付モルタル被覆・構造用合板表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁 青木建材工業株式会社   QP020BE-9003 平成14年05月07日

軽量セメントモルタル合板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造・
木製枠組造外壁 株式会社パル   QP020BE-9002 平成14年05月07日

丸太組構法外壁 豊田通商株式会社　東京本社   QP020BE-9088 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 ホーム神戸株式会社　   QP020BE-9087 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　アールシーコア   QP020BE-9086 平成14年05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

丸太組構法外壁 株式会社
タロ・インターナショナル   QP020BE-9085 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　アールシーコア   QP020BE-9084 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　フジ建材   QP020BE-9083 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 上田第三木材合資会社   QP020BE-9082 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社
キハタトレーディング   QP020BE-9081 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　新潟もくゆう   QP020BE-9080 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　ミトモ   QP020BE-9079 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　茜プランニング   QP020BE-9078 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　キートス   QP020BE-9077 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　もくもく   QP020BE-9076 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 夢木香株式会社　   QP020BE-9075 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　瀬戸工務店   QP020BE-9074 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　イッシンランバー   QP020BE-9073 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　佐竹工務店   QP020BE-9072 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　香取ログ   QP020BE-9071 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　ログファミリー   QP020BE-9070 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社
スオミインターナショナル   QP020BE-9069 平成14年05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

丸太組構法外壁 インターナショナルビジネス
株式会社   QP020BE-9068 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　ビックボックス   QP020BE-9067 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 信州国産材開発協同組合   QP020BE-9066 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　キャシア   QP020BE-9065 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 三州木材株式会社　   QP020BE-9064 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 レジェンダリーホーム株式会
社　   QP020BE-9063 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社
エムアンドケイホームズ   QP020BE-9062 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　サトウ   QP020BE-9061 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 クラミ木材株式会社　   QP020BE-9060 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社
オーロラハウスジャパン   QP020BE-9059 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　ウッズマン   QP020BE-9058 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 グレイスエンタープライジス
株式会社　   QP020BE-9057 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 北秋田森林組合   QP020BE-9056 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　首藤建設   QP020BE-9055 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 春野木材加工協業組合   QP020BE-9054 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 ビアンカ第一貿易株式会社　   QP020BE-9053 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社
マウンテンホームズ   QP020BE-9052 平成14年05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

丸太組構法外壁 置戸林産流通加工協同組合連
合会   QP020BE-9051 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　ログホームズ
イズミ   QP020BE-9050 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 アメリカンホームシステムズ
ジャパン株式会社　   QP020BE-9049 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　ビィウッド   QP020BE-9048 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　シー・エフ・シー   QP020BE-9047 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社
タロ・インターナショナル   QP020BE-9046 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社
ウッディマイホーム   QP020BE-9045 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　トーア   QP020BE-9044 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　フォーユー   QP020BE-9043 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　笠原建設   QP020BE-9042 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 蜂の巣ログハウジング株式会
社　   QP020BE-9041 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 日田郡森林組合
ログハウジング   QP020BE-9040 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　佐藤林業   QP020BE-9039 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　諌早木材市場
ウッドベル事業部   QP020BE-9038 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　ウッディピノキオ   QP020BE-9037 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　ウッディ工房   QP020BE-9036 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 和田建設株式会社　   QP020BE-9035 平成14年05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

丸太組構法外壁 株式会社
小田森林ログハウジング   QP020BE-9034 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　ヤマナカ建工   QP020BE-9033 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社　カントリー工房   QP020BE-9032 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 芸北森林株式会社　   QP020BE-9031 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 太田川森林組合   QP020BE-9030 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　川上建設   QP020BE-9029 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 平成木材株式会社　   QP020BE-9028 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 日本土地山林株式会社　   QP020BE-9027 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 ホーム神戸株式会社　   QP020BE-9026 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 桝谷木材株式会社　   QP020BE-9025 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 越井木材工業株式会社　   QP020BE-9024 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 室生村森林組合   QP020BE-9023 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 ヤマカホーム株式会社　   QP020BE-9022 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　丸惣工務店   QP020BE-9021 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 浅野木材工業株式会社　   QP020BE-9020 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　北陸リビング社   QP020BE-9019 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　マルアサ工房   QP020BE-9018 平成14年05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

丸太組構法外壁 有限会社ジャパン・ログ   QP020BE-9017 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　アヤメ企画   QP020BE-9016 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　大丸木材産業   QP020BE-9015 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 小国町森林組合   QP020BE-9014 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 大島木材　有限会社   QP020BE-9013 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　ヤマゲン   QP020BE-9012 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 奥森ハウス株式会社　   QP020BE-9011 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 サンコーハウス株式会社　   QP020BE-9010 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 ナスハウス工業株式会社   QP020BE-9009 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　芳賀沼製作   QP020BE-9008 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　ウッディ東北   QP020BE-9007 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 株式会社　オザワモクザイ   QP020BE-9006 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 厚浜木材加工協同組合   QP020BE-9005 平成14年05月01日

丸太組構法外壁 有限会社
ログ・キャビン・さかい   QP020BE-9004 平成14年05月01日

パルプセメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁 セメントファイバーボード工
業組合   QP020BE-9001 平成14年05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）
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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

塗装金属板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造
外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9027 平成14年05月31日

難燃処理木材・せっこうボード張／木製軸組造外壁 株式会社トライ・ウッド   QP020NE-9026 平成14年05月31日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張
／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9025 平成14年05月31日

アルミニウム合金塗装板・ウレタンフォーム・せっこうボード張／木
製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9024 平成14年05月31日

塗装金属板・ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9023 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸
組造外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9022 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木
製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9021 平成14年05月31日

アルミニウム合金板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木
製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9020 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード張
／木製軸組造外壁 アイジー工業株式会社   QP020NE-9019 平成14年05月31日

硬質繊維板・せっこうボード張／木製軸組造外壁 株式会社ノダ   QP020NE-9018 平成14年05月31日

塗装金属板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造
外壁 日新総合建材株式会社   QP020NE-9017 平成14年05月31日

塗装金属板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造
外壁 日新総合建材株式会社   QP020NE-9016 平成14年05月31日

塗装金属板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造
外壁 日新総合建材株式会社   QP020NE-9015 平成14年05月31日

塗装金属板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造
外壁 日新総合建材株式会社   QP020NE-9014 平成14年05月31日

塗装金属板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造
外壁 日新総合建材株式会社   QP020NE-9013 平成14年05月31日

塗装金属板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造
外壁 日新総合建材株式会社   QP020NE-9012 平成14年05月31日

塗装金属板・硬質ウレタンフォーム・塗装金属板・せっこうボード張
／木製軸組造外壁 日新総合建材株式会社   QP020NE-9011 平成14年05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

塗装金属板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造
外壁 日新総合建材株式会社   QP020NE-9010 平成14年05月31日

塗装金属板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造
外壁 日新総合建材株式会社   QP020NE-9009 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸
組造外壁 トステム株式会社   QP020NE-9042 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸
組造外壁 トステム株式会社   QP020NE-9041 平成14年05月22日

塩化ビニル樹脂板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製
軸組造外壁 三菱樹脂株式会社   QP020NE-9040 平成14年05月22日

塩化ビニル樹脂板・硬質ウレタンフォーム・モルタル塗・木毛セメン
ト板張／木製軸組造外壁 三菱樹脂株式会社   QP020NE-9039 平成14年05月22日

難燃処理木材・せっこうボード張／木製軸組造外壁 キッチンハウス株式会社   QP020NE-9038 平成14年05月22日

着色アルミニウム合金板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張
／木製軸組造外壁

YKKアーキテクチュラルプロ
ダクツ株式会社   QP020NE-9037 平成14年05月22日

着色アルミニウム合金板・ウレタンフォーム・せっこうボード張／木
製軸組造外壁

YKKアーキテクチュラルプロ
ダクツ株式会社   QP020NE-9036 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム・せっこうボード張
／木製軸組造外壁 アキレス株式会社   QP020NE-9035 平成14年05月22日

アルミニウム合金塗装板・ウレタンフォーム・メタルラス付モルタル
被覆・小幅板張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9034 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォーム・メタルラス付モルタル被覆
・小幅板張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9033 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板・ウレタンフォーム・メタルラス付モルタル被覆
・小幅板張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9032 平成14年05月22日

アルミニウム合金塗装板・ウレタンフォーム・メタルラス付モルタル
被覆・小幅板張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9031 平成14年05月22日

塗装金属板・ウレタンフォーム・メタルラス付モルタル被覆・小幅板
張／木製軸組造外壁 株式会社チューオー   QP020NE-9030 平成14年05月22日

金属板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所   QP020NE-9029 平成14年05月22日

金属板・硬質ウレタンフォーム・せっこうボード張／木製軸組造外壁 株式会社淀川製鋼所   QP020NE-9028 平成14年05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

軽量せっこうボード裏張／難燃処理木材張／木造下地外壁 協同組合長野県信州からまつ
工業会   QP020NE-9001 平成14年02月08日

難燃処理木材張／せっこうボード張／木造下地外壁 昭和木材株式会社   QP020NE-9008 平成14年02月04日

硬質ウレタンフォーム裏張／塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／せっこうボ
ード張／木造下地外壁 東邦シートフレーム株式会社   QP020NE-9007 平成14年02月04日

硬質ウレタンフォーム裏張／鋼板張／せっこうボード張／木造下地外
壁 東邦シートフレーム株式会社   QP020NE-9006 平成14年02月04日

硬質ウレタンフォーム裏張／鋼板張／せっこうボード張／木造下地外
壁 東邦シートフレーム株式会社   QP020NE-9005 平成14年02月04日

硬質ウレタンフォーム裏張／鋼板張／せっこうボード張／木造下地外
壁 東邦シートフレーム株式会社   QP020NE-9004 平成14年02月04日

着色亜鉛めつき鋼板・軽量せつこうボード張／イソシアヌレートフォ
ーム裏張／土塗壁同等外壁 アイジー工業株式会社   QP020NE-9003 平成14年02月04日

難燃処理木材・せっこうボード張／木造下地外壁 株式会社アズ   QP020NE-9002 平成14年02月04日
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