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

【防火材料】

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

不燃材料
一般 NM 表示ページに移動

外部仕上用 NE 表示ページに移動

準不燃材料
一般 QM 表示ページに移動

外部仕上用 QE 表示ページに移動

難燃材料
一般 RM 表示ページに移動

外部仕上用 RE 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

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アミノ・アクリル系樹脂塗装鋼板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3599 平成25年03月26日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／両面合成樹脂塗装水酸化アルミニウム
混入ポリエチレン系樹脂充てん／両面アルミニウム合金板 ニチエ株式会社 大阪府大阪市淀川区新高1-6-

28 (一財)日本建築総合試験所 NM-3598 平成25年03月15日

フェノールフォーム充てん／裏面ガラス繊維裏張アルミニウム合金は
く／表面エポキシ系樹脂塗装アルミニウム合金はく

株式会社メッツ・エンタープ
ライズ

大阪府大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ﾋﾞﾙ29階 (一財)日本建築総合試験所 NM-3597 平成25年03月15日

合成樹脂塗装／金属はく・絹織物壁紙張／基材（不燃材料（せっこう
ボード及び金属板を除く）） 株式会社歴清社 広島県広島市西区三篠町3丁

目20-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-3596 平成25年03月15日

塩化ビニル樹脂系フィルム重張／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)ベターリビング NM-3595 平成25年03月15日

セルロース混入／けい砂・セメント板 未来総建株式会社 北海道札幌市豊平区美園一条
1丁目5-20-201 (一財)建材試験センター NM-3592 平成25年03月15日

アルミニウム合金はく・クラフト紙張／グラスウール板 KCC　CORPORATION 〒1301-4,Seocho-
dong,Seocho-Gu,137-703 (一財)建材試験センター NM-3591 平成25年03月15日

パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-3590 平成25年03月15日

ポリエステル繊維・シリコーン樹脂混入／けい酸ソーダ・パーライト
板 株式会社冨士パーライト 愛知県清須市西枇杷島町芳野

1-32 (一財)建材試験センター NM-3589 平成25年03月15日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-3588 平成25年03月15日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装／水酸化アルミニウ
ム混入ポリエチレン系樹脂充てん／両面アルミニウム合金板 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-3586 平成25年03月15日

アルミニウムハニカムコア充てん／両面フッ素樹脂系塗装アルミニウ
ム合金板

株式会社
フジカケプランニング 東京都江東区亀戸2-31-10 (一財)ベターリビング NM-3585 平成25年03月15日

両面ポリエステル樹脂系フィルム張アルミニウムはく張／ガラスクロ
ス 日本遮熱株式会社 栃木県足利市田中町798-1 (一財)ベターリビング NM-3584 平成25年03月15日

金属シリコン製多孔質処理耐熱板ガラス裏張／耐熱板ガラス 藤原工業株式会社 大阪府大阪市淀川区加島3-14
-24 (一財)日本建築総合試験所 NM-3580 平成25年03月15日

陶磁器質タイル張／溶融亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっ
き鋼板 東レＡＣＥ株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-

7 (一財)ベターリビング NM-3569 平成25年03月15日

アクリル系樹脂混入／グラスウール板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-3583 平成25年02月26日

アクリル系樹脂混入／グラスウール板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-3582 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

炭酸カルシウム・石灰岩混入セメント系塗材塗／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 株式会社沖坤 沖縄県名護市字久志521番地

の6 (一財)日本建築総合試験所 NM-3581 平成25年02月26日

ポリエチレンテレフタレート樹脂・ポリプロピレン系樹脂フィルム張
／エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

一番一号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3579 平成25年02月26日

硬鋼線入／ポリエステル樹脂フィルム充てん両面アルミニウム合金は
くシート 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1丁

目12番19号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3578 平成25年02月26日

合成樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） ＤＩＣ株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町大字小
室4472-1 (一財)建材試験センター NM-3577 平成25年02月07日

セルロースファイバー混入けい藻土系塗材塗／基材（不燃材料（金属
板を除く）） 株式会社ユーディー 神奈川県川崎市高津区坂戸3-

2-1　KSP西712A (一財)建材試験センター NM-3576 平成25年02月07日

合成樹脂不織布張／ガラス繊維織物 フジモリ産業株式会社 東京都品川区東五反田2-17-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3575 平成25年02月07日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム裏張／水酸化アルミニウ
ム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-3574 平成25年02月07日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム裏張／合成樹脂塗装水酸
化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-3573 平成25年02月07日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面水酸化アル
ミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-3572 平成25年02月07日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／片面合成樹脂塗装水酸
化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく／片面水酸化アルミニウム紙張ア
ルミニウム合金はく

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 NM-3571 平成25年02月07日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面合成樹脂塗
装水酸化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-3570 平成25年02月07日

イソシアヌレートフォーム充てん／鋼板裏張／合成樹脂系塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
天王洲郵船ビル7F (一財)ベターリビング NM-3567 平成25年01月29日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
天王洲郵船ビル7F (一財)ベターリビング NM-3566 平成25年01月29日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面合成樹脂系塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
天王洲郵船ビル7F (一財)ベターリビング NM-3565 平成25年01月29日

塩化ビニル樹脂系フィルム重張／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミ
ニウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板

エイブリィ・デニソン・ジャ
パン・マテリアルズ株式会社

東京都港区海岸1-2-20
汐留ビルディング13F (一財)ベターリビング NM-3564 平成25年01月29日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面ポリエステル
樹脂系塗装アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1

パレスビル (一財)ベターリビング NM-3563 平成25年01月29日

消石灰系塗装紙張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス
質複層板

株式会社クトクコーポレーシ
ョン

大阪府大阪市浪速区幸町2丁
目5番3号 (一財)ベターリビング NM-3568 平成25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

両面アクリル樹脂系塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／塩化ビニル
樹脂系塗装ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-3562 平成25年01月16日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 日油株式会社 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 (一財)建材試験センター NM-3561 平成24年12月28日

アクリル樹脂系塗装／両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／塩化ビニル
樹脂系塗装ガラスクロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区麹町2-4-1

（麹町大通りビル） (一財)建材試験センター NM-3560 平成24年12月28日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／塩化ビニル樹脂系塗装ガラスクロ
スの性能評価 日東紡績株式会社 東京都千代田区麹町2-4-1 (一財)建材試験センター NM-3559 平成24年12月21日

ポリエステル系不織布張フェノールフォーム保温板裏張／せっこうボ
ード 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 NM-3558 平成24年12月21日

アクリル系樹脂塗装／合成樹脂繊維混入けい酸カルシウム化合物板 ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-3557 平成24年12月21日

アルミニウムはく・補強シート張／グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県須賀川市木之崎字大ケ
久保24番地4

(一財)日本建築総合試験所 NM-3556 平成24年12月21日マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3　神田三菱ビル

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　神田三菱ビル

ポリエチレンテレフタラート樹脂系フィルム張／パルプ混入けい酸カ
ルシウム板 株式会社Ｊ．フロント建装 東京都荒川区東日暮里4-36-2

0 (一財)建材試験センター NM-3551 平成24年12月13日

両面合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 日本軽金属株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
天王洲郵船ビル (一財)建材試験センター NM-3555 平成24年12月10日

イソシアヌレートフォーム充てん／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 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 NM-3554 平成24年12月03日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1
聖路加タワー13F (一財)建材試験センター NM-3553 平成24年12月03日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1
聖路加タワー13F (一財)建材試験センター NM-3552 平成24年12月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)建材試験センター NM-3550 平成24年12月03日

ロックウール板充てん／両面合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社朝日興産 大阪府大阪市中央区北浜2-6-
26 (一財)建材試験センター NM-3549 平成24年12月03日

ロックウール板充てん／両面合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社竹中工務店 東京都江東区新砂1-1-1 (一財)建材試験センター NM-3548 平成24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

ペーパーハニカムコア充てん／両面合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社朝日興産 大阪府大阪市中央区北浜2-6-
26 (一財)建材試験センター NM-3547 平成24年12月03日

ペーパーハニカムコア充てん／両面合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社竹中工務店 東京都江東区新砂1-1-1 (一財)建材試験センター NM-3546 平成24年12月03日

ロックウール板・木チップ混入酸化マグネシウム板充てん／両面合成
樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社朝日興産 大阪府大阪市中央区北浜2-6-

26 (一財)建材試験センター NM-3545 平成24年12月03日

ロックウール板・木チップ混入酸化マグネシウム板充てん／両面合成
樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社竹中工務店 東京都江東区新砂1-1-1 (一財)建材試験センター NM-3544 平成24年12月03日

パルプ・無機繊維混入けい酸カルシウム板 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 NM-3543 平成24年12月03日

片面合成樹脂塗装／パルプ・無機繊維混入けい酸カルシウム板 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 NM-3542 平成24年12月03日

両面合成樹脂塗装／パルプ・無機繊維混入けい酸カルシウム板 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 NM-3541 平成24年12月03日

ポリエステル系繊維不織布張フェノールフォーム保温板裏張／鋼板 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
神保町三井ビルディング

(一財)日本建築総合試験所 NM-3540 平成24年11月28日

ポリエステル系繊維不織布張フェノールフォーム保温板裏張／合成樹
脂塗装鋼板 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
神保町三井ビルディング

(一財)日本建築総合試験所 NM-3539 平成24年11月28日

アルミニウム合金はく入水酸化アルミニウム混抄紙ペーパーコア充て
ん／両面合成樹脂塗装鋼板 神鋼建材工業株式会社 兵庫県尼崎市丸島町46番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3538 平成24年11月19日

水酸化アルミニウム混抄紙ペーパーコア充てん／両面合成樹脂塗装鋼
板 神鋼建材工業株式会社 兵庫県尼崎市丸島町46番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3537 平成24年11月19日

ポリりん酸アンモニウム混入アクリルウレタン系樹脂塗装／基材（不
燃材料（金属板を除く）） 浜二ペイント株式会社 静岡県浜松市南区若林町2530 (一財)日本建築総合試験所 NM-3536 平成24年11月19日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） オリエンタル産業株式会社 神奈川県川崎市高津区下作延
7-1-3 (一財)建材試験センター NM-3535 平成24年11月12日

アクリル樹脂系塗装／両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／塩化ビニル
樹脂系塗装ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-3534 平成24年11月12日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ウレタン系樹脂処理ガラス繊維クロス クラレプラスチックス株式会
社

大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ﾋﾞﾙｵﾌｨｽﾀﾜｰ39F (一財)建材試験センター NM-3533 平成24年11月12日

イソシアヌレートフォーム充てん／アルミニウムはく裏張／ポリエス
テル樹脂系塗装アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1

パレスビル (一財)ベターリビング NM-3532 平成24年11月12日

ふっ素樹脂系塗装／アルミニウム合金板 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター NM-3531 平成24年11月02日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ふっ素樹脂系塗装／鋼板 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター NM-3530 平成24年11月02日

ふっ素樹脂系塗装／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター NM-3529 平成24年11月02日

アクリル樹脂系・オルガノポリシロキサン樹脂系塗装／基材（不燃材
料（金属板を除く）） 株式会社ダイフレックス 東京都新宿区西新宿2-4-1

新宿NSﾋﾞﾙ25F (一財)建材試験センター NM-3528 平成24年10月26日

酢酸ビニル系樹脂混入けい砂系塗材・酢酸ビニル系樹脂混入セメント
系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 西澤工業株式会社 群馬県高崎市上並榎町445 (一財)建材試験センター NM-3527 平成24年10月22日

繊維混入けい酸カルシウムセメント押出成形板 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 (一財)日本建築総合試験所 NM-3526 平成24年10月18日

ウレタン系樹脂・陶磁器質タイル板 株式会社ＬＩＸＩＬ 東京都江東区大島二丁目1番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3525 平成24年10月18日

アクリルウレタン系樹脂・アクリル系樹脂塗装／基材(不燃材料(せっこ
うボード及び金属板を除く)) 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)日本建築総合試験所 NM-3524 平成24年10月18日

パルプ混入／けい酸カルシウム・セメント板 ミタ マテリアル株式会社 東京都葛飾区鎌倉1-6-1 (一財)建材試験センター NM-3523 平成24年10月18日

パルプ混入／けい酸カルシウム板 チヨダセラ株式会社 神奈川県伊勢原市上粕屋760 (一財)建材試験センター NM-3522 平成24年10月18日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張ポリエチレン樹脂系フィルム
裏張アルミニウムはく張／ポリアミド線入鋼板付合成樹脂系シート裏張／グ
ラスウール保温板

株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)ベターリビング NM-3521 平成24年10月12日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／グラスウール保温板 KCC　CORPORATION Seocho-Dong,Seocho-
Gu,137-703,Korea (一財)ベターリビング NM-3520 平成24年10月12日

イソシアヌレートフォーム充てん／アルミニウムはく裏張／合成樹脂
系塗装アルミニウムはく 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1

パレスビル (一財)ベターリビング NM-3519 平成24年10月12日

両面けい酸カリウム系塗装／パルプ混入セメント板 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 NM-3518 平成24年09月27日

両面合成樹脂塗装めっき鋼板・ロックウール板裏張／鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県加須市正能3-7 (一財)建材試験センター NM-3517 平成24年09月27日

鋼板・ロックウール板裏張／両面合成樹脂塗装めっき鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県加須市正能3-7 (一財)建材試験センター NM-3516 平成24年09月27日

ロックウール板充てん／両面鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県加須市正能3-7 (一財)建材試験センター NM-3515 平成24年09月27日

ロックウール板充てん／両面合成樹脂塗装めっき鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県加須市正能3-7 (一財)建材試験センター NM-3514 平成24年09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

パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-3513 平成24年09月27日

両面けい酸カリウム系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 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 NM-3512 平成24年09月27日

両面ポリエステル不織布張フェノールフォーム保温板充てん／両面合
成樹脂塗装めっき鋼板 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

12丁目1番4号新永ﾋﾞﾙ1階 (一財)日本建築総合試験所 NM-3511 平成24年09月27日

アルミニウムはく張普通紙裏張／セルロース系繊維壁紙張／基材（不
燃材料（金属板を除く）） エリモ工業株式会社 京都府木津川市加茂町兎並船

屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3510 平成24年09月27日

りん窒素系薬剤混入アクリル酸エステル共重合物・変性酢酸ビニル共重合物
系樹脂塗装／アルミニウムはく張普通紙裏張／セルロース系繊維壁紙張／基
材（不燃材料（金属板を除く））

エリモ工業株式会社 京都府木津川市加茂町兎並船
屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3509 平成24年09月27日

アクリルウレタン系樹脂塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社キョーテック 京都府京都市下京区中堂寺庄
ノ内町39番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3508 平成24年09月27日

二酸化けい素系繊維板 イソライト工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-3-
23　中之島ﾀﾞｲﾋﾞﾙ8F (一財)建材試験センター NM-3507 平成24年09月20日

エチレン-
酢酸ビニル共重合樹脂系塗装ガラス不織布張／グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県須賀川市木ノ崎字大ヶ
久保24-4 (一財)ベターリビング NM-3503 平成24年09月10日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-3462 平成24年09月07日

アクリル樹脂系塗装／けい藻土混入炭酸カルシウム板 ニッコー株式会社 石川県白山市相木町383 (一財)建材試験センター NM-3506 平成24年09月06日

酸化タングステン・酸化ジルコニウム系塗装／基材（不燃材料（金属
板を除く）） 東芝マテリアル株式会社 神奈川県横浜市磯子区新杉田

町8 (一財)建材試験センター NM-3505 平成24年09月06日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装溶融
亜鉛めっき鋼板

日本パネル（タイランド）株
式会社

99/11 Moo3 Soi Wat Buaroi,Bangna Trad
Rd.,Tambon Bangsaothong,Amphur
Bangsaothong, Samutprakarn 10540
Thailand

(一財)建材試験センター NM-3504 平成24年09月06日

合成樹脂系塗装アクリル系樹脂含浸紙張／パルプ混入けい酸カルシウ
ム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江２２８８

番地 (一財)ベターリビング NM-3502 平成24年09月04日

水酸化アルミニウム混抄紙ペーパーコア充てん／両面ポリエステル系
樹脂塗装鋼板 文化シヤッター株式会社 東京都文京区西片1丁目17-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-3501 平成24年09月04日

セルロース繊維混入／せっこう板 野原産業株式会社 東京都新宿区新宿1-1-11
友泉新宿御苑ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3500 平成24年09月04日

裏面鋼板付線材入合成樹脂不織布・合成樹脂不織布張ガラス繊維織物 フジモリ産業株式会社 東京都品川区東五反田2-17-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3499 平成24年09月04日

合成樹脂塗装／紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3498 平成24年09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

パルプ混入／けい酸カルシウム・セメント板 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 NM-3494 平成24年09月04日

アクリル樹脂系塗装ガラス繊維不織布裏張／ガラス板 エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)建材試験センター NM-3493 平成24年09月04日

両面アクリル樹脂系塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／塩化ビニル
樹脂系塗装／ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-3492 平成24年09月04日

塩化ビニル樹脂系シート張／アルミニウム合金板
日本アーバン株式会社  

(一財)建材試験センター NM-3491 平成24年09月04日
清水建設株式会社 東京都中央区京橋2-16-1

天然木単板・和紙張／ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社エレガントウッドコ
ーポレーション 福岡県大川市大字一木48-10 (一財)建材試験センター NM-3490 平成24年09月04日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板・和紙張／ガラス繊維混入けい酸カ
ルシウム板

株式会社エレガントウッドコ
ーポレーション 福岡県大川市大字一木48-10 (一財)建材試験センター NM-3489 平成24年09月04日

両面エポキシジアクリレート樹脂系塗装／ガラスクロス 株式会社日本理化工業所 東京都品川区大井1-20-6 (一財)建材試験センター NM-3497 平成24年08月27日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面アルミニウム合金板 株式会社池内商店 兵庫県姫路市手柄1-25 (一財)建材試験センター NM-3496 平成24年08月27日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面合成樹脂塗装アルミニウム合
金板 株式会社池内商店 兵庫県姫路市手柄1-25 (一財)建材試験センター NM-3495 平成24年08月27日

ポリエステル樹脂系フィルム張／ガラス繊維不織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3484 平成24年08月27日

ポリプロピレン樹脂・ポリエステル樹脂系フィルム張／ガラス繊維不
織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3483 平成24年08月27日

ウレタン樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系フィルム張／ガラス繊維不
織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3482 平成24年08月27日

ウレタン樹脂系塗装／ポリプロピレン樹脂・ポリエステル樹脂系フィ
ルム張／ガラス繊維不織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3481 平成24年08月27日

アクリル樹脂系塗装薄葉紙張／両面アクリルウレタン樹脂系塗装／パ
ルプ混入／けい酸カルシウム・セメント板 株式会社モノリス 福岡県柳川市久々原496 (一財)建材試験センター NM-3480 平成24年08月27日

ポリエステル樹脂系フィルム張／ガラス繊維不織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3488 平成24年08月10日

ポリプロピレン樹脂・ポリエステル樹脂系フィルム張／ガラス繊維不
織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3487 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

ウレタン樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系フィルム張／ガラス繊維不
織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3486 平成24年08月10日

ウレタン樹脂系塗装／ポリプロピレン樹脂・ポリエステル樹脂系フィ
ルム張／ガラス繊維不織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3485 平成24年08月10日

鋼線入ポリエステル系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく デック・インターナショナル Ir Hanlostraat 18-22
Enschede, Holland (一財)建材試験センター NM-3445 平成24年08月09日

鋼線入ポリエステル系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく デック・インターナショナル Ir Hanlostraat 18-22
Enschede, Holland (一財)建材試験センター NM-3444 平成24年08月09日

鋼線入ポリエステル系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく デック・インターナショナル Ir Hanlostraat 18-22
Enschede, Holland (一財)建材試験センター NM-3443 平成24年08月09日

合成樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板）） ローバル株式会社 大阪府大阪市中央区内淡路町
2-3-13　ﾏﾙｻｸｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ8F (一財)日本建築総合試験所 NM-3479 平成24年07月25日

亜鉛めっき鉄線入／繊維混入けい酸カルシウムセメント押出成形板 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 (一財)日本建築総合試験所 NM-3478 平成24年07月25日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／不燃材料(金属板を除く) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番地1号 (一財)ベターリビング NM-3477 平成24年07月18日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番地1号 (一財)ベターリビング NM-3476 平成24年07月18日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／不燃材料(金属板) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番地1号 (一財)ベターリビング NM-3475 平成24年07月18日

シリコーン樹脂系塗装／フェノール樹脂処理ガラス繊維シート裏張／
ガラス質・粘土質系施ゆう陶磁器質板 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 NM-3474 平成24年07月12日

ポリエステル樹脂・塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6 (一財)建材試験センター NM-3473 平成24年07月12日

ガラス繊維不織布入／硫酸バリウム混入せっこう板 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 (一財)建材試験センター NM-3472 平成24年07月12日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／ロックウール板 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 NM-3471 平成24年07月12日

両面ポリエチレン系樹脂フィルム張／アクリル系樹脂混入／グラスウ
ール板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-

6-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-3470 平成24年07月06日

アクリル系樹脂混入／グラスウール板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-3469 平成24年07月06日

ポリエステル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江２２８８
番地 (一財)ベターリビング NM-3468 平成24年07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

酸化カルシウム系塗材塗／不燃材料(金属板を除く) 日本夢ファクトリー株式会社 静岡県静岡市駿河区下川3-31
-10 (一財)ベターリビング NM-3467 平成24年07月06日

合成樹脂系フィルム張／鋼線入鋼板付合成樹脂系フィルム・ポリエチレンテ
レフタレート樹脂系フィルム裏張アルミニウム箔裏張／グラスウール保温板 フジモリ産業株式会社

東京都品川区東五反田2-17-1オ
ーバルコート大崎マークウエス
ト9F

(一財)ベターリビング NM-3466 平成24年07月06日

合成樹脂系フィルム張／鋼線入鋼板付合成樹脂系フィルム・ポリエチレン樹
脂系フィルム張ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム裏張アルミニウ
ム箔裏張／グラスウール保温板

フジモリ産業株式会社
東京都品川区東五反田2-17-1オ
ーバルコート大崎マークウエス
ト9F

(一財)ベターリビング NM-3465 平成24年07月06日

合成樹脂系フィルム張／ナイロン樹脂線入鋼板付合成樹脂系フィルム・ポリ
エチレンテレフタレート樹脂系フィルム裏張アルミニウム箔裏張／グラスウ
ール保温板

フジモリ産業株式会社
東京都品川区東五反田2-17-1
オーバルコート大崎マークウエ
スト9F

(一財)ベターリビング NM-3464 平成24年07月06日

合成樹脂系フィルム張／ナイロン樹脂線入鋼板付合成樹脂系フィルム・ポリ
エチレン樹脂系フィルム張ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム裏張
アルミニウム箔裏張／グラスウール保温板

フジモリ産業株式会社
東京都品川区東五反田2-17-1
オーバルコート大崎マークウエ
スト9F

(一財)ベターリビング NM-3463 平成24年07月06日

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維・ポリビニルアルコール繊維混
入／セメント板

日本エタニットエンジニアリ
ング株式会社 兵庫県川西市湯山台2-7-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-3434 平成24年07月06日

両面アクリル樹脂・ふっ素樹脂系塗装／溶融アルミニウム－9％シリコ
ン合金めっき鋼板 日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内3-4-1

新国際ビル内 (一財)建材試験センター NM-3461 平成24年06月29日

両面合成樹脂塗装めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム裏張／鋼板 株式会社ソーゴ 新潟県新潟市北区白勢町字上
大曲69-14 (一財)建材試験センター NM-3460 平成24年06月29日

鋼板・イソシアヌレートフォーム裏張／両面合成樹脂塗装めっき鋼板 株式会社ソーゴ 新潟県新潟市北区白勢町字上
大曲69-14 (一財)建材試験センター NM-3459 平成24年06月29日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 株式会社ソーゴ 新潟県新潟市北区白勢町字上
大曲69-14 (一財)建材試験センター NM-3458 平成24年06月29日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面合成樹脂塗装めっき鋼板 株式会社ソーゴ 新潟県新潟市北区白勢町字上
大曲69-14 (一財)建材試験センター NM-3457 平成24年06月29日

合成樹脂塗装／パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-3456 平成24年06月29日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-3455 平成24年06月29日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス 太陽工業株式会社 大阪府大阪市淀川区木川東4-
8-4 (一財)建材試験センター NM-3454 平成24年06月29日

ガラス繊維不織布裏張／あなあきスラグせっこう板 日進防火板工業株式会社 福岡県筑後市大字溝口1470 (一財)建材試験センター NM-3453 平成24年06月29日

セメント・ロックウール板 太平洋マテリアル株式会社 東京都江東区青海二丁目4-24
（青海ﾌﾛﾝﾃｨｱﾋﾞﾙ15階） (一財)建材試験センター NM-3452 平成24年06月29日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリエステル系フ
ィルム張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2881 平成24年06月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

りん酸水素アンモニウム系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-3451 平成24年06月15日

りん酸水素アンモニウム系薬剤処理ペーパーコア充てん／片面合成樹
脂塗装鋼板／片面鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-3450 平成24年06月15日

りん酸水素アンモニウム系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面合成樹
脂塗装鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-3449 平成24年06月15日

合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 理研軽金属工業株式会社 静岡県静岡市駿河区曲金3-2-
1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3448 平成24年06月15日

アルミニウム合金はく張／黒鉛入ブチルゴム・ポリエチレン樹脂系フ
ィルム裏張／ガラスクロス板 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター NM-3447 平成24年06月13日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6 (一財)建材試験センター NM-3442 平成24年06月07日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-3440 平成24年06月05日

エチレン酢酸ビニル系樹脂・セメント混入／ロックウール板 株式会社ロックウール断熱協
会

神奈川県川崎市高津区宇奈根
716 (一財)ベターリビング NM-3439 平成24年06月05日

無機質系軽量骨材・ポリスチレンフォーム混入セメント吹付／基材（
不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く）） エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-3438 平成24年06月05日

無機質系軽量骨材・ポリスチレンフォーム混入セメント吹付／基材（
不燃材料（金属板）） エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-3437 平成24年06月05日

ガラス繊維マット入／せっこう板 株式会社アルテック 京都府京都市左京区上高野鷺
町33-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-3436 平成24年06月05日

アクリル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウ
ム合金板 株式会社タカショー 和歌山県海南市南赤坂20-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3435 平成24年06月05日

エチレンビニルアセテート・炭酸カルシウム系塗材塗／基材（不燃材
料（金属板を除く）） 株式会社オンザウォール 静岡県静岡市清水区草薙1165

-9 (一財)建材試験センター NM-3433 平成24年05月29日

両面合成樹脂塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス セーレン株式会社 福井県福井市毛矢1-10-1 (一財)建材試験センター NM-3432 平成24年05月28日

ポリエチレン樹脂系フォーム・ポリエチレン樹脂系フィルム張／アル
ミニウム合金はく 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号 (一財)建材試験センター NM-3431 平成24年05月28日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-3430 平成24年05月28日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／グラスウール板 和翔商事株式会社 東京都中央区日本橋茅場町2-
9-8　友泉茅場町ビル  NM-3429 平成24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

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／グラスウール板 KCC CORPORATION 〒1301-4,Seocho-
dong,Seocho-Gu,137-703 (一財)建材試験センター NM-3429 平成24年05月28日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／グラスウール板
和翔商事株式会社 東京都中央区日本橋茅場町2-

9-8　友泉茅場町ビル
 NM-3428 平成24年05月28日

KCC CORPORATION 〒1301-4,Seocho-
dong,Seocho-Gu,137-703

アルミニウム合金はく・クラフト紙張／グラスウール板
和翔商事株式会社 東京都中央区日本橋茅場町2-

9-8　友泉茅場町ビル
 NM-3427 平成24年05月28日

KCC CORPORATION 〒1301-4,Seocho-
dong,Seocho-Gu,137-703

塩化ビニル樹脂系フィルム張／けい酸カルシウム板 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-3426 平成24年05月28日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／けい酸カルシウム板 旭中部資材株式会社 愛知県あま市乙之子八反田12 (一財)建材試験センター NM-3425 平成24年05月28日

ウレタンフォーム充てん／片面合成樹脂塗装鋼板／片面鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-3424 平成24年05月21日

ウレタンフォーム充てん／両面鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-3423 平成24年05月21日

ウレタンフォーム充てん／両面合成樹脂塗装鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-3422 平成24年05月21日

ポリエチレン樹脂系繊維混入／けい酸塩・タルク板 日東化成工業株式会社 大阪府大阪市阿倍野区播磨町
1丁目24番24号 (一財)ベターリビング NM-3421 平成24年05月10日

ロックウール保温板充てん／両面塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合
金めっき鋼板 JFE鋼板株式会社

東京都品川区大崎１丁目11-2ゲ
ートシティ大崎
イーストタワー9階

(一財)ベターリビング NM-3420 平成24年05月10日

ロックウール保温板充てん／両面塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合
金めっき鋼板 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)ベターリビング NM-3419 平成24年05月10日

アクリル樹脂系フィルム・ポリプロピレン樹脂系フィルム張／アルミ
ニウム合金板 株式会社　トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-3418 平成24年05月10日

塗装アルミニウム合金板張／アルミニウム合金板裏張／水酸化アルミ
ニウム混入ポリエチレン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-3417 平成24年05月10日

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-3416 平成24年05月10日

塗装アルミニウム合金板張／アルミニウム合金板裏張／水酸化アルミ
ニウム混入ポリエチレン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-3415 平成24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

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-3414 平成24年05月10日

アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維クロス張／基材（不燃材料（金属板
を除く）） 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3441 平成24年05月08日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼
板 株式会社メント 愛媛県松山市堀江町甲953-1 (一財)建材試験センター NM-3413 平成24年05月08日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（アルミニウムを除く
）） 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6 (一財)建材試験センター NM-3412 平成24年05月08日

両面酢酸ビニル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／ビニルエス
テル樹脂系塗装ガラスクロス ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

4-1-3 (一財)建材試験センター NM-3411 平成24年05月08日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ビニルエステル樹脂系塗装ガラス
クロス ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

4-1-3 (一財)建材試験センター NM-3410 平成24年05月08日

両面エポキシジアクリレート樹脂系塗装／ガラスクロス 明電ケミカル株式会社 神奈川県綾瀬市深谷中4-15-1 (一財)建材試験センター NM-3409 平成24年05月08日

アルミニウム合金はくハニカムコア充てん／両面アクリル樹脂系塗装
アルミニウム合金板 神鋼ノース株式会社 茨城県かすみがうら市上稲吉

字向原1758番地1 (一財)建材試験センター NM-3408 平成24年04月25日

アクリル樹脂系塗装／アルミニウム合金はくハニカムコア充てん／両
面アルミニウム合金板 神鋼ノース株式会社 茨城県かすみがうら市上稲吉

字向原1758番地1 (一財)建材試験センター NM-3407 平成24年04月25日

アルミニウム合金はくハニカムコア充てん／両面アクリル樹脂系塗装
アルミニウム合金板 神鋼ノース株式会社 茨城県かすみがうら市上稲吉

字向原1758番地1 (一財)建材試験センター NM-3406 平成24年04月25日

メラミン系樹脂処理紙張／メラミン系樹脂処理クラフト紙裏張／ガラ
ス繊維ネット入マグネシアセメント板 イビデン建装株式会社 岐阜県大垣市青柳町300 (一財)建材試験センター NM-3405 平成24年04月25日

メラミン系樹脂処理紙・フェノール系樹脂処理ガラス繊維混入水酸化アルミニウ
ム混抄紙張／メラミン系樹脂処理クラフト紙・フェノール系樹脂処理ガラス繊維
混入水酸化アルミニウム混抄紙裏張／ガラス繊維ネット入マグネシアセメント板

イビデン建装株式会社 岐阜県大垣市青柳町300 (一財)建材試験センター NM-3404 平成24年04月25日

シラス・石灰系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社高千穂 神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-2-1　横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ9F (一財)建材試験センター NM-3403 平成24年04月25日

アルミニウム合金はく張ガラスクロス・セラミックウール板張／グラ
スウール板 エスコマテリアル株式会社 東京都荒川区西日暮里5-23-1

MT田中ビル3F (一財)建材試験センター NM-3402 平成24年04月25日

塩化ビニル樹脂系フィルム重張／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミ
ニウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2

(一財)ベターリビング NM-3401 平成24年04月25日
住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号

酢酸ビニル系樹脂・パーライト混入セメント系塗材塗／不燃材料（金
属板を除く） 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内三

丁目21番25号 清風ビル (一財)ベターリビング NM-3394 平成24年04月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 日本ウエーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1
聖路加タワー13F (一財)建材試験センター NM-3400 平成24年04月11日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社エービーシー建材研
究所

東京都千代田区永田町2-12-1
4 (一財)建材試験センター NM-3399 平成24年04月11日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 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 NM-3398 平成24年04月11日

ガラス繊維織物・クラフト紙裏張アルミニウムはく張／ガラス繊維シ
ート裏張／グラスウール保温板 タイロン株式会社 大阪府枚方市春日北町2丁目9

-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-3397 平成24年04月09日

合成樹脂塗装塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板
）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3396 平成24年04月09日

合成樹脂フィルム・合成樹脂塗装塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材
（不燃材料(金属板)） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3395 平成24年04月09日

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-3393 平成24年04月06日

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-3392 平成24年04月06日

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-3391 平成24年04月06日

ケイ酸塩系塗装／不燃材料（金属板を除く） 株式会社AGUAJAPAN 東京都港区西新橋1-22-5
新橋TSビル3F (一財)ベターリビング NM-3390 平成24年04月06日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード 株式会社ムサシパーティショ
ン工業 東京都新宿区北新宿3-33-16 (一財)建材試験センター NM-3389 平成24年04月04日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼
板

株式会社ムサシパーティショ
ン工業 東京都新宿区北新宿3-33-16 (一財)建材試験センター NM-3388 平成24年04月04日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／ガラス繊維不織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3364 平成24年04月02日

ウレタン樹脂系塗装／ポリプロピレン樹脂系フィルム張／ガラス繊維
不織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3363 平成24年04月02日

両面ポリエチレン樹脂フィルム張／ロックウール板 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1丁目1番26
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3387 平成24年03月29日

セルロース繊維系壁紙張／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボー
ドを除く）） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター NM-3386 平成24年03月23日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面ポリエステル系樹脂塗
装鋼板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-

4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-3385 平成24年03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

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） エイブリィ・デニソン・ジャ
パン・マテリアルズ株式会社

東京都港区海岸1-2-20
汐留ビルディング13F (一財)日本建築総合試験所 NM-3384 平成24年03月19日

合成樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板）） ローバル株式会社 大阪府交野市幾野6-41-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3383 平成24年03月19日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） ニチエ株式会社 大阪府大阪市淀川区新高1-6-
28 (一財)日本建築総合試験所 NM-3382 平成24年03月19日

紙管原紙裏張水酸化アルミニウム紙張アルミニウムはく張／フェノールフォ
ーム充てん・片面合成樹脂混入ガラス繊維混抄紙・片面合成樹脂塗装水酸化
アルミニウム紙張合成樹脂混入ガラス繊維混抄紙

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 NM-3381 平成24年03月19日

紙管原紙裏張合成樹脂塗装水酸化アルミニウム紙張アルミニウムはく張／フ
ェノールフォーム充てん・片面合成樹脂混入ガラス繊維混抄紙・片面合成樹
脂塗装水酸化アルミニウム紙張合成樹脂混入ガラス繊維混抄紙

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 NM-3380 平成24年03月19日

ポリエステル樹脂系繊維織物・グラスウール板張／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 株式会社デザインリンク 東京都港区高輪1-26-18-404 (一財)建材試験センター NM-3379 平成24年03月16日

ポリエステル樹脂系繊維織物・ポリエステル樹脂系不織布・グラスウ
ール板張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社デザインリンク 東京都港区高輪1-26-18-404 (一財)建材試験センター NM-3378 平成24年03月16日

アルミニウム合金はく裏張・紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板）） ＤＩＣ株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室44
72-1 (一財)建材試験センター NM-3377 平成24年03月16日

アルミニウム合金はく裏張・紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除
く）） ＤＩＣ株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室44

72-1 (一財)建材試験センター NM-3376 平成24年03月16日

ガラス繊維マット入／ポリプロピレン繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社秋山工房 埼玉県入間市中神1090番地 (一財)建材試験センター NM-3375 平成24年03月16日

両面アクリル系樹脂塗装／ガラスクロス 株式会社オクジュー 大阪府大阪市北区西天満5丁
目3番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3374 平成24年03月08日

鉄線入／繊維混入けい酸カルシウムセメント押出成形板 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 (一財)日本建築総合試験所 NM-3373 平成24年03月08日

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入スラグセメント板 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 NM-3371 平成24年03月08日

フッ素系樹脂塗装りん系薬剤処理ポリエステル繊維織物張／ガラス繊
維不織布 株式会社川島織物セルコン 京都府京都市左京区静市市原

町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-3370 平成24年03月08日

フッ素系樹脂塗装ブロム系薬剤処理ポリエステル繊維織物張／ガラス
繊維不織布 株式会社川島織物セルコン 京都府京都市左京区静市市原

町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-3369 平成24年03月08日

表面天然石張／両面ガラス繊維入ウレタン系樹脂板張／ビニロン繊維
混入セメント板

カナフレックスコーポレーシ
ョン株式会社

大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30　OAPﾀﾜｰ17F (一財)建材試験センター NM-3368 平成24年03月05日

シリコーン樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 大日技研工業株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
14-14 (一財)建材試験センター NM-3367 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

塩化ビニル系樹脂フィルム張／ガラス繊維クロス 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3356 平成24年02月28日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装／水酸化アルミニウ
ム混入ポリエチレン系樹脂充てん／両面アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)建材試験センター NM-3366 平成24年02月17日

両面合成樹脂塗装／水酸化アルミニウム混入ポリエチレン系樹脂充て
ん／両面アルミニウム合金板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那群辰野町小野79

5-1 (一財)建材試験センター NM-3365 平成24年02月17日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／ガラス繊維不織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3362 平成24年02月16日

ウレタン樹脂系塗装／ポリプロピレン樹脂系フィルム張／ガラス繊維
不織布入せっこう板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-3361 平成24年02月16日

アルミニウムはくテープ裏張／ウレタン系樹脂・陶磁器質タイル板 株式会社　ＬＩＸＩＬ 東京都江東区大島二丁目1番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3360 平成24年02月13日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） エイブリィ・デニソン・ジャ
パン・マテリアルズ株式会社

東京都港区海岸1-2-20
汐留ビルディング13F (一財)日本建築総合試験所 NM-3359 平成24年02月13日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） エイブリィ・デニソン・ジャ
パン・マテリアルズ株式会社

東京都港区海岸1-2-20
汐留ビルディング13F (一財)日本建築総合試験所 NM-3358 平成24年02月13日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） エイブリィ・デニソン・ジャ
パン・マテリアルズ株式会社

東京都港区海岸1-2-20
汐留ビルディング13F (一財)日本建築総合試験所 NM-3357 平成24年02月13日

両面ポリエステル不織布張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／両面合成樹脂塗装めっき鋼板 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

12丁目1番4号新永ﾋﾞﾙ1階 (一財)日本建築総合試験所 NM-3355 平成24年02月13日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料（せっこうボード及び金属板
を除く） 株式会社ワーロン 愛知県名古屋市中村区千原町

7-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-3354 平成24年02月13日

ポリエチレン樹脂製気泡シート充てん／両面ポリエチレン樹脂フィル
ム裏張アルミニウムはく 株式会社奥田材木店 大阪府堺市堺区砂道町2丁目1

番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3350 平成24年02月10日

ガラス繊維フェルト張／ガラス繊維不織布入イソシアヌレートフォー
ム充てん／両面エポキシ樹脂系塗装アルミニウム合金はく 株式会社東北イノアック 宮城県遠田郡美里町北浦字二

又下28 (一財)建材試験センター NM-3353 平成24年02月09日

合成樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く）
） 寿工業株式会社 栃木県下都賀郡野木町野木14

4 (一財)建材試験センター NM-3352 平成24年02月09日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山
性ガラス質複層板 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3351 平成24年02月02日

アクリル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウ
ム合金板 株式会社タカショー 和歌山県海南市南赤坂20-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3349 平成24年02月02日

アクリル・ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-3348 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

アクリル・シリコーン樹脂系塗装／パルプ混入／セメント板 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 NM-3347 平成24年01月25日

ジアリルフタレート系樹脂処理紙壁紙張／裏面エポキシ樹脂系塗装／
繊維混入／けい酸カルシウム板 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 NM-3346 平成24年01月25日

寒水石・トラバーチン混入セメント系塗材・アクリル系樹脂混入モル
タル塗／不燃材料（金属板を除く） 株式会社地球環境技術研究所 大阪府東大阪市荒本北3丁目3

-14
(一財)建材試験センター、(一
財)日本建築総合試験所 NM-3323 平成24年01月25日

ポリエステル樹脂系フィルム・ガラスクロス張ポリエチレン樹脂系フ
ォーム充てん／両面アルミニウム合金はく 株式会社塗装館エス・エス 石川県金沢市千木1丁目75番

地 (一財)建材試験センター NM-3345 平成24年01月17日

アルミニウム合金はく・ポリエチレンフォーム張／基材（不燃材料（
金属板）） 日本製箔株式会社 東京都千代田区外神田4丁目1

4-1（秋葉原UDX） (一財)建材試験センター NM-3344 平成24年01月17日

アルミニウム合金はく・ポリエチレンフォーム張／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 日本製箔株式会社 東京都千代田区外神田4丁目1

4-1（秋葉原UDX） (一財)建材試験センター NM-3343 平成24年01月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装鋼板 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-3342 平成24年01月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装鋼板 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-3341 平成24年01月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム・ポリウレタン樹脂系フィルム張／基材（
不燃材料（アルミニウムを除く）） 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6 (一財)建材試験センター NM-3340 平成24年01月10日

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 日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内3-4-1
新国際ビル内 (一財)建材試験センター NM-3339 平成24年01月10日

合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター NM-3338 平成24年01月10日

重晶石混入セメント板充てん／両面ガラス繊維混入セメント板 Becquerel & Sievert Co., Ltd.
3F-1,No.56,Ln.258,RuiGuang
Rd.,Neihu Dist.Taipei
114,Taiwan R.O.C.

(一財)建材試験センター NM-3337 平成24年01月10日
平成27年12月25日取消

アクリル系樹脂塗装／水酸化アルミニウム紙裏張ガラス繊維クロス張
／不燃材料(金属板を除く) 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3325 平成24年01月10日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） バンドー化学株式会社 兵庫県神戸市中央区港島南町
4-6-6 (一財)建材試験センター NM-3300 平成24年01月10日

アルミニウム合金製波板充てん／両面チタン亜鉛合金板 日本ジンク株式会社 大阪府堺市堺区四条通5番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3336 平成24年01月05日

アルミニウム合金製波板充てん／片面合成樹脂塗装チタン亜鉛合金板
／片面チタン亜鉛合金板 日本ジンク株式会社 大阪府堺市堺区四条通5番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3335 平成24年01月05日

アルミニウム合金製波板充てん／両面合成樹脂塗装チタン亜鉛合金板 日本ジンク株式会社 大阪府堺市堺区四条通5番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3334 平成24年01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

アクリル系樹脂・石粒吹付／アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区葵3丁目7
-14 (一財)日本建築総合試験所 NM-3333 平成24年01月05日

寒水石・トラバーチン混入セメント系塗材・アクリル系樹脂混入モル
タル塗／不燃材料（金属板を除く） 株式会社地球環境技術研究所 大阪府東大阪市荒本北3丁目3

-14 (一財)日本建築総合試験所 NM-3332 平成24年01月05日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面ポリエチレン
樹脂系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗
装アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2

(一財)建材試験センター NM-3331 平成23年12月27日
リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面塩化ビニル樹
脂系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2

(一財)建材試験センター NM-3330 平成23年12月27日
リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面塩化ビニル樹
脂系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2

(一財)建材試験センター NM-3329 平成23年12月27日
リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)建材試験センター NM-3328 平成23年12月27日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面塩化ビニル樹
脂系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2

(一財)建材試験センター NM-3327 平成23年12月27日
リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3326 平成23年12月27日

両面メラミン樹脂系塗装／でんぷん混入ロックウール板 全技建日商股份有限公司 台湾台北市長安東路一段13号
9F (一財)建材試験センター NM-3324 平成23年12月22日

不飽和ポリエステル系樹脂塗装・普通紙張／両面薄葉紙張アルミニウ
ムはく張火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-3322 平成23年12月13日

不飽和ポリエステル系樹脂塗装・普通紙張／紙系シート裏張／両面薄
葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-3321 平成23年12月13日

ファルカタ材充てん／両面不飽和ポリエステル系樹脂塗装・普通紙張／紙
系シート裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-3320 平成23年12月13日

両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィルム裏張／両面薄葉紙張アルミニ
ウムはく張火山性ガラス質複層板 興和産業株式会社 静岡県静岡市葵区日出町5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3309 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

突板張／両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィルム裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 興和産業株式会社 静岡県静岡市葵区日出町5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3308 平成23年12月13日

合成樹脂塗装突板張／両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィルム裏張／
両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 興和産業株式会社 静岡県静岡市葵区日出町5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3307 平成23年12月13日

変性メラミン樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム混入アクリル樹脂含
浸ガラス繊維不織布板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)ベターリビング NM-3274 平成23年12月13日

両面変性メラミン樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム混入アクリル樹
脂含浸ガラス繊維不織布板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)ベターリビング NM-3273 平成23年12月13日

合成樹脂塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 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 NM-3319 平成23年12月08日

合成樹脂塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 ＤＩＣ株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町大字小
室4472-1 (一財)建材試験センター NM-3318 平成23年12月08日

ポリエステル樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エ
ポキシ樹脂系塗装／溶融亜鉛めっき鋼板

BN STEELA ソウル市瑞草区瑞草洞1698-7
BN STEELA

(一財)建材試験センター NM-3317 平成23年12月08日LG Hausys, Ltd. Yeido 20, Youngdeungpo Gu,
Seoul, Korea

株式会社小泉 東京都杉並区荻窪4-32-5

変性メラミン樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム混入アクリル樹脂含
浸ガラス繊維不織布板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)ベターリビング NM-3316 平成23年12月07日

両面変性メラミン樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム混入アクリル樹
脂含浸ガラス繊維不織布板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)ベターリビング NM-3315 平成23年12月07日

変性メラミン樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム混入アクリル樹脂含
浸ガラス繊維不織布板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)ベターリビング NM-3314 平成23年12月07日

両面変性メラミン樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム混入アクリル樹
脂含浸ガラス繊維不織布板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)ベターリビング NM-3313 平成23年12月07日

ポリエステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下一丁
目4番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3312 平成23年12月05日

合成樹脂塗装ポリエステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属
板を除く）） 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下一丁

目4番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3311 平成23年12月05日

ポリプロピレン系樹脂フィルム張／ナイロンモノフィラメント入亜鉛めっき
鋼板付・ポリエチレンテレフタレート樹脂シート裏張／グラスウール保温板 タイロン株式会社 大阪府枚方市春日北町2-9-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-3310 平成23年12月05日

酸化チタン・無機質塗装／金属板 ＪＦＥ建材ウォール株式会社 東京都江東区亀戸6丁目41番1
2号　JFE建材亀戸ﾋﾞﾙ2F (一財)日本建築総合試験所 NM-3306 平成23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

酸化チタン・両面ガラス質ほうろう処理／ほうろう用脱炭鋼板 ＪＦＥ建材ウォール株式会社 東京都江東区亀戸6丁目41番1
2号　JFE建材亀戸ﾋﾞﾙ2F (一財)日本建築総合試験所 NM-3305 平成23年11月28日

和紙系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 有限会社Ｎ工房 東京都町田市小川1575-11 (一財)建材試験センター NM-3205 平成23年11月25日

アルミニウム合金はく・ポリエチレンフォーム張／基材（不燃材料（
金属板）） 東邦コネックス株式会社 東京都台東区秋葉原5-8

秋葉原富士ビル8F (一財)建材試験センター NM-3304 平成23年11月24日

アクリル樹脂系塗装ガラスクロス張／グラスウール板 徳永産業株式会社 東京都港区新橋2-20-15
新橋駅前ビル1号館8F (一財)建材試験センター NM-3303 平成23年11月24日

ほたて貝がら粉末系塗材塗・木チップ入紙壁紙張／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 日本ルナファーザー株式会社 東京都港区高輪4-24-58

アパートメンツ33　2F (一財)建材試験センター NM-3302 平成23年11月24日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社アイ・ティー・ピー 東京都板橋区蓮沼町24-5 (一財)建材試験センター NM-3301 平成23年11月24日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） エイブリィ・デニソン・ジャ
パン株式会社

東京都港区海岸1-2-20
汐留ビルディング13F (一財)建材試験センター NM-3299 平成23年11月24日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） エイブリィ・デニソン・ジャ
パン株式会社

東京都港区海岸1-2-20
汐留ビルディング13F (一財)建材試験センター NM-3298 平成23年11月24日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 株式会社テクノプロモーショ
ン 千葉県柏市十余二313-640 (一財)建材試験センター NM-3297 平成23年11月24日

塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 株式会社テクノプロモーショ
ン 千葉県柏市十余二313-640 (一財)建材試験センター NM-3296 平成23年11月24日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社テクノプロモーショ
ン 千葉県柏市十余二313-640 (一財)建材試験センター NM-3295 平成23年11月24日

両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 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 NM-3294 平成23年11月24日

無機質系充てん材混入火山性ガラス質堆積物板裏張／鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
天王州郵船ビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3293 平成23年11月21日

無機質系充てん材混入火山性ガラス質堆積物板充てん／片面アルミニ
ウム合金焼付け塗装板／片面鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20

天王州郵船ビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3292 平成23年11月21日

無機質系充てん材混入火山性ガラス質堆積物板充てん／両面鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
天王州郵船ビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3291 平成23年11月21日

無機質系充てん材混入火山性ガラス質堆積物板裏張／塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
天王州郵船ビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3290 平成23年11月21日

無機質系充てん材混入火山性ガラス質堆積物板充てん／片面アルミニ
ウム合金焼付け塗装板／片面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20

天王州郵船ビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3289 平成23年11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

無機質系充てん材混入火山性ガラス質堆積物板充てん／片面塗装鋼板
／片面鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20

天王州郵船ビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3288 平成23年11月21日

無機質系充てん材混入火山性ガラス質堆積物板充てん／両面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
天王州郵船ビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3287 平成23年11月21日

無機質系充てん材混入火山性ガラス質堆積物板裏張／アルミニウム合
金焼付け塗装板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20

天王州郵船ビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3286 平成23年11月21日

無機質系充てん材混入火山性ガラス質堆積物板充てん／両面アルミニ
ウム合金焼付け塗装板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20

天王州郵船ビル７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3285 平成23年11月21日

塩化ビニル系樹脂フィルム・金属蒸着ポリエステル樹脂フィルム張／
アルミニウム合金板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3284 平成23年11月21日

塩化ビニル系樹脂フィルム・金属蒸着ポリエステル樹脂フィルム張／
合成樹脂塗装アルミニウム合金板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3283 平成23年11月21日

塩化ビニル系樹脂フィルム・金属蒸着ポリエステル樹脂フィルム張／
基材（不燃材料(金属板)） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3282 平成23年11月21日

塩化ビニル系樹脂フィルム・金属蒸着ポリエステル樹脂フィルム張／
基材（不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く)） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3281 平成23年11月21日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1
八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3280 平成23年11月21日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／合成樹脂塗装アルミニウム合金板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1
八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3279 平成23年11月21日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1
八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3278 平成23年11月21日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／合成樹脂塗装アルミニ
ウム合金板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3277 平成23年11月21日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料(せっこうボード及び金
属板を除く)） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3276 平成23年11月21日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料(せっこ
うボード及び金属板を除く)） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3275 平成23年11月21日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-3272 平成23年11月17日

紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社チェルシーインター
ナショナル 東京都新宿区南元町4-45 (一財)ベターリビング NM-3271 平成23年11月17日

アクリル樹脂系フィルム張／不燃材料（せっこうボード及び金属板を
除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)ベターリビング NM-3270 平成23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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス裏張／アルミニウム合金
はく ＪＦＥシビル株式会社 東京都台東区蔵前２丁目１７

番４号 (一財)建材試験センター NM-3269 平成23年11月10日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・普通紙・アルミニウム合金はく・普
通紙シート張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター NM-3268 平成23年11月10日

パルプ混入／せっこう板 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
央区2-5-5 (一財)建材試験センター NM-3267 平成23年11月10日

合成樹脂塗装／アクリル系樹脂エマルション裏面塗装／有機質系繊維
・フライアッシュ混入セメント押出成形板 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 NM-3266 平成23年11月07日

両面ポリエステル不織布張フェノールフォーム保温板充てん／両面合
成樹脂塗装めっき鋼板 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

12丁目1番4号新永ビル1F (一財)日本建築総合試験所 NM-3263 平成23年11月07日

ロックウール保温材充てん／両面鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地１丁目
９３番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3262 平成23年11月07日

ロックウール保温材充てん／片面合成樹脂塗装鋼板／片面鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地１丁目
９３番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3261 平成23年11月07日

ロックウール保温材充てん／両面合成樹脂塗装鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地１丁目
９３番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3260 平成23年11月07日

りん酸アンモニウム薬剤処理ペーパーコア充てん／両面鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地１丁目
９３番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3259 平成23年11月07日

りん酸アンモニウム薬剤処理ペーパーコア充てん／片面合成樹脂塗装
鋼板／片面鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地１丁目

９３番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3258 平成23年11月07日

りん酸アンモニウム薬剤処理ペーパーコア充てん／両面合成樹脂塗装
鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地１丁目

９３番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3257 平成23年11月07日

天然石系塗材塗／不燃材料（金属板を除く） 有限会社　KANEHON 栃木県宇都宮市大谷町350番
地 (一財)ベターリビング NM-3250 平成23年10月28日

水酸化アルミニウム混入セメント系塗材塗／アクリル樹脂混入ロック
ウール板張／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3-

21-25　清風ビル (一財)ベターリビング NM-3249 平成23年10月28日

合成樹脂系フィルム張／銅めっき鋼線付ポリエステル系樹脂フィルム充
てん両面アルミニウム合金はく積層シート裏張／グラスウール保温板 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12

-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-3247 平成23年10月28日

ロックウール・せっこうプラスター混入／セメント板 日本ロックウール株式会社 東京都港区芝大門1-10-11
芝大門センタービル4F (一財)日本建築総合試験所 NM-3256 平成23年10月25日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金
板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3255 平成23年10月25日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／合成樹脂塗装アル
ミニウム合金板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3254 平成23年10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

変性メラミン樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム混入アクリル樹脂含
浸ガラス繊維不織布板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)ベターリビング NM-3253 平成23年10月24日

両面変性メラミン樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム混入アクリル樹
脂含浸ガラス繊維不織布板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)ベターリビング NM-3252 平成23年10月24日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／シリカ系ガラス板 株式会社　翠光トップライン 東京都文京区湯島3-11-10
トップラインBLD (一財)ベターリビング NM-3251 平成23年10月24日

裏面合成樹脂塗装／パルプ混入セメント板 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
央区2-5-5 (一財)建材試験センター NM-3248 平成23年10月24日

パルプ混入／けい酸カルシウム・セメント板 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
央区2-5-5 (一財)建材試験センター NM-3246 平成23年10月11日

キサンタンガム混入木粉塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社宮下木材 兵庫県加東市新定315番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3245 平成23年10月06日

アクリル系樹脂塗装／マニラ麻繊維クロス張／基材（不燃材料(金属板
を除く)） 株式会社和紙空間 福井県越前市堀川町6-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-3244 平成23年10月06日

ガラス繊維クロス張／グラスウール保温板
株式会社池内商店 兵庫県姫路市手柄一丁目25番

地
(一財)日本建築総合試験所 NM-3243 平成23年10月06日

株式会社竹中工務店 東京都江東区新砂１丁目１番
１号

両面ボード用原紙張／硫酸バリウム混入せっこう板 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 NM-3242 平成23年10月06日

アルミニウム合金はく裏張・紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除
く）） ＤＩＣ株式会社 埼玉県北足群伊奈町小室4472

-1 (一財)建材試験センター NM-3241 平成23年10月04日

アルミニウム合金はく裏張・紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板）） ＤＩＣ株式会社 埼玉県北足群伊奈町小室4472
-1 (一財)建材試験センター NM-3240 平成23年10月04日

パルプ・ポリプロピレン繊維混入／セメント板 協立エンジ株式会社 東京都豊島区西巣鴨3-15-10
UKビル204号 (一財)建材試験センター NM-3239 平成23年10月04日

金属板・合成樹脂塗装鋼板 日本ジンク株式会社 大阪府堺市堺区四条通５番５
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3238 平成23年09月27日

合成樹脂塗装金属板・鋼板 日本ジンク株式会社 大阪府堺市堺区四条通５番５
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3237 平成23年09月27日

合成樹脂塗装金属板・合成樹脂塗装鋼板 日本ジンク株式会社 大阪府堺市堺区四条通５番５
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3236 平成23年09月27日

両面ボード用原紙張／ガラス繊維ネット入ガラス繊維混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15-2 (一財)建材試験センター NM-3235 平成23年09月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15-2 (一財)建材試験センター NM-3234 平成23年09月26日

ポリエステル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 有限会社リバーワークス 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4
丁目2-27-101 (一財)建材試験センター NM-3233 平成23年09月26日

水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム混入セメント系塗材塗／基材（
不燃材料（金属板）） エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)建材試験センター NM-3232 平成23年09月26日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-3231 平成23年09月26日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／カラーアルミ リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-3230 平成23年09月26日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-3229 平成23年09月26日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／カラーアルミ リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-3228 平成23年09月26日

ガラス繊維不織布入／せっこう板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
審東京ビル (一財)建材試験センター NM-3227 平成23年09月21日

けい酸ナトリウム混入・アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属
板を除く）） 株式会社祥輝 愛知県名古屋市中区丸の内3-

21-34　ＹＭＴビル6F (一財)建材試験センター NM-3226 平成23年09月08日

水酸化アルミニウム混入エトリンガイト系塗材塗／基材（不燃材料（
アルミニウムを除く）） 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 (一財)建材試験センター NM-3225 平成23年09月08日

パーライト混入せっこう系塗材塗／基材（不燃材料（アルミニウムを
除く）） 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 (一財)建材試験センター NM-3224 平成23年09月08日

パーライト混入せっこう系塗材塗／フェノールウレタンフォーム吹付
／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く）

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

(一財)日本建築総合試験所 NM-3223 平成23年09月07日
旭有機材工業株式会社 東京都港区浜松町２丁目４番

１号

ロックウール吹付／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社和久産業 東京都中央区新川1-6-11
ニューリバータワー10階 (一財)ベターリビング NM-3222 平成23年09月07日

イソシアヌレートフォーム充てん／鋼板裏張／塗装鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-3221 平成23年09月07日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-3220 平成23年09月07日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-3219 平成23年09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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-3218 平成23年09月07日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-3217 平成23年09月07日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面アクリル樹脂系塗装・塩化ビニル
樹脂系フィルム張／ガラスクロス

株式会社マミキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2182-3

(一財)ベターリビング NM-3216 平成23年09月07日
日本カーバイド工業株式会社 東京都港区港南2-11-19

合成樹脂塗装／エポキシ樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛-6％アルミニウム-
3％マグネシウム合金めっき鋼板 日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内3-4-1

新国際ﾋﾞﾙ内 (一財)建材試験センター NM-2642 平成23年09月07日

両面セラミック繊維フェルト・珪藻土混入型紙充てん／溶融亜鉛めっ
き鋼板表張／アクリル系樹脂塗装熱間圧延軟鋼材 美和産工株式会社 愛知県清須市春日新田71番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3215 平成23年08月30日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面ポリエステル系樹脂塗
装鋼板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-

4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-3214 平成23年08月30日

せっこうボード裏張／鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地１丁目
９３番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3213 平成23年08月30日

せっこうボード裏張／両面合成樹脂塗装鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地１丁目
９３番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3212 平成23年08月30日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ガラスクロス 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3-4-5 (一財)建材試験センター NM-3211 平成23年08月29日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ガラスクロス 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3-4-5 (一財)建材試験センター NM-3210 平成23年08月29日

フェノールウレタンフォーム充てん／両面ガラスクロス裏張アルミニ
ウム合金はく フジモリ産業株式会社

東京都品川区東五反田2-17-1　
オーバルコート大崎マークウエ
スト９F

(一財)日本建築総合試験所 NM-3209 平成23年08月22日

ガラスクロス張／グラスウール板 徳永産業株式会社 東京都港区新橋２丁目20番地
15号　新橋駅前ビル1号館8階 (一財)建材試験センター NM-3208 平成23年08月12日

両面シリカ系塗装／アルミニウム合金板 西日本高速道路メンテナンス
九州株式会社

福岡県福岡市中央区舞鶴1-2-
22　天神ジャパンビル5F (一財)建材試験センター NM-3207 平成23年08月12日

和紙系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 有限会社Ｎ工房 東京都町田市小川1575-11 (一財)建材試験センター NM-3206 平成23年08月12日

両面ウレタン系樹脂・塩化ビニル系樹脂塗装／ガラス繊維クロス 株式会社フォトクラフト社 大阪府大阪市淀川区宮原2-14
-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-3204 平成23年08月11日

両面合成樹脂塗装／ガラスクロス 泉株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-3-
3 (一財)建材試験センター NM-3170 平成23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

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(不燃材料(金属板)) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3203 平成23年08月05日

塩化ビニル系樹脂フィルム・軟質ウレタンフォーム張／基材(不燃材料(
金属板)) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3202 平成23年08月05日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3201 平成23年08月05日

塩化ビニル系樹脂フィルム・軟質ウレタンフォーム張／基材(不燃材料(
金属板を除く)) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3200 平成23年08月05日

合成樹脂シート張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地１丁目
９３番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3199 平成23年08月05日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラ
スクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-3198 平成23年08月03日

アルミニウム箔張ガラスクロス張／ポリビニルアルコール系裏面塗装
／シリカ系繊維板 フジモリ産業株式会社 東京都品川区東五反田2-17-1 (一財)ベターリビング NM-3197 平成23年08月03日

ポリエチレン系フィルム張／ポリアミド線・鋼板入ポリエチレンテレ
フタレート系不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)ベターリビング NM-3196 平成23年08月03日

両面ウレタン樹脂系塗装／ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-3195 平成23年08月01日

アクリル樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張／エポキシ樹
脂系裏面塗装／めっき鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-3194 平成23年08月01日

アルミノシリケート板 セキスイボード株式会社 滋賀県甲賀市水口町泉1259番
地 (一財)建材試験センター NM-3192 平成23年07月21日

アクリル系樹脂塗装エステル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィ
ルム張／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3193 平成23年07月19日

ガラス繊維クロス入／無機質系骨材･石灰混入セメント板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3191 平成23年07月13日

ガラス繊維クロス入／無機質系骨材･石灰混入セメント板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3190 平成23年07月13日

ガラス繊維クロス入／無機質系骨材･石灰混入セメント板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3189 平成23年07月13日

ガラス繊維クロス入／無機質系骨材･石灰混入セメント板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3188 平成23年07月13日

アクリル系樹脂塗装ガラス繊維不織布張／両面アクリル系樹脂塗装ク
レー･パーライト混入ロックウール・グラスウール混合板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3187 平成23年07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

アクリル系樹脂塗装／両面アクリル系樹脂塗装クレー･パーライト混入
ロックウール・グラスウール混合板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3186 平成23年07月13日

合成樹脂塗装／アクリル系樹脂エマルション裏面塗装／パルプ繊維混
入セメント押出成形板 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB

Plaza1 Singapore 04862 (一財)日本建築総合試験所 NM-3185 平成23年07月13日

パルプ混入／けい酸カルシウム板 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　新大国ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター NM-3184 平成23年07月12日

酸化タングステン系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 東芝マテリアル株式会社 神奈川県横浜市磯子区新杉田
町8 (一財)建材試験センター NM-3183 平成23年07月12日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガ
ラスクロス 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)ベターリビング NM-3182 平成23年06月29日

ポリエステル樹脂系フィルム張／不燃材料（せっこうボード及び金属
板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)ベターリビング NM-3181 平成23年06月29日

裏面ブタジエン系ポリマーセメント塗／けい藻土焼成粒混入／セメン
トモルタル板 海水化学工業株式会社 山口県防府市大字浜方535番

地 (一財)建材試験センター NM-3180 平成23年06月29日

ポリアミド樹脂系繊維植毛／塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成
樹脂塗装／鋼板 ＪＦＥ鋼板株式会社 東京都品川区大崎1-11-2

ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎　ｲｰｽﾄﾀﾜｰ9F (一財)建材試験センター NM-3179 平成23年06月29日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面ポリエステル樹脂系塗装／めっき
鋼板 ＪＦＥ鋼板株式会社 東京都品川区大崎1-11-2

ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎　ｲｰｽﾄﾀﾜｰ9F (一財)建材試験センター NM-3178 平成23年06月29日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／無機繊維フェルト マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7
ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター NM-3177 平成23年06月29日

ポリエステル樹脂系フィルム張／合成樹脂裏面塗装／鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12 (一財)建材試験センター NM-3176 平成23年06月29日

裏面ブタジエン系ポリマーセメント塗／けい藻土焼成粒混入／セメン
トモルタル板 海水化学工業株式会社 山口県防府市大字浜方535番

地 (一財)建材試験センター NM-3175 平成23年06月29日

フェノールフォーム・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／スラ
グせっこう板・合成樹脂塗装アルミニウム合金板裏張／アルミニウム合金製
繊維・アルミニウム合金製エキスパンドメタル板

株式会社静科 神奈川県大和市深見西4-6-24 (一財)建材試験センター NM-3168 平成23年06月17日

フェノールフォーム・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／合成
樹脂塗装アルミニウム合金板裏張／アルミニウム合金製繊維・アルミニウム
合金製エキスパンドメタル板

株式会社静科 神奈川県大和市深見西4-6-24 (一財)建材試験センター NM-3167 平成23年06月17日

フェノールフォーム・アルミニウム合金はくハニカムコア充てん／合成樹脂
塗装アルミニウム合金板裏張／アルミニウム合金製繊維・アルミニウム合金
製エキスパンドメタル板

株式会社静科 神奈川県大和市深見西4-6-24 (一財)建材試験センター NM-3166 平成23年06月17日

ウレタン系樹脂塗装突板・セルロース系繊維不織布張／アルミニウム
合金板

株式会社ニチモクファンシー
マテリアル 滋賀県蒲生郡日野町猫田17-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3174 平成23年06月09日

ウレタン系樹脂塗装／シラン化合物塗ガラス繊維織物張／両面薄葉紙
張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板

髙島屋スペースクリエイツ株
式会社

東京都中央区日本橋茅場町2-
12-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-3173 平成23年06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

エステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3172 平成23年06月09日

合成樹脂塗装／エステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板
を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3171 平成23年06月09日

シリコーン樹脂系塗装／ガラスクロスの性能評価 泉株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-3-
3 (一財)建材試験センター NM-3169 平成23年06月07日

フェノールフォーム充てん／両面合成樹脂塗装／めっき鋼板 三協フロンテア株式会社 千葉県柏市新十余二5番地 (一財)建材試験センター NM-3157 平成23年06月07日

両面ポリエステル樹脂系繊維不織布張／フェノールフォーム充てん／
両面合成樹脂塗装／めっき鋼板 三協フロンテア株式会社 千葉県柏市新十余二5番地 (一財)建材試験センター NM-3156 平成23年06月07日

合成樹脂塗装／アクリル系樹脂エマルション裏面塗装／パルプ繊維混
入セメント押出成形板

H.R.D. SINGAPORE PTE.,
LTD

80 Raffles Place，#20-03
UOB Plaza 1 Singapore 0486 (一財)日本建築総合試験所 NM-3088 平成23年06月07日

アクリル系樹脂裏面塗装／けい酸質系塗装パルプガラス繊維混入けい酸マ
グネシウム板張／両面ポリエステル不織布張フェノールフォーム保温板 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 NM-3165 平成23年05月30日

メラミン樹脂・アクリルウレタン樹脂含浸チタン紙張／両面エポキシ
樹脂塗装アルミニウム合金はく 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2丁目5-8

(天王州パークサイドビル) (一財)日本建築総合試験所 NM-3164 平成23年05月30日

メラミン樹脂・アクリルウレタン樹脂含浸チタン紙張／ガラス繊維ク
ロス 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2丁目5-8

(天王州パークサイドビル) (一財)日本建築総合試験所 NM-3163 平成23年05月30日

メラミン樹脂・アクリルウレタン樹脂含浸チタン紙張／アクリルウレ
タン樹脂含浸ガラス繊維クロス 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2丁目5-8

(天王州パークサイドビル) (一財)日本建築総合試験所 NM-3162 平成23年05月30日

合成樹脂裏面塗装ロックウール板裏張／溶融55%アルミニウム－亜鉛
合金めっき鋼板 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 NM-3161 平成23年05月30日

合成樹脂裏面塗装ロックウール板裏張／片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 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 NM-3160 平成23年05月30日

合成樹脂裏面塗装ロックウール板裏張／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 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 NM-3159 平成23年05月30日

ほう素系薬剤処理木粉塗材・せっこう系塗材塗／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 株式会社アサノ不燃木材 福井県坂井市丸岡町猪爪5－1

14 (一財)日本建築総合試験所 NM-3138 平成23年05月27日

ポリエチレン樹脂系気泡状コア充てん／両面アルミニウム合金はく 川上産業株式会社 愛知県名古屋市中村区千成通
2-50 (一財)建材試験センター NM-3158 平成23年05月23日

ガラス繊維ネット入スチレンブタジエンゴム混入／セメント板 全日本外壁ピンネット工事業
協同組合 東京都北区十条仲原2-12-6 (一財)建材試験センター NM-3155 平成23年05月17日

セルロース系繊維不織布入・アクリル系樹脂裏張／ポリプロピレン樹
脂系繊維・ポリエチレン樹脂系繊維混入／ロックウール板 田中製紙工業株式会社 岐阜県美濃市1426番地 (一財)建材試験センター NM-3154 平成23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

ゼオライト系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く））
カナツ技建工業株式会社 島根県松江市春日町636番地

(一財)建材試験センター NM-3153 平成23年05月17日
株式会社伸興サンライズ 島根県松江市黒田町87-4

両面合成樹脂塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス セーレン株式会社 福井県福井市毛矢1-10-1 (一財)建材試験センター NM-3152 平成23年05月17日

両面合成樹脂塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス セーレン株式会社 福井県福井市毛矢1-10-1 (一財)建材試験センター NM-3151 平成23年05月17日

ガラス繊維混抄紙・フェノールフォーム・ガラス繊維混抄紙張水酸化
アルミニウム紙裏張／水酸化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-3150 平成23年05月02日

ガラス繊維混抄紙・フェノールフォーム・ガラス繊維混抄紙張水酸化アルミ
ニウム紙裏張／合成樹脂塗装水酸化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-3149 平成23年05月02日

ガラス繊維混抄紙・フェノールフォーム・ガラス繊維混抄紙張合成樹脂塗装
水酸化アルミニウム紙裏張／水酸化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-3148 平成23年05月02日

ガラス繊維混抄紙・フェノールフォーム・ガラス繊維混抄紙張合成樹脂塗装
水酸化アルミニウム紙裏張／合成樹脂塗装水酸化アルミニウム紙張アルミニ
ウム合金はく

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 NM-3147 平成23年05月02日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム裏張／水酸化アルミニウ
ム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-3146 平成23年05月02日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム裏張／合成樹脂塗装水酸
化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-3145 平成23年05月02日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面水酸化アル
ミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-3144 平成23年05月02日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／水酸化アルミニウム紙
張アルミニウム合金はく裏張／合成樹脂塗装水酸化アルミニウム紙張アルミ
ニウム合金はく

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 NM-3143 平成23年05月02日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／合成樹脂塗装水酸化ア
ルミニウム紙張アルミニウム合金はく裏張／水酸化アルミニウム紙張アルミ
ニウム合金はく

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 NM-3142 平成23年05月02日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面合成樹脂塗
装水酸化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-3141 平成23年05月02日

パルプ混入／けい酸カルシウム板 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　新大国ﾋﾞﾙ4F (一財)建材試験センター NM-3140 平成23年05月02日

セメント系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社アベルコ 東京都足立区鹿浜3-3-3 (一財)建材試験センター NM-3139 平成23年05月02日

アクリル系樹脂塗装／エステル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フ
ィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台２丁目

33番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3137 平成23年05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

アクリル樹脂塗装エステル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川2丁目33
番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3135 平成23年05月02日

金属蒸着エステル系樹脂フィルム裏張／塩化ビニル系樹脂フィルム張
／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3134 平成23年05月02日

ポリスチレン系樹脂発泡板充てん／両面合成樹脂塗装アルミニウム合
金板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那群辰野町小野79

5－1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3133 平成23年05月02日

消石灰系塗材塗／基材（不燃材料(金属板を除く)） 中村産業株式会社 大阪府摂津市南別府町6番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3131 平成23年04月13日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張／基材(不燃材料(
金属板を除く)) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3130 平成23年04月13日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／無機繊維フェルト マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7
ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター NM-3129 平成23年04月13日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(不燃材料(金属板))

株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2182-3

(一財)日本建築総合試験所 NM-3128 平成23年04月13日
日栄化工株式会社 大阪府東大阪市若江東町6-1-

33

塩化ビニル系樹脂フィルム・軟質ウレタンフォーム・アルミニウム合
金はく張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3127 平成23年04月13日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-3126 平成23年03月28日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-3125 平成23年03月28日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-3123 平成23年03月28日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニ
ウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号

(一財)ベターリビング NM-3122 平成23年03月28日日栄化工株式会社 大阪府東大阪市若江東町6-1-
33

株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2182-3

アクリル系樹脂塗装ガラス繊維不織布表張／両面アクリル系樹脂塗装
クレー・パーライト混入ロックウール・グラスウール混合板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3113 平成23年03月28日

アクリル系樹脂塗装ガラス繊維不織布表張／両面アクリル系樹脂塗装
クレー・パーライト混入ロックウール・グラスウール混合板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3112 平成23年03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

アクリル系樹脂塗装ガラス繊維不織布表張／両面アクリル系樹脂塗装
クレー・パーライト混入ロックウール・グラスウール混合板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3111 平成23年03月28日

アクリル系樹脂塗装ガラス繊維不織布表張／両面アクリル系樹脂塗装
クレー・パーライト混入ロックウール・グラスウール混合板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3110 平成23年03月28日

アクリル系樹脂・石英砂塗装／両面アクリル系樹脂塗装クレー・パー
ライト混入ロックウール・グラスウール混合板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3109 平成23年03月28日

金属蒸着エステル系樹脂フィルム裏張／塩化ビニル系樹脂フィルム張
／基材（不燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3108 平成23年03月28日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／パルプ混入せっこう板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3107 平成23年03月28日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張／基材（不燃材
料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3106 平成23年03月28日

塩化ビニル系樹脂フィルム・軟質ウレタンフォーム・アルミニウム合
金はく張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3105 平成23年03月28日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3104 平成23年03月28日

ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム裏張アルミニウム合金はく張／
ナイロン樹脂線入亜鉛めっき鋼板付・ポリエチレンテレフタレート系樹脂シ
ート裏張／グラスウール保温板

株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12
-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-3103 平成23年03月28日

ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム張アルミニウム合金はく張／ナ
イロン樹脂線入亜鉛めっき鋼板付・ポリエチレンテレフタレート系樹脂シー
ト裏張／グラスウール保温板

株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12
-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-3101 平成23年03月28日

両面メラミン樹脂含浸チタン紙張／両面水酸化アルミニウム混入メラミ
ン系樹脂含浸ガラス繊維不織布張メラミン樹脂含浸ガラス繊維クロス 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2丁目5-8

(天王州パークサイドビル) (一財)日本建築総合試験所 NM-3100 平成23年03月24日

水酸化アルミニウム紙裏張／塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（不
燃材料(金属板を除く)） サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1

丁目15番29号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3098 平成23年03月24日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム張／水酸化アルミニウム紙
裏張／塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（不燃材料(金属板を除く)） サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1

丁目15番29号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3097 平成23年03月24日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラス繊維クロス クラレプラスチックス株式会
社

大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ﾋﾞﾙｵﾌｨｽﾀﾜｰ39F (一財)建材試験センター NM-3096 平成23年03月24日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-3095 平成23年03月22日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 株式会社テンパル 東京都新宿区高田馬場4-9-12
日新西北ビル7F (一財)建材試験センター NM-3094 平成23年03月22日

ポリアミド樹脂系繊維植毛／塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面ポリ
エステル樹脂系塗装／鋼板 ＪＦＥ鋼板株式会社 東京都品川区大崎1-11-2

ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎　ｲｰｽﾄﾀﾜｰ9F (一財)建材試験センター NM-2946 平成23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

ポリエステル系樹脂フィルム重張／溶融亜鉛めっき鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2丁目17番1
2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3092 平成23年03月16日

ポリエステル系樹脂フィルム重張／合成樹脂裏面塗装／溶融亜鉛めっ
き鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2丁目17番1

2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3091 平成23年03月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム・軟質ウレタンフォーム張／基材（不燃材
料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3090 平成23年03月16日

合成樹脂塗装／アクリル系樹脂エマルション裏面塗装／パルプ繊維混
入セメント押出成形板

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 NM-3089 平成23年03月16日

陶磁器質タイル張／水酸化マグネシウム・塩化ビニル系樹脂板
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 NM-3087 平成23年03月14日

フジ化成工業株式会社 鳥取県西伯郡伯耆町大殿1241
-1

両面アクリル系樹脂塗装塩化ビニル系樹脂シート張／フッ素樹脂塗装
ガラス繊維クロス

ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
4-1-3

(一財)日本建築総合試験所 NM-3086 平成23年03月14日
NI帝人商事株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1-

6-7 帝人ビル

両面アクリル樹脂系塗装・塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロ
ス

株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2182-3 (一財)ベターリビング NM-3085 平成23年03月07日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面アクリル樹脂系塗装・塩化ビニル
樹脂系フィルム張／ガラスクロス

株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2182-3 (一財)ベターリビング NM-3084 平成23年03月07日

アクリルウレタン樹脂系フィルム張／ポリエチレン系樹脂・水酸化ア
ルミニウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号

(一財)ベターリビング NM-3083 平成23年03月07日
東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋2-3-13

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニ
ウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号

(一財)ベターリビング NM-3082 平成23年03月07日
東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋2-3-13

ポリエチレンテレフタレート系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム
張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1

丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-3081 平成23年03月07日

ポリエチレンテレフタレート系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム
張／エポキシ樹脂系裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1

丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-3080 平成23年03月07日

塩化ビニル系樹脂フィルム・軟質ウレタンフォーム・アルミニウム合
金はく張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3079 平成23年03月07日

32/454 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

塩化ビニル系樹脂フィルム・軟質ウレタンフォーム張／基材(不燃材料(
金属板)) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3078 平成23年03月07日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(不燃材料(金属板)) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3077 平成23年03月07日

金属蒸着エステル系樹脂フィルム裏張／塩化ビニル系樹脂フィルム張
／基材（不燃材料（金属板）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3076 平成23年03月07日

アクリル樹脂塗装・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(不燃材料(金属
板)) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3075 平成23年03月07日

アクリル系樹脂塗装／エステル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フ
ィルム張／基材(不燃材料(金属板)) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3074 平成23年03月07日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-3073 平成23年02月28日

セルローズファイバー混入／けい藻土系塗材塗／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 日本ハウジング株式会社 大分県大分市大字片島75-1 (一財)建材試験センター NM-3072 平成23年02月28日

ポリエステル系繊維不織布張／アクリル系樹脂・ポリエステル系繊維
混入グラスウール板 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 NM-2922 平成23年02月25日

メラミン系樹脂処理紙・フェノール系樹脂処理ガラス繊維混入水酸化アルミニウ
ム混抄紙張／メラミン系樹脂処理クラフト紙・フェノール系樹脂処理ガラス繊維
混入水酸化アルミニウム混抄紙裏張／ガラス繊維ネット入マグネシアセメント板

イビデン建装株式会社 岐阜県大垣市青柳町300 (一財)建材試験センター NM-3071 平成23年02月18日

ポリウレタン樹脂系塗装・ステンレス鋼板張／両面ボード用原紙張せ
っこう板 マッケ・ジャパン株式会社 東京都品川区東品川2-2-8

ｽﾌｨｱﾀﾜｰ天王洲23F (一財)建材試験センター NM-3070 平成23年02月18日

ガラス繊維入／せっこう板 株式会社ニチアスセムクリー
ト 東京都港区芝大門1ｰ10ｰ11 (一財)建材試験センター NM-3093 平成23年02月10日

両面塩化ビニル系樹脂塗装／鋼板 大島応用株式会社 大阪府大阪市旭区太子橋1丁
目15-22 (一財)日本建築総合試験所 NM-3068 平成23年02月10日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 株式会社ジャパンアイビック 千葉県千葉市花見川区作新台
5-4-1 (一財)建材試験センター NM-3067 平成23年02月10日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面めっき鋼板 株式会社池内商店 兵庫県姫路市手柄1-25 (一財)建材試験センター NM-3066 平成23年02月10日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面合成樹脂塗装めっき鋼板 株式会社池内商店 兵庫県姫路市手柄1-25 (一財)建材試験センター NM-3065 平成23年02月10日

アクリル樹脂系塗装／ガラス繊維入／せっこう板 株式会社ニチアスセムクリー
ト 東京都港区芝大門1-10-11 (一財)建材試験センター NM-3063 平成23年02月10日

ポリエチレン系樹脂フィルム張／ナイロン樹脂線入亜鉛めっき鋼板付
・合成樹脂シート裏張／グラスウール保温板 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12

-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-3062 平成23年02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

ポリエステル樹脂・ジアリルフタレート系樹脂含浸チタン紙・薄葉紙張アル
ミニウムはく表張／ポリエステル樹脂・ジアリルフタレート系樹脂含浸ガラ
ス繊維混抄紙裏張／パルプ混入ロックウール板

富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3061 平成23年02月08日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） ニチエ株式会社 大阪府大阪市淀川区新高1-6-
28 (一財)日本建築総合試験所 NM-3059 平成23年02月08日

アクリル樹脂・ポリフッ化ビニリデン系樹脂フィルム・塩化ビニル系
樹脂フィルム張／塩化ビニル系樹脂フィルム裏張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町一

丁目2番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3058 平成23年02月02日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(不燃材料(金属板)) 桜井株式会社 東京都台東区池之端1-2-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-3057 平成23年02月02日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 桜井株式会社 東京都台東区池之端1-2-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-3056 平成23年02月02日

消石灰系塗材・炭酸カルシウム系塗材塗／不燃材料（金属板を除く） 日本プラスター株式会社 栃木県佐野市多田町188-2 (一財)ベターリビング NM-3054 平成23年01月24日

ポリ乳酸樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-3052 平成23年01月24日

ポリ乳酸樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-3051 平成23年01月24日

ポリ乳酸樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-3050 平成23年01月24日

アクリル樹脂系塗装／紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 寿工業株式会社 栃木県下都賀郡野木町野木14
4番地 (一財)ベターリビング NM-3049 平成23年01月24日

塩化ビニル樹脂系フィルム張・アクリル樹脂系インキ／ポリエチレン
系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板

株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2182-3 (一財)ベターリビング NM-3048 平成23年01月24日

アクリル樹脂系インキ／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充
てん／両面塗装アルミニウム合金板

株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2182-3 (一財)ベターリビング NM-3047 平成23年01月24日

フッ素樹脂系フィルム張・アクリル樹脂系インキ／ポリエチレン系樹
脂・水酸化アルミニウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板

株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2182-3 (一財)ベターリビング NM-3046 平成23年01月24日

アクリル・メラミン系樹脂塗装／アルミニウム合金押出形材 四国化成工業株式会社 香川県丸亀市土器町東八丁目
537番地1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3045 平成23年01月21日

両面アクリル・メラミン系樹脂塗装／アルミニウム合金押出形材 四国化成工業株式会社 香川県丸亀市土器町東八丁目
537番地1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3044 平成23年01月21日

アクリル系樹脂塗装塩化ビニル系樹脂フィルム張／塩化ビニル系樹脂フィル
ム裏張／ガラス繊維ネット・ビニルエステル系樹脂塗装ガラス繊維クロス ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-3043 平成23年01月21日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗装／炭酸カルシウム混入ポリ
エチレン系樹脂シート張／基材（不燃材料（金属板）） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3042 平成23年01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

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗装／炭酸カルシウム混入ポリ
エチレン系樹脂シート張／基材（不燃材料（金属板を除く）） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3041 平成23年01月12日

両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 株式会社住金システム建築 東京都中央区晴海1-8-11
ﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱｵﾌｨｽﾀﾜｰY (一財)建材試験センター NM-3040 平成23年01月11日

両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 株式会社住金システム建築 東京都中央区晴海1-8-11
ﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱｵﾌｨｽﾀﾜｰY (一財)建材試験センター NM-3039 平成23年01月11日

両面ポリエステル系不織布張／両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスク
ロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-3037 平成23年01月11日

りん系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張／ガラス繊維不織布張
／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社川島織物セルコン 京都府京都市左京区静市市原

町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-3036 平成22年12月27日

ブロム系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張／ガラス繊維不織布
張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社川島織物セルコン 京都府京都市左京区静市市原

町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-3035 平成22年12月27日

ブロム系薬剤処理ポリエステル繊維織物・ポリエステル繊維織物どん
す張／ガラス繊維不織布張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社川島織物セルコン 京都府京都市左京区静市市原

町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-3034 平成22年12月27日

エポキシ系樹脂・ポリエステル系樹脂塗装／亜鉛めっき鋼板 山金工業株式会社 福井県福井市左内町4-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-3033 平成22年12月27日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹脂系塗装ガラス
クロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)ベターリビング NM-3032 平成22年12月21日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／鋼板裏張／塗装アル
ミニウム合金板

株式会社 イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地

(一財)ベターリビング NM-3031 平成22年12月21日グランデックス株式会社 岐阜県関市富之保3712番

株式会社 トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3丁目19番26
号

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／塗装鋼板裏張／塗装
アルミニウム合金板

株式会社 イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地

(一財)ベターリビング NM-3030 平成22年12月21日グランデックス株式会社 岐阜県関市富之保3712番

株式会社 トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3丁目19番26
号

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装アルミニウ
ム合金板

株式会社 イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地
(一財)ベターリビング NM-3029 平成22年12月21日

グランデックス株式会社 岐阜県関市富之保3712番
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装アルミニウ
ム合金板 株式会社 トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3丁目19番26

号 (一財)ベターリビング NM-3029 平成22年12月21日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面鋼板

株式会社 イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地

(一財)ベターリビング NM-3028 平成22年12月21日グランデックス株式会社 岐阜県関市富之保3712番

株式会社 トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3丁目19番26
号

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／鋼板裏張／塗装鋼板

株式会社 イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地

(一財)ベターリビング NM-3027 平成22年12月21日グランデックス株式会社 岐阜県関市富之保3712番

株式会社 トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3丁目19番26
号

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装鋼板

株式会社 イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地

(一財)ベターリビング NM-3026 平成22年12月21日グランデックス株式会社 岐阜県関市富之保3712番

株式会社 トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3丁目19番26
号

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面鋼板 株式会社 イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地 (一財)建材試験センター NM-3025 平成22年12月21日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／鋼板裏張／塗装鋼板 株式会社 イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地 (一財)建材試験センター NM-3024 平成22年12月21日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装鋼板 株式会社 イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地 (一財)ベターリビング NM-3023 平成22年12月21日

アクリル樹脂系塗装／両面アクリル系樹脂処理ガラス繊維不織布張／
ロックウール板 八潮建材工業株式会社 東京都墨田区江東橋2-3-10

倉持第一ﾋﾞﾙ7F (一財)建材試験センター NM-3022 平成22年12月21日

パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-3021 平成22年12月21日

有機質系繊維混入けい酸カルシウム板 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比
須町2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3018 平成22年12月21日

合成樹脂塗装／有機質系繊維混入けい酸カルシウム板 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比
須町2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3017 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

アクリル樹脂塗装／エステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金
属板）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3016 平成22年12月21日

アクリル系樹脂塗装／エステル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フ
ィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3014 平成22年12月21日

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板 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 NM-3011 平成22年12月21日

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板 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 NM-3010 平成22年12月21日

ポリエステル系樹脂フィルム張／不燃材料（せっこうボード及び金属
板を除く） 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-3005 平成22年12月21日

消石灰系塗材・セメント系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）
） 日本プラスター株式会社 栃木県佐野市多田町188-2 (一財)建材試験センター NM-3055 平成22年12月16日

セルロース系繊維不織布入・アクリル系樹脂裏張／ポリプロピレン樹
脂系繊維・ポリエチレン樹脂系繊維混入／ロックウール板 田中製紙工業株式会社 岐阜県美濃市1426番地 (一財)建材試験センター NM-3009 平成22年12月16日

二酸化けい素系塗装／アルミニウム合金板 大銑産業株式会社 東京都中央区日本橋小舟町11
-7　ﾀﾞｲｾﾝﾋﾞﾙ3F (一財)建材試験センター NM-3008 平成22年12月16日

ステンレス鋼板張／両面合成樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板
Haewon MSC Co.,Ltd（へウォ
ンMSC株式会社）

〒540-813　4，Sunpyeong-
Ri，Seo-Myeon，Suncheon-Si
Jeollanam-Do，Korea

(一財)建材試験センター NM-3007 平成22年12月16日

両面アルミニウム合金はく張／ガラスクロス 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-
16 (一財)建材試験センター NM-3006 平成22年12月16日

二酸化けい素・酸化カルシウム板 株式会社アースエンジニアリ
ング

石川県金沢市鞍月2丁目2番地
石川県繊維会館2階 (一財)建材試験センター NM-3004 平成22年12月08日

セルロース混入／セメント板
有限会社リング 東京都新宿区新宿1-14-10

松山ビル7F
(一財)建材試験センター NM-3003 平成22年12月08日

みはし株式会社 埼玉県和光市白子3-26-43

アクリル樹脂系塗装／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内三
丁目21番25号　清風ビル (一財)ベターリビング NM-3002 平成22年12月08日

アルミニウム箔・ポリエチレンテレフタレート系フィルム・ポリエチ
レン系フィルム・織布複層張／シリカ質粉混入／ガラス繊維フェルト Venture Tape Corp.

30
CommerceRoad，Rockland，M
A USA

(一財)ベターリビング NM-3001 平成22年12月08日

アルミニウム箔・ポリエチレンテレフタレート系フィルム・ポリエチレン
系フィルム・織布複層張／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） Venture Tape Corp.

30
CommerceRoad，Rockland，M
A USA

(一財)ベターリビング NM-3000 平成22年12月08日

アルミニウム箔・ポリエチレンテレフタレート系フィルム複層張／不
燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） Venture Tape Corp.

30
CommerceRoad，Rockland，M
A USA

(一財)ベターリビング NM-2999 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

アクリル樹脂系フィルム・ポリプロピレン系フィルム張／アルミニウ
ム合金板 東洋エクステリア株式会社 東京都新宿区新宿1-4-12 (一財)ベターリビング NM-2998 平成22年12月08日

ウレタン系樹脂塗装普通紙表張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／
火山性ガラス質複層板 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 NM-2997 平成22年12月02日

ウレタン系樹脂塗装普通紙表張／普通紙裏張／両面薄葉紙張アルミニ
ウムはく張／火山性ガラス質複層板 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 NM-2995 平成22年12月02日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面エポキシ系樹脂・ポリ
エステル系樹脂塗装亜鉛めっき鋼板 山金工業株式会社 福井県福井市左内町4-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-2994 平成22年12月02日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／両面溶融５５％アルミニウム
一亜鉛合金めっき鋼板 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 NM-2992 平成22年12月02日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／片面両面塗装溶融５５％アルミニウ
ム一亜鉛合金めっき鋼板／片面溶融５５％アルミニウム一亜鉛合金めっき鋼
板

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 NM-2991 平成22年12月02日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／両面両面塗装溶融55％アルミ
ニウム一亜鉛合金めっき鋼板 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 NM-2990 平成22年12月02日

ほう砂・アクリル樹脂系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社適材適所 東京都新宿区神楽坂3-6
和田ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター NM-2989 平成22年12月02日

穴あきパルプせっこう混入けい酸カルシウム板張／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 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 NM-2988 平成22年12月02日

エポキシ系樹脂・ポリエステル系樹脂塗装亜鉛めっき鋼板張／せっこ
うボード 山金工業株式会社 福井県福井市左内町4-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-2987 平成22年12月02日

粘土系塗材塗／木炭粉混入アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 日の丸産業株式会社 広島県広島市南区上東雲町17

-7 (一財)建材試験センター NM-2986 平成22年11月25日

ポリプロピレン樹脂系ネット裏張／モルタル板 マックストン株式会社 静岡県富士市今泉3650-2 (一財)建材試験センター NM-2985 平成22年11月25日

酸化カルシウム・二酸化けい素系繊維板 イソライト工業株式会社 大阪府大阪市中之島３丁目３
番２３号　中之島ダイビル８F (一財)建材試験センター NM-2982 平成22年11月25日

ポリアセタール樹脂系ネット裏張／モルタル板 マックストン株式会社 静岡県富士市今泉３６５０－
２ (一財)建材試験センター NM-2981 平成22年11月25日

磁器質タイル張／ガラス繊維強化セメント板 宝菱産業株式会社 大阪府大阪市西区靭本町１－
７－３　PAX本町ビル６F (一財)建材試験センター NM-2977 平成22年11月25日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装／め
っき鋼板 信越アステック株式会社 東京都千代田区内神田2-2-1 (一財)建材試験センター NM-2973 平成22年11月25日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面めっき鋼板 信越アステック株式会社 東京都千代田区内神田2-2-1 (一財)建材試験センター NM-2972 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

イソシアヌレートフォーム充てん／両面ポリエステル樹脂系裏面塗装
／ステンレス鋼板 信越アステック株式会社 東京都千代田区内神田2-2-1 (一財)建材試験センター NM-2971 平成22年11月25日

セメント系塗材塗／アクリル－スチレン共重合系樹脂混入／ロックウ
ール板 ナイガイ株式会社 東京都墨田区緑4-19-17 (一財)建材試験センター NM-2936 平成22年11月25日

セメント系塗材塗／アクリル－スチレン共重合系樹脂混入／ロックウ
ール板 エーアンドエー工事株式会社 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 NM-2935 平成22年11月25日

アクリル－スチレン共重合系樹脂混入／ロックウール板 ナイガイ株式会社 東京都墨田区緑4-19-17 (一財)建材試験センター NM-2934 平成22年11月25日

アクリル－スチレン共重合系樹脂混入／ロックウール板 エーアンドエー工事株式会社 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 NM-2933 平成22年11月25日

両面水酸化マグネシウム・炭酸カルシウム混入塩化ビニル系樹脂板張／アル
ミニウムハニカムコア充てん／両面ポリエステル系樹脂塗装エポキシ系樹脂
裏面塗装／アルミニウム合金板

株式会社エヌ・エル・エム・
エカル

静岡県静岡市清水区蒲原161
日本軽金属株式会社蒲原製造所
内

(一財)日本建築総合試験所 NM-2976 平成22年11月15日

アルミニウムハニカムコア充てん／両面ポリエステル系樹脂塗装エポ
キシ系樹脂裏面塗装／アルミニウム合金板

株式会社エヌ・エル・エム・
エカル

静岡県静岡市清水区蒲原161
日本軽金属株式会社蒲原製造所
内

(一財)日本建築総合試験所 NM-2975 平成22年11月15日

アルミニウムハニカムコア充てん／両面ポリエステル系樹脂塗装エポ
キシ系樹脂裏面塗装／溶融亜鉛めっき鋼板

株式会社エヌ・エル・エム・
エカル

静岡県静岡市清水区蒲原161
日本軽金属株式会社蒲原製造所
内

(一財)日本建築総合試験所 NM-2974 平成22年11月15日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 武蔵建材工業株式会社 埼玉県川口市幸町3-10-2
東商ﾋﾞﾙ5 (一財)建材試験センター NM-2970 平成22年11月15日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 武蔵建材工業株式会社 埼玉県川口市幸町3-10-2
東商ﾋﾞﾙ5 (一財)建材試験センター NM-2969 平成22年11月15日

エステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2953 平成22年11月04日

アクリル系樹脂塗装／エステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2952 平成22年11月04日

エステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2951 平成22年11月04日

合成樹脂フィルム・エステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2950 平成22年11月04日

アクリル系樹脂塗装／エステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2949 平成22年11月04日

アクリル系樹脂塗装／合成樹脂フィルム・エステル系樹脂フィルム張
／基材（不燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2948 平成22年11月04日

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 株式会社東国 東京都中央区日本橋茅場町2-
7-6 (一財)建材試験センター NM-2968 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

パルプ混入／せっこう板 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 NM-2967 平成22年10月29日

パルプ混入／せっこう板 クリオン株式会社 東京都江東区越中島1-2-21
ﾔﾏﾀﾈﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター NM-2966 平成22年10月29日

パルプ混入／セメント板 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 NM-2965 平成22年10月29日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（アルミニウムを除く
）） 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6 (一財)建材試験センター NM-2964 平成22年10月29日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板）） ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大
門町26番地 (一財)建材試験センター NM-2962 平成22年10月29日

水酸化アルミニウム混入ジアリルフタレート樹脂・不飽和ポリエステル樹脂含浸チ
タン紙張／水酸化アルミニウム混入不飽和ポリエステル樹脂含浸ガラス繊維不織布
・普通紙裏張／水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム混入／ロックウール繊維板

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 NM-2961 平成22年10月29日

両面メラミン樹脂含浸チタン紙張／水酸化アルミニウム・炭酸カルシ
ウム混入／ロックウール繊維板 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 NM-2960 平成22年10月29日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 NM-2959 平成22年10月29日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属
板）） アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 NM-2958 平成22年10月29日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（せっこうボード及び
金属板を除く）） アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 NM-2957 平成22年10月29日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（せっ
こうボード及び金属板を除く）） アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 NM-2956 平成22年10月29日

ポリカーボネート系樹脂フィルム・アクリル系樹脂フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町一
丁目2番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2955 平成22年10月29日

ポリカーボネート系樹脂フィルム・アクリル系樹脂フィルム張／エポ
キシ系樹脂裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町一

丁目2番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2954 平成22年10月29日

ポリエチレン樹脂系気泡状コア充てん／両面アルミニウム合金はく 川上産業株式会社 愛知県名古屋市中村区千成通
2-50 (一財)建材試験センター NM-2947 平成22年10月29日

段ボール充てん／両面水酸化アルミニウム混抄紙・ポリエチレン樹脂
系フィルム張／アルミニウム合金はく 東京コンテナ工業株式会社 東京都千代田区神田小川町1-

3-1 (一財)建材試験センター NM-2945 平成22年10月29日

ポリエステル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛
めっき鋼板 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-

1 (一財)建材試験センター NM-2944 平成22年10月29日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面ポリエステル樹脂系塗
装／溶融亜鉛めっき鋼板 アイピック株式会社 埼玉県八潮市大曽根1476-1 (一財)建材試験センター NM-2943 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

けい酸ナトリウム系薬剤処理けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア
充てん／両面合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20

（天王洲郵船ﾋﾞﾙ7F） (一財)建材試験センター NM-2688 平成22年10月29日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 株式会社ソフランウイズ 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-2942 平成22年10月25日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／片面両面合成樹脂塗装鋼板／
片面鋼板 株式会社ソフランウイズ 大阪府大阪市西区江戸堀1-17

-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-2941 平成22年10月25日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／両面両面合成樹脂塗装鋼板 株式会社ソフランウイズ 大阪府大阪市西区江戸堀1-17
-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-2940 平成22年10月25日

ポリエステル系樹脂繊維不織布張／ポリエステル系樹脂繊維混入ガラ
ス繊維板 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1丁目1番26

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2939 平成22年10月18日

炭酸カルシウム系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 広島炭化工業有限会社 広島県廿日市市木材港北9-11 (一財)建材試験センター NM-2938 平成22年10月18日

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 日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内3-4-1
新国際ﾋﾞﾙ内 (一財)建材試験センター NM-2937 平成22年10月12日

アクリル・ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入／セメント板 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 NM-2923 平成22年10月12日

水酸化アルミニウム混入ポリエチレン樹脂板充てん／両面合成樹脂塗
装アルミニウム合金板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2921 平成22年10月12日

ロックウール充てん／両面アルミニウム合金はく・ガラスクロス板 フラマシステム株式会社 東京都千代田区神田小川町2-
1-13　中村ﾋﾞﾙ4階 (一財)建材試験センター NM-2920 平成22年10月04日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面ポリエステル系樹脂フ
ィルム張／ウレタン系樹脂裏面塗装／鋼板 コクヨファニチャー株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2919 平成22年10月04日

合成樹脂塗装アクリル樹脂裏面塗装アルミニウム合金はく・合成樹脂含浸紙
張／合成樹脂含浸紙・変性アクリル樹脂含浸紙裏張／無機質系充てん材混入
変性フェノール系樹脂板

アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2918 平成22年10月04日

合成樹脂塗装アクリル樹脂裏面塗装アルミニウム合金はく・合成樹脂含浸紙
張／合成樹脂含浸紙・変性アクリル樹脂含浸紙・合成樹脂含浸チタン紙裏張
／無機質系充てん材混入変性フェノール系樹脂板

アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2917 平成22年10月04日

ガラス繊維混入セメント板 日中都市開発株式会社 東京都江東区清澄2-11-12 (一財)ベターリビング NM-2916 平成22年10月04日

合成樹脂系塗装／ガラス繊維混入セメント板 日中都市開発株式会社 東京都江東区清澄2-11-12 (一財)ベターリビング NM-2915 平成22年10月04日

アクリル樹脂系インキ／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充
てん／両面塗装アルミニウム合金板

桜井株式会社 東京都台東区池之端1-2-18
MG池之端ビル6F

(一財)ベターリビング NM-2914 平成22年10月04日
三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル樹脂系インキ／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充
てん／両面塗装アルミニウム合金板

株式会社DNPファインケミカ
ル

神奈川県横浜市緑区青砥町45
0 (一財)ベターリビング NM-2914 平成22年10月04日

塩化ビニル樹脂系フィルム張・アクリル樹脂系インキ／ポリエチレン
系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板

桜井株式会社 東京都台東区池之端1-2-18
MG池之端ビル6F

(一財)ベターリビング NM-2913 平成22年10月04日三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2

株式会社DNPファインケミカ
ル

神奈川県横浜市緑区青砥町45
0

ウレタン樹脂・エポキシ樹脂系塗装／パルプ・せっこう混入／けい酸
カルシウム板 寿工業株式会社 栃木県下都賀郡野木町野木14

4番地 (一財)ベターリビング NM-2912 平成22年10月04日

ポリエステル樹脂・ジアリルフタレート系樹脂含浸チタン紙張／両面
薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板（積層） 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2911 平成22年09月27日

両面ポリエステル樹脂・ジアリルフタレート系樹脂含浸チタン紙張／
両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板（積層） 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2910 平成22年09月27日

イソシアヌレートフォーム充てん／鋼板裏張／塗装鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2909 平成22年09月27日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2908 平成22年09月27日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2907 平成22年09月27日

ポリプロピレン系フィルム張／鋼線入ポリエチレンテレフタレート系
不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)ベターリビング NM-2906 平成22年09月27日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼線入ポリエチレンテレフタレート系
不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)ベターリビング NM-2905 平成22年09月27日

アクリルウレタン樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋2-3-13 (一財)建材試験センター NM-2904 平成22年09月21日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋2-3-13 (一財)建材試験センター NM-2903 平成22年09月21日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 帝人ファイバー株式会社 大阪府茨木市耳原3-4-1 (一財)建材試験センター NM-2902 平成22年09月16日

表面ポリエステル樹脂系塗装紙壁紙張／ガラスクロス／裏面ポリエチ
レン系樹脂・炭酸カルシウム混抄紙張／けい酸カルシウム板

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　新大国ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター NM-2901 平成22年09月16日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3-27-12 (一財)建材試験センター NM-2618 平成22年09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

ポリエチレン樹脂系フォーム張／アルミニウム合金はく 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2-2-3 (一財)建材試験センター NM-2900 平成22年09月06日

セメント系塗材塗／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボードを除
く）） 株式会社クリーンアルファー 福岡県朝倉郡筑前町朝日161-

4 (一財)建材試験センター NM-2899 平成22年09月06日

合成樹脂塗装／ポリエチレン樹脂フィルム充てん両面普通紙裏張／天然
木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 岡部興業株式会社 徳島県阿南市橘町中尾32番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2898 平成22年09月06日

両面ガラス繊維混入フェノールウレタン系樹脂塗／ビニロン繊維混入
／発泡セメント板

カナフレックスコーポレーシ
ョン株式会社

大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30 OAPﾀﾜｰ17F (一財)日本建築総合試験所 NM-2897 平成22年09月02日

酸化けい素混入／酸化カルシウム板 川村硝子工芸株式会社 愛知県名古屋市名東区引山三
丁目501番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2896 平成22年09月02日

ブチルゴムシート充てん／両面せっこうボード イイダ産業株式会社 愛知県稲沢市北麻績町沼1-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-2895 平成22年09月02日

亜鉛めっき鋼線入・アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート樹
脂フィルム裏張アルミニウムはく アライ実業株式会社 大阪府大阪狭山市くみの木8

丁目1544番地の1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2894 平成22年09月02日

フッ素系樹脂・エポキシ系樹脂塗装／エポキシ系樹脂裏面塗装／亜鉛
めっき鋼板 株式会社名豊興産 愛知県名古屋市東区芳野1丁

目1番1号101ビル3F (一財)日本建築総合試験所 NM-2893 平成22年09月02日

水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム混入／ロックウール繊維板 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 NM-2892 平成22年09月02日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリエステル系フ
ィルム張／両面ガラス繊維ネット入／酸化マグネシウム板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2883 平成22年08月30日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリエステル系フ
ィルム張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2882 平成22年08月30日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリエステル系フ
ィルム張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2880 平成22年08月30日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1

丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-2891 平成22年08月19日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／塩化ビニル樹脂系フィルム
張鋼板裏張／ポリエチレンテレフタレート系フィルム・塩化ビニル樹脂系フ
ィルム張鋼板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-2890 平成22年08月19日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塩化ビニル樹脂
系フィルム張鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1

丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-2889 平成22年08月19日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面ポリエチレンテ
レフタレート系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1

丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-2888 平成22年08月19日

ロックウール保温板充てん／両面塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合
金めっき鋼板 ＪＦＥ鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁

目1-9 (一財)ベターリビング NM-2887 平成22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

ロックウール保温板充てん／両面塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合
金めっき鋼板 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

ｰ12 (一財)ベターリビング NM-2886 平成22年08月19日

シリコーン樹脂・アクリルシリコーン樹脂系塗装／不燃材料（せっこ
うボード及び金属板を除く） 三商株式会社 愛知県名古屋市東区葵3-25-3

2 (一財)ベターリビング NM-2885 平成22年08月19日

ガラスクロス裏張アルミニウムはく張／グラスウール板 パラマウント硝子工業株式会
社

福島県須賀川市木之崎字大ヶ
久保24番地4 (一財)ベターリビング NM-2884 平成22年08月19日

アクリル・メラミン樹脂系塗装電気亜鉛めっき鋼板張／せっこうボー
ド

信越アステック株式会社 東京都千代田区内神田2-2-1
(一財)建材試験センター NM-2879 平成22年08月11日

株式会社JUNTEN 石川県小松市西軽海町2-232-
1

メラミン・アルキド樹脂系塗装電気亜鉛めっき鋼板張／せっこうボー
ド

信越アステック株式会社 東京都千代田区内神田2-2-1
(一財)建材試験センター NM-2878 平成22年08月11日

株式会社JUNTEN 石川県小松市西軽海町2-232-
1

合成樹脂塗装／ポリエステル系樹脂裏面塗装／溶融55％アルミニウム
－亜鉛合金めっき鋼板

SUN STEEL JOINT STOCK
COMPANY

743Rd ., Zone A, Dong An Hamlet, Tan
Dong Hiep Commune, Di An County,
Binh Duong Province, Vietnam

(一財)日本建築総合試験所 NM-2877 平成22年08月11日

両面アクリル樹脂・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

SUN STEEL JOINT STOCK
COMPANY

743Rd ., Zone A, Dong An Hamlet, Tan
Dong Hiep Commune, Di An County,
Binh Duong Province, Vietnam

(一財)日本建築総合試験所 NM-2876 平成22年08月11日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面塩化ビニル系樹脂フィ
ルム張／電気亜鉛めっき鋼板 小松ウオール工業株式会社 石川県小松市工業団地1-72 (一財)日本建築総合試験所 NM-2875 平成22年08月11日

表面ポリエステル樹脂系フィルム張・裏面ウレタン樹脂系塗装・鋼板
／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸2-7-

18 (一財)建材試験センター NM-2874 平成22年08月11日

アクリル系樹脂混入・土塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社連代コンストラクト 石川県白山市松本町1438番地 (一財)建材試験センター NM-2873 平成22年08月06日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-2872 平成22年08月06日

パルプ混入／セメント板 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 NM-2871 平成22年08月06日

ポリエステル樹脂系塗装／溶融亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード アイピック株式会社 埼玉県八潮市大曽根1476-1 (一財)建材試験センター NM-2870 平成22年08月06日

アクリル樹脂系塗装アクリル系樹脂含浸紙張／両面薄葉紙張アルミニ
ウムはく張／火山性ガラス質複層板 阿部興業株式会社 東京都新宿区新宿1-7-10 (一財)建材試験センター NM-2869 平成22年08月06日

アクリル樹脂系塗装アクリル系樹脂含浸紙張／パルプシート裏張／両
面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 阿部興業株式会社 東京都新宿区新宿1-7-10 (一財)建材試験センター NM-2868 平成22年08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

ポリウレタン樹脂系塗装アクリル系樹脂含浸紙張／両面薄葉紙張アル
ミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 阿部興業株式会社 東京都新宿区新宿1-7-10 (一財)建材試験センター NM-2867 平成22年08月06日

ポリウレタン樹脂系塗装アクリル系樹脂含浸紙張／パルプシート裏張
／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 阿部興業株式会社 東京都新宿区新宿1-7-10 (一財)建材試験センター NM-2866 平成22年08月06日

メラミン系樹脂処理酸化チタン混抄紙張／メラミン系樹脂処理クラフト紙裏
張／メラミン系樹脂・水酸化アルミニウム混入炭酸カルシウム系塗装ガラス
繊維不織布板

タキロン株式会社 大阪府大阪市中央区安土町2-
3-13　（大阪国際ﾋﾞﾙ） (一財)建材試験センター NM-2865 平成22年08月06日

両面アクリル樹脂塗装塩化ビニル系樹脂フィルム張ガラスクロス 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2864 平成22年08月02日

フッ素・アクリル系樹脂フィルム張／両面アクリル樹脂塗装塩化ビニ
ル系樹脂フィルム張ガラスクロス 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2863 平成22年08月02日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／無機繊維フェルト 株式会社マグ 東京都千代田区麹町3-7
ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター NM-2862 平成22年08月02日

ポリアミド樹脂系繊維植毛／塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成
樹脂塗装／鋼板 ＪＦＥ鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3-1-

9　（JFE鋼板ﾋﾞﾙ） (一財)建材試験センター NM-2861 平成22年08月02日

二酸化けい素繊維系フェルト 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 NM-2860 平成22年08月02日

水酸化アルミニウム混入紙張／ボード用原紙裏張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2817 平成22年08月02日

合成樹脂塗装／水酸化アルミニウム混入紙張／ボード用原紙裏張／せ
っこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2816 平成22年08月02日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1
聖路加ﾀﾜｰ13F (一財)建材試験センター NM-2707 平成22年08月02日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 日油株式会社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20

番3号 (一財)建材試験センター NM-2284 平成22年08月02日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（せっこうボード及び
金属板を除く）） ビッグテクノス株式会社 奈良県御所市大字城山台166-

17 (一財)日本建築総合試験所 NM-2859 平成22年07月20日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） ビッグテクノス株式会社 奈良県御所市大字城山台166-
17 (一財)日本建築総合試験所 NM-2858 平成22年07月20日

フェノールフォーム・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／スラ
グせっこう板・合成樹脂塗装アルミニウム合金板裏張／アルミニウム合金製
繊維・アルミニウム合金製エキスパンドメタル板

株式会社静科 神奈川県横須賀市湘南鷹取5-
6-6 (一財)建材試験センター NM-2857 平成22年07月20日

三ふっ化塩化エチレン樹脂系フィルム・ポリエステル樹脂系フィルム
張／アルミニウム合金はく／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2856 平成22年07月20日

ガラスクロス張／グラスウール保温板 アコス工業株式会社 東京都千代田区神田佐久間町
3-29　アコスビル6F (一財)建材試験センター NM-2855 平成22年07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

フェノールフォーム・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／合成
樹脂塗装アルミニウム合金板裏張／アルミニウム合金製繊維・アルミニウム
合金製エキスパンドメタル板

株式会社静科 神奈川県横須賀市湘南鷹取5-
6-6 (一財)建材試験センター NM-2854 平成22年07月20日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面ふっ素樹脂系フィルム張ガラスク
ロス リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2853 平成22年07月20日

アクリル樹脂系フィルム張／両面ふっ素樹脂系フィルム張ガラスクロ
ス リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2852 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／片面両面合成樹脂塗装鋼板／
片面鋼板 日本パネル工業株式会社 静岡県静岡市葵区津渡野599 (一財)日本建築総合試験所 NM-2851 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 日本パネル工業株式会社 静岡県静岡市葵区津渡野599 (一財)日本建築総合試験所 NM-2850 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面両面合成樹脂塗装鋼板 日本パネル工業株式会社 静岡県静岡市葵区津渡野599 (一財)日本建築総合試験所 NM-2849 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／片面両面合成樹脂塗装鋼板／
片面鋼板

三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2848 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2847 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面両面合成樹脂塗装鋼板 三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2846 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／片面両面塗装アルミニウム合
金板／片面アルミニウム合金板 日本パネル工業株式会社 静岡県静岡市葵区津渡野599 (一財)日本建築総合試験所 NM-2845 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面アルミニウム合金板 日本パネル工業株式会社 静岡県静岡市葵区津渡野599 (一財)日本建築総合試験所 NM-2844 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面両面塗装アルミニウム合
金板 日本パネル工業株式会社 静岡県静岡市葵区津渡野599 (一財)日本建築総合試験所 NM-2843 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／片面両面塗装アルミニウム合
金板／片面アルミニウム合金板

三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2842 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面アルミニウム合金板 三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2841 平成22年07月20日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面両面塗装アルミニウム合
金板

三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2840 平成22年07月20日

両面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 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 NM-2837 平成22年07月20日

両面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 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 NM-2836 平成22年07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）
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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

鋼線入アルミニウム合金はく・ポリエステル樹脂系フィルム張合せシ
ート オリエント商事株式会社 東京都中央区八丁堀2-20-8

八丁堀東急ビル8F (一財)建材試験センター NM-2835 平成22年07月20日

鋼線入アルミニウム合金はく・ポリエステル樹脂系フィルム張合せシ
ート オリエント商事株式会社 東京都中央区八丁堀2-20-8

八丁堀東急ビル8F (一財)建材試験センター NM-2834 平成22年07月20日

アクリル樹脂系塗装／両面アクリル系樹脂処理ガラス繊維不織布張／
グラスウール板 野原産業株式会社 東京都新宿区新宿1-1-11

友泉新宿御苑ビル (一財)建材試験センター NM-2833 平成22年07月20日

ハロゲン系薬剤処理ポリエステル繊維系織物・グラスウール保温板張
／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社フジ工芸 新潟県三条市新光町25-36 (一財)建材試験センター NM-2356 平成22年07月20日

無機質系繊維混入けい酸カルシウム板 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19階

(一財)日本建築総合試験所 NM-2839 平成22年07月12日

合成樹脂塗装／無機質系繊維混入けい酸カルシウム板 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19階

(一財)日本建築総合試験所 NM-2838 平成22年07月12日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面塩化ビニル樹
脂系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板

バンドー化学株式会社 兵庫県神戸市中央区港島南町
4-6-6

(一財)建材試験センター NM-2822 平成22年07月12日
三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2

合成樹脂含浸ガラスクロス 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2820 平成22年07月12日

ガラス繊維混抄紙・フェノールフォーム・ガラス繊維混抄紙張水酸化
アルミニウム紙裏張／アルミニウム合金はく 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 NM-2832 平成22年07月05日

ガラス繊維混抄紙・フェノールフォーム・ガラス繊維混抄紙張水酸化
アルミニウム紙裏張／合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 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 NM-2831 平成22年07月05日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム裏張／水酸化アルミニウ
ム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-2830 平成22年07月05日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム裏張／合成樹脂塗装水酸
化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-2829 平成22年07月05日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面水酸化アル
ミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-2828 平成22年07月05日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／水酸化アルミニウム紙
張アルミニウム合金はく裏張／合成樹脂塗装水酸化アルミニウム紙張アルミ
ニウム合金はく

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 NM-2827 平成22年07月05日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／合成樹脂塗装水酸化ア
ルミニウム紙張アルミニウム合金はく裏張／水酸化アルミニウム紙張アルミ
ニウム合金はく

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 NM-2826 平成22年07月05日

両面ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面合成樹脂塗
装水酸化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-2825 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

ガラス繊維混抄紙・フェノールフォーム・ガラス繊維混抄紙張水酸化
アルミニウム紙裏張／水酸化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-2824 平成22年07月05日

ガラス繊維混抄紙・フェノールフォーム・ガラス繊維混抄紙張水酸化アルミ
ニウム紙裏張／合成樹脂塗装水酸化アルミニウム紙張アルミニウム合金はく 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 NM-2823 平成22年07月05日

イソシアヌレートフォーム充てん／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 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 NM-2821 平成22年07月05日

ロックウール保温板充てん／両面塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合
金めっき鋼板 JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁

目1-9 (一財)ベターリビング NM-2819 平成22年07月05日

ロックウール保温板充てん／両面塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合
金めっき鋼板 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1816

ー12 (一財)ベターリビング NM-2818 平成22年07月05日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラ
スクロス 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6 (一財)建材試験センター NM-2813 平成22年06月25日

フェノールフォーム・アルミニウム合金はくハニカムコア充てん／合成樹脂
塗装アルミニウム合金板裏張／アルミニウム合金製繊維・アルミニウム合金
製エキスパンドメタル板

株式会社静科 神奈川県横須賀市湘南鷹取5-
6-6 (一財)建材試験センター NM-2812 平成22年06月25日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・普通紙・アルミニウム合金はく・普
通紙張／アルミニウム合金板 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター NM-2811 平成22年06月25日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・普通紙・アルミニウム合金はく・普
通紙張／基材（不燃材料（金属板）） 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター NM-2810 平成22年06月25日

ポリエチレンテレフタレート繊維系不織布裏張／アルミニウム合金は
く

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 NM-2809 平成22年06月24日
帝人ファイバー株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1-

6-7
メラミン系樹脂処理酸化チタン混抄紙張／メラミン系樹脂処理クラフト紙裏
張／メラミン系樹脂・水酸化アルミニウム混入炭酸カルシウム塗装ガラス繊
維不織布板

日本デコラックス株式会社 愛知県丹羽郡扶桑町柏森字前
屋敷10番地 (一財)建材試験センター NM-2808 平成22年06月24日

ポリエステル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 日本理化製紙株式会社 静岡県静岡市清水区中之郷3-
1-1 (一財)建材試験センター NM-2807 平成22年06月24日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面塩化ビニル樹
脂系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2

(一財)建材試験センター NM-2806 平成22年06月24日
リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

両面ポリエチレン樹脂フィルム張ポリエチレン樹脂製気泡シート充てん／
ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム裏張／アルミニウム合金はく 株式会社ライフテック 岐阜県各務原市鵜沼古市場町

4-16-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-2805 平成22年06月24日

両面アクリル樹脂系塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面ウレタ
ン樹脂系塗装／ガラスクロス 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 NM-2697 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

両面アクリル樹脂系塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面ウレタ
ン樹脂系塗装／ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-2696 平成22年06月21日

表面アクリル樹脂系紙壁紙・両面薄葉紙張アルミニウム合金はく張／裏面ガ
ラスクロス・両面薄葉紙張アルミニウム合金はく張／火山性ガラス質複層板 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 NM-2620 平成22年06月21日

表面天然木単板・両面薄葉紙張アルミニウム合金はく張／裏面ガラスク
ロス・両面薄葉紙張アルミニウム合金はく張／火山性ガラス質複層板 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 NM-2619 平成22年06月21日

アクリル樹脂系塗装／ロックウール板 北新集団建材股■有限公司 中国北京市海淀区西三旗建材
城西路16号 (一財)建材試験センター NM-2815 平成22年06月18日

アクリル樹脂系塗装／ステアリン酸ナトリウム混入ロックウール板 北新集団建材股■有限公司 中国北京市海淀区西三旗建材
城西路16号 (一財)建材試験センター NM-2814 平成22年06月18日

アクリル樹脂系塗装／ステアリン酸ナトリウム混入ロックウール板 丸英商事株式会社 大阪府和泉大津市臨海町1-23 (一財)建材試験センター NM-2802 平成22年06月18日

アクリル樹脂系塗装／ステアリン酸ナトリウム混入ロックウール板 南海通運株式会社 大阪府和泉大津市臨海町1-23 
09EL530 (一財)建材試験センター NM-2800 平成22年06月18日

塩化ビニル系樹脂入／両面亜鉛めっき鋼板 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12
-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-2798 平成22年06月18日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板））
日栄化工株式会社 大阪府東大阪市若江東町6-1-

33
(一財)日本建築総合試験所 NM-2797 平成22年06月18日

株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2182-3

鋼繊維・ポリビニルアルコール繊維混入／セメント板 太平洋セメント株式会社 東京都港区台場2-3-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-2796 平成22年06月18日

消石灰系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社エムティーシー 静岡県静岡市葵区巴町17-2
KMビル1F (一財)日本建築総合試験所 NM-2794 平成22年06月18日

酢酸ビニル樹脂系塗装ガラス繊維不織布張／アクリル系樹脂混入グラ
スウール板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-

6-3 (一財)建材試験センター NM-2790 平成22年06月18日

シラス・せっこう系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社高千穂
神奈川県横浜市西区みなとみら
い2-2-1横浜ランドマークタワー
9F

(一財)建材試験センター NM-2789 平成22年06月18日

ウレタン樹脂系塗装単板張／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボ
ードを除く）） 株式会社エビハラ 埼玉県春日部市豊野町2-16-1 (一財)建材試験センター NM-2788 平成22年06月18日

アクリル樹脂系塗装ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム・ポリエチ
レンテレフタレート樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） ベカルトジャパン株式会社 東京都中央区八丁堀2-27-10-

3F (一財)建材試験センター NM-2787 平成22年06月18日

ガラス繊維糸入ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／硬鋼線
入ポリエステルテレフタレート樹脂系フィルム裏張／グラスウール板 株式会社エイテック 宮城県仙台市若林区卸町東5-

2-35 (一財)建材試験センター NM-2786 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

両面合成樹脂塗装アルミニウム合金板張／基材（不燃材料（金属板を
除く））

株式会社池内商店 兵庫県姫路市手柄1-25
(一財)建材試験センター NM-2785 平成22年06月18日

株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町4-1-
13

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張／基材（不燃材料（金属板を除く））

株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町4-1-
13

(一財)建材試験センター NM-2784 平成22年06月18日
株式会社池内商店 兵庫県姫路市手柄1-25

ウレタン樹脂系塗装単板張／パルプシート裏張／両面薄葉紙張アルミ
ニウムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社エビハラ 埼玉県春日部市豊野町2-16-1 (一財)建材試験センター NM-2782 平成22年06月18日

せっこうボード裏張／ポリウレタン樹脂塗装ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム・ポリプロピレン系樹脂フィルム張／電気亜鉛めっき鋼板 小松ウオール工業株式会社 石川県小松市工業団地1-72 (一財)日本建築総合試験所 NM-2606 平成22年06月17日

アクリルウレタン系樹脂塗装／ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム
・アクリルウレタン系樹脂処理紙張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム
板

日本スピンドル製造株式会社 兵庫県尼崎市潮江4-2-30 (一財)日本建築総合試験所 NM-2578 平成22年06月17日

パルプ混入／ロックウールフェルト 丸三製紙株式会社 福島県南相馬市原町区青葉町
1-12-1 (一財)建材試験センター NM-2780 平成22年06月02日

ペーパーコア充てん／両面ガラス繊維ネット入／酸化マグネシウム混
入／水酸化マグネシウム板

株式会社デザインオフィスラ
イン 東京都渋谷区神宮前3-32-10 (一財)建材試験センター NM-2779 平成22年06月02日

メラミン系樹脂含浸チタン紙表張／メラミン系樹脂含浸クラフト紙裏張／メ
ラミン系樹脂含浸ガラス繊維混入けい酸マグネシウム混抄紙・炭酸カルシウ
ム混入水酸化アルミニウム混抄紙

イビデン建装株式会社 岐阜県大垣市青柳町300番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2778 平成22年06月02日

アクリル樹脂系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社日進産業 東京都板橋区中台1-56-3 (一財)建材試験センター NM-2777 平成22年06月02日

ポリエステル系樹脂塗装チタン紙張／けい酸カルシウム板 イビデン建装株式会社 岐阜県大垣市青柳町300番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2776 平成22年06月02日

アクリル樹脂系塗材塗／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社日進産業 東京都板橋区中台1-56-3 (一財)建材試験センター NM-2775 平成22年06月02日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／アルミニウムはく系シート裏
張／ポリエステル系樹脂塗装／アルミニウム合金板 信和日動化学工業株式会社 福井県丹生郡越前町朝日24-1

-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2774 平成22年06月02日

パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-2773 平成22年06月02日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2772 平成22年06月02日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面塩化ビニル樹脂系フ
ィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装アルミニウム
合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター NM-2771 平成22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

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面塩化ビニル樹脂系フ
ィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装アルミニウム
合金板

リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2771 平成22年06月02日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面ポリエチレン
樹脂系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗
装アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2　三菱樹脂ビル

(一財)建材試験センター NM-2770 平成22年06月02日
リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

両面ポリエステル樹脂系塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード 株式会社江口 東京都港区浜松町1-8-1
江口ビル本館2階 (一財)建材試験センター NM-2769 平成22年06月02日

アクリル塩化ビニル系樹脂塗装／ポリエステル樹脂セルロース混紡不
織布壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社アントレックス 東京都新宿区新宿5-8-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-2761 平成22年05月24日

セルロース・ポリエステル繊維系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター NM-2768 平成22年05月20日

合成樹脂系塗装／両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-2767 平成22年05月20日

両面合成樹脂塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス セーレン株式会社 福井県福井市毛矢1-10-1 (一財)建材試験センター NM-2766 平成22年05月20日

両面合成樹脂塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス セーレン株式会社 福井県福井市毛矢1-10-1 (一財)建材試験センター NM-2765 平成22年05月20日

アクリル樹脂系塗装／でんぷん混入ロックウール板 USG Asia Pacific Holdings
Pte Ltd

Lot W601,6th floor,West Tower,Wisma
Consplant,2,Jalan SS 16/4,47500
Subang Jaya,Selangor,Malaysia

(一財)建材試験センター NM-2764 平成22年05月20日

アルミニウム合金はく・ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／硬
鋼線入ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム裏張／グラスウール板 有限会社ASU 群馬県高崎市吉井町矢田461-

1 (一財)建材試験センター NM-2763 平成22年05月20日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム・ポリエステル樹脂系フィルム
張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板裏張／裏面エポ
キシ樹脂系塗装亜鉛めっき鋼板

東洋鋼鈑株式會社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-2687 平成22年05月20日

両面ウレタン系樹脂塗装／鋼板 丸一鋼管株式会社 大阪府大阪市西区北堀江三丁
目9番10号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2760 平成22年05月17日

ふっ素樹脂・塩化ビニル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系塗装／アクリ
ル樹脂・塩化ビニル樹脂系フィルム裏張／エポキシ樹脂系裏面塗装／鋼板 オリエンタルメタル株式会社 埼玉県蕨市塚越5-12-2 (一財)建材試験センター NM-2668 平成22年05月17日

フッ素・アクリル系樹脂フィルム張／塩化ビニル系樹脂フィルム張／
基材（不燃材料（金属板を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11

-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-2648 平成22年05月17日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（せっこうボード
及び金属板を除く））

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)建材試験センター NM-2340 平成22年05月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2759 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

ポリエステル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く））
NI帝人商事株式会社 東京都港区芝大門2-5-5

(一財)建材試験センター NM-2758 平成22年04月28日
リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2756 平成22年04月28日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金
板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2665 平成22年04月28日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／片面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2664 平成22年04月28日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／両面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2663 平成22年04月28日

塩化ビニル樹脂系シート張／基材（不燃材料（金属板を除く））

リフォジュール株式会社 東京都品川区大井1-23-3
フクビビル

(一財)建材試験センター NM-2554 平成22年04月28日日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28
九段ファーストプレイス

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

ポリプロピレン系繊維混入／けい酸塩・タルク板 因幡電機産業株式会社 大阪府大阪市西区立売堀4-11
-14 (一財)ベターリビング NM-2755 平成22年03月31日

ポリプロピレン系繊維混入／けい酸塩・タルク板 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-
4 (一財)ベターリビング NM-2754 平成22年03月31日

イソシアヌレートフォーム充てん／鋼板裏張／塗装鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2753 平成22年03月31日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2752 平成22年03月31日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2751 平成22年03月31日

シロキサン系塗装／不燃材料（金属板） 株式会社ディ・アンド・ディ 三重県四日市市桜町7870-20 (一財)ベターリビング NM-2750 平成22年03月31日

シロキサン系塗装／不燃材料（金属板） 株式会社ディ・アンド・ディ 三重県四日市市桜町7870-20 (一財)ベターリビング NM-2749 平成22年03月31日

シロキサン系塗装／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社ディ・アンド・ディ 三重県四日市市桜町7870-20 (一財)ベターリビング NM-2748 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

アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメント板 大和スレート株式会社 香川県高松市天神前1-21 (一財)ベターリビング NM-2747 平成22年03月31日

ポリプロピレン系樹脂フィルム張／ナイロンモノフィラメント入亜鉛めっき
鋼板付・ポリエチレンテレフタレート樹脂シート裏張／ポリプロピレン樹脂
フィルム充てん両面グラスウール保温板

タイロン株式会社 大阪府枚方市春日北町2-9-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-2746 平成22年03月31日

酸化チタン・ガラス質ほうろう処理ほうろう用脱炭鋼板 JFE建材株式会社 東京都中央区日本橋掘留町1-
10-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-2745 平成22年03月31日

両面ガラス質ほうろう処理ほうろう用脱炭鋼板 JFE建材株式会社 東京都中央区日本橋掘留町1-
10-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-2744 平成22年03月31日

酸化チタン・両面ガラス質ほうろう処理ほうろう用脱炭鋼板 JFE建材株式会社 東京都中央区日本橋掘留町1-
10-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-2743 平成22年03月31日

ガラス質ほうろう処理ほうろう用脱炭鋼板 JFE建材株式会社 東京都中央区日本橋掘留町1-
10-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-2742 平成22年03月31日

酸化チタン・ガラス質ほうろう処理鋼板 JFE建材株式会社 東京都中央区日本橋掘留町1-
10-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-2741 平成22年03月31日

両面ガラス質ほうろう処理鋼板 JFE建材株式会社 東京都中央区日本橋掘留町1-
10-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-2740 平成22年03月31日

酸化チタン・両面ガラス質ほうろう処理鋼板 JFE建材株式会社 東京都中央区日本橋掘留町1-
10-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-2739 平成22年03月31日

ガラス質ほうろう処理鋼板 JFE建材株式会社 東京都中央区日本橋掘留町1-
10-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-2738 平成22年03月31日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2737 平成22年03月31日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／裏面ポリアミド線・鋼線・ポリエ
ステル系不織布張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)建材試験センター NM-2736 平成22年03月31日

両面合成樹脂塗装／ガラスクロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-2735 平成22年03月31日

両面ポリプロピレン繊維不織布・ガラス繊維クロス入／木粉混入酸化
マグネシウム板 早川　義行 北海道札幌市豊平区豊平一条

8丁目1-2-106 (一財)建材試験センター NM-2734 平成22年03月31日

両面ポリプロピレン繊維不織布・ガラス繊維クロス入／木粉混入酸化
マグネシウム板 早川　義行 北海道札幌市豊平区豊平1条8

丁目1-2-106 (一財)建材試験センター NM-2733 平成22年03月31日

ふっ素・アクリル樹脂系塗装／水酸化マグネシウム混入ポリエチレン
樹脂系板充てん／両面アルミニウム合金板 上海華源複合新材料有限公司 中国上海市青浦区外青松公路

6085号 (一財)建材試験センター NM-2732 平成22年03月31日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター NM-2731 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

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面塩化ビニル樹
脂系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2　三菱樹脂ビル

(一財)建材試験センター NM-2730 平成22年03月31日
リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

エポキシ・ポリエステル樹脂系塗装電気亜鉛めっき鋼板張／せっこう
ボード 株式会社JUNTEN 石川県小松市西軽海町2-232-

1 (一財)建材試験センター NM-2729 平成22年03月31日

アクリル樹脂系塗装／紙壁紙張／パルプ混入／けい酸カルシウム板 合同会社ライファート 愛知県愛西市須依町北前2308
-4 (一財)建材試験センター NM-2728 平成22年03月31日

パルプ混入／けい酸カルシウムセメント板 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 NM-2727 平成22年03月31日

両面ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウムセメント板 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 NM-2726 平成22年03月31日

合成樹脂塗装／ウレタン樹脂系裏面塗装／パルプ混入けい酸カルシウ
ムセメント板 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 NM-2725 平成22年03月31日

パルプ混入／けい酸カルシウムセメント板 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 NM-2724 平成22年03月31日

両面ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウムセメント板 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 NM-2723 平成22年03月31日

合成樹脂塗装／ウレタン樹脂系裏面塗装／パルプ混入けい酸カルシウ
ムセメント板 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 NM-2722 平成22年03月31日

アクリル樹脂系フィルム・ポリオレフィン系フィルム張／不燃材料（
金属板） 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2721 平成22年03月31日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリオレフィン系
フィルム張／不燃材料（金属板） 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2720 平成22年03月31日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリエステル系フ
ィルム張／不燃材料（金属板） 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2719 平成22年03月31日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリエステル系フ
ィルム張／アルミニウム合金板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2718 平成22年03月31日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリエステル系フ
ィルム張／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2717 平成22年03月31日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリエステル系フ
ィルム張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2716 平成22年03月31日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリオレフィン系フ
ィルム張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2715 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

ポリ乳酸樹脂フィルム裏張／無機質系充てん材混入紙壁紙張／基材（
不燃材料（金属板を除く）） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45 (一財)日本建築総合試験所 NM-2629 平成22年03月31日

合成樹脂塗装／ポリ乳酸樹脂フィルム裏張／無機質系充てん材混入紙
壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45 (一財)日本建築総合試験所 NM-2628 平成22年03月31日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニ
ウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2

(一財)ベターリビング NM-2714 平成22年03月12日
住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1

合成樹脂系塗装・塩化ビニル樹脂系フィルム張／ポリエチレン系樹脂
・水酸化アルミニウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2

(一財)ベターリビング NM-2713 平成22年03月12日
住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1

ポリエチレンテレフタラート系フィルム張／ポリエチレン系樹脂・水
酸化アルミニウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2712 平成22年03月12日

ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム張／合成樹脂塗装鋼板張
／せっこうボード コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-2711 平成22年03月12日

パルプ混入／けい酸カルシウム板 ジャパン建材株式会社 東京都江東区新木場1-7-22
新木場タワー11階 (一財)日本建築総合試験所 NM-2710 平成22年03月12日

パルプ混入／セメント板 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 NM-2708 平成22年03月12日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面アクリル樹脂
系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装ア
ルミニウム合金板

リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23
(一財)建材試験センター NM-2706 平成22年03月12日

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2　三菱樹脂ビル

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装ガラスクロス リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2705 平成22年03月12日

フッ素系樹脂フィルム・ウレタン系樹脂フィルム張／両面フッ素系樹
脂塗装ガラスクロス 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2701 平成22年03月12日

パルプ系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 有限会社エルフ 静岡県藤枝市岡部町岡部357-
1 (一財)建材試験センター NM-2700 平成22年03月12日

金属粉体系塗材塗／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボードを除
く）） 有限会社ぬり貫 埼玉県新座市あたご2-4-25 (一財)建材試験センター NM-2699 平成22年03月12日

合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター NM-2698 平成22年03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

パルプ混入／セメント板 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 NM-2695 平成22年03月12日

パルプ・ビニロン繊維混入／セメント板 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 NM-2694 平成22年03月12日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張アルミニウム合金はく張／鋼線入ポリエ
チレンテレフタレート樹脂系フィルム張アルミニウム合金はく裏張／グラス
ウール板

株式会社昭和コーポレーショ
ン 東京都板橋区富士見町5-4 (一財)建材試験センター NM-2693 平成22年03月12日

イソシアヌレートフォーム充てん／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 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 NM-2692 平成22年03月12日

合成樹脂塗装鋼板／イソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
（天王洲郵船ビル7F） (一財)建材試験センター NM-2691 平成22年03月12日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
（天王洲郵船ビル7F） (一財)建材試験センター NM-2690 平成22年03月12日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面合成樹脂塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
（天王洲郵船ビル7F） (一財)建材試験センター NM-2689 平成22年03月12日

ガラス繊維ネット入／ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／硬
鋼線入ポリエステルテレフタレート樹脂系フィルム裏張／グラスウール板 株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)建材試験センター NM-2686 平成22年03月12日

ガラス繊維ネット入／ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／硬
鋼線入ポリエステルテレフタレート樹脂系フィルム裏張／グラスウール板 株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)建材試験センター NM-2685 平成22年03月12日

ポリエステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（せっこうボード及
び金属板を除く）） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2580 平成22年03月12日

アクリル系樹脂塗装／ポリエステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材
料（せっこうボード及び金属板を除く）） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2579 平成22年03月12日

両面ポリエステル・エポキシ樹脂系塗装アルミニウム合金板 カグクロ株式会社 東京都千代田区神田須田町2-
11　協友ビル4階 (一財)ベターリビング NM-2703 平成22年03月03日

アクリル系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属
板を除く） 株式会社タイテック 愛知県岩倉市神野町川添57 (一財)日本建築総合試験所 NM-2702 平成22年03月03日

ふっ素樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装ガラスクロス リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2683 平成22年03月03日

両面合成樹脂塗装ガラスクロス リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2682 平成22年03月03日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2681 平成22年02月19日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2680 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

オルガノポリシロキサン樹脂系塗装／基材（不燃材料（せっこうボー
ド及び金属板を除く））

株式会社ダイフレックス 東京都新宿区西新宿2-4-1
新宿NSビル23F

(一財)建材試験センター NM-2679 平成22年02月09日
恒和化学工業株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1

新宿NSビル23F

ほうろう鋼板 タカラスタンダード株式会社 大阪府大阪市城東区鴫野東1-
2-1 (一財)建材試験センター NM-2678 平成22年02月09日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面塗装アルミニ
ウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2677 平成22年02月09日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニ
ウム充てん／両面塗装アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2

(一財)ベターリビング NM-2676 平成22年02月09日日栄化工株式会社 大阪府東大阪市若江東町6-1-
33

株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市慈野乙2182-3

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム
合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)ベターリビング NM-2675 平成22年02月09日

アクリル樹脂系裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム
充てん／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)ベターリビング NM-2674 平成22年02月09日

ポリシラザン・アクリル樹脂系塗装／不燃材料（金属板を除く） 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3-
21-25　清風ビル (一財)ベターリビング NM-2673 平成22年02月09日

ポリプロピレン系繊維混入セメント板 株式会社熊谷組 技術研究所 東京都新宿区津久戸町2-1 (一財)ベターリビング NM-2672 平成22年02月09日

合成樹脂塗装／炭酸カルシウム系発泡板裏張／アルミニウム合金板 フクビ化学工業株式会社 福井県福井市三十八社33-66 (一財)建材試験センター NM-2671 平成22年02月02日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスク
ロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-2670 平成22年02月02日

ロックウール充てん／両面合成樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板
上海亜晶建築有限公司 中国上海市閔行区青杉路329

号3階
(一財)建材試験センター NM-2669 平成22年02月02日

清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3
シーバンスS館

ふっ素樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面エ
ポキシ樹脂系塗装／鋼板 オリエンタルメタル株式会社 埼玉県蕨市塚越5-12-2 (一財)建材試験センター NM-2667 平成22年02月02日

両面ふっ素樹脂・塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面エポキシ樹脂系
塗装／鋼板 オリエンタルメタル株式会社 埼玉県蕨市塚越5-12-2 (一財)建材試験センター NM-2666 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

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（
金属板） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2662 平成22年02月02日

炭酸カルシウム混入粘土系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）
） 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丁目1-17　北1条山地ビル3F (一財)建材試験センター NM-2661 平成22年02月02日

両面アクリル樹脂系塗装／両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-2660 平成22年02月02日

ポリエステル・アクリルシリコーン樹脂系塗装ステンレス鋼板張／パ
ルプ混入セメント板 永大産業株式会社 大阪市住之江区平林南2-10-6

0 (一財)建材試験センター NM-2659 平成22年02月02日

アクリル樹脂系塗装パルプ混入セメント板張／パルプ混入フライアッ
シュセメント板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-

7 (一財)建材試験センター NM-2658 平成22年02月02日

ポリエチレン樹脂系塗装／ポリエステル繊維不織布裏張／ポリプロピ
レン・ポリエチレン系熱接着性複合繊維混入ガラス繊維フェルト 中川産業株式会社 愛知県犬山市字土取37 (一財)建材試験センター NM-2657 平成22年02月02日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ポリエステル繊維不織布裏張／ポリプ
ロピレン・ポリエチレン系熱接着性複合繊維混入ガラス繊維フェルト 中川産業株式会社 愛知県犬山市字土取37 (一財)建材試験センター NM-2656 平成22年02月02日

合成樹脂塗装／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515 (一財)建材試験センター NM-2655 平成22年02月02日

両面アクリル系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／両面ウレタ
ン系樹脂処理ガラス繊維クロス 株式会社フォトクラフト社 大阪府大阪市淀川区宮原2-14

-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-2653 平成22年02月02日

両面ガラス質ほうろう処理／ほうろう用脱炭鋼板 東罐マテリアル・テクノロジ
ー株式会社

大阪府大阪市北区大淀北2丁
目1番27号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2654 平成22年01月18日

ポリエステル系繊維不織布張／ガラス繊維マット 東レペフ加工品株式会社 滋賀県湖南市下田1916番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2652 平成22年01月18日

ポリエステル系繊維不織布張／ガラス繊維マット 日本グラスファイバー工業株
式会社

愛知県江南市五明町石橋18番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2651 平成22年01月18日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面合成樹脂塗装鋼板 株式会社くろがね工作所 大阪府大阪市西区新町1丁目4
-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-2650 平成22年01月18日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面両面塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板 株式会社くろがね工作所 大阪府大阪市西区新町1丁目4

-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-2649 平成22年01月18日

天然木単板・紙系シート張／アルミニウム合金板 株式会社ビッグウィル 徳島県三好郡東みよし町昼間
835 (一財)日本建築総合試験所 NM-2647 平成22年01月18日

合成樹脂塗装／天然木単板・紙系シート張／アルミニウム合金板 株式会社ビッグウィル 徳島県三好郡東みよし町昼間
835 (一財)日本建築総合試験所 NM-2646 平成22年01月18日

天然木単板・紙系シート張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社ビッグウィル 徳島県三好郡東みよし町昼間
835 (一財)日本建築総合試験所 NM-2645 平成22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

合成樹脂塗装／天然木単板・紙系シート張／基材（不燃材料（金属板
）） 株式会社ビッグウィル 徳島県三好郡東みよし町昼間

835 (一財)日本建築総合試験所 NM-2644 平成22年01月18日

アルミニウムはく・ポリエチレンフォーム張／基材（不燃材料（せっ
こうボード及び金属板を除く）） 東邦コネックス株式会社 東京都千代田区丸ノ内2-2-3

（丸ノ内仲通りビル619号） (一財)建材試験センター NM-2641 平成22年01月12日

ガラスクロス張／アクリル系樹脂混入グラスウール板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)建材試験センター NM-2640 平成22年01月12日

めっき鋼板・窒素りん系薬剤処理ペーパーハニカムコア裏張／ポリエ
ステル樹脂系塗装溶融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 株式会社JUNTEN 石川県小松市西軽海町2-232-

1 (一財)建材試験センター NM-2639 平成22年01月12日

めっき鋼板・窒素りん系薬剤処理ペーパーハニカムコア裏張／ポリエ
ステル樹脂系塗装溶融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野1-15-2

9 (一財)建材試験センター NM-2638 平成22年01月12日

窒素りん系薬剤処理ペーパーハニカムコア充てん／両面めっき鋼板 株式会社JUNTEN 石川県小松市西軽海町2-232-
1 (一財)建材試験センター NM-2637 平成22年01月12日

窒素りん系薬剤処理ペーパーハニカムコア充てん／両面めっき鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野1-15-2
9 (一財)建材試験センター NM-2636 平成22年01月12日

窒素りん系薬剤処理ペーパーハニカムコア充てん／両面ポリエステル
樹脂系塗装溶融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 株式会社JUNTEN 石川県小松市西軽海町2-232-

1 (一財)建材試験センター NM-2635 平成22年01月12日

窒素りん系薬剤処理ペーパーハニカムコア充てん／両面ポリエステル
樹脂系塗装溶融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野1-15-2

9 (一財)建材試験センター NM-2634 平成22年01月12日

めっき鋼板張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社JUNTEN 石川県小松市西軽海町2-232-
1 (一財)建材試験センター NM-2633 平成22年01月12日

めっき鋼板張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野1-15-2
9 (一財)建材試験センター NM-2632 平成22年01月12日

両面ポリエステル樹脂系塗装溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社JUNTEN 石川県小松市西軽海町2-232-

1 (一財)建材試験センター NM-2631 平成22年01月12日

両面ポリエステル樹脂系塗装溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野1-15-2

9 (一財)建材試験センター NM-2630 平成22年01月12日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11
-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-2627 平成22年01月12日

ウレタン系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料
（金属板を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11

-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-2626 平成22年01月12日

フッ素系樹脂フィルム張／塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃
材料（金属板を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11

-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-2625 平成22年01月12日

ロックウール保温板充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県北埼玉郡騎西町大字正
能字古宮3-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-2624 平成22年01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

スラグ混入／せっこう板 エヌビーエル株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2-
1-30 (一財)日本建築総合試験所 NM-2623 平成22年01月12日

ポリエステル繊維系織物・シリコーン樹脂系シート張／不燃材料（せ
っこうボード及び金属板を除く）

クリエーションバウマンジャ
パン株式会社

東京都品川区東五反田5-25-1
9東京デザインセンター4F (一財)ベターリビング NM-2574 平成22年01月12日

セルロースファイバー混入けい藻土塗材塗／基材（不燃材料（金属板
を除く）） 株式会社ユーディー 神奈川県川崎市高津区坂戸3-

2-1　KSP西 7階 712A (一財)建材試験センター NM-2622 平成21年12月17日

繊維混入貝殻粉塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社菊池技研コンサルタ
ント

岩手県大船渡市赤崎町字石橋
前6-8 (一財)建材試験センター NM-2621 平成21年12月17日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板）） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3-27-12 (一財)建材試験センター NM-2617 平成21年12月17日

ガラス繊維入イソシアヌレートフォーム充てん／両面ポリエチレン樹
脂系フィルム裏張アルミニウムはく 株式会社東北イノアック 宮城県遠田郡美里町北浦字二

又下28 (一財)建材試験センター NM-2616 平成21年12月17日

ポリプロピレン樹脂系繊維・ポリエチレン樹脂系繊維・パルプ混入／
ロックウール板 田中製紙工業株式会社 岐阜県美濃市1426番地 (一財)建材試験センター NM-2615 平成21年12月17日

パルプ混入／ロックウール板 田中製紙工業株式会社 岐阜県美濃市1426番地 (一財)建材試験センター NM-2614 平成21年12月17日

セルロース・ポリエステル繊維系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター NM-2613 平成21年12月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2612 平成21年12月17日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面塩化ビニル樹
脂系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2　三菱樹脂ビル

(一財)建材試験センター NM-2611 平成21年12月17日
リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面塩化ビニル樹
脂系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2　三菱樹脂ビル

(一財)建材試験センター NM-2610 平成21年12月17日
リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2609 平成21年12月17日

有機質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板 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)日本建築総合試験所 NM-2608 平成21年12月17日

合成樹脂塗装／有機質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板 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)日本建築総合試験所 NM-2607 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

両面合成樹脂不織布張フェノールフォーム裏張／ガラス繊維不織布裏
張アルミニウム合金はく 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 NM-2589 平成21年12月17日

両面合成樹脂不織布張フェノールフォーム裏張／ガラス繊維ネット・
ガラス繊維不織布裏張アルミニウム合金はく 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 NM-2588 平成21年12月17日

両面合成樹脂不織布張フェノールフォーム裏張／ガラス繊維不織布裏
張合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 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 NM-2587 平成21年12月17日

両面合成樹脂不織布張フェノールフォーム裏張／ガラス繊維ネット・
ガラス繊維不織布裏張合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 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 NM-2586 平成21年12月17日

両面合成樹脂不織布張フェノールフォーム充てん／両面ガラス繊維不
織布裏張アルミニウム合金はく 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 NM-2585 平成21年12月17日

両面合成樹脂不織布張フェノールフォーム充てん／両面ガラス繊維ネ
ット・ガラス繊維不織布裏張アルミニウム合金はく 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 NM-2584 平成21年12月17日

両面合成樹脂不織布張フェノールフォーム充てん／両面ガラス繊維不
織布裏張合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 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 NM-2583 平成21年12月17日

両面合成樹脂不織布張フェノールフォーム充てん／両面ガラス繊維ネ
ット・ガラス繊維不織布裏張合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 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 NM-2582 平成21年12月17日

フッ素系樹脂塗装／両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス カンボウプラス株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1-
8-14　堺筋本町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2577 平成21年12月17日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／裏面ポリアミド線・鋼線・ポリエ
ステル系不織布張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)建材試験センター NM-2605 平成21年12月04日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター NM-2604 平成21年12月04日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／表面塩化ビニル樹
脂系フィルム張合成樹脂塗装アルミニウム合金板／裏面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2　三菱樹脂ビル

(一財)建材試験センター NM-2603 平成21年12月04日
リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

パルプ混入けい酸カルシウム板 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2F (一財)建材試験センター NM-2602 平成21年12月04日

パルプ混入けい酸カルシウム板 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2F (一財)建材試験センター NM-2601 平成21年12月04日

木片混入／けい酸ソーダ板 CIP株式会社 兵庫県西宮市西宮浜4-11-5-1
002 (一財)日本建築総合試験所 NM-2600 平成21年12月04日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 NM-2599 平成21年12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

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／繊維混入けい酸カルシ
ウム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 NM-2598 平成21年12月04日

両面合成樹脂・ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム裏張／ガラス
繊維不織布裏張アルミニウム合金はく 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 NM-2597 平成21年12月04日

両面合成樹脂・ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム裏張／ガラス
繊維ネット・ガラス繊維不織布裏張アルミニウム合金はく 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 NM-2596 平成21年12月04日

両面合成樹脂・ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム裏張／ガラス
繊維不織布裏張合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 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 NM-2595 平成21年12月04日

両面合成樹脂・ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム裏張／ガラス繊
維ネット・ガラス繊維不織布裏張合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 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 NM-2594 平成21年12月04日

両面合成樹脂・ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面
ガラス繊維不織布裏張アルミニウム合金はく 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 NM-2593 平成21年12月04日

両面合成樹脂・ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面
ガラス繊維ネット・ガラス繊維不織布裏張アルミニウム合金はく 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 NM-2592 平成21年12月04日

両面合成樹脂・ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面
ガラス繊維不織布裏張合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 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 NM-2591 平成21年12月04日

両面合成樹脂・ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面ガラ
ス繊維ネット・ガラス繊維不織布裏張合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 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 NM-2590 平成21年12月04日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1
八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2581 平成21年12月04日

水酸化アルミニウム混入ジアリルフタレート系・不飽和ポリエステル系樹脂
処理チタン紙張／水酸化アルミニウム混入不飽和ポリエステル系樹脂処理ガ
ラス繊維不織布・普通紙裏張／水酸化アルミニウム混入ロックウール繊維板

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 NM-2576 平成21年12月04日

ポリシラザン系塗装／不燃材料（金属板） 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3-
21-25清風ビル (一財)ベターリビング NM-2575 平成21年12月04日

ポリビニルアルコール繊維混入セメントけい酸カルシウム板 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)日本建築総合試験所 NM-2521 平成21年12月04日

合成樹脂塗装／ポリビニルアルコール繊維混入セメントけい酸カルシ
ウム板 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)日本建築総合試験所 NM-2520 平成21年12月04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 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2492 平成21年12月04日

ひる石混入／スチレン－アクリル酸エステル共重合体系塗材塗／基材
（不燃材料（金属板）） グライト工業株式会社 東京都港区三田2-12-7 (一財)建材試験センター NM-2572 平成21年11月27日

ひる石混入／酢酸ビニル重合体系塗材塗／基材（不燃材料（金属板）
） グライト工業株式会社 東京都港区三田2-12-7 (一財)建材試験センター NM-2571 平成21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

合成樹脂裏面塗装／アルミニウム合金板 社団法人日本アルミニウム協
会

東京都中央区銀座4-2-15
塚本素山ビル7F (一財)建材試験センター NM-2563 平成21年11月27日

合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 社団法人日本アルミニウム協
会

東京都中央区銀座4-2-15
塚本素山ビル7F (一財)建材試験センター NM-2562 平成21年11月27日

両面合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 社団法人日本アルミニウム協
会

東京都中央区銀座4-2-15
塚本素山ビル7F (一財)建材試験センター NM-2561 平成21年11月27日

パルプ繊維混入セメント板 エヌビーエル株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2-
1-30 (一財)日本建築総合試験所 NM-2484 平成21年11月20日

片面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板 エヌビーエル株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2-
1-30 (一財)日本建築総合試験所 NM-2483 平成21年11月20日

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板 エヌビーエル株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2-
1-30 (一財)日本建築総合試験所 NM-2482 平成21年11月20日

ガラス繊維ネット入スチレンブタジエンゴム混入／セメント板 全日本外壁ピンネット工事業
協同組合 東京都北区十条仲原2-12-6 (一財)建材試験センター NM-2573 平成21年11月06日

水酸化アルミニウム混抄紙ペーパーコア充てん／両面溶融55％アルミ
ニウム－亜鉛合金めっき鋼板 べニックス株式会社 東京都中央区日本橋富沢町10

-16　MYARKビル5F (一財)建材試験センター NM-2570 平成21年11月06日

水酸化アルミニウム混抄紙ペーパーコア充てん／両面合成樹脂塗装溶
融亜鉛めっき鋼板 べニックス株式会社 東京都中央区日本橋富沢町10

-16　MYARKビル5F (一財)建材試験センター NM-2569 平成21年11月06日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2568 平成21年11月06日

両面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 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 NM-2567 平成21年11月06日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2566 平成21年11月06日

アルミニウム合金はくハニカムコア充てん／両面合成樹脂塗装／溶融
亜鉛めっき鋼板

清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3
シーバンスS館

(一財)建材試験センター NM-2565 平成21年11月06日
上海亜晶建築有限公司 上海市延安西路1088号

長峰中心203室

両面合成樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード
上海亜晶建築有限公司 上海市延安西路1088号

長峰中心203室
(一財)建材試験センター NM-2564 平成21年11月06日

清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3
シーバンスS館

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-2560 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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装ガラスクロス リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2559 平成21年10月23日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス 菱興プラスチック株式会社 岐阜県養老郡養老町直江640-
1 (一財)建材試験センター NM-2558 平成21年10月23日

段ボール充てん／両面アルミニウム合金はく
三光株式会社 福岡県久留米市通町8-16

(一財)建材試験センター NM-2557 平成21年10月23日
王子チヨダコンテナー株式会
社 東京都中央区銀座5-12-8

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 太陽工業株式会社 大阪府大阪市淀川区木川東4-
8-4 (一財)建材試験センター NM-2556 平成21年10月23日

炭酸カルシウム・セメント系塗材塗／水酸化アルミニウム・セメント系塗材
塗／エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板及びせっこう
ボードを除く））

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 NM-2553 平成21年10月23日

炭酸カルシウム・セメント系塗材塗／水酸化アルミニウム・セメント系塗材
塗／エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板及びせっこう
ボードを除く））

株式会社竹中工務店 千葉県印西市大塚1-5-1 (一財)建材試験センター NM-2552 平成21年10月23日

エチレン系樹脂壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2551 平成21年10月23日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 オリエンタルメタル株式会社 埼玉県蕨市塚越5-12-2 (一財)建材試験センター NM-2550 平成21年10月23日

ふっ素樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面エ
ポキシ樹脂系塗装／鋼板 オリエンタルメタル株式会社 埼玉県蕨市塚越5-12-2 (一財)建材試験センター NM-2549 平成21年10月23日

両面合成樹脂塗装／鋼板 オリエンタルメタル株式会社 埼玉県蕨市塚越5-12-2 (一財)建材試験センター NM-2548 平成21年10月23日

パルプ混入／硫酸バリウム・せっこう板 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 NM-2547 平成21年10月23日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス カンボウプラス株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1-
8-14　堺筋本町ビル8F (一財)建材試験センター NM-2546 平成21年10月23日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス 桜井株式会社 東京都台東区池之端1-2-18
MG池之端ビル6F (一財)建材試験センター NM-2545 平成21年10月23日

両面合成樹脂塗装／両面塩化ビニル樹脂系塗装ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-2544 平成21年10月23日

水酸化マグネシウム混入ポリプロピレン樹脂系線入ポリエステル繊維不織布
・ほう砂・ほう酸系薬剤処理ウレタンフォーム裏張／アルミニウム合金はく
・ポリエステル樹脂系フィルム張ガラス繊維クロス

クラレプラスチックス株式会
社

大阪府大阪市北区梅田1-12-3
9　新阪急ビル9F (一財)建材試験センター NM-2543 平成21年10月23日

両面変性ウレタン樹脂系塗装／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム
板 株式会社三和不燃ボード工業 福岡県筑後市溝口762-1 (一財)建材試験センター NM-2542 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

ウレタン樹脂系塗装ウレタン系ラテックス樹脂処理クラフト紙張／両
面変性ウレタン樹脂系塗装／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 株式会社三和不燃ボード工業 福岡県筑後市溝口762-1 (一財)建材試験センター NM-2541 平成21年10月23日

ウレタン樹脂系塗装ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張ウレタン
系ラテックス樹脂処理クラフト紙張／両面変性ウレタン樹脂系塗装／ガラス
繊維ネット入酸化マグネシウム板

株式会社三和不燃ボード工業 福岡県筑後市溝口762-1 (一財)建材試験センター NM-2540 平成21年10月23日

ウレタン系樹脂塗装／基材（不燃材料（せっこうボード及び金属板を
除く）） 大谷塗料株式会社 大阪府大阪市東成区東中本3

丁目1番18号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2539 平成21年10月23日

アルミニウムハニカムコア充てん／アルミニウム合金板裏張／ポリエ
ステル系塗装アルミニウム合金板

株式会社フジカケプランニン
グ 東京都江東区亀戸2-31-10 (一財)ベターリビング NM-2538 平成21年10月23日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン系フィルム・ウレタン樹脂系イン
キ・ポリエステル系フィルム張／不燃材料（金属板） 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2536 平成21年10月23日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン系フィルム・ウレタン樹脂系インキ・
ポリエステル系フィルム張／アクリル樹脂系裏面塗装アルミニウム合金板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2535 平成21年10月23日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン系フィルム・ウレタン樹脂系インキ
・ポリエステル系フィルム張／アクリル樹脂系塗装アルミニウム合金板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2534 平成21年10月23日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン系フィルム・ウレタン樹脂系イン
キ・ポリエステル系フィルム張／アルミニウム合金板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2533 平成21年10月23日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン系フィルム・ウレタン樹脂系インキ・
ポリエステル系フィルム張／両面アクリル樹脂系塗装アルミニウム合金板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2532 平成21年10月23日

アルミニウム合金はく入ほう酸処理ペーパーコア充てん／鋼板裏張／
ポリエステル系樹脂塗装エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9

3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2519 平成21年09月17日

アルミニウム合金はく入ほう酸処理ペーパーコア充てん／ポリエステル系樹
脂塗装鋼板裏張／ポリエステル系樹脂塗装エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9

3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2518 平成21年09月17日

アルミニウム合金はく入ほう酸処理ペーパーコア充てん／ポリエステル系樹
脂塗装合成樹脂裏面塗装鋼板裏張／ポリエステル系樹脂塗装エポキシ系樹脂
裏面塗装／鋼板

コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9
3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2517 平成21年09月17日

ほう酸処理ペーパーコア充てん／鋼板裏張／ポリエステル系樹脂塗装
エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9

3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2516 平成21年09月17日

ほう酸処理ペーパーコア充てん／ポリエステル系樹脂塗装鋼板裏張／
ポリエステル系樹脂塗装エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9

3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2515 平成21年09月17日

ほう酸処理ペーパーコア充てん／ポリエステル系樹脂塗装合成樹脂裏面
塗装鋼板裏張／ポリエステル系樹脂塗装エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9

3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2514 平成21年09月17日

合成樹脂塗装／天然木単板・パルプ・ビニロン樹脂繊維混紡不織布張
／積層両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-

21 (一財)日本建築総合試験所 NM-2531 平成21年09月14日

合成樹脂塗装／天然木単板・パルプ・ビニロン樹脂繊維混紡不織布張／ポリ
エチレン系樹脂フィルム充てん両面普通紙裏張／積層両面薄葉紙張アルミニ
ウムはく張／火山性ガラス質複層板

株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-
21 (一財)日本建築総合試験所 NM-2530 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

合成樹脂塗装／天然木単板・パルプ・ビニロン樹脂繊維混紡不織布張
／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-

21 (一財)日本建築総合試験所 NM-2529 平成21年09月14日

合成樹脂塗装／天然木単板・パルプ・ビニロン樹脂繊維混紡不織布張／ポリ
エチレン系樹脂フィルム充てん両面普通紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウム
はく張／火山性ガラス質複層板

株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-
21 (一財)日本建築総合試験所 NM-2528 平成21年09月14日

無機質系充てん材混入／アクリル系樹脂塗装／基材（不燃材料（金属
板を除く）） ターナー色彩株式会社 大阪府大阪市淀川区三津屋北

2-15-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-2527 平成21年09月14日

ポリプロピレン系樹脂フィルム張／ナイロンモノフィラメント入亜鉛めっき
鋼板付・ポリエチレンテレフタレート樹脂シート裏張／グラスウール保温板 タイロン株式会社 大阪府枚方市春日北町2-9-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-2526 平成21年09月14日

せっこうボード裏張／酢酸ビニル系樹脂塗装りん酸系薬剤含浸セルロ
ース系繊維織物壁紙張／鋼板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-

4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-2525 平成21年09月14日

せっこうボード裏張／合成樹脂塗装／鋼板 コクヨファニチャー株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南
6丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2524 平成21年09月14日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面合成樹脂塗装／鋼板 コクヨファニチャー株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南
6丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2523 平成21年09月14日

せっこうボード裏張／ポリエステル系樹脂フィルム張／ウレタン系樹
脂裏面塗装／鋼板 コクヨファニチャー株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2522 平成21年09月14日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン系樹脂充てん／表面ふっ素樹脂
系塗装アルミニウム合金板／裏面アルミニウム合金板 大銑産業株式会社 東京都中央区日本橋小舟町11

-7　ダイセンビル3F (一財)建材試験センター NM-2513 平成21年09月14日

ポリエチレン樹脂系フィルム・ガラス繊維ネット裏張アルミニウム合
金はく張／ガラス繊維クロス裏張／グラスウール板 エーティー技研株式会社 岐阜県多治見市大原町2-38 (一財)建材試験センター NM-2512 平成21年09月14日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム・ガラス繊維ネット裏張アルミニウ
ム合金はく張／グラスウール板 エーティー技研株式会社 岐阜県多治見市大原町2-38 (一財)建材試験センター NM-2511 平成21年09月14日

水酸化マグネシウム・塩化ビニル系樹脂板 フジ化成工業株式会社 鳥取県西伯郡伯耆町大殿1241
-1 (一財)建材試験センター NM-2510 平成21年09月14日

両面ポリエステル樹脂不織布張酸化鉄混入アスファルト板裏張／せっ
こうボード 東邦亜鉛株式会社 東京都中央区日本橋本町1-6-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2509 平成21年09月14日

合成樹脂エマルション・セメント混入／ロックウール板 日本ロックウール株式会社 東京都港区芝大門1-10-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-2508 平成21年09月14日

アクリル－ウレタン共重合樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系フィルム
張／基材（不燃材料（金属板を除く））

株式会社タカハラコーポレー
ション

愛知県名古屋市西区野南町3
番地 (一財)建材試験センター NM-2507 平成21年09月14日

水酸化アルミニウム・ポリエチレン樹脂系板充てん／両面アルミニウ
ム合金板

株式会社セオコーポレーショ
ン 東京都文京区白山1-21-7 (一財)建材試験センター NM-2506 平成21年09月14日

水酸化アルミニウム・ポリエチレン樹脂系板充てん／両面ポリエステ
ル・ふっ素樹脂系塗装／アルミニウム合金板

株式会社セオコーポレーショ
ン 東京都文京区白山1-21-7 (一財)建材試験センター NM-2505 平成21年09月14日

66/454 トップページに戻る



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

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面合成樹脂塗装／溶融亜鉛-6％アルミニウム-3％マグネシウムめっ
き鋼板 日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内3-4-1

新国際ビル内 (一財)建材試験センター NM-2504 平成21年09月14日

木質系繊維混入／セメントけい酸カルシウム板 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 NM-2503 平成21年09月14日

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 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 NM-2502 平成21年09月14日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2501 平成21年09月14日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2500 平成21年09月14日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 バンドー化学株式会社 兵庫県神戸市中央区港島南町
4-6-6 (一財)建材試験センター NM-2499 平成21年09月14日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） バンドー化学株式会社 兵庫県神戸市中央区港島南町
4-6-6 (一財)建材試験センター NM-2498 平成21年09月14日

ポリふっ化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装／鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12
SAビル (一財)建材試験センター NM-2497 平成21年09月14日

両面ポリふっ化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装／鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12
SAビル (一財)建材試験センター NM-2496 平成21年09月14日

天然木単板・和紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 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 NM-2495 平成21年09月14日

ポリエチレン樹脂系気泡状コア充てん／両面アルミニウム合金はく 株式会社アシストアーキテク
ト

福岡県福岡市博多区那珂2-5-
1　山浦第3ビル1号 (一財)建材試験センター NM-2494 平成21年09月14日

合成樹脂塗装両面薄葉紙張アルミニウムはく張／ガラス繊維ネット入
／酸化マグネシウム板 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515 (一財)建材試験センター NM-2493 平成21年09月14日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／片面塗装鋼板／片面鋼板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋2-7-9 (一財)日本建築総合試験所 NM-2449 平成21年09月08日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋2-7-9 (一財)日本建築総合試験所 NM-2448 平成21年09月08日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装鋼板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋2-7-9 (一財)日本建築総合試験所 NM-2447 平成21年09月08日

シリカ系塗装／不燃材料（金属板を除く） 株式会社TADコーポレーショ
ン

東京都千代田区内神田1-1-5-
406 (一財)ベターリビング NM-2491 平成21年08月13日

両面アルミニウム合金はく張／ガラスクロス 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-
16 (一財)建材試験センター NM-2490 平成21年08月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

合成樹脂塗装／パルプ・フライアッシュ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-2489 平成21年08月13日

パルプ・フライアッシュ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-2488 平成21年08月13日

合成樹脂塗装／パルプ混入／けい酸カルシウム・セメント板 株式会社キョーテック 京都府京都市下京区中堂寺庄
ノ内町39番地 (一財)建材試験センター NM-2487 平成21年08月13日

ポリエステル系樹脂フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町一
丁目2番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2486 平成21年08月13日

ポリエステル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町一
丁目2番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2485 平成21年08月13日

合成樹脂塗装紙張／ポリエチレン樹脂フィルム充てん両面普通紙裏張
／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 宮崎木材工業株式会社 京都府京都市中京区夷川通堺

町西入る絹屋町129番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2481 平成21年08月13日

ひる石・アクリル系樹脂・パルプ混入／セラミック繊維板 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 NM-2480 平成21年08月13日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂混入けい砂・炭酸カルシウム系
粉体塗／ガラス繊維不織布張／基材（不燃材料（金属板を除く）） エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-2479 平成21年08月13日

アクリル系樹脂塗装／普通紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） マナトレーディング株式会社 東京都目黒区上目黒1-26-9 (一財)日本建築総合試験所 NM-2478 平成21年08月13日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11
-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-2477 平成21年08月13日

パルプ混入／硫酸バリウム・せっこう板 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2-
5-5 (一財)建材試験センター NM-2469 平成21年08月13日

アルミニウム箔・ガラス繊維糸入ポリエステル系フィルム張／鋼線入
アルミニウム蒸着ポリエステル系フィルム重裏張／グラスウール板 エスコマテリアル株式会社 東京都荒川区西日暮里5-23-1 (一財)ベターリビング NM-2459 平成21年08月10日

アルミニウムはく・ポリエチレンフォーム張／基材（不燃材料（アル
ミニウムを除く）） クラレファスニング株式会社 大阪府大阪市北区梅田1-12-3

9　（新阪急ビル） (一財)建材試験センター NM-2476 平成21年08月04日

パルプ混入／セメント板 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 NM-2475 平成21年08月04日

合成樹脂塗装／パルプ混入／セメント板 株式会社キョーテック 京都府京都市下京区中堂寺庄
ノ内町39番地 (一財)建材試験センター NM-2474 平成21年08月04日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12
SAビル (一財)建材試験センター NM-2473 平成21年08月04日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12
SAビル (一財)建材試験センター NM-2471 平成21年08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

ガラス繊維入イソシアヌレートフォーム充てん／両面エポキシ樹脂系
裏面塗装アルミニウムはく 株式会社東北イノアック 宮城県遠田郡美里町北浦字二

又下28 (一財)建材試験センター NM-2470 平成21年08月04日

天然木単板張／普通紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山
性ガラス質複層板 アオキアート工業株式会社 愛知県愛西市西保町南川原19

0 (一財)日本建築総合試験所 NM-2468 平成21年08月04日

合成樹脂塗装天然木単板張／普通紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウム
はく張／火山性ガラス質複層板 アオキアート工業株式会社 愛知県愛西市西保町南川原19

0 (一財)日本建築総合試験所 NM-2467 平成21年08月04日

両面せっこうボード用原紙張／酸化鉄混入／せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2466 平成21年08月04日

ほう素系薬剤処理紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社アサノ不燃木材 福井県坂井市丸岡町猪瓜5-11
4 (一財)日本建築総合試験所 NM-2465 平成21年08月04日

両面シリコーン系樹脂塗装／ガラス繊維クロス ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-2464 平成21年08月04日

両面シリコーン系樹脂塗装／ガラス繊維クロス ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-2463 平成21年08月04日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板・普通紙・アルミニウムはく張／基
材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社菱川 大阪府八尾市太田新町8-161 (一財)日本建築総合試験所 NM-2462 平成21年08月04日

ポリウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウム
はく張／火山性ガラス質複層板 翠化粧合板 愛媛県宇和島市坂下津日振新

田407-101 (一財)日本建築総合試験所 NM-2461 平成21年08月04日

ポリウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウム
はく張／火山性ガラス質複層板 翠化粧合板 愛媛県宇和島市坂下津日振新

田407-101 (一財)日本建築総合試験所 NM-2460 平成21年08月04日

ガラス繊維マット入／酢酸ビニル系樹脂混入せっこう板 株式会社秋山工房 埼玉県入間市下藤沢1292-7 (一財)建材試験センター NM-2458 平成21年07月17日

両面ポリエステル繊維織物張／グラスウール吸音板 多賀繊維株式会社 東京都品川区大井4-25-6 (一財)建材試験センター NM-2456 平成21年07月17日

アクリルウレタン樹脂系塗装単板張／アルミニウム合金はく・けい酸マグネ
シウム混入ガラス繊維シート張／りん酸アンモニウム系薬剤処理パーティク
ルボード

山二建設資材株式会社 秋田県秋田市御所野湯本3-1-
5 (一財)建材試験センター NM-2455 平成21年07月17日

両面アクリルウレタン樹脂系塗装単板張／アルミニウム合金はく・けい酸マ
グネシウム混入ガラス繊維シート張／りん酸アンモニウム系薬剤処理パーテ
ィクルボード

山二建設資材株式会社 秋田県秋田市御所野湯本3-1-
5 (一財)建材試験センター NM-2454 平成21年07月17日

アクリルウレタン樹脂系塗装単板張／アルミニウム合金はく・けい酸マグネ
シウム混入ガラス繊維シート張／りん酸アンモニウム系薬剤処理パーティク
ルボード

SPANOGROUP  NV
Ingelmunstersteenweg 229
B-8780, Oostrozebeke-
BELGIUM

(一財)建材試験センター NM-2453 平成21年07月17日

両面アクリルウレタン樹脂系塗装単板張／アルミニウム合金はく・けい酸マ
グネシウム混入ガラス繊維シート張／りん酸アンモニウム系薬剤処理パーテ
ィクルボード

SPANOGROUP  NV
Ingelmunstersteenweg 229
B-8780, Oostrozebeke-
BELGIUM

(一財)建材試験センター NM-2452 平成21年07月17日

アクリルウレタン樹脂系塗装単板張／アルミニウム合金はく・けい酸マグネ
シウム混入ガラス繊維シート張／りん酸アンモニウム系薬剤処理パーティク
ルボード

ハウスアンドハウス株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2
第1鉄鋼ビル8F (一財)建材試験センター NM-2451 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

両面アクリルウレタン樹脂系塗装単板張／アルミニウム合金はく・けい酸マ
グネシウム混入ガラス繊維シート張／りん酸アンモニウム系薬剤処理パーテ
ィクルボード

ハウスアンドハウス株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2
第1鉄鋼ビル8F (一財)建材試験センター NM-2450 平成21年07月17日

アクリル系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（不燃材料（金
属板）） トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-2446 平成21年07月17日

アクリル系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-2445 平成21年07月17日

合成樹脂塗装・ポリエステル系樹脂フィルム・ポリエステル系樹脂フィルム
張／普通紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質堆積物粉
体・無機質系充てん材混入人造鉱物繊維板

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 NM-2444 平成21年07月17日

合成樹脂・塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2443 平成21年07月17日

合成樹脂・合成樹脂・塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合
金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2441 平成21年07月17日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面合成樹脂塗装鋼板 小松ウオール工業株式会社 石川県小松市工業団地1-72 (一財)日本建築総合試験所 NM-2440 平成21年07月17日

合成樹脂塗装／紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 NM-2439 平成21年07月17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 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2438 平成21年07月17日

ポリエチレンテレフタレート系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2437 平成21年07月17日

ポリエチレンテレフタレート系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装
／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2436 平成21年07月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム重張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2435 平成21年07月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム重張／エポキシ樹脂系裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2434 平成21年07月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム・アクリル・塩化ビニル樹脂系インキ・塩
化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2433 平成21年07月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム・アクリル・塩化ビニル樹脂系インキ・塩
化ビニル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2432 平成21年07月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2431 平成21年07月17日

ポリエチレンテレフタレート系フィルム・ポリエステル系インキ・ポ
リエチレンテレフタレート系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2430 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

ポリエチレンテレフタレート系フィルム・ポリエステル系インキ・ポリ
エチレンテレフタレート系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2429 平成21年07月17日

合成樹脂・塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2442 平成21年07月09日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラス繊維クロス 東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋2-3-13 (一財)建材試験センター NM-2428 平成21年07月09日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋2-3-13 (一財)建材試験センター NM-2427 平成21年07月09日

シリカ質粉混入／ガラス繊維フェルト 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 NM-2426 平成21年07月09日

ウレタン樹脂系塗装・紙壁紙張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／
火山性ガラス質複層板 DIC株式会社 東京都千代田区外神田2-16-2 (一財)建材試験センター NM-2425 平成21年07月09日

ウレタン樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム・紙壁紙張／両面薄
葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 DIC株式会社 東京都千代田区外神田2-16-2 (一財)建材試験センター NM-2424 平成21年07月09日

ウレタン樹脂系塗装・紙壁紙張／パルプシート裏張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 DIC株式会社 東京都千代田区外神田2-16-2 (一財)建材試験センター NM-2423 平成21年07月09日

ウレタン樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム・紙壁紙張／パルプシ
ート裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 DIC株式会社 東京都千代田区外神田2-16-2 (一財)建材試験センター NM-2422 平成21年07月09日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（アルミニウムを除く
）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2421 平成21年07月09日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（アルミニウムを除く
）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-2420 平成21年07月09日

合成樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード 生興株式会社 大阪府大阪市中央区本町1-8-12
（日本生命堺筋本町ビル7F） (一財)建材試験センター NM-2419 平成21年07月09日

けい酸ナトリウム系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） トリオ・セラミックス株式会
社 埼玉県草加市谷塚町596番地 (一財)建材試験センター NM-2418 平成21年07月09日

けい酸ナトリウム・パーライト板 トリオ・セラミックス株式会
社 埼玉県草加市谷塚町596番地 (一財)建材試験センター NM-2417 平成21年07月09日

ポリエチレン樹脂系フォーム張／アルミニウムはく 古河電気工業株式会社 神奈川県平塚市東八幡5-1-9 (一財)建材試験センター NM-2416 平成21年07月09日

塩化ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニ
ウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2415 平成21年07月09日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2414 平成21年07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

塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2413 平成21年07月09日

塩化ビニル系樹脂・塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金
板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2412 平成21年07月09日

塩化ビニル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィルム張／アルミ
ニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2411 平成21年07月09日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2410 平成21年07月09日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂・塩化ビニル系樹脂フィルム張／ア
ルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2409 平成21年07月09日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィルム張／アルミニウ
ム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2408 平成21年07月09日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィ
ルム張／アルミニウム合金板 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2407 平成21年07月09日

塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）
） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2406 平成21年07月09日

塩化ビニル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィルム張／基材（
不燃材料（金属板）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2405 平成21年07月09日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィルム張／基材（不燃
材料（金属板）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2404 平成21年07月09日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィ
ルム張／基材（不燃材料（金属板）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2403 平成21年07月09日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2402 平成21年07月09日

合成樹脂・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）
） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2401 平成21年07月09日

塩化ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不
燃材料（金属板）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2400 平成21年07月09日

合成樹脂塗装／ポリエステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金
属板）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2399 平成21年07月09日

塩化ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不
燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2398 平成21年07月09日

塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2397 平成21年07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

塩化ビニル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィルム張／基材（
不燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2396 平成21年07月09日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィルム張／基材（不燃
材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2395 平成21年07月09日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・合成樹脂フィ
ルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2394 平成21年07月09日

合成樹脂塗装／ポリエステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2393 平成21年07月09日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2392 平成21年07月09日

合成樹脂・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2391 平成21年07月09日

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板 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 NM-2390 平成21年07月09日

アクリル樹脂系塗装／炭酸カルシウム混抄紙張／繊維混入けい酸カル
シウム板 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 NM-2389 平成21年06月18日

メラミン系樹脂処理酸化チタン混抄紙張／メラミン系樹脂処理クラフト紙裏
張／メラミン系樹脂・水酸化アルミニウム混入炭酸カルシウム塗装ガラス繊
維不織布板

日本デコラックス株式会社 愛知県丹羽郡扶桑町柏森字前
屋敷10番地 (一財)建材試験センター NM-2388 平成21年06月18日

けい酸カルシウム系粉・無機質系繊維混入／ポルトランドセメント板 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番地神保町三井ビルディング
19階

(一財)日本建築総合試験所 NM-2387 平成21年06月18日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ウチダテクノ 東京都荒川区西尾久4-25-3 (一財)建材試験センター NM-2386 平成21年06月18日

けい酸リチウム塗装／セメント・パーライト板 株式会社セラフト 静岡県浜松市西区大山町4083
-1 (一財)建材試験センター NM-2385 平成21年06月18日

陶磁器質タイル張／ガラス繊維クロス裏張／パルプ混入セメント板 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 NM-2384 平成21年06月18日

陶磁器質タイル張／ガラス繊維クロス裏張／パルプ混入セメント板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-
7 (一財)建材試験センター NM-2383 平成21年06月18日

合成樹脂塗装／繊維強化セメント板 習志野化工株式会社 千葉県八千代市大和田新田73
8 (一財)建材試験センター NM-2382 平成21年06月03日

合成樹脂塗装／ウレタン樹脂系裏面塗装／繊維強化セメント板 習志野化工株式会社 千葉県八千代市大和田新田73
8 (一財)建材試験センター NM-2381 平成21年06月03日

和紙系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） オーエヌオー株式会社 東京都町田市成瀬2606-237 (一財)建材試験センター NM-2380 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）
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指定性能評価機関又は承認性能評価機
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

和紙系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） オーエヌオー株式会社 東京都町田市成瀬2606-237 (一財)建材試験センター NM-2379 平成21年06月03日

せっこうボード裏張／ポリエステル系樹脂フィルム張ウレタン系樹脂
裏面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 

天王洲郵船ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-2378 平成21年06月03日

角波状亜鉛めっき鋼板充てん／両面塩化ビニル系樹脂フィルム張／エ
ポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2  三菱樹脂ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2377 平成21年06月03日

角波状亜鉛めっき鋼板充てん／両面ポリエチレンテレフタレート系樹脂フ
ィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2  三菱樹脂ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2376 平成21年06月03日

角波状亜鉛めっき鋼板充てん／両面合成樹脂塗装・ポリエチレンテレフタレ
ート系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗
装／鋼板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2  三菱樹脂ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2375 平成21年06月03日

角波状亜鉛めっき鋼板充てん／両面シリカ系酸化チタン・ポリエチレンテレ
フタレート系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂
裏面塗装／鋼板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2  三菱樹脂ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2374 平成21年06月03日

角波状亜鉛めっき鋼板充てん／両面シリカ系酸化チタン・合成樹脂塗装・ポ
リエチレンテレフタレート系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／
エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2  三菱樹脂ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2373 平成21年06月03日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラス繊維クロス 東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋2-3-13 (一財)建材試験センター NM-2372 平成21年06月03日

合成樹脂塗装／パルプ・せっこう混入／けい酸カルシウム板 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 NM-2371 平成21年06月03日

レーヨン系織物壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 常陽工業株式会社 埼玉県八潮市伊勢野171 (一財)建材試験センター NM-2370 平成21年06月03日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／亜鉛めっき鋼板 無錫茂泰特種門有限公司 中国江蘇省無錫市金山北工業
経済園区5-6号地 (一財)建材試験センター NM-2369 平成21年06月03日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／亜鉛めっき鋼板 株式会社モリテック・インタ
ーナショナル

東京都中央区日本橋小舟町15
-15　ルネ小舟町ビル5F (一財)建材試験センター NM-2368 平成21年06月03日

水酸化アルミニウム混抄紙コア充てん／両面ポリ塩化ビニル被覆金属
板 フジメタル株式会社 静岡県富士市北松野1156-1 (一財)ベターリビング NM-2367 平成21年05月29日

パルプ混入/けい酸カルシウム･セメント板 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 NM-2366 平成21年05月29日

合成樹脂塗装／電気亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード 株式会社テクネット 東京都中央区銀座4-12-15
歌舞伎座ビル9F (一財)建材試験センター NM-2365 平成21年05月29日

ポリエステル樹脂系フィルム・アルミニウム合金はく・ガラスクロス
張／グラスウール板

パラマウント硝子工業株式会
社 福島県郡山市長者3-8-1 (一財)建材試験センター NM-2364 平成21年05月29日

アクリルシリコーン樹脂系塗装／ステンレス鋼板張／けい酸カルシウ
ム板 オカモト化成品株式会社 東京都千代田区岩本町2-1-16

森川ビル5F (一財)建材試験センター NM-2363 平成21年05月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリルシリコーン樹脂系塗装／ステンレス鋼板張／けい酸カルシウ
ム板

トーメンプラスチック販売株
式会社

東京都千代田区丸の内3-8-1
豊田通商丸の内ビル3F (一財)建材試験センター NM-2362 平成21年05月29日

アクリルシリコーン樹脂系塗装／ステンレス鋼板張／けい酸カルシウ
ム板 モモセ重工業株式会社  (一財)建材試験センター NM-2361 平成21年05月29日

ふっ素樹脂系フィルム・アルミニウム合金板張／けい酸カルシウム板 オカモト化成品株式会社 東京都千代田区岩本町2-1-16
森川ビル5F (一財)建材試験センター NM-2360 平成21年05月29日

ふっ素樹脂系フィルム・アルミニウム合金板張／けい酸カルシウム板 トーメンプラスチック販売株
式会社

東京都千代田区丸の内3-8-1
豊田通商丸の内ビル3F (一財)建材試験センター NM-2359 平成21年05月29日

ふっ素樹脂系フィルム・アルミニウム合金板張／けい酸カルシウム板 モモセ重工業株式会社  (一財)建材試験センター NM-2358 平成21年05月29日

両面合成樹脂系塗装／ガラスクロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-2357 平成21年05月29日

ロックウール保温板充てん／両面塗装亜鉛めっき鋼板 JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁
目1番9号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2355 平成21年05月29日

ロックウール保温板充てん／両面塗装亜鉛めっき鋼板 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 NM-2354 平成21年05月29日

せっこうボード裏張／塩化ビニル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂
裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 三菱樹脂ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2353 平成21年05月29日

せっこうボード裏張／ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム・
塩化ビニル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 三菱樹脂ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2352 平成21年05月29日

せっこうボード裏張／合成樹脂塗装・ポリエチレンテレフタレート系樹脂
フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 三菱樹脂ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2351 平成21年05月29日

せっこうボード裏張／シリカ系酸化チタン・ポリエチレンテレフタレート系
樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼
板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 三菱樹脂ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2350 平成21年05月29日

せっこうボード裏張／シリカ系酸化チタン・合成樹脂塗装・ポリエチレンテ
レフタレート系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹
脂裏面塗装／鋼板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 三菱樹脂ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2349 平成21年05月29日

アクリル樹脂系フィルム・ウレタン樹脂系インキ・ポリオレフィン系
フィルム張／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2348 平成21年05月08日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン系フィルム・ウレタン樹脂系インキ・ポ
リオレフィン系フィルム張／裏面アクリル樹脂系塗装アルミニウム合金板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2347 平成21年05月08日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン系フィルム・ウレタン樹脂系インキ・ポ
リオレフィン系フィルム張／表面アクリル樹脂系塗装アルミニウム合金板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2346 平成21年05月08日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン系フィルム・ウレタン樹脂系イン
キ・ポリオレフィン系フィルム張／アルミニウム合金板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2345 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

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン系フィルム・ウレタン樹脂系インキ・ポ
リオレフィン系フィルム張／両面アクリル樹脂系塗装アルミニウム合金板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング NM-2344 平成21年05月08日

磁器質タイル張／ガラス繊維強化セメント板 宝菱産業株式会社 大阪府大阪市西区靱本町1-7-
3　PAX本町ビル6F (一財)建材試験センター NM-2343 平成21年05月08日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社DNP住空間マテリア
ル  (一財)建材試験センター NM-2342 平成21年05月08日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（せっこうボード及び
金属板を除く））

株式会社DNP住空間マテリア
ル  （公財）日本住宅・木材技術

センター NM-2341 平成21年05月08日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)建材試験センター NM-2339 平成21年05月08日

りん系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張／ガラス繊維不織布張
／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社川島織物セルコン 京都府京都市左京区静市市原

町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-2338 平成21年04月17日

りん系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張／ガラス繊維不織布張
／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社川島織物セルコン 京都府京都市左京区静市市原

町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-2337 平成21年04月17日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火
山性ガラス質複層板 日本住宅パネル工業協同組合 東京都文京区本駒込6丁目15

番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2336 平成21年04月17日

ポリプロピレン系樹脂フィルム張／アクリル系樹脂インキ・アクリル塩化ビ
ニル系共重合樹脂塗装ガラスクロス張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社フォトクラフト社 大阪府大阪市淀川区宮原2-14

-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-2335 平成21年04月17日

ガラス繊維裏張アルミニウムはく張／亜鉛めっき鋼板裏張／グラスウ
ール保温板 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12

-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-2334 平成21年04月17日

アルミニウム合金はくハニカムコア充てん／両面アルミニウム合金板 神鋼ノース株式会社 茨城県かすみがうら市上稲吉
1758-1 (一財)建材試験センター NM-2331 平成21年04月17日

両面アクリル樹脂系塗装／アルミニウム合金はくハニカムコア充てん
／両面アルミニウム合金板 神鋼ノース株式会社 茨城県かすみがうら市上稲吉

1758-1 (一財)建材試験センター NM-2330 平成21年04月17日

アクリル系樹脂塗装／両面りん酸アンモニウム系薬剤混入ウレタン系
樹脂塗装／ウレタン系樹脂塗ガラスクロス 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2329 平成21年04月17日

黒鉛入ブチルゴム充てん／両面アルミニウム合金はく・ガラスクロス
板 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター NM-2328 平成21年04月17日

ポリアミド樹脂系繊維植毛／ポリエステル系樹脂充てん／両面鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-2325 平成21年04月17日

ポリエチレン・ポリブチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／両面薄
葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板裏張／亜鉛めっき鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-2324 平成21年04月17日

ポリエチレン・ポリブチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／両面薄
葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板裏張／亜鉛めっき鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-2323 平成21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

ガラス粒付・ハロゲン系薬剤処理／ポリエステル繊維織物壁紙張／基
材（不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く）） 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2309 平成21年04月17日

ポリプロピレン系樹脂フィルム張／裏面ナイロンモノフィラメント入亜鉛めっ
き鋼板付・両面ポリエチレン樹脂フィルム張／ガラスヤーン・ポリエチレンテ
レフタレート樹脂フィルム裏張アルミニウムはく張／グラスウール保温板

タイロン株式会社 大阪府枚方市春日北町2-9-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-2308 平成21年04月17日

ポリアミド樹脂系繊維植毛／亜鉛めっき鋼板 東洋鋼鈑株式會社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-2333 平成21年04月03日

ポリアミド樹脂系繊維植毛／塗装／亜鉛めっき鋼板 東洋鋼鈑株式會社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-2332 平成21年04月03日

ポリふっ化ビニリデン・ポリエステル樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系裏面
塗装／水酸化マグネシウム混入ポリエチレン樹脂系板充てん／両面アルミニ
ウム合金板

常州中勤装飾材料有限公
司

中国江蘇省常州市天区中
大道880号 (一財)建材試験センター NM-2327 平成21年04月03日

ポリふっ化ビニリデン・ポリエステル樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系裏面
塗装／水酸化マグネシウム混入ポリエチレン樹脂系板充てん／両面アルミニ
ウム合金板

白銀工業株式会社 山口県柳井市柳井1557-3 (一財)建材試験センター NM-2326 平成21年04月03日

表面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2321 平成21年04月03日

表面塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2320 平成21年04月03日

表面ポリブチレンテレフタレート系フィルム・ポリエチレンテレフタ
レート系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2319 平成21年04月03日

表面ポリブチレンテレフタレート系フィルム・ポリエチレンテレフタ
レート系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2318 平成21年04月03日

表面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2317 平成21年04月03日

表面塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2316 平成21年04月03日

表面塩化ビニル酢酸ビニル樹脂・アクリル樹脂系インキ・塩化ビニル
樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2315 平成21年04月03日

表面塩化ビニル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2314 平成21年04月03日

表面塩化ビニル酢酸ビニル樹脂・アクリル樹脂系インキ・塩化ビニル
樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2313 平成21年04月03日

表面塩化ビニル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキ
シ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2312 平成21年04月03日

表面塩化ビニル樹脂系塗装・塩化ビニル酢酸ビニル樹脂・アクリル樹
脂系インキ・塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2311 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

表面塩化ビニル樹脂系塗装・塩化ビニル酢酸ビニル樹脂・アクリル樹脂系
インキ・塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2310 平成21年04月03日

パルプ混入けい酸カルシウム板 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2F (一財)建材試験センター NM-2307 平成21年04月03日

アクリル樹脂系塗装／パルプ繊維混入セメント板 エヌビーエル株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2-
1-30　谷町八木ビル (一財)建材試験センター NM-2306 平成21年04月03日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス カンボウプラス株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1-
8-14　堺筋本町ビル8F (一財)建材試験センター NM-2305 平成21年04月03日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス 桜井株式会社 東京都台東区池之端1-2-18
MG池之端ビル6F (一財)建材試験センター NM-2304 平成21年04月03日

ふっ化ビニル樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／
ガラスクロス カンボウプラス株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1-

8-14　堺筋本町ビル8F (一財)建材試験センター NM-2303 平成21年04月03日

ふっ化ビニル樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／
ガラスクロス 桜井株式会社 東京都台東区池之端1-2-18

MG池之端ビル6F (一財)建材試験センター NM-2302 平成21年04月03日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／ロックウールフェルト／黒
鉛入ロックウールフェルト 丸三製紙株式会社 福島県南相馬市原町区青葉町

1-12-1 (一財)建材試験センター NM-2301 平成21年04月03日

せっこうボード裏張／合成樹脂塗装／鋼板 小松ウオール工業株式会社 石川県小松市工業団地1-72 (一財)日本建築総合試験所 NM-2300 平成21年04月03日

尿素系樹脂含浸／水酸化アルミニウム紙ロールコア充てん／両面両面
合成樹脂塗装亜鉛めっき鋼板 株式会社リンクス 兵庫県伊丹市森本5丁目93番

地2 (一財)日本建築総合試験所 NM-2299 平成21年04月03日

尿素系樹脂含浸／水酸化アルミニウム紙ロールコア充てん／両面亜鉛
めっき鋼板 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)ベターリビング NM-2298 平成21年04月03日

尿素系樹脂含浸／水酸化アルミニウム紙ロールコア充てん／両面両面
合成樹脂塗装亜鉛めっき鋼板 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 NM-2297 平成21年04月03日

合成樹脂塗装／パルプ・ポリビニルアルコール繊維混入／セメント板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2296 平成21年04月03日

パルプ繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2295 平成21年04月03日

合成樹脂裏面塗装／パルプ繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2294 平成21年04月03日

合成樹脂塗装／パルプ繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2293 平成21年04月03日

両面合成樹脂塗装／パルプ繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2292 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

アクリルウレタン系樹脂塗装／基材（不燃材料（せっこうボード及び
金属板を除く）） 株式会社キョーテック 京都府京都市下京区中堂寺庄

ノ内町39 (一財)日本建築総合試験所 NM-2291 平成21年04月03日

ウレタン系樹脂塗装／ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム・ウレタ
ン系ラテックス含浸紙張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス
質複層板

日本スピンドル製造株式会社 兵庫県尼崎市潮江4-2-30 (一財)日本建築設備・昇降機
センター NM-2290 平成21年04月03日

ウレタン系樹脂塗装／ウレタン系ラテックス含浸紙張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 日本スピンドル製造株式会社 兵庫県尼崎市潮江4-2-30 (一財)日本建築総合試験所 NM-2289 平成21年04月03日

アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂混入パルプ系繊維混紡不織布壁
紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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 NM-2288 平成21年04月03日

ポリカーボネート系樹脂フィルム・アクリル系樹脂フィルム張／裏面
エポキシ系樹脂塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町一

丁目2番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2287 平成21年04月03日

両面りん系薬剤処理レーヨン繊維・綿混紡績物張／水酸化アルミニウ
ム紙ハニカムコア充てん／両面合成樹脂塗装鋼板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-

4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-2322 平成21年03月25日

ガラス繊維不織布入／せっこう板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル (一財)建材試験センター NM-2286 平成21年03月13日

パルプ・ガラス繊維混入／けい酸マグネシウム板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-2285 平成21年03月09日

ほうろう鋼板張／溶融アルミニウムめっき鋼板裏張／せっこうボード タカラスタンダード株式会社 大阪府大阪市城東区鴫野東1-
2-1 (一財)建材試験センター NM-2283 平成21年03月09日

ポリエステル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛
めっき鋼板 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-

1 (一財)建材試験センター NM-2282 平成21年03月09日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム裏張アルミニウムはく張／鋼線
入ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム裏張アルミニウムはく裏張／
グラスウール板

山田株式会社 神奈川県横浜市西区戸部本町
51-9　ながせ高島町ビル4F (一財)建材試験センター NM-2281 平成21年03月09日

ポリエステル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／めっき鋼
板

TOTOバスクリエイト株式会
社 千葉県佐倉市大作2-5-1 (一財)建材試験センター NM-2280 平成21年03月09日

ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 株式会社三和不燃ボード工業 福岡県筑後市溝口762-1 (一財)建材試験センター NM-2279 平成21年03月09日

両面変性ウレタン樹脂系塗装／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム
板 株式会社三和不燃ボード工業 福岡県筑後市溝口762-1 (一財)建材試験センター NM-2278 平成21年03月09日

アクリル樹脂系塗装ポリエチレン系樹脂充てん薄葉紙張／両面変性ウ
レタン樹脂系塗装／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 株式会社三和不燃ボード工業 福岡県筑後市溝口762-1 (一財)建材試験センター NM-2277 平成21年03月09日

アクリル樹脂系塗装ポリエチレン系樹脂充てん薄葉紙張／両面変性ウ
レタン樹脂系塗装／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 サンワールド株式会社 福岡県久留米市諏訪野町2570

-1 (一財)建材試験センター NM-2276 平成21年03月09日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面合成樹脂塗装／鋼板 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 NM-2275 平成21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

両面フッ素系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／ガラスクロス
入ビニルエステル系樹脂塗装シート ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-2274 平成21年03月09日

両面フッ素系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／ガラスクロス ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-2273 平成21年03月09日

合成樹脂塗装・アクリルウレタン系樹脂インキ・ポリエステル系樹脂フィル
ム張／普通紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質堆積
物粉体・無機質系充てん材混入人造鉱物繊維板

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 NM-2272 平成21年03月09日

ポリウレタン樹脂系塗装／ふっ素樹脂系塗装ガラスクロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-2271 平成21年03月04日

シラス混入／セメント系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社高千穂
神奈川県横浜市西区みなとみら
い2-2-1
横浜ランドマークタワー9階

(一財)建材試験センター NM-2270 平成21年03月04日

ポリエステル繊維織物張／グラスウール保温板 アコス工業株式会社 東京都千代田区神田佐久間町
3-29　アコスビル6F (一財)建材試験センター NM-2269 平成21年03月04日

りん酸系薬剤処理ポリエステル繊維系織物張／基材（不燃材料（せっ
こうボード及び金属板を除く）） イノベイジア株式会社 東京都千代田区鍛冶町1-10-6

第一大河内ビル2F (一財)建材試験センター NM-2268 平成21年03月04日

ポリエステル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） アネスト株式会社 福岡県福岡市博多区豊1-9-4 (一財)建材試験センター NM-2267 平成21年03月04日

ポリエステル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） アネスト株式会社 福岡県福岡市博多区豊1-9-4 (一財)建材試験センター NM-2266 平成21年03月04日

ポリエステル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） アネスト株式会社 福岡県福岡市博多区豊1-9-4 (一財)建材試験センター NM-2265 平成21年03月04日

パルプ・炭酸カルシウム混入／セメント板 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 NM-2264 平成21年03月04日

天然木単板張／パルプ混入けい酸カルシウム板 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 NM-2263 平成21年03月04日

天然木単板・和紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 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 NM-2262 平成21年03月04日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・和紙張／パルプ混入けい酸カルシウ
ム板 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 NM-2261 平成21年03月04日

アクリルウレタン系樹脂インキ・エチレンビニルアルコール共重合樹脂フィ
ルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（不燃材
料（金属板を除く））

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2260 平成21年03月04日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装・パルプ系不
織布壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1

丁目15番29号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2259 平成21年03月04日

アクリル系樹脂・ポリエステル系樹脂フィルム・二酸化けい素混入ウレタン
系樹脂・ポリエステル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）
）

住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2258 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

両面ポリエステル繊維不織布張フェノールフォーム保温板充てん／両
面合成樹脂塗装鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野1丁目1

5番29号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2231 平成21年03月04日

両面ポリエステル繊維不織布張フェノールフォーム保温板充てん／両
面合成樹脂塗装鋼板 林保冷工業株式会社 佐賀県鳥栖市永吉町788番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2230 平成21年03月04日

両面ポリエステル繊維不織布張フェノールフォーム保温板充てん／両
面合成樹脂塗装鋼板 関東工業株式会社 群馬県伊勢崎市日乃出町424

番地9 (一財)日本建築総合試験所 NM-2229 平成21年03月04日

両面ポリエステル繊維不織布張フェノールフォーム保温板充てん／両
面合成樹脂塗装鋼板 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 (一財)日本建築総合試験所 NM-2228 平成21年03月04日

ポリエステル樹脂系・エポキシ樹脂系塗装・エポキシ樹脂系裏面塗装
／鋼板／段ボール中しん原紙ハニカムコア／鋼板 株式会社イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地 (一財)建材試験センター NM-2222 平成21年03月04日

段ボール中しん原紙ハニカムコア充てん／両面鋼板 株式会社イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地 (一財)建材試験センター NM-2221 平成21年03月04日

段ボール中しん原紙ハニカムコア充てん／両面ポリエステル樹脂系・
エポキシ樹脂系塗装・エポキシ樹脂系裏面塗装／鋼板 株式会社イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地 (一財)建材試験センター NM-2220 平成21年03月04日

表面ポリエチレンテレフタレート系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィ
ルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2257 平成21年02月26日

表面ポリエチレンテレフタレート系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィ
ルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2256 平成21年02月26日

表面ポリエチレン系塗装ポリエチレンテレフタレート系フィルム・塩
化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2255 平成21年02月26日

表面ポリエチレン系塗装ポリエチレンテレフタレート系フィルム・塩
化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2254 平成21年02月26日

表面アクリル樹脂系塗装ポリエチレンテレフタレート系フィルム・塩
化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2253 平成21年02月26日

表面アクリル樹脂系塗装ポリエチレンテレフタレート系フィルム・塩
化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2252 平成21年02月26日

表面アクリル樹脂・ポリエチレン系塗装ポリエチレンテレフタレート
系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2251 平成21年02月26日

表面アクリル樹脂・ポリエチレン系塗装ポリエチレンテレフタレート系フ
ィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2250 平成21年02月26日

表面エチレン・テトラフルオロエチレン樹脂系フィルム・塩化ビニル
樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2249 平成21年02月26日

表面エチレン・テトラフルオロエチレン樹脂系フィルム・塩化ビニル
樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2248 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

表面エチレン・テトラフルオロエチレン樹脂系フィルム・アクリル・
塩化ビニル樹脂系インキ・塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2247 平成21年02月26日

表面エチレン・テトラフルオロエチレン樹脂系フィルム・アクリル・塩化ビ
ニル樹脂系インキ・塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装
／鋼板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2246 平成21年02月26日

表面アクリル樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2245 平成21年02月26日

表面アクリル樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エ
ポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2244 平成21年02月26日

石灰系塗材塗／不燃材料（金属板を除く） 株式会社クイックビルド 東京都町田市小山田桜台2-4-
18-101 (一財)ベターリビング NM-2243 平成21年02月26日

両面アルミニウム箔張／ガラス繊維不織布 株式会社榮建設 栃木県栃木市国府町304-7 (一財)ベターリビング NM-2242 平成21年02月26日

ウレタン・アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-
7 (一財)ベターリビング NM-2241 平成21年02月26日

アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／基材（不燃材料(金属板）） トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-2237 平成21年02月26日

アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／基材（不燃材料(金属板を除く）） トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-2236 平成21年02月26日

両面ポリエステル繊維不織布張フェノールフォーム保温板充てん／両
面合成樹脂塗装鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野1丁目1

5番29号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2235 平成21年02月26日

両面ポリエステル繊維不織布張フェノールフォーム保温板充てん／両
面合成樹脂塗装鋼板 林保冷工業株式会社 佐賀県鳥栖市永吉町788番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2234 平成21年02月26日

両面ポリエステル繊維不織布張フェノールフォーム保温板充てん／両
面合成樹脂塗装鋼板 関東工業株式会社 群馬県伊勢崎市日乃出町424

番地9 (一財)日本建築総合試験所 NM-2233 平成21年02月26日

両面ポリエステル繊維不織布張フェノールフォーム保温板充てん／両
面合成樹脂塗装鋼板 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 (一財)日本建築総合試験所 NM-2232 平成21年02月26日

アクリル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板張／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 株式会社ニチベイ 東京都中央区日本橋3-15-4 (一財)建材試験センター NM-2226 平成21年02月26日

ポリエステル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板張／基材（不燃材料（金属
板を除く）） 株式会社ニチベイ 東京都中央区日本橋3-15-4 (一財)建材試験センター NM-2225 平成21年02月26日

ガラス繊維クロス・パルプ混入セメント板裏張／ほうろう鋼板 株式会社ノザワ 兵庫県神戸市浪花町15番地 (一財)建材試験センター NM-2224 平成21年02月26日

ガラス繊維クロス・パルプ混入セメント板裏張／ほうろう鋼板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-
7 (一財)建材試験センター NM-2223 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

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23番23号 (一財)建材試験センター NM-2219 平成21年02月26日

エチレンビニルアルコール系共重合樹脂フィルム・アクリル系樹脂イン
キ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45 (一財)日本建築総合試験所 NM-2216 平成21年02月26日

ポリエチレン樹脂製気泡シート充てん／両面裏面ポリエチレン系樹脂
塗装アルミニウム合金はく 酒井化学工業株式会社 福井県鯖江市川去町32字2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2182 平成21年02月26日

アクリル系樹脂フィルム・ウレタン系樹脂インキ・ポリオレフィン系
樹脂フィルム張／両面アクリル系樹脂塗装／アルミニウム合金板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-2240 平成21年02月13日

アクリル系樹脂フィルム・ウレタン系樹脂インキ・ポリオレフィン系
樹脂フィルム張／両面アクリル系樹脂塗装／アルミニウム合金板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-2239 平成21年02月13日

パルプ・ガラス繊維混入／けい酸マグネシウム板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (公財)日本合板検査会 NM-2238 平成21年02月13日

両面りん系薬剤処理レーヨン繊維・綿混紡織物張／窒素りん系薬剤処理ペー
パーコア充てん／両面両面薄葉紙張アルミニウムはく張炭酸カルシウム系塗
装ロックウール板

株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-
4-12 (一財)建材試験センター NM-2227 平成21年02月13日

両面ポリエチレン系樹脂フィルム張／グラスウール保温板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-2218 平成21年02月13日

ポリビニルアルコール繊維混入／セメント板 太平洋セメント株式会社 東京都中央区明石町8-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2217 平成21年02月13日

炭酸カルシウム混入／塩化ビニル系樹脂発泡板裏張／溶融亜鉛めっき
鋼板 東和ダクト工業株式会社 埼玉県川口市末広1-8-17 (一財)日本建築総合試験所 NM-2215 平成21年02月13日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／ナイロン樹脂線入亜鉛めっき鋼板付・
ポリエステル樹脂不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-2214 平成21年02月13日

せっこうボード裏張／アクリルウレタン系樹脂・ポリエチレンテレフタレ
ート系樹脂フィルム・ポリプロピレン系樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼板 コクヨファニチャー株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2213 平成21年02月13日

酢酸ビニル系樹脂・りん酸系薬剤処理レーヨン繊維織物壁紙張／亜鉛
めっき鋼板張／せっこうボード コクヨファニチャー株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2212 平成21年02月13日

両面合成樹脂・ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面
ガラス繊維不織布裏張アクリル系樹脂塗装アルミニウム合金はく 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 NM-2211 平成21年02月13日

両面合成樹脂系不織布張フェノールフォーム充てん／両面ガラス繊維
不織布裏張アクリル系樹脂塗装アルミニウム合金はく 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 NM-2210 平成21年02月13日

両面合成樹脂・ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面ガラス
繊維ネット・ガラス繊維不織布裏張アクリル系樹脂塗装アルミニウム合金は
く

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 NM-2209 平成21年02月13日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／溶融亜鉛め
っき鋼板

TOTOバスクリエイト株式会
社 千葉県佐倉市大作2-5-1 (一財)建材試験センター NM-2208 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

酢酸ビニル樹脂・炭酸カルシウム系塗装／ロックウール板 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28
九段ファーストプレイス (一財)建材試験センター NM-2207 平成21年02月13日

表面ポリオレフィン系インキ・ポリプロピレン系フィルム張／裏面エ
ポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2194 平成21年02月13日

表面ニッケルめっきアルミニウム合金板張／裏面塗装アルミニウム合
金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2193 平成21年02月13日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系フィルム張／アルミニウム
合金板 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 NM-2206 平成21年01月28日

ポリエステル樹脂系フィルム・アルミニウムはく張ポリエチレン樹脂
系繊維不織布張／ポリエチレン樹脂系フィルム裏張／グラスウール保
温板

株式会社アイテック 福島県郡山市安積町長久保3-
4-2

(一財)建材試験センター NM-2205 平成21年01月28日
株式会社協和 東京都台東区上野7-12-13

合成樹脂塗装／有機質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板 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)日本建築総合試験所 NM-2204 平成21年01月28日

合成樹脂塗装・天然木単板・両面普通紙張アルミニウムはく張／基材
（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ビッグウィル 徳島県三好郡東みよし町昼間

835 (一財)日本建築総合試験所 NM-2203 平成21年01月28日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 
天王洲郵船ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-2202 平成21年01月28日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／裏面合成樹脂塗装／鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場 2-17-12
SAビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2201 平成21年01月28日

水酸化マグネシウム混入塩化ビニル系樹脂発泡板充てん／両面塗装鋼
板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 

天王洲郵船ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-2200 平成21年01月28日

ガラスヤーン・ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム裏張アルミニウム
はく張／ナイロン樹脂線入亜鉛めっき鋼板付・合成樹脂シート裏張／グラス
ウール保温板

株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12
-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-2199 平成21年01月28日

ロックウール保温板充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県北埼玉郡騎西町正能3-
7 (一財)日本建築総合試験所 NM-2198 平成21年01月28日

ロックウール保温板充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県北埼玉郡騎西町正能3-
7 (一財)日本建築総合試験所 NM-2197 平成21年01月28日

アクリル系樹脂インキ・アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社アサヒウィング 大阪府大阪市中央区船場中央4-

1 船場センタービル10号館B1F (一財)日本建築総合試験所 NM-2196 平成21年01月28日

水酸化アルミニウム混抄紙コア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 フジメタル株式会社 静岡県庵原郡富士川町北松野
1156-1 (一財)ベターリビング NM-2195 平成21年01月28日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスク
ロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-2192 平成21年01月09日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

炭酸カルシウム混入アクリル樹脂系塗装／ロックウール板 株式会社朝日興産 大阪府大阪市中央区北浜2-6-
26　大阪グリーンビル3階 (一財)建材試験センター NM-2191 平成21年01月09日

炭酸カルシウム混入アクリル樹脂系塗装／ロックウール板 株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町4丁
目1-13 (一財)建材試験センター NM-2190 平成21年01月09日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗装／基材（不燃材料（金属板
を除く）） 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター NM-2457 平成20年12月24日

絹織物・紙系壁紙張／基材（不燃材料（せっこうボード及び金属板を
除く）） 株式会社歴清社 広島県広島市西区三篠町3-20

-4 (一財)建材試験センター NM-2189 平成20年12月24日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面ポリエステル樹
脂系塗装溶融亜鉛めっき鋼板 ナイテックス株式会社 東京都江東区扇橋3-9-1 (一財)建材試験センター NM-2188 平成20年12月24日

アクリルウレタン系樹脂インキ・エチレンビニルアルコール共重合樹脂フィ
ルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（不燃材
料（金属板を除く））

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2187 平成20年12月24日

せっこうボード裏張／塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-2186 平成20年12月24日

炭酸カルシウム混入塩化ビニル系樹脂発泡板充てん／両面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-2185 平成20年12月24日

両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板 H.R.D. SINGAPORE
PTE..,LTD  (一財)日本建築総合試験所 NM-2184 平成20年12月24日

両面変性シリカ混入合成樹脂・変性メラミン系樹脂含浸紙・変性メラミン系
樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム混入／変性フェノール
系樹脂板

アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 NM-2183 平成20年12月24日

アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維織物張／基材（不燃材料（金属板を
除く））

シンコールインテリア株式会
社

東京都港区西麻布1丁目4番26
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2181 平成20年12月24日

アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維織物壁紙張／基材（不燃材料（金属
板を除く））

シンコールインテリア株式会
社

東京都港区西麻布1丁目4番26
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2180 平成20年12月24日

アクリル系樹脂処理ガラスクロス張／グラスウール保温板 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-2179 平成20年12月24日

アクリル樹脂系・ウレタン樹脂系塗装普通紙張／両面薄葉紙張アルミ
ニウムはく張／火山性ガラス質複層板 DIC株式会社 東京都中央区日本橋3-7-20 (一財)建材試験センター NM-2178 平成20年12月24日

アクリル樹脂系・ウレタン樹脂系塗装普通紙張／両面普通紙張ポリエチレン
樹脂系フィルム裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複
層板

DIC株式会社 東京都中央区日本橋3-7-20 (一財)建材試験センター NM-2177 平成20年12月24日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗装炭酸カルシウム混抄紙張／
基材（不燃材料（金属板）） 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター NM-2176 平成20年12月24日

両面アクリル樹脂系塗装／めっき鋼板 株式会社稲葉製作所 東京都大田区矢口2-5-25 (一財)建材試験センター NM-2175 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

両面アクリル樹脂系・ウレタン樹脂系塗装普通紙・両面薄葉紙張アル
ミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 DIC株式会社 東京都中央区日本橋3-7-20 (一財)建材試験センター NM-2174 平成20年12月24日

合成樹脂塗装・ニトロセルロース系樹脂インキ・印刷紙・両面薄葉紙張アル
ミニウムはく張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 アーム工業株式会社 北海道札幌市清田区美しが丘

4-10-3-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-2163 平成20年12月11日

両面アクリル樹脂系塗装／溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼
板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1

丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-2160 平成20年12月11日

表面ポリエチレンテレフタレート系フィルム・アクリル・塩化ビニル樹脂
系インキ・塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1

丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-2159 平成20年12月11日

ウレタン樹脂系塗装木単板張／基材（不燃材料（金属板）） 三和シヤッター工業株式会社 東京都板橋区新河岸2-3-5 (一財)建材試験センター NM-2173 平成20年12月03日

ポリエステル繊維系クロス・レーヨン繊維系フェルト張／グラスウー
ル保温板 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 NM-2172 平成20年12月03日

両面アクリル樹脂系塗装／けい酸ナトリウム薬剤処理／ガラス繊維・
りん酸セルロース混抄紙積層板 株式会社ユナイトボード 東京都江戸川区中央2-23-16 (一財)建材試験センター NM-2171 平成20年12月03日

ロックウール保温板充てん／両面塗装鋼板 JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁
目1-9 (一財)日本建築総合試験所 NM-2170 平成20年12月03日

ロックウール保温板充てん／両面塗装鋼板 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 NM-2169 平成20年12月03日

ポリウレタン系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂
塗装壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社戸谷染料商店 東京都台東区浅草5-69-9 (一財)日本建築総合試験所 NM-2168 平成20年12月03日

シリカ系薬剤処理けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両
面合成樹脂塗装鋼板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-

4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-2167 平成20年12月03日

エチレンテトラフルオロエチレン系樹脂フィルム・ポリカーボネート系
樹脂フィルム・アクリル系樹脂フィルム張／鋼板張／せっこうボード 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-

4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-2166 平成20年12月03日

両面エポキシ系樹脂塗装／鋼板 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12
-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-2165 平成20年12月03日

フッ素系樹脂塗装・ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム・ポリエス
テル系樹脂インキ・ポリエステル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗
装／鋼板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-2164 平成20年12月03日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード トーカイ株式会社 愛知県名古屋市南区丹後通3
丁目5番地の2 (一財)日本建築総合試験所 NM-2162 平成20年12月03日

両面ポリエステル樹脂不織布張フェノールフォーム充てん／両面塗装
鋼板 株式会社イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2161 平成20年12月03日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 
天王洲郵船ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-2158 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

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 
天王洲郵船ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-2157 平成20年12月03日

フェノールフォーム充てん／両面ポリエステル不織布裏張・エポキシ
系樹脂塗装アルミニウムはく 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋二丁目十二

番七号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2156 平成20年12月03日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル酢酸ビニ
ル系共重合樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-2155 平成20年10月30日

ポリプロピレン系樹脂フィルム張／ポリエチレンテレフタレート樹脂フィル
ム裏張アルミニウムはく・鋼線・ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム
裏張アルミニウムはく裏張／グラスウール保温板

アライ実業株式会社 大阪府大阪狭山市くみの木8
丁目1544番地の1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2154 平成20年10月30日

ポリエステル系樹脂・ウレタン系樹脂インキ・普通紙張／紙系シート
裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社三波化粧合板 大阪府松原市阿保2丁目308番

1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2153 平成20年10月30日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン系樹脂板充てん／アルミニウム
合金板裏張／フッ素系樹脂塗装アルミニウム合金板 JINYOUNGTECH CO.,LTD.  (一財)日本建築総合試験所 NM-2152 平成20年10月30日

ポリエステル繊維系不織布・ポリエステル繊維混入ガラス繊維系フェ
ルト裏張／塗装溶融亜鉛めっき鋼板 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター NM-2151 平成20年10月30日

クロロプレン樹脂系塗装／ポリエステル繊維系不織布裏張／ポリエス
テル繊維混入ガラス繊維系フェルト 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 NM-2150 平成20年10月30日

ガラス繊維入アルミニウム合金はく・ポリエステル樹脂系フィルム張
合せシート張／あなあきアルミニウム合金はく裏張／グラスウール板 デック・インターナショナル Ir Hanlostraat 18-22, Holland (一財)建材試験センター NM-2149 平成20年10月30日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 太陽工業株式会社 大阪府大阪市淀川区木川東4-
8-4 (一財)建材試験センター NM-2148 平成20年10月30日

りん酸系薬剤処理レーヨン織物壁紙・ポリエステル樹脂系塗装鋼板張
／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸2-7-

18 (一財)建材試験センター NM-2147 平成20年10月30日

ポリエステル樹脂系フィルム張／裏面ウレタン樹脂系塗装／めっき鋼
板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-2146 平成20年10月30日

ポリエステル繊維不織布張／ガラス繊維マット 東レペフ加工品株式会社 滋賀県湖南市下田1916番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2145 平成20年10月30日

ポリエステル繊維不織布張／ガラス繊維マット 日本グラスファイバー工業株
式会社

愛知県江南市五明町石橋18番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2144 平成20年10月30日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属
板）） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2143 平成20年10月30日

ポリエステル系樹脂・ウレタン系樹脂インキ・普通紙張／ポリエチレン樹脂
フィルム充てん両面普通紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性
ガラス質複層板

株式会社三波化粧合板 大阪府松原市阿保2丁目308番
1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2142 平成20年10月30日

アクリル系樹脂・合成樹脂フィルム・ポリエステル系樹脂フィルム張
／基材（不燃材料（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2141 平成20年10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

合成樹脂フィルム・塩化ビニル－アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル
系樹脂塗装壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1-13-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-2140 平成20年10月30日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル－アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル
系樹脂塗装壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 東武化学工業株式会社 千葉県野田市木間ヶ瀬591-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2139 平成20年10月30日

ポリエステル系フィルム挿入／グラスウール保温板 昭和電線デバイステクノロジ
ー株式会社 東京都港区虎ノ門1-1-18 (一財)ベターリビング NM-2138 平成20年10月30日

ステンレス鋼板張／せっこうボード 株式会社ユニテック 東京都港区芝大門1-11-4
小松ビル (一財)建材試験センター NM-2137 平成20年10月30日

アルミニウム合金はく・ポリエステル樹脂系フィルム張／鋼線入ポリ
エステル樹脂系フィルム裏張／グラスウール板 新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷2-4 (一財)建材試験センター NM-2136 平成20年10月30日

両面アクリル樹脂系塗装／炭素繊維混入セメント板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-
7 (一財)ベターリビング NM-2135 平成20年10月17日

アクリル樹脂系塗装／不燃材料（金属板を除く） 株式会社シルキー 東京都新宿区新宿2-9-18 (一財)ベターリビング NM-2134 平成20年10月17日

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2133 平成20年10月17日

軽量骨材混入セメントモルタル塗／不燃材料(せっこうボード及びアル
ミニウムを除く) 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3-

21-25 (一財)ベターリビング NM-2132 平成20年10月17日

ふっ素系樹脂処理ガラス繊維クロス張／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 株式会社アイ．エス．テイ 滋賀県大津市一里山5-13-13 (一財)建材試験センター NM-2131 平成20年10月17日

ポリプロピレン繊維不織布・ガラス繊維クロス入／木粉混入酸化マグ
ネシウム板 RCテクノ株式会社 北海道札幌市厚別区厚別中央

二条3-6-9 (一財)建材試験センター NM-2130 平成20年10月17日

ウレタン系樹脂塗装・セルロース系樹脂インキ・普通紙張／紙系シー
ト裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-2129 平成20年10月17日

ウレタン系樹脂塗装・セルロース系樹脂インキ・普通紙張／紙系シー
ト裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-2128 平成20年10月17日

アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板 エヌビーエル株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2-
1-30 (一財)日本建築総合試験所 NM-2107 平成20年10月17日

ウレタン系樹脂塗装／りん酸系薬剤処理／べいすぎ材 チャネルオリジナル株式会社 神奈川県横浜市中区尾上町4-
54 (一財)日本建築総合試験所 NM-2122 平成20年10月14日

両面ポリエステル樹脂系塗装／溶融アルミニウムめっきステンレス鋼
板 日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内3-4-1

新国際ビル内 (一財)建材試験センター NM-2127 平成20年10月09日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） ソーラーガード株式会社 三重県鈴鹿市南玉垣町7113 (一財)建材試験センター NM-2126 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

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1
聖路加タワー13F (一財)建材試験センター NM-2125 平成20年10月09日

ポリプロピレン系樹脂充てん／両面溶融55％アルミニウム－亜鉛合金
めっき鋼板 コンポジット工業株式会社 静岡県藤枝市仮宿781-1 (一財)建材試験センター NM-2124 平成20年10月09日

ポリプロピレン系樹脂充てん／両面アルミニウム合金板 コンポジット工業株式会社 静岡県藤枝市仮宿781-1 (一財)建材試験センター NM-2123 平成20年10月09日

セラミック板 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1丁
目12番19号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2120 平成20年10月09日

合成樹脂塗装／紙系シート裏張／パルプ・ビニロン繊維・ガラス繊維
混入セメント板 日光化成株式会社 大阪府大阪市北区大淀北1丁

目6番41号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2119 平成20年10月09日

発泡ガラス板 川村硝子工芸株式会社 愛知県名古屋市名東区引山三
丁目501番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2118 平成20年10月09日

シリコンアクリル系樹脂混入／炭酸カルシウム系仕上塗材塗／不燃材
料（金属板を除く） 有限会社坂本産業 福岡県粕屋郡新宮町湊坂3-1-

11 (一財)日本建築総合試験所 NM-2117 平成20年10月09日

ポリエステル繊維織物・紙系壁紙張／基材（不燃材料（せっこうボー
ド及び金属板を除く）） 株式会社歴清社 広島県広島市西区三篠町3-20

-4 (一財)建材試験センター NM-2116 平成20年10月09日

めっき鋼板・窒素りん系薬剤処理ペーパーハニカムコア裏張／塗装溶
融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野1-15-2

9 (一財)建材試験センター NM-2115 平成20年10月09日

塗装溶融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板・窒素りん系薬剤処理ペーパ
ーハニカムコア裏張／めっき鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野1-15-2

9 (一財)建材試験センター NM-2114 平成20年10月09日

窒素りん系薬剤処理ペーパーハニカムコア充てん／両面塗装溶融55％
アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野1-15-2

9 (一財)建材試験センター NM-2113 平成20年10月09日

窒素りん系薬剤処理ペーパーハニカムコア充てん／両面めっき鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野1-15-2
9 (一財)建材試験センター NM-2112 平成20年10月09日

ポリプロピレン樹脂系コア充てん／両面アルミニウム合金はく カナフレックスコーポレーシ
ョン株式会社

大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30　OAPタワー17F (一財)建材試験センター NM-2111 平成20年10月09日

炭酸カルシウム混入エチレン酢酸ビニルエマルション系塗材塗／基材
（不燃材料（金属板を除く）） StoJapan株式会社 東京都千代田区麹町4-8

麹町クリスタルシティ東館4F (一財)建材試験センター NM-2110 平成20年10月09日

ポリエステル系樹脂塗装・セルロース系樹脂インキ・普通紙張／紙系シ
ート裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-2109 平成20年10月09日

メラミン系樹脂含浸チタン紙・メラミン系樹脂含浸普通紙張／メラミ
ン系樹脂含浸紙裏張／火山性ガラス質複層板 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 NM-2076 平成20年10月09日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
／火山性ガラス質複層板 有限会社アサヒ突板工業 福岡県大川市大字向島916の4 (一財)日本建築総合試験所 NM-2047 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

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 安多化粧合板株式会社 大阪府八尾市太田新町7丁目1

63番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2046 平成20年10月09日

ジアリルフタレート系樹脂含浸印刷チタン紙・薄葉紙張アルミニウム
はく張／紙裏張／火山性ガラス質複層板 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2016 平成20年10月09日

ジアリルフタレート系樹脂含浸印刷チタン紙・薄葉紙張アルミニウム
はく張／紙裏張／火山性ガラス質複層板 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2015 平成20年10月09日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系フィルム張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)建材試験センター NM-1988 平成20年10月09日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系フィルム張／パルプシート
裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)建材試験センター NM-1987 平成20年10月09日

合成樹脂塗装合成樹脂インキ・普通紙張／紙裏張／両面薄葉紙張アル
ミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1929 平成20年10月09日

アクリルウレタン系樹脂塗装／薄葉紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウ
ムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社キョーテック 京都市下京区中堂寺庄ノ内町

39 (一財)日本建築総合試験所 NM-1926 平成20年10月09日

ポリウレタン系塗装／無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 株式会社日本防災化学研究所   NM-2121 平成20年09月30日

ポリエステル系樹脂シート張／両面ポリプロピレン繊維不織布・ガラ
ス繊維ネット入／酸化マグネシウム板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9

3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2108 平成20年09月22日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1

2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2106 平成20年09月22日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1

2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2105 平成20年09月22日

アクリル系樹脂塗装／無機質系繊維混入セメント板 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 NM-2104 平成20年09月22日

アクリル系樹脂塗装／無機質系骨材混入セメント板 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 NM-2103 平成20年09月22日

両面アクリル系樹脂塗装／有機質系繊維混入セメント板 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 NM-2102 平成20年09月22日

両面アルミニウム合金はく・ガラスクロス・ポリエチレン樹脂系フィ
ルム張／ロックウール板 エーティー技研株式会社 岐阜県多治見市大原町2-38 (一財)建材試験センター NM-2101 平成20年09月22日

アクリル樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料
（金属板を除く）） インターセプト株式会社 岐阜県岐阜市宇佐南4-4-14 (一財)建材試験センター NM-2100 平成20年09月22日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（アルミニウムを除く
）） 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 NM-2099 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

両面アクリル系樹脂塗装／繊維混入セメントけい酸カルシウム押出成
形板 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 NM-2098 平成20年09月10日

炭酸カルシウム混入塩化ビニル系樹脂発泡板充てん／両面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-2097 平成20年09月10日

ウレタンフォーム充てん／両面塗装鋼板裏張／炭酸カルシウム混入塩
化ビニル系樹脂発泡板充てん／両面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-2096 平成20年09月10日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-2095 平成20年09月10日

両面ポリエステル繊維不織布張／ガラス繊維フェルト 大和理研工業株式会社 大阪府八尾市若林町2丁目59
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2094 平成20年09月10日

合成樹脂塗装／けい砂・セメント系塗材塗／裏面合成樹脂塗装／パル
プ・ポリプロピレン系樹脂繊維混入セメント板 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 NM-2093 平成20年09月10日

アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維・ポリビニルアルコール繊維混入／
セメント板

日本エタニットエンジニアリ
ング株式会社 兵庫県川西市湯山台2-7-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-2092 平成20年09月10日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／両面合成樹脂塗装アルミニウ
ム合金板 株式会社浪速工藝社 兵庫県姫路市豊富町神谷2328

-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-2091 平成20年09月10日

アクリル系樹脂インキ・ウレタン系樹脂・アクリル塩化ビニル系共重
合樹脂塗装／両面ウレタン系樹脂塗装ガラスクロス 株式会社フォトクラフト社 大阪市淀川区宮原2-14-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-2090 平成20年09月10日

両面合成樹脂塗装／セメント系防錆処理補強材入／セメントけい酸カ
ルシウム板 クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-2089 平成20年09月10日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム・ポリブチレンテレフタレー
ト樹脂系フィルム張／セラミック系繊維フェルト板裏張／亜鉛めっき鋼板 東洋鋼鈑株式會社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-2088 平成20年09月10日

ガラス繊維混入／けい酸カルシウム板 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） (一財)建材試験センター NM-2087 平成20年09月10日

ガラス繊維混入／けい酸カルシウム板 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） (一財)建材試験センター NM-2086 平成20年09月10日

段ボール充てん／両面アルミニウム合金はく・水酸化アルミニウム混
抄紙板

株式会社竹中工務店
東京本店 東京都江東区新砂1-1-1

(一財)建材試験センター NM-2085 平成20年09月10日
山田ダンボール株式会社 東京都中央区日本橋本町1-9-

4

水酸化アルミニウム混抄紙ペーパーコア充てん／両面ポリエスエル樹
脂系塗装鋼板 新日本フエザーコア株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ

場1-3-9 (一財)建材試験センター NM-2084 平成20年09月10日

ガラス繊維ネット入／セメントモルタル板 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 NM-2083 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

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面合成樹脂塗装アルミニウ
ム合金板裏張／両面合成樹脂塗装／鋼板

三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2082 平成20年08月28日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面合成樹脂塗装鋼板裏張／
両面合成樹脂塗装／アルミニウム合金板

三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2081 平成20年08月28日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面両面合成樹脂塗装／鋼板 三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2080 平成20年08月28日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面両面合成樹脂塗装／アル
ミニウム合金板

三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目
6番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2079 平成20年08月28日

合成樹脂塗装鋼板張／せっこうボード コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-2078 平成20年08月28日

合成樹脂フィルム張／鋼板張／せっこうボード コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-2077 平成20年08月28日

両面合成樹脂塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2075 平成20年08月28日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ガラスクロス 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3-4-5 (一財)建材試験センター NM-2074 平成20年08月28日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ガラスクロス 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3-4-5 (一財)建材試験センター NM-2073 平成20年08月28日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 有限会社三晴社 埼玉県三郷市戸ヶ崎3-578 (一財)建材試験センター NM-2072 平成20年08月28日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗装炭酸カルシウム混抄紙張／
基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター NM-2071 平成20年08月28日

表面フッ素樹脂系塗装／裏面ポリエステル系塗装／両面溶融55％アル
ミニウム－亜鉛合金めっき鋼板張／ロックウール保温板 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)ベターリビング NM-2070 平成20年08月28日

ガラスクロス張／グラスウール保温板 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  神田三菱ビル8F (一財)ベターリビング NM-2069 平成20年08月28日

表面フッ素樹脂系塗装／裏面ポリエステル系塗装／両面溶融55％アル
ミニウム－亜鉛合金めっき鋼板張／ロックウール保温板 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 NM-2068 平成20年08月28日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2067 平成20年08月28日

アクリル樹脂系塗装／不燃材料（金属板を除く） 株式会社エスティーアール技
研 東京都渋谷区円山町23-2 (一財)ベターリビング NM-2066 平成20年08月28日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 竹野株式会社 埼玉県南埼玉郡菖蒲町新堀77
6 (一財)建材試験センター NM-2065 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

紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 川島企画販売株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町2-
3-4 (一財)建材試験センター NM-2064 平成20年08月19日

合成樹脂塗装／合成樹脂インキ・普通紙張／両面ウレタン系樹脂塗装
繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2063 平成20年08月19日

塩化ビニル樹脂フィルム張／不燃材料（金属板） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2062 平成20年08月19日

塩化ビニル樹脂フィルム張／不燃材料（金属板を除く） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2061 平成20年08月19日

段ボール充てん／両面段ボール用ライナ裏張／ニトロセルロース系樹
脂塗装／アルミニウムはく積層板 株式会社栗本鐵工所 大阪市西区北堀江1丁目12番1

9号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2060 平成20年08月19日

両面アクリル系樹脂塗装／アルミニウム合金押出形材 理研軽金属工業株式会社 静岡県静岡市駿河区曲金3丁
目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2059 平成20年08月07日

石灰岩・寒水石混入セメント系仕上塗材塗／不燃材料（金属板を除く
） 株式会社沖坤 沖縄県名護市字久志521番地6 (一財)日本建築総合試験所 NM-2058 平成20年08月07日

ポリアセタール樹脂系ネット裏張／モルタル板 マックストン株式会社 静岡県富士市今泉3650-2 (一財)建材試験センター NM-2057 平成20年08月07日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1
聖路加タワー13F (一財)建材試験センター NM-2056 平成20年08月07日

大理石・石灰混入アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 株式会社ドゥカーレ 東京都中央区日本橋堀留町1-

1-11 (一財)建材試験センター NM-2055 平成20年08月07日

大理石・石灰混入アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 有限会社三晴社 埼玉県三郷市戸ヶ崎3-578 (一財)建材試験センター NM-2054 平成20年08月07日

大理石・石灰混入アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 株式会社ドゥカーレ 東京都中央区日本橋堀留町1-

1-11 (一財)建材試験センター NM-2053 平成20年08月07日

大理石・石灰混入アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 有限会社三晴社 埼玉県三郷市戸ヶ崎3-578 (一財)建材試験センター NM-2052 平成20年08月07日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面アルミニウム合
金板 株式会社壹会 東京都千代田区岩本町2-11-2

イートピア岩本町2丁目ビル7階 (一財)建材試験センター NM-2051 平成20年08月07日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／表面アクリル樹脂系
塗装電気亜鉛めっき鋼板・裏面電気亜鉛めっき鋼板 株式会社壹会 東京都千代田区岩本町2-11-2

イートピア岩本町2丁目ビル7階 (一財)建材試験センター NM-2050 平成20年08月07日

せっこう系塗材塗／せっこうボード 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 NM-2049 平成20年08月07日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／不燃材料（せっこうボード及び金
属板を除く） 有限会社アサヒ突板工業 福岡県大川市大字向島916の4 (一財)日本建築総合試験所 NM-2048 平成20年08月07日

93/454 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

アクリル系樹脂・アクリル系樹脂インキ・消石灰系塗装普通紙壁紙張
／不燃材料（金属板を除く） 竹野株式会社 埼玉県南埼玉郡菖蒲町新堀77

6 (一財)日本建築総合試験所 NM-2045 平成20年08月07日

塩化ビニル系樹脂塗装／普通紙裏張天然木単板・両面普通紙張アルミ
ニウムはく張／不燃材料（金属板を除く） 扇エフシー株式会社 大阪府堺市北区北花田町2丁2

35-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2044 平成20年08月07日

塩化ビニル系樹脂塗装／普通紙裏張天然木単板・両面普通紙張アルミ
ニウムはく張／不燃材料（金属板） 扇エフシー株式会社 大阪府堺市北区北花田町2丁2

35-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2043 平成20年08月07日

両面無機ガラス質ほうろうがけ／ほうろう用脱炭素鋼板 春日井化工株式会社 愛知県春日井市美濃町3丁目2
36番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2042 平成20年08月07日

焼成けいそう土混入／せっこう系塗材塗／不燃材料（金属板を除く） 日本ダイヤコム工業株式会社 石川県金沢市入江3丁目115番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-2041 平成20年08月07日

粘土系仕上塗材塗／不燃材料（金属板を除く） 株式会社縄文 東京都台東区小島1-6-4-802 (一財)日本建築総合試験所 NM-2040 平成20年08月07日

両面ポリエステル系樹脂塗装アルミニウム合金板張／無機質系繊維・
パルプ混入水酸化アルミニウム板 タキロン株式会社 大阪市中央区安土町2丁目3番

13号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2039 平成20年08月07日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃
材料（金属板を除く） トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-2038 平成20年08月07日

合成樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町一
丁目2番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2018 平成20年08月07日

合成樹脂塗装・合成樹脂インキ・ポリエステル系樹脂フィルム張／不
燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2017 平成20年08月07日

両面ガラスクロス張／窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面
両面薄葉紙張アルミニウムはく張無機質系塗装ロックウール板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-

4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-2037 平成20年08月05日

両面ガラスクロス張／窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん両面塗
装鋼板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-

4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-2036 平成20年08月05日

天然石粒・アクリル樹脂系塗装／溶融55％アルミニウム－亜鉛合金め
っき鋼板

株式会社ディートレーディン
グ

東京都中央区八丁堀1-14-7
房州ビル3F (一財)建材試験センター NM-2035 平成20年07月25日

両面ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社ジャパンアイビック 千葉県千葉市花見川区作新台
5-4-1 (一財)建材試験センター NM-2034 平成20年07月25日

けい酸質炭酸カルシウム板 クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-2033 平成20年07月25日

アクリル系樹脂混入／炭酸カルシウム・けい酸系無機粉体仕上塗材塗
／不燃材料（金属板を除く） 大関化学工業株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉南町

1丁目1番15号 (一財)日本建築総合試験所 NM-2032 平成20年07月25日

ポリエステル繊維系クロス・レーヨン繊維系フェルト張／グラスウー
ル保温板 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)日本建築総合試験所 NM-2031 平成20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

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張/ガラス繊維ネット入酸化マグネシウ
ム板 清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3

シーバンスS館 (一財)建材試験センター NM-2030 平成20年07月25日

表面アクリルウレタン樹脂系インキ・ポリエチレンテレフタレート系フィル
ム・ポリエステルポリウレタン系インキ・ポリエチレンテレフタレート系フ
ィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2029 平成20年07月25日

表面ポリエステル系インキ・ポリエチレンテレフタレート系フィルム・ポリ
エステル系インキ・ポリエチレンテレフタレート系フィルム張／裏面エポキ
シ樹脂系塗装／鋼板

三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)ベターリビング NM-2028 平成20年07月25日

表面塩化ビニル酢酸ビニル共重合樹脂系インキ・塩化ビニル樹脂系フ
ィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2027 平成20年07月25日

表面ポリフッ化ビニリデン・塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポ
キシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2026 平成20年07月25日

表面ポリエチレンテレフタレート系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系
塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2025 平成20年07月25日

表面ポリフッ化ビニリデン系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／
鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2024 平成20年07月25日

表面ポリエチレンテレフタレート系フィルム・ポリエステルポリウレタン
系インキ・塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-2023 平成20年07月25日

両面ポリエステル系塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板
張／ロックウール保温板 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)ベターリビング NM-2022 平成20年07月25日

両面ポリエステル系塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板
張／ロックウール保温板 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 NM-2021 平成20年07月25日

アクリル系樹脂インキ・アクリル塩化ビニル系共重合樹脂塗装ガラス
クロス張／不燃材料（金属板） 株式会社フォトクラフト社 大阪市淀川区宮原2-14-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-2020 平成20年07月25日

アクリル系樹脂インキ・アクリル塩化ビニル系共重合樹脂塗装ガラス
クロス張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社フォトクラフト社 大阪市淀川区宮原2-14-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-2019 平成20年07月25日

アクリル系樹脂エマルション塗装／ロックウール板 株式会社桐井製作所 東京都千代田区内幸町1-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1995 平成20年07月25日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1975 平成20年07月25日

ゼオライト混入消石灰系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） ジークライト株式会社 山形県米沢市大字板谷315 (一財)建材試験センター NM-2014 平成20年07月11日

アクリル樹脂系・ウレタン樹脂系塗装／ガラス繊維ネット入酸化マグ
ネシウム板 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515 (一財)建材試験センター NM-2013 平成20年07月11日

両面炭酸カルシウム混入塩化ビニル系樹脂発泡板張アルミニウムハニ
カムコア充てん／両面両面合成樹脂塗装アルミニウム合金板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-2012 平成20年07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

アルミニウムハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-2011 平成20年07月11日

アルミニウムハニカムコア充てん／両面両面合成樹脂塗装アルミニウ
ム合金板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-2010 平成20年07月11日

銅めっき鋼線付ポリエステル系樹脂フィルム充てん両面アルミニウム
はく積層シート 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12

-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-2003 平成20年07月11日

両面ポリエステル繊維不織布張／ガラス繊維フェルト 日本グラスファイバー工業株
式会社 愛知県江南市五明町石橋18 (一財)日本建築総合試験所 NM-2002 平成20年07月11日

ポリエステル繊維不織布張／ロックウール混入／ガラス繊維フェルト 日本グラスファイバー工業株
式会社 愛知県江南市五明町石橋18 (一財)日本建築総合試験所 NM-2001 平成20年07月11日

コロイダルシリカ混入／ガラス繊維板 日本グラスファイバー工業株
式会社 愛知県江南市五明町石橋18 (一財)日本建築総合試験所 NM-2000 平成20年07月11日

ポリオレフィン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル
系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1999 平成20年07月11日

消石灰系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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 NM-1998 平成20年07月11日

ポリエステル不織布張／ロックウール繊維板 株式会社ジャパンアイビック 千葉県千葉市花見川区作新台
5-4-1 (一財)建材試験センター NM-1997 平成20年07月11日

ブチルゴム充てん／両面せっこうボード 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 NM-2009 平成20年06月20日

エポキシ樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸
化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター NM-2008 平成20年06月20日

ウレタン樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸
化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター NM-2007 平成20年06月20日

アクリル樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸
化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター NM-2006 平成20年06月20日

ポリエステル樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・
水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター NM-2005 平成20年06月20日

表面ポリエステル・ふっ素樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化
アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板

株式会社セオコーポレーショ
ン 東京都文京区白山1-21-7 (一財)建材試験センター NM-1989 平成20年06月18日

エポキシ樹脂系塗装／ポリビニルアルコール繊維混入／セメント板 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 NM-1986 平成20年06月18日

プロピレン・エチレン共重合樹脂フィルム／ナイロン樹脂線入亜鉛め
っき鋼板付・ガラスクロス裏張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-1979 平成20年06月18日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ポリエステル系樹脂フィルム・アルミニウムはく張・ポリエステル系樹
脂ネット／ナイロン樹脂線入亜鉛めっき鋼板付・ガラスクロス裏張／グラス
ウール保温板

株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-1978 平成20年06月18日

ウレタン系樹脂塗装・天然木単板・羊毛紙張／不燃材料（金属板を除
く） 重冨建設株式会社 兵庫県川西市滝山町14番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1969 平成20年06月18日

アルミニウム合金はく・イソシアヌレートフォーム裏張／アクリル樹
脂系塗装アルミニウム合金板 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 NM-1992 平成20年06月09日

アルミニウム合金はく・イソシアヌレートフォーム裏張／ポリエステ
ル樹脂系塗装アルミニウム合金板 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 NM-1991 平成20年06月09日

アルミニウム合金はく・イソシアヌレートフォーム裏張／ポリエステ
ル樹脂系塗装アルミニウム合金板 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 NM-1990 平成20年06月09日

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)ベターリビング NM-1994 平成20年06月04日

パルプ繊維混入／水酸化アルミニウム板 北越製紙株式会社 新潟県長岡市西蔵王3-5-1 (一財)建材試験センター NM-1993 平成20年06月04日

両面合成樹脂塗装／有機質系繊維・ガラス繊維・パルプ混入けい酸カ
ルシウム板 日光化成株式会社 大阪市北区大淀北1丁目6番41

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1974 平成20年05月26日

両面合成樹脂・ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム充てん／両面ガラ
ス繊維ネット・ガラス繊維不織布裏張合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2丁目4番4

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1973 平成20年05月26日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装鋼板 宇和断熱工業株式会社 群馬県太田市新田上中町249 (一財)日本建築総合試験所 NM-1971 平成20年05月26日

黒鉛入ブチルゴム充てん／両面アルミニウム合金はく・ガラスクロス
板 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター NM-1970 平成20年05月26日

シリカ混入アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） アーテック工房株式会社 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反
田郷字胡摩尻57-29 (一財)建材試験センター NM-1954 平成20年05月26日

シリカ混入アクリル樹脂系・木炭粉混入ポリアミド樹脂系塗装／基材
（不燃材料（金属板を除く）） アーテック工房株式会社 長崎県東彼杵郡東彼杵町八反

田郷字胡摩尻57-29 (一財)建材試験センター NM-1953 平成20年05月26日

アルミナシリケート系繊維板 イソライト工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-
6　新ダイビル7階 (一財)建材試験センター NM-1952 平成20年05月26日

両面合成樹脂塗装／有機質系繊維・ガラス繊維・パルプ混入けい酸カ
ルシウム板 日光化成株式会社 大阪府大阪市北区大淀北1-6-

41 (一財)日本建築総合試験所 NM-1951 平成20年05月26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 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 NM-1950 平成20年05月26日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／ポリエステル系樹脂塗装／
電気亜鉛めっき鋼板 日本スピンドル製造株式会社 兵庫県尼崎市潮江4-2-30 (一財)日本建築総合試験所 NM-1949 平成20年05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

アクリル樹脂系塗装／不燃材料（金属板を除く） 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3-
21-25 (一財)ベターリビング NM-1930 平成20年05月26日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／裏面合成樹脂塗装／鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-1983 平成20年05月21日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／裏面合成樹脂塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町一
丁目2番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1982 平成20年05月21日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／裏面合成樹脂塗装／鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2番地1
2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1981 平成20年05月21日

両面合成樹脂塗装／パルプ・ビニロン繊維・ガラス繊維混入セメント
板 日光化成株式会社 大阪市北区大淀北1丁目6番41

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1928 平成20年05月12日

ガラスクロス入ビニルエステル系樹脂塗装シート ユニチカ株式会社 大阪市中央区久太郎町4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1927 平成20年05月12日

エチレンテトラフルオロエチレン系樹脂フィルム・ポリカーボネート
系樹脂フィルム・アクリル系樹脂フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内二-5-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1925 平成20年05月12日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ポリエステル繊維不織布裏張／ポリプ
ロピレン・ポリエチレン系熱接着性複合繊維混入ガラス繊維フェルト 中川産業株式会社 愛知県北名古屋市高田寺東の

川19 (一財)建材試験センター NM-1924 平成20年05月12日

ポリエステル繊維不織布張／ポリプロピレン・ポリエチレン系熱接着
性複合繊維混入ガラス繊維フェルト 中川産業株式会社 愛知県北名古屋市高田寺東の

川19 (一財)建材試験センター NM-1923 平成20年05月12日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ポリエステル繊維不織布裏張／ポリプ
ロピレン・ポリエチレン系熱接着性複合繊維混入ガラス繊維フェルト 中川産業株式会社 愛知県北名古屋市高田寺東の

川19 (一財)建材試験センター NM-1922 平成20年05月12日

塩化ビニル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 山本　勝 静岡県浜松市西区篠原町2052

2-1 (一財)建材試験センター NM-1921 平成20年05月12日

せっこうボード裏張／塗装／亜鉛めっき鋼板 株式会社ムサシパーティショ
ン工業 東京都新宿区北新宿3-33-16 (一財)建材試験センター NM-1977 平成20年05月07日

エポキシ・ポリエステル樹脂系塗装／せっこうボード裏張／塗装／亜
鉛めっき鋼板

株式会社ムサシパーティショ
ン工業 東京都新宿区北新宿3-33-16 (一財)建材試験センター NM-1976 平成20年05月07日

両面アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号 (一財)ベターリビング NM-1972 平成20年04月24日

グラスウール吸音板裏張／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 株式会社淀川製鋼所 大阪市中央区南本町4-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1920 平成20年04月24日

両面合成樹脂塗装鋼板張／ロックウール混入／せっこう板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9
3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1919 平成20年04月24日

せっこうボード裏張／ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社内田洋行 東京都中央区新川2-4-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-1918 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

グラスウール吸音板裏張／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 株式会社淀川製鋼所 大阪市中央区南本町4-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1917 平成20年04月24日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗装炭酸カルシウム混抄紙張／
基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター NM-1916 平成20年04月24日

ほうろう鋼板張／溶融アルミニウムめっき鋼板 タカラスタンダード株式会社 大阪府大阪市城東区鴫野東1-
2-1 (一財)建材試験センター NM-1915 平成20年04月24日

両面アクリル系樹脂塗装／炭酸カルシウム・パルプ繊維混入／けい酸
マグネシウム板 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)日本建築総合試験所 NM-1914 平成20年04月24日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面両面合成樹脂塗装鋼板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋2-7-9 (一財)日本建築総合試験所 NM-1913 平成20年04月24日

両面合成樹脂フィルム張アルミニウムはくシート張／ポリプロピレン
樹脂線付ポリプロピレン樹脂シート裏張／グラスウール保温板 タイロン株式会社 大阪府枚方市春日北町2-9-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-1912 平成20年04月24日

ポリエチレン系樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼板・ナイロン糸付合成
樹脂シート裏張／グラスウール保温板 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12

-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-1911 平成20年04月24日

せっこうボード裏張／両面ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼
板 アルード株式会社 愛知県津島市白浜町平堤77-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1910 平成20年04月24日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面両面ポリエステル系樹
脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 アルード株式会社 愛知県津島市白浜町平堤77-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1909 平成20年04月24日

両面ボード用原紙張／せっこう板 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 NM-1908 平成20年04月24日

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム張アルミニウムはく・ポリエチレ
ン樹脂フィルム・ポリエステル系樹脂不織布張／ポリプロピレン樹脂線付ポ
リプロピレン系樹脂シート裏張／グラスウール保温板

タイロン株式会社 大阪府枚方市春日北町2-9-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-1907 平成20年04月24日

けい藻頁岩系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） ナトゥア・ジャパン株式会社 群馬県前橋市上大島町88-14 (一財)建材試験センター NM-1906 平成20年04月24日

けい藻土・ほたて貝がら粉末系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除
く）） エコドマス株式会社 東京都大田区久が原6-18-8 (一財)建材試験センター NM-1905 平成20年04月24日

アクリルシリコーン樹脂系塗材塗／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社日進産業 東京都板橋区中台1-56-3 (一財)建材試験センター NM-1904 平成20年04月24日

水酸化アルミニウム混入ポリエチレン樹脂板充てん／両面合成樹脂塗
装アルミニウム合金板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1968 平成20年04月21日

両面合成樹脂塗装アルミニウム合金板張／無機質系繊維・パルプ混入
水酸化アルミニウム板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1967 平成20年04月21日

水酸化アルミニウム混入ポリエチレン樹脂板充てん／両面ステンレス
鋼板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1966 平成20年04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）
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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

水酸化アルミニウム混入ポリエチレン樹脂板充てん／両面合成樹脂塗
装アルミニウム合金板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1965 平成20年04月21日

両面合成樹脂塗装アルミニウム合金板張／無機質系繊維・パルプ混入
水酸化アルミニウム板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1964 平成20年04月21日

両面合成樹脂塗装アルミニウム合金板張／無機質系繊維・パルプ混入
入水酸化アルミニウム板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1963 平成20年04月21日

両面ポリエステル系樹脂塗装アルミニウム合金板張／ロックウール繊
維・パルプ混入水酸化アルミニウム板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1962 平成20年04月21日

鋼線入アルミニウム合金はく・ポリエステル樹脂系フィルム張合せシ
ート エスコマテリアル株式会社 東京都荒川区西日暮里5-23-1

MT田中ビル3F (一財)建材試験センター NM-1903 平成20年04月21日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社カラーワークス 神奈川県大和市下鶴間2294-1 (一財)建材試験センター NM-1902 平成20年04月21日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社カラーワークス 神奈川県大和市下鶴間2294-1 (一財)建材試験センター NM-1901 平成20年04月21日

ウレタン樹脂系塗装・紙壁紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 日本デコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)建材試験センター NM-1900 平成20年04月21日

ウレタン樹脂系塗装・紙壁紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 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)建材試験センター NM-1899 平成20年04月21日

ウレタン樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム・紙壁紙張／繊維混
入けい酸カルシウム板 日本デコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)建材試験センター NM-1898 平成20年04月21日

ウレタン樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム・紙壁紙張／繊維混
入けい酸カルシウム板

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)建材試験センター NM-1897 平成20年04月21日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面ポリエステル樹脂系塗
装アルミニウム合金板 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸2-7-

18 (一財)建材試験センター NM-1896 平成20年04月21日

天然石粒・アクリル樹脂系塗装／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金め
っき鋼板

株式会社ディートレーディン
グ

東京都中央区八丁堀1-14-7
房州ビル3F (一財)建材試験センター NM-1895 平成20年04月21日

ほう酸・ほう砂系薬剤処理ウレタンフォーム・ポリプロピレン樹脂系
綿入ポリエステル不織布裏張／アルミニウム合金はく・ガラスクロス

クラレプラスチックス株式会
社

大阪府大阪市北区梅田1-12-3
9　新阪急ビル9階 (一財)建材試験センター NM-1894 平成20年04月21日

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2三菱樹脂ビル (一財)ベターリビング NM-1961 平成20年04月15日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／ナイロン樹脂線入亜鉛めっき鋼板付・
ガラスクロス裏張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-1960 平成20年04月11日

両面ポリエステル樹脂フィルム・アルミニウムはく張ポリエステル系樹脂ネ
ット張／ナイロン樹脂線入亜鉛めっき鋼板付・ポリエステル樹脂不織布裏張
／グラスウール保温板

株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-1959 平成20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）
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認定番号 認定年月日

アルミニウムはく張ガラスクロス張／ナイロン樹脂線入亜鉛めっき鋼
板付・ガラスクロス裏張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-1958 平成20年04月11日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2番地1
2 (一財)建材試験センター NM-1957 平成20年04月03日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12
SAビル (一財)建材試験センター NM-1956 平成20年04月03日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 (一財)建材試験センター NM-1955 平成20年04月03日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ・せっこう混入／けい酸カルシウム板 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1丁目1番26
号 (一財)建材試験センター NM-1893 平成20年04月03日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／鋼線入ポリエチレンテレフタレート
樹脂系フィルム裏張／グラスウール板 エスコマテリアル株式会社 東京都荒川区西日暮里5-23-1

MT田中ビル3F (一財)建材試験センター NM-1892 平成20年04月03日

ケナフ繊維壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 日特印刷株式会社 埼玉県春日部市南栄町11-18 (一財)建材試験センター NM-1891 平成20年04月03日

ケナフ繊維壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社遊天セラミックス 佐賀県西松浦郡有田町赤坂丙
2842-50 (一財)建材試験センター NM-1890 平成20年04月03日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面ステンレス鋼
板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1948 平成20年03月31日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム
合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1947 平成20年03月31日

アミノ・アルキド樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニ
ウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1946 平成20年03月31日

シリコーン樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充
てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1945 平成20年03月31日

エポキシ樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充て
ん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1944 平成20年03月31日

ウレタン樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充て
ん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1943 平成20年03月31日

アクリル樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充て
ん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1942 平成20年03月31日

ふっ素樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん
／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1941 平成20年03月31日

ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム
充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1940 平成20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

合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん
／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1939 平成20年03月31日

アミノ・アルキド樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹
脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1938 平成20年03月31日

シリコーン樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水
酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1937 平成20年03月31日

エポキシ樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸
化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1936 平成20年03月31日

ウレタン樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸
化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1935 平成20年03月31日

アクリル樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸
化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1934 平成20年03月31日

ふっ素樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化
アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1933 平成20年03月31日

ポリエステル樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・
水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1932 平成20年03月31日

せっこうボード裏張／酢酸ビニル系樹脂塗装りん酸系薬剤含浸セルロ
ース系繊維織物壁紙張／合成樹脂塗装鋼板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-

4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-1931 平成20年03月26日

塩化ビニル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・ポリエステル樹脂セ
ルロース混紡不織布張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社テシード 東京都豊島区東池袋1-47-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1869 平成20年03月06日

ポリアミド樹脂系繊維植毛／カラーアルミ 東洋鋼鈑株式會社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-1868 平成20年03月06日

ポリアミド樹脂系繊維植毛／塗装ステンレス鋼板 東洋鋼鈑株式會社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-1867 平成20年03月06日

けい酸マグネシウム混抄紙 グランデックス株式会社 岐阜県関市富之保3712 (一財)日本建築総合試験所 NM-1865 平成20年03月05日

合成樹脂塗装／両面ボード用原紙張せっこう板 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 NM-1864 平成20年03月05日

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)ベターリビング NM-1889 平成20年03月03日

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)ベターリビング NM-1888 平成20年03月03日

セメント系防錆処理メタルラス入／セメントけい酸カルシウム板 クリオン株式会社 東京都千代田区五番町6-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1887 平成20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

エポキシ樹脂系塗装／エポキシ樹脂系裏面塗装／ポリエチレン系樹脂
・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1886 平成20年02月22日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム
合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1885 平成20年02月22日

エポキシ樹脂系裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム
充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1884 平成20年02月22日

ポリエステル樹脂系裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニ
ウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1883 平成20年02月22日

ウレタン樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充て
ん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1882 平成20年02月22日

ウレタン樹脂系塗装／エポキシ樹脂系裏面塗装／ポリエチレン系樹脂
・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1881 平成20年02月22日

ウレタン樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系裏面塗装／ポリエチレン系
樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1880 平成20年02月22日

アクリル樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充て
ん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1879 平成20年02月22日

アクリル樹脂系塗装／エポキシ樹脂系裏面塗装／ポリエチレン系樹脂
・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1878 平成20年02月22日

アクリル樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系裏面塗装／ポリエチレン系
樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1877 平成20年02月22日

ふっ素樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん
／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1876 平成20年02月22日

ふっ素樹脂系塗装／エポキシ樹脂系裏面塗装／ポリエチレン系樹脂・
水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1875 平成20年02月22日

ふっ素樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系裏面塗装／ポリエチレン系樹
脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1874 平成20年02月22日

ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム
充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1873 平成20年02月22日

ポリエステル樹脂系塗装／エポキシ樹脂系裏面塗装／ポリエチレン系
樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1872 平成20年02月22日

ポリエステル樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系裏面塗装／ポリエチレ
ン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1871 平成20年02月22日

塩化ビニル－アクリル共重合樹脂系塗装・両面ウレタン樹脂系塗装／
ガラスクロス張／基材（不燃材料（金属板）） ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

4-1-3　大阪センタービル4階 (一財)建材試験センター NM-1870 平成20年02月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ポリエステル樹脂系塗装／溶融アルミニウムめっき鋼板 日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内3-4-1 (一財)建材試験センター NM-1863 平成20年02月22日

鋼線入アルミニウム合金はく・ポリエステル樹脂系フィルム張合せシ
ート デック・インターナショナル Ir Hanlostraat 18-22, Holland (一財)建材試験センター NM-1862 平成20年02月22日

合成樹脂塗装／ガラス繊維織物張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社グレイスコーポレー
ション

大阪府大阪市北区西天満1-7-
8　ホワイトビル中之島401 (一財)日本建築総合試験所 NM-1866 平成20年02月15日

両面塩化ビニル系樹脂塗装／ガラスクロス ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1861 平成20年02月06日

両面塩化ビニル系樹脂塗装 ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1860 平成20年02月06日

ポリエステル樹脂系不織布張／ガラスクロス 帝人ファイバー株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1-
6-7 (一財)建材試験センター NM-1859 平成20年02月01日

合成樹脂塗装・ウレタン系樹脂インキ・普通紙張両面薄葉紙張アルミ
ニウムはく張／火山性ガラス質複層板 アーム工業株式会社 北海道札幌市清田区美しが丘

4-10-3-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1858 平成20年02月01日

アクリル系樹脂インキ・ポリエステル樹脂繊維混抄紙壁紙張／不燃材
料（金属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1857 平成20年02月01日

両面アクリル樹脂系塗装ガラス繊維布張／せっこう板 アジア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 (一財)ベターリビング NM-1856 平成20年02月01日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1
聖路加タワー13F (一財)建材試験センター NM-1855 平成20年02月01日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系フィルム・ポリエチレン樹脂系フ
ィルム張／両面ポリプロピレン繊維不織布・ガラス繊維ネット入／酸化マグ
ネシウム板

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)建材試験センター NM-1854 平成20年01月30日

炭酸カルシウム混入アクリル系樹脂塗装／パルプ混入けい酸カルシウ
ム板 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1853 平成20年01月30日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・
普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1852 平成20年01月30日

変性水ガラス系含浸けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／
両面両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社イーケーシー 静岡県藤枝市横内2283番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1850 平成20年01月18日

石粉混入ポリエチレン系樹脂板充てん／アルミニウム合金板裏張／フ
ッ素系樹脂塗装アルミニウム合金板

株式会社ファルコンマテリア
ル

大阪府箕面市船場東1丁目11
番16号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1849 平成20年01月18日

ポリエチレンテレフタレート系・オレフィン系樹脂フィルム／不燃材
料（金属板）

大日本印刷株式会社  
(一財)ベターリビング NM-1848 平成20年01月17日

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1番地

104/454 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

アクリル樹脂系塗装・ポリエチレンテレフタレート系フィルム・紙壁
紙張／不燃材料（金属板を除く）

トリンガ・プロジェクツ株式
会社 神奈川県鎌倉市腰越3-5-32 (一財)ベターリビング NM-1847 平成20年01月17日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム・ポリプロピレン樹脂系フ
ィルム・電気亜鉛めっき鋼板張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸2-7-

18 (一財)建材試験センター NM-1846 平成20年01月17日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系フィルム・ポリエチレン樹脂系フ
ィルム張／両面ポリプロピレン繊維不織布・ガラス繊維ネット入／酸化マグ
ネシウム板

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)建材試験センター NM-1845 平成20年01月17日

ポリエチレン樹脂系コア充てん／両面アルミニウムはく カナフレックスコーポレーシ
ョン株式会社

大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30　OAPタワー17F (一財)建材試験センター NM-1844 平成20年01月17日

酸化カルシウム・二酸化けい素系繊維フェルト 新日化サーマルセラミックス
株式会社

東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX 13F (一財)建材試験センター NM-1842 平成20年01月17日

ポリエステル樹脂系フィルム張／鋼線入ポリエステル樹脂系フィルム
裏張／グラスウール板 住商鉄鋼販売株式会社

東京都中央区晴海1-8-12　晴海
トリトンスクエアオフィスタワ
ーZ18

(一財)建材試験センター NM-1841 平成20年01月17日

ガラスロービングクロス入／せっこう板 アートホクストン株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3-
6-27　EBSビル4F (一財)建材試験センター NM-1840 平成20年01月17日

ペーパーハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社江口 東京都港区浜松町1-8-1
江口ビル本館2階 (一財)建材試験センター NM-1839 平成20年01月17日

アルミニウム合金はく・イソシアヌレートフォーム裏張／アクリル樹
脂系塗装アルミニウム合金板 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 NM-1838 平成20年01月17日

両面シリコーン系樹脂塗装／ガラスクロス ユニチカ株式会社 大阪市中央区久太郎町4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1851 平成20年01月09日

アルミニウム蒸着ポリエステル樹脂系フィルム張／けい酸カルシウム
板 日本リフェクス株式会社 東京都中央区銀座6-10-1 (一財)建材試験センター NM-1843 平成20年01月09日

ウレタン樹脂系塗装紙壁紙張／パルプ・フライアッシュ混入／けい酸
カルシウム板 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-10-11　

芝大門センタービル4階 (一財)建材試験センター NM-1837 平成19年12月18日

ウレタン樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム・紙壁紙張／パルプ
・フライアッシュ混入／けい酸カルシウム板 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-10-11　

芝大門センタービル4階 (一財)建材試験センター NM-1836 平成19年12月18日

エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂系塗装・ポリビニルアルコール系塗
装／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-10-11芝

大門センタービル4階 (一財)ベターリビング NM-1835 平成19年12月18日

イソシアヌレートフォーム充てん／表面溶融55%アルミニウム－亜鉛
合金めっき鋼板・裏面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社イワタニ 山梨県笛吹市八代町米倉1267

-1 (一財)建材試験センター NM-1806 平成19年12月18日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面溶融55%アルミニウム－亜鉛
合金めっき鋼板 株式会社イワタニ 山梨県笛吹市八代町米倉1267

-1 (一財)建材試験センター NM-1805 平成19年12月18日

両面ポリエステル樹脂不織布張フェノールフォーム充てん／両面両面
塗装鋼板 倉敷レーザー株式会社 岡山県倉敷市松江3-18-56 (一財)日本建築総合試験所 NM-1834 平成19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

ウレタン系樹脂・ジスアゾ系塗装／不燃材料（金属板） 大阪塗料工業株式会社 大阪市城東区古市3-4-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-1833 平成19年12月13日

植物油系樹脂・ブチラール系樹脂塗装／不燃材料（金属板） 大阪塗料工業株式会社 大阪市城東区古市3-4-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-1832 平成19年12月13日

酢酸ビニル樹脂系塗装水酸化アルミニウムロックウール板張／イソシ
アヌレートフォーム充てん／両面両面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-1831 平成19年12月13日

両面酢酸ビニル樹脂系塗装水酸化アルミニウムロックウール板張／イ
ソシアヌレートフォーム充てん／両面両面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-1830 平成19年12月13日

ポリプロピレン樹脂系フィルム・ポリエチレンテレフタレート樹脂系
フィルム張／繊維混入けい酸カルシウム板

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)建材試験センター NM-1829 平成19年12月13日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／繊維混入けい酸カルシウム板 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)建材試験センター NM-1828 平成19年12月13日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／繊維混入けい酸カル
シウム板

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)建材試験センター NM-1827 平成19年12月13日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・ポリエチレン
樹脂フィルム・ポリエステル系樹脂不織布張／亜鉛めっき鋼線付ポリエチレ
ンテレフタレート系樹脂シート裏張／グラスウール保温板

タイロン株式会社 大阪府枚方市春日北町2-9-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-1826 平成19年12月13日

ポリプロピレン系樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線付ポリエチレンテ
レフタレート系樹脂シート裏張／グラスウール保温板 タイロン株式会社 大阪府枚方市春日北町2-9-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-1825 平成19年12月13日

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム張アルミニウムはく・ポリエチレ
ン樹脂フィルム・ポリエステル系樹脂不織布張／ポリプロピレン樹脂線付ポ
リプロピレン系樹脂シート裏張／グラスウール保温板

松下電工ホームエンジニアリ
ング株式会社

大阪市中央区城見2丁目1番3
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1824 平成19年11月20日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系フィルム張／両面ポリプロ
ピレン繊維不織布・ガラス繊維ネット入／酸化マグネシウム板

大日本インキ化学工業株式会
社

東京都中央区日本橋3丁目7番
20号 (一財)建材試験センター NM-1823 平成19年11月20日

ウレタン樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム・紙壁紙張／繊維混
入けい酸カルシウム板

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)建材試験センター NM-1822 平成19年11月20日

ウレタン樹脂系塗装紙壁紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 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)建材試験センター NM-1821 平成19年11月20日

両面紙壁紙張／せっこう板 山田建設株式会社 東京都大田区北千束1-11-3 (一財)ベターリビング NM-1820 平成19年11月20日

表面シリコーン油含浸紙壁紙張／裏面紙壁紙張／せっこう板 山田建設株式会社 東京都大田区北千束1-11-3 (一財)ベターリビング NM-1819 平成19年11月20日

パルプ・カルボキシメチルセルロース混入合成樹脂エマルション系塗
材塗／レーヨン不織布系シート張／不燃材料（金属板を除く) 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)ベターリビング NM-1818 平成19年11月20日

パルプ・メチルセルロース混入消石灰系塗材塗／レーヨン不織布系シ
ート張／不燃材料（金属板を除く) 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)ベターリビング NM-1817 平成19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

パルプ・メチルセルロース混入酢酸ビニル樹脂系塗材塗／レーヨン不
織布系シート張／不燃材料（金属板を除く) 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)ベターリビング NM-1816 平成19年11月20日

パルプ・カルボキシメチルセルロース混入酢酸ビニル樹脂系塗材塗／
レーヨン不織布系シート張／不燃材料（金属板を除く) 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)ベターリビング NM-1815 平成19年11月20日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 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 NM-1814 平成19年11月20日

アルミニウムはく・ポリエチレンフォーム張／基材（不燃材料（金属
板）） 日本製箔株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島4-

1-1　日清食品ビル (一財)建材試験センター NM-1813 平成19年11月20日

アルミニウムはく・ポリエチレンフォーム張／基材（不燃材料（金属
板を除く）） 日本製箔株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島4-

1-1　日清食品ビル (一財)建材試験センター NM-1812 平成19年11月20日

アクリル系樹脂インキ・炭酸カルシウム混入エチレン酢酸ビニル系樹
脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-1811 平成19年11月12日

ガラス繊維混入／せっこう板 ゼンテリア株式会社 東京都新宿区四谷1-5 (一財)建材試験センター NM-1810 平成19年11月12日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面両面塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板 トーカイ株式会社 愛知県名古屋市南区丹後通3

丁目5番地の2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1809 平成19年11月12日

酸化チタン混入／アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除
く）） StoJapan株式会社 東京都千代田区麹町4-8

麹町クリスタルシティ東館4F (一財)建材試験センター NM-1808 平成19年11月12日

両面四ふっ化エチレン樹脂系塗装／ガラスクロス 中興化成工業株式会社 東京都港区赤坂1-9-20
第16興和ビル南館3階 (一財)建材試験センター NM-1807 平成19年11月12日

籾殻粉・けい藻土混入/エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張/不燃材
料（金属板を除く） 富士工業株式会社 福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 NM-1804 平成19年11月12日

和紙裏張／アルミニウム蒸着レーヨン繊維・ポリエステル系樹脂フィルム・
ポリエステル樹脂繊維織物壁紙張／不燃材料（金属板及びせっこうボードを
除く）

株式会社三才 京都市北区出雲路俵町43番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1803 平成19年11月12日

合成樹脂塗装／普通紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性
ガラス質複層板 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 NM-1802 平成19年11月12日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系フィルム張／両面ポリプロ
ピレン繊維不織布・ガラス繊維ネット入／酸化マグネシウム板

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)建材試験センター NM-1801 平成19年10月18日

表面アクリル樹脂系塗装／両面ウレタン樹脂系塗装／ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-1800 平成19年10月18日

両面合成樹脂塗装／繊維混入セメント押出成形板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4
丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1799 平成19年10月18日

シリカ系塗材塗／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社アクア ウエスト 東京都中央区銀座5-8-16
銀座ナカヤビル7F (一財)建材試験センター NM-1798 平成19年10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

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1797 平成19年10月17日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1

聖路加タワー (一財)日本建築総合試験所 NM-1796 平成19年10月17日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面ウレタン樹脂
系塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1795 平成19年10月17日

アクリル樹脂系・ウレタン樹脂系塗装アクリル系樹脂混抄紙張／両面
ポリプロピレン繊維不織布・ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515 (一財)建材試験センター NM-1794 平成19年10月17日

ポリエチレン樹脂系シート張／繊維強化セメント板 ニチハ富士テック株式会社 静岡県富士市久沢145-1 (一財)建材試験センター NM-1793 平成19年10月17日

ポリプロピレン樹脂系シート張／繊維強化セメント板 ニチハ富士テック株式会社 静岡県富士市久沢145-1 (一財)建材試験センター NM-1792 平成19年10月17日

アクリル樹脂系シート張／繊維強化セメント板 ニチハ富士テック株式会社 静岡県富士市久沢145-1 (一財)建材試験センター NM-1791 平成19年10月17日

ポリエステル樹脂系フィルム張／ポリエステル樹脂系裏面塗装／溶融
亜鉛めっき鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12 (一財)建材試験センター NM-1790 平成19年10月17日

ポリエチレン樹脂製気泡シート充てん／両面裏面ポリエチレン系樹脂
塗装アルミニウム合金はく 酒井化学工業株式会社 福井県鯖江市川去町32字2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1789 平成19年10月03日

両面合成樹脂塗装／アルミニウム押出型材 積水樹脂株式会社 大阪市北区西天満2丁目4番4
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1788 平成19年10月03日

両面合成樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 積水樹脂株式会社 大阪市北区西天満2丁目4番4
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1787 平成19年10月03日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） B.M.ジャパン株式会社 東京都新宿区市谷田町1-19 (一財)建材試験センター NM-1786 平成19年09月28日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼線入アルミニウム合金はく・ポリエ
ステル樹脂系フィルム張合せシート デック・インターナショナル Ir Hanlostraat 18-22, Holland (一財)建材試験センター NM-1785 平成19年09月28日

ポリエステル系樹脂塗装／ウレタン系樹脂インキ・普通紙張／ガラス
繊維混入／けい酸マグネシウム板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-1784 平成19年09月28日

ほう素系薬剤処理レーヨン繊維・キュプラ繊維パイル織物壁紙張／不
燃材料（金属板を除く） 株式会社アサノ不燃木材 福井県坂井市丸岡町山竹田10

2-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1783 平成19年09月28日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面両面塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板 株式会社リッコー 大阪市住之江区北加賀屋5-7-

23 (一財)日本建築総合試験所 NM-1782 平成19年09月28日

フッ素系樹脂フィルム・合成樹脂インキ・アクリル系樹脂フィルム張
／不燃材料（金属板） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1781 平成19年09月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロックウール板裏張／合成樹脂塗装鋼板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-
4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-1780 平成19年09月28日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン樹脂系フィルム張／パルプシー
ト裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)建材試験センター NM-1779 平成19年09月14日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン樹脂系フィルム張／パルプシー
ト裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)建材試験センター NM-1778 平成19年09月14日

ほう素系薬剤処理／すぎ板
岩手林材株式会社 岩手県久慈市大川目3-25-1

(一財)建材試験センター NM-1777 平成19年09月14日
有限会社ASA不燃木材合板 岩手県久慈市大川目3-25-1

両面アルミニウム合金はく張／ガラスクロス 光洋産業株式会社 東京都千代田区鍛冶町1-9-9 (一財)建材試験センター NM-1776 平成19年09月14日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社インクコーポレーシ
ョン 東京都葛飾区立石8-39-6 (一財)建材試験センター NM-1775 平成19年09月14日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・
塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社キョクソー 石川県白山市八田町29番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1774 平成19年09月14日

脂肪族ポリエステル系樹脂フィルム・エチレン酢酸ビニル系樹脂インキ・セ
ルロース系繊維・アルミニウム蒸着ポリエステル系繊維混合織物壁紙張／不
燃材料（金属板及びせっこうボードを除く）

株式会社キョクソー 石川県白山市八田町29番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1773 平成19年09月14日

脂肪族ポリエステル系樹脂フィルム・りん・窒素系薬剤混入エチレン酢酸ビニル系樹脂イ
ンキ・パルプ系繊維・セルロース系繊維・アルミニウム蒸着ポリエステル系繊維・脂肪族
ポリエステル系繊維混合織物壁紙張／不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く）

株式会社キョクソー 石川県白山市八田町29番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1772 平成19年09月14日

ポリエステル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-1771 平成19年09月14日

ポリエステル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-1770 平成19年09月14日

パルプ混入／けい酸カルシウムセメント板 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 NM-1769 平成19年09月14日

シルク系織物・グラスウール板張／基材（不燃材料（金属板を除く）
） 有限会社デザインリンク 東京都港区高輪1-26-18-404 (一財)建材試験センター NM-1768 平成19年08月28日

ウレタン系樹脂塗装／ポリプロピレン系樹脂フィルム・ウレタン系樹脂イン
キ・ポリプロピレン系樹脂フィルム張／両面ポリプロピレン繊維不織布・ガ
ラス繊維ネット入／酸化マグネシウム板

株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-1767 平成19年08月28日

モルタル塗／炭酸カルシウム混入／塩化ビニル樹脂発泡板 フジ化成工業株式会社 鳥取県西伯耆町大殿1241-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1766 平成19年08月28日

両面ポリエステル繊維不織布張フェノールフォーム充てん／両面両面
合成樹脂塗装アルミニウム合金板

株式会社エヌ・エル・エム・
エカル

静岡県富士市中里水門前2626
-24 (一財)日本建築総合試験所 NM-1765 平成19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

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・ポリエステル樹脂繊維
織物壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1764 平成19年08月28日

せっこうボード裏張／塗装鋼板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東1-
4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-1763 平成19年08月28日

りん・窒素系薬剤処理／セルロース系繊維織物壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） 小嶋織物株式会社 京都府木津川市山城町上狛北

野田芝1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1762 平成19年08月28日

アクリル樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・天然木単板張壁紙張／不
燃材料（金属板） 株式会社トーノ 大阪市阿倍野区美章園3丁目6

番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1761 平成19年08月28日

合成樹脂塗装／ウレタン系樹脂インキ・普通紙張両面薄葉紙張アルミニウム
はく張／ガラスクロス裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラ
ス質複層板

アーム工業株式会社 北海道札幌市清田区美しが丘
4-10-3-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1760 平成19年08月28日

水酸化アルミニウム混抄紙コア充てん／両面ポリエステル系塗装鋼板 ダイス・コア株式会社 東京都板橋区小豆沢3-6-7 (一財)ベターリビング NM-1759 平成19年08月28日

パルプ・タルク混入／けい酸カルシウム板 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)ベターリビング NM-1758 平成19年08月28日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)建材試験センター NM-1757 平成19年08月28日

アクリル系樹脂混入／グラスウール板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)建材試験センター NM-1756 平成19年08月24日

ポリエステル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 有限会社浦山工業 愛知県一宮市新生1-3-10 (一財)建材試験センター NM-1755 平成19年08月24日

ポリエステル繊維不織布張／ポリプロピレン繊維混入ガラス繊維フェ
ルト 中川産業株式会社 愛知県北名古屋市高田寺東の

川19 (一財)建材試験センター NM-1754 平成19年08月24日

両面アルミニウム合金はく張／ガラスクロス 株式会社テクネット 東京都中央区銀座4-12-15
歌舞伎座ビル (一財)建材試験センター NM-1753 平成19年08月24日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／基材（不燃材料（金属板及びせ
っこうボードを除く）） アルボオル工業株式会社 新潟県新潟市東区木工新町37

2-4 (一財)建材試験センター NM-1752 平成19年08月24日

ポリカーボネート系樹脂フィルム・アクリル系樹脂フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目
5番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1751 平成19年08月24日

アルキド樹脂系塗装／炭素鋼鋼板 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-
4 (一財)建材試験センター NM-1750 平成19年08月24日

アルキド樹脂系塗装／炭素鋼鋼板 JFEスチール株式会社 東京都千代田区内幸町2-2-2 (一財)建材試験センター NM-1749 平成19年08月24日

アルキド樹脂系塗装／炭素鋼鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内2-5-2
三菱ビル (一財)建材試験センター NM-1748 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）
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ほう砂・水酸化カリウム系薬剤処理／すぎ板 マサミ化学株式会社 東京都八王子市堀之内2-1-7-
403 (一財)建材試験センター NM-1747 平成19年08月24日

ほう砂・水酸化カリウム系薬剤処理／すぎ板 日本不燃木材株式会社 東京都千代田区内神田2-3-9
MECビル (一財)建材試験センター NM-1746 平成19年08月24日

ワラストナイト混入セメント板 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 NM-1745 平成19年08月14日

ポリエチレン樹脂フィルム・紙張炭酸カルシウム紙・イソシアヌレートフォ
ーム裏張／中性紙張アルミニウムはく張／ガラス繊維混入けい酸マグネシウ
ム板

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 NM-1744 平成19年08月14日

両面ポリエステル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 ヒロテツ工業株式会社 広島県広島市西区商工センタ
ー3-5-9 (一財)建材試験センター NM-1743 平成19年08月14日

塩化ビニル樹脂・ふっ素樹脂系塗装／ふっ素樹脂系裏面塗装／ガラス
クロス カンボウプラス株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1-

8-14　堺筋本町ビル (一財)建材試験センター NM-1742 平成19年08月14日

紙系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)建材試験センター NM-1741 平成19年08月14日

天然木単板張／ビニロン繊維混抄紙裏張／けい酸マグネシウム混抄紙
シート 株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-

21 (一財)日本建築総合試験所 NM-1740 平成19年08月08日

ウレタン系樹脂塗装／アミド系樹脂含浸天然木単板張／繊維混入けい
酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 NM-1739 平成19年08月08日

シリコーン系樹脂塗／ガラスクロス ユニチカ株式会社 大阪市中央区久太郎町4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1738 平成19年08月08日

アクリル樹脂・ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系フィルム張／両
面ポリプロピレン繊維不織布・ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515 (一財)建材試験センター NM-1737 平成19年08月03日

合成樹脂層・アクリル系樹脂インキ・炭酸カルシウム混入エチレン酢
酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-1736 平成19年08月03日

合成樹脂シート裏張／ガラス質系施ゆう／陶磁器質板 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市中区錦2-18-1
9 (一財)日本建築総合試験所 NM-1735 平成19年08月03日

アクリル系樹脂塗装薄葉紙張／両面ボード用原紙張せっこう板 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 NM-1734 平成19年08月03日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融55％アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板 ダイト工業株式会社 大阪市西淀川区百島2-1-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1733 平成19年08月03日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融55％アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板 東洋ゴム工業株式会社 大阪市西区江戸堀1-17-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-1732 平成19年08月03日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融55％アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板 株式会社淀川製鋼所 大阪市中央区南本町4-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1731 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

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融55％アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板 ダイト工業株式会社 大阪市西淀川区百島2-1-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1730 平成19年08月03日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融55％アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板 東洋ゴム工業株式会社 大阪市西区江戸堀1-17-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-1729 平成19年08月03日

硬質イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融55％アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板 株式会社淀川製鋼所 大阪市中央区南本町4-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1728 平成19年08月03日

ほう素系薬剤処理セルローズ繊維板充てん／両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 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 NM-1727 平成19年08月03日

ほう素系薬剤処理セルローズ繊維板充てん／両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 株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1726 平成19年08月03日

ポリエチレンテレフタラート系・オレフィン系樹脂フィルム張／不燃
材料（鋼板）

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1番地 (一財)ベターリビング NM-1725 平成19年07月19日

アクリル樹脂系塗装／不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く） 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3-
21-25　清風ビル (一財)ベターリビング NM-1724 平成19年07月19日

エポキシ変性アクリル樹脂系塗装／炭素鋼鋼板 株式会社協成 大阪府大阪市西区千代崎3-1-
3 (一財)建材試験センター NM-1723 平成19年07月19日

ウレタンアクリル共重合樹脂系フィルム張／両面ふっ素樹脂系塗装／
ガラスクロス リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-1722 平成19年07月19日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面ふっ素樹脂系塗装／ガラスクロス リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-1721 平成19年07月19日

ポリエステル繊維不織布・フェノールフォーム裏張／ポリエステル繊
維不織布裏張溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 木野内化成産業株式会社 愛媛県松山市竹原町1-5-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-1720 平成19年07月19日

ポリエステル繊維不織布・フェノールフォーム裏張／ポリエステル繊
維不織布裏張溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-1719 平成19年07月19日

ポリスチレンフォーム充てん／両面塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-1718 平成19年07月19日

ガラスクロス入／不飽和ポリエステル系樹脂シート ユニチカ株式会社 大阪市中央区久太郎町4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1717 平成19年07月19日

米ぬか系油塗／ほう酸系薬剤処理／スギ集成材 加賀木材株式会社 石川県金沢市駅西新町3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1716 平成19年07月19日

表面四ふっ化エチレン－エチレン共重合樹脂系フィルム張／ガラス繊
維ネット入酸化マグネシウム板裏張／アルミニウム合金板 オカモト新和株式会社 東京都千代田区岩本町2-1-16

森川ビル5F (一財)建材試験センター NM-1715 平成19年07月09日

表面四ふっ化エチレン－エチレン共重合樹脂系フィルム張／ガラス繊
維ネット入酸化マグネシウム板裏張／アルミニウム合金板 モモセ重工業株式会社 神奈川県秦野市曽屋1000番地 (一財)建材試験センター NM-1714 平成19年07月09日

112/454 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

けい素系塗装塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 株式会社サンリミックス 大阪府和泉市尾井町982-2 (一財)建材試験センター NM-1713 平成19年07月09日

両面アクリル樹脂・塩化ビニル樹脂系塗装／両面塩化ビニル樹脂系塗
装ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-1712 平成19年07月09日

両面両面無機ガラス質ほうろう処理鋼板張／せっこうボード JFE建材株式会社 東京都中央区日本橋堀留町1-
10-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-1711 平成19年06月28日

両面無機ガラス質ほうろう処理鋼板張／不燃材料（金属板を除く） JFE建材株式会社 東京都中央区日本橋堀留町1-
10-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-1710 平成19年06月28日

変性エポキシ樹脂・変性ウレタン樹脂系塗装／両面ガラス繊維ネット
入酸化マグネシウム板 株式会社三和不燃ボード工業 福岡県筑後市溝口762-1 (一財)建材試験センター NM-1709 平成19年06月28日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／スギ材 亀村木材株式会社 千葉県香取市佐原イ3840 (一財)日本建築総合試験所 NM-1708 平成19年06月28日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／スギ材 細田木材工業株式会社 東京都江東区新木場2-15-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-1707 平成19年06月28日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／スギ材 関木材工業株式会社 秋田県鹿角市八幡平字八幡田
1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1706 平成19年06月28日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／スギ材 有限会社ナニハ木材 三重県松阪市山下町269 (一財)日本建築総合試験所 NM-1705 平成19年06月28日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／スギ材 株式会社ARS 東京都豊島区池袋2-47-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1704 平成19年06月28日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／スギ材 有限会社イムノバックス・ジ
ャパン 東京都新宿区納戸町33-401 (一財)日本建築総合試験所 NM-1703 平成19年06月28日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／ヒノキ材 有限会社ナニハ木材 三重県松阪市山下町269 (一財)日本建築総合試験所 NM-1702 平成19年06月28日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／ヒノキ材 株式会社ARS 東京都豊島区池袋2-47-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1701 平成19年06月28日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／ヒノキ材 有限会社イムノバックス・ジ
ャパン 東京都新宿区納戸町33-401 (一財)日本建築総合試験所 NM-1700 平成19年06月28日

両面変性メラミン樹脂含浸チタン紙張／ガラス繊維・水酸化アルミニ
ウム混入／変性フェノール樹脂板 アイカ工業株式会社 愛知県清洲市西堀江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1699 平成19年06月15日

尿素樹脂含浸水酸化アルミニウム紙ロールコア充てん／両面両面塗装
溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社リンクス 兵庫県伊丹市森本5-93-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1698 平成19年06月15日

ポリエチレン系樹脂充てん／表面ふっ化ビニリデン樹脂系塗装／両面
アルミニウム合金板 清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3

シーバンスS館 (一財)建材試験センター NM-1697 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

鋼線入アルミニウム合金はく・ポリエチレンテレフタレート樹脂系フ
ィルム張合せシート 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12

-19 (一財)建材試験センター NM-1696 平成19年06月15日

鋼線入アルミニウム合金はく・ポリエチレンテレフタレート樹脂系フ
ィルム張合せシート 東和ダクト工業株式会社 埼玉県川口市末広1-8-17

アライビル　2階 (一財)建材試験センター NM-1695 平成19年06月15日

パルプ・フライアッシュ混入／けい酸カルシウム板 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)ベターリビング NM-1694 平成19年06月13日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-
7 (一財)ベターリビング NM-1693 平成19年06月13日

セルロース繊維混入／セメント板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-
7 (一財)ベターリビング NM-1692 平成19年06月13日

けい酸塩混入／タルク板 日東化成工業株式会社 大阪市阿倍野区播磨町1-24-2
4 (一財)日本建築総合試験所 NM-1691 平成19年06月13日

アルミニウムはく張／ポリエチレン系樹脂充てん普通紙裏張／パーテ
ィクルボード 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515 (一財)建材試験センター NM-1690 平成19年06月13日

パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-1689 平成19年06月13日

紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く）） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター NM-1688 平成19年06月13日

磁器質タイル張／繊維強化セメント板 株式会社松榮技研 富山県砺波市大辻705 (一財)建材試験センター NM-1687 平成19年06月13日

磁器質タイル張／繊維強化セメント板 株式会社松榮技研 富山県砺波市大辻705 (一財)建材試験センター NM-1686 平成19年06月13日

アルミニウム合金はく・ポリブタジエン混入水酸化アルミニウム板張
／基材（不燃材料（金属板））

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター NM-1685 平成19年06月04日

アルミニウム合金はく・ポリブタジエン混入水酸化アルミニウム板張
／基材（不燃材料（金属板を除く））

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター NM-1684 平成19年06月04日

アクリル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹
脂系塗装ガラスクロス 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 NM-1683 平成19年06月04日

アクリル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹
脂系塗装ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-1682 平成19年06月04日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-1681 平成19年06月04日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-1680 平成19年06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

両面ウレタン系樹脂塗装／含水ほう酸塩・無機りん酸塩系薬剤処理ラ
ーチ単板積層材 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5-24-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1679 平成19年06月04日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 九州大日精化工業株式会社 福岡県福岡市博多区西月隈1-
15-50 (一財)建材試験センター NM-1678 平成19年05月18日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都文京区後楽2-1-2 (一財)建材試験センター NM-1677 平成19年05月18日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都文京区後楽2-1-2 (一財)建材試験センター NM-1676 平成19年05月18日

ポリプロピレン系樹脂充てん／両面アルミニウム合金板 コンポジット工業株式会社 静岡県藤枝市仮宿781-1 (一財)建材試験センター NM-1675 平成19年05月18日

ほう砂混入無水けい酸系塗装ガラスペーパー張／ガラスペーパー裏張
／ガラスクロス サワダケミカル社 京都市中京区西ノ京池ノ内町

26番地の16 (一財)日本建築総合試験所 NM-1674 平成19年05月18日

合成ゴム系樹脂塗装絹織物・合成樹脂インキ・和紙壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 株式会社梅田シルク 福井県越前市大滝町29-33 (一財)日本建築総合試験所 NM-1673 平成19年05月18日

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂混入ポリエチレンフォーム張／塗装溶
融亜鉛めっき鋼板 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 NM-1672 平成19年05月18日

水酸化アルミニウム混入ポリエチレンフォーム張／塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板 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 NM-1671 平成19年05月18日

りん・窒素系薬剤処理／ポリエステル系樹脂繊維・セルロース系繊維
混紡織物壁紙張／不燃材料（金属板およびせっこうボードを除く） 小嶋織物株式会社 京都府木津川市山城町上狛北

野田芝1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1670 平成19年05月18日

ロックウール混入／せっこう板 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 NM-1669 平成19年05月18日

炭酸カルシウム混入/エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装/セルロース系繊
維不織布壁紙張/不燃材料（金属板を除く） 富士工業株式会社 福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 NM-1668 平成19年05月18日

フッ素系樹脂塗装アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／不燃材料（金属
板を除く） トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-1667 平成19年05月18日

角波状亜鉛めっき鋼板充てん／両面ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛
めっき鋼板 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 NM-1666 平成19年05月18日

角波状亜鉛めっき鋼板充てん／両面ポリエチレンテレフタレート樹脂塗装／
塩化ビニル樹脂フィルム張／裏面エポキシ系樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 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 NM-1665 平成19年05月18日

シリカ混入アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板）） 大日技研工業株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-
14-14　こうしんビル8F (一財)建材試験センター NM-1620 平成19年05月14日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装／ポリエステル系樹脂
不織布壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社テシード 東京都豊島区東池袋1-47-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1619 平成19年05月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） 株式会社テシード 東京都豊島区東池袋1-47-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1618 平成19年05月14日

りん酸塩系化合物塗装／和紙・ポリエステル繊維綿混紡織物・ガラスクロス
張／裏面りん酸塩系化合物塗装／両面塩化ビニル樹脂系塗装ガラスクロス サワダケミカル社 京都市中京区西ノ京池ノ内町

26番地の16 (一財)日本建築総合試験所 NM-1617 平成19年05月14日

樹脂塗装天然木単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火
山性ガラス質複層板 株式会社マルキ化粧合板 大阪府松原市大堀1-11-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1616 平成19年05月14日

樹脂塗装天然木単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火
山性ガラス質複層板 株式会社ハマヤ 大阪市住之江区北加賀屋2-3-

25 (一財)日本建築総合試験所 NM-1615 平成19年05月14日

樹脂塗装天然木単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火
山性ガラス質複層板 澤田銘木合板株式会社 大阪市住之江区平林北2-8-73 (一財)日本建築総合試験所 NM-1614 平成19年05月14日

樹脂塗装天然木単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火
山性ガラス質複層板

株式会社関西化粧ベニヤ板製
作所 大阪市住之江区泉2-1-92 (一財)日本建築総合試験所 NM-1613 平成19年05月14日

樹脂塗装天然木単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火
山性ガラス質複層板

株式会社伊藤化粧ベニヤ製作
所 大阪府松原市天美北5-13-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-1612 平成19年05月14日

アクリル系樹脂塗装／両面アクリル系樹脂含浸ガラス繊維不織布張／
グラスウール保温板 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-1611 平成19年05月14日

アクリル系樹脂塗装／両面アクリル系樹脂含浸ガラス繊維不織布張／
グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社 福島県郡山市長者3-8-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1610 平成19年05月14日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／硬鋼線入ポリエチレンテレフタレ
ートフィルム裏張／グラスウール板 有限会社ASU 群馬県多野郡吉井町矢田461-

1 (一財)建材試験センター NM-1609 平成19年05月14日

アルミニウム合金はく・ポリエチレンテレフタレートフィルム張／硬
鋼線入ポリエステル系不織布裏張／グラスウール板 有限会社ASU 群馬県多野郡吉井町矢田461-

1 (一財)建材試験センター NM-1608 平成19年05月14日

アクリル樹脂系塗装ポリエチレン系樹脂充てん薄葉紙張／両面ガラス
繊維ネット入酸化マグネシウム板 株式会社三和不燃ボード工業 福岡県筑後市溝口762-1 (一財)建材試験センター NM-1607 平成19年05月14日

押出法ポリスチレンフォーム保温材裏張／繊維混入けい酸カルシウム
板 株式会社カネカ 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 NM-1606 平成19年05月14日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／普通紙裏張／両面薄葉紙張アルミ
ニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社万代商事 大阪府松原市阿保2丁目309-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1664 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 山栄産業株式会社 福岡県大川市中古賀1048-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1663 平成19年04月20日

樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラ
ス質複層板 北三株式会社 東京都江東区新木場1丁目7番

6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1662 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社ダイショウ 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富

691-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1661 平成19年04月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 丸孝天然木化粧合板株式会社 東京都足立区鹿浜4丁目6番15

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1660 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社近藤化工 新潟市逢谷内6-8-29 (一財)日本建築総合試験所 NM-1659 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社清水化粧合板 大阪府堺市美原町阿弥435-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1658 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 マルヤス化粧合板製作所 大阪市東住吉区今川8-9-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-1657 平成19年04月20日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社酒見展業 福岡県大川市榎津86-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1656 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 ナショナルベニヤ株式会社 愛知県名古屋市中川区東起町

2丁目43 (一財)日本建築総合試験所 NM-1655 平成19年04月20日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板

髙島屋スペースクリエイツ株
式会社

東京都中央区日本橋茅場町2-
12-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-1654 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 宮坂家具工芸株式会社 京都市西京区嵐山内田町25番

地の4 (一財)日本建築総合試験所 NM-1653 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 東洋突板工芸株式会社 福岡県大川市大字向島960番

地の1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1652 平成19年04月20日

天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層
板 株式会社トーノ 大阪市西成区長橋1丁目10番2

2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1651 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 三和合板株式会社 大阪市西成区岸里東1丁目5番

16号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1650 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 大三特殊合板株式会社 大阪市住之江区平林南2-4-68 (一財)日本建築総合試験所 NM-1649 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 大和ツキ板産業株式会社 広島県福山市御幸町中津原17

90-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1648 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 有限会社秋田ツキ板 東京都足立区皿沼1-13-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-1647 平成19年04月20日

樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラ
ス質複層板 宮崎木材工業株式会社 京都市中京区夷川通堺町西入

る絹屋町129 (一財)日本建築総合試験所 NM-1646 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 江間特殊工芸 静岡県藤枝市仮宿1602-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1645 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社うさみ 静岡市駿河区手越118番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1644 平成19年04月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

樹脂塗装天然木単板張／チタン紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムは
く張火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-1643 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 桑原化粧合板株式会社 東京都荒川区町屋6-29-14 (一財)日本建築総合試験所 NM-1642 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板

株式会社トーホーウッドワー
クス

埼玉県川口市前川町4丁目19
番地の10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1641 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 岡田銘木株式会社 名古屋市中川区山王3丁目3-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1640 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社シンエイ 大阪府富田林市別井186 (一財)日本建築総合試験所 NM-1639 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社シモヱ 広島県福山市駅家町万能倉30

5番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1638 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 アルボオル工業株式会社 新潟市木工新町372番地4 (一財)日本建築総合試験所 NM-1637 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社山崎商事 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2366 (一財)日本建築総合試験所 NM-1636 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 有限会社坂商会 岐阜県安八郡安八町西結1453 (一財)日本建築総合試験所 NM-1635 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社秀永 東京都荒川区町屋5-16-18-80

2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1634 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板

清水建設株式会社建築事業本
部 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1633 平成19年04月20日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 小坂特殊合板株式会社 石川県金沢市栗崎町5丁目14

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1632 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 広島銘木産業株式会社 広島県府中市栗柄町433-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1631 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5丁目24

番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1630 平成19年04月20日

樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張アルミニウ
ムはく張火山性ガラス質複層板 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 NM-1629 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 大伸産業株式会社 宮城県岩沼市空港南2-2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1628 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 丸玉産業株式会社 北海道網走郡津別町字新町7

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1627 平成19年04月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社コテラ商会 岐阜県各務原市那加西市場町

6-115 (一財)日本建築総合試験所 NM-1626 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／紙裏張／両面薄
葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社豊中産業 栃木県鹿沼市樅山町626-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1625 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／紙裏張／両面薄
葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社大阪化粧合板製作所 大阪府貝塚市二色南町2番10

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1624 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／チタン紙裏張／
両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-1623 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 大村産業株式会社 愛知県海部郡蟹江町鍋蓋中24

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1622 平成19年04月20日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／紙裏張／両面薄
葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5丁目24

番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1621 平成19年04月20日

樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／紙裏張／両面薄葉紙張アル
ミニウムはく張火山性ガラス質複層板 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 NM-1379 平成19年04月20日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／基材（不燃材料（金属板）
） 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-

16 (一財)建材試験センター NM-1600 平成19年04月06日

硫酸アンモニウム系薬剤処理／構造用合板 有限会社エー・ワイ・ケミカ
ル  (一財)ベターリビング NM-1596 平成19年04月06日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／両面両面樹脂塗装亜鉛め
っき鋼板 明正工業株式会社 東京都新宿区神楽坂2-16-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1592 平成19年04月06日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面両面ポリエステ
ル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 グランデックス株式会社 岐阜県関市富之保3712 (一財)日本建築総合試験所 NM-1591 平成19年04月06日

アクリル系樹脂処理ガラスクロス張／グラスウール保温板 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-1605 平成19年04月04日

アクリル系樹脂処理ガラスクロス張／グラスウール保温板 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-1604 平成19年04月04日

ポリビニルアルコール繊維混入／セメント板 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 NM-1603 平成19年04月04日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ヨコセ 栃木県宇都宮市二荒町5-12 (一財)建材試験センター NM-1602 平成19年04月04日

エチレン－酢酸ビニル共重合系樹脂混入水酸化アルミニウム板張／基
材（不燃材料（金属板）） 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-

16 (一財)建材試験センター NM-1601 平成19年04月04日

ガラス繊維入アルミニウム合金はく・ポリエステル系樹脂張合せシート張／
鋼線入アルミニウム合金はく・ポリエステル系樹脂張合せシート裏張／グラ
スウール板

デック・インターナショナル Ir Hanlostraat 18-22, Holland (一財)建材試験センター NM-1599 平成19年04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

ガラス繊維入アルミニウム合金はく・ポリエステル系樹脂張合せシート張／
ポリエステル樹脂系フィルム・鋼線入アルミニウム合金はく・ポリエステル
系樹脂張合せシート裏張／グラスウール板

デック・インターナショナル Ir Hanlostraat 18-22, Holland (一財)建材試験センター NM-1598 平成19年04月04日

硫酸アンモニウム系薬剤処理／構造用合板 有限会社エー・ワイ・ケミカ
ル  (一財)ベターリビング NM-1597 平成19年04月04日

硫酸アンモニウム系薬剤処理／ヒノキ板 有限会社エー・ワイ・ケミカ
ル  (一財)ベターリビング NM-1595 平成19年04月04日

硫酸アンモニウム系薬剤処理／スギ板 有限会社エー・ワイ・ケミカ
ル  (一財)ベターリビング NM-1594 平成19年04月04日

軽量骨材混入／セメントモルタル 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3-
21-25  清風ビル (一財)ベターリビング NM-1593 平成19年04月04日

表面酸化チタン系塗装／両面ポリふっ化ビニル樹脂系フィルム張／亜
鉛めっき鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12

（SAビル） (一財)建材試験センター NM-1590 平成19年04月04日

和紙系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） オーエヌオー株式会社 東京都町田市成瀬2606-237 (一財)建材試験センター NM-1589 平成19年04月04日

アクリル系樹脂塗装薄葉紙張／両面ボード用原紙張／けいそう土・ゼ
オライト混入せっこう板 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 NM-1583 平成19年04月04日

炭酸カルシウム混入／アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板
を除く）） 有限会社AEG 神奈川県伊勢原市石田712 (一財)建材試験センター NM-1582 平成19年04月04日

炭酸カルシウム混入／アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板
）） 有限会社AEG 神奈川県伊勢原市石田712 (一財)建材試験センター NM-1581 平成19年04月04日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／ポリエチレン樹脂系フィル
ム裏張／グラスウール

住友金属工業株式会社 東京都中央区晴海1-8-11
(一財)建材試験センター NM-1580 平成19年04月04日

株式会社マグ 東京都中央区日本橋本町4-8-
14

白セメント・消石灰混入けい藻土系塗材塗／基材（不燃材料（金属板
を除く）） 日本ケイソウ土建材株式会社 東京都府中市白糸台4-15-3 (一財)建材試験センター NM-1588 平成19年04月03日

けい藻土系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 日本ケイソウ土建材株式会社 東京都府中市白糸台4-15-3 (一財)建材試験センター NM-1587 平成19年04月03日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面ウレタン樹脂
系塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター NM-1586 平成19年04月03日

りん酸系薬剤処理／ほう砂・鉱物性粘土混入／木質チップ板 モリト株式会社 大阪市中央区南本町4-2-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-1585 平成19年04月03日

アクリル系樹脂塗装／けい酸カルシウム板 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1584 平成19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

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／積層両面薄葉紙
張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板

大日本インキ化学工業株式会
社 東京都板橋区坂下3丁目35-58 (一財)日本建築総合試験所 NM-1377 平成19年03月30日

樹脂塗装天然木単板張／積層両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性
ガラス質複層板 北三株式会社 東京都江東区新木場1丁目7番

6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1372 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／積層両面薄葉紙張アルミニウムは
く張火山性ガラス質複層板 株式会社シンエイ 大阪府富田林市別井186 (一財)日本建築総合試験所 NM-1371 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／積層両面薄葉紙張アルミニウムは
く張火山性ガラス質複層板 三和合板株式会社 大阪市西成区岸里東1丁目5番

16号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1370 平成19年03月30日

ポリエステル系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／積層両面薄
葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 九州アコン株式会社 福岡県太宰府市水城6丁目1番

7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1369 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／積層両面薄葉紙張アルミニウムは
く張火山性ガラス質複層板 恩加島木材工業株式会社 大阪市住之江区北加賀屋三丁

目五番十一号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1368 平成19年03月30日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／積層両面薄葉紙
張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社酒見展業 福岡県大川市榎津86-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1367 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／積層両面薄葉
紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 唐川木材工業株式会社 広島県府中市高木町235番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1366 平成19年03月30日

樹脂塗装天然木単板張／積層両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性
ガラス質複層板 アーム工業株式会社 北海道札幌市清田区美しが丘

4-10-3-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1365 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／積層両面薄葉
紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5丁目24

番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1364 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／積層両面薄葉紙張アルミニウムは
く張火山性ガラス質複層板 株式会社ダイショウ 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富

691-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1363 平成19年03月30日

樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／積層両面薄葉紙張アルミ
ニウムはく張火山性ガラス質複層板 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 NM-1362 平成19年03月30日

両面樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／積層両面薄葉紙張アル
ミニウムはく張火山性ガラス質複層板 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 NM-1360 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 丸玉産業株式会社 北海道網走郡津別町字新町7

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1359 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社コテラ商会 岐阜県各務原市那加西市場町

6-115 (一財)日本建築総合試験所 NM-1358 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 唐川木材工業株式会社 広島県府中市高木町235番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1355 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／紙裏張／両面薄
葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社豊中産業 栃木県鹿沼市樅山町626-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1352 平成19年03月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 大伸産業株式会社 宮城県岩沼市空港南2-2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1350 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 アーム工業株式会社 北海道札幌市清田区美しが丘

4-10-3-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1349 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／紙裏張／両面薄
葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社大阪化粧合板製作所 大阪府貝塚市二色南町2番10

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1348 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社正進 岐阜県山県市梅原2383 (一財)日本建築総合試験所 NM-1342 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／チタン紙裏張／
両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-1341 平成19年03月30日

アクリル系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1340 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 大村産業株式会社 愛知県海部郡蟹江町鍋蓋中24

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1335 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／紙裏張／両面薄
葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5丁目24

番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1334 平成19年03月30日

樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／紙裏張／両面薄葉紙張アル
ミニウムはく張火山性ガラス質複層板 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 NM-1333 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／普通紙裏張／両面薄葉紙張アルミ
ニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社万代商事 大阪府松原市阿保2丁目309-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1332 平成19年03月30日

樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラ
ス質複層板 北海道北三株式会社 北海道札幌市西区発寒7条11

丁目5-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-1330 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 唐川木材工業株式会社 広島県府中市高木町235番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1329 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社エビハラ 埼玉県春日部市豊野町2-16-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1328 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 山栄産業株式会社 福岡県大川市中古賀1048-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1327 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 戸本サンウッド株式会社 愛知県一宮市島崎1-10-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-1326 平成19年03月30日

樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラ
ス質複層板 北三株式会社 東京都江東区新木場1丁目7番

6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1325 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社ダイショウ 佐賀県佐賀市諸富町大字徳富

691-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1323 平成19年03月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 丸孝天然木化粧合板株式会社 東京都足立区鹿浜4丁目6番15

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1322 平成19年03月30日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社内外テクノス 埼玉県ふじみ野市亀久保1150 (一財)日本建築総合試験所 NM-1321 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社ニッタクス 東京都中央区東日本橋三丁目

三番七号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1320 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社近藤化工 新潟県新潟市逢谷内6-8-29 (一財)日本建築総合試験所 NM-1319 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社畠山銘木店 愛知県名古屋市中川区尾頭橋

1-6-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1318 平成19年03月30日

ポリエステル系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムは
く張火山性ガラス質複層板 アライ株式会社 北海道小樽市奥沢2丁目7番10

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1317 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 空知単板工業株式会社 北海道赤平市平岸西町3丁目 (一財)日本建築総合試験所 NM-1316 平成19年03月30日

樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラ
ス質複層板 アーム工業株式会社 北海道札幌市清田区美しが丘

4-10-3-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1315 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社清水化粧合板 大阪府堺市美原町阿弥435-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1314 平成19年03月30日

ポリエステル系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムは
く張火山性ガラス質複層板 九州アコン株式会社 福岡県太宰府市水城6丁目1番

7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1313 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 広葉樹合板株式会社 北海道旭川市永山町7丁目 (一財)日本建築総合試験所 NM-1312 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 マルヤス化粧合板製作所 大阪市東住吉区今川8-9-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-1311 平成19年03月30日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／両面薄葉紙張ア
ルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社酒見展業 福岡県大川市榎津86-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1310 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 ナショナルベニヤ株式会社 愛知県名古屋市中川区東起町

2丁目43番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1309 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社正進 岐阜県山県市梅原2383 (一財)日本建築総合試験所 NM-1308 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 細田木材工業株式会社 東京都江東区新木場2-15-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-1307 平成19年03月30日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板

髙島屋スペースクリエイツ株
式会社

東京都中央区日本橋茅場町2-
12-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-1306 平成19年03月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 九州マルフジ建材株式会社 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師

2208番地の3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1305 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 宮坂家具工芸株式会社 京都市西京区嵐山内田町25番

地の4 (一財)日本建築総合試験所 NM-1304 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社渡辺特殊合板 東京都江東区北砂5丁目17番3

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1303 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 東洋突板工芸株式会社 福岡県大川市大字向島960番

地の1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1301 平成19年03月30日

天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層
板 株式会社トーノ 大阪市西成区長橋1丁目10番2

2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1300 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 三和合板株式会社 大阪市西成区岸里東1丁目5番

16号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1299 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 大三特殊合板株式会社 大阪市住之江区平林南2-4-68 (一財)日本建築総合試験所 NM-1298 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 大和ツキ板産業株式会社 広島県福山市御幸町中津原17

90-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1297 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 札鶴ベニヤ株式会社 北海道斜里郡清里町札弦40番

地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1296 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 有限会社秋田ツキ板 東京都足立区皿沼1-13-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-1295 平成19年03月30日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社いずみ 名古屋市緑区鳴海町山下101-

10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1293 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 丸石銘木有限会社 秋田県能代市万町7番42号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1292 平成19年03月30日

樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラ
ス質複層板 宮崎木材工業株式会社 京都市中京区夷川通堺町西入

る絹屋町129 (一財)日本建築総合試験所 NM-1291 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 江間特殊工芸 静岡県藤枝市仮宿1602-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1288 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社うさみ 静岡県静岡市駿河区手越118

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1287 平成19年03月30日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板

株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所

岐阜県岐阜市高野町7丁目16
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1286 平成19年03月30日

樹脂塗装天然木単板張／チタン紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムは
く張火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-1285 平成19年03月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1284 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 桑原化粧合板株式会社 東京都荒川区町屋6-29-14 (一財)日本建築総合試験所 NM-1282 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板

株式会社トーホーウッドワー
クス

埼玉県川口市前川町4丁目19
番地の10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1281 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 岡田銘木株式会社 名古屋市中川区山王3丁目3-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1280 平成19年03月30日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社森祥化粧合板 京都市南区吉祥院新田弐ノ段

町87番地の2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1279 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社ヨコタ商会 東京都江東区新木場2-11-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1278 平成19年03月30日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 有限会社三敬銘材 岐阜県羽島郡笠松町米野字高

瀬788 (一財)日本建築総合試験所 NM-1277 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社シンエイ 大阪府富田林市別井186 (一財)日本建築総合試験所 NM-1276 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社シモヱ 広島県福山市駅家町万能倉30

5番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1275 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 アルボオル工業株式会社 新潟県新潟市木工新町372番

地4 (一財)日本建築総合試験所 NM-1274 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社山崎商事 静岡県静岡市葵区牧ヶ谷2366 (一財)日本建築総合試験所 NM-1273 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 恩加島木材工業株式会社 大阪市住之江区北加賀屋三丁

目五番十一号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1272 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 共和成産株式会社 静岡県藤枝市泉町20 (一財)日本建築総合試験所 NM-1271 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 有限会社坂商会 岐阜県安八郡安八町西結1453 (一財)日本建築総合試験所 NM-1270 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社鷲見化粧ベニヤ 岐阜県岐阜市曽我屋四丁目77

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1269 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 株式会社秀永 東京都荒川区町屋5-16-18-80

2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1268 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板

清水建設株式会社建築事業本
部 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1267 平成19年03月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 小坂特殊合板株式会社 石川県金沢市粟崎町5丁目14

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1266 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 広島銘木産業株式会社 広島県府中市栗柄町433-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1265 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 アオキアート工業株式会社 愛知県愛西市西保町南川原19

0 (一財)日本建築総合試験所 NM-1262 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 ユアサ建材工業株式会社 愛知県高浜市新田町3丁目1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1261 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 株式会社ニイダ 広島県安芸高田市吉田町吉田

1489-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-1260 平成19年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5丁目24

番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1259 平成19年03月30日

樹脂塗装天然木単板張／木質系化粧材裏張／両面薄葉紙張アルミニウ
ムはく張火山性ガラス質複層板 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 NM-1258 平成19年03月30日

ウレタン樹脂系塗装水酸化アルミニウム混抄紙裏張／塗装溶融55%ア
ルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 株式会社トーネツ 東京都千代田区神田錦町1-4

滝本ビル5F (一財)建材試験センター NM-1579 平成19年03月29日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／グラスウール板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)建材試験センター NM-1578 平成19年03月29日

樹脂塗装／ウレタン系樹脂インキ・普通紙張両面薄葉紙張アルミニウムはく
張／裏面両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィルム裏張ミディアムデンシティ
ファイバーボード張／火山性ガラス質複層板

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 NM-1577 平成19年03月29日

ペーパーコルゲートコア充てん／両面両面樹脂塗装鋼板 株式会社日本テクマ 大阪市北区中津1-18-8 (一財)日本建築総合試験所 NM-1576 平成19年03月29日

けい酸マグネシウム混抄紙 グランデックス株式会社 岐阜県関市富之保3712 (一財)日本建築総合試験所 NM-1575 平成19年03月29日

オレフィン樹脂系フィルム重張／不燃材料（鋼板） 株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1番地 (一財)ベターリビング NM-1574 平成19年03月29日

大理石粉混入石灰系塗材・けい砂混入アクリル樹脂系塗材塗／基材（
不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ニッシンイクス 山口県下松市平田443 (一財)建材試験センター NM-1570 平成19年03月15日

ガラスクロス入／酸化アルミニウム混入／酸化マグネシウム板 有限会社秋山工房 埼玉県入間市下藤沢1292-7 (一財)建材試験センター NM-1569 平成19年03月15日

ガラスクロス入／酸化アルミニウム混入／酸化マグネシウム板 株式会社藏本 栃木県鹿沼市下永野199 (一財)建材試験センター NM-1568 平成19年03月15日

両面天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス
質複層板 池内ベニヤ株式会社 北海道日高郡新ひだか町静内

木場町1-1-22 (一財)ベターリビング NM-1562 平成19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

パルプ混入／セメント板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-
7 (一財)ベターリビング NM-1561 平成19年03月15日

ポリエステル繊維系織物張／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボ
ードを除く）） 株式会社ケイテック 東京都豊島区巣鴨5-6-3 (一財)建材試験センター NM-1560 平成19年03月15日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗材塗ガラス繊維混抄紙張／基
材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター NM-1559 平成19年03月15日

エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂系塗装／ウッドパルプ・ポリエステ
ル系不織布張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社エイ・ディー・エイ 東京都渋谷区代々木4-27-25

フジビル25　8F (一財)建材試験センター NM-1558 平成19年03月15日

ポリエステルポリオール樹脂系塗装／天然木単板張／基材（不燃材料
（金属板）） 三和シヤッター工業株式会社 東京都新宿区西新宿2-1-1

新宿三井ビル52F (一財)建材試験センター NM-1557 平成19年03月15日

パルプ繊維混入／水酸化アルミニウム板 北越製紙株式会社 新潟県長岡市西蔵王3-5-1 (一財)建材試験センター NM-1556 平成19年03月15日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 べニックス株式会社 東京都中央区日本橋富沢町10-

16　MYARK　日本橋ビル5階 (一財)建材試験センター NM-1555 平成19年03月15日

炭酸カルシウム混入／酢酸ビニル－スチレン共重合樹脂系壁紙張／基
材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社村上工務店 兵庫県神戸市兵庫区三川口町

2-4-8 (一財)建材試験センター NM-1554 平成19年03月15日

表面酸化チタン系塗装・ポリ二ふっ化ビニル樹脂・アクリル樹脂系フィルム
張／裏面エポキシ樹脂系・ポリエステル樹脂系塗装・塩化ビニル樹脂系フィ
ルム張／亜鉛めっき鋼板

日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12（S
Aビル） (一財)建材試験センター NM-1553 平成19年03月15日

表面酸化チタン系塗装・ポリふっ化ビニル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ
樹脂系・ポリエステル樹脂系塗装・塩化ビニル樹脂系フィルム張／亜鉛めっ
き鋼板

日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12（S
Aビル） (一財)建材試験センター NM-1552 平成19年03月15日

ウレタン変成イソシアヌレートフォーム充てん／両面両面ポリエチレ
ン樹脂フィルム張紙融着アルミニウムはく 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 NM-1573 平成19年03月14日

両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

ラファージュルーフィング株
式会社

大阪市北区天神橋2丁目北2番
6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1572 平成19年03月14日

砂付ポリエステル系樹脂塗装／ポリエステル系樹脂裏面塗装／溶融55
%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

ラファージュルーフィング株
式会社

大阪市北区天神橋2丁目北2番
6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1571 平成19年03月14日

両面ボード用原紙張紙繊維混入せっこう板裏張／アクリル系樹脂塗装
／両面アクリル系樹脂含浸ガラス繊維不織布張／グラスウール保温板 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-1567 平成19年03月14日

両面ボード用原紙張紙繊維混入せっこう板裏張／アクリル系樹脂塗装
／両面アクリル系樹脂含浸ガラス繊維不織布張／グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社 福島県郡山市長者3-8-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1566 平成19年03月14日

水酸化アルミニウム混入ポリエチレン系樹脂充てん／両面溶融55%ア
ルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20

天王洲郵船ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-1565 平成19年03月14日

エチレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂
塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3-12-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1564 平成19年03月14日

127/454 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

変性メラミン樹脂含浸紙・変性ブチラール樹脂塗装アルミニウムはく・変性
フェノール樹脂含浸普通紙張／ポリエステル繊維・水酸化アルミニウム混入
変性アクリル系樹脂板

アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)日本建築総合試験所 NM-1563 平成19年03月14日

ガラスビーズ混入/ウレタン系樹脂・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装/
セルロース系繊維不織布張/不燃材料（金属板を除く） 富士工業株式会社 福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 NM-1551 平成19年03月14日

ポリエステル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 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 NM-1550 平成19年02月23日

ポリエステル系樹脂塗装・酢酸セルロース系インキ・チタン紙張／紙
裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 ユアサ建材工業株式会社 愛知県高浜市新田町3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1549 平成19年02月23日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 株式会社メント 愛媛県松山市堀江町甲953-1 (一財)建材試験センター NM-1548 平成19年02月23日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 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 NM-1547 平成19年02月23日

アクリル樹脂系塗装和紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 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 NM-1546 平成19年02月23日

ポリエチレン樹脂充てん／両面エポキシ系樹脂塗装アルミニウム合金
板 積水樹脂株式会社 大阪市北区西天満2-4-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-1544 平成19年02月23日

水酸化アルミニウム混入／ポリエチレン樹脂充てん／両面エポキシ系
樹脂裏面塗装ステンレス鋼板 積水樹脂株式会社 大阪市北区西天満2-4-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-1543 平成19年02月23日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン樹脂系板充てん／両面塗装アル
ミニウム合金板 大亞實業株式会社 大韓民国ソウル特別市永登浦

區汝矣島洞13-31 (一財)建材試験センター NM-1542 平成19年02月23日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン樹脂系板充てん／両面塗装アル
ミニウム合金板 白銀工業株式会社 山口県光市中央3-8-9 (一財)建材試験センター NM-1541 平成19年02月23日

ポリエステル系樹脂塗装・ウレタン系樹脂インキ・普通紙張／紙裏張
／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-1540 平成19年02月23日

アクリルウレタン系樹脂・エポキシ系樹脂塗装／不燃材料（金属板を
除く） 大日本塗料株式会社 大阪市此花区西九条6-1-124 (一財)日本建築総合試験所 NM-1538 平成19年02月23日

シラス系塗材塗／基材（不燃材料（金属板）） エスケーライフ株式会社 東京都千代田区内神田3-6-2
トリサクビル6F (一財)建材試験センター NM-1545 平成19年01月24日

水酸化アルミニウム混入エトリンガイト・硬質ウレタンフォーム吹付
／不燃材料（金属板に限る） 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 NM-1532 平成19年01月24日

水酸化アルミニウム混入エトリンガイト・硬質ウレタンフォーム吹付
／不燃材料（金属板に限る） 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 NM-1531 平成19年01月24日

水酸化アルミニウム混入エトリンガイト・硬質ウレタンフォーム吹付
／不燃材料（金属板を除く） 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 NM-1530 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

水酸化アルミニウム混入エトリンガイト・硬質ウレタンフォーム吹付
／不燃材料（金属板を除く） 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 NM-1529 平成19年01月24日

水酸化アルミニウム混入エトリンガイト・硬質ウレタンフォーム吹付
／不燃材料（金属板を除く） 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 NM-1528 平成19年01月24日

ほう砂・酸化ほう素系薬剤処理／きり板 株式会社有紀 福島県会津若松市町北町大字
上荒久田字宮下63 (一財)建材試験センター NM-1527 平成19年01月24日

水酸化アルミニウム混入リン酸金属塩板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)ベターリビング NM-1526 平成19年01月24日

水酸化アルミニウム混入リン酸金属塩板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)ベターリビング NM-1525 平成19年01月24日

アクリルウレタン樹脂・アクリル樹脂系塗装／両面薄葉紙張アルミニ
ウムはく張／火山性ガラス質複層板 寿工業株式会社 栃木県下都賀郡野木144番地 (一財)ベターリビング NM-1524 平成19年01月24日

アクリルウレタン樹脂・アクリル樹脂系塗装／両面薄葉紙張アルミニ
ウムはく張／火山性ガラス質複層板 寿工業株式会社 栃木県下都賀郡野木144番地 (一財)ベターリビング NM-1523 平成19年01月24日

両面施ゆう／セメントけい酸カルシウム板・ポリエステル系不織布張
／フェノールフォーム板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-

7 (一財)ベターリビング NM-1522 平成19年01月24日

両面ウレタン樹脂系塗装／無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 群馬県 群馬県前橋市大手町1-1-1 (一財)ベターリビング NM-1521 平成19年01月24日

両面ウレタン樹脂系塗装／無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 株式会社日本防災化学研究所 東京都江東区新木場2-6-4 (一財)ベターリビング NM-1520 平成19年01月24日

シラス系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） エスケーライフ株式会社 東京都千代田区内神田3-6-2
トリサクビル6階 (一財)建材試験センター NM-1519 平成19年01月24日

ケナフ繊維混入／けい藻土系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く
）） 株式会社EMMAX  (一財)建材試験センター NM-1518 平成19年01月24日

アクリル系樹脂塗装薄葉紙張／両面ボード用原紙張／けいそう土・ゼ
オライト混入せっこう板 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 NM-1451 平成19年01月24日

窒素りん系薬剤処理／ペーパーコア充てん／両面塗装亜鉛めっき鋼板 日本ファイリング建材株式会
社 東京都墨田区両国3-21-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1539 平成19年01月23日

パルプ・イルメナイト粉混入／セメント板 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 NM-1537 平成19年01月23日

ポリエステル樹脂系塗装紙張／パルプ混入水酸化アルミニウム板 株式会社千田悦三郎商店 愛知県名古屋市守山区小幡千
代田18-25 (一財)建材試験センター NM-1536 平成19年01月23日

ひる石混入エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装/セルロース系繊維不織布張
/不燃材料（金属板を除く） 富士工業株式会社 福井県福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 NM-1535 平成19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

炭酸カルシウム・パルプ粉混入/エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装/セル
ロース系繊維不織布張/不燃材料（金属板を除く） 富士工業株式会社 福井県福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 NM-1534 平成19年01月23日

水酸化アルミニウム混入エトリンガイト・硬質ウレタンフォーム吹付
／不燃材料（金属板に限る） 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 NM-1533 平成19年01月23日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装／溶
融亜鉛めっき鋼板 株式会社麒麟産業 151-31　Nonhyuon-dong,

Kangnam, Seoul, Korea (一財)建材試験センター NM-1517 平成19年01月10日

アクリル樹脂系塗装／両面ポリプロピレン繊維不織布・ガラス繊維ネ
ット入酸化マグネシウム板 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515 (一財)建材試験センター NM-1516 平成19年01月10日

両面樹脂塗装／火山性ガラス質複層板 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 NM-1515 平成19年01月10日

樹脂塗装／ウレタン系樹脂インキ・普通紙張両面薄葉紙張アルミニウ
ムはく張／紙裏張／火山性ガラス質複層板 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 NM-1514 平成19年01月10日

ポリエステル系樹脂塗装／ウレタン系樹脂インキ・紙張／不燃材料（
せっこうボード及び金属板を除く） 大村産業株式会社 愛知県海部郡蟹江町鍋蓋中24

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1513 平成19年01月10日

シリコーン系樹脂・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹
脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-1512 平成19年01月10日

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム裏張アルミニウムはく・ガラス糸・アル
ミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム張／裏面鋼線付・ポリエチ
レンテレフタレート樹脂フィルム裏張アルミニウムはく張／グラスウール保温板

アライ実業株式会社 大阪狭山市くみの木8丁目154
4-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1511 平成19年01月10日

フッ素系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料（金
属板を除く） 五洋建設株式会社 東京都文京区後楽2-2-8 (一財)日本建築総合試験所 NM-1510 平成19年01月10日

フッ素系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料（金
属板に限る） 五洋建設株式会社 東京都文京区後楽2-2-8 (一財)日本建築総合試験所 NM-1509 平成19年01月10日

ウレタン系樹脂塗装／ポリエステル系樹脂含浸印刷紙張／紙裏張／両
面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 有限会社徳正合板 山形県山形市立谷川2-895-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-1508 平成19年01月10日

ウレタン系樹脂塗装／ポリエステル系樹脂含浸印刷紙張／紙裏張／両
面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 有限会社徳正合板 山形県山形市立谷川2-895-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-1507 平成19年01月10日

アクリル系樹脂塗装／アクリルウレタン系樹脂インキ・天然木単板張
／アルミニウムはく壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社トーノ 大阪市阿倍野区美章園3-6-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1506 平成19年01月10日

アクリル系樹脂塗装／アクリルウレタン系樹脂インキ・天然木単板壁
紙張／不燃材料（金属板に限る） 株式会社トーノ 大阪市阿倍野区美章園3-6-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1505 平成19年01月10日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・普通紙・アルミニウムはく・普通紙張／両
面普通紙張ポリエチレン樹脂系フィルム裏張／パルプ混入けい酸カルシウム
板

北三株式会社 東京都江東区新木場1－7－6 (一財)建材試験センター NM-1502 平成19年01月09日

アクリル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋2-3-13 (一財)建材試験センター NM-1501 平成19年01月09日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

鋼線入アルミニウム合金はく・ポリエステル系樹脂張合せシート ガデリウス株式会社 東京都港区赤坂5－2－39 (一財)建材試験センター NM-1500 平成19年01月09日

鋼線入アルミニウム合金はく・ポリエステル系樹脂張合せシート デック・インターナショナル Ir Hanlostraat 18-22,Holland (一財)建材試験センター NM-1499 平成19年01月09日

両面薬剤処理ボード用原紙張／せっこう板 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 NM-1498 平成19年01月09日

両面樹脂塗装／含水ほう酸塩・無機りん酸塩系薬剤処理／スギ材 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5丁目24
番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1496 平成19年01月09日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面両面ポリエステ
ル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社JUNTEN 石川県小松市西軽海町二丁目

232番地1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1494 平成18年12月15日

アクリルウレタン系樹脂・アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂イン
キ／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） 玄々化学工業株式会社 愛知県津島市神守町字中ノ折

74 (一財)日本建築総合試験所 NM-1493 平成18年12月15日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張
火山性ガラス質複層板 イソライト建材株式会社 石川県七尾市奥原町下570番

地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1492 平成18年12月15日

両面シージングボード用原紙張／けいそう土・ゼネライト混入せっこ
う板 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 NM-1488 平成18年12月15日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1
聖路加タワー13F (一財)建材試験センター NM-1473 平成18年12月12日

ポリエステル系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ・紙張／紙裏張／両面
薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板 大村産業株式会社 愛知県海部郡蟹江町鍋蓋中24

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1504 平成18年12月05日

酢酸ビニル系樹脂塗装／木チップ炭粉体・酢酸ビニル系樹脂混入／セ
メント吹付／不燃材料（金属板に限る）

有限会社タカノ塗装工業 岡山県新見市金谷434-1
(一財)日本建築総合試験所 NM-1503 平成18年12月05日

有限会社ウッドリサイクル栄
和

岡山県新見市大佐田治部2806
-2

塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板に限る） アイカ工業株式会社 愛知県清須市新川町西堀江22
88番 (一財)日本建築総合試験所 NM-1497 平成18年12月05日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 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 NM-1487 平成18年11月16日

アクリル樹脂系フィルム張／裏面ポリエステル樹脂系塗装／めっき鋼
板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-1486 平成18年11月16日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6 (一財)建材試験センター NM-1485 平成18年11月16日

二酸化けい素系塗材塗／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボード
を除く）） 株式会社熊平製作所 広島県広島市南区字品東2-4-

34 (一財)建材試験センター NM-1484 平成18年11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

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-1483 平成18年11月16日

アクリルウレタン系樹脂・エポキシ系樹脂塗装／不燃材料（金属板に
限る） 大日本塗料株式会社 大阪市此花区西九条6－1－12

4 (一財)日本建築総合試験所 NM-1482 平成18年11月16日

けい酸アルミニウム系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 環境対策技研株式会社 東京都新宿区高田馬場3-37-1
アルトビル6階 (一財)建材試験センター NM-1481 平成18年11月08日

酢酸ビニル系樹脂エマルション塗装／水酸化アルミニウム含浸ボード用
原紙張／ボード用原紙裏張／けいそう土・ゼオライト混入せっこう板 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 NM-1480 平成18年11月08日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料（せっこうボード及び金属板
を除く） アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 NM-1495 平成18年11月07日

ウレタン系樹脂塗装／ポリプロピレン系樹脂フィルム・ウレタン系樹脂イン
キ・ポリプロピレン系樹脂フィルム張／不燃材料（せっこうボード及び金属
板を除く）

株式会社オカノ 大阪市生野区巽中2-24-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-1491 平成18年11月07日

アクリルウレタン系樹脂塗装／ジアリルフタレート系樹脂含浸印刷チ
タン紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社キョーテック 京都市下京区中堂寺庄ノ内町

39 (一財)日本建築総合試験所 NM-1490 平成18年11月07日

アクリルウレタン系樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鉄はく張／不燃材料（
金属板を除く） 株式会社キョーテック 京都市下京区中堂寺庄ノ内町

39 (一財)日本建築総合試験所 NM-1489 平成18年11月07日

紙系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社歴清社 広島県広島市西区三篠町3－2
0－4 (一財)建材試験センター NM-1476 平成18年10月26日

ポリエステル樹脂系塗装あなあき電気亜鉛めっき鋼板・ガラス繊維不
織布張／グラスウール保温板

日本ハンター・ダグラス株式
会社

東京都品川区東大井2-13-8
ケイヒン東大井ビル2F (一財)建材試験センター NM-1475 平成18年10月26日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋2-3-13 (一財)建材試験センター NM-1474 平成18年10月26日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社ヨコセ 栃木県宇都宮市二荒町5－12 (一財)建材試験センター NM-1472 平成18年10月26日

パーライト混入／セメント板 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3
－21－25　清風ビル (一財)建材試験センター NM-1471 平成18年10月26日

ポリエチレン樹脂系フォーム裏張／アルミニウム合金板 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2－2－
3 (一財)建材試験センター NM-1470 平成18年10月26日

ウレタン樹脂系塗装／塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 株式会社マティーニ 群馬県高崎市山名町797－5 (一財)建材試験センター NM-1469 平成18年10月26日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／基材（不燃材料） ニチバン株式会社 東京都文京区関口2－3－3
目白坂STビル (一財)建材試験センター NM-1467 平成18年10月19日

無機質系化合物混入アクリル樹脂系塗装／不燃材料 株式会社Le-com 兵庫県神戸市中央区北長挟通
2－6－6　ヤナセビル302号室 (一財)ベターリビング NM-1463 平成18年10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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） ニチバン株式会社 東京都文京区関口2－3－3
目白坂STビル (一財)建材試験センター NM-1461 平成18年10月19日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区永田町2－12
－14 (一財)建材試験センター NM-1460 平成18年10月19日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8－1
聖路加タワー13F (一財)建材試験センター NM-1459 平成18年10月19日

ポリエステル繊維系織物・グラスウール保温板張／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 有限会社デザインリンク 東京都港区高輪1－26－18－4

04 (一財)建材試験センター NM-1462 平成18年10月12日

アクリル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料） 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 NM-1466 平成18年10月02日

アクリル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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 NM-1465 平成18年10月02日

セルロース系繊維混入／けい酸ナトリウム系塗材塗／基材（不燃材料
（金属板）） 株式会社フジヤマ 新潟県新潟市寺尾台1－1－20 (一財)建材試験センター NM-1479 平成18年09月29日

酢酸ビニル系樹脂塗装／木チップ炭粉体・酢酸ビニル系樹脂混入／セ
メント吹付／不燃材料（金属板を除く）

有限会社タカノ塗装工業 岡山県新見市金谷434-1
(一財)日本建築総合試験所 NM-1478 平成18年09月25日

有限会社ウッドリサイクル栄
和

岡山県新見市大佐田治部2806
－2

ポリエチレン樹脂系フォーム裏張／塗装／亜鉛めっき鋼板 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2－1－1
新宿三井ビル (一財)建材試験センター NM-1477 平成18年09月25日

ポリエステル系樹脂塗装・ウレタン系樹脂インキ・普通紙張／両面普通紙張
ポリエチレン樹脂フィルム裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性
ガラス質複層板

アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-1454 平成18年09月25日

ポリエステル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・普通紙張／両面ウ
レタン系樹脂塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)日本建築総合試験所 NM-1453 平成18年09月25日

アクリル系樹脂塗装／ニトロセルロース系樹脂インキ・アクリル系樹脂
含浸普通紙張／両面ウレタン系樹脂塗装繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288 (一財)日本建築総合試験所 NM-1452 平成18年09月25日

ウレタン系樹脂塗装／ウレタン系樹脂インキ・普通紙張両面薄葉紙張アルミ
ニウムはく張／両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィルム裏張／火山性ガラス
質複層板

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 NM-1448 平成18年09月25日

ポリエステル系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ・チタン紙張／両面普通紙張
ポリエチレン樹脂フィルム裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガ
ラス質複層板

大村産業株式会社 愛知県海部郡蟹江町鍋蓋中24 (一財)日本建築総合試験所 NM-1446 平成18年09月25日

アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・ポリエチレン系樹脂塗
装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2－33

－1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1438 平成18年09月25日

両面酢酸ビニル系樹脂塗装／パーライト混入ロックウール板 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 NM-1436 平成18年09月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面酢酸ビニル系樹脂塗装／パーライト混入ロックウール板 西日本ダイケンプロダクツ株
式会社 岡山県岡山市海岸通2－5－8 (一財)日本建築総合試験所 NM-1436 平成18年09月25日

臭素系薬剤処理ポリエステル繊維織物・グラスウール保温板張／酢ビ
樹脂系塗装火山性ガラス質複層板 株式会社タナハシ 大阪市中央区本町4-5-15 (一財)日本建築総合試験所 NM-1433 平成18年09月25日

ポリエステル系樹脂塗装・酢酸セルロース系インキ・チタン紙張／両面普通
紙張ポリエチレン樹脂フィルム裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火
山性ガラス質複層板

ユアサ建材工業株式会社 愛知県高浜市新田町3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1432 平成18年09月25日

アルミニウム合金はく張／ガラスクロス 株式会社ジャパンアイビック 千葉県千葉市花見川区作新台
5－4－1 (一財)建材試験センター NM-1458 平成18年09月21日

ウレタン樹脂系フィルム・アクリル樹脂系フィルム張／両面塩化ビニ
ル樹脂系塗装／ガラスクロス 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2－1－

6 (一財)建材試験センター NM-1457 平成18年09月21日

パルプ繊維・木材チップ板裏張／はり合せアルミニウムはく 株式会社大林組 東京都港区港南2－15－2 (一財)建材試験センター NM-1456 平成18年09月21日

パルプ繊維板裏張／はり合せアルミニウムはく 株式会社大林組 東京都港区港南2－15－2 (一財)建材試験センター NM-1455 平成18年09月21日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニルアクリル系樹
脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花

面85 (一財)日本建築総合試験所 NM-1450 平成18年09月21日

エチレンテトラフルオロエチレン樹脂フィルム・ポリエステル系樹脂
フィルム張／電気亜鉛めっき鋼板 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 NM-1449 平成18年09月21日

アクリル樹脂系塗装／プレスセメントがわら 井桁スレート株式会社 埼玉県熊谷市見晴町300 (一財)ベターリビング NM-1464 平成18年09月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板・両面薄葉紙張アルミニウムはく張／
不燃材料（金属板を除く） 株式会社シンエイ 大阪府富田林市大字別井186 (一財)日本建築総合試験所 NM-1447 平成18年09月11日

ポリエステル樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張／ポリエ
ステル・エポキシ樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 日鐵建材工業株式會社 東京都江東区木場2－17－12

SAビル (一財)建材試験センター NM-1445 平成18年09月11日

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 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 NM-1444 平成18年09月11日

アルミニウムハニカムコア充てん／両面ポリエステル系塗装溶融亜鉛
めっき鋼板 清水建設株式会社 東京都港区芝浦1－2－3 (一財)ベターリビング NM-1443 平成18年09月11日

炭酸カルシウム混入／アクリル樹脂系塗材塗／基材（不燃材料（金属
板を除く）） 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区三の丸3

－21－25　清風ビル (一財)建材試験センター NM-1442 平成18年09月11日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面両面ポリエステ
ル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板

Nippon
Panel（Thailand）Co.,Ltd. Thailand (一財)日本建築総合試験所 NM-1417 平成18年09月11日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／裏面エポキシ系樹脂塗装／アルミニウ
ム合金板 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 NM-1441 平成18年08月17日

134/454 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

メラミン系樹脂処理チタン混抄紙張／メラミン系樹脂処理クラフト紙裏張／
メラミン系樹脂・水酸化アルミニウム混入炭酸カルシウム系塗装メラミン系
樹脂処理ガラス繊維不織布板

タキロン株式会社 大阪市中央区安土町2－2－13
大阪国際ビル (一財)建材試験センター NM-1440 平成18年08月17日

ポリエステル樹脂系フィルム張／裏面エポキシ樹脂系塗装／めっき鋼
板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区4番町2－12 (一財)建材試験センター NM-1439 平成18年08月17日

アクリルウレタン系樹脂・アクリル系樹脂塗装／不燃材料（せっこう
ボード及び金属板を除く） 丸菱油化工業株式会社 大阪市北区堂島浜1－2－6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1437 平成18年08月17日

ウレタン系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／不燃材料 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩本45 (一財)日本建築総合試験所 NM-1431 平成18年08月17日

両面アクリル系樹脂塗装／火山性ガラス質複層板
大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1q

(一財)日本建築総合試験所 NM-1435 平成18年07月21日
西日本ダイケンプロダクツ株
式会社 岡山県岡山市海岸通2-5-8

ガラスクロス張／グラスウール保温板 富士樹脂加工株式会社 尼崎市塚口本町7-14-33 (一財)日本建築総合試験所 NM-1434 平成18年07月21日

けい酸塩系混入／チタン酸アルミニウム板 オーセラ株式会社 大阪市中央区内本町2－1－19 (一財)日本建築総合試験所 NM-1430 平成18年07月21日

ほう酸系薬剤処理／ウール繊維・レーヨン繊維混合フェルト 丸新フエルト紡織株式会社 東京都荒川区西日暮里2-6-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-1429 平成18年07月21日

シリカ混入／アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）
） 大日技研工業株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

14-14　こうしんビル8F (一財)建材試験センター NM-1428 平成18年07月21日

シリカ混入／アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）
） 大日技研工業株式会社 東京都中央区日本橋人形町2-

14-14　こうしんビル8F (一財)建材試験センター NM-1427 平成18年07月21日

シリコーン樹脂系塗装／不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く
） 中国塗料株式会社 東京都千代田区内幸町2-1-1 (一財)ベターリビング NM-1426 平成18年07月21日

エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂系塗装・ポリビニルアルコール系塗
装／不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く）

ニチアス株式会社建材事業本
部  (一財)ベターリビング NM-1425 平成18年07月21日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／木材 有限会社木材難燃化学 東京都江東区新木場2-6-3 (一財)ベターリビング NM-1424 平成18年07月21日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／木材 株式会社日本防災化学研究所 東京都江東区新木場2-6-4 (一財)ベターリビング NM-1423 平成18年07月21日

オレフィン樹脂系フィルム重張／不燃材料（金属板及びせっこうボー
ドを除く） 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)ベターリビング NM-1422 平成18年07月21日

オレフィン樹脂系フィルム重張／不燃材料（鋼板） 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)ベターリビング NM-1421 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

ポリエステル系フィルム挿入／グラスウール保温板 昭和電線デバイステクノロジ
ー株式会社

神奈川県川崎市川崎区小田栄
2-1-1 (一財)ベターリビング NM-1420 平成18年07月21日

ポリエステル系樹脂塗装／裏面両面薄葉紙張アルミニウムはく張／天然木単
板張／ガラスクロス裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス
質複層板

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)日本建築総合試験所 NM-1419 平成18年07月21日

ポリエステル系樹脂塗装／裏面両面薄葉紙張アルミニウムはく張／天然木単
板張／ガラスクロス裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス
質複層板

新明興産業株式会社 茨城県結城市若宮8-43 (一財)日本建築総合試験所 NM-1418 平成18年07月21日

グラスウール保温板充てん／両面アクリル系樹脂不織布裏張塩化ビニ
ル系樹脂シート・せっこうボード裏張塗装亜鉛めっき鋼板 ヤマハ株式会社 静岡県浜松市中沢町10-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1416 平成18年07月21日

アクリル・ウレタン系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合樹脂フィルム
・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板
を除く）

株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1415 平成18年07月21日

ポリエステル系樹脂塗装／裏面両面薄葉紙張アルミニウムはく張／天然木単
板張／ガラスクロス裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス
質複層板

フクビ化学工業株式会社 福井市三十八社町33-36 (一財)日本建築総合試験所 NM-1403 平成18年07月21日

ポリエステル系樹脂塗装／裏面両面薄葉紙張アルミニウムはく張／天然木単
板張／ガラスクロス裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス
質複層板

アーム工業株式会社 北海道札幌市清田区美しが丘
4-10-3-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1402 平成18年07月21日

シラス混入／セメント系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社高千穂
神奈川県横浜市西区みなとみら
い2-2-1
横浜ランドマークタワー9階

(一財)建材試験センター NM-1414 平成18年07月18日

ふっ素アクリル樹脂系・ふっ素樹脂系塗装／ふっ素アクリル樹脂系裏
面塗装／両面ふっ素樹脂系塗装ガラス繊維クロス 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 NM-1413 平成18年07月18日

ふっ素アクリル樹脂系・ふっ素樹脂系塗装／ふっ素アクリル樹脂系裏
面塗装／両面ふっ素樹脂系塗装ガラス繊維クロス 平岡織染株式会社 東京都大東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-1412 平成18年07月18日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィル
ム裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-1411 平成18年07月18日

ポリプロピレン系フィルム張／両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィル
ム裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-1410 平成18年07月18日

アクリルメラミン樹脂系塗装アルミニウムはく張ガラス繊維クロス張／アク
リル酸エステル共重体樹脂系裏面塗／酸化ポリアクリロニトリル系耐炎化繊
維フェルト

フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773 (一財)建材試験センター NM-1409 平成18年07月18日

両面エポキシ系樹脂塗装／パルプ・ポリプロピレン樹脂繊維混入／セ
メント板 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)日本建築総合試験所 NM-1408 平成18年07月18日

ジアリルフタレート系樹脂含浸印刷チタン紙・両面薄葉紙張アルミニウムは
く張／ジアリルフタレート系樹脂含浸チタン紙裏張／火山性ガラス質複層板 富士高分子株式会社 京都府城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1407 平成18年07月18日

ジアリルフタレート系樹脂含浸印刷チタン紙・両面薄葉紙張アルミニウムは
く張／ジアリルフタレート系樹脂含浸チタン紙裏張／火山性ガラス質複層板 株式会社キョーテック 京都市下京区中堂寺庄ノ内町

39 (一財)日本建築総合試験所 NM-1406 平成18年07月18日

ジアリルフタレート系樹脂含浸印刷チタン紙・両面薄葉紙張アルミニウムは
く張／ジアリルフタレート系樹脂含浸チタン紙裏張／火山性ガラス質複層板 ダイソー株式会社 大阪市西区江戸堀1-10-8 (一財)日本建築総合試験所 NM-1405 平成18年07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

ジアリルフタレート系樹脂含浸印刷チタン紙・両面薄葉紙張アルミニウムは
く張／ジアリルフタレート系樹脂含浸チタン紙裏張／火山性ガラス質複層板 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 NM-1404 平成18年07月18日

ウレタン系樹脂塗装／りん酸系薬剤処理／ヒノキ集成材 宮崎木材工業株式会社 京都市中京区夷川通堺町西入
る絹屋通129 (一財)日本建築総合試験所 NM-1401 平成18年07月18日

不飽和ポリエステル系樹脂・エポキシアクリレート系樹脂塗装／両面
ウレタン系樹脂塗装繊維混入けい酸カルシウム板 角田工業株式会社 愛知県一宮市明知南茱之木10

-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1400 平成18年07月18日

アルミニウムはく裏張／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗
装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-1399 平成18年07月18日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装溶融
亜鉛めっき鋼板 株式会社エコテック 静岡県静岡市駿河区西脇405-

1 (一財)建材試験センター NM-1398 平成18年07月18日

ガラス繊維糸入ポリエチレンテレフタレート系フィルム張／硬鋼線ポ
リエチレンテレフタレート系フィルム裏張／グラスウール保温板 株式会社紀繁 東京都千代田区岩本町1－10

－3 (一財)建材試験センター NM-1397 平成18年06月21日

ウレタン樹脂系フィルム・アクリル樹脂系フィルム張／基材（不燃材
料（金属板）） 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2－1－

6 (一財)建材試験センター NM-1396 平成18年06月21日

ガラス繊維ネット入／酸化アルミニウム混入／酸化マグネシウム板 ボーマン美術装飾株式会社 大阪府守口市桃町14－4 (一財)建材試験センター NM-1395 平成18年06月21日

酸化マグネシウム・二酸化けい素繊維系フェルト 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 NM-1394 平成18年06月21日

エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂系塗装・ポリビニルアルコール系塗
装／不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く）

ニチアス株式会社建材事業本
部  (一財)ベターリビング NM-1393 平成18年05月16日

シリコーン系ゴム入／継合せ溶融亜鉛めっき鋼板 富士空調工業株式会社 埼玉県鴻巣市松原1－1－12 (一財)建材試験センター NM-1392 平成18年05月16日

けい砂混入／けいそう土塗材塗／不燃材料（金属板を除く）

インターネットハーバー株式
会社 東京都新宿区西新宿1-19-8

(一財)日本建築総合試験所 NM-1391 平成18年05月16日
デポ株式会社 千葉県千葉市緑区あすみが丘

6－6－3

アクリル系樹脂インキ・エチレンメタクリル酸共重合樹脂壁紙張／不
燃材料（金属板を除く） 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1390 平成18年05月16日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ポリエステル繊維不織布裏張／ガラ
ス繊維フェルト 中川産業株式会社 愛知県西春日井郡師勝町大字

高田寺字東の川19 (一財)建材試験センター NM-1389 平成18年05月16日

アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・ポリエステル樹脂セル
ロース混紡不織布張／不燃材料（金属板を除く） 有限会社わ 東京都港区南青山3－15－17 (一財)日本建築総合試験所 NM-1388 平成18年05月16日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） 有限会社わ 東京都港区南青山3－15－17 (一財)日本建築総合試験所 NM-1387 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

アクリル系樹脂塗装／ポリエステル系樹脂フィルム・薄葉紙張ポリエステル
系樹脂フィルム裏張アルミニウムはく張／両面普通紙ポリエチレン樹脂フィ
ルム裏張／火山性ガラス質複層板

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 NM-1386 平成18年05月16日

アクリルウレタン系樹脂塗装／不燃材料（金属板を除く） 友美工業株式会社 岡山県岡山市郡3012番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1385 平成18年05月16日

アクリル系樹脂塗装／りん窒素系薬剤処理ポリエステル系樹脂繊維織
物壁紙張／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） エリモ工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字兎並

小字船屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1384 平成18年05月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1383 平成18年05月16日

アルミニウムはく蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・ポリエチ
レン樹脂フィルム・イソシアヌレートフォーム裏張／アクリル系樹脂・ポリ
エステル系樹脂塗装／アルミニウム合金板

信和日動化学工業株式会社 福井県丹生郡越前町朝日24－
1－1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1382 平成18年05月16日

顔料・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社コンバートコミュニ
ケーションズ 大阪市西区南堀江4-14-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1381 平成18年05月16日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム裏張普
通紙・ウレタンフォーム裏張／塗装／亜鉛めっき鋼板 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 NM-1376 平成18年04月13日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社セラーズ 埼玉県さいたま市浦和区岸町
1-12-12 (一財)建材試験センター NM-1375 平成18年04月13日

パルプ・炭酸カルシウム混入／セメント板 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 NM-1374 平成18年04月13日

アクリルウレタン樹脂・エチレン-
酢酸ビニル共重合樹脂系壁紙張／基材（不燃材料） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-1373 平成18年04月13日

グアニジン系薬剤処理楮紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 有限会社アルファ・ドゥー 東京都中央区新富町1-9-9
新富3Tビル1F (一財)ベターリビング NM-1257 平成18年04月13日

オレフィン樹脂系フィルム重張／繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1番地 (一財)ベターリビング NM-1256 平成18年04月13日

消石灰質系塗材塗・セメント系塗材塗／不燃材料（金属板を除く） 日本プラスター株式会社 栃木県佐野市宮下町7-8 (一財)ベターリビング NM-1255 平成18年04月12日

エチレンビニルアルコール共重合樹脂系フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 東リ株式会社 兵庫県伊丹市東有岡5-125 (一財)日本建築総合試験所 NM-1254 平成18年03月30日

エチレンビニルアルコール共重合樹脂系フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1253 平成18年03月30日

アクリル系樹脂塗装／ガラスクロス入／けい砂混入アクリル系樹脂板
張／不燃材料（金属板を除く） エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-1252 平成18年03月30日

りん酸系薬剤処理／欧州アカマツ材 有限会社シンセイ・テクノ・
トラスト

愛知県名古屋市東区東外堀町
20番地の3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1251 平成18年03月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

りん酸系薬剤処理／欧州アカマツ材 株式会社丸七ヒダ川ウッド 岐阜県加茂郡七宗町中麻生78
1番地の3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1250 平成18年03月30日

アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／不燃材料（
金属板を除く） 有限会社わ 東京都港区南青山3-15-17 (一財)日本建築総合試験所 NM-1249 平成18年03月30日

アクリルウレタン系樹脂塗装ジアリルフタレート系樹脂含浸印刷チタン
紙張／ジアリルフタレート系樹脂含浸紙裏張／パルプ混入セメント板 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)日本建築総合試験所 NM-1248 平成18年03月30日

ポリエステル繊維系ネット・レーヨン繊維系フェルト張／グラスウー
ル保温板 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 NM-1247 平成18年03月30日

ニトロセルロース系樹脂塗装天然木単板・アルミニウムはく裏張紙壁
紙張／不燃材料 株式会社森祥化粧合板 京都府京都市南区吉祥院新田

弐ノ段町87番地の2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1246 平成18年03月30日

フェノールフォーム充てん／スチレンブタジエン系樹脂塗装ポリエステル不
織布裏張／ポリエステル不織布裏張両面けい酸質系塗装パルプ・ガラス繊維
混入けい酸マグネシウム板

旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-1245 平成18年03月30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 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 NM-1244 平成18年03月30日

パルプ・非晶質シリカ混入消石灰系塗装／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 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 NM-1243 平成18年03月30日

パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-1242 平成18年03月30日

アクリル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） ニチバン株式会社 東京都文京区関口2-3-3
目白坂STビル (一財)建材試験センター NM-1241 平成18年03月27日

パルプ・けい砂混入／セメント板 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 NM-1240 平成18年03月27日

シリカ・アクリル樹脂系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3-
21-25　清風ビル (一財)建材試験センター NM-1239 平成18年03月02日

アクリルウレタン系樹脂塗装ジアリルフタレート系樹脂含浸印刷チタン
紙張／ジアリルフタレート系樹脂含浸紙裏張／パルプ混入セメント板 株式会社キョーテック 京都府京都市下京区中堂寺庄

ノ内町39 (一財)日本建築総合試験所 NM-1238 平成18年03月02日

アルミニウムはく融着ガラスクロス張／ガラス繊維フェルト イビケン株式会社 岐阜県大垣市河間町1-60 (一財)日本建築総合試験所 NM-1237 平成18年03月02日

活性炭粉混入消石灰系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 薬仙石灰株式会社 山口県美祢市伊佐町伊佐3362 (一財)建材試験センター NM-1236 平成18年03月02日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／硬鋼線入ポリエステル樹脂系不織布
裏張／グラスウール保温板 株式会社フカガワ 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)建材試験センター NM-1235 平成18年03月02日

両面アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／ポリスチレンフォーム
粒混入フェノール系樹脂・水酸化アルミニウム板 株式会社イノテックス 東京都豊島区駒込1-10-13-70

2 (一財)建材試験センター NM-1234 平成18年02月20日

139/454 トップページに戻る



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

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ビニルエステル樹脂系塗装／ガラスクロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-1233 平成18年02月20日

ガラス繊維混入／水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム板 フラマシステム株式会社 東京都千代田区神田美土代町
9番地　日経タイプビル (一財)建材試験センター NM-1232 平成18年02月20日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／基材（不燃材料） ニチバン株式会社 東京都文京区関口2-3-3
目白坂STビル (一財)建材試験センター NM-1231 平成18年02月20日

ウレタン樹脂系フィルム・アクリル樹脂系フィルム張／基材（不燃材
料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-1230 平成18年02月20日

ポリエチレン樹脂系気泡状コア充てん／両面エポキシ樹脂系塗装アル
ミニウム合金はく 有限会社ヨシダプランニング 愛知県豊川市市田町御所ヶ谷

津9-1 (一財)建材試験センター NM-1229 平成18年02月20日

せっこうボード裏張／アクリル系樹脂塗装／ポリエチレンテレフタレ
ート樹脂フィルム張／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 コクヨファニチャー株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1228 平成18年02月15日

ポリプロピレン樹脂・シリコーン系樹脂混入／炭素繊維フェルト 日本グラスファイバー工業株
式会社

愛知県江南市五明町石橋18番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1227 平成18年02月15日

両面ポリエステル系塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／ロックウール保温板 清水建設株式会社 東京都港区芝浦1丁目2番3号 (一財)ベターリビング NM-1226 平成18年02月15日

ハロゲン系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張／ガラス繊維不織
布張／不燃材料（金属板に限る） 株式会社川島織物 京都府京都市左京区静市市原

町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-1225 平成18年02月15日

ハロゲン系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張／防錆鉄筋入セメ
ントけい酸カルシウム板 株式会社川島織物 京都府京都市左京区静市市原

町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-1224 平成18年02月15日

塩化ビニル系樹脂・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁
紙張／不燃材料（金属板を除く） スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市緑区三室21

83-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1223 平成18年02月15日

両面アクリル系樹脂・アクリル塩化ビニル系共重合樹脂塗装／ウレタ
ン系樹脂含浸ガラス繊維クロス 株式会社フォトクラフト社 大阪府大阪市淀川区宮原2-14

-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-1222 平成18年02月15日

両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 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 NM-1221 平成18年02月15日

両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 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 NM-1220 平成18年02月15日

両面アクリル系樹脂塗装ウレタン系樹脂インキ普通紙張／積層両面薄
葉紙張アルミニウムはく・火山性ガラス質複層板 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 NM-1219 平成18年02月15日

アルミニウム箔・ポリエステル系フィルム張／アルミニウム蒸着ポリ
エステル系フィルム重裏張／グラスウール板 合資会社エスコ・マテリアル 東京都荒川区東日暮里5-51-7 (一財)ベターリビング NM-1218 平成18年02月15日

パルプ・せっこう混入／けい酸カルシウム板 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1-1-26 (一財)ベターリビング NM-1217 平成18年02月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ポリエチレン樹脂フィルム張／ロックウール板

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 NM-1216 平成18年02月06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 東京都港区芝大門1-10-17

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

両面ポリエステル繊維不織布張／酸化マグネシウム系板 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 NM-1215 平成18年02月06日

ポリエステル樹脂系塗装／電気亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード 森ビル株式会社 東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー (一財)建材試験センター NM-1214 平成18年01月23日

ポリアミド樹脂系繊維植毛／塗装亜鉛めっき鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-1213 平成18年01月23日

ふっ素樹脂系フィルム張／両面ふっ素樹脂系塗装ガラスクロス 株式会社トニー 神奈川県大和市林間1-3-17
第二大銀ビル3-B (一財)建材試験センター NM-1212 平成18年01月23日

ほうろう鋼板張／溶融亜鉛めっき鋼板裏張／せっこうボード タカラスタンダード株式会社 大阪府大阪市城東区鴫野東1-
2-1 (一財)建材試験センター NM-1211 平成18年01月23日

両面ガラス繊維ネット入／セメント板 株式会社加取 山梨県南都留郡富士河口湖町
船津7518 (一財)建材試験センター NM-1210 平成18年01月23日

アクリル樹脂系塗装／アルミニウムはく・フェノールフォーム裏張／
アルミニウム合金板 フクビ化学工業株式会社 福井県福井市三十八社33-66 (一財)建材試験センター NM-1209 平成18年01月23日

シリコーン系樹脂塗装／和紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社上山製紙所 福井県越前市大滝町24号22番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1208 平成18年01月19日

ポリエステル不織布張／ロックウール繊維板 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3-4-5
お茶の水ビル703 (一財)建材試験センター NM-1207 平成18年01月19日

水酸化アルミニウム混入／ニトリル-
エチレンプロピレン共重合ゴム系発泡板張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社ジャパンアイビック 千葉県千葉市花見川区作新台

5-4-1 (一財)建材試験センター NM-1206 平成18年01月19日

セメント系塗材塗／基材（不燃材料） 岡本産業株式会社 北海道石狩市樽川91-3 (一財)建材試験センター NM-1205 平成18年01月19日

イソシアヌレートフォーム保温板充てん／両面シリコーン・ポリエス
テル系樹脂塗装／ガルバニウム鋼板 株式会社西友 東京都豊島区東池袋3-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1204 平成18年01月19日

ウレタン系樹脂塗装／薄葉紙裏張ウレタン系樹脂インキ・普通紙・両面薄葉
紙張アルミニウムはく張／両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィルム裏張／火
山性ガラス質複層板

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 NM-1203 平成18年01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

アクリル系樹脂塗装／天然木単板・両面薄葉紙張アルミニウムはく張
／天然木単板裏張／火山性ガラス質複層板 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 NM-1202 平成18年01月05日

ナイロン樹脂線入溶融亜鉛めっき鋼板・両面ポリエチレン樹脂フィルム張ポ
リエチレン樹脂繊維・ポリエステル樹脂フィルム裏張／アルミニウムはく フジモリ産業株式会社

東京都品川区東五反田2-17-1　
オーバルコート大崎マークウエ
スト9F

(一財)日本建築総合試験所 NM-1201 平成18年01月05日

ポリエチレン樹脂フィルム裏張アルミニウムはく蒸着ガラスクロス張ロ
ックウールシート張／ポリエステル不織布裏張ロックウールフェルト 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 NM-1200 平成18年01月05日

ポリエチレン樹脂フィルム裏張アルミニウムはく蒸着ガラスクロス張ロ
ックウールシート張／ポリエステル不織布裏張ロックウールフェルト 因幡電機産業株式会社 大阪府大阪市西区立売堀4-11

-14 (一財)日本建築総合試験所 NM-1199 平成18年01月05日

合成樹脂エマルション・セメント混入／ロックウール板

太平洋マテリアル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-8-
15

(一財)日本建築総合試験所 NM-1198 平成18年01月05日株式会社ロックウール断熱協
会

神奈川県川崎市高津区宇奈根
716

日本ロックウール株式会社 東京都港区芝大門1-10-17

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／ポリエチレン樹脂系フィルム裏張
酸化チタン混抄紙裏張／繊維混入けい酸カルシウム板 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 NM-1197 平成18年01月05日

オレフィン樹脂系フォーム裏張／塗装溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板 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 NM-1196 平成18年01月05日

アクリルシリコーン樹脂系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）
） 株式会社アクアシステム 神奈川県相模原市田名6139番

地1 (一財)建材試験センター NM-1195 平成18年01月05日

アクリルシリコーン樹脂系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）
） 株式会社日進産業 東京都板橋区中台1-56-3 (一財)建材試験センター NM-1194 平成18年01月05日

アクリル系樹脂塗装／両面アクリル系樹脂インキ・ジアリルフタレート系樹
脂含浸紙張／水酸化アルミニウム・ジアリルフタレート系樹脂含浸ガラス繊
維不織布積層板

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4-
2-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-1193 平成17年12月19日

セルロース繊維系壁紙張／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボー
ドを除く）） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター NM-1192 平成17年12月19日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／鋼線入アルミニウム合金は
く・ポリエチレンテレフタレートフィルム裏張／グラスウール保温板 富士空調工業株式会社 埼玉県鴻巣市松原1-1-12 (一財)建材試験センター NM-1191 平成17年12月19日

メラミン系樹脂処理酸化チタン混抄紙張／メラミン系樹脂処理クラフト紙裏
張／両面メラミン系樹脂・水酸化アルミニウム混入炭酸カルシウム塗装ガラ
ス繊維不織布板

日本デコラックス株式会社 愛知県丹羽郡扶桑町柏森字前
屋敷10番地 (一財)建材試験センター NM-1190 平成17年12月19日

ポリエステル樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張／エポキ
シ樹脂系裏面塗装／電気亜鉛めっき鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2-12 (一財)建材試験センター NM-1189 平成17年12月19日

でん粉系樹脂混入／風化造礁サンゴ砂塗材塗／不燃材料（金属板を除
く） 中外産業株式会社 大阪府池田市神田3-14-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-1188 平成17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

アルミニウムハニカムコア充てん／両面硫酸アンモニウム系薬剤処理
／構造用合板裏張／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20

天王洲郵船ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-1187 平成17年12月13日

ポリスチレンフォーム保温板充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
天王洲郵船ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-1186 平成17年12月13日

天然木単板・有機りん酸系薬剤処理普通紙壁紙張／不燃材料（金属板
及びせっこうボードを除く） 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3-1-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1185 平成17年12月13日

ウレタン系樹脂塗装／セルロース系樹脂インキ・紙壁紙張／不燃材料
（金属板及びせっこうボードを除く） アオキアート工業株式会社 愛知県愛西市西保町南川原19

0 (一財)日本建築総合試験所 NM-1184 平成17年12月13日

ポリエチレン樹脂フィルム張／ナイロン樹脂線入溶融亜鉛めっき鋼板・ポリ
エチレン樹脂フィルム・ポリエステル樹脂フィルム裏張／グラスウール保温
板

フジモリ産業株式会社
東京都品川区東五反田2-17-1　
オーバルコート大崎マークウエ
スト9F

(一財)日本建築総合試験所 NM-1183 平成17年12月13日

ポリエステル系樹脂フィルム張天然木単板・両面薄葉紙張アルミニウムはく
張／両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィルム裏張／火山性ガラス質複層板 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 NM-1182 平成17年12月13日

アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス パラマウント硝子工業株式会
社 福島県郡山市長者3-8-1 (一財)建材試験センター NM-1181 平成17年12月01日

ポリエステル繊維系織物張／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボ
ードを除く）） 株式会社ケイテック 東京都文京区千石4-45-14 (一財)建材試験センター NM-1180 平成17年12月01日

けい砂混入／アクリル樹脂系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く
）） 株式会社フレスコジャパン 東京都世田谷区新町3-23-2 (一財)建材試験センター NM-1179 平成17年12月01日

オルガノポリシロキサン樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板及びせ
っこうボードを除く）） 恒和化学工業株式会社 東京都大田区平和島6-1-1

東京流通センタービル9F (一財)建材試験センター NM-1178 平成17年12月01日

アクリル樹脂系塗装／塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 株式会社大同 福岡県福岡市東区社領2-7-12 (一財)建材試験センター NM-1177 平成17年12月01日

段ボール充てん／両面段ボール用ライナ裏張／ニトロセルロース系樹
脂塗装／アルミニウムはく

株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1-12
-19

(一財)日本建築総合試験所 NM-1176 平成17年12月01日レンゴー株式会社 大阪府大阪市北区中之島2-2-
7

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1-25-1

りん酸系薬剤処理／ポリエステル樹脂繊維織物張／不燃材料（金属板
を除く） 株式会社塗装館エス・エス 石川県金沢市千木1丁目75番

地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1175 平成17年11月28日

アクリル樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社創建 東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル17F (一財)ベターリビング NM-1174 平成17年11月28日

アクリル樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社創建 東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル17F (一財)ベターリビング NM-1173 平成17年11月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社創建 東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル17F (一財)ベターリビング NM-1172 平成17年11月28日

アクリル樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社創建 東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル17F (一財)ベターリビング NM-1171 平成17年11月28日

アクリル樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社創建 東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル17F (一財)ベターリビング NM-1170 平成17年11月28日

両面ポリエステル系塗装溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板張／ロックウール保温板 岐阜折版工業株式会社 岐阜県羽島郡岐南町平成1丁

目68番地 (一財)ベターリビング NM-1169 平成17年11月28日

アルミニウム蒸着ポリエステル系フィルム張／アルミニウム蒸着ポリ
エステル系フィルム重裏張／グラスウール板 合資会社エスコ・マテリアル 東京都荒川区東日暮里5-51-7 (一財)ベターリビング NM-1168 平成17年11月28日

ハロゲン系薬剤処理／ポリエステル繊維織物壁紙張／不燃材料（金属
板を除く） 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1167 平成17年11月28日

アクリル樹脂系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） ブライトン株式会社 東京都品川区西五反田8-2-12
フラッツ増沢2F (一財)建材試験センター NM-1166 平成17年11月28日

アクリル樹脂系塗装／溶融亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード 株式会社稲葉製作所 東京都大田区矢口2-5-25 (一財)建材試験センター NM-1165 平成17年11月28日

セピオライト・パルプ混入／セメント板 日本板硝子環境アメニティ株
式会社

東京都港区港南3-8-1
森永乳業港南ビル (一財)建材試験センター NM-1164 平成17年11月28日

酸化チタン混入／アクリルシリコーン樹脂系塗装／両面塩化ビニル樹
脂系塗装ガラスクロス 太陽工業株式会社 大阪府大阪市淀川区木川東4-

8-4 (一財)建材試験センター NM-1163 平成17年11月28日

酸化チタン混入／アクリルシリコーン樹脂系塗装／両面塩化ビニル樹
脂系塗装ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1-21-7 (一財)建材試験センター NM-1162 平成17年11月28日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） 株式会社トーエイ 東京都墨田区東向島2-30-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1161 平成17年11月28日

アクリル系樹脂塗装／グリコールエーテル系樹脂インキ・ウレタン系
樹脂・塩化ビニル系樹脂フィルム壁紙／不燃材料（金属板を除く） ユニオンケミカー株式会社 大阪府枚方市招提田近3-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1160 平成17年11月28日

フッ素系樹脂フィルム・ウレタン系樹脂フィルム張／両面フッ素系樹
脂塗装／ガラス繊維クロス 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1158 平成17年11月28日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板・両面薄葉紙張アルミニウムはく張／
両面普通紙張ポリエチレン樹脂フィルム裏張／火山性ガラス質複層板 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 NM-1157 平成17年11月28日

ポリエステル系樹脂フィルム・両面薄葉紙張アルミニウムはく張／両
面普通紙張ポリエチレン樹脂フィルム裏張／火山性ガラス質複層板 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 NM-1156 平成17年11月28日

アルミニウムハニカムコア充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装アル
ミニウム合金板・酸化マグネシウム板

株式会社住軽日軽エンジニア
リング 東京都江東区亀戸2-35-13 (一財)建材試験センター NM-1155 平成17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

アクリル系樹脂塗装／普通紙裏張／パルプ混入セメント板 日光化成株式会社 大阪府大阪市北区大淀北1-6-
41 (一財)日本建築総合試験所 NM-1154 平成17年11月04日

ポリエステル繊維系織物・ガラス繊維フェルト張／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)建材試験センター NM-1153 平成17年10月25日

ロックウール保温材充てん／両面塗装／亜鉛めっき鋼板 株式会社フリーザーシステム 福岡県嘉穂郡庄内町大字有安
958-5 (一財)建材試験センター NM-1152 平成17年10月25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 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
天王洲郵船ビル (一財)建材試験センター NM-1151 平成17年10月25日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／ロックウール板 日本アーバン株式会社 東京都墨田区石原1-22-10 (一財)建材試験センター NM-1150 平成17年10月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 日本ビニル工業株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦
和5-3-20 (一財)建材試験センター NM-1149 平成17年10月20日

鉱物系骨材混入／アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除
く）） コンフォート株式会社 東京都港区白金台3-2-10

白金台ビル8F (一財)建材試験センター NM-1148 平成17年10月20日

ゼオライト混入／木繊セメント板 神戸不燃板工業株式会社 兵庫県三木市志染町三津田37
1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1147 平成17年10月20日

ポリプロピレン樹脂フィルム・ウレタン系樹脂インキ・天然木単板・
アルミニウムはく・ポリエステル樹脂フィルム張／不燃材料 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1146 平成17年10月20日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／スギ材 有限会社イムノバックス・ジ
ャパン 東京都新宿区納戸町33-401 (一財)日本建築総合試験所 NM-1145 平成17年10月14日

和紙系紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） ながはる株式会社 東京都新宿区西落合1-30-22
長春ビル (一財)建材試験センター NM-1144 平成17年10月14日

和紙系紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） ながはる株式会社 東京都新宿区西落合1-30-22
長春ビル (一財)建材試験センター NM-1143 平成17年10月14日

ほう砂・ほう酸系薬剤処理／すぎ板 有限会社エヌ設計エンジニア
リング

神奈川県横浜市南区南太田2-
19-14 (一財)建材試験センター NM-1142 平成17年10月14日

ポリ乳酸系フィルム・アクリル系樹脂インキ・普通紙壁紙張／不燃材
料（金属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1141 平成17年10月14日

アクリル系樹脂インキ・ポリ乳酸系フィルム・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1140 平成17年10月14日

アクリル系樹脂塗装薄葉紙張／両面シージングボード用原紙張／繊維
混入せっこう板 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 NM-1139 平成17年10月14日

角波状亜鉛めっき鋼板充てん／両面ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛
めっき鋼板 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 NM-1138 平成17年10月14日

145/454 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

角波状亜鉛めっき鋼板充てん／両面ポリエチレンテレフタレート樹脂塗装／
塩化ビニル樹脂フィルム張／裏面エポキシ系樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 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 NM-1137 平成17年10月14日

せっこうボード裏張／ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 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 NM-1136 平成17年10月14日

せっこうボード裏張／ポリエチレンテレフタレート樹脂塗装／塩化ビ
ニル樹脂フィルム張／裏面エポキシ系樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 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 NM-1135 平成17年10月14日

ウレタン系樹脂塗装／アクリルウレタン系樹脂含浸ウレタン系樹脂インキ・
チタン紙張薄葉紙裏張アルミニウムはく張／普通紙・ポリエチレン樹脂フィ
ルム・普通紙裏張／火山性ガラス質複層板

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 NM-1134 平成17年10月14日

ジアリルフタレート系樹脂含浸ウレタン系樹脂インキ・チタン紙・両面薄葉
紙張アルミニウムはく張／ジアリルフタレート系樹脂含浸チタン紙裏張／火
山性ガラス質複層板

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 NM-1133 平成17年10月14日

消石灰系仕上塗材塗／不燃材料（金属板を除く） 株式会社樫野 大阪府大阪市北区曽根崎新地
2-5-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-1132 平成17年10月14日

発泡ガラス板 ニッタイ工業株式会社 愛知県知多郡武豊町大字冨貴
字黒山1-9 (一財)日本建築総合試験所 NM-1131 平成17年10月14日

発泡ガラス板 大榮産業株式会社 愛知県名古屋市中村区本陣通
4-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-1130 平成17年10月14日

ポリエチレン系樹脂製気泡シート充てん／両面アルミニウムはく プレイリーホームズ株式会社 愛知県名古屋市東区東大曽根
町29-11　共栄ビル2F (一財)日本建築総合試験所 NM-1129 平成17年10月14日

酢酸ビニル系樹脂塗装／不燃材料（金属板を除く） 大同塗料株式会社 大阪府大阪市淀川区三津屋北
2-14-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-1128 平成17年10月14日

アクリル系樹脂・変成シリコーン系樹脂塗装／不燃材料（金属板を除
く） 大同塗料株式会社 大阪府大阪市淀川区三津屋北

2-14-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-1127 平成17年10月14日

パルプ混入セメント板裏張／アクリル・シリコーン系樹脂塗装冷間圧
延ステンレス鋼板 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2-10-60 (一財)日本建築総合試験所 NM-1126 平成17年10月14日

アルミニウムハニカムコア充てん／両面両面塗装冷間圧延鋼板 株式会社ダン・タクマ 東京都狛江市岩戸北3-12-16 (一財)日本建築総合試験所 NM-1125 平成17年10月14日

両面ボード用原紙張せっこう板充てん／両面両面塗装冷間圧延鋼板 株式会社ダン・タクマ 東京都狛江市岩戸北3-12-16 (一財)日本建築総合試験所 NM-1124 平成17年10月14日

ポリエステル繊維不織布・耐アルカリガラス繊維ネット張フェノール
フォーム保温板裏張／消石灰混入セメントモルタル板 富士セラ株式会社 京都府京都市上京区丸太町通

智恵光院下ル南主税町1050-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1123 平成17年10月14日

セルロース系織物壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 三光化学工業株式会社 岐阜県揖斐郡大野町黒野1018 (一財)日本建築総合試験所 NM-1122 平成17年10月14日

ガラス繊維ネット入／酸化マグネシウム混入／水酸化マグネシウム板 有限会社アート・ユニオン 東京都足立区小台2-5-1-1003 (一財)建材試験センター NM-1121 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

水酸化アルミニウム混入りん酸マグネシウム塩・ペーパーハニカムコ
ア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20

天王洲郵船ビル (一財)建材試験センター NM-1120 平成17年10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 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20
天王洲郵船ビル (一財)建材試験センター NM-1119 平成17年10月14日

ほうろう鋼板張／パルプ混入／けい酸カルシウム板 タカラスタンダード株式会社 大阪府大阪市城東区鴫野東1-
2-1 (一財)建材試験センター NM-1118 平成17年10月14日

ほうろう鋼板張／パルプ混入／けい酸カルシウム板 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 NM-1117 平成17年10月14日

施ゆうセメントけい酸カルシウム板張／パルプ混入／けい酸カルシウ
ム板

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 NM-1116 平成17年10月14日

アクリルシリコーン樹脂系塗装／ステンレス鋼板張／両面ポリプロピ
レン繊維不織布・ガラス繊維ネット入／酸化マグネシウム板 モモセ重工業株式会社 神奈川県秦野市曽屋1000番地 (一財)建材試験センター NM-1115 平成17年10月05日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・普通紙・アルミニウムはく・普通紙
張／火山性ガラス質複層板 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター NM-1114 平成17年10月05日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板系壁紙張／基材（不燃材料（金属板）
） 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター NM-1113 平成17年10月05日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／グラスウール断熱材 株式会社ワンワールド 東京都千代田区内神田1-8-11
東京保井ビル3階 (一財)建材試験センター NM-1112 平成17年10月05日

ジアリルフタレート系樹脂処理チタン混抄紙張／基材（不燃材料（金
属板及びせっこうボードを除く）） 岡山積水工業株式会社 岡山県岡山市古都宿210 (一財)建材試験センター NM-1111 平成17年10月05日

ポリエチレン樹脂系壁紙張／基材（不燃材料） 竹野株式会社 埼玉県南埼玉郡菖蒲町新堀77
6 (一財)建材試験センター NM-1110 平成17年09月27日

ロックウール繊維混入／けい酸マグネシウム板 前澤工業株式会社 東京都中央区八重洲2-7-2
八重洲三井ビル (一財)建材試験センター NM-1109 平成17年09月27日

タルク・塩化ビニル樹脂混入／炭酸カルシウム板 株式会社JSP 東京都千代田区丸の内3-4-2
新日石ビル (一財)建材試験センター NM-1108 平成17年09月27日

けい藻土混入紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社スワン 石川県金沢市専光寺ヲ193 (一財)建材試験センター NM-1107 平成17年09月27日

シリコーン樹脂系・エポキシ樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板及
びせっこうボードを除く）） 日本特殊塗料株式会社 東京都北区王子5-16-7 (一財)建材試験センター NM-1106 平成17年09月27日

けい砂・けい酸塩鉱石・けい藻土混入／粘土質系塗材塗／不燃材料（
金属板を除く） 株式会社C-PRO 奈良県奈良市秋篠町1405-3 (一財)ベターリビング NM-1105 平成17年09月27日

オレフィン樹脂系フィルム重張／不燃材料（鋼板以外の金属板及びせ
っこうボードを除く） 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1番地 (一財)ベターリビング NM-1104 平成17年09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

ポリ乳酸系フィルム・アクリル系樹脂インキ・けい藻土混入紙壁紙張
／不燃材料（金属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩本45番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1103 平成17年09月27日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原
3777 (一財)建材試験センター NM-1102 平成17年09月27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 株式会社フリーザーシステム 福岡県嘉穂郡庄内町大字有安
958-5 (一財)建材試験センター NM-1101 平成17年09月27日

ポリカーボネート系樹脂フィルム・アクリル系樹脂フィルム張／エポ
キシ系樹脂裏面塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 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 NM-1100 平成17年09月12日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／スギ材 株式会社電弘 長野県長野市高田431-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1099 平成17年09月12日

ウレタン系樹脂塗装／りん酸系薬剤処理／ヒノキ材 宮﨑木材工業株式会社 京都府京都市右京区太秦下角
田町5 (一財)日本建築総合試験所 NM-1098 平成17年09月12日

両面ポリエステル系不織布張ポリイソシアヌレートフォーム充てん／
両面両面エポキシ系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 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 NM-1097 平成17年09月12日

塩化ビニル・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／
不燃材料（金属板を除く） 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1-13-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1096 平成17年09月01日

エチレン・ビニルアルコール共重合体樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル
系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1-13-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-1095 平成17年09月01日

水酸化マグネシウム混入／ポリエチレン系樹脂板充てん／ポリエステル系
樹脂塗装アルミニウム合金板裏張／フッ素系樹脂塗装アルミニウム合金板 弘星産業株式會■ 忠淸北道槐山郡槐山邑東部里

58-14 (一財)日本建築総合試験所 NM-1094 平成17年09月01日

オルガノポリシロキサン系樹脂塗装／けい藻土混入／セメント板 日光化成株式会社 大阪府大阪市北区大淀北1-6-
41 (一財)日本建築総合試験所 NM-1093 平成17年09月01日

炭酸カルシウム・けい藻土系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く
）） 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3

丁目21番25号　清風ビル (一財)建材試験センター NM-1092 平成17年08月26日

セルロース繊維混入／炭酸カルシウム系塗材塗／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 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 NM-1091 平成17年08月26日

フッ素系樹脂フィルム・アクリル系樹脂フィルム・ポリプロピレン系
樹脂フィルム壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 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)日本建築総合試験所 NM-1090 平成17年08月26日

酸化カルシウム・二酸化けい素系繊維フェルト 新日化サーマルセラミックス
株式会社

東京都品川区西五反田7-21-1
1　第2TOCビル2F (一財)建材試験センター NM-1089 平成17年08月16日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ヨコセ 栃木県宇都宮市二荒町5-12 (一財)建材試験センター NM-1088 平成17年08月16日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ヨコセ 栃木県宇都宮市二荒町5-12 (一財)建材試験センター NM-1087 平成17年08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

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／硬鋼線入ポリエステル系不織布裏
張／グラスウール保温板 有限会社ASU 群馬県甘楽郡甘楽町白倉1533

-3 (一財)建材試験センター NM-1086 平成17年08月16日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／繊維混入スラグせっこう板 ニチハ富士テック株式会社 静岡県富士市久沢145-1 (一財)建材試験センター NM-1085 平成17年08月16日

ガラス繊維ネット・ポリエチレンテレフタレート系フィルム張／硬鋼線
入ポリエチレンテレフタレート系フィルム裏張／グラスウール保温板 株式会社フカガワ 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)建材試験センター NM-1084 平成17年08月16日

フェノールフォーム充てん／無機質系混抄シート裏張／ガラス繊維不
織布裏張アクリル系樹脂塗装アルミニウムはく 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28

九段ファーストプレイス (一財)日本建築総合試験所 NM-1083 平成17年08月11日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-1082 平成17年08月11日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム裏張普
通紙・ウレタンフォーム裏張／塗装／亜鉛めっき鋼板 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 NM-1081 平成17年08月11日

両面ポリエステル樹脂系塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード ナイテックス株式会社 東京都江東区扇橋3-9-1 (一財)建材試験センター NM-1080 平成17年08月11日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面ポリエステル樹脂系塗
装溶融亜鉛めっき鋼板 ナイテックス株式会社 東京都江東区扇橋3-9-1 (一財)建材試験センター NM-1079 平成17年08月11日

けい酸カルシウム系粉・無機質系繊維混入／ポルトランドセメント板 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋2-12-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-1078 平成17年08月11日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系
樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社トーエイ 東京都墨田区京島1-39-1-120 (一財)日本建築総合試験所 NM-1077 平成17年08月11日

両面ポリエステル系樹脂フィルム・アルミニウムはく張ポリエステル系樹脂
ネット張／鋼線・ポリエステル樹脂フィルム重裏張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-1076 平成17年08月11日

プロピレン・エチレン共重合体複合フィルム張／溶融亜鉛めっき鋼板
・ポリエステル樹脂フィルム重裏張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-1075 平成17年08月11日

アクリル系樹脂塗装／両面ボード用原紙張／硫酸バリウム混入せっこ
う板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1

新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-1074 平成17年08月11日

シリコーン系樹脂塗装／耐アルカリガラス繊維・パーライト混入／セ
メント板 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 NM-1073 平成17年08月11日

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩
化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1071 平成17年08月11日

アクリル樹脂系塗装紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社カラーワークス 神奈川県大和市下鶴間2294-1 (一財)建材試験センター NM-1070 平成17年08月11日

エチレンテトラフルオロエチレン樹脂フィルム・ポリエステル系樹脂
フィルム張／電気亜鉛めっき鋼板 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 NM-1069 平成17年08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

ウレタン樹脂系塗装／オレフィン樹脂系フィルム張／不燃材料（鋼板
） 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2丁

目4番4号 (一財)ベターリビング NM-1068 平成17年08月08日

アクリル樹脂系フィルム張／不燃材料（鋼板） 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2丁
目4番4号 (一財)ベターリビング NM-1067 平成17年08月08日

アルミニウムはく・ポリエステル樹脂系フィルム張／硬鋼線入ポリエ
ステル樹脂系フィルム裏張／グラスウール保温板 新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷2-4 (一財)建材試験センター NM-1066 平成17年08月08日

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・パルプ不織
布壁紙張／不燃材料（金属板を除く） ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑4丁目15番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1065 平成17年08月08日

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・パルプ不織
布壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 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 NM-1064 平成17年08月08日

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・パルプ不織
布壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 NM-1063 平成17年08月08日

ウレタン系樹脂塗装／ポリプロピレン系樹脂フィルム・ウレタン系樹脂
インキ・ポリプロピレン系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板に限る） 株式会社オカノ  (一財)日本建築総合試験所 NM-1072 平成17年07月25日

炭酸カルシウム・けい砂混入／アクリル系樹脂塗材塗／不燃材料（金
属板を除く） 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1062 平成17年07月25日

けい藻土混入／酸化マグネシウム系塗材塗／不燃材料（金属板を除く
） アトピッコハウス株式会社 神奈川県横浜市中区野毛町2-

90-308 (一財)日本建築総合試験所 NM-1061 平成17年07月25日

けい藻土混入／酸化マグネシウム系塗材塗／不燃材料（金属板を除く
） 日本スタッコ株式会社 滋賀県湖南市石部口3-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1060 平成17年07月25日

両面天然木単板張／けい酸カルシウム板 イソライト建材株式会社 石川県七尾市奥原町下570番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1059 平成17年07月25日

両面アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ・けい酸カルシウム混入／
セメント板

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 NM-1058 平成17年07月25日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・普通紙張／アルミニウム合金板 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター NM-1057 平成17年07月25日

酢酸ビニル-エチレン共重合樹脂系塗装／木材チップ混入紙壁紙張／基材（不
燃材料（金属板を除く）） ターナー色彩株式会社 大阪府大阪市淀川区三津屋北

2丁目15番7号 (一財)建材試験センター NM-1056 平成17年07月25日

酢酸ビニル-エチレン共重合樹脂系塗装／木材チップ混入紙壁紙張／基材（不
燃材料（金属板を除く）） 日本ルナファーザー株式会社 東京都港区高輪4-24-58

アパートメンツ33 (一財)建材試験センター NM-1055 平成17年07月25日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／両面フッ素系樹脂塗装アルミ
ニウム合金板 弘星産業株式會■ 忠淸北道槐山郡槐山邑東部里

58-14 (一財)日本建築総合試験所 NM-1054 平成17年07月13日

ポリエステル系樹脂インキ・塗工紙張／両面ボード用原紙張せっこう
板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1

新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-1053 平成17年07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

せっこうボード裏張／ポリエステル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹
脂裏面塗装／電気亜鉛めっき鋼板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市東区今福東1-4-

12 (一財)日本建築総合試験所 NM-1052 平成17年07月13日

アクリル系樹脂塗装／両面ボード用原紙張／炭入せっこう板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-1051 平成17年07月13日

両面ウレタン系樹脂塗装／りん酸系薬剤処理／ヒノキ集成材 株式会社ヨコタニ 奈良県桜井市大字桜井125-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-1050 平成17年07月13日

張合せアルミニウムはく 株式会社カワイ 神奈川県相模原市南橋本4-2-
17 (一財)建材試験センター NM-1049 平成17年07月13日

せっこうボード裏張／エポキシ変性メラミン系樹脂塗装電気亜鉛めっ
き鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-1048 平成17年07月13日

両面ボード用原紙張せっこう板裏張／エポキシ変性メラミン系樹脂塗
装溶融亜鉛めっき鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-1047 平成17年07月13日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-1046 平成17年07月11日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1-13-10 (一財)建材試験センター NM-1045 平成17年07月11日

けい藻土混入／石灰系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 有限会社ライフアップ 石川県白山市宮原町5 (一財)建材試験センター NM-1044 平成17年07月11日

アクリルウレタン系樹脂フィルム・アクリルウレタン系樹脂インキ張
／不燃材料（せっこうボードを除く） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-1043 平成17年07月11日

アルミニウム合金はく・イソシアヌレートフォーム板裏張／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 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 NM-1042 平成17年07月11日

りん酸系薬剤塗装／セルロース系繊維不織布混入紙壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 山﨑内装工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字河原

小字中垣内50 (一財)日本建築総合試験所 NM-1041 平成17年07月11日

ビニロン繊維不織布張／両面ガラスクロス入酸化マグネシウム系板 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 NM-1040 平成17年07月06日

ポリエステル繊維系織物張／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボ
ードを除く）） 東和通商株式会社 東京都台東区台東1-11-3 (一財)建材試験センター NM-1039 平成17年07月06日

ポリエチレン系フィルム張／鋼線使用ポリアミド系フィルム裏張／グ
ラスウール板 株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江1丁

目12番19号 (一財)ベターリビング NM-1035 平成17年07月06日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市緑区三室21

83-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1038 平成17年06月30日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1037 平成17年06月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
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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

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1

聖路加タワー13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-1036 平成17年06月30日

エステル系樹脂フィルム・アクリル酢酸ビニル系樹脂インキ・エステ
ル系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1034 平成17年06月20日

ハロゲン系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張／ガラス繊維不織布張／
水酸化アルミニウム混入／ポリエチレン樹脂板充てん／両面フッ素系樹脂塗
装アルミニウム板

株式会社川島織物 京都府京都市左京区静市市原
町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-1033 平成17年06月20日

ポリエチレン樹脂フィルム張／ナイロン樹脂線入溶融亜鉛めっき鋼板
・ポリエステル樹脂不織布裏張／グラスウール保温板 フジモリ産業株式会社 東京都港区東新橋1-2-17 (一財)日本建築総合試験所 NM-1032 平成17年06月20日

アクリル樹脂系塗装／りん酸・ほう酸系薬剤処理すぎ板 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 NM-1031 平成17年06月20日

りん窒素系薬剤処理／すぎ板 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 NM-1029 平成17年06月20日

酸化アルミニウム・二酸化けい素系繊維フェルト 新日化サーマルセラミックス
株式会社

東京都品川区西五反田7-21-1
1　第2TOCビル2F (一財)建材試験センター NM-1028 平成17年06月20日

酸化カルシウム・二酸化けい素系繊維板 新日化サーマルセラミックス
株式会社

東京都品川区西五反田7-21-1
1　第2TOCビル2F (一財)建材試験センター NM-1027 平成17年06月20日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板）） ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四つ木2-16-1
4 (一財)建材試験センター NM-1026 平成17年06月20日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四つ木2-16-1
4 (一財)建材試験センター NM-1025 平成17年06月20日

アクリル系樹脂塗・オレフィン樹脂系フィルム張／オレフィン樹脂系
フィルム裏張／ガラスクロス 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2丁

目4番4号 (一財)ベターリビング NM-1024 平成17年06月02日

メラミン樹脂系塗装チタン紙張／けい酸カルシウム・酸化マグネシウ
ム板 大昭和ユニボード株式会社 宮城県岩沼市字吹上西111 (一財)建材試験センター NM-1023 平成17年06月02日

フェノールフォーム充てん／ポリエステル不織布裏張アルミニウムはく裏張
／ポリエステル不織布裏張両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

シラタカ工業株式会社 福井県福井市経田1-1201 (一財)日本建築総合試験所 NM-1022 平成17年05月18日

塩化ビニル樹脂系シート張／基材（不燃材料） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1021 平成17年05月18日

硬質ウレタンフォーム裏張／アルミニウムはく 東海ゴム工業株式会社 愛知県小牧市東3丁目1番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1020 平成17年05月18日

硬質ウレタンフォーム裏張／アクリル系樹脂塗装アルミニウム合金板 松下電工株式会社 門真市大字門真1048 (一財)日本建築総合試験所 NM-1019 平成17年05月18日

フェノールフォーム充てん／ポリスチレン系樹脂発泡板裏張／カラー
アルミ 佐川車体株式会社 静岡県富士市中丸9-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-1018 平成17年05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）
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリスチレンフォーム保温板裏張／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／両面ガラスクロス入酸化マグネシウム系板 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 NM-1017 平成17年05月18日

段ボール用中しん原紙ハニカムコア板充てん／両面両面塗装溶融亜鉛
めっき鋼板 株式会社イーケーシー 静岡県静岡市清水長崎585-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1016 平成17年05月18日

けい酸塩化合物系塗装／不燃材料 日本ビオス株式会社 兵庫県姫路市大津区恵美酒町
2-24-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-1015 平成17年05月18日

アクリル系樹脂塗装／ロックウール混入／せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928 (一財)日本建築総合試験所 NM-1014 平成17年05月18日

ほうろう鋼板張／アルミナ・シリカ系繊維混入／酸化アルミニウム板 タカラスタンダード株式会社 大阪府大阪市城東区鴫野東1-
2-1 (一財)建材試験センター NM-1013 平成17年05月18日

ポリスチレンフォーム粒混入／セメント板 大栄建材株式会社 埼玉県比企郡川島町八幡6-2 (一財)建材試験センター NM-1012 平成17年05月18日

アクリル樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系フィルム張／パルプ・けい
酸カルシウム混入セメント板 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515番地 (一財)建材試験センター NM-1011 平成17年05月18日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼
板

株式会社コマツパーティショ
ン 東京都杉並区桃井4-3-14 (一財)建材試験センター NM-1010 平成17年05月18日

変性メラミン樹脂含浸普通紙張変性メラミン樹脂含浸印刷チタン紙・変性オ
レフィン樹脂塗装アルミニウムはく・変性フェノール樹脂含浸普通紙張／ポ
リエステル繊維・水酸化アルミニウム混入変性アクリル系樹脂板

アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀
江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1009 平成17年05月18日

ウレタン系樹脂塗装／ポリプロピレン系樹脂フィルム・ウレタン系樹脂イン
キ・ポリプロピレン系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板及びせっこうボー
ドを除く）

凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-1008 平成17年05月18日

アクリル・ウレタン樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板及びせっこ
うボードを除く）） 和信化学工業株式会社 静岡県静岡市清水袖師町1460 (一財)建材試験センター NM-1007 平成17年05月18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 株式会社池内商店 兵庫県姫路市手柄1-25 (一財)建材試験センター NM-1006 平成17年05月18日

有機りん系薬剤処理レーヨン織物壁紙・亜鉛めっき鋼板張／基材（不
燃材料（金属板を除く）） 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸2丁

目7番18号 (一財)建材試験センター NM-1005 平成17年05月18日

アクリル系樹脂混入／ロックウール板 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 NM-1004 平成17年05月18日

フッ素系樹脂・アクリル系樹脂塗装／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 大東金属株式会社 四條畷市中野新町10-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-1003 平成17年05月18日

押出法ポリスチレンフォーム充てん／両面両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 林保冷工業株式会社 佐賀県鳥栖市永吉町788 (一財)日本建築総合試験所 NM-1002 平成17年05月18日

発泡ガラス板 日本フネン株式会社 徳島県吉野川市川島町三ツ島
新田179-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-1001 平成17年05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）
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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

押出法ポリスチレンフォーム充てん／両面両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 株式会社ディベロ 佐賀県神崎郡神崎町大字尾崎

3023 (一財)日本建築総合試験所 NM-1000 平成17年05月18日

ハロゲン系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張／両面酢酸ビニル
系樹脂塗装／酸化けい素・酸化カルシウム系繊維板 ヤマハ株式会社 静岡県浜松市中沢町10-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0999 平成17年05月12日

焼成けい藻土混入／セメント系塗材塗／不燃材料（金属板を除く） 日本ダイヤコム工業株式会社 石川県金沢市入江3-115 (一財)日本建築総合試験所 NM-0998 平成17年05月12日

変成シリコーン系樹脂塗装／不燃材料（金属板を除く） 大同塗料株式会社 大阪市淀川区三津屋北2-14-1
8 (一財)日本建築総合試験所 NM-0997 平成17年05月12日

ほう素系薬剤処理和紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社アサノ不燃木材 福井県坂井郡丸岡町山竹田10
2-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0996 平成17年05月12日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／ポリエステル系樹脂塗装アル
ミニウム合金板裏張／フッ素系樹脂塗装アルミニウム合金板 弘星産業株式會■ 忠淸北道槐山郡槐山邑東部里

58-14 (一財)日本建築総合試験所 NM-0995 平成17年05月12日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／アルミニウム合金板裏張／ポ
リエステル系樹脂フィルム張アルミニウム合金板 弘星産業株式會■ 忠淸北道槐山郡槐山邑東部里

58-14 (一財)日本建築総合試験所 NM-0994 平成17年05月12日

ウレタン系樹脂フィルム・アクリル酢酸ビニル系樹脂インキ・ウレタ
ン系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板に限る） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0993 平成17年05月12日

ウレタン系樹脂フィルム・アクリル酢酸ビニル系樹脂インキ・ウレタ
ン系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0992 平成17年05月12日

両面変性メラミン樹脂含浸チタン紙張／ガラス繊維・水酸化アルミニ
ウム混入／変性フェノール樹脂板 アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0991 平成17年05月12日

ガラスクロス張／両面ガラス繊維不織布張窒素りん系薬剤処理ペーパ
ーコア 株式会社河合楽器製作所 静岡県浜松市寺島町200 (一財)日本建築総合試験所 NM-0990 平成17年05月12日

ガラス繊維クロス裏張／施釉セラミック板 東陶機器株式会社 岐阜県土岐市下石町304-701 (一財)建材試験センター NM-0989 平成17年05月12日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 東武化学工業株式会社 東京都千代田区神田和泉町1
番5 (一財)建材試験センター NM-0988 平成17年05月12日

炭素繊維フェルト張／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボードを
除く）） モリリン株式会社 愛知県一宮市本町4丁目22-10 (一財)建材試験センター NM-0987 平成17年05月12日

塩化ビニル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（
金属板を除く）

株式会社コンバートコミュニ
ケーションズ 大阪市西区南堀江4-14-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0986 平成17年05月12日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート系フィルム・ガラス繊維糸入
ポリエチレンテレフタレート系フィルム張／鋼線使用ポリアミド系フィルム
裏張／グラスウール板

株式会社栗本鐵工所 大阪府大阪市西区堀江1丁目1
2番19号 (一財)ベターリビング NM-0985 平成17年04月07日

ロックウール混入／セメント・せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル 横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5 (一財)ベターリビング NM-0984 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

両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入スラグ・セメント板 日本防火ライト工業株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2
丁目1番30号 (一財)ベターリビング NM-0983 平成17年04月07日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／不燃材料（金属板及びせっこう
ボードを除く） 株式会社メイセイ 埼玉県深谷市大字折之口1770

番1 (一財)ベターリビング NM-0982 平成17年04月07日

ポリウレタン系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／不燃材
料 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0981 平成17年04月07日

ポリエチレン樹脂製気泡シート充てん／両面アルミニウムはく
ポリオン　バーカイ　インダス
トリアル（1993）株式会社 Kibbutz Barkai,37860

ISRAEL (一財)日本建築総合試験所 NM-0945 平成17年04月07日

ロックウール保温板充てん／両面両面ポリエステル系樹脂塗装溶融亜
鉛めっき鋼板 JFEシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-0980 平成17年03月28日

ウレタン系樹脂塗装印刷紙張／ガラスクロス裏張／火山性ガラス質複
層板 アーム工業株式会社 札幌市清田区美しが丘4-10-3

-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-0979 平成17年03月28日

和紙系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 石川県インテリア事業協同組
合

石川県金沢市弥生二丁目1番23
号石川県建設総合センター5階 (一財)建材試験センター NM-0978 平成17年03月28日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-0977 平成17年03月28日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム・アクリル樹脂系フィル
ム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-0976 平成17年03月28日

ロックウール繊維混入／けい酸マグネシウム板 前澤工業株式会社 東京都中央区八重洲2-7-2八
重洲三井ビル (一財)建材試験センター NM-0975 平成17年03月28日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹
脂フィルム張／不燃材料 オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1

2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0974 平成17年03月28日

ポリエチレン系樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線・アルミニウム蒸着
ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム裏張／グラスウール保温板 株式会社栗本鐵工所 大阪市西区北堀江1-12-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-0973 平成17年03月28日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／ガラスクロス裏張／火山性ガラス
質複層板 橋本工芸建材 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町

9-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-0972 平成17年03月28日

アクリル系樹脂インキ・クレー・シリカ混入／ビニルアセタール系樹
脂塗装紙壁紙張／不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く）

サンロック工業株式会社 大阪市中央区島之内1丁目15
番29号

(一財)日本建築総合試験所 NM-0971 平成17年03月28日
アイケーシー株式会社 大阪府堺市百舌鳥町梅北町4

丁225番地

アクリル系樹脂フィルム・ポリエステル系樹脂インキ・ウレタン系樹
脂フィルム張／不燃材料 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)日本建築総合試験所 NM-0970 平成17年03月28日

パルプ混入／セメント板 株式会社ノザワ 神戸市中央区浪花町15番地 (一財)建材試験センター NM-0956 平成17年03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

パーライト混入／セメント系塗装／基材（不燃材料（金属板）） 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内三
丁目21番25号 (一財)建材試験センター NM-0955 平成17年03月28日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／グラスウール板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)建材試験センター NM-0954 平成17年03月28日

エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装／ガラス繊維織物張／不燃材料（金属
板を除く）

株式会社グレイスコーポレー
ション 大阪市北区西天満1-7-8 (一財)日本建築総合試験所 NM-0952 平成17年03月28日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0950 平成17年03月28日

両面アクリル系樹脂塗装／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 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 NM-0949 平成17年03月28日

ウレタン系樹脂インキ／両面ボード用原紙張／茶葉混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928 (一財)日本建築総合試験所 NM-0948 平成17年03月28日

アクリル系樹脂混入セメント系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く
））

有限会社セムコシステムジャ
パン 東京都台東区竜泉1-28-2 (一財)建材試験センター NM-0944 平成17年03月28日

アクリル系樹脂塗装／天然木単板・和紙張／不燃材料（金属板に限る
） 日本フネン株式会社 徳島県吉野川市川島町三ツ島

字新田179-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0969 平成17年03月14日

消石灰系仕上塗材／不燃材料（金属板を除く） 株式会社樫野 大阪市北区曽根崎新地2丁目5
番26号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0968 平成17年03月14日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面両面塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板 丸中産業株式会社 大阪市東住吉区今川8丁目5-9 (一財)日本建築総合試験所 NM-0967 平成17年03月14日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20天

王洲郵船ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-0966 平成17年03月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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 NM-0965 平成17年03月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番3
号 (一財)建材試験センター NM-0964 平成17年03月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)建材試験センター NM-0963 平成17年03月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市東町1876番地 (一財)建材試験センター NM-0962 平成17年03月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花
面85 (一財)建材試験センター NM-0961 平成17年03月14日

メラミン系樹脂処理クラフト紙・水酸化アルミニウム混入炭酸カルシウム系
塗装メラミン系樹脂処理ガラス繊維不織布裏張／アクリルシリコーン系塗装
ステンレス鋼板

タキロン株式会社 大阪府大阪市中央区安土町2丁
目3番13号（大阪国際ビル） (一財)建材試験センター NM-0960 平成17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

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ヨコセ 栃木県宇都宮市二荒井5-12 (一財)建材試験センター NM-0959 平成17年03月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ヨコセ 栃木県宇都宮市二荒町5-12 (一財)建材試験センター NM-0958 平成17年03月14日

あなあき塗装溶融亜鉛めっき鋼板・ガラス繊維不織布張／グラスウー
ル保温板 大建工業株式会社 大阪市北区堂島1丁目6番20号 (一財)建材試験センター NM-0957 平成17年03月14日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／スギ材 有限会社イムノバックス・ジ
ャパン 東京都新宿区納戸町33-401 (一財)日本建築総合試験所 NM-0953 平成17年03月14日

ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウムはく・フェノールフォーム裏
張／アルミニウム合金板 フクビ化学工業株式会社 福井県福井市三十八社33-66 (一財)建材試験センター NM-0943 平成17年03月14日

アクリル系樹脂塗装・天然木単板張／天然木単板裏張／火山性ガラス
質複層板 株式会社正進 岐阜県山県市梅原2383 (一財)日本建築総合試験所 NM-0951 平成17年03月02日

炭酸カルシウム・タルク混入／変成シリコーン系樹脂塗装／不燃材料 ワイエム工業株式会社 大阪市平野区加美西1丁目9番
7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0947 平成17年03月02日

ウレタン系樹脂塗装印刷紙張／普通紙・ポリエチレンフィルム・普通
紙裏張／火山性ガラス質複層板 株式会社豊中産業 栃木県鹿沼市樅山町626-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0946 平成17年03月02日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)建材試験センター NM-0929 平成17年02月14日

シラス混入／セメント板 東邦レオ株式会社 大阪府大阪市中央区上町1-1-
28 (一財)ベターリビング NM-0942 平成17年01月31日

パルプ混入／けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル 横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5 (一財)ベターリビング NM-0941 平成17年01月31日

両面ポリエステル不織布張／アルカリ金属酸化物混入／けい石・酸化
アルミニウム・クレー発泡板 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 NM-0940 平成17年01月31日

アクリル樹脂系塗装／パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515番地 (一財)建材試験センター NM-0939 平成17年01月31日

両面ボード用原紙張／パルプ混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2
号 (一財)建材試験センター NM-0938 平成17年01月31日

パーライト混入／セメント板 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内三
丁目21番25号清風ビル (一財)建材試験センター NM-0937 平成17年01月31日

ポリエステル不織布張／ロックウール繊維板 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3丁目4番5
号 (一財)建材試験センター NM-0936 平成17年01月31日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター NM-0935 平成17年01月31日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター NM-0934 平成17年01月31日

両面アルミニウム合金製エキスパンドメタル張／りん酸マグネシウム
塩発泡体充てん／水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田3丁目6番

地3神田三菱ビル8F (一財)建材試験センター NM-0933 平成17年01月31日

あなあき塗装溶融亜鉛めっき鋼板・ガラス繊維不織布張／グラスウー
ル保温板

エイエフトレーディング株式
会社

東京都千代田区神田司町2-4-2
神田アーバンビルディング4階 (一財)建材試験センター NM-0932 平成17年01月31日

水酸化アルミニウム紙コア充てん／アルミニウム合金板裏張／フッ素
系樹脂フィルム張ポリエステル系樹脂インキ塗装アルミニウム合金板

有限会社ケイ 東京都渋谷区元代々木町21-3
(一財)日本建築総合試験所 NM-0931 平成17年01月31日

興人商事株式会社 東京都中央区日本橋室町4-1-
21

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-0930 平成17年01月31日

木粉・黄土塗装紙系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)建材試験センター NM-0928 平成17年01月31日

両面アクリル系樹脂フィルム張／溶融亜鉛めっき鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目
5番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0927 平成17年01月31日

変性ウレタン樹脂・変性エポキシ樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属
板を除く））

大日本インキ化学工業株式会
社

東京都中央区日本橋3丁目7番
20号 (一財)建材試験センター NM-0926 平成17年01月31日

印刷紙張／変性エポキシ樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く
））

大日本インキ化学工業株式会
社

東京都中央区日本橋3丁目7番
20号 (一財)建材試験センター NM-0925 平成17年01月31日

軽量骨材混入／セメントけい酸カルシウム板 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0919 平成17年01月31日

ポリエチレン樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線付・無機物含有綿不織
布裏張／グラスウール保温板 フジモリ産業株式会社 東京都港区東新橋一丁目2番1

7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0924 平成17年01月14日

ポリエステル系樹脂含浸印刷紙張／普通紙・ポリエチレンフィルム・
普通紙裏張／火山性ガラス質複層板 角田工業株式会社 愛知県尾西市明地字南茱之木

10-2番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0923 平成17年01月14日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面塩化ビニル系樹脂フィ
ルム張電気亜鉛めっき鋼板 小松ウオール工業株式会社 石川県小松市工業団地1-72 (一財)日本建築総合試験所 NM-0922 平成17年01月14日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面両面塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板 生興株式会社 大阪市中央区本町1-8-12日本

生命堺筋本町ビル4F (一財)日本建築総合試験所 NM-0921 平成17年01月14日

ポリエステル系樹脂塗装チタン紙張／アクリル系樹脂含浸紙裏張／火
山性ガラス質複層板 ユアサ建材工業株式会社 愛知県高浜市新田町三丁目一

番三号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0920 平成17年01月14日

ほう素系薬剤処理／すぎ板 岩手林材株式会社 岩手県久慈市大川目町3-25-1 (一財)建材試験センター NM-0918 平成17年01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

ほう素系薬剤処理／すぎ板 有限会社ASA・不燃木材合板 岩手県久慈市大川目町3-31-1 (一財)建材試験センター NM-0918 平成17年01月14日

含水ほう酸塩・無機りん酸系薬剤処理／マツ科集成材 アドコスミック株式会社 京都市中京区壬生神明町1番
地260 (一財)日本建築総合試験所 NM-0917 平成17年01月14日

無機質系軽量骨材・ポリスチレンフォーム混入／セメント吹付／不燃
材料 エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-0916 平成17年01月14日

アクリル樹脂系・塩化ビニル樹脂系塗装壁紙張／不燃材料 ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四つ木2-16-1
4 (一財)日本建築総合試験所 NM-0915 平成16年12月10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 ビーエスドアー株式会社 東京都江戸川区松江5-24-4 (一財)建材試験センター NM-0914 平成16年12月10日

フッ素系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 NM-0913 平成16年12月10日

ポリプロピレン樹脂フィルム張／鋼線付・ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂フィルム裏張／グラスウール保温板 アライ実業株式会社 大阪府大阪狭山市くみの木8

丁目1544番地の1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0912 平成16年12月10日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂含浸綿不織布張／ガラス繊維混
入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4

丁目2番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0911 平成16年12月10日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂含浸ポリエステル繊維不織布張
／パルプ混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4

丁目2番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0910 平成16年12月10日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂含浸綿不織布張／パルプ混入け
い酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4

丁目2番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0909 平成16年12月10日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき
鋼板 株式会社イーケーシー 静岡県静岡市清水長崎585-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0908 平成16年12月10日

石材・パルプ粉混入／エチレン酢酸ビニル系樹脂壁紙張／不燃材料
新東北化学工業株式会社 宮城県仙台市青葉区上杉1丁

目7番1号
(一財)日本建築総合試験所 NM-0907 平成16年12月10日

上商株式会社 大阪府南河内郡美原町太井24
8-2

石材・パルプ粉混入/エチレン酢酸ビニル系樹脂壁紙張/不燃材料 富士工業株式会社 福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 NM-0906 平成16年12月10日

フェノールフォーム保温板裏張／ビニロン繊維不織布張／両面ガラス
クロス入酸化マグネシウム系板 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 NM-0905 平成16年12月10日

両面塩化ビニル・アクリル共重合樹脂系塗装／ガラスクロス張／基材
（不燃材料（金属板）） 株式会社フォトクラフト社 大阪市淀川区宮原2丁目14番2

8号 (一財)建材試験センター NM-0904 平成16年12月10日

両面塩化ビニル・アクリル共重合樹脂系塗装／ガラスクロス張／基材
（不燃材料（金属板））

ユニチカグラスファイバー株
式会社

大阪市中央区南船場1丁目18
番17号 (一財)建材試験センター NM-0903 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

酸化アルミニウム・二酸化けい素繊維フェルト 株式会社コスモ 東京都調布市菊野台2-39-15 (一財)建材試験センター NM-0902 平成16年12月10日

パルプ混入／フライアッシュ・せっこう板 株式会社ノザワ 神戸市中央区浪花町15番地 (一財)建材試験センター NM-0901 平成16年12月10日

両面ポリエステル樹脂系不織布張フェノールフォーム充てん／両面塗
装ステンレス鋼板 関東工業株式会社 群馬県伊勢崎氏日乃出町424-

9 (一財)建材試験センター NM-0900 平成16年11月24日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター NM-0899 平成16年11月24日

けい藻土混入／木毛セメント板 竹村工業株式会社 長野県下伊那郡松川町上片桐
4604 (一財)建材試験センター NM-0898 平成16年11月24日

アクリル系樹脂塗装・塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料 株式会社泰水堂 名古屋市西区城西2-11-13 (一財)日本建築総合試験所 NM-0897 平成16年11月24日

両面ガラス繊維クロス入／酸化マグネシウム板 ロングホーム株式会社 北海道江別市文京台東町11番
地31号 (一財)建材試験センター NM-0896 平成16年11月24日

両面ビニルエステル樹脂系塗装／ガラスクロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北4-1-28 (一財)建材試験センター NM-0895 平成16年11月24日

金属酸化物・ガラス繊維混入／けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社

大阪市浪速区大国1丁目1番6
号 (一財)建材試験センター NM-0894 平成16年11月24日

シリカ－チタン系金属錯体・水酸化アルミニウム混抄紙壁紙張／基材
（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社内外テクノス 埼玉県入間郡大井町亀久保11

50 (一財)建材試験センター NM-0893 平成16年11月24日

ポリエステル樹脂系塗装／炭酸カルシウム系発泡板裏張／アルミニウ
ム合金板 フクビ化学工業株式会社 福井県福井市三十八社33-66 (一財)建材試験センター NM-0892 平成16年11月16日

ポリエステル系樹脂シート張／火山性ガラス質複層板 クラスター株式会社 石川県能美郡寺井町字粟生西
60番地2 (一財)日本建築総合試験所 NM-0891 平成16年11月16日

アクリル系樹脂混入エチレン酢酸ビニル系樹脂インキ・パルプ系繊維
織物壁紙張／不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く） 株式会社キョクソー 石川県松任市八田町29番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0890 平成16年11月16日

りん酸グアニジン・硫酸アンモニア系薬剤処理／ヒノキ材 日本不燃木材株式会社 東京都千代田区内神田二丁目
3番9号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0889 平成16年11月16日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／火山性ガラス質
複層板 細田木材工業株式会社 東京都江東区新木場2-15-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-0888 平成16年11月16日

フェノールフォーム充てん／スチレンブタジエン系樹脂塗装ポリエステル不
織布裏張／ポリエステル不織布裏張パルプ・ガラス繊維混入けい酸マグネシ
ウム板

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 NM-0887 平成16年11月16日

ポリエステル系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／両面火山性
ガラス質複層板張パルプ混入せっこう板 九州アコン株式会社 福岡県太宰府市水城6丁目1番

7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0886 平成16年11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

両面ガラスペーパー張／フェノール樹脂混入ロックウール板 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 NM-0885 平成16年11月04日

アクリル系樹脂塗装／ガラスペーパー裏張／両面ボード用原紙張せっ
こう板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1

新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0879 平成16年11月04日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社向陽アドバンス 宮城県桃生郡河南町北村字桑
柄四17-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0878 平成16年11月04日

ポリプロピレン樹脂・エチレン－プロピレン共重合樹脂系フィルム張
／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く）） 新明興産業株式会社 茨城県結城市若宮8－43（結

城第一工業団地） (一財)建材試験センター NM-0877 平成16年11月04日

両面ポリエステル樹脂系塗装／溶融亜鉛－6％アルミニウム－3％マグ
ネシウム合金めっき鋼板 日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内3-4-1 (一財)建材試験センター NM-0876 平成16年11月04日

ロクタ繊維系紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 川島企画販売株式会社 中央区日本橋馬喰町2-3-4 (一財)建材試験センター NM-0875 平成16年11月04日

ポリエステル樹脂系塗装／水酸化マグネシウム混入／エチレン－酢酸ビ
ニル樹脂系フォーム裏張／溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2-1-1（

新宿三井ビル） (一財)建材試験センター NM-0874 平成16年11月04日

パルプ混入／セメント板 株式会社ノザワ 神戸市中央区浪花町15番地 (一財)建材試験センター NM-0873 平成16年11月04日

窒素りん系薬剤処理段ボール用中しん原紙ハニカムコア充てん／両面
塗装溶融亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0872 平成16年11月04日

メラミン系樹脂処理酸化チタン混抄紙張／メラミン系樹脂処理クラフト紙裏
張／両面メラミン系樹脂・水酸化アルミニウム混入炭酸カルシウム塗装ガラ
ス繊維不織布板

日本デコラックス株式会社 愛知県丹羽郡扶桑町柏森字前
屋敷10番地 (一財)建材試験センター NM-0871 平成16年11月04日

ポリりん酸・ほう酸系薬剤処理／すぎ板 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 NM-0870 平成16年11月04日

ポリエステル樹脂系塗装酸化チタン混抄紙張／パルプ混入水酸化アル
ミニウム板 新明興産業株式会社 茨城県結城市若宮8－43（結

城第一工業団地） (一財)建材試験センター NM-0869 平成16年11月04日

けい砂混入けい藻土塗装／不燃材料（金属板を除く） 日本システム機器株式会社 北海道札幌市中央区北1条東8
丁目1-3片岡商事ビル

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-0868 平成16年11月04日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社トーエイ 東京都墨田区京島1丁目39番1
号-120 (一財)建材試験センター NM-0884 平成16年10月20日

両面四ふっ化エチレン樹脂系塗装／ガラスクロス 中興化成工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-8-10虎ノ
門15森ビル (一財)建材試験センター NM-0883 平成16年10月20日

アルミニウムはく張／ポリエステル樹脂系繊維板 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 NM-0882 平成16年10月20日

アルミニウムはく張／ポリエステル樹脂系繊維板 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 NM-0881 平成16年10月20日

161/454 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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-0880 平成16年10月20日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／ガラスクロス裏張／火山性ガラス
質複層板 アーム工業株式会社 札幌市清田区美しが丘4-10-3

-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-0867 平成16年10月20日

両面ポリエステル系樹脂フィルム・アルミニウムはく張ポリエステル系樹脂ネット・プ
ロピレン・エチレン共重合体複合フィルム張／溶融亜鉛めっき鋼板・ポリエチレン樹脂
フィルム張ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム裏張／グラスウール吸音フェルト

株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-0859 平成16年10月20日

オルガノシラン系塗装／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボード
を除く）） 恒和化学工業株式会社 東京都大田区平和島6-1-1東

京流通センタービル9F (一財)建材試験センター NM-0844 平成16年10月20日

繊維混入／セメントモルタル板 フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター NM-0843 平成16年10月20日

段ボール充てん／両面アルミニウムはく・水酸化アルミニウム混抄紙
板

株式会社竹中工務店東京本店 東京都中央区銀座8丁目21番1
号

(一財)建材試験センター NM-0842 平成16年10月20日
山田ダンボール株式会社  

両面シリコーン系樹脂塗装／ガラスクロス トップライズ株式会社 大阪市中央区東高麗橋1-12北
浜センタービル (一財)日本建築総合試験所 NM-0866 平成16年10月18日

ポリエステル系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0865 平成16年10月18日

ポリエステル系樹脂フィルム・アルミニウムはく張／不燃材料（金属
板及びせっこうボードを除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0864 平成16年10月18日

ポリエステル系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板に限る） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0863 平成16年10月18日

アクリル系樹脂エマルション塗／不燃材料（金属板を除く） 中央ペイント株式会社 大阪市淀川区三津屋中2-1-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-0862 平成16年10月18日

ポリプロピレン樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸
ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-0861 平成16年10月18日

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・ポリエステル系樹脂フィ
ルム張／裏面エポキシ系樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目

5番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0860 平成16年10月18日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面両面塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板 フエザーコア株式会社 大阪市中央区日本橋1-25-21

（浪花ビル） (一財)日本建築総合試験所 NM-0858 平成16年10月18日

ポリエチレン系樹脂フィルム張／酸化けい素・酸化カルシウム系鉱物
繊維板 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 NM-0857 平成16年10月18日

普通紙・硬質ウレタンフォーム裏張／アルミニウムはく 東海ゴム工業株式会社 愛知県小牧市三丁目1番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0856 平成16年10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

ポリエチレン系樹脂フィルム張／酸化けい素・酸化カルシウム系鉱物
繊維板 ニチアス株式会社 東京都港区大門1-1-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-0855 平成16年10月18日

ポリエチレン系樹脂フィルム張／酸化けい素・酸化カルシウム系鉱物
繊維板

株式会社エーアンドエーマテ
リアル 横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-0854 平成16年10月18日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-0853 平成16年10月18日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市緑区三室21

83-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0852 平成16年10月18日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1聖路

加タワー13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-0851 平成16年10月18日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／不燃材料（金属板を除く） ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番3

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0850 平成16年10月18日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花

面85 (一財)日本建築総合試験所 NM-0849 平成16年10月18日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市東町1876番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0848 平成16年10月18日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 NM-0847 平成16年10月18日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 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 NM-0846 平成16年10月18日

けい藻土混入セメント系塗材塗／不燃材料（金属板を除く） 近畿コンクリート工業株式会
社 大阪市北区西天満5-14-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-0845 平成16年10月18日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／不燃材料（
金属板に限る） 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0837 平成16年10月18日

ウレタン系樹脂塗装／ポリビニルアルコール系樹脂不織布裏張天然木
単板張／不燃材料（金属板及びせっこうボードを除く） 日東紡績株式会社 東京都千代田区九段北四丁目

1番28号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0841 平成16年09月24日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・ポリエチレン樹脂混抄
紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0836 平成16年09月24日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・水酸化アルミニウム混
抄紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0835 平成16年09月24日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入スラグせっこう板 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 NM-0834 平成16年09月24日

メラミン系樹脂処理酸化チタン混抄紙張／メラミン系樹脂処理クラフト紙裏
張／メラミン系樹脂・水酸化アルミニウム混入炭酸カルシウム塗装メラミン
系樹脂処理ガラス繊維不織布板

タキロン株式会社 大阪府大阪市中央区安土町2丁
目3番13号（大阪国際ビル） (一財)建材試験センター NM-0833 平成16年09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

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／ヒノキ材 株式会社バイオメディテック 富山県下新川郡入善町目川27
5-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-0825 平成16年08月26日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／チタン紙裏張／火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-0840 平成16年08月09日

ポリエステル系樹脂塗装／天然木単板張／チタン紙裏張／火山性ガラ
ス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33 (一財)日本建築総合試験所 NM-0839 平成16年08月09日

ポリエチレン樹脂系気泡コア充てん／両面アルミニウムはく （有限責任中間法人）環境マ
テリアル推進協議会

東京都千代田区神田西福田町
4番地3善幸ビル7階 (一財)建材試験センター NM-0838 平成16年08月09日

りん酸グアニジン系薬剤処理／スギ材 株式会社ヨコタニ 奈良県桜井市大字桜井125-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-0832 平成16年08月09日

エポキシ樹脂系塗装あなあきアルミニウム合金製波板・ポリエチレン樹脂
系フィルム張／両面ポリエチレン樹脂系フィルム張グラスウール保温板 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 NM-0831 平成16年08月09日

エポキシ樹脂系塗装あなあきアルミニウム合金製波板・ポリエステル樹
脂系不織布張／両面ポリエチレン樹脂系フィルム張グラスウール保温板 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 NM-0830 平成16年08月09日

ビニロン繊維・パルプ混入／セメント板 株式会社クラレ 大阪府大阪市北区梅田1-12-3
9 (一財)建材試験センター NM-0829 平成16年08月09日

ビニロン繊維・パルプ混入／セメント板 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 NM-0828 平成16年08月09日

ポリプロピレン樹脂系塗装／両面アクリル樹脂系塗装ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1丁目21
番7号 (一財)建材試験センター NM-0827 平成16年08月09日

アクリル樹脂系塗装／両面天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社酒見展業 福岡県大川市榎津水落86-1 (一財)建材試験センター NM-0826 平成16年08月09日

両面ガラスクロス裏張アルミニウムはく張／ガラス繊維フェルト 日本グラスファイバー工業株
式会社

愛知県江南市五明町石橋18番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0824 平成16年08月09日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／火山性ガラス質
複層板 株式会社渡辺特殊合板 東京都江東区北砂5丁目17番3

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0823 平成16年08月09日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／火山性ガラス質
複層板 丸石銘木有限会社 秋田県能代市河戸川字中谷地

3丁目2番 (一財)日本建築総合試験所 NM-0822 平成16年08月09日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／火山性ガラス質
複層板 大東工藝株式会社 東京都足立区辰沼2丁目16番6

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0821 平成16年08月09日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／火山性ガラス質
複層板 清水建設株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0820 平成16年08月09日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／火山性ガラス質
複層板 桑原化粧合板株式会社 東京都荒川区町屋6丁目29番1

4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0819 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

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／天然木単板裏張／火山性ガラス質
複層板 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5丁目24

番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0818 平成16年08月09日

ポリエチレン系樹脂フィルム／亜鉛めっき鋼板・ナイロン糸・ガラスヤー
ン付ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム裏張／グラスウール保温板 株式会社栗本鐵工所 大阪市西区北堀江1丁目12番1

9号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0817 平成16年08月09日

ハロゲン系薬剤処理ポリエステル繊維織物壁紙張／不燃材料（金属板
を除く） 株式会社川島織物 京都市左京区静市市原町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-0816 平成16年08月09日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター NM-0815 平成16年08月09日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター NM-0814 平成16年08月09日

アルミニウムはく・ポリエチレンテレフタレート系フィルム張／硬鋼
線入ポリエステル系不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社タムラカントウ 千葉県千葉市美浜区新港223-

2 (一財)建材試験センター NM-0813 平成16年08月09日

漆塗装紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社木曽アルテック社 長野県木曽郡楢川村奈良井82
-1 (一財)建材試験センター NM-0812 平成16年08月09日

アルミニウムはく・ポリエチレン系フィルム張／硬鋼線入ポリエステ
ル系不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社フカガワ 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)建材試験センター NM-0811 平成16年08月09日

釉薬塗装／フェノール系樹脂・ガラス繊維クロス裏張／セメントけい
酸カルシウム板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-

7 (一財)建材試験センター NM-0810 平成16年08月09日

磁器質タイル張／一般構造用圧延鋼板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋本町2-4-
7 (一財)建材試験センター NM-0809 平成16年08月09日

水酸化アルミニウム混入／ポリエチレン樹脂板充てん／両面フッ素系
樹脂塗装アルミニウム板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町斧795-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0808 平成16年08月09日

軟質ウレタンフォーム裏張／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニ
ウムはく張ガラスクロス 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2丁目4番4

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0807 平成16年08月09日

アクリル系樹脂フィルム・ウレタン系樹脂インキ・ポリエステル系樹
脂フィルム張／不燃材料（せっこうボードを除く） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重

洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0806 平成16年08月09日

両面アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維クロス 松本金属株式会社 兵庫県西宮市西宮浜4丁目6番
8号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0805 平成16年08月09日

アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-0804 平成16年06月28日

両面ポリエステル樹脂系フィルム裏張ポリエステル樹脂系繊維不織布
張／グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県郡山市長者三丁目八番
地一号 (一財)建材試験センター NM-0803 平成16年06月28日

ジアリルフタレート系樹脂含浸印刷チタン紙張／ジアリルフタレート
系樹脂含浸紙裏張／火山性ガラス質複層板 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)ベターリビング NM-0802 平成16年06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

アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス ユニチカグラスファイバー株
式会社

大阪府大阪市中央区南船場1丁
目18番17号商工中金ビル13階 (一財)建材試験センター NM-0801 平成16年06月28日

ウレタン系樹脂塗装／アクリルウレタン系樹脂含浸チタン紙張／普通紙
・ポリエチレン系樹脂フィルム・普通紙裏張／火山性ガラス質複層板 株式会社キョーテック 京都府亀岡市曽我部町犬飼馬

ノ上1番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0800 平成16年06月28日

ウレタン系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重
洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0799 平成16年06月28日

パルプ混入／けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社 東京都新宿区新宿2丁目3番10
号 (一財)建材試験センター NM-0798 平成16年06月28日

ポリエステル系布張／グラスウール保温板 イノベイジア株式会社 東京都千代田区鍛治町1-10-6
第一大河内ビル2F (一財)建材試験センター NM-0797 平成16年06月28日

天然木単板張／バーミキュライト・セルロースファイバー混入／カル
シウムシリケート板 藤田商事株式会社 東京都千代田区神田東松下町

23-1フジタ神田ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0796 平成16年06月28日

天然木単板張／バーミキュライト・セルロースファイバー混入／カル
シウムシリケート板 株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2

修養団SYDビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0795 平成16年06月28日

アクリル系樹脂塗装／普通紙張／両面ボード用原紙張パルプ混入せっ
こう板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0794 平成16年06月28日

アクリル系樹脂塗装ガラス繊維織物張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社グレイスコーポレー
ション

大阪市北区西天満1-7-8ホワ
イトビル中之島401 (一財)日本建築総合試験所 NM-0793 平成16年06月28日

両面アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維混入けい酸カルシウム押出成形
板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4

丁目2番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0792 平成16年06月28日

アクリル系樹脂塗装／パルプ・ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4
丁目2番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0791 平成16年06月28日

ウレタン系樹脂塗装／ポリエステル系樹脂含浸普通紙張／普通紙・ポ
リエチレン系樹脂フィルム・普通紙裏張／火山性ガラス質複層板 有限会社徳正合板 山形県山形市立谷川2丁目895

番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0790 平成16年06月28日

ウレタン系樹脂塗装／りん酸系薬剤処理天然木単板張／不燃材料（金
属板及びせっこうボードを除く） 宮﨑木材工業株式会社 京都市右京区太秦下角田町5 (一財)日本建築総合試験所 NM-0789 平成16年06月23日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 菱化イーテック株式会社 東京都港区芝四丁目13番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0788 平成16年06月23日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／普通紙・ポリエチレン系樹脂フィ
ルム・普通紙裏張／火山性ガラス質複層板 アオキアート工業株式会社 愛知県海部郡佐屋町西保南川

原190 (一財)日本建築総合試験所 NM-0787 平成16年06月23日

ポリエチレンフォーム張／塗装溶融亜鉛めっき鋼板 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 NM-0786 平成16年06月23日

両面アクリル系樹脂塗装／炭酸カルシウム・パルプ繊維混入／けい酸
マグネシウム板 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4（堂島関電ビル） (一財)日本建築総合試験所 NM-0785 平成16年06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

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面ステンレス鋼
板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

8番2 (一財)建材試験センター NM-0784 平成16年06月23日

アクリル樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充て
ん／両面ステンレス鋼板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

8番2 (一財)建材試験センター NM-0783 平成16年06月23日

パルプ・けい酸カルシウム混入／セメント板 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 NM-0782 平成16年06月23日

アルミニウムはく・オレフィン樹脂系フォーム張／基材（不燃材料（
金属板）） 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6

番1号 (一財)建材試験センター NM-0781 平成16年06月23日

ウレタン系樹脂塗装ポリプロピレン樹脂フィルム・天然木単板・ポリエ
チレンテレフタレート樹脂フィルム裏張アルミニウムはく張／不燃材料 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-0780 平成16年06月23日

ほたて貝がら粉末塗装／せっこうボード 株式会社藍杜工房 北海道札幌市中央区南4条西2
4丁目1番28号

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-0779 平成16年06月23日

両面アクリル系樹脂塗装／普通紙・ポリエステル繊維ネット裏張／パ
ルプ・ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4

丁目2番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0778 平成16年05月28日

両面アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・ジアリルフタレート含浸
チタン紙張／普通紙・ポリエステル繊維ネット裏張／パルプ・ガラス繊維混
入けい酸カルシウム板

神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4
丁目2番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0777 平成16年05月28日

両面ウレタン樹脂系塗装／ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1丁目21
番7号 (一財)建材試験センター NM-0776 平成16年05月28日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系壁紙張／基材（不燃材料（金属
板を除く）） 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1番1号 (一財)建材試験センター NM-0775 平成16年05月28日

有機りん系薬剤処理レーヨン織物壁紙張／せっこうボード裏張／電気
亜鉛めっき鋼板 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸2丁

目7番18号 (一財)建材試験センター NM-0774 平成16年05月28日

有機りん系薬剤処理レーヨン織物壁紙張／せっこうボード裏張／電気
亜鉛めっき鋼板 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸2丁

目7番18号 (一財)建材試験センター NM-0773 平成16年05月28日

両面ポリプロピレン繊維不織布・ガラス繊維ネット入／酸化マグネシ
ウム板 株式会社三和不燃ボード工業  (一財)建材試験センター NM-0772 平成16年05月28日

水酸化アルミニウム混入ニトリル－エチレンプロピレン共重合ゴム板
張／溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社アサヒ産業  (一財)建材試験センター NM-0771 平成16年05月28日

フェノールフォーム充てん／スチレンブタジエン系樹脂塗装ポリエステル不
織布裏張／ポリエステル不織布裏張パルプ・ガラス繊維混入けい酸マグネシ
ウム板

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 NM-0770 平成16年05月28日

硬質ウレタンフォーム保温板充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 東洋ゴム工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NM-0769 平成16年05月28日
平成19年11月05日取消

けい砂混入セメント系塗／不燃材料（金属板を除く） 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 NM-0768 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

炭酸カルシウム混入／塩素化ポリエチレン系樹脂裏張／塗装溶融亜鉛
めっき鋼板 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満二丁目4番4

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0767 平成16年05月28日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／普通紙裏張／火山性ガラス質複
層板 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-0766 平成16年05月28日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル酢酸
ビニル系共重合樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重

洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0765 平成16年05月28日

ポリエステル系繊維不織布張／アルミナシリケート繊維混入ガラス繊
維板 ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1丁目1番26

号 (一財)建材試験センター NM-0764 平成16年05月28日

ガラス繊維ネット・ポリエステル樹脂系フィルム裏張アルミニウムはく
張／硬鋼線入ポリエステル樹脂系フィルム裏張／グラスウール保温板 株式会社山武  (一財)建材試験センター NM-0763 平成16年05月28日

ほう砂・ほう酸塩系薬剤処理／あかまつ板 浅野木材工業株式会社 福井県板井郡丸岡町猪爪5-11
4 (一財)建材試験センター NM-0762 平成16年05月28日

ほう砂・ほう酸塩系薬剤処理／ひのき板 浅野木材工業株式会社 福井県板井郡丸岡町猪爪5-11
4 (一財)建材試験センター NM-0761 平成16年05月28日

塩化ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル酢酸ビニル系共重合樹脂イン
キ・銀蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム張／不燃材料 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重

洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0760 平成16年05月28日

フッ素樹脂フィルム・塩化ビニル系共重合樹脂インキ・塩化ビニル系
樹脂フィルム張／不燃材料 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重

洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0759 平成16年05月28日

オレフィン樹脂系フォーム裏張／塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合
金めっき鋼板 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6

番1 (一財)建材試験センター NM-0758 平成16年05月28日

ガラス繊維不織布入／フライアッシュ・アクリル系樹脂混入せっこう
板 株式会社ニッソー 東京都渋谷区渋谷1丁目24番2

号 (一財)建材試験センター NM-0757 平成16年05月28日

アクリル系樹脂フィルム・有機質顔料・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張
／不燃材料（金属板を除く）

株式会社コンバートコミュニ
ケーションズ 大阪市西区南堀江4-14-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0756 平成16年05月14日

両面ポリエチレン樹脂フィルム・アルミニウムはく張／ガラス繊維混
入／ポリイソシアヌレートフォーム板

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
二丁目13番4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0755 平成16年05月10日

フッ素系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料 有限会社ケイ 東京都渋谷区元代々木町21-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0754 平成16年05月10日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料 有限会社ケイ 東京都渋谷区元代々木町21-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0753 平成16年05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 日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7丁目5番8

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0752 平成16年05月10日

アクリル系樹脂フィルム・ウレタン系樹脂インキ・ポリエステル系樹
脂フィルム張／不燃材料（金属板に限る） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重

洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0751 平成16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

含水ほう酸塩・無機りん酸系薬剤処理／木材 アドコスミック株式会社 京都市中京区壬生明神町1番
地260 (一財)日本建築総合試験所 NM-0750 平成16年05月10日

アルミニウムはく張・ガラス繊維クロス・クラフト紙／アルミニウム
はく・クラフト紙裏張／グラスウール保温板

株式会社マグ 東京都中央区日本橋本町4丁
目8番14号

(一財)日本建築総合試験所 NM-0749 平成16年05月10日旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛治町3
丁目6番-3

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県郡山市長者3丁目8番1
号

クラフト紙裏張アルミニウムはく張／グラスウール保温板

株式会社マグ 東京都中央区日本橋本町4丁
目8番14号

(一財)日本建築総合試験所 NM-0748 平成16年05月10日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
丁目6番-3

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県郡山市長者3丁目8番1
号

メラミン樹脂含浸チタン紙張／メラミン樹脂含浸ガラス繊維クロス裏張／メ
ラミン樹脂含浸ガラス繊維不織布張メラミン樹脂含浸ガラス繊維クロス裏張
水酸化アルミニウム・ガラス粉混入フェノール樹脂板

住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2丁目5-8 (一財)日本建築総合試験所 NM-0747 平成16年05月10日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃
材料（金属板を除く） 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-0746 平成16年05月10日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃
材料（金属板を除く） 凸版印刷株式会社 東京都港区芝宇rあ3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-0745 平成16年05月10日

ガラス繊維ネット入／酸化マグネシウム混入水酸化マグネシウム板 有限会社プロゲット 神奈川県横浜市港北区大曽根
2丁目44番 (一財)建材試験センター NM-0744 平成16年05月10日

吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材裏張／水酸化アルミニウム・炭酸
カルシウム混入／セメント系吹付材 エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-0743 平成16年03月31日

炭酸カルシウム混入アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 日本エムテクス株式会社 東京都世田谷区太子堂4-7-4-

4F (一財)建材試験センター NM-0742 平成16年03月31日

両面メラミン樹脂含浸ガラス繊維クロス張／両面メラミン樹脂含浸ガラ
ス繊維クロス張水酸化アルミニウム・ガラス粉混入フェノール樹脂板 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2丁目5-8 (一財)日本建築総合試験所 NM-0741 平成16年03月31日

ポリエチレン樹脂繊維裏張両面ポリエチレン樹脂フィルム張アルミニ
ウムはく張／ポリエステル不織布裏張／グラスウールフェルト フジモリ産業株式会社 東京都港区東新橋一丁目2番1

7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0740 平成16年03月31日

両面フッ素系樹脂塗装／ガラス繊維クロス 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0739 平成16年03月31日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／両面フッ素系樹脂塗装／ガラス繊維ク
ロス 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0738 平成16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

ウレタン系樹脂フィルム張／両面フッ素系樹脂塗装／ガラス繊維クロ
ス 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0737 平成16年03月31日

ポリエステル系樹脂塗装／炭素繊維織物張／火山性ガラス質複層板 髙島屋スペースクリエイツ株
式会社 大阪市浪速区敷津東1-1-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-0731 平成16年03月31日

ニトロセルロース系ラッカー塗装／天然木単板張／普通紙・ポリエチ
レン樹脂フィルム・普通紙裏張／火山性ガラス質複層板

髙島屋スペースクリエイツ株
式会社 大阪市浪速区敷津東1-1-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-0730 平成16年03月31日

ニトロセルロース系ラッカー塗装／天然木単板張／不燃材料（金属板
及びせっこうボードを除く）

髙島屋スペースクリエイツ株
式会社 大阪市浪速区敷津東1-1-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-0729 平成16年03月31日

ポリビニルアルコール繊維混入／セメント板 太平洋セメント株式会社 東京都中央区明石町8-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0728 平成16年03月31日

アルミニウム箔裏張／ガラス繊維板 日本無機株式会社 東京都中央区日本橋本町2-6-
3 (一財)ベターリビング NM-0736 平成16年03月26日

ポリエステル樹脂系塗装／冷間圧延鋼板張／せっこうボード 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸2丁
目7番18号 (一財)日本建築センター NM-0735 平成16年03月26日

ガラスクロス張／電気亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸2丁
目7番18号 (一財)日本建築センター NM-0734 平成16年03月26日

石灰粉混入セメント板 有限会社プロバンス・ミュー
ル

神奈川県横浜市港北区綱島西
3丁目28番33号 (一財)建材試験センター NM-0733 平成16年03月26日

エポキシ樹脂系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
二丁目4番31号 (一財)建材試験センター NM-0732 平成16年03月26日

ポリエステル樹脂系フィルム・オレフィン樹脂系フィルム張／ポリエ
ステル樹脂系裏面塗装／電気亜鉛めっき鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2番地1

2 (一財)建材試験センター NM-0727 平成16年03月24日

塩化ビニル・ふっ化ビニリデン共重合樹脂系フィルム張／塩化ビニル
樹脂系フィルム裏張／ガラスクロス 泉株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目3-3 (一財)建材試験センター NM-0726 平成16年03月24日

ニトロセルロース系ラッカー塗装／天然木単板張／不燃材料（金属板
及びせっこうボードを除く） 三菱マテリアル建材株式会社 東京都新宿区新宿2丁目3番10

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0725 平成16年03月24日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／不燃材料（
金属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0724 平成16年03月24日

アルミニウムはく蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・ポリエチ
レン樹脂フィルム・イソシアヌレートフォーム裏張／ポリエステル系樹脂塗
装／アルミニウム合金板

信和日動化学工業株式会社 福井県丹生郡朝日町朝日24-1
-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0723 平成16年03月24日

ふっ素樹脂系塗装／ガラスクロス 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 NM-0722 平成16年03月24日

ストロンチウムフェライト粉混入塩素化ポリエチレン系シート張／基
材（不燃材料（金属板を除く）） ニチレイマグネット株式会社 大阪市城東区今福南3丁目1番

51号 (一財)建材試験センター NM-0721 平成16年03月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アルミニウム合金製ハニカムコア充てん／両面ポリウレタン樹脂系塗
装アルミニウム合金板

日本ハンター・ダグラス株式
会社

東京都品川区東大井2-13-8ケ
イヒン東大井ビル2F (一財)建材試験センター NM-0720 平成16年03月24日

活性炭粉混入消石灰系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 薬仙石灰株式会社 山口県美祢市伊佐町伊佐3362
番地 (一財)建材試験センター NM-0719 平成16年03月24日

アクリル系樹脂混入白色ポルトランドセメント系塗装／基材（不燃材
料（金属板及びせっこうボードを除く）） マグネ化学株式会社 福岡県福岡市博多区竹下二丁

目4番25号 (一財)建材試験センター NM-0718 平成16年03月24日

ふっ化ビニル樹脂系フィルム張／裏面ポリエステル樹脂系塗装／溶融
亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板 日鐵建材工業株式會社 東京都江東区木場2丁目17番1

2号（SAビル） (一財)建材試験センター NM-0717 平成16年03月24日

両面ふっ化ビニル樹脂系フィルム張／溶融亜鉛-
アルミニウム系合金めっき鋼板 日鐵建材工業株式會社 東京都江東区木場2丁目17番1

2号（SAビル） (一財)建材試験センター NM-0716 平成16年03月24日

ふっ化ビニル樹脂系フィルム張／塩化ビニル樹脂系フィルム裏張／溶
融亜鉛-アルミニウム系合金めっき鋼板 日鐵建材工業株式會社 東京都江東区木場2丁目17番1

2号（SAビル） (一財)建材試験センター NM-0715 平成16年03月24日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／電気亜鉛めっき鋼板 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター NM-0714 平成16年03月24日

ポリエステル樹脂系フィルム張／溶融亜鉛めっき鋼板 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター NM-0713 平成16年03月24日

木片混入／セメント板 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 NM-0712 平成16年03月24日

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 Custom Building Products
Inc.

13001 Seal Beach Blvd Seal
Beach CA 90740 USA (一財)ベターリビング NM-0711 平成16年03月24日

ポリスチレンフォーム保温板裏張／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 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 NM-0710 平成16年03月09日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面両面ポリエステル系樹脂
塗装／アルミニウム合金板

三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都江東区木場2丁目17番1
3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0709 平成16年03月09日

ポリエステル系樹脂フィルム張／普通紙・ポリエチレン樹脂フィルム
・普通紙裏張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社 富山県東蠣波郡井波町井波1

番地-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0708 平成16年03月09日

木炭粉混入ポリアミド樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）
） アーテック工房株式会社 神奈川県横浜市港北区新羽町

176番地 (一財)建材試験センター NM-0705 平成16年03月09日

アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張／電気亜鉛めっき鋼板 日本ファイリング建材株式会
社

東京都墨田区両国3丁目21番1
号 (一財)建材試験センター NM-0704 平成16年03月09日

セルロースファイバー混入水酸化カルシウム系塗装／基材（不燃材料
（金属板を除く）） 株式会社ニード 東京都目黒区東山1-6-2 (一財)建材試験センター NM-0703 平成16年03月09日

アクリル樹脂系塗装／両面ポリプロピレン不織布・ガラス繊維ネット
入木片混入酸化マグネシウム板 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515番地 (一財)建材試験センター NM-0702 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

ドロマイト系無機質塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 ウベボード株式会社 山口県宇部市大字小串字沖の
山1988番地の1 (一財)建材試験センター NM-0701 平成16年03月09日

ウレタン系樹脂塗装／不燃材料（金属板を除く） キャピタルペイント株式会社 大阪府高槻市若松町8番10号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0700 平成16年03月09日

りん酸アンモニウム系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面塗装溶融亜
鉛めっき鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-0699 平成16年03月09日

せっこうボード裏張／ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／アクリル系
樹脂塗装鋼板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0698 平成16年03月09日

せっこうボード裏張／普通紙・アルミニウムはく裏張／ウレタン系樹
脂塗装天然木単板張／溶融亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0697 平成16年03月09日

せっこうボード裏張／アクリル系樹脂塗装／ポリエチレンテレフタレ
ート樹脂フィルム張／溶融亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0696 平成16年03月09日

せっこうボード裏張／ポリエステル系樹脂塗装／電気亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0695 平成16年03月09日

ガラス繊維マット入／せっこう板 日本フネン株式会社 徳島県麻植郡川島町大字三ツ
島字新田179番地の1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0694 平成16年03月09日

シリコン系樹脂塗装・エポキシ樹脂混入／セメント系塗材／不燃材料
（せっこうボード及び金属板を除く） アトミクス株式会社 東京都板橋区舟渡3-9-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-0686 平成16年03月01日

ジアリルフタレート系樹脂含浸印刷チタン紙張／裏面ジアリルフタレ
ート系樹脂含浸紙張／火山性ガラス質複層板 株式会社キョーテック 京都府亀岡市曽我部町犬飼馬

ノ上1番地 (一財)日本建築センター NM-0693 平成16年02月12日

ほう砂・ほう酸塩系薬剤処理／すぎ板 浅野木材工業株式会社 福井県坂井郡丸岡町猪爪5-11
4 (一財)建材試験センター NM-0692 平成16年02月12日

白セメント・消石灰混入けい藻土塗装／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 日本ケイソウ土建材株式会社 東京都府中市白糸台4-15-3 (一財)建材試験センター NM-0691 平成16年02月12日

白セメント・消石灰混入けい藻土塗装／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 日本ケイソウ土建材株式会社 東京都府中市白糸台4-15-3 (一財)建材試験センター NM-0690 平成16年02月12日

けい藻土塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 日本ケイソウ土建材株式会社 東京都府中市白糸台4-15-3 (一財)建材試験センター NM-0689 平成16年02月12日

ガラス繊維不織布・ガラス繊維ネット入／せっこう板 株式会社トレッドウェイイン
ダストリーズジャパン

高知県香美郡香我美町下分12
44-1 (一財)建材試験センター NM-0688 平成16年02月12日

ガラス繊維混入／セメント板 株式会社トレッドウェイイン
ダストリーズジャパン

高知県香美郡香我美町下分12
44-1 (一財)建材試験センター NM-0687 平成16年02月12日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／塗装亜鉛めっき鋼板裏張／
ウレタン系樹脂塗装裏面グラファイト・シリカ混入ポリエステル樹脂塗装ガ
ラス繊維混入けい酸マグネシウム板

株式会社常盤電機 岐阜県各務原市金属団地65 (一財)日本建築総合試験所 NM-0685 平成16年01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

アクリル系樹脂・ポリエステル系樹脂塗装／ステンレス鋼板張／不燃
材料（金属板を除く） クリナップ株式会社 東京都荒川区西日暮里6丁目2

2番22号 (一財)日本建築センター NM-0684 平成16年01月30日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙・アルミ
ニウム蒸着普通紙張／不燃材料（金属板を除く） 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-0683 平成16年01月30日

両面変性メラミン樹脂含浸普通紙張変性メラミン樹脂含浸チタン紙・ガラス繊
維不織布入水酸化アルミニウム混入変性アクリル樹脂変性フェノール樹脂積層
板張／ガラス繊維不織布入水酸化アルミニウム混入変性フェノール樹脂積層板

アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀
江2288番 (一財)日本建築総合試験所 NM-0678 平成16年01月19日

ニトロセルロース系樹脂塗装／無機りん酸・メラミン系薬剤処理木材 チャネルオリジナル株式会社 神奈川県横浜市中区尾上町4-
54イマスマルタンビル8F (一財)日本建築総合試験所 NM-0677 平成16年01月19日

塩化ビニル系樹脂・アクリル系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂裏面塗装
／ガラスクロス カンボウプラス株式会社 大阪市中央区博労町一丁目六

番九号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0676 平成16年01月19日

岩綿板裏板／ポリエステル樹脂系塗装溶融亜鉛めっき鋼板 長崎船舶装備株式会社 長崎県長崎市西琴平町1番5号 (一財)建材試験センター NM-0675 平成16年01月19日

岩綿板充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装溶融亜鉛めっき鋼板 長崎船舶装備株式会社 長崎県長崎市西琴平町1番5号 (一財)建材試験センター NM-0674 平成16年01月19日

塩化ビニル樹脂系塗装／両面塩化ビニル樹脂系塗装ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1丁目21
番7号 (一財)建材試験センター NM-0673 平成16年01月19日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／両面塩化ビニル樹脂系塗装ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1丁目21
番7号 (一財)建材試験センター NM-0672 平成16年01月19日

アルミニウム合金製ハニカムコア充てん／両面ポリウレタン樹脂系塗
装アルミニウム合金板

日本ハンター・ダグラス株式
会社

東京都品川区東大井2-13-8ケ
イヒン東大井ビル2F (一財)建材試験センター NM-0671 平成16年01月19日

アクリル樹脂系塗装／黒鉛・ビニロン繊維混入セメント板 藤澤工業株式会社 東京都豊島区長崎1-10-8 (一財)建材試験センター NM-0670 平成16年01月19日

白色セメント混入赤土系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） ケミカル工産有限会社 福岡県北九州市八幡西区本城
東6-7-8 (一財)建材試験センター NM-0669 平成16年01月19日

アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を
除く） 株式会社泰水堂 名古屋市西区城西2-11-13 (一財)日本建築総合試験所 NM-0668 平成16年01月19日

アルミニウム合金製ハニカムコア充てん／両面ふっ素樹脂系塗装アル
ミニウム合金板 イヨ建材株式会社 大阪府豊中市原田南2-9-5 (一財)建材試験センター NM-0667 平成16年01月19日

フェノール樹脂混入／炭素繊維板充てん／両面シリカ系クロス裏張ア
ルミニウムはく 株式会社ジャバラ 大阪市東淀川区西淡路4-3-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-0664 平成16年01月19日

エチレンポリビニルアルコール樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） トキワ工業株式会社 大阪市住之江区港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-0663 平成16年01月19日

押出法ポリスチレンフォーム保温板裏張／ビニロン繊維混入／セメン
ト板 かねはクリエート有限会社 福岡市中央区薬院2丁目6番27

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0662 平成16年01月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アクリル酢酸ビニル系樹脂インキ・塩化
ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板に限る） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0661 平成16年01月19日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アクリル酢酸ビニル系樹脂インキ・塩化
ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0660 平成16年01月19日

消石灰系仕上塗材／不燃材料（金属板を除く） パイオニア化学工業株式会社 東京都千代田区岩本町1丁目2
番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0659 平成16年01月19日

両面オレフィン樹脂系塗装／ガラス繊維クロス 太陽工業株式会社 大阪市淀川区木川東4丁目8番
4号 (一財)建材試験センター NM-0658 平成16年01月19日

和紙系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） オーエヌオー株式会社 東京都町田市成瀬2606番地23
7 (一財)建材試験センター NM-0682 平成16年01月09日

水酸化アルミニウム混入アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属
板を除く）） アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288 (一財)建材試験センター NM-0681 平成16年01月09日

エチレン・ビニルアルコール共重合樹脂フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大

門町26 (一財)日本建築総合試験所 NM-0680 平成16年01月09日

アクリル系樹脂エマルション塗装／不燃材料（金属板を除く） ジャパンハイドロテクトコー
ティングス株式会社

東京都中央区日本橋小伝馬町
13番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0679 平成16年01月09日

エチレン・ビニルアルコール共重合樹脂系フィルム・ポリプロピレン
系フィルム張／不燃材料（鋼板以外の金属板を除く） 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2丁目4番4

号 (一財)ベターリビング NM-0657 平成15年12月26日

パルプ混入けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社 東京都新宿区新宿2丁目3番10
号 (一財)ベターリビング NM-0656 平成15年12月26日

表面ふっ素樹脂系塗装／裏面ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレン
系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

8番2号 (一財)建材試験センター NM-0655 平成15年12月26日

パーライト吹付材 大橋化学工業株式会社   NM-8797 平成15年12月12日

アルミニウムはく裏張／ガラスクロス 株式会社日本テック 佐賀県神埼郡神埼町城原2718
-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-0639 平成15年12月12日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・けい藻土混入紙壁紙張
／不燃材料（金属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0638 平成15年12月12日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0637 平成15年12月12日

フェノールフォーム充てん／両面ポリエステル不織布裏張エポキシ系
樹脂塗装アルミニウムはく 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 NM-0636 平成15年12月12日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合樹脂塗装壁紙張／
不燃材料（金属板を除く） 株式会社キョクソー 石川県松任市八田町29番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0635 平成15年12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

ガラス繊維混入／けい酸カルシウム保温材 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） (一財)日本建築総合試験所 NM-0634 平成15年12月12日

ポリエチレン樹脂繊維裏張／両面ポリエチレン樹脂フィルム張アルミニウム
はく張／亜鉛めっき鋼線付・ポリエステル樹脂不織布裏張／グラスウール保
温板

フジモリ産業株式会社 東京都港区東新橋一丁目2番1
7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0633 平成15年12月12日

せっこうボード裏張／表面ポリエステル系樹脂塗装／裏面エポキシ系
樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20天

王洲郵船ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-0632 平成15年12月12日

塩化ビニル系樹脂フィルム・両面ポリエチレンテレフタレート樹脂フ
ィルム張鉄はく壁紙張／不燃材料（金属板を除く） サンレイズ工業株式会社 大阪市淀川区十八条2-13-33 (一財)日本建築総合試験所 NM-0631 平成15年12月12日

変性アクリレート系樹脂塗装／ウレタン系樹脂インキ・普通紙張／変性メラ
ミン樹脂含浸普通紙裏張／ガラス繊維不織布・水酸化アルミニウム混入変性
フェノール樹脂積層板

アイカ工業株式会社 愛知県西春日井新川町西堀江
2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0630 平成15年12月12日

ポリプロピレン樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線付・ポリエステル系樹
脂不織布裏張／ポリプロピレン樹脂フィルム入両面グラスウール保温板 タイロン株式会社 大阪府枚方市出口1-5-16 (一財)日本建築総合試験所 NM-0629 平成15年12月12日

ふっ化ビニリデン樹脂系塗装／ガラスクロス

ユニチカグラスファイバー株
式会社

大阪府大阪市中央区南船場1-
18-17商工中金ビル13階

(一財)建材試験センター NM-0628 平成15年12月12日インターライト株式会社 東京都千代田区永田町2-12-1
4（株）エービーシー商会内

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

両面ウレタン樹脂塗装グラスファイバークロス張／セメント板 Miracle Stone Pty Ltd.
14 Essendon Close,Arundel,421
4,QLD,Australia (一財)日本建築総合試験所 NM-0654 平成15年12月03日

アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス張／基材（不燃材料（金属板を除
く）） リリカラ株式会社 新宿区西新宿7-5-20 (一財)建材試験センター NM-0653 平成15年12月03日

アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス・水酸化アルミニウム混抄紙張／
基材（不燃材料（金属板を除く）） リリカラ株式会社 新宿区西新宿7-5-20 (一財)建材試験センター NM-0652 平成15年12月03日

アクリル樹脂系塗装／岩綿板 株式会社JCT・マテリアル 東京都港区芝大門1-1-15芝・
藤ビル2F (一財)建材試験センター NM-0651 平成15年12月03日

アクリル樹脂系塗装／岩綿板 藤田商事株式会社 東京都千代田区神田東松下町
23-1 (一財)建材試験センター NM-0650 平成15年12月03日

アクリル樹脂系塗装／岩綿板 株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 (一財)建材試験センター NM-0649 平成15年12月03日

両面メラミン樹脂含浸普通紙・チタン紙張／両面水酸化アルミニウム混入
メラミン樹脂含浸ガラス繊維不織布張メラミン樹脂含浸ガラス繊維クロス デコラニット株式会社 東京都品川区東品川2丁目5-8

（天王洲パークサイドビル） (一財)日本建築総合試験所 NM-0648 平成15年12月03日

両面メラミン樹脂含浸普通紙・チタン紙張／両面水酸化アルミニウム混入
メラミン樹脂含浸ガラス繊維不織布張メラミン樹脂含浸ガラス繊維クロス 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2丁目5-8

（天王洲パークサイドビル） (一財)日本建築総合試験所 NM-0647 平成15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

ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面レ
ーヨン織物系壁紙張亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0646 平成15年12月03日

ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面ポ
リエステル樹脂系塗装冷間圧延鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0645 平成15年12月03日

ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面ア
クリル樹脂系塗装冷間圧延鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0644 平成15年12月03日

ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面ガ
ラスクロス張亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0643 平成15年12月03日

酸化チタン混入二酸化けい素系塗料／不燃材料 株式会社レック 広島県広島市中区吉島東3-1-
9-501

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-0642 平成15年12月03日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）
） 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原

3777 (一財)建材試験センター NM-0641 平成15年12月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社テスコ 東京都三鷹市上連雀1-12-17 (一財)建材試験センター NM-0640 平成15年12月03日

化粧繊維強化セメント板 株式会社ヒオキ   NM-8796 平成15年11月19日

フッ素系樹脂・塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板に限
る） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0627 平成15年11月17日

アルミニウムはく・塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板
及びせっこうボードを除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0626 平成15年11月17日

ポリエステル系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板に限る） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0625 平成15年11月17日

アクリル樹脂系塗装アルミニウムはく・ガラス繊維クロス張／グラス
ウール板 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 NM-0624 平成15年11月17日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス 泉株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目3-3 (一財)建材試験センター NM-0623 平成15年11月17日

アクリル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 東洋インキ製造株式会社 東京都中央区京橋2丁目3番13
号 (一財)建材試験センター NM-0622 平成15年11月17日

エポキシ樹脂系塗装／パーライト・繊維混入セメント板 倉敷紡績株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
二丁目4番31号 (一財)建材試験センター NM-0621 平成15年11月17日

絹織物系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社歴清社 広島県広島市西区三條町三丁
目20番4号 (一財)建材試験センター NM-0620 平成15年11月17日

ポリエステル系樹脂フィルム張／不燃材料 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11
-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-0619 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

ポリエステル系樹脂フィルム張／不燃材料 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11
-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-0618 平成15年11月17日

化粧紙張／火山性ガラス質複層板 南海プライウッド株式会社 香川県高松市松福町1丁目15
番10号 (一財)建材試験センター NM-0617 平成15年11月17日

ウレタン樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料
（金属板を除く）） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)建材試験センター NM-0616 平成15年11月17日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／硝子繊維クロス 太陽工業株式会社 大阪市淀川区木川東4丁目8番
4号 (一財)建材試験センター NM-0615 平成15年10月15日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラス繊維クロス 太陽工業株式会社 大阪市淀川区木川東4丁目8番
4号 (一財)建材試験センター NM-0614 平成15年10月15日

エチレン・ビニルアルコール共重合樹脂系フィルム・ポリプロピレン
系フィルム張／不燃材料（鋼板以外の金属板を除く） 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2丁目4番4

号 (一財)ベターリビング NM-0613 平成15年10月15日

無機質系顔料混入消石灰系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 薬仙石灰株式会社 山口県美祢市伊佐町伊佐3362
番地 (一財)建材試験センター NM-0612 平成15年09月19日

シリカ・アルミナ含有粘土鉱物混入／アルカリシリケート・水酸化ア
ルミニウム板 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6

番1号 (一財)建材試験センター NM-0611 平成15年09月19日

アルカリシリケート混入／シリカ・アルミナ含有粘土鉱物板 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6
番1号 (一財)建材試験センター NM-0610 平成15年09月19日

けい砂・トルマリン混入けい藻土塗／基材（不燃材料（金属板を除く
）） 株式会社スワン 石川県金沢市松島3丁目176 (一財)建材試験センター NM-0609 平成15年09月19日

水酸化アルミニウム混入／木毛セメント板 竹村工業株式会社 長野県下伊那郡松川町上片桐
4604 (一財)建材試験センター NM-0608 平成15年09月19日

ウレタン樹脂系塗装あなあきアルミニウム合金板・ポリエチレン樹脂系
フィルム張／両面ポリエチレン樹脂系フィルム張グラスウール保温板 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 NM-0607 平成15年09月19日

ウレタン樹脂系塗装あなあきアルミニウム合金板・ポリエステル樹脂
系不織布張／両面ポリエチレン樹脂系フィルム張グラスウール保温板 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 NM-0606 平成15年09月19日

両面ガラス繊維不織布張フェノール樹脂発泡板充てん／両面結晶化ガ
ラス 日本電気硝子株式会社 滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0605 平成15年09月19日

バーミキュライト・炭酸カルシウム混入／セメント板 太平洋マテリアル株式会社 東京都中央区日本橋本町4丁
目8番15号ネオカワイビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0604 平成15年09月19日

ウレタン系樹脂塗装／アクリルウレタンジアリルフタレート系樹脂含浸チタ
ン紙張／ジアリルフタレート系樹脂含浸チタン紙裏張／火山性ガラス質複層
板

大建工業株式会社 富山県東蠣波郡井波町井波1
番地-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0603 平成15年09月19日

ポリプロピレン樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線付・ポリエステル不
織布裏張／グラスウール保温板 有限会社ジェイテック 大阪府岸和田市野田町1丁目1

0番地の12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0602 平成15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

ポリプロピレン樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線付・ポリエステル不
織布裏張／グラスウール保温板 アライ実業株式会社 大阪府大阪狭山市くみの木8

丁目1554番地の1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0601 平成15年09月19日

ポリプロピレン樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線付・ポリエステル不
織布裏張／グラスウール保温板 協立エアテック株式会社 福岡県粕屋郡篠栗町大字和田

1034番地の4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0600 平成15年09月19日

フッ素系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・セルロース系繊維不織布
壁紙張／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)日本建築総合試験所 NM-0599 平成15年09月19日

フッ素系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・ポリエステル樹脂繊維セルロ
ース系繊維不織布壁紙張／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)日本建築総合試験所 NM-0598 平成15年09月19日

水酸化アルミニウム・木毛混入／セメント板 大和建材工業株式会社 愛知県海部郡佐屋町大字西保
字南川原98 (一財)日本建築総合試験所 NM-0597 平成15年09月19日

ウレタン系樹脂塗装普通紙張／普通紙・ポリエチレン樹脂フィルム・
普通紙裏張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社 富山県東蠣波郡井波町井波1

番地-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0596 平成15年09月19日

絹繊維織物どんす張／ガラス繊維不織布張／不燃材料（金属板を除く
） 株式会社川島織物 京都市左京区静市市原町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-0595 平成15年09月19日

炭酸カルシウム・タルク混入／変成シリコーン系樹脂塗／不燃材料（
金属板を除く）

タケダユープレックス株式会
社

東京都港区芝浦2-15-16田町K
Sビル5F (一財)日本建築総合試験所 NM-0594 平成15年09月19日

ひる石・水酸化アルミニウム混入／けい酸ナトリウム系塗／不燃材料
（せっこうボードを除く） 大阪油脂工業株式会社 兵庫県尼崎市大浜町2丁目5番

2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0593 平成15年09月19日

パルプ・けい酸カルシウム混入／セメント板 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 NM-0592 平成15年09月19日

パルプ混入／けい酸ナトリウム板 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 NM-0591 平成15年09月19日

アルミニウム合金製ハニカムコア充てん／両面ふっ素樹脂系塗装アル
ミニウム合金板 神鋼ノース株式会社 茨城県新治郡千代田町上稲吉

1758-1 (一財)建材試験センター NM-0590 平成15年09月09日

アクリル樹脂系塗装ガラス繊維不織布張／せっこうボード裏張／ロッ
クウール板 森ビル株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1

号 (一財)建材試験センター NM-0589 平成15年09月09日

ウレタン樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社岩佐製作所 神奈川県川崎市中原区宮内1-
26-12 (一財)建材試験センター NM-0588 平成15年09月09日

アクリル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛めっ
き鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町三番地

12 (一財)建材試験センター NM-0587 平成15年09月09日

アクリル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛めっ
き鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町三番地

12 (一財)建材試験センター NM-0586 平成15年09月09日

石綿混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8773 平成15年09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

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8772 平成15年09月03日

パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8771 平成15年09月03日

石綿混入炭酸カルシウムスラグ石灰板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8766 平成15年09月03日

石綿混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8759 平成15年09月03日

木材チップ混入紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社イケダコーポレーシ
ョン

東京都中央区銀座4-10-10GM
ビル9F (一財)建材試験センター NM-0585 平成15年09月03日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パルプ・ロックウール混入水酸化アルミ
ニウム板 フクビ化学工業株式会社 福井県福井市三十八社町33字

66 (一財)建材試験センター NM-0584 平成15年09月03日

アクリル系樹脂塗装／紙壁紙張／不燃材料（金属板に限る） 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0583 平成15年08月20日

シリカ混入／フェライト板 株式会社常盤電機 岐阜県各務原市金属団地65 (一財)日本建築総合試験所 NM-0582 平成15年08月20日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム
板

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8784 平成15年08月18日

パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8781 平成15年08月18日

石綿混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8761 平成15年08月18日

石綿混入パーライトセメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8758 平成15年08月18日

石綿混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8756 平成15年08月18日

エナメル塗装／石綿混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8754 平成15年08月18日

ふっ素・塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス カンボウプラス株式会社 大阪府大阪市中央区博労町一
丁目6番9号 (一財)建材試験センター NM-0581 平成15年08月12日

パーライト・粘土焼成板 株式会社三和製作所 千葉県市原市川在900-1 (一財)建材試験センター NM-0580 平成15年08月12日

アルミニウムはく・ポリエチレンテレフタレートフィルム張／硬鋼線
入ポリエステル不織布裏張／グラスウール保温板 バンテージ工業株式会社 神奈川県座間市入谷4丁目272

7番4号 (一財)建材試験センター NM-0579 平成15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

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／硬鋼線入ポリエステル不織布裏張
／グラスウール保温板 バンテージ工業株式会社 神奈川県座間市入谷4丁目272

7番4号 (一財)建材試験センター NM-0578 平成15年08月12日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／硬鋼線入ポリエステル不織布裏張
／グラスウール保温板 株式会社カワイ 東京都町田市上小山田町2021

番1号 (一財)建材試験センター NM-0577 平成15年08月12日

アクリル系樹脂塗装ガラスクロス張／アルミニウムはく・クラフト紙
裏張／グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県郡山市長者三丁目八番
1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0576 平成15年08月12日

アルミニウムはく張／岩綿繊維クロス 株式会社ジャパンアイビック 千葉県千葉市花見川区作新台
5丁目4番1号 (一財)建材試験センター NM-0575 平成15年08月12日

アルミニウムはく張／ガラスクロス 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3丁目4番5
号 (一財)建材試験センター NM-0574 平成15年08月12日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／硬鋼線入ポリエステル不織布裏張
／グラスウール保温板 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3丁目4番5

号 (一財)建材試験センター NM-0573 平成15年08月12日

アルミニウムはく・ポリエチレンテレフタレートフィルム張／硬鋼線
入ポリエステル不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3丁目4番5

号 (一財)建材試験センター NM-0572 平成15年08月12日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／硬鋼線入ポリエステル不織布裏張
／グラスウール保温板 株式会社ジャパンアイビック 千葉県千葉市花見川区作新台

5丁目4番1号 (一財)建材試験センター NM-0571 平成15年08月12日

アルミニウムはく・ポリエチレンテレフタレートフィルム張／硬鋼線
入ポリエステル不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社ジャパンアイビック 千葉県千葉市花見川区作新台

5丁目4番1号 (一財)建材試験センター NM-0570 平成15年08月12日

塩化ビニル系樹脂フィルム・ポリエステル系樹脂インキ・塩化ビニル
系樹脂フィルム張／不燃材料 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)日本建築総合試験所 NM-0566 平成15年08月12日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹
脂フィルム張／不燃材料 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)日本建築総合試験所 NM-0565 平成15年08月12日

窒素・リン系薬剤処理ペーパーハニカムコア充てん／両面メラミン系
樹脂塗装／電気亜鉛めっき鋼板 小松ウオール工業株式会社 石川県小松市工業団地1-72 (一財)日本建築総合試験所 NM-0564 平成15年08月12日

塩化ビニル樹脂系繊維ネット・塩化ビニル樹脂系繊維フェルト張／ロ
ックウール保温材 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 NM-0563 平成15年07月23日

化粧紙張／繊維混入けいそう土スラグセメント板 南海プライウッド株式会社 香川県高松市松福町1丁目15
番10号 (一財)建材試験センター NM-0562 平成15年07月23日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 株式会社日本防災化学研究所 東京都江東区新木場2丁目6番
4号 (一財)建材試験センター NM-0561 平成15年07月23日

平成20年02月08日取消

無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 キッチンハウス株式会社 東京都世田谷区上野毛1丁目5
番6号 (一財)建材試験センター NM-0560 平成15年07月23日

ポリプロピレン系フィルム重張／不燃材料（金属板及びせっこうボー
ドを除く） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁

目1番1号 (一財)ベターリビング NM-0559 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

ポリプロピレン系フィルム重張／不燃材料（金属板及びせっこうボー
ドを除く） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁

目1番1号 (一財)ベターリビング NM-0558 平成15年07月23日

ポリプロピレン系フィルム重張／不燃材料（金属板及びせっこうボー
ドを除く） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁

目1番1号 (一財)ベターリビング NM-0557 平成15年07月23日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃
材料（金属板を除く） スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市三室2183の

3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0569 平成15年07月18日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃
材料（金属板を除く） サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-0568 平成15年07月18日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃
材料（金属板を除く） 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区勝どき3-12-1

F.Fタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-0567 平成15年07月18日

けい砂・水酸化アルミニウム混入アクリル系樹脂塗材塗／モルタル板 カナヱ化学工業株式会社 尼崎市丸島町8番地の2 (一財)日本建築総合試験所 NM-0541 平成15年07月17日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-0556 平成15年07月16日

ウレタン系樹脂塗装／アクリルウレタン系樹脂含浸チタン紙張／普通
紙・ポリエチレン樹脂フィルム・普通紙裏張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社 富山県東蠣波郡井波町井波1

番地-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0555 平成15年07月16日

鋼繊維・ポリビニルアルコール繊維混入／セメント板 太平洋セメント株式会社 東京都千代田区西神田3-8-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0554 平成15年07月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウムはく・クラフト紙裏張／
グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県郡山市長者三丁目八番
1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0553 平成15年07月16日

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂塗装ガラス不織布・ポリビニルアルコール
含浸ガラス不織布張／ポリエチレンフィルム裏張／グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県郡山市長者三丁目八番
1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0552 平成15年07月16日

消石灰系仕上塗材／不燃材料（金属板を除く） 大関化学工業株式会社 神戸市東灘区住吉南町1丁目1
番15号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0551 平成15年07月16日

水酸化アルミニウム混入／ポリエチレン樹脂板充てん／両面フッ素系
樹脂塗装ステンレス鋼板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0550 平成15年07月16日

エチレン－酢酸ビニル樹脂混入水酸化アルミニウム板張／溶融亜鉛め
っき鋼板 株式会社ホープ化工商会 東京都練馬区氷川台3丁目6番

18号 (一財)建材試験センター NM-0549 平成15年07月16日

エチレン－酢酸ビニル樹脂混入水酸化アルミニウム板張／溶融亜鉛め
っき鋼板 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3丁目4番5

号 (一財)建材試験センター NM-0548 平成15年07月16日

エチレン－酢酸ビニル樹脂混入水酸化アルミニウム板張／溶融亜鉛め
っき鋼板 株式会社ジャパンアイビック 千葉県千葉市花見川区作新台

5丁目4番1号 (一財)建材試験センター NM-0547 平成15年07月16日

両面ふっ化ビニリデン共重合樹脂系フィルム張／ガラスクロス 泉株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目3-3 (一財)建材試験センター NM-0546 平成15年07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

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス 泉株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目3-3 (一財)建材試験センター NM-0545 平成15年07月16日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス 泉株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁
目3-3 (一財)建材試験センター NM-0544 平成15年07月16日

メラミン系樹脂塗装／電気亜鉛めっき鋼板張／電気亜鉛めっき鋼板裏
張／せっこうボード 小松ウオール工業株式会社 石川県小松市工業団地1-72 (一財)日本建築総合試験所 NM-0543 平成15年07月16日

メラミン系樹脂塗装／電気亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード 小松ウオール工業株式会社 石川県小松市工業団地1-72 (一財)日本建築総合試験所 NM-0542 平成15年07月16日

酢酸ビニル系樹脂混入シリカ粉塗装／ロックウール吸音板 株式会社トータルサービス 東京都新宿区西新宿2-6-1新
宿住友ビル36階 (一財)日本建築総合試験所 NM-0540 平成15年07月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・ポリオレフィン
系樹脂フィルム張／不燃材料（金属板に限る） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0539 平成15年07月16日

表面塩化ビニル系樹脂・フッ素系樹脂・アクリル系樹脂塗装／裏面ア
クリル系樹脂塗装／ガラスクロス カンボウプラス株式会社 大阪市中央区博労町一丁目六

番九号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0538 平成15年07月16日

ガラス繊維フェルト入せっこう板 親和エステル工業株式会社   NM-8795 平成15年07月08日

アクリル系樹脂混入消石灰系塗装アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム
系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1番1号 (一財)建材試験センター NM-0537 平成15年07月07日

アクリル系樹脂混入石灰・大理石けい砂塗／基材（不燃材料（金属板
を除く）） 有限会社フレスコジャパン 東京都世田谷区新町3-23-2 (一財)建材試験センター NM-0536 平成15年07月07日

アクリル系樹脂混入石灰・大理石粉塗／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 有限会社フレスコジャパン 東京都世田谷区新町3-23-2 (一財)建材試験センター NM-0535 平成15年07月07日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 有限会社木材難燃化学 東京都江東区新木場2丁目6番
4号 (一財)建材試験センター NM-0534 平成15年07月07日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 株式会社日本防災化学研究所 東京都江東区新木場2丁目6番
4号 (一財)建材試験センター NM-0533 平成15年07月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 東武化学工業株式会社 東京都千代田区神田和泉町1
番5 (一財)建材試験センター NM-0532 平成15年07月07日

両面アクリル樹脂系塗装／パルプ・ポリプロピレン繊維混入けい石粉
・セメント板 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目18

番19号三井住友銀行名古屋ビル (一財)建材試験センター NM-0531 平成15年07月07日

アクリル系樹脂塗装／両面ボード用原紙張／せっこう板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0530 平成15年07月07日

アクリル系樹脂塗装／両面アクリル系樹脂インキ・ジアリルフタレー
ト樹脂含浸チタン紙張／パルプ・ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪市中央区高麗橋4丁目2番

7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0529 平成15年07月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ポリエステル樹脂フィルム・アルミニウムはく張ポリエステル系樹脂ネ
ット／亜鉛めっき鋼板付・ポリエチレン樹脂フィルム裏張／グラスウール保
温板

株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-0528 平成15年07月07日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／普通紙裏張／火山性ガラス質複
層板 株式会社万代商事 松原市阿保2丁目309-1番 (一財)日本建築総合試験所 NM-0527 平成15年07月07日

アクリル系樹脂・酢酸ビニル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂フィル
ム張／不燃材料（金属板に限る） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0526 平成15年07月07日

アクリル系樹脂・酢酸ビニル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂フィル
ム張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0525 平成15年07月07日

紙・ガラス繊維混入けい砂・酸化マグネシウム板張／基材（不燃材料
（金属板を除く））

大日本インキ化学工業株式会
社

東京都中央区日本橋3丁目7番
20号 (一財)建材試験センター NM-0524 平成15年07月07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 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目18
番19号三井住友銀行名古屋ビル (一財)建材試験センター NM-0523 平成15年07月07日

両面アクリル樹脂系塗装／パルプ・ポリプロピレン繊維混入けい石粉
・セメント板 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目18

番19号三井住友銀行名古屋ビル (一財)建材試験センター NM-0522 平成15年07月07日

両面アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂含浸ガラス繊維シート張／
パルプ・ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪市中央区高麗橋4丁目2番

7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0520 平成15年06月13日

ウレタン系樹脂塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 アルボオル工業株式会社 新潟市木工新町372番地4 (一財)日本建築総合試験所 NM-0519 平成15年06月13日

黒曜石パーライト混入／セメント板 日晶工業株式会社 枚方市楠葉1丁目3-12-202 (一財)日本建築総合試験所 NM-0518 平成15年06月13日

フェノールフォーム・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／アル
ミニウム合金板裏張／アルミニウム合金製繊維・アルミニウム合金製エキス
パンドメタル板

有限会社純正  (一財)建材試験センター NM-0517 平成15年06月13日

フェノールフォーム・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん
／両面アルミニウム合金板 有限会社純正  (一財)建材試験センター NM-0516 平成15年06月13日

塩化ビニル・酢酸ビニル系共重合樹脂・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル
系樹脂塗装／ウレタン系樹脂フィルム壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1丁目13

番10号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0521 平成15年05月28日

アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張冷間圧延鋼板 日本ファイリング建材株式会
社

東京都墨田区両国3丁目21番1
号 (一財)建材試験センター NM-0515 平成15年05月28日

ポリエステル系樹脂塗装／天然木単板張／天然木単板裏張／積層火山
性ガラス質複層板 九州アコン株式会社 福岡県太宰府市水城6丁目1番

7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0514 平成15年05月28日

ステンレス鋼帯付／両面シリコン系樹脂塗装／シリカガラスクロス 東拓工業株式会社 大阪市淀川区三津屋南1-1-33 (一財)日本建築総合試験所 NM-0513 平成15年05月28日

両面酢酸ビニル系樹脂塗装／酸化ケイ素・酸化カルシウム系繊維板 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1丁
目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0512 平成15年05月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリエステル系不織布・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亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢市上縄目18

16-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-0511 平成15年05月28日

アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維織物壁紙張／不燃材料（金属板を除
く） 株式会社川島織物 京都市左京区静市市原町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-0510 平成15年05月28日

ガラス繊維混入／けい酸マグネシウム板 株式会社常盤電機 岐阜県各務原市金属団地65 (一財)日本建築総合試験所 NM-0509 平成15年05月28日

無機質顔料系塗装壁紙張／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボー
ドを除く））

髙島屋スペースクリエイツ株
式会社

東京都中央区日本橋茅場町2-
12-7 (一財)建材試験センター NM-0508 平成15年05月28日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1丁目21
番7号 (一財)建材試験センター NM-0507 平成15年05月28日

磁器質タイル張／繊維強化セメント板 東レACE株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁
目5番13号三井第五別館 (一財)建材試験センター NM-0506 平成15年05月28日

磁器質タイル張／繊維強化セメント板 株式会社アール・シー・アイ 東京都港区浜町2-7-17 (一財)建材試験センター NM-0505 平成15年05月28日

磁器質タイル張／繊維強化セメント板 株式会社ノザワ 兵庫県中央区浪花町15番地 (一財)建材試験センター NM-0504 平成15年05月28日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・普通紙・アルミニウムはく・普通紙
張／基材（不燃材料（金属板）） 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター NM-0503 平成15年05月28日

アルミニウム箔・ガラス繊維ネット入ポリエチレンテレフタレート系
フィルム張／硬鋼線入ポリエステル系フィルム裏張／グラスウール 株式会社デンソーエース 東京都港区赤坂1-9-20 (一財)ベターリビング NM-0502 平成15年05月08日

アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を
除く） 合資会社泰水堂 名古屋市西区城西2-11-13 (一財)日本建築総合試験所 NM-0501 平成15年05月08日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） サンロック工業株式会社 大阪市中央区島之内1丁目15

番29号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0500 平成15年05月08日

アクリル系樹脂塗装／酢酸ビニル樹脂混入／炭酸カルシウム・セメン
ト系塗／不燃材料（金属板を除く） ニズ有限会社 茨木市穂積台11番の3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0499 平成15年05月08日

表面酸化チタン系・塩化ビニル系樹脂塗装／裏面塩化ビニル系樹脂塗
装／両面塩化ビニル系樹脂塗装ガラスクロス 太陽工業株式会社 大阪市淀川区木川東4丁目8番

4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0498 平成15年05月08日

ガラス繊維フェルト 矢澤産業株式会社 長野県飯田市下殿岡892番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0497 平成15年05月08日

ポリエステル繊維不織布張／ガラス繊維フェルト 矢澤産業株式会社 長野県飯田市下殿岡892番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0496 平成15年05月08日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面両面ポリエステル系樹脂
塗装／アルミニウム合金板

三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都江東区木場2丁目17番1
3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0495 平成15年05月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ジアリルフタレート・ポリエステル樹脂含浸紙張／不燃材料（金属板
を除く） 富士高分子株式会社 京都市城陽市寺田大谷135-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0494 平成15年05月08日

水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム混入／ポリエチレン樹脂板
充てん／両面フッ素系樹脂塗装アルミニウム合金板 Alcan Singen GmbH

Alusingen-
Platz1,D-78224,Singen,German
y

(一財)日本建築総合試験所 NM-0493 平成15年05月08日

フッ素系樹脂フィルム・ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料 東京ガス・フロロマテリアル
株式会社 東京都台東区松が谷1-3-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0492 平成15年04月23日

ニトロセルロース塗装／天然木単板張／けい酸カルシウム板 株式会社秀光 東京都大田区矢口2丁目2番地
の10 (一財)建材試験センター NM-0491 平成15年04月23日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 東伸合板株式会社 東京都江東区新木場2丁目11
番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0490 平成15年04月23日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料（せっこうボードを除く） 株式会社サンヤマト 京都市南区久世東土川町20 (一財)日本建築総合試験所 NM-0489 平成15年04月23日

アクリル系樹脂塗装／紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0488 平成15年04月23日

ウレタン系樹脂塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1
番1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0487 平成15年04月23日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／天然木単板裏張／火山性ガラス
質複層板（積層） 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1

番1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0486 平成15年04月23日

ウレタン系樹脂塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1
番1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0485 平成15年04月23日

ウレタン系樹脂塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社 富山県東砺波郡井波町井波1
番1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0484 平成15年04月23日

エポキシ樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード プラススペースデザイン株式
会社

東京都千代田区麹町2-2-4YT
ビル (一財)建材試験センター NM-0483 平成15年04月23日

ポリエステル樹脂系塗装あなあき電気亜鉛めっき鋼板張／アルミニウ
ムはく裏張／ロックウール板 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸2丁

目7番18号 (一財)建材試験センター NM-0482 平成15年04月23日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・
エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 山田化染工業株式会社 京都市右京区西院三蔵町48 (一財)日本建築総合試験所 NM-0481 平成15年04月23日

フッ素系樹脂・ウレタン系樹脂塗装／シリコン系樹脂裏面塗装／ガラ
スクロス 株式会社オクジュー 大阪市北区西天満5丁目3番7

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0480 平成15年03月26日

ウレタン樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム張／ポリエステル樹
脂系裏面塗装／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 日鐵建材工業株式会社 東京都江東区木場2-17-12SA

ビル (一財)建材試験センター NM-0479 平成15年03月26日

ポリエステル樹脂系フィルム張／ポリエステル樹脂系裏面塗装／溶融5
5%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 日鐵建材工業株式会社 東京都江東区木場2-17-12SA

ビル (一財)建材試験センター NM-0478 平成15年03月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面メラミン樹脂系合浸紙張／ガラスクロス入水酸化アルミニウム板 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 NM-0477 平成15年03月26日

ガラス繊維混入／パーライト・セメント板
太平洋マテリアル株式会社 東京都中央区日本橋本町4-8-

15
(一財)日本建築総合試験所 NM-0476 平成15年03月26日

大棟総業株式会社 名古屋市守山区小幡千代田4
番1号

発泡セラミックス板 倉敷紡績株式会社 大阪市中央区久太郎町2丁目4
番31号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0475 平成15年03月26日

フェノール樹脂発泡体充てん／両面ガラス繊維混入／けい酸マグネシ
ウム板 株式会社常盤電機 岐阜県各務原市金属団地65 (一財)日本建築総合試験所 NM-0474 平成15年03月26日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面ガラス繊維混入
／けい酸マグネシウム板 株式会社常盤電機 岐阜県各務原市金属団地65 (一財)日本建築総合試験所 NM-0473 平成15年03月26日

せっこうボード裏張／塗装／亜鉛めっき鋼板 株式会社ムツミ 愛媛県北条市北条335番地1 (一財)建材試験センター NM-0472 平成15年03月26日

酢酸ビニル共重合樹脂系塗装ガラスクロス張／基材(不燃材料(金属板を
除く）） 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1丁

目2番1号 (一財)建材試験センター NM-0471 平成15年03月26日

酢酸ビニル共重合樹脂系塗装ガラスクロス系壁紙張／基材(不燃材料（
金属板を除く）） 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1丁

目2番1号 (一財)建材試験センター NM-0470 平成15年03月26日

水酸化アルミニウム混入りん酸マグネシウム塩・ペーパーハニカムコ
ア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 旭ケミテック株式会社 東京都渋谷区渋谷1丁目14番8

号宮益SKビル4階 (一財)建材試験センター NM-0469 平成15年03月26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 ユー・エフ・ピー株式会社 群馬県佐波郡赤堀町市場452-
2 (一財)日本建築総合試験所 NM-0468 平成15年03月26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 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-0467 平成15年03月26日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／不燃材料（鋼板以外の金属板を除
く） 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2丁目4番4

号 (一財)ベターリビング NM-0466 平成15年03月26日

両面エチレン・塩化ビニル共重合樹脂塗装／炭素鋼鋼板 ホット株式会社 大阪府八尾市沼4-85 (一財)日本建築総合試験所 NM-0465 平成15年03月26日

アクリル樹脂系フィルム・ポリビニルアルコール樹脂系壁紙張／基材
（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-0464 平成15年03月26日

けい藻土粒・ガラス繊維混入／けい酸カルシウム板 イソライト工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-
6 (一財)建材試験センター NM-0463 平成15年03月26日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／パルプ混入水酸化アルミニウム板 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター NM-0462 平成15年03月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

酢酸ビニル・アクリル樹脂系塗装ガラス繊維クロス張／基材（不燃材
料（金属板を除く）） 株式会社サンゲツ 名古屋市西区幅下一丁目4番1

号 (一財)建材試験センター NM-0461 平成15年03月26日

酢酸ビニル・アクリル樹脂系塗装水酸化アルミニウム紙裏張ガラス繊
維クロス張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社サンゲツ 名古屋市西区幅下一丁目4番1

号 (一財)建材試験センター NM-0460 平成15年03月26日

変性エポキシ系樹脂・変性ウレタン樹脂系塗装／ガラス繊維不織布・
ガラス繊維ネット入けい砂・酸化マグネシウム板

大日本インキ化学工業株式会
社

東京都中央区日本橋3丁目7番
20号 (一財)建材試験センター NM-0459 平成15年03月26日

変性エポキシ系樹脂・変性ウレタン樹脂系塗装／基材（不燃材料（せ
っこうボード及び金属板を除く））

大日本インキ化学工業株式会
社

東京都中央区日本橋3丁目7番
20号 (一財)建材試験センター NM-0458 平成15年03月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター NM-0457 平成15年03月26日

ポリエチレンテレフタレート樹脂繊維フェルト充てん／孔あき溶融亜
鉛めっき鋼板／溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社ササクラ 大阪市西淀川区竹島4-7-32 (一財)日本建築総合試験所 NM-0456 平成15年03月26日

寒水石・アクリルエマルション樹脂系塗装／アルミニウム合金板 日新総合建材株式会社 東京都中央区八丁堀4丁目11
番5号(月星ビル） (一財)建材試験センター NM-0455 平成15年03月26日

両面ポリエチレンフィルム張／グラスウール保温板

株式会社マグ 東京都中央区日本橋本町4-8-
14

(一財)日本建築総合試験所 NM-0454 平成15年03月26日

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県郡山市長者三丁目8番1
号

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
丁目6番地3

セントラル硝子株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁
目7番1号

ニットーボー東岩株式会社 北海道江別市工栄町11番地1

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 株式会社ソーゴ 新潟県新潟市白瀬町字上大曲
69番地14 (一財)日本建築総合試験所 NM-0453 平成15年03月26日

パルプ繊維混入／セメント・けい酸カルシウム板裏張／アクリル系樹
脂・ポリエステル系樹脂塗装／ステンレス鋼板 株式会社淀川製鋼所 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 NM-0452 平成15年03月26日

アクリル・ウレタン樹脂系塗装／けい酸マグネシウム混抄紙ハニカム
コア充てん／両面溶融亜鉛めっき鋼板 川鉄建材株式会社 兵庫県神戸市中央区北本町通

1丁目1番28号 (一財)建材試験センター NM-0451 平成15年03月26日

ふっ素・イソシアネート樹脂系塗装／けい酸マグネシウム混抄紙ハニ
カムコア充てん／両面溶融亜鉛めっき鋼板 川鉄建材株式会社 兵庫県神戸市中央区北本町通

1丁目1番28号 (一財)建材試験センター NM-0450 平成15年03月26日

フッ素系樹脂・ウレタン系樹脂塗装／シリコン系樹脂裏面塗装／ガラ
スクロス カンボウプラス株式会社 大阪市中央区博労町1-6-9カ

ンボウビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0449 平成15年03月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル樹脂系塗装／繊維強化セメント板 大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515番地 (一財)建材試験センター NM-0448 平成15年03月26日

ドロマイト粒・陶土混入ラテックス系塗装／岩綿・パーライト板 アームストロング・ジャパン
株式会社

神奈川県横浜市港北区新横浜
2-14-8-707 (一財)建材試験センター NM-0447 平成15年03月26日

アルミナシリケート系繊維フェルト イビデン株式会社   NM-8794 平成15年03月03日

アルミナシリケート系繊維フェルト イビデン株式会社   NM-8793 平成15年03月03日

アルミナシリケート系繊維フェルト イビデン株式会社   NM-8792 平成15年03月03日

アルミナシリケート系繊維フェルト イビデン株式会社   NM-8791 平成15年03月03日

両面ポリプロピレン不織布・ガラス繊維ネット入／けい砂・酸化マグ
ネシウム板 株式会社三和不燃ボード工業 福岡県筑後市溝口1418番地 (一財)建材試験センター NM-0445 平成15年02月27日

ポリウレタンフォーム・けい酸カルシウム板・せっこう板充てん／両
面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社シー・エス・シー 東京都千代田区三番町二十八

秀和三番町ビル四階 (一財)建材試験センター NM-0444 平成15年02月27日

ポリウレタンフォーム・せっこう板・けい酸カルシウム板充てん／両
面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社シー・エス・シー 東京都千代田区三番町二十八

秀和三番町ビル四階 (一財)建材試験センター NM-0443 平成15年02月27日

アルキルヒドロキシシラン・アクリル樹脂系塗装／不燃材料(金属板を
除く） 寿工業株式会社 東京都港区高輪2-15-21小野

グループ東京本部ビル2階 (一財)日本建築センター NM-0442 平成15年02月27日

酢酸ビニル樹脂系塗装／せっこうボード 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル (一財)日本建築センター NM-0441 平成15年02月27日

酸化亜鉛混入けい酸ナトリウム・けい石粉塗装／繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板 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 NM-0440 平成15年02月27日

両面塩化ビニル系樹脂塗装／ガラスクロス 太陽工業株式会社 大阪市淀川区木川東4丁目8番
4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0439 平成15年02月27日

両面アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維紙裏張／パルプ・ガラス繊維混
入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋4

丁目2番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0438 平成15年02月27日

ロックウール混入／せっこう板 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 NM-0437 平成15年02月27日

エチレン酢酸ビニル樹脂混入／けい砂・セメント系塗／不燃材料（金
属板に限る） 株式会社鉱産化学研究所 摂津市鳥飼本町3丁目16番60

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0436 平成15年02月27日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材(不燃材料(金属板を除く）） 富双合成株式会社 東京都千代田区堀之内1丁目1
3番10号 (一財)建材試験センター NM-0435 平成15年02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

水酸化アルミニウム混入／りん酸マグネシウム-カルシウム複塩板 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
丁目6番3 神田三菱ビル8F (一財)建材試験センター NM-0434 平成15年02月27日

ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面ポ
リエチレンテレフタレート樹脂系シート張亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0433 平成15年02月27日

ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面ポ
リエステル樹脂系塗装冷間圧延鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0432 平成15年02月27日

ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面ガ
ラスクロス張亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0431 平成15年02月27日

ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面レ
ーヨン織物系壁紙張亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0430 平成15年02月27日

アクリル樹脂・シリカ系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社日板研究所 神奈川県横浜市神奈川区神奈
川2丁目16番15号 (一財)建材試験センター NM-0429 平成15年02月07日

パルプ・ポリエステル系樹脂合成紙裏張孔あきせっこうボード張／グ
ラスウール板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-1-1

新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0428 平成15年02月07日

水酸化アルミニウム混入／ポリエチレン樹脂板充てん／両面フッ素系
樹脂塗装アルミニウム板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0427 平成15年02月07日

水酸化アルミニウム紙ロールコア充てん／両面塗装鋼板 新日本コア株式会社 埼玉県岩槻市古ヶ場1丁目3番
地9号 (一財)建材試験センター NM-0426 平成15年02月07日

水酸化アルミニウム紙ハニカムコア充てん／両面塗装鋼板 新日本コア株式会社 埼玉県岩槻市古ヶ場1丁目3番
地9号 (一財)建材試験センター NM-0425 平成15年02月07日

水酸化アルミニウム混入アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料(金属板
を除く）） アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288 (一財)建材試験センター NM-0424 平成15年02月07日

両面エポキシ樹脂系塗装／ねずみ鋳鉄板 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2丁目4番4
号 (一財)建材試験センター NM-0423 平成15年02月07日

アルキド系樹脂塗装／硬質塩化ビニル板裏張／炭素鋼鋼板 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2丁目4番4
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0422 平成15年02月07日

エチレン酢酸ビニル系樹脂・炭酸カルシウム系壁紙張／基材(不燃材料(
金属板を除く）） 富士工業株式会社 福井市上河北町1-48 (一財)建材試験センター NM-0421 平成15年02月07日

ポリエステル系樹脂塗装／ガラス繊維織物張／火山性ガラス質複層板 髙島屋スペースクリエイツ株
式会社 大阪市浪速区敷津東1-1-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-0420 平成15年02月07日

石綿混入スラグせっこうセメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8764 平成15年02月06日

石綿混入スラグせっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8763 平成15年02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

パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8762 平成15年02月06日

パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8760 平成15年02月06日

合成ゴム系塗装・ガラスクロス張／けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8757 平成15年02月06日

ポリプロピレン樹脂フィルム・天然木単板・壁紙張／不燃材料（せっ
こうボードを除く） 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-0419 平成14年12月19日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板・壁紙張／不燃材料 アクメ化工株式会社 堺市東山693番地1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0418 平成14年12月19日

両面水酸化アルミニウム・ガラス繊維不織布張／フェノール樹脂発泡
板充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社イーケーシー 静岡県清水市長崎585番地の1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0417 平成14年12月19日

アクリル樹脂混入／炭酸カルシウム・水酸化アルミニウム塗／普通紙
裏張／火山性ガラス質複層板 アイカ工業株式会社 愛知県西春日井郡新川町西堀

江2288番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0416 平成14年12月19日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス ユニチカグラスファイバー株
式会社

大阪府大阪市中央区南船場1-
18-17 (一財)建材試験センター NM-0415 平成14年12月19日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス NI帝人商事株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1-
8-14 (一財)建材試験センター NM-0414 平成14年12月19日

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩
化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 東永化成株式会社 東京都葛飾区金町1丁目5番11

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0412 平成14年12月19日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金
属板を除く） 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-0411 平成14年12月19日

パルプ混入／セメント板 株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ケ谷4-25-2
修養団SYDビル (一財)建材試験センター NM-0410 平成14年12月19日

エチレン-ビニルアルコール樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材
（不燃材料（金属板を除く）） スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市三室2183-3 (一財)建材試験センター NM-0409 平成14年12月19日

エチレン-ビニルアルコール樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材
（不燃材料（金属板を除く）） サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)建材試験センター NM-0408 平成14年12月19日

エチレン-ビニルアルコール樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材
（不燃材料（金属板を除く）） 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区勝どき3-12-1FF

タワー (一財)建材試験センター NM-0407 平成14年12月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市三室2183-3 (一財)建材試験センター NM-0406 平成14年12月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)建材試験センター NM-0405 平成14年12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

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区勝どき3-12-1FF
タワー (一財)建材試験センター NM-0404 平成14年12月19日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入せっこう板 日本住宅パネル工業協同組合   NM-8789 平成14年12月11日

水酸化マグネシウム塩化ビニル発泡板 株式会社林セメント工業   NM-8788 平成14年12月11日

アクリル樹脂系塗装／スラグ混入けい砂セメント板 株式会社林セメント工業   NM-8787 平成14年12月11日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／不燃材料 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2丁目4番4
号 (一財)ベターリビング NM-0403 平成14年11月26日

ガラス繊維混入石膏板 アクシス株式会社 東京都千代田区神田錦町3-13
-2矢浪ビル5F (一財)ベターリビング NM-0402 平成14年11月26日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料(金属板を除く） 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花

面85 (一財)日本建築総合試験所 NM-0401 平成14年11月26日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料(金属板を除く） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市東町1876番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0400 平成14年11月26日

紙壁紙張／基材（不燃材料(金属板を除く）） 株式会社菊池襖紙工場 埼玉県草加市新里町1355番地 (一財)建材試験センター NM-0399 平成14年11月26日

ポリエチレン系樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼板・ナイロン糸付ナイ
ロン不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社栗本鐵工所 大阪市西区北堀江1丁目12番1

9号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0398 平成14年11月26日

ポリエステル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装／溶融亜鉛
めっき鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

5番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0397 平成14年11月26日

水酸化アルミニウム・けい酸カルシウム混入／炭酸カルシウム塗／不
燃材料（金属板を除く） 東邦レオ株式会社 大阪市中央区上町1-1-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-0396 平成14年11月26日

両面ポリエステル樹脂系塗装アルミニウム合金板張／パルプ混入水酸
化アルミニウム板 北越製紙株式会社 新潟県長岡市西蔵王3丁目5番

1号 (一財)建材試験センター NM-0395 平成14年11月26日

両面ポリエステル樹脂系塗装アルミニウム合金板張／パルプ混入水酸
化アルミニウム板 コンポジット工業株式会社 静岡県藤枝市仮宿781-1 (一財)建材試験センター NM-0394 平成14年11月26日

変性ウレタンアクリレート樹脂系塗装ジアリルフタレート樹脂含浸チ
タン紙張／基材（不燃材料(金属板及びせっこうボードを除く）） 岡山積水工業株式会社 岡山県岡山市古都宿210番地 (一財)建材試験センター NM-0393 平成14年11月18日

紙壁紙張／基材（不燃材料(金属板を除く）） トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)建材試験センター NM-0392 平成14年11月18日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 東武化学工業株式会社 東京都千代田区神田和泉町1
番5号 (一財)建材試験センター NM-0391 平成14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

アクリル樹脂系フィルム・ポリエチレン樹脂系フィルム張／基材（不
燃材料（金属板）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-0390 平成14年11月18日

せっこうボード充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 第一メタックス株式会社 東京都台東区上野7丁目11番6
号 (一財)建材試験センター NM-0389 平成14年11月18日

水酸化アルミニウム混入りん酸マグネシウム塩・ペーパーハニカムコ
ア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 サンワイズ株式会社 静岡県静岡市長沼986番1号 (一財)建材試験センター NM-0388 平成14年11月18日

ガラス粒・パーライト混入／フライアッシュ板 小田建設株式会社 山口県阿部郡阿部町奈古2856
番地の5 (一財)建材試験センター NM-0387 平成14年11月07日

エポキシ樹脂混入炭素繊維織布・アルミニウムはく張／ガラス繊維不
織布張水酸化アルミニウム混入／フェノールフォーム 大丸木工株式会社 大阪府寝屋川市豊里34番10号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0386 平成14年11月07日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区勝どき3-12-1FF

タワー (一財)日本建築総合試験所 NM-0385 平成14年10月25日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市三室2183-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0384 平成14年10月25日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-0383 平成14年10月25日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区勝どき3-12-1FF
タワー (一財)日本建築総合試験所 NM-0382 平成14年10月25日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市三室2183-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0381 平成14年10月25日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-0380 平成14年10月25日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番3

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0379 平成14年10月25日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花

面85 (一財)日本建築総合試験所 NM-0378 平成14年10月25日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 共和レザー株式会社 静岡県浜松市東町1876番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0377 平成14年10月25日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 NM-0376 平成14年10月25日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料 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 NM-0375 平成14年10月25日

薬剤含浸水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装溶
融亜鉛めっき鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川二丁目2

番20号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0374 平成14年10月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリエステル樹脂裏張アルミニウムはく・プロピレン・エチレン共重合体樹
脂フィルム張／亜鉛めっき鋼板付・ポリエステル不織布裏張／グラスウール
保温板

株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-0373 平成14年10月25日

プロピレン・エチレン共重合体樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼板付・
ポリエステル樹脂不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-0372 平成14年10月25日

プロピレン・エチレン共重合体樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼板付・
ポリエステル樹脂フィルム裏張／グラスウール保温板 株式会社オーツカ 東京都品川区南品川1-7-19 (一財)日本建築総合試験所 NM-0371 平成14年10月25日

ジアリルフタレート系樹脂含浸紙張／パルプ混入セメント板 ダイソー株式会社 大阪市西区江戸堀1丁目10番8
号 (一財)建材試験センター NM-0370 平成14年10月25日

両面ふっ素樹脂系塗装／ガラスクロス 泉株式会社 大阪市北区中之島3-4-18 (一財)建材試験センター NM-0369 平成14年10月25日

両面ポリりん酸アンモニウム混入アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス 泉株式会社 大阪市北区中之島3-4-18 (一財)建材試験センター NM-0368 平成14年10月25日

プロピレン・エチレン共重合体樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線付・
ポリエステル樹脂不織布裏張／グラスウール保温板 フジモリ産業株式会社 東京都港区東新橋一丁目2番1

7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0367 平成14年10月25日

ほうろう施ゆう／導電性無機質焼成裏面塗装／フェライトタイル 株式会社常盤電機 岐阜県各務原市金属団地65 (一財)日本建築総合試験所 NM-0365 平成14年10月25日

両面ボード用原紙張／軽量気泡コンクリート板 クリオン株式会社 東京都中央区日本橋3丁目5番
15号 (一財)建材試験センター NM-0364 平成14年10月25日

酸化けい素・酸化カルシウム系鉱物繊維板 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1-2-
1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0347 平成14年10月21日

ポリエステル樹脂系塗装あなあき亜鉛めっき鋼板張／アルミニウムは
く裏張／ロックウール板 大興物産株式会社 東京都港区元赤坂一丁目六番

地四号 (一財)建材試験センター NM-0363 平成14年10月09日

ポリエステル系織物壁紙張／基材（不燃材料(金属板を除く）） 株式会社歴清社 広島県広島市三篠町三丁目20
番4号 (一財)建材試験センター NM-0362 平成14年10月09日

パルプ・カルシウム混入／せっこう板 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 NM-0361 平成14年10月09日

アクリル樹脂系塗料／あなあき電気亜鉛めっき鋼板張／ポリエチレン
フィルム両面張ロックウール保温板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1

番1号 (一財)建材試験センター NM-0360 平成14年10月09日

アクリル樹脂系塗料／あなあき電気亜鉛めっき鋼板張／水酸化アルミ
ニウム混抄紙裏張／ガラスクロス コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1

番1号 (一財)建材試験センター NM-0359 平成14年10月09日

無機系・酢酸ビニル系樹脂塗装／アルカリ金属酸化物混入／けい石・
酸化アルミニウム・クレー発泡板 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1-2-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0358 平成14年10月09日

エポキシ樹脂混入石材張／不燃材料（金属板を除く） テクノアート株式会社 滋賀県草津市下物町20番地1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0357 平成14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

ポリエステル繊維織物どんす張／ガラス繊維不織布張／不燃材料（金
属板を除く） 株式会社川島織物 京都市左京区静市市原町265 (一財)日本建築総合試験所 NM-0356 平成14年10月09日

アクリルシリコン系樹脂・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニ
ル系樹脂塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） トキワ工業株式会社 大阪市住之江区港南東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-0355 平成14年10月09日

アクリルシリコン系樹脂・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂
塗装壁紙張／不燃材料（金属板を除く） トキワ工業株式会社 大阪市住之江区港南東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 NM-0354 平成14年10月09日

紙・エチレン－酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を
除く）） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1

2号 (一財)建材試験センター NM-0353 平成14年10月09日

ゼオライト・水酸化カルシウム板 株式会社ヤマセ 岐阜県土岐郡笠原町1865番地 (一財)建材試験センター NM-0352 平成14年10月09日

アルコキシシラン系塗装／基材（不燃材料（金属板及びせっこうボー
ドを除く）） 株式会社テトラ 東京都新宿区西新宿六丁目3

番1号 (一財)建材試験センター NM-0351 平成14年10月09日

アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス張／基材(不燃材料(金属板を除く）
） アトミクス株式会社 東京都板橋区舟渡3丁目6番9

号 (一財)建材試験センター NM-0350 平成14年10月09日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張塩化ビニル樹脂系塗装／ガラス繊維
クロス 平岡織染株式会社 東京都台東区三ノ輪1丁目21

番8号 (一財)建材試験センター NM-0349 平成14年10月09日

酢酸ビニル樹脂系塗装／でんぷん混入ロックウール板 大建工業株式会社 富山県東礪波郡井波1番地の1 (一財)建材試験センター NM-0348 平成14年10月09日

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリエステル不織布張／グラスウール板 株式会社ヤブサダイナミック
ス   NM-8785 平成14年09月25日

亜鉛板張／ステンレス鋼板 三井金属鉱業株式会社   NM-8783 平成14年09月25日

塩化ビニルフィルム張／グラスウール板 株式会社ヤブサダイナミック
ス   NM-8782 平成14年09月25日

ポリエステル樹脂系塗装／パルプ・ガラス繊維混入セメント板 ジャパン建材株式会社   NM-8780 平成14年09月25日

亜鉛板張着色亜鉛めっき鋼板 三井金属鉱業株式会社   NM-8779 平成14年09月25日

アルミナシリケート系繊維フェルト 東芝モノフラックス株式会社   NM-8778 平成14年09月25日

アルミナシリケート系繊維フェルト 東芝モノフラックス株式会社   NM-8777 平成14年09月25日

両面アルミニウム製エキスパンドメタル張／アルミニウム繊維板 株式会社ユニックス   NM-8776 平成14年09月25日

194/454 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

アルミナ シリケート系繊維フェルト 東芝モノフラックス株式会社   NM-8775 平成14年09月25日

アルミナ シリケート系繊維フェルト 東芝モノフラックス株式会社   NM-8774 平成14年09月25日

ポリエステル樹脂系塗装／パルプ混入石綿セメント板 ジャパン建材株式会社   NM-8770 平成14年09月25日

アクリル樹脂系塗装・砂付／ガラス繊維入り水酸化アルミニウム系シ
ングル 日新工業株式会社   NM-8769 平成14年09月25日

アクリル樹脂系塗装・砂付／ガラス繊維入り水酸化アルミニウム系シ
ングル 日新工業株式会社   NM-8768 平成14年09月25日

ガラスクロス張／グラスウール板張グラスウール板 日本板硝子株式会社   NM-8767 平成14年09月25日

アクリル樹脂系塗装・砂付／ガラス繊維入り水酸化アルミニウム系シ
ングル 日新工業株式会社   NM-8765 平成14年09月25日

抗火石（石英粗面岩） 新島物産株式会社   NM-8755 平成14年09月25日

ポリウレタン樹脂塗・アクリル系樹脂プリント・オレフィン系樹脂壁
紙張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0346 平成14年09月18日

アクリル系樹脂・アクリル系樹脂インキ塗装／紙壁紙張／不燃材料（
金属板を除く） 株式会社義輝 東京都豊島区東池袋1-47-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0345 平成14年09月18日

両面アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂塗装／ガラスクロス 旭化成商事サービス株式会社 大阪市北区堂島浜一丁目2番6
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0344 平成14年09月05日

炭酸カルシウム・けい藻土・パルプ混入/エチレン酢酸ビニル系樹脂塗
壁紙張/不燃材料（金属板を除く） 富士工業株式会社 福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 NM-0343 平成14年09月05日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター NM-0342 平成14年09月05日

パルプ・ポリエステル系樹脂合成紙裏張孔あきせっこうボード張／グ
ラスウール板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-1-1

新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0340 平成14年09月05日

けい砂混入けい藻土・せっこうプラスター塗／基材（不燃材料（金属
板を除く）） 日本システム機器株式会社 北海道札幌市中央区北1条東8

丁目片岡商事ビル (一財)建材試験センター NM-0339 平成14年09月05日

アクリル系樹脂塗装／リン・硫黄・窒素系薬剤処理紙壁紙張／不燃材
料（金属板を除く） 京都壁装株式会社 京都市中京区新烏丸通丸太町

南入る東椹木町109番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0341 平成14年08月23日

ポリエステル樹脂系フィルム・カルバミルポリリン酸アンモニウム系
薬剤処理単板張／基材（不燃材料(金属板を除く）） 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1丁目13

番10号 (一財)建材試験センター NM-0338 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

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料(金属板を除く）） 東武化学工業株式会社 東京都千代田区神田和泉町1
番5 (一財)建材試験センター NM-0337 平成14年08月23日

ガラス繊維ネット・ポリエステル樹脂系フィルム裏張アルミニウムは
く張／鋼線入ポリエステル系不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社フカガワ 埼玉県川口市西青木2－9－5 (一財)建材試験センター NM-0336 平成14年08月23日

ガラス繊維ネット・ポリエステル樹脂系フィルム裏張アルミニウムは
く張／鋼線入ポリエステル樹脂系フィルム裏張／グラスウール保温板 株式会社フカガワ 埼玉県川口市西青木2－9－5 (一財)建材試験センター NM-0335 平成14年08月23日

ビニロン繊維混入／セメント板 鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-2-7 (一財)建材試験センター NM-0334 平成14年08月23日

アクリル系樹脂・アクリル塩化ビニル系共重合樹脂塗装／ガラスクロ
ス張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社フォトクラフト社 大阪市淀川区宮原2丁目14番2

8号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0333 平成14年08月23日

アクリル系樹脂・アクリル塩化ビニル系共重合樹脂塗装／ガラスクロ
ス張／不燃材料(金属板を除く）

ユニチカグラスファイバー株
式会社

大阪市中央区南船場1丁目18
番17号商工中金船場ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0332 平成14年08月23日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／不燃材料（金属板を除く） サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)ベターリビング NM-0331 平成14年08月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区勝どき3-12-1F.
F.タワー (一財)ベターリビング NM-0330 平成14年08月22日

ポリプロピレン不織布裏張／両面ガラス繊維ネット入／パルプ混入炭
酸マグネシウム板 寰揚株式会社 東京都小平市仲町22番地の11 (一財)建材試験センター NM-0329 平成14年08月22日

ポリプロピレン不織布裏張／両面ガラス繊維ネット入／パルプ・ポリ
スチレンフォーム混入炭酸マグネシウム板 寰揚株式会社 東京都小平市仲町22番地の11 (一財)建材試験センター NM-0328 平成14年08月22日

紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原
3777 (一財)建材試験センター NM-0327 平成14年08月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原
3777 (一財)建材試験センター NM-0326 平成14年08月22日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・ガラス糸・ポリエチレ
ンテレフタレート樹脂フィルム張／ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・亜鉛
めっき鋼線・ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム裏張／グラスウール保温板

アライ実業株式会社 大阪府大阪狭山市くみの木8
丁目1544番地の1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0325 平成14年08月22日

せっこうボード裏張／ウレタン系樹脂塗装／天然木単板・和紙張／エ
ポキシ変性メラミン系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-0324 平成14年08月22日

パルプ繊維混入／セメント・けい酸カルシウム板 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 NM-0323 平成14年08月22日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／グラスウール保温板 有限会社泉エンタープライズ 沖縄県裏添市経塚633番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0322 平成14年08月22日

窒素リン系薬剤処理／ペーパーコア充てん／両面両面塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 株式会社ソーゴ 新潟県新潟市白勢町字上大曲

69番地14 (一財)日本建築総合試験所 NM-0321 平成14年08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

せっこうボード充てん／両面アクリル系樹脂塗装／鋼板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0320 平成14年08月22日

せっこうボード裏張／アクリル系樹脂塗装／鋼板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0319 平成14年08月22日

せっこうボード裏張／フッ素系樹脂塗装／ガラスクロス張／溶融亜鉛
めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0318 平成14年08月22日

せっこうボード裏張／織物壁紙張／溶融亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0317 平成14年08月22日

けい藻土・消石灰塗装／下地材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ワンウィル 神奈川県横浜市中区常盤町1
丁目2番地 (一財)建材試験センター NM-0316 平成14年08月22日

両面カラーアルミ板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニ
カムコア板 神鋼ノース株式会社   NM-8751 平成14年08月21日

石綿セメント板

三星スレート株式会社 福岡県朝倉郡朝倉町大字石成
154

 NM-8753 平成14年08月20日

中国浅野パイプ株式会社 広島県豊田本郷町大字船木15
10

株式会社日東 愛知県岡崎市若松町東荒子6-
3

太平スレート株式会社 岐阜県岐阜市城東通り2-5

横浜スレート工業株式会社 群馬県邑楽郡千代田町大字下
中森320

関東浅野パイプ株式会社 埼玉県熊谷市大字佐谷田2418

フェノールフォーム充てん／両面ポリエステル不織布裏張・エポキシ
系樹脂塗装アルミニウムはく 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 NM-0315 平成14年08月09日

印刷インキプリント／紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社ニップコーポレーシ
ョンコンバート事業部  (一財)日本建築総合試験所 NM-0314 平成14年08月09日

窒素リン系薬剤処理／ペーパーコア充てん／両面両面塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 フエザーコア株式会社 大阪市中央区日本橋1-25-21

浪花ビル201号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0313 平成14年08月09日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 関東工業株式会社   NM-8752 平成14年08月05日

ガラス繊維フェルト入セメント板 株式会社フォームグラスジャ
パン   NM-8750 平成14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

しっくい塗／せっこうボード 株式会社トクヤマ   NM-8749 平成14年08月05日

アクリル樹脂系塗装・砂付／亜鉛めっき鋼板 AHI Roofing Limited   NM-8748 平成14年08月05日

アクリル樹脂系塗装・砂付／亜鉛めっき鋼板 AHI Roofing Limited   NM-8747 平成14年08月05日

アクリル樹脂系塗装・砂付／亜鉛めっき鋼板 AHI Roofing Limited   NM-8746 平成14年08月05日

ガラス繊維フェルト入せっこう板 株式会社フォームグラスジャ
パン   NM-8745 平成14年08月05日

アクリル樹脂系塗装・砂付／亜鉛めっき鋼板 AHI Roofing Limited   NM-8744 平成14年08月05日

セメント押出成形板 セラエース株式会社   NM-8743 平成14年08月05日

アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張亜鉛めっき鋼板 株式会社リッコー   NM-8742 平成14年08月05日

変性ウレタンアクリレート・アクリルウレタン・水系アクリル系樹脂
塗装／繊維混入けい酸カルシウム板

積水ホームテクノ株式会社 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4
番30号ニッセイ新大阪ビル17F

(一財)日本建築センター NM-0312 平成14年07月22日
岡山積水工業株式会社 岡山県岡山市古都宿210番地

変性ウレタンアクリレート・アクリルウレタン・水系アクリル系樹脂
塗装／繊維混入けい酸カルシウム板

積水ホームテクノ株式会社 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4
番30号ニッセイ新大阪ビル17F

(一財)日本建築センター NM-0311 平成14年07月22日
岡山積水工業株式会社 岡山県岡山市古都宿210番地

ガラス繊維織物張／グラスウール保温板 有限会社泉エンタープライズ 沖縄県裏添市経塚633番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0310 平成14年07月22日

アクリル系樹脂充てん／両面せっこうボード 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B館 (一財)日本建築総合試験所 NM-0309 平成14年07月22日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系フィルム張／ポリエステル
樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 日鐵建材工業株式會社 東京都江東区木場2-17-12SA

ビル (一財)建材試験センター NM-0308 平成14年07月22日

難燃処理ポリエステル繊維織物・ガラス繊維フェルト張／下地材（不
燃材料（金属板を除く）） 株式会社川島織物 京都府京都市左京区静市市原

町265 (一財)建材試験センター NM-0307 平成14年07月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／下地材（不燃材料(金属板を除く）） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター NM-0306 平成14年07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

エチレン－酢酸ビニル樹脂系壁紙張／下地材（不燃材料（金属板を除
く）） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1

2号 (一財)建材試験センター NM-0305 平成14年07月22日

水酸化アルミニウム混入ニトリルブタジエン系合成ゴム板張／下地材
（不燃材料（金属板）） 三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目

6番3号 (一財)建材試験センター NM-0304 平成14年07月22日

両面ガラス繊維ネット入／ポリエチレンビーズ混入セメント板 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区永田町2丁目1
2号14番地 (一財)建材試験センター NM-0303 平成14年07月22日

石材・パーライト・珪藻土混入／エチレン酢酸ビニル系樹脂塗壁紙張
／不燃材料（金属板を除く） 富士工業株式会社 福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 NM-0302 平成14年07月22日

アルミニウムはく張／鋼線入ポリエステル系不織布裏張／グラスウー
ル保温板 富士空調工業株式会社 埼玉県鴻巣市松原1丁目1番12

号 (一財)建材試験センター NM-0301 平成14年07月05日

ナイロン繊維植毛塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 富士空調工業株式会社 埼玉県鴻巣市松原1丁目1番12
号 (一財)建材試験センター NM-0300 平成14年07月05日

炭素繊維植毛塗装／鋼線入ポリエステル系不織布・鋼線入アルミニウ
ムはくシート 富士空調工業株式会社 埼玉県鴻巣市松原1丁目1番12

号 (一財)建材試験センター NM-0299 平成14年07月05日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／下地材（不燃材料（金属板を除く
）） 株式会社テスコ 山梨県府中市上今井町881 (一財)建材試験センター NM-0298 平成14年07月05日

アクリル系樹脂塗装／アルミニウム合金板 株式会社創建 東京都豊島区西池袋1-11-1メ
トロポリタンプラザビル17F (一財)日本建築センター NM-0297 平成14年07月05日

アクリル樹脂系塗装／せっこうボード 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-1-1
新東京ビル (一財)日本建築センター NM-0296 平成14年07月05日

合成樹脂エマルション混入／セメント・ロックウール吹付／不燃材料 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 (一財)日本建築総合試験所 NM-0295 平成14年07月05日

エポキシ樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード スキャヴェロジャパン株式会
社

東京都港区虎ノ門3-18-19虎
ノ門マリンビル1F (一財)建材試験センター NM-0294 平成14年07月05日

ポリエステル樹脂系フィルム張／下地材（不燃材料（金属板及びせっ
こうボードを除く）） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重

洲片貝ビル (一財)建材試験センター NM-0293 平成14年07月05日

ポリエステル樹脂系フィルム張／溶融亜鉛めっき鋼板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1八重
洲片貝ビル (一財)建材試験センター NM-0292 平成14年07月05日

アクリル樹脂系塗装／両面ガラス繊維不織布張／ロックウール板 株式会社桐井製作所 東京都千代田区紀尾井町4丁
目1号 (一財)建材試験センター NM-0291 平成14年07月05日

炭酸カルシウム系発泡板・押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん
／両面ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9

3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0290 平成14年07月05日

押出法ポリスチレンフォーム保温板充てん／両面ポリエステル系樹脂
塗装溶融亜鉛めっき鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9

3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0289 平成14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

ポリエステル繊維織物どんす張／ポリエステル繊維不織布張／不燃材
料（金属板を除く） 株式会社川島織物 京都市左京区静市市原265 (一財)日本建築総合試験所 NM-0288 平成14年07月05日

スチレン・アクリル酸アルキル共重合樹脂混入／炭酸カルシウム系塗
材塗／不燃材料（金属板を除く） 青木建材工業株式会社 名古屋市地千種区今池2丁目1

番18号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0287 平成14年07月05日

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・天然木単板張／火山性ガ
ラス質複層板 唐川木材工業株式会社 広島県府中市高木町235番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0286 平成14年07月05日

両面シリコン系樹脂塗装／ガラスクロス ユニチカグラスファイバー株
式会社

大阪市中央区南船場1丁目18
番17号商工中金ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0285 平成14年06月20日

ガラス繊維糸入アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム張／
亜鉛めっき鋼線入ポリエチレンテレフタレートフィルム裏張／グラスウール
保温板

住商鉄鋼販売株式会社
東京都中央区晴海一丁目8番12
号トリトンスクエアタワーZ18
階

(一財)建材試験センター NM-0284 平成14年06月20日

ガラス繊維・アルミナ混入／りん酸アルミニウム板 旭硝子株式会社 東京都千代田区有楽町1丁目1
2番1号 (一財)建材試験センター NM-0283 平成14年06月20日

ガラス繊維・アルミナ混入／りん酸アルミニウム板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)建材試験センター NM-0282 平成14年06月20日

両面陶土・石灰岩混入ラテックス塗装／岩綿・パーライト板 アームストロング・ジャパン
株式会社

東京都港区西新橋3-23-5御成
門郵船ビル (一財)建材試験センター NM-0281 平成14年06月05日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／下地材（不燃材料（金属板を除く）） 竹野株式会社 埼玉県南埼玉郡菖浦町新堀77
6 (一財)建材試験センター NM-0280 平成14年06月05日

発泡スチロール・アルミナ混入普通ポルトランドセメント塗装／着色
亜鉛めっき鋼板 岡本産業株式会社 札幌市手稲区富丘2条5丁目1

番20号 (一財)建材試験センター NM-0279 平成14年06月05日

パルプ・貝殻粉混入天然砂塗装／下地材（不燃材料(金属板を除く）） 有限会社すずらん 長崎県西彼杵郡長与町岡郷53
6 (一財)建材試験センター NM-0278 平成14年06月05日

合成樹脂系塗材塗／不燃材料（金属板を除く） ジャパンハイドロテクトコー
ティングス株式会社

東京都港区高輪2-16-37日本
生命高輪第2ビル4階 (一財)日本建築総合試験所 NM-0277 平成14年06月05日

アクリル樹脂系塗装／プレスセメントかわら ハルモリック株式会社   NM-9746 平成14年05月31日

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 東レグラサル株式会社   NM-9744 平成14年05月31日

亜鉛板張／アルミニウム板裏張／ロックウール繊維混入水酸化アルミ
ニウムフェノール樹脂板 東栄ルーフ工業株式会社   NM-9733 平成14年05月31日

ポリエステル樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 九州アコン株式会社   NM-9716 平成14年05月31日

ポリエステル樹脂系塗装・天然木単板張／繊維混入せっこう板 九州アコン株式会社   NM-9713 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

防錆メタルラス入けい石粉混入セメント板 クリオン株式会社   NM-9712 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 九州アコン株式会社   NM-9710 平成14年05月31日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張ロックウール保温板 日新総合建材株式会社   NM-9708 平成14年05月31日

施ゆう／フェノール系樹脂含浸ガラスクロス裏張／セメントけい酸カ
ルシウム板 東レグラサル株式会社   NM-9707 平成14年05月31日

防錆鉄筋入セメントけい酸カルシウム板 クリオン株式会社   NM-9693 平成14年05月31日

セメントけい酸カルシウム板 クリオン株式会社   NM-9687 平成14年05月31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 東レグラサル株式会社   NM-9684 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／プレスセメントかわら ハルモリック株式会社   NM-9682 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／プレスセメントかわら ハルモリック株式会社   NM-9681 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／水酸化アルミニウムロックウール板 大建工業株式会社   NM-9670 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／プレスセメントかわら ハルモリック株式会社   NM-9668 平成14年05月31日

ビニル樹脂系繊維混入セメント板 パナホーム株式会社   NM-9659 平成14年05月31日

ビニル樹脂系繊維混入セメント板 パナホーム株式会社   NM-9658 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 東レグラサル株式会社   NM-9649 平成14年05月31日

磁器質タイル張／繊維混入セメントけい酸カルシウム板 東レグラサル株式会社   NM-9633 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9615 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9614 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

塩化ビニル樹脂フィルム張／セメントけい酸カルシウム板 東レグラサル株式会社   NM-9597 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／モルタル板 東レグラサル株式会社   NM-9557 平成14年05月31日

パルプ混入パーライトセメント板 東レグラサル株式会社   NM-9542 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／スラグセメントパーライト板 ニチハ株式会社   NM-9529 平成14年05月31日

メラミン樹脂含浸化粧紙張／両面ガラス繊維不織布張／ロックウール
繊維混入水酸化アルミニウム・フェノール樹脂板 アルプス株式会社   NM-9457 平成14年05月31日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／火山性ガラス質複層
板 アルプス株式会社   NM-9456 平成14年05月31日

アルミニウムはく・ガラスクロス張／ガラス繊維フェルト 株式会社栗本鐵工所   NM-9423 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装／化粧紙張／裏面チタン紙張／火山性ガラス質複
層板 アルプス株式会社   NM-9421 平成14年05月31日

ポリエステル樹脂含浸化粧紙張／裏面クラフト紙張／火山性ガラス質
複層板 アルプス株式会社   NM-9418 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗／化粧紙張／火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社   NM-9409 平成14年05月31日

塩化ビニル樹脂フィルム張／火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社   NM-9408 平成14年05月31日

アルミニウムはく・ポリエチレンテレフタレートフィルム張／グラス
ウールダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9399 平成14年05月31日

アルミニウムはく・ポリエチレンテレフタレートフィルム張／グラス
ウールダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9386 平成14年05月31日

ポリエステル樹脂含浸含浸化粧紙張／火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社   NM-9382 平成14年05月31日

両面エポキシ樹脂系塗装／鋼板ダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9362 平成14年05月31日

ガラス繊維不織布入せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9354 平成14年05月31日

アルミニウム箔・ペットフィルム張／グラスウールダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9347 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

はり合わせアルミニウム箔張グラスウール保温板・スパイラルダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9336 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張グラスウール保温板・スパイラルダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9330 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張グラスウールダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9311 平成14年05月31日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9302 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張グラスウールダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9301 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張グラスウールダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9295 平成14年05月31日

亜鉛めっき鋼板製フレキシブルダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9294 平成14年05月31日

フレキシブルダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9261 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張/グラスウールダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9230 平成14年05月31日

フレキシブルダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9215 平成14年05月31日

フレキシブルダクト 株式会社栗本鐵工所   NM-9214 平成14年05月31日

パルプ混入せっこう板張／炭酸カルシウム系発泡板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9184 平成14年05月31日

ガラス繊維クロス入アルミナ二酸化けい素板 株式会社ムラヤマ   NM-9157 平成14年05月31日

石綿混入パーライトセメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9154 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9153 平成14年05月31日

パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9152 平成14年05月31日

石綿混入スラグせっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9148 平成14年05月31日

203/454 トップページに戻る



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

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9145 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9144 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9123 平成14年05月31日

パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9122 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装・天然木単板張／パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9118 平成14年05月31日

セラミック繊維成形板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9110 平成14年05月31日

セラミック繊維成形板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9109 平成14年05月31日

タイル張／繊維強化セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9086 平成14年05月31日

タイル張／パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9085 平成14年05月31日

パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9084 平成14年05月31日

磁器質タイル張／金網入セメント板 ミサワセラミックス株式会社   NM-9083 平成14年05月31日

両面アクリルウレタン樹脂系塗装／石綿混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9082 平成14年05月31日

化粧銅箔・水酸化アルミナ系紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9079 平成14年05月31日

パルプ混入せっこう押出成形板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9064 平成14年05月31日

けい酸塩系塗装／パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9063 平成14年05月31日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9062 平成14年05月31日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9061 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

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9060 平成14年05月31日

パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9059 平成14年05月31日

パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9058 平成14年05月31日

シリカ系塗装／パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9057 平成14年05月31日

化粧銅箔・水酸化アルミナ系紙張／パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9056 平成14年05月31日

パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9051 平成14年05月31日

フッ素樹脂系塗装／パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9049 平成14年05月31日

パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9048 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9047 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9044 平成14年05月31日

ポリエステル樹脂系塗装／パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9043 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9042 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装／石綿混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9039 平成14年05月31日

石綿混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9038 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9037 平成14年05月31日

パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9036 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／石綿混入けい酸カルシウム押出成形板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9035 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

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9033 平成14年05月31日

ポリエステル樹脂系塗装／石綿混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9030 平成14年05月31日

パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9029 平成14年05月31日

パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9028 平成14年05月31日

パルプ混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9027 平成14年05月31日

パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9026 平成14年05月31日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9025 平成14年05月31日

パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9024 平成14年05月31日

石綿混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9023 平成14年05月31日

石綿混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9022 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装／石綿混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9021 平成14年05月31日

石綿混入スラグせっこうセメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9013 平成14年05月31日

石綿混入スラグせっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9010 平成14年05月31日

無機質系塗装／石綿混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9009 平成14年05月31日

石綿混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9007 平成14年05月31日

石綿混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9005 平成14年05月31日

軽量気泡セメント板 大同コンクリート工業株式会
社   NM-8712 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

アクリル樹脂系塗装／アルミニウム板 株式会社創建   NM-8711 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／アルミニウム板 株式会社創建   NM-8710 平成14年05月31日

アクリルポリオール樹脂系塗装／アルミニウム板 株式会社創建   NM-8709 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入軽量セメント板 株式会社クボタ   NM-8708 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリエステル不織布張／塩化ビニリデン
フィルム入グラスウール板 タイロン株式会社   NM-8707 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリエステル不織布張／グラスウール板 タイロン株式会社   NM-8706 平成14年05月31日

ポリエステル系アルミニウム蒸着フィルム張／裏面ポリエステル不織
布張／グラスウール板 タイロン株式会社   NM-8705 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張／裏面ナイロン不織布張／グラスウール板 タイロン株式会社   NM-8704 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張／裏面ガラスクロス張／グラスウール板 タイロン株式会社   NM-8703 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張／裏面ガラスクロス張／グラスウール板 タイロン株式会社   NM-8702 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張／裏面アルミ箔付ガラスクロス張／グラスウー
ル板 タイロン株式会社   NM-8701 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張／グラスウール板 タイロン株式会社   NM-8700 平成14年05月31日

水酸化アルミニウム含有難燃紙張／ガラスフェルトガスケット付鋼板
（コーナーボルトフランジ用） アズミ建材　株式会社   NM-8672 平成14年05月31日

水酸化アルミニウム含有難燃紙張／ガラスフェルトガスケット付鋼板
（アングルフランジ用） アズミ建材　株式会社   NM-8671 平成14年05月31日

四ふっ化エチレン樹脂塗装／ガラスクロス Saint‐Gobain Performance
Plastics Corporation   NM-8670 平成14年05月31日

四ふっ化エチレン樹脂塗装／ガラスクロス Saint‐Gobain Performance
Plastics Corporation   NM-8669 平成14年05月31日

四ふっ化エチレン樹脂塗装／ガラスクロス 淀川ヒューテック株式会社   NM-8668 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

四ふっ化エチレン樹脂塗装／ガラスクロス カンボウプラス株式会社   NM-8667 平成14年05月31日

四ふっ化エチレン樹脂塗装/ガラスクロス 中興化成工業株式会社   NM-8666 平成14年05月31日

四ふっ化エチレン樹脂塗装/ガラスクロス 中興化成工業株式会社   NM-8665 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 山王セラミックス株式会社   NM-8644 平成14年05月31日

パルプ混入スラグせっこう板 山王セラミックス株式会社   NM-8643 平成14年05月31日

パルプ混入スラグセメント板 山王セラミックス株式会社   NM-8642 平成14年05月31日

パルプ混入セメント板 山王セラミックス株式会社   NM-8641 平成14年05月31日

パルプ混入セメント板 山王セラミックス株式会社   NM-8640 平成14年05月31日

パルプ混入スラグセメント板 山王セラミックス株式会社   NM-8639 平成14年05月31日

パルプ混入けい酸カルシウム板 山王セラミックス株式会社   NM-8638 平成14年05月31日

パルプ混入けい酸カルシウム板 山王セラミックス株式会社   NM-8637 平成14年05月31日

石綿・パルプ混入スラグせっこう板 山王セラミックス株式会社   NM-8636 平成14年05月31日

パルプ混入石綿セメント板 山王セラミックス株式会社   NM-8635 平成14年05月31日

パルプ混入石綿セメント板 山王セラミックス株式会社   NM-8634 平成14年05月31日

石綿セメントけい酸カルシウム板 山王セラミックス株式会社   NM-8633 平成14年05月31日

パルプ混入石綿セメント板 山王セラミックス株式会社   NM-8632 平成14年05月31日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入水酸化アルミニ
ウムフェノール樹脂発泡板 小川テント株式会社   NM-8631 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

塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 小川テント株式会社   NM-8630 平成14年05月31日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム
板 フクビ化学工業株式会社   NM-8629 平成14年05月31日

施ゆう／セメントけい酸カルシウム板 東レグラサル株式会社   NM-8628 平成14年05月31日

ガラス繊維不織布フェルト 株式会社日東販売所   NM-8627 平成14年05月31日

アルミナシリケート系繊維フェルト イソライト工業株式会社   NM-8626 平成14年05月31日

アルミナシリケート系繊維フェルト イソライト工業株式会社   NM-8625 平成14年05月31日

アルミナシリケート系繊維フェルト イソライト工業株式会社   NM-8624 平成14年05月31日

アルミナシリケート系繊維フェルト イソライト工業株式会社   NM-8623 平成14年05月31日

アルミナシリケート系繊維フェルト イソライト工業株式会社   NM-8622 平成14年05月31日

アルミナシリケート系繊維フェルト イソライト工業株式会社   NM-8621 平成14年05月31日

せっこうボード裏張／着色亜鉛めっき鋼板 日本軽金属株式会社   NM-8620 平成14年05月31日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／塩ビ樹脂混入水酸化マグネシウム系発泡
板 株式会社ソーゴ   NM-8567 平成14年05月31日

着色亜鉛めっき鋼板張／ステンレス鋼板裏張／両面シリカ系無機質混
抄紙張／ガラス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 株式会社ソーゴ   NM-8565 平成14年05月31日

クリヤラッカー塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 小坂特殊合板株式会社   NM-8559 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社エビハラ   NM-8548 平成14年05月31日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 株式会社ソーゴ   NM-8478 平成14年05月31日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／炭酸カルシウム発泡板両面張／グラスウ
ール押型成形板 株式会社ソーゴ   NM-8474 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／アルミニウムハニカムコア板 株式会社ソーゴ   NM-8472 平成14年05月31日

両面アルミニウム板張／パルプ混入軽量セメント板 株式会社アルポリック   NM-8471 平成14年05月31日

繊維補強セメント板 株式会社ノダ   NM-8466 平成14年05月31日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張・和紙張／繊維混入けい酸カルシ
ウム板 小坂特殊合板株式会社   NM-8440 平成14年05月31日

両面アルミニウム板張／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社アルポリック   NM-8439 平成14年05月31日

せっこうプラスター塗／せっこうボード 富士川建材工業株式会社   NM-8422 平成14年05月31日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社エビハラ   NM-8411 平成14年05月31日

石綿セメント押出成形板 昭和電工建材株式会社   NM-8362 平成14年05月31日

ポリエステルフイルム中空張／石綿けい酸カルシウム板 日本リフェクス株式会社   NM-8344 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 山栄産業株式会社   NM-8278 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カルシウム板 山栄産業株式会社   NM-8269 平成14年05月31日

コライダルシリカ含浸ガラスクロスガスケット付鋼板（コーナーボル
トフランジ用） 三喜工業　株式会社   NM-8664 平成14年05月29日

コライダルシリカ含浸ガラスクロスガスケット付鋼板（アングルフラ
ンジ用） 三喜工業　株式会社   NM-8663 平成14年05月29日

ポリエステル不織布張／ロックウールフェルトガスケット付鋼板（ア
ングルフランジ用） 三喜工業　株式会社   NM-8662 平成14年05月29日

ポリエステル不織布張／ロックウールフェルトガスケット付鋼板（コ
ーナーボルトフランジ用） 三喜工業　株式会社   NM-8661 平成14年05月29日

アルミニウム箔・ステンレス糸・クロロプレンゴム張／ガラスクロス
裏張／たわみ継手 三喜工業　株式会社   NM-8660 平成14年05月29日

アルミニウム箔・ステンレス糸・ウレタン・クロロプレンゴム張／ガ
ラスクロス裏張／たわみ継手 株式会社　フカガワ   NM-8659 平成14年05月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリエステル不織布張／ロックウールフェルトガスケット付鋼板（コ
ーナーボルトフランジ用） 株式会社　アサヒ産業   NM-8658 平成14年05月29日

ポリエステル不織布張／ロックウールフェルトガスケット付鋼板（ア
ングルフランジ用） 株式会社　アサヒ産業   NM-8657 平成14年05月29日

アルミニウム箔・ステンレス糸・ウレタン・クロロプレンゴム張／ガ
ラスクロス裏張／たわみ継手 株式会社　アサヒ産業   NM-8656 平成14年05月29日

ポリエステル不織布張／ロックウールフェルトガスケット付鋼板（ア
ングルフランジ用） 株式会社　アサヒ産業   NM-8655 平成14年05月29日

ポリエステル不織布張／ロックウールフェルトガスケット付鋼板（コ
ーナーボルトフランジ用） 株式会社　アサヒ産業   NM-8654 平成14年05月29日

アルミニウム箔・ステンレス糸・ウレタンゴム張／ガラスクロス裏張
／たわみ継手

株式会社
ジャパンアイビック   NM-8653 平成14年05月29日

ポリエステル不織布張／ロックウールフェルトガスケット付鋼板（コ
ーナーボルトフランジ用）

株式会社
ジャパンアイビック   NM-8652 平成14年05月29日

ポリエステル不織布張／ロックウールフェルトガスケット付鋼板（ア
ングルフランジ用）

株式会社
ジャパンアイビック   NM-8651 平成14年05月29日

ケイ酸ナトリウム含浸ガラスクロスガスケット付鋼板（コーナーボル
トフランジ用）

株式会社
ジャパンアイビック   NM-8650 平成14年05月29日

ケイ酸ナトリウム含浸ガラスクロスガスケット付鋼板（アングルフラ
ンジ用）

株式会社
ジャパンアイビック   NM-8649 平成14年05月29日

アルミニウム箔・ステンレス糸・クロロプレンゴム張／ガラスクロス
裏張／たわみ継手 株式会社イトー製作所   NM-8648 平成14年05月28日

アルミニウム箔・ステンレス糸・ウレタン・クロロプレンゴム張／ガ
ラスクロス裏張／たわみ継手 三笠技研工業株式会社   NM-8647 平成14年05月28日

ポリエステル繊維補強アルミニウム箔張／ガラスフェルトガスケット
付鋼板（コーナーボルト用） 三笠技研工業株式会社   NM-8646 平成14年05月28日

ポリエステル繊維補強アルミニウム箔張／ガラスフェルトガスケット
付鋼板（アングルフランジ用） 三笠技研工業株式会社   NM-8645 平成14年05月28日

ポリエステル樹脂系塗装・チタン紙張／火山性ガラス質複層板 ユアサ建材工業株式会社   NM-9727 平成14年05月22日

ポリフッ化ビニリデン・アクリル樹脂系フィルム張／裏面塩化ビニル
樹脂系フィルム張／亜鉛めっき鋼板 三菱樹脂株式会社   NM-9711 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／火山性ガラス質複層板 大伸産業株式会社   NM-9706 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

ビニル樹脂系繊維混入セメント板 株式会社パナホームテックオ
ークラ   NM-9683 平成14年05月22日

アルミニウム波板 東洋化学株式会社   NM-9672 平成14年05月22日

フッ素樹脂系フィルム張／アルミニウム板 三菱樹脂株式会社   NM-9660 平成14年05月22日

酢ビ樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9654 平成14年05月22日

酢ビ樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9630 平成14年05月22日

酢ビ樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9624 平成14年05月22日

酢ビ樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9623 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社   NM-9613 平成14年05月22日

酢ビ樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9594 平成14年05月22日

ポリエステル樹脂系塗装／けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9566 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装・天然木単板張／繊維混入スラグセメント板 朝日ウッドテック株式会社   NM-9562 平成14年05月22日

天然木単板張／繊維混入スラグセメント板 朝日ウッドテック株式会社   NM-9561 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装・天然木単板張／繊維混入スラグセメント板 朝日ウッドテック株式会社   NM-9560 平成14年05月22日

天然木単板張／繊維混入スラグセメント板 朝日ウッドテック株式会社   NM-9559 平成14年05月22日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9531 平成14年05月22日

石綿混入スラグせっこう板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9490 平成14年05月22日

酢ビ樹脂系塗装／石綿混入ロックウール板 東洋テックス株式会社   NM-9472 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

砂入石綿セメント層付／石綿セメント板 株式会社クボタ   NM-9466 平成14年05月22日

せっこうボード裏張／ガラスクロス張／亜鉛めっき鋼板 コマニー株式会社   NM-9461 平成14年05月22日

熱硬化性エポキシ変性メラミン樹脂塗装／せっこうボード裏張／溶融
亜鉛めっき鋼板張 コマニー株式会社   NM-9460 平成14年05月22日

両面ほうろう鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカ
ムコア板 川鉄建材株式会社   NM-9453 平成14年05月22日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面ポリエステル系樹脂塗装／溶融亜
鉛めっき鋼板 日鐵住金建材株式会社   NM-9440 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 九州マルフジ建材株式会社   NM-9415 平成14年05月22日

両面メラミン樹脂含浸化粧紙張／両面ガラス繊維不織布張／ロックウ
ール繊維混入水酸化アルミニウム・フェノール樹脂板 デコラニット株式会社   NM-9414 平成14年05月22日

両面メラミン樹脂含浸紙張／火山性ガラス質複層板 サシヒロ株式会社   NM-9400 平成14年05月22日

フッ素・イソシアネート樹脂系塗装／両面エポキシ樹脂系塗装／溶融
亜鉛めっき鋼板 川鉄建材株式会社   NM-9393 平成14年05月22日

クリアラッカー塗装・天然木突板張／ガラス繊維混入無機質・フェノ
ール樹脂発泡板 デコラニット株式会社   NM-9361 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメント板 株式会社クボタ   NM-9343 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメント押出成形板 株式会社クボタ   NM-9341 平成14年05月22日

銅被覆ポリエステル不織布張／スラグせっこう板 日本防火ライト工業株式会社   NM-9327 平成14年05月22日

アミノアルキド樹脂塗装・天然木単板張／繊維混入せっこう板 デコラニット株式会社   NM-9326 平成14年05月22日

両面ほうろう鋼板張／溶融亜鉛-5％アルミニウム合金めっき鋼板張／
石綿スレート 川鉄建材株式会社   NM-9320 平成14年05月22日

アクリル樹脂フィルム張／裏面ポリエステル樹脂系塗装／溶融亜鉛め
っき鋼板 日鐵住金建材株式会社   NM-9283 平成14年05月22日

アミノアルキド樹脂系塗装・天然木単板張／繊維強化セメント板 デコラニット株式会社   NM-9243 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

スラグせっこう板 日本防火ライト工業株式会社   NM-9241 平成14年05月22日

フッ化ビニル樹脂フィルム張／裏面ポリエステル樹脂系塗装／ステン
レス鋼板 日鐵住金建材株式会社   NM-9237 平成14年05月22日

フッ化ビニル樹脂フィルム張／塩化ビニル樹脂フィルム裏張／亜鉛め
っき鋼板 日鐵住金建材株式会社   NM-9231 平成14年05月22日

ポリ塩化ビニリデンフィルム・アルミニウム箔・ガラスクロス張／グ
ラスウール保温板 川鉄建材株式会社   NM-9228 平成14年05月22日

繊維混入けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9221 平成14年05月22日

アミノアルキド樹脂塗装・天然木単板張／繊維混入スラグせっこう板 北三株式会社   NM-9217 平成14年05月22日

フッ化ビニル樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼板 日鐵住金建材株式会社   NM-9213 平成14年05月22日

エトリンガイト系吹付材／不燃材料 スチライト工業株式会社   NM-8568 平成14年05月22日

ポリエステル樹脂系塗装・紙張／火山性ガラス質複層板 株式会社サンボード   NM-8566 平成14年05月22日

メラミン樹脂系塗装／両面ボード用原紙張せっこう板裏張／亜鉛めっ
き鋼板 コマニー株式会社   NM-8564 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／塩ビ樹脂混入水酸化マグネシウム系発泡
板 株式会社イーケーシー   NM-8563 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 共和成産株式会社   NM-8562 平成14年05月22日

ポリエステル樹脂系塗装・チタン紙張／火山性ガラス質複層板 株式会社大阪化粧合板製作所   NM-8561 平成14年05月22日

ポリエステル樹脂系塗装・紙／火山性ガラス質複層板 株式会社三波化粧合板   NM-8560 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板張／ロックウール板 株式会社淀川製鋼所   NM-8558 平成14年05月22日

アクリルポリエステル樹脂系塗装・炭素繊維クロス張／火山性ガラス
質複層板 吉忠マネキン株式会社   NM-8557 平成14年05月22日

両面ボード用原紙張／ゼオライトせっこう板 全日愛知県不動産協同組合   NM-8556 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

アクリル樹脂混入水酸化アルミニウム板張／石綿セメント押出成形板 菊水化学工業株式会社   NM-8555 平成14年05月22日

アクリル樹脂混入水酸化アルミニウム板張／石綿セメント押出成形板 菊水化学工業株式会社   NM-8554 平成14年05月22日

アクリル樹脂混入水酸化アルミニウム板張／溶接金網入コンクリート
板 菊水化学工業株式会社   NM-8553 平成14年05月22日

アクリル樹脂混入水酸化アルミニウム板張／溶接金網入コンクリート
板 菊水化学工業株式会社   NM-8552 平成14年05月22日

天然木単板張／ゼオライトスラグセメント板 株式会社本荘   NM-8551 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード コマニー株式会社   NM-8550 平成14年05月22日

両面アルミニウム箔張・ポリエチレンフィルム張／火山性ガラス質複
層板 株式会社本荘   NM-8549 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／亜鉛めっき鋼板 リケンテクノス株式会社   NM-8547 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／火山性ガラス質複層板 株式会社コテラ商会   NM-8546 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 東洋突板工芸株式会社   NM-8545 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 丸孝天然木化粧合板株式会社   NM-8544 平成14年05月22日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 小坂特殊合板株式会社   NM-8543 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・チタン紙張／火山性ガラス質複層板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8542 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／パルプ混入セメント板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8541 平成14年05月22日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 東陶機器株式会社   NM-8540 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 中越テック株式会社   NM-8539 平成14年05月22日

パルプ混入セメント板 中越テック株式会社   NM-8538 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

両面着色亜鉛めっき鋼板張／水酸化アルミニウム紙ハニカムコア板 三菱樹脂株式会社   NM-8537 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 トステム株式会社   NM-8536 平成14年05月22日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／火山性ガラス質複層板 富士高分子株式会社   NM-8535 平成14年05月22日

メラミン樹脂系塗装・鋼板張／両面ボード用原紙張せっこう板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8534 平成14年05月22日

メラミン・アクリル樹脂系塗装／ロックウール板裏張／鋼板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8533 平成14年05月22日

石綿セメント押出成形板 昭和電工建材株式会社   NM-8532 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 冨士ファニチア株式会社   NM-8531 平成14年05月22日

両面ウレタン樹脂含浸紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 太平洋セメント株式会社   NM-8530 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 三菱樹脂株式会社   NM-8529 平成14年05月22日

石綿混入セメント押出成形板 太平洋セメント株式会社   NM-8528 平成14年05月22日

両面ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウム板両面張／パルプ混入水
酸化アルミニウム板

筒中プラスチック工業株式会
社   NM-8527 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／有孔アルミニウム板張／アクリル系樹脂混入ア
ルミニウム繊維板 ニチアス株式会社   NM-8526 平成14年05月22日

ポリエステル不織布張／酸化カルシウム二酸化けい素繊維フェルト ニチアス株式会社   NM-8525 平成14年05月22日

ガラス繊維混入パーライトセメント板 東陶機器株式会社   NM-8524 平成14年05月22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 黒崎播磨株式会社   NM-8523 平成14年05月22日

アクリルシリコーン樹脂系塗装／アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 株式会社タニタハウジングウ
エア   NM-8521 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入スラグセメント板 東陶機器株式会社   NM-8520 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

両面レーヨンクロス張／ロックウール積層中空板 株式会社岡村製作所   NM-8519 平成14年05月22日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入水酸化アルミニ
ウムフェノール樹脂発泡板 小坂特殊合板株式会社   NM-8518 平成14年05月22日

織物壁紙張／せっこうボード裏張／亜鉛めっき鋼板 コマニー株式会社   NM-8517 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板張／ロックウール板 株式会社淀川製鋼所   NM-8516 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／ステンレス鋼板 オリエンタルメタル株式会社   NM-8515 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 オリエンタルメタル株式会社   NM-8514 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／繊維混入けい酸カルシウム板 冨士ファニチア株式会社   NM-8513 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8512 平成14年05月22日

ポリエステル樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8511 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8510 平成14年05月22日

両面カラーアルミ板張／アルミニウム箔ハニカムコア板 株式会社住軽日軽エンジニア
リング   NM-8509 平成14年05月22日

けい砂・パーライトセメント板 トステム株式会社   NM-8508 平成14年05月22日

過フッ化炭化水素系塗装／裏面ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウ
ム・亜鉛合金めっき鋼板 National Steel Corporation   NM-8507 平成14年05月22日

水酸化アルミニウム塩化ビニル発泡板 産研工業株式会社   NM-8506 平成14年05月22日

アルミニウム箔張ガラスクロス張／けい素カルシウム系フェルト ニチアス株式会社   NM-8505 平成14年05月22日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入無機質フェノー
ル樹脂発泡板 オサジマ   NM-8504 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 ニチアス株式会社   NM-8503 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

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入水酸化アルミニ
ウムフェノール樹脂発泡板 松井木工株式会社   NM-8502 平成14年05月22日

パルプ混入せっこう板 ニチアス株式会社   NM-8501 平成14年05月22日

亜鉛めっき波形鋼板 株式会社フカガワ   NM-8500 平成14年05月22日

ステンレス波形鋼板 株式会社フカガワ   NM-8499 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリエステル不織布張／グラスウール板 株式会社フカガワ   NM-8498 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／裏面ナイロン不織布張／グラスウール板 株式会社フカガワ   NM-8497 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／裏面ガラスクロス張／グラスウール板 株式会社フカガワ   NM-8496 平成14年05月22日

シリコンポリエステル樹脂系塗装／裏面ポリエステル樹脂系塗装／ア
ルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 National Steel Corporation   NM-8495 平成14年05月22日

両面メラミン樹脂系塗装／鋼板両面張／ガラス繊維・けい酸マグネシ
ウム混抄紙ハニカムコア板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8494 平成14年05月22日

アクリル系樹脂混入アルミニウム繊維板 ニチアス株式会社   NM-8493 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入けい酸カルシウム板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8492 平成14年05月22日

パルプ混入けい酸カルシウム板 ニチアス株式会社   NM-8491 平成14年05月22日

複合型化粧用仕上材塗／石綿・パルプ混入パーライトセメント板 山本窯業化工株式会社   NM-8490 平成14年05月22日

両面ガラスクロス張／鋼板両面張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム
混抄紙ハニカムコア板 コマニー株式会社   NM-8489 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／ワラストナイトけい酸カルシウム板 中越テック株式会社   NM-8488 平成14年05月22日

塩化ビニル樹脂フィルム張／せっこうボード裏張／亜鉛めっき鋼板 コマニー株式会社   NM-8487 平成14年05月22日

アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 National Steel Corporation   NM-8486 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

アルコキシド樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 ニチアス株式会社   NM-8485 平成14年05月22日

パルプ混入けい酸カルシウム板 ニチアス株式会社   NM-8484 平成14年05月22日

アルミナシリカ繊維フェルト ニチアス株式会社   NM-8483 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／アルミニウムめっきステンレス鋼板 新日本製鐵株式会社   NM-8482 平成14年05月22日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 富士高分子株式会社   NM-8481 平成14年05月22日

両面フッ素樹脂系塗装／アルミニウム板両面張／ロックウール板 日本ハンター・ダグラス株式
会社   NM-8480 平成14年05月22日

ガラスクロス張／亜鉛めっき鋼板張／水酸化アルミニウムロックウー
ル板 株式会社岡村製作所   NM-8479 平成14年05月22日

両面ポリエステル樹脂系塗装／鋼板両面張／ガラス繊維混入けい酸カ
ルシウム板 コマニー株式会社   NM-8477 平成14年05月22日

両面メラミン樹脂系塗装／鋼板両面張／ガラス繊維混入けい酸カルシ
ウム板 コマニー株式会社   NM-8476 平成14年05月22日

両面ポリエステル樹脂系塗装／鋼板両面張／ガラス繊維・けい酸マグ
ネシウム混抄紙ハニカムコア板 コマニー株式会社   NM-8475 平成14年05月22日

ガラスクロス張・メラミン樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 コマニー株式会社   NM-8473 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8470 平成14年05月22日

ポリエステル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8469 平成14年05月22日

ワラストナイト混入セメント押出成形板 株式会社クボタ   NM-8468 平成14年05月22日

セメント押出成形板 太平洋セメント株式会社   NM-8467 平成14年05月22日

ナイロン繊維不織布張／アルミニウム板 三洋工業株式会社   NM-8465 平成14年05月22日

両面ポリエステル樹脂系塗装／鋼板両面張／ロックウール積層中空板 コマニー株式会社   NM-8464 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

両面メラミン樹脂系塗装／鋼板両面張／ロックウール積層中空板 コマニー株式会社   NM-8463 平成14年05月22日

ソーダ石灰ガラス層付／金網ラス入けい石・長石板 パナホーム株式会社   NM-8462 平成14年05月22日

アルミニウム波板 株式会社深川製作所   NM-8461 平成14年05月22日

パルプ混入けい酸カルシウム板 ニチアス株式会社   NM-8460 平成14年05月22日

せっこうボード裏張／着色亜鉛めっき鋼板 コマニー株式会社   NM-8459 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／アルミニウムめっき鋼板 新日本製鐵株式会社   NM-8458 平成14年05月22日

炭素繊維混入けい砂セメント板 日本板硝子環境アメニティ株
式会社   NM-8457 平成14年05月22日

プレコート紙張／パルプ混入石綿セメント板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8456 平成14年05月22日

天然砕石成形材付／パルプ・せっこう混入パーライトセメント板 旭硝子株式会社   NM-8455 平成14年05月22日

ガラス繊維混入スラグセメント押出成形板 株式会社ノダ   NM-8454 平成14年05月22日

メラミン樹脂系塗装鋼板両面張／ロックウール積層中空板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8453 平成14年05月22日

両面ガラスクロス張／ロックウール積層中空板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8452 平成14年05月22日

両面レーヨンクロス張／ロックウール積層中空板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8451 平成14年05月22日

ロックウール積層中空板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8450 平成14年05月22日

セメント押出成形板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-8449 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8448 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張・ガラス繊維不織布張／パルプ混
入せっこう板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8447 平成14年05月22日

220/454 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

織物壁紙張／パルプ混入せっこう板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8446 平成14年05月22日

ワラストナイト混入セメント板 中越テック株式会社   NM-8445 平成14年05月22日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カルシウム板 旭硝子株式会社   NM-8444 平成14年05月22日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入けい酸カルシウ
ム板 旭硝子株式会社   NM-8443 平成14年05月22日

アルミナシリケート系繊維板 新日化サーマルセラミックス
株式会社   NM-8442 平成14年05月22日

セメント押出成形板 昭和電工建材株式会社   NM-8441 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 大和スレート株式会社   NM-8438 平成14年05月22日

アルミナシリケート系繊維フェルト 新日化サーマルセラミックス
株式会社   NM-8437 平成14年05月22日

アルミナシリケート系繊維フェルト 新日化サーマルセラミックス
株式会社   NM-8436 平成14年05月22日

ワラストナイト・セメントけい酸カルシウム板 中越テック株式会社   NM-8435 平成14年05月22日

メラミン樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 コマニー株式会社   NM-8434 平成14年05月22日

ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウム板 日本ハンター・ダグラス株式
会社   NM-8433 平成14年05月22日

ワラストナイトセメント板 中越テック株式会社   NM-8432 平成14年05月22日

セメント押出成形板 昭和電工建材株式会社   NM-8431 平成14年05月22日

セメント押出成形板 昭和電工建材株式会社   NM-8430 平成14年05月22日

セメント押出成形板 昭和電工建材株式会社   NM-8429 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／パーライト混入セメント板 株式会社クボタ   NM-8428 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

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8427 平成14年05月22日

ガラス繊維不織布入せっこう板 日本板硝子環境アメニティ株
式会社   NM-8426 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入スラグセメント板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8425 平成14年05月22日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム
板 ニチアス株式会社   NM-8424 平成14年05月22日

アルミニウム箔張・ガラスクロス張／ガラス繊維不織布フェルト サンベック株式会社   NM-8423 平成14年05月22日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パルプ混入セメントけい酸カルシ
ウム板 ニチアス株式会社   NM-8421 平成14年05月22日

アルミニウム箔張・水酸化アルミニウム紙張／グラスウール板 株式会社ワンワールド   NM-8420 平成14年05月22日

グラスウール板 株式会社ワンワールド   NM-8419 平成14年05月22日

グラスウール板 株式会社ワンワールド   NM-8418 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入軽量セメント板 株式会社クボタ   NM-8417 平成14年05月22日

アルミニウム箔張・水酸化アルミニウム紙張／アルミナシリケート繊
維・ガラス繊維フェルト ニチアス株式会社   NM-8416 平成14年05月22日

ポリオレフィン樹脂系フィルム張／パルプ混入けい酸カルシウム板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8415 平成14年05月22日

ガラスクロス張／グラスウール板 株式会社ワンワールド   NM-8414 平成14年05月22日

グラスウール板 株式会社ワンワールド   NM-8413 平成14年05月22日

グラスウール板 株式会社ワンワールド   NM-8412 平成14年05月22日

ガラス繊維不織布フェルト サンベック株式会社   NM-8410 平成14年05月22日

ポリエステル樹脂系塗装／不燃積層せっこうボード裏張／亜鉛めっき
鋼板 株式会社チューオー   NM-8409 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

シリコンポリエステル樹脂系塗装／不燃積層せっこうボード裏張／ス
テンレス鋼板 株式会社チューオー   NM-8408 平成14年05月22日

フッ素・アクリル・ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入スラグセメント
板 旭硝子株式会社   NM-8407 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／パルプ・パーライト混入セメントけい酸カルシ
ウム板 株式会社クボタ   NM-8406 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／アルミニウム板 日本ハンター・ダグラス株式
会社   NM-8405 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装・ポリエステル系繊維不織布張／グラスウール板 ニチアス株式会社   NM-8404 平成14年05月22日

ポリエステル系繊維不織布張／グラスウール板 ニチアス株式会社   NM-8403 平成14年05月22日

メラミン樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 コマニー株式会社   NM-8402 平成14年05月22日

鉛板張／ステンレス鋼板 ヤマキ工業株式会社   NM-8401 平成14年05月22日

フッ化ビニリデン樹脂系塗装／両面アクリル・塩化ビニル樹脂系塗装
／亜鉛めっき鋼板 オリエンタルメタル株式会社   NM-8400 平成14年05月22日

メラミン樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 コマニー株式会社   NM-8399 平成14年05月22日

石綿セメント押出成形板 昭和電工建材株式会社   NM-8398 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ロックウール板 ニチアス株式会社   NM-8397 平成14年05月22日

パルプ・ガラス繊維混入スラグせっこうセメント板 旭硝子株式会社   NM-8396 平成14年05月22日

両面アクリル・塩化ビニル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 オリエンタルメタル株式会社   NM-8395 平成14年05月22日

ポリウレタン樹脂系塗装／裏面ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウ
ム板

日本ハンター・ダグラス株式
会社   NM-8394 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／亜鉛めっき鋼板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8393 平成14年05月22日

両面塩化ビニルフィルム張／鋼板 東洋鋼鈑株式会社   NM-8392 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

アクリル樹脂系塗装・ポリエステル系繊維不織布張／グラスウール板 ニチアス株式会社   NM-8391 平成14年05月22日

両面メラミン樹脂系塗装／鋼板両面張／ロックウール板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8390 平成14年05月22日

両面メラミン樹脂系塗装／鋼板両面張／グラスウール板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8389 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／鋼板 東洋鋼鈑株式会社   NM-8388 平成14年05月22日

石綿・パーライト混入スラグセメント板 中越テック株式会社   NM-8387 平成14年05月22日

アルミナシリケート繊維フェルト ニチアス株式会社   NM-8386 平成14年05月22日

石綿セメント押出成形板 昭和電工建材株式会社   NM-8385 平成14年05月22日

シリカ混入発泡セメント板 菊水化学工業株式会社   NM-8384 平成14年05月22日

アルミニウム波板 株式会社深川製作所   NM-8383 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張／亜鉛めっき鋼板 日本スピンドル製造株式会社   NM-8382 平成14年05月22日

石綿混入スラグせっこう板 中越テック株式会社   NM-8381 平成14年05月22日

石綿セメント押出成形板 昭和電工建材株式会社   NM-8380 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／アルミニウム板両面張／石綿・パルプ混入
スラグせっこう板 旭硝子株式会社   NM-8379 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／アルミニウム板両面張／石綿・パルプ混入
スラグせっこう板 旭硝子株式会社   NM-8378 平成14年05月22日

アクリルメラミン樹脂系塗装／アルミニウム板張石綿・パルプ混入ス
ラグせっこう板 旭硝子株式会社   NM-8377 平成14年05月22日

ポリエステル不織布張ガラス繊維シート裏張／着色亜鉛めっき鋼板 カクイチ建材工業株式会社   NM-8376 平成14年05月22日

ポリエステル系繊維不織布張／グラスウール板 ニチアス株式会社   NM-8375 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

塩化ビニルフィルム張／パーライト混入石綿スラグ石灰板 丸玉産業株式会社   NM-8374 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／ロックウール板裏張／亜鉛めっき鋼板 コマニー株式会社   NM-8373 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／せっこうボード コマニー株式会社   NM-8372 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／ガラス繊維混入セメント板 日本板硝子環境アメニティ株
式会社   NM-8371 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／ガラス繊維混入セメント板 日本板硝子環境アメニティ株
式会社   NM-8370 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／鋼板両面張／ロックウール板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8369 平成14年05月22日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／繊維混入スラグせっこう板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8368 平成14年05月22日

天然木単板張／繊維混入スラグせっこう板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8367 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入スラグせっこう板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8366 平成14年05月22日

せっこうボード裏張／塩ビ鋼板 三菱樹脂株式会社   NM-8365 平成14年05月22日

パルプ・石綿混入スラグせっこう板 日本板硝子環境アメニティ株
式会社   NM-8364 平成14年05月22日

メラミン樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 コマニー株式会社   NM-8363 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／繊維混入けい酸カルシウム板 ニチアス株式会社   NM-8361 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装・砂付／ステンレス箔シングル オリエンタルメタル株式会社   NM-8360 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装・砂付／ステンレス箔シングル オリエンタルメタル株式会社   NM-8359 平成14年05月22日

メラミン・アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8358 平成14年05月22日

石綿セメント押出成形板 昭和電工建材株式会社   NM-8357 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

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス ユニチカグラスファイバー株
式会社   NM-8356 平成14年05月22日

アクリル樹脂塗装・着色石英付／亜鉛めっき鋼板 オリエンタルメタル株式会社   NM-8355 平成14年05月22日

アクリル樹脂系フィルム張・アクリル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 オリエンタルメタル株式会社   NM-8354 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂塗装・着色砂付／亜鉛めっき鋼板 オリエンタルメタル株式会社   NM-8353 平成14年05月22日

アクリル樹脂塗装・着色砂付／亜鉛めっき鋼板 オリエンタルメタル株式会社   NM-8352 平成14年05月22日

酢ビ樹脂系塗装／ガラス繊維混入せっこう板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8351 平成14年05月22日

メラミン・アクリル樹脂系塗装／アスベストせっこう積層板裏張／鋼
板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8350 平成14年05月22日

ガラス繊維混入モルタル板 日本板硝子環境アメニティ株
式会社   NM-8349 平成14年05月22日

両面メラミンアクリル樹脂系塗装／鋼板両面張／ロックウール板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8348 平成14年05月22日

両面塩ビ鋼板張／亜鉛めっき鋼板角波板 三菱樹脂株式会社   NM-8347 平成14年05月22日

両面メラミン樹脂系塗装／鋼板両面張／ロックウール板 コマニー株式会社   NM-8346 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 新日本製鐵株式会社   NM-8345 平成14年05月22日

石綿セメント板 中越テック株式会社   NM-8343 平成14年05月22日

両面アクリル塗装／鋼板両面張／ロックウール板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8342 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 オリエンタルメタル株式会社   NM-8341 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／鋼板両面張／ロックウールグラスウール積
層板 株式会社イトーキクレビオ   NM-8340 平成14年05月22日

火山れきセメント板 株式会社カルストーン   NM-8339 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

アミノアルキッド樹脂系塗装／石綿けい酸カルシウム板 丸玉産業株式会社   NM-8338 平成14年05月22日

アミノアルキッド樹脂系塗装／石綿セメントけい酸カルシウム板 丸玉産業株式会社   NM-8337 平成14年05月22日

アミノアルキッド樹脂系塗装／石綿セメントけい酸カルシウム板 丸玉産業株式会社   NM-8336 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装・アスベスト紙張／亜鉛めっき鋼板 オリエンタルメタル株式会社   NM-8335 平成14年05月22日

石粉入酢ビ樹脂系塗装／グラスウール板 株式会社ノダ   NM-8334 平成14年05月22日

吹付ロックウール／コンクリート、モルタル、石綿セメント板、石綿
セメントパーライト板、石綿けい酸カルシウム板 阪東工業株式会社   NM-8333 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板張／有孔着色亜鉛めっき鋼板裏張／ロックウール
板 大同鋼板株式会社   NM-8295 平成14年05月22日

アルミニウム箔張ガラスクロス張／グラスウール波形板 旭ファイバーグラス株式会社   NM-8287 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 住友林業クレスト株式会社   NM-8239 平成14年05月22日

アクリルウレタン樹脂系塗装・紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 住友林業クレスト株式会社   NM-8220 平成14年05月22日

ビニル樹脂系塗装・ガラス繊維不織布張／グラスウール板 旭ファイバーグラス株式会社   NM-8210 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入パーライトセメント板 ウベボード株式会社   NM-8206 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／裏面アルミニウム箔張／グラスウール板 協立エアテック株式会社   NM-8200 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入スラグセメント板 住友林業クレスト株式会社   NM-8190 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板張／アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板裏張／グ
ラスウール板 旭ファイバーグラス株式会社   NM-8189 平成14年05月22日

ポリアクリロニトリル植毛付／アルミニウム波板 協立エアテック株式会社   NM-8175 平成14年05月22日

レーヨンクロス張／グラスウール板 旭ファイバーグラス株式会社   NM-8158 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

レーヨンクロス張／グラスウール板 旭ファイバーグラス株式会社   NM-8157 平成14年05月22日

ポリアクリロニトリル系繊維植毛付／アルミニウム波板 協立エアテック株式会社   NM-8156 平成14年05月22日

ガラスクロス張・アクリル樹脂系塗装／ロックウール板裏張／亜鉛め
っき鋼板 株式会社岡村製作所   NM-8137 平成14年05月22日

パルプ混入セメント板 住友林業クレスト株式会社   NM-8135 平成14年05月22日

繊維混入フライアッシュ・スラグセメント板 ウベボード株式会社   NM-8133 平成14年05月22日

繊維混入セメント板 ウベボード株式会社   NM-8130 平成14年05月22日

繊維混入スラグせっこう板 ウベボード株式会社   NM-8129 平成14年05月22日

繊維混入セメント板 ウベボード株式会社   NM-8121 平成14年05月22日

繊維混入フライアッシュ・スラグセメント板 ウベボード株式会社   NM-8113 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入フライアッシュセメント板 ウベボード株式会社   NM-8104 平成14年05月22日

パルプ混入けい酸カルシウム板 住友林業クレスト株式会社   NM-8096 平成14年05月22日

繊維混入フライアッシュセメント板 ウベボード株式会社   NM-8087 平成14年05月22日

パルプ混入パーライトスラグせっこう板 住友林業クレスト株式会社   NM-8068 平成14年05月22日

繊維混入スラグセメント板 ウベボード株式会社   NM-8067 平成14年05月22日

繊維混入パーライトセメント板 ウベボード株式会社   NM-8066 平成14年05月22日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入スラグセメント板 住友林業クレスト株式会社   NM-8055 平成14年05月22日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 積水ホームテクノ株式会社   NM-8054 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

繊維混入スラグせっこう板 ウベボード株式会社   NM-8051 平成14年05月22日

パルプ混入スラグセメント板 住友林業クレスト株式会社   NM-8046 平成14年05月22日

アクリル系樹脂塗装／ガラスクロス張／ガラス繊維・セラミック繊維
混紡フェルト 太陽工業株式会社 大阪市淀川区木川東4丁目8番

4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0276 平成14年05月22日

表面天然石粒・アクリル樹脂系塗装／裏面ポリエステル樹脂系塗装／
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 株式会社佐渡島 大阪市中央区南船場4-12-8関

西心斎橋ビル (一財)建材試験センター NM-0275 平成14年05月22日

ふっ素樹脂系塗装／溶融55%アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板張／繊維混入けい酸カルシウム板

東京ガス・フロロマテリアル
株式会社 東京都台東区松が谷1-3-3 (一財)建材試験センター NM-0274 平成14年05月22日

両面ガラス繊維不織布張／水酸化アルミニウム混入／フェノール樹脂
発泡板充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社ソーゴ 新潟県新潟市白勢町字上大曲

69番地14 (一財)日本建築総合試験所 NM-0273 平成14年05月22日

両面水酸化アルミニウム混抄紙張／フェノール樹脂発泡板充てん／両
面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社ソーゴ 新潟県新潟市白勢町字上大曲

69番地14 (一財)日本建築総合試験所 NM-0272 平成14年05月22日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板・クラフト紙張／不燃材料(金属板を
除く） 宮﨑木材工業株式会社 京都市右京区太秦下角田町5 (一財)日本建築総合試験所 NM-0271 平成14年05月22日

両面メラミン系樹脂含浸紙張／パルプ混入水酸化アルミニウム板 イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁目1番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0270 平成14年05月22日

アルミニウムはく張／両面水性インキ塗装／ポリエステル不織布張／
フェノール樹脂発泡板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1丁目9

3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0269 平成14年05月22日

ポリ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 日本軽金属株式会社 東京都品川区東品川2丁目2番
20号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0268 平成14年05月22日

アルミナシリケート繊維フェルト ニチアス株式会社 東京都港区芝大門一丁目1番2
6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0267 平成14年05月22日

合成樹脂系塗材塗／不燃材料(金属板） ジャパンハイドロテクトコー
ティングス株式会社

東京都港区高輪2-16-37日本
生命高輪第2ビル4階 (一財)日本建築総合試験所 NM-0266 平成14年05月22日

木繊維・セラミック粉混入／セメント板 株式会社エムアンドケー 東京都千代田区三崎町3-1-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-0265 平成14年05月22日

ウレタン系樹脂塗装／アクリル系樹脂含浸紙張／アクリル系樹脂裏面
塗装／繊維混入ケイ酸カルシウム板 神島化学工業株式会社 大阪市中央区高麗橋4丁目2番

7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0264 平成14年05月22日

あまに油混入／酸化チタン・炭酸カルシウム系塗料塗／不燃材料（金
属板を除く） 有限会社エコ・リビング 大阪市淀川区西中島7-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0263 平成14年05月22日

ポリエステル系樹脂含浸化粧紙張／火山性ガラス質複層板 株式会社近江ボード 滋賀県犬上郡甲良町大字尼子
2268番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0262 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

ポリプロピレン系樹脂フィルム重張／不燃材料（鋼板以外の金属板及
びせっこうボードを除く） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁

目1番1号 (一財)ベターリビング NM-0260 平成14年05月22日

樹脂充てん／両面鋼板 社団法人日本鉄鋼連盟   NM-8698 平成14年05月17日

塗装／亜鉛めっき鋼板 社団法人日本鉄鋼連盟   NM-8697 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 リンテック株式会社   NM-8696 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 理研ヒﾞニル工業株式会社   NM-8695 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 株式会社淀川製鋼所   NM-8694 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 三菱樹脂株式会社   NM-8693 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 北海鋼機株式会社   NM-8692 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 日本ペイント株式会社   NM-8691 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 日鐵建材工業株式會社   NM-8690 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 日新製鋼株式会社   NM-8689 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 株式会社中川ケミカル   NM-8688 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 東洋鋼鈑株式会社   NM-8687 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 筒中プラスチック工業株式会
社   NM-8686 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 大日本エリオ株式会社   NM-8685 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 大日本印刷株式会社   NM-8684 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 大同鋼板株式会社   NM-8683 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

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 大洋製鋼株式会社   NM-8682 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 積水化学工業株式会社   NM-8681 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 住友スリーエム株式会社   NM-8680 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 住友金属建材株式会社   NM-8679 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 新日本製鐵株式會社   NM-8678 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 シーアイ化成株式会社   NM-8677 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 三宝樹脂工業株式会社   NM-8676 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 関西ヘﾟイント株式会社   NM-8675 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 川鉄鋼板株式会社   NM-8674 平成14年05月17日

無機質断熱材裏張／金属板 日新製鋼株式会社   NM-8673 平成14年05月17日

せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   NM-8619 平成14年05月17日

せっこう平ラスボード下地仕上用せっこうプラスター塗 社団法人石膏ボード工業会   NM-8618 平成14年05月17日

せっこうプラスター塗ラスボード 社団法人石膏ボード工業会   NM-8617 平成14年05月17日

せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   NM-8616 平成14年05月17日

強化せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   NM-8615 平成14年05月17日

化粧せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   NM-8614 平成14年05月17日

不燃積層せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   NM-8613 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

せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   NM-8612 平成14年05月17日

アルミニウムはく張／グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社  

 NM-8611 平成14年05月17日株式会社　マグ  

旭ファイバーグラス株式会社  

化粧グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社  

 NM-8610 平成14年05月17日株式会社　マグ  

旭ファイバーグラス株式会社  

メタルラス張／グラスウールブランケット

パラマウント硝子工業株式会
社  

 NM-8609 平成14年05月17日株式会社　マグ  

旭ファイバーグラス株式会社  

アルミニウムはく張／グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社  

 NM-8608 平成14年05月17日株式会社　マグ  

旭ファイバーグラス株式会社  

グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社  

 NM-8607 平成14年05月17日株式会社　マグ  

旭ファイバーグラス株式会社  

アルミニウムはく張／グラスウール保温板 ニットーボー東岩株式会社   NM-8606 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

アルミニウムはく張／グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社  

 NM-8606 平成14年05月17日株式会社　マグ  

旭ファイバーグラス株式会社  

グラスウール保温板

東洋ファイバーグラス株式会
社  

 NM-8605 平成14年05月17日

ニットーボー東岩株式会社  

パラマウント硝子工業株式会
社  

株式会社　マグ  

旭ファイバーグラス株式会社  

アルミニウムはく・ガラスクロス張／グラスウール保温板

東洋ファイバーグラス株式会
社  

 NM-8604 平成14年05月17日

ニットーボー東岩株式会社  

パラマウント硝子工業株式会
社  

株式会社　マグ  

旭ファイバーグラス株式会社  

両面ポリエチレンフィルム張／グラスウール保温板

東洋ファイバーグラス株式会
社  

 NM-8603 平成14年05月17日
ニットーボー東岩株式会社  

パラマウント硝子工業株式会
社  

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

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ポリエチレンフィルム張／グラスウール保温板 旭ファイバーグラス株式会社   NM-8603 平成14年05月17日

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧保温材

　日本ﾛｯｸｳｰﾙ株式会社  

 NM-8602 平成14年05月17日
　川鉄ﾛｯｸﾌｧｲﾊﾞｰ株式会社  

　ニチアス株式会社  

　日東紡績株式会社  

吹付けﾛｯｸｳｰﾙ

耐火被覆工業協同組合  

 NM-8601 平成14年05月17日

株式会社和久産業  

日本ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ株式会社  

太平洋ﾏﾃﾘｱﾙ株式会社  

株式会社ノザワ  

株式会社ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰﾏﾃﾘｱﾙ  

新日鐵化学株式会社  

ナイガイ株式会社  

ニチアス株式会社  

日東紡績株式会社  

ﾛｯｸｳｰﾙ保温材
　日本ﾛｯｸｳｰﾙ株式会社  

 NM-8600 平成14年05月17日
株式会社金剛高麗化学  
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ﾛｯｸｳｰﾙ保温材

　川鉄ﾛｯｸﾌｧｲﾊﾞｰ株式会社  

 NM-8600 平成14年05月17日

大平洋金属株式会社  

　太平洋ﾏﾃﾘｱﾙ株式会社  

　ニチアス株式会社  

　日東紡績株式会社  

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

　株式会社金剛高麗化学  

 NM-8599 平成14年05月17日

松下電工株式会社  

株式会社エービーシー商会  

大建工業株式会社  

日東紡績株式会社  

カラーアルミ 社団法人日本アルミニウム協
会   NM-8598 平成14年05月17日

カラーアルミ 社団法人日本アルミニウム協
会   NM-8597 平成14年05月17日

チタン展伸材 社団法人日本チタン協会   NM-8596 平成14年05月17日

伸銅品 三宝伸銅工業株式会社   NM-8595 平成14年05月17日

伸銅品 住友軽金属工業株式会社   NM-8594 平成14年05月17日

伸銅品 三菱マテリアル株式会社   NM-8593 平成14年05月17日

伸銅品 古河電気工業株式会社   NM-8592 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

伸銅品 三井金属鉱業株式会社   NM-8591 平成14年05月17日

伸銅品 住友金属鉱山伸銅株式会社   NM-8590 平成14年05月17日

伸銅品 日立電線株式会社 東京都千代田区大手町１－６
－１  NM-8589 平成14年05月17日

伸銅品 同和メタル株式会社   NM-8588 平成14年05月17日

伸銅品 神鋼メタルフﾟロタﾞクツ株式
会社   NM-8587 平成14年05月17日

伸銅品 株式会社神戸製鋼所   NM-8586 平成14年05月17日

塗料塗装／不燃材料 社団法人日本塗料工業会   NM-8585 平成14年05月17日

化粧石綿けい酸カルシウム板化粧石綿スレート 株式会社三越環境サービス   NM-8584 平成14年05月17日

化粧石綿けい酸カルシウム板化粧石綿スレート 株式会社内外テクノス   NM-8583 平成14年05月17日

化粧石綿けい酸カルシウム板化粧石綿スレート 株式会社TAKリビング   NM-8582 平成14年05月17日

化粧石綿けい酸カルシウム板化粧石綿スレート 髙島屋スペースクリエイツ株
式会社   NM-8581 平成14年05月17日

化粧石綿けい酸カルシウム板化粧石綿スレート 清水建設株式会社   NM-8580 平成14年05月17日

化粧繊維混入けい酸カルシウム板

横浜スレート工業株式会社  

 NM-8579 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  
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

化粧繊維混入けい酸カルシウム板

株式会社ノザワ  

 NM-8579 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  

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

化粧繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8579 平成14年05月17日

繊維混入けい酸カルシウム板

横浜スレート工業株式会社  

 NM-8578 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  
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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

四国浅野スレート株式会社  

 NM-8578 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  

ウベボード株式会社  

株式会社エーアンドエーマテ
リアル  

化粧繊維強化セメント板

松下電工株式会社  

 NM-8577 平成14年05月17日

日東紡績株式会社  

富士高分子株式会社  

大日建材工業株式会社  

大建工業株式会社  

大三特殊合板株式会社  

ダイソ－株式会社  

積水化学工業株式会社  

新明興産業株式会社  

シ－アイ化成株式会社  
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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

化粧繊維強化セメント板

寿工業株式会社  

 NM-8577 平成14年05月17日

株式会社キョ－テック  

株式会社関西化粧ベニヤ製作
所  

川鉄建材株式会社  

大倉工業株式会社  

横浜スレ－ト工業株式会社  

大和スレ－ト株式会社  

村樫スレ－ト工業株式会社  

株式会社ミエスレ－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－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－ト株式会社  

東北浅野スレ－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

化粧繊維強化セメント板

東京スレ－ト株式会社  

 NM-8577 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－ト工業株式会社  

四国浅野スレ－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  

ウベボード株式会社  

株式会社エ－アンドエ－マテ
リアル  

住友スリーエム株式会社  

繊維強化セメント板

横浜スレート工業株式会社  

 NM-8576 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  
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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

株式会社ノザワ  

 NM-8576 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  

ウベボード株式会社  

242/454 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 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-8576 平成14年05月17日

粉じん固化剤 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   NM-8575 平成14年05月17日

繊維壁材塗り／不燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   NM-8574 平成14年05月17日

複合型化粧用仕上材塗り／不燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   NM-8573 平成14年05月17日

有機質砂壁状塗料塗り／不燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   NM-8572 平成14年05月17日

無機質砂壁状吹付材塗り／不燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   NM-8571 平成14年05月17日

軽量セメントモルタル 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   NM-8570 平成14年05月17日

アクリルウレタン系樹脂塗装／不燃材料（金属板を除く） 株式会社キョーテック 京都府亀岡市曽我部町犬飼馬
ノ上1番地 (一財)日本建築センター NM-0261 平成14年05月15日

アルミニウムはく・ガラス糸・クラフト紙張／ガラスペーパー裏張／
グラスウール保温板

株式会社東京興業貿易商会  

 NM-8569 平成14年05月10日

株式会社インボイス  

パラマウント硝子工業株式会
社  

株式会社マグ  

旭ファイバーグラス株式会社  

ポリエチレンテレフタレートフィルム表張／せっこうボード裏張／溶
融亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0259 平成14年05月10日

アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張／冷間圧延鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南
6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0258 平成14年05月10日

ポリプロピレン・ポリエチレン系フィルム表張／せっこうボード裏張
／溶融亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0257 平成14年05月10日

天然木単板・アルミニウムはく表張／せっこうボード裏張／溶融亜鉛
めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪府大阪市東成区大今里南

6丁目1番1号 (一財)建材試験センター NM-0256 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

ガラス繊維不織布混入／せっこう板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-1-1
新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0255 平成14年05月10日

アクリル樹脂系塗装・レーヨン系不織布張／ガラス繊維不織布混入／
せっこう板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-1-1

新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0254 平成14年05月10日

ウレタン樹脂系塗装・塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラス繊維不織
布混入／せっこう板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-1-1

新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0253 平成14年05月10日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン樹脂系フィルム張／ガラス繊維
不織布混入／せっこう板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-1-1

新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-0252 平成14年05月10日

ロックウール混入／せっこう板 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 NM-0251 平成14年05月10日

ロックウール混入／せっこう板 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 NM-0250 平成14年05月10日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／不燃材料 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11
-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-0249 平成14年05月10日

ポリエステル樹脂系フィルム張／不燃材料 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11
-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-0248 平成14年05月10日

ポリエステル樹脂系塗装・チタン紙張／石綿スレート ユアサ建材工業株式会社   NM-9725 平成14年05月07日

両面シリカ系無機質混抄紙張／ガラス繊維混入無機質フェノール樹脂
発泡板 日東紡績株式会社   NM-9696 平成14年05月07日

両面ガラス繊維不織布張／ガラス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡
板 日東紡績株式会社   NM-9679 平成14年05月07日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 日東紡績株式会社   NM-9676 平成14年05月07日

両面ガラス繊維不織布張／ガラス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡
板 日東紡績株式会社   NM-9675 平成14年05月07日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／ガラス繊維混入無機質フェノール樹脂発
泡板 日東紡績株式会社   NM-9661 平成14年05月07日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入無機質フェノー
ル樹脂発泡板 日東紡績株式会社   NM-9657 平成14年05月07日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 文化シヤッター株式会社   NM-9653 平成14年05月07日

ガラス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 日東紡績株式会社   NM-9650 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

塩化ビニル樹脂フィルム張／裏面ガラスクロス張／グラスウール板 サンエス工業株式会社   NM-9643 平成14年05月07日

織物壁紙張／パルプ混入せっこう板 文化シヤッター株式会社   NM-9642 平成14年05月07日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張・ガラス繊維不織布張／パルプ混
入せっこう板 文化シヤッター株式会社   NM-9641 平成14年05月07日

両面ガラス繊維ネット張／セメントモルタル板 三菱レイヨン株式会社   NM-9631 平成14年05月07日

酢酸ビニル樹脂系塗装／水酸化アルミニウムロックウール板 大建工業株式会社   NM-9628 平成14年05月07日

アルミニウム波板 サンエス工業株式会社   NM-9627 平成14年05月07日

メラミン・アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 文化シヤッター株式会社   NM-9620 平成14年05月07日

両面メラミン・アクリル樹脂系塗装／鋼板両面張／グラスウール板 文化シヤッター株式会社   NM-9619 平成14年05月07日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9606 平成14年05月07日

ガラスクロス張・アルミニウム箔張／グラスウール板 株式会社淀川製鋼所   NM-9605 平成14年05月07日

ガラス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 日東紡績株式会社   NM-9603 平成14年05月07日

シリコーン樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 大建工業株式会社   NM-9596 平成14年05月07日

アクリル樹脂系塗装／ワラストナイト・セメントモルタル板 大建工業株式会社   NM-9591 平成14年05月07日

シリコンアルコキシド系塗装／石綿セメントけい酸カルシウム板 大建工業株式会社   NM-9570 平成14年05月07日

両面アクリル樹脂系塗装／セメント板 大建工業株式会社   NM-9563 平成14年05月07日

石綿セメント押出成形板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9544 平成14年05月07日

せっこうボード裏張／塩化ビニル樹脂金属積層板 文化シヤッター株式会社   NM-9540 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

アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス裏張／溝加工マイカ混入スラグせ
っこう板 大建工業株式会社   NM-9539 平成14年05月07日

ガラスクロス裏張／溝加工マイカ混入スラグせっこう板 大建工業株式会社   NM-9538 平成14年05月07日

けい酸ナトリウム系塗装／ポリプロピレン繊維混入けい酸ナトリウム
パーライト板 大建工業株式会社   NM-9530 平成14年05月07日

石綿・パーライト混入せっこうセメント板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9527 平成14年05月07日

アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張鋼板 日本ファイリング建材株式会
社   NM-9524 平成14年05月07日

不燃積層せっこうボード板裏張塩ビ鋼板 文化シヤッター株式会社   NM-9523 平成14年05月07日

塩ビ鋼板張／亜鉛めっき鋼板裏張不燃積層せっこうボード 文化シヤッター株式会社   NM-9515 平成14年05月07日

パルプ・石綿混入けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9513 平成14年05月07日

両面塩ビ鋼板張／アスベストハニカムコア板 文化シヤッター株式会社   NM-9498 平成14年05月07日

アクリル樹脂系塗装／石綿混入スラグせっこう板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9495 平成14年05月07日

塩化ビニルフィルム張／石綿混入スラグせっこう板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9494 平成14年05月07日

ポリエステル樹脂系塗装／石綿混入スラグせっこう板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9493 平成14年05月07日

石綿・スラグせっこう押出成形板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9491 平成14年05月07日

パルプ混入石綿・スラグせっこう板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9489 平成14年05月07日

コート紙張／火山性ガラス質複層板 東洋プライウッド株式会社   NM-9442 平成14年05月07日

両面アクリル樹脂系塗装／木片・木繊維混入セメント・けい酸カルシ
ウム板 ニチハ株式会社   NM-9396 平成14年05月07日

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 ニチハ株式会社   NM-9337 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

両面カラーアルミ(発泡材裏張)張／薬液処理水酸化アルミニウム混抄紙
ハニカムコアパネル 日本軽金属株式会社   NM-9292 平成14年05月07日

両面塗装溶融亜鉛めつき鋼板(発泡材裏張)張／薬液処理水酸化アルミニ
ウム混抄紙ハニカムコアパネル 日本軽金属株式会社   NM-9291 平成14年05月07日

両面カラーアルミ張／無機質混入塩化ビニル発泡板 日本軽金属株式会社   NM-9286 平成14年05月07日

両面無機質混入塩化ビニル樹脂発泡板裏張／カラーアルミ張／アルミ
ニウムハニカムコア板 日本軽金属株式会社   NM-9285 平成14年05月07日

両面無機質混入塩化ビニル樹脂発泡板裏張／着色亜鉛めっき鋼板張／
アルミニウムハニカムコア板 日本軽金属株式会社   NM-9284 平成14年05月07日

無機質混入塩化ビニル発泡板張／気泡コンクリート両面カラーアルミ
板 日本軽金属株式会社   NM-9255 平成14年05月07日

無機質混入塩化ビニル発泡板張／気泡コンクリート両面着色亜鉛めつ
き鋼板 日本軽金属株式会社   NM-9254 平成14年05月07日

両面着色亜鉛めつき鋼板張／軽量気泡コンクリート板 日本軽金属株式会社   NM-9250 平成14年05月07日

両面カラーアルミ張／軽量気泡コンクリート板 日本軽金属株式会社   NM-9249 平成14年05月07日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入スラグセメント板 ニチハ株式会社   NM-9248 平成14年05月07日

変性シリコーン塗装／石綿けい酸カルシウム板 東洋プライウッド株式会社   NM-9190 平成14年05月07日

樹脂充てん／両面塗装ステンレス鋼板 日本金属工業株式会社   NM-8332 平成14年05月01日

樹脂充てん／両面塗装ステンレス鋼板 住友金属工業株式会社   NM-8331 平成14年05月01日

樹脂充てん／両面塗装ステンレス鋼板 日本鋼管株式会社   NM-8330 平成14年05月01日

樹脂充てん／両面塗装ステンレス鋼板 日本冶金工業株式会社   NM-8329 平成14年05月01日

樹脂充てん／両面塗装ステンレス鋼板 新日本製鐵株式会社   NM-8328 平成14年05月01日

樹脂充てん／両面塗装ステンレス鋼板 日新製鋼株式会社   NM-8327 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

塗装ステンレス鋼板 日本金属工業株式会社   NM-8326 平成14年05月01日

塗装ステンレス鋼板 川鉄建材株式会社   NM-8325 平成14年05月01日

塗装ステンレス鋼板 住友金属工業株式会社   NM-8324 平成14年05月01日

塗装ステンレス鋼板 住友金属建材株式会社   NM-8323 平成14年05月01日

塗装ステンレス鋼板 日鐵建材工業株式会社   NM-8322 平成14年05月01日

塗装ステンレス鋼板 川鉄鋼板株式会社   NM-8321 平成14年05月01日

塗装ステンレス鋼板 新日本製鐵株式会社   NM-8320 平成14年05月01日

塗装ステンレス鋼板 日本鋼管株式会社   NM-8319 平成14年05月01日

塗装ステンレス鋼板 日新総合建材株式会社   NM-8318 平成14年05月01日

塗装ステンレス鋼板 日新製鋼株式会社   NM-8317 平成14年05月01日

塗装ステンレス鋼板 日本冶金工業株式会社   NM-8316 平成14年05月01日

化粧スラグせっこう板 セメントファイバーボード工
業組合   NM-8315 平成14年05月01日

スラグせっこう板 セメントファイバーボード工
業組合   NM-8314 平成14年05月01日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／不燃材料（金属板に限る） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0247 平成14年05月01日

塩化ビニル樹脂フィルム・アクリル酢酸ビニル樹脂系プリント・塩化
ビニル樹脂系フィルム張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0246 平成14年05月01日

フッ素樹脂系フィルム張／両面フッ素樹脂系塗装／ガラスクロス 太陽工業株式会社 大阪市淀川区木川東4丁目8番
4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0245 平成14年04月15日

セラミックファイバー板 品川白煉瓦株式会社 東京都千代田区九段北4丁目1
番7号 (一財)建材試験センター NM-0244 平成14年04月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ウレタン樹脂系・塩化ビニル樹脂系塗装壁紙張／不燃材料 ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四つ木2丁目1
6番14号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0243 平成14年04月15日

硫酸第一鉄・アクリル樹脂混入／酸化チタン塗料塗／不燃材料（金属
板を除く） 東邦レオ株式会社 大阪市中央区上町1-1-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-0242 平成14年04月15日

アクリル樹脂系・塩化ビニル樹脂系塗装壁紙張／不燃材料（金属板を
除く） 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 NM-0241 平成14年04月15日

ポリエステル不織布・アルミニウムはく・ポリエチレン樹脂系発泡体 積水化学工業株式会社武蔵工
場 埼玉県蓮田市黒浜3535 (一財)日本建築総合試験所 NM-0240 平成14年04月15日

アクリル樹脂系・塩化ビニル樹脂系塗装壁紙張／不燃材料（金属板を
除く） 東永化成株式会社 東京都葛飾区金町1丁目5番11

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0239 平成14年04月15日

木毛パーライトセメント板 ドリゾール工業株式会社 札幌市白石区中央2条7丁目1
番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0238 平成14年04月15日

木毛パーライトセメント板 株式会社北日本ダイエイ 北海道夕張市南部遠幌長64 (一財)日本建築総合試験所 NM-0237 平成14年04月15日

木毛パーライトセメント板 興亜不燃板工業株式会社 千葉県八千代市大和田新田11
49-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-0236 平成14年04月15日

木毛パーライトセメント板 秋田木毛セメント板株式会社 秋田県大館市釈迦内字山神台
64 (一財)日本建築総合試験所 NM-0235 平成14年04月15日

木毛パーライトセメント板 日化ボード株式会社 福島県双葉郡浪江町大字北幾
世橋字北原16 (一財)日本建築総合試験所 NM-0234 平成14年04月15日

合成樹脂エマルションペイント塗／不燃材料（金属板を除く） ターナー色彩株式会社 大阪市淀川区三津屋北2-15-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-0233 平成14年04月15日

アクリル樹脂系塗装／塩化ビニル樹脂壁紙張／不燃材料(金属板を除く
） 京都壁装株式会社 京都市中京区新烏丸通丸太町

南入ル東椹木町109番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0232 平成14年04月15日

両面ダップ樹脂・紙張／パルプ・ロックウール繊維混入／水酸化アル
ミニウム板 北越製紙株式会社 新潟県長岡市西蔵王3丁目5番

1号 (一財)建材試験センター NM-0231 平成14年04月15日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面アルミニウムの塗装板 昭和パネルシステム株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NM-0230 平成14年04月15日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面ステンレス鋼
板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

8番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0229 平成14年04月15日

ポリプロピレン樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線使用ポリエステル樹
脂系不織布裏張／グラスウール保温板 タイロン株式会社 大阪市枚方市出口1丁目5－16 (一財)日本建築総合試験所 NM-0228 平成14年04月15日

両面アクリル樹脂系塗装／亜鉛合金板 日本ジンク株式会社 大阪市浪速区芦原2丁目8番19
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0227 平成14年04月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリビニルアルコール樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系塗装壁紙張
／不燃材料 ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四つ木2丁目1

6番14号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0219 平成14年04月15日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロ
ス 太陽工業株式会社 大阪市淀川区木川東4丁目8番

4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0226 平成14年03月18日

両面アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス 太陽工業株式会社 大阪市淀川区木川東4丁目8番
4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0225 平成14年03月18日

アクリル樹脂系塗装／木材チップ混入紙壁紙張／不燃材料（金属板を
除く） 日本ルナファーザー株式会社 東京都港区高輪4-24-58アパ

ートメンツ33　2階 (一財)建材試験センター NM-0224 平成14年03月18日

アクリル樹脂系塗装／ポリエステル系繊維・パルプ壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 日本ルナファーザー株式会社 東京都港区高輪4-24-58アパ

ートメンツ33　2階 (一財)建材試験センター NM-0223 平成14年03月18日

エチレン・酢酸ビニル系樹脂塗／水酸化アルミニウム混抄紙張／不燃
材料（金属板を除く） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)ベターリビング NM-0222 平成14年03月18日

塩化ビニル系樹脂フィルム重張／不燃材料（鋼板） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)ベターリビング NM-0221 平成14年03月18日

ケイ酸マグネシウムハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼
板 昭和パネルシステム株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NM-0220 平成14年03月18日

ポリエチレン系樹脂充てん／両面アルミニウム合金板 三共ユナイト工業株式会社 茨城県東茨城郡美野里町中野
谷434-2 (一財)建材試験センター NM-0218 平成14年03月18日

水酸化マグネシウム・ポリエチレン系樹脂充てん／両面ステンレス鋼
板 三共ユナイト工業株式会社 茨城県東茨城郡美野里町中野

谷434-2 (一財)建材試験センター NM-0217 平成14年03月18日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 宮坂家具工芸株式会社 京都市右京区嵯峨中通町14番
地の4 (一財)日本建築総合試験所 NM-0216 平成14年03月18日

アルミニウムハニカムコア充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装アル
ミニウム合金板 アルキャンジャパン株式会社 東京都品川区東品川2-2-20天

王洲郵船ビル14階 (一財)日本建築総合試験所 NM-0215 平成14年03月18日

せっこう系吹付材塗／不燃材料 グレースジャパン株式会社 神奈川県厚木市金田100 (一財)日本建築総合試験所 NM-0214 平成14年03月18日

炭酸カルシウム系発泡板・フェノール樹脂発泡板・炭酸カルシウム系
発泡板充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 ユニ・ハートス株式会社 東京都品川区五反田7-20-9F

SDビル3F (一財)日本建築総合試験所 NM-0213 平成14年03月18日

炭酸カルシウム系発泡板・押出法ポリスチレンフォーム保温板・炭酸
カルシウム系発泡板充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 ユニ・ハートス株式会社 東京都品川区五反田7-20-9F

SDビル3F (一財)日本建築総合試験所 NM-0212 平成14年03月18日

フッ素樹脂系フィルム張／亜鉛めっき鋼板 大同鋼板株式会社   NM-9999 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入石綿セメント板 大日建材工業株式会社   NM-9998 平成14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

着色亜鉛めっき鋼板張ロックウール板 大同鋼板株式会社   NM-9997 平成14年03月15日

アクリルフィルム張／亜鉛めっき鋼板 大同鋼板株式会社   NM-9996 平成14年03月15日

シラス・けい酸ナトリウム発泡板 日本フネン株式会社   NM-9995 平成14年03月15日

両面アクリル樹脂系塗装／アルミニウム板 三協立山アルミ株式会社   NM-9994 平成14年03月15日

石綿けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-9993 平成14年03月15日

両面塩ビ・アクリル・フッ素樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 大島応用化学工業株式会社   NM-9992 平成14年03月15日

シラスけい酸ナトリウム板 日本フネン株式会社   NM-9991 平成14年03月15日

ポリエステル樹脂系塗装・天然木単板張／亜鉛めっき鋼板張シラスけ
い酸ナトリウム板 日本フネン株式会社   NM-9990 平成14年03月15日

シリコン樹脂系塗装・天然木単板張／亜鉛めっき鋼板 日本フネン株式会社   NM-9989 平成14年03月15日

ポリエステル樹脂系塗装／石綿セメントけい酸カルシウム板 大日建材工業株式会社   NM-9988 平成14年03月15日

酢ビ樹脂系塗装・石粉塗布紙張／グラスウール板 株式会社ノダ   NM-9987 平成14年03月15日

パルプ混入石綿セメント板 株式会社ノザワ   NM-9986 平成14年03月15日

パルプ混入石綿セメント板 株式会社ノザワ   NM-9985 平成14年03月15日

化粧紙張／グラスウール板 株式会社ノダ   NM-9984 平成14年03月15日

ほうろう鋼板 日本碍子株式会社   NM-9983 平成14年03月15日

化粧紙張／グラスウール板 株式会社ノダ   NM-9982 平成14年03月15日

酢ビ樹脂系塗装／グラスウール板 株式会社ノダ   NM-9981 平成14年03月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面フッ素樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 大島応用化学工業株式会社   NM-9980 平成14年03月15日

酢ビ樹脂系塗装／グラスウール板 株式会社ノダ   NM-9979 平成14年03月15日

フッ素樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 大島応用化学工業株式会社   NM-9978 平成14年03月15日

グラスウール板裏張石綿スレート ウベボード株式会社   NM-9977 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／グラスウール板 アライ実業株式会社   NM-9976 平成14年03月15日

石綿セメント押出成形板 株式会社ノザワ   NM-9975 平成14年03月15日

石粉入酢ビ樹脂系塗装／グラスウール板 株式会社ノダ   NM-9974 平成14年03月15日

石綿セメント板 株式会社ノザワ   NM-9973 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／グラスウール板 アライ実業株式会社   NM-9972 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張亜鉛めっき鋼板 株式会社ニューティップ   NM-9704 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 細田木材工業株式会社   NM-9703 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社セラーズ   NM-9663 平成14年03月15日

両面カラーアルミ板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニ
カムコア板 日本軽金属株式会社   NM-9635 平成14年03月15日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 日本軽金属株式会社   NM-9634 平成14年03月15日

ラッカー系塗装・天然木単板張／繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社サカイ   NM-9407 平成14年03月15日

ゼオライトセメント板 新東北化学工業株式会社   NM-9325 平成14年03月15日

ゼオライトセメント板 新東北化学工業株式会社   NM-9305 平成14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

繊維混入軽量モルタル（板、吹付） エスケー化研株式会社   NM-9100 平成14年03月15日

ガラス繊維混入セメント板

富士セメント工業株式会社  

 NM-8313 平成14年03月15日

ドリゾール工業株式会社  

前田製管株式会社  

株式会社トーヨーアサノ  

株式会社ナルックス  

フクビ化学工業株式会社  

日本フネン株式会社  

日東紡績株式会社  

デイゴ住宅株式会社  

大和ハウス工業株式会社  

東海コンクリート工業株式会
社  

株式会社トーシンコーポレー
ション  

東北ポール株式会社  

株式会社精工  

大成プレハブ株式会社  

ダイヤ化成株式会社  
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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

ガラス繊維混入セメント板

郡リース株式会社  

 NM-8313 平成14年03月15日

インフラテック株式会社  

日本電気硝子株式会社  

旭硝子ビルウォール株式会社  

太平洋セメント株式会社  

日本板硝子株式会社  

旭硝子株式会社  

アルミニウム箔張ポリエステルフイルム張／裏面ポリエステル不織布
張／グラスウール板 フジモリ産業株式会社   NM-8312 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8311 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8310 平成14年03月15日

ナイロン繊維植毛付／亜鉛めっき鋼板 ファイバーコート株式会社   NM-8309 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 株式会社丸松銘木店   NM-8308 平成14年03月15日

ロックウールフエルト裏張／亜鉛めっき鋼板 オリベスト株式会社   NM-8307 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／両面ガラス繊維不織布張／ガラス繊維混入無機
質フェノール樹脂発泡板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-8306 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-8305 平成14年03月15日

ポリエチレン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 アライ株式会社   NM-8304 平成14年03月15日

アルミニウム箔張ガラスクロス張／グラスウール波形板 株式会社マグ   NM-8303 平成14年03月15日

254/454 トップページに戻る



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

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社トーノ   NM-8302 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装・天然木単板張／パルプ混入水酸化アルミニウム
板 北越製紙株式会社   NM-8301 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不燃布張／ガラ
ス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8300 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／グラスウール板裏張鋼板 クレストラ・ハウザーマン株
式会社   NM-8299 平成14年03月15日

アルミニウム箔張ガラスクロス張／グラスウール波形板 パラマウント硝子工業株式会
社   NM-8298 平成14年03月15日

パルプ混入セメント押出成形板 株式会社ノザワ   NM-8297 平成14年03月15日

パルプ混入けい砂セメント板 株式会社ノザワ   NM-8296 平成14年03月15日

天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラス繊維混入無機質フェ
ノール樹脂発泡板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8294 平成14年03月15日

天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラス繊維混入無機質フェ
ノール樹脂発泡板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8293 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8292 平成14年03月15日

天然木単板張／火山性ガラス質複層板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8291 平成14年03月15日

天然木単板張／火山性ガラス質複層板 朝日ウッドテック株式会社   NM-8290 平成14年03月15日

アルミニウム箔張ポリエステルフィルム張／裏面ポリエステル不織布
張／グラスウール板 フジモリ産業株式会社   NM-8289 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／裏面アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタ
レートフィルム張／グラスウール板 アライ実業株式会社   NM-8288 平成14年03月15日

パルプ混入水酸化アルミニウム板 北越製紙株式会社   NM-8286 平成14年03月15日

ガラス粒入モルタル板積層板 大日本インキ化学工業株式会
社   NM-8285 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 有限会社坂商会   NM-8284 平成14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

ウレタン樹脂系塗装・炭素繊維織物張／パルプ混入水酸化アルミニウ
ム板

髙島屋スペースクリエイツ株
式会社   NM-8283 平成14年03月15日

炭酸カルシウム系発泡板 ユニ・ハートス株式会社   NM-8282 平成14年03月15日

パルプ混入けい砂セメント板 株式会社ノザワ   NM-8281 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／亜鉛めっき鋼板 積水化学工業株式会社   NM-8280 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 進栄商会   NM-8279 平成14年03月15日

アミノ・アクリル樹脂系塗装／不燃積層せっこうボード裏張鋼板 株式会社岡村製作所   NM-8277 平成14年03月15日

アミノ・アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張鋼板 株式会社岡村製作所   NM-8276 平成14年03月15日

ガラス繊維混入／ロックウールフェルト 日本ロックウール株式会社   NM-8275 平成14年03月15日

着色亜鉛めっき鋼板張／有孔着色亜鉛めっき鋼板裏張／ロックウール
板 大同鋼板株式会社   NM-8274 平成14年03月15日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ロックウール板 大同鋼板株式会社   NM-8273 平成14年03月15日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／不燃積層せっこうボード 株式会社岡村製作所   NM-8272 平成14年03月15日

ビニロン繊維ネット入アルミナシリケート板 積水化学工業株式会社   NM-8271 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 岡田銘木株式会社   NM-8270 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8268 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 岡田銘木株式会社   NM-8267 平成14年03月15日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／炭酸カルシウム塩化ビニル発泡板 ユニ・ハートス株式会社   NM-8266 平成14年03月15日

着色亜鉛めっき鋼板張炭酸カルシウム塩化ビニル発泡板 ユニ・ハートス株式会社   NM-8265 平成14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

せっこうボード裏張／ほうろう鋼板 日本碍子株式会社   NM-8264 平成14年03月15日

グラスウール板裏張／ほうろう鋼板 日本碍子株式会社   NM-8263 平成14年03月15日

水酸化アルミニウム・アルミノシリケートバルーン板 株式会社リボール   NM-8262 平成14年03月15日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社ダイショウ   NM-8261 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス不織布張／ガラス繊
維混入無機質フェノール樹脂発泡板 翠化粧合板   NM-8260 平成14年03月15日

両面ポリエチレン系樹脂フィルム張／グラスウール板 オリエント商事株式会社   NM-8259 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8258 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8257 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8256 平成14年03月15日

ラッカー塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 髙島屋スペースクリエイツ株
式会社   NM-8255 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリエステル不織布張／グラスウール板 アライ実業株式会社   NM-8254 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8253 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装・紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8252 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装・紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8251 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装・紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8250 平成14年03月15日

両面フッ素樹脂系塗装／ステンレス鋼板張／亜鉛めっき鋼板裏張／せ
っこうボード 小松ウオール工業株式会社   NM-8249 平成14年03月15日

メラミン樹脂系塗装／鋼板張せっこうボード 小松ウオール工業株式会社   NM-8248 平成14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

ウレタン樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 丸玉産業株式会社   NM-8247 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／火山性ガラス質複層板 丸玉産業株式会社   NM-8246 平成14年03月15日

ホウ酸化合物リン酸金属塩化合物発泡板 ユニ・ハートス株式会社   NM-8245 平成14年03月15日

アルミニウム波板 フジモリ産業株式会社   NM-8244 平成14年03月15日

クラフト紙張・ガラスクロス張／裏面クラフト紙張／けい酸カルシウ
ム板

日本インシュレーション株式
会社   NM-8243 平成14年03月15日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 積水ホームテクノ株式会社   NM-8242 平成14年03月15日

アルミニウム箔張・ガラスクロス張／ガラス繊維フェルト張亜鉛めっ
き鋼板 フジモリ産業株式会社   NM-8241 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 株式会社酒見展業   NM-8240 平成14年03月15日

両面アクリルウレタン樹脂系塗装／ガラス粒混入アルミニウム板 東洋アルミニウム株式会社   NM-8238 平成14年03月15日

両面無機質系塗装／ガラス粒混入アルミニウム板 東洋アルミニウム株式会社   NM-8237 平成14年03月15日

ガラス粒混入アルミニウム板 東洋アルミニウム株式会社   NM-8236 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリエステル不織布張／グラスウール板 フジモリ産業株式会社   NM-8235 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 ユアサ建材工業株式会社   NM-8234 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ロックウール繊維混入水酸化ア
ルミニウムフェノール樹脂板 日東紡績株式会社   NM-8233 平成14年03月15日

炭酸カルシウム塩化ビニル発泡板 ユニ・ハートス株式会社   NM-8232 平成14年03月15日

アクリルウレタン樹脂系塗装・ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パ
ルプ混入けい酸カルシウム板 積水ホームテクノ株式会社   NM-8231 平成14年03月15日

セメント発泡ガラス板 日本碍子株式会社   NM-8230 平成14年03月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 内外パネル株式会社   NM-8229 平成14年03月15日

パルプ混入ロックウールフェルト 日東紡績株式会社   NM-8228 平成14年03月15日

アクリルラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入けい酸カルシ
ウム板 宇部興産株式会社   NM-8227 平成14年03月15日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム
板 ニチアス株式会社   NM-8226 平成14年03月15日

フッ素樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 ニチアス株式会社   NM-8225 平成14年03月15日

ポリエステル樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 ニチアス株式会社   NM-8224 平成14年03月15日

ガラス繊維マット入ガラス繊維混入せっこう板 有限会社ベントス   NM-8223 平成14年03月15日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 ヤマハリビングテック株式会
社   NM-8222 平成14年03月15日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 ヤマハリビングテック株式会
社   NM-8221 平成14年03月15日

ガラス繊維マット入せっこう板 吉野産業株式会社   NM-8219 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／有機繊維混入セメントモルタル板 旭化成建材株式会社   NM-8218 平成14年03月15日

メラミン樹脂含浸紙張／ガラス繊維クロス入フェノール樹脂混入水酸
化アルミニウムガラス繊維不織布積層板 デコラニット株式会社   NM-8217 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 寿工業株式会社   NM-8216 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カルシウム板 宇部興産株式会社   NM-8215 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8214 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入スラグせっこう板 株式会社朝日セラテック   NM-8213 平成14年03月15日

パルプ混入スラグせっこう板 株式会社朝日セラテック   NM-8212 平成14年03月15日

259/454 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

アクリル樹脂系塗装／ガラス繊維フェルト張／亜鉛めっき鋼板 フジモリ産業株式会社   NM-8211 平成14年03月15日

ほうろう鋼板張／亜鉛合金めっき鋼板裏張／せっこうボード 日本碍子株式会社   NM-8209 平成14年03月15日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／繊維混入けい酸カルシ
ウム板 大建工業株式会社   NM-8208 平成14年03月15日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム張／裏面ポリ
エチレンテレフタレート不織布張／グラスウール板 アライ実業株式会社   NM-8207 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリエステル不織布張／グラスウール板 協立エアテック株式会社   NM-8205 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入無機質フェノー
ル樹脂発泡板

髙島屋スペースクリエイツ株
式会社   NM-8204 平成14年03月15日

ウレタン・ポリエステル樹脂系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 寿工業株式会社   NM-8203 平成14年03月15日

アクリル・ポリエステル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 寿工業株式会社   NM-8202 平成14年03月15日

ほうろう鋼板張／アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 日本碍子株式会社   NM-8201 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／裏面ガラスクロス張／グラスウール板 協立エアテック株式会社   NM-8199 平成14年03月15日

酢ビ樹脂系塗装／両面ガラス繊維不織布張／ロックウール板 エドラス株式会社   NM-8198 平成14年03月15日

両面ボード用原紙張／せっこう板 株式会社建材技術研究所   NM-8197 平成14年03月15日

両面ボード用原紙張／パルプ混入せっこう板 株式会社建材技術研究所   NM-8196 平成14年03月15日

フッ化ビニリデン樹脂系塗装／裏面アクリル・塩化ビニル樹脂系塗装
／ステンレス鋼板 大島応用化学工業株式会社   NM-8195 平成14年03月15日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パルプ混入スラグセメント板 株式会社朝日セラテック   NM-8194 平成14年03月15日

両面ガラスクロス張／亜鉛めっき鋼板両面張／ガラス繊維・けい酸マ
グネシウム混抄紙ハニカムコア板 小松ウオール工業株式会社   NM-8193 平成14年03月15日

パルプ混入セメントパーライト板 フクビ化学工業株式会社   NM-8192 平成14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

アルミニウム箔張水酸化アルミニウム紙張／ガラス繊維フェルト張亜
鉛めっき鋼板 フジモリ産業株式会社   NM-8191 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／孔あきアルミニウム板張グラスウール表面化粧
板 株式会社エービーシー商会   NM-8188 平成14年03月15日

水酸化アルミニウム混抄紙張／亜鉛めっき鋼板 川鉄鋼板株式会社   NM-8187 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装・セメント層付／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社ノミック   NM-8186 平成14年03月15日

フッ素樹脂系塗装／アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 大同鋼板株式会社   NM-8185 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／亜鉛めっき鋼板 大同鋼板株式会社   NM-8184 平成14年03月15日

セピオライト混入パーライト・けい砂セメント板 倉敷紡績株式会社   NM-8183 平成14年03月15日

アミノ・アクリル樹脂系塗装／両面ボード用原紙張せっこう板裏張／
鋼板 株式会社岡村製作所   NM-8182 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入無機質フェノー
ル樹脂発泡板 ユアサ建材工業株式会社   NM-8181 平成14年03月15日

ポリエステル不織布張／ロックウールフェルト張／亜鉛めっき鋼板 藤森工業株式会社   NM-8180 平成14年03月15日

漆塗料塗装／パルプ混入セメント板 宇部興産株式会社   NM-8179 平成14年03月15日

メラミン樹脂系塗装／せっこうボード裏張鋼板 生興株式会社   NM-8178 平成14年03月15日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ロックウール板 大同鋼板株式会社   NM-8177 平成14年03月15日

フッ化ビニリデン樹脂系塗装／裏面アクリル・塩化ビニル樹脂系塗装
／亜鉛めっき鋼板 大島応用化学工業株式会社   NM-8176 平成14年03月15日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 昭和パネルシステム株式会社   NM-8174 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／パルプ混入せっこう板 髙島屋スペースクリエイツ株
式会社   NM-8173 平成14年03月15日

両面アクリル樹脂系塗装／鋼板両面張／ロックウール板 クレストラ・ハウザーマン株
式会社   NM-8172 平成14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

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／亜鉛めっき鋼板張ロックウール
板 株式会社岡村製作所   NM-8171 平成14年03月15日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ・ガラス繊維混入けい酸カルシ
ウム板 神島化学工業株式会社   NM-8170 平成14年03月15日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パルプ・ガラス繊維混入けい酸カ
ルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8169 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 宇部興産株式会社   NM-8168 平成14年03月15日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カル
シウム板 ユアサ建材工業株式会社   NM-8167 平成14年03月15日

アルミニウム波板 フジモリ産業株式会社   NM-8166 平成14年03月15日

両面メラミン樹脂系塗装鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混
抄紙ハニカムコア板 小松ウオール工業株式会社   NM-8165 平成14年03月15日

両面ボード用原紙張／パルプ混入せっこう板 株式会社建材技術研究所   NM-8164 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリエステル不織布張／グラスウール板 アライ実業株式会社   NM-8163 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリエステル不織布張／グラスウール板 アライ実業株式会社   NM-8162 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入無機質フェノー
ル樹脂発泡板 株式会社トーノ   NM-8161 平成14年03月15日

パルプ混入水酸化アルミニウム板 北越製紙株式会社   NM-8160 平成14年03月15日

亜鉛めっき波形鋼板 フジモリ産業株式会社   NM-8159 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入スラグせっこう板 株式会社朝日セラテック   NM-8155 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入スラグセメント板 株式会社朝日セラテック   NM-8154 平成14年03月15日

けい酸塩発泡体張／亜鉛めっき波形鋼板 藤森工業株式会社   NM-8153 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張・和紙張／パルプ混入スラグセメ
ント板 株式会社朝日セラテック   NM-8152 平成14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

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張・和紙張／パルプ混入スラグせっ
こう板 株式会社朝日セラテック   NM-8151 平成14年03月15日

水酸化アルミニウム紙張／アルミニウム波板 フジモリ産業株式会社   NM-8150 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入スラグせっこう板 株式会社朝日セラテック   NM-8149 平成14年03月15日

アクリル樹脂・セメント塗装／パルプ混入スラグセメント板 株式会社朝日セラテック   NM-8148 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装・セメント層付／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社ノミック   NM-8147 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入けい酸カルシウ
ム板 宇部興産株式会社   NM-8146 平成14年03月15日

天然砕石成形材付／パルプ・せっこう混入パーライトセメント板 新中鋼株式会社   NM-8145 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 積水ホームテクノ株式会社   NM-8144 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／裏面ナイロン不織布張／グラスウール板 アライ実業株式会社   NM-8143 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／裏面ナイロン不織布張／グラスウール板 アライ実業株式会社   NM-8142 平成14年03月15日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 昭和パネルシステム株式会社   NM-8141 平成14年03月15日

エポキシ樹脂系塗装／パルプ混入けい砂セメント板 倉敷紡績株式会社   NM-8140 平成14年03月15日

塩ビフィルム張／裏面ガラスクロス張／グラスウール板 アライ実業株式会社   NM-8139 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／ロックウール板裏張亜鉛めっき鋼板 株式会社岡村製作所   NM-8138 平成14年03月15日

フッ素樹脂系塗装／パルプ混入スラグセメント板 株式会社朝日セラテック   NM-8136 平成14年03月15日

アルミニウム箔張・ガラス繊維ネット張／グラスウール板 株式会社横河ブリッジ   NM-8134 平成14年03月15日

パルプ混入けい酸カルシウム板 宇部興産株式会社   NM-8132 平成14年03月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面メラミン樹脂系塗装／鋼板両面張／アルミニウムハニカム板 小松ウオール工業株式会社   NM-8131 平成14年03月15日

石綿セメントけい酸カルシウム板裏張／ほうろう鋼板 タカラスタンダード株式会社   NM-8128 平成14年03月15日

ほうろう鋼板 タカラスタンダード株式会社   NM-8127 平成14年03月15日

両面メラミン樹脂系塗装／鋼板両面張／グラスウール板 小松ウオール工業株式会社   NM-8126 平成14年03月15日

亜鉛めっき波形鋼板 アライ実業株式会社   NM-8125 平成14年03月15日

アルミニウム波板 アライ実業株式会社   NM-8124 平成14年03月15日

ガラス繊維セラミック繊維フェルト 大和理研工業株式会社   NM-8123 平成14年03月15日

ほうろう鋼板張／亜鉛めっき鋼板裏張／繊維混入けい酸カルシウム板 日本碍子株式会社   NM-8122 平成14年03月15日

パルプ混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8120 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／裏面ガラス繊維不織布張／ロックウール板 日本ロックウール株式会社   NM-8119 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／裏面ガラス繊維不織布張／ロックウール板 日本ロックウール株式会社   NM-8118 平成14年03月15日

両面ガラス繊維不織布張／ロックウール板 日本ロックウール株式会社   NM-8117 平成14年03月15日

両面ガラス繊維不織布張／ロックウール板 日本ロックウール株式会社   NM-8116 平成14年03月15日

ガラスクロス張／裏面ガラス繊維不織布張／ロックウール板 日本ロックウール株式会社   NM-8115 平成14年03月15日

ガラスクロス張／裏面ガラス繊維不織布張／ロックウール板 日本ロックウール株式会社   NM-8114 平成14年03月15日

ガラス繊維ロックウールフェルト 大和理研工業株式会社   NM-8112 平成14年03月15日

パルプ混入エディナイト・けい酸カルシウム板 宇部興産株式会社   NM-8111 平成14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

塩化ビニルフィルム張／裏面ガラスクロス張／グラスウール板 フジモリ産業株式会社   NM-8110 平成14年03月15日

パルプ・ガラス繊維混入パーライトセメント板 株式会社ノザワ   NM-8109 平成14年03月15日

パルプ混入セメント板 株式会社ノザワ   NM-8108 平成14年03月15日

パルプ・石綿混入セメント板 株式会社ノザワ   NM-8107 平成14年03月15日

パルプ・石綿混入セメント板 株式会社ノザワ   NM-8106 平成14年03月15日

パルプ・アクリル繊維混入セメント板 株式会社ノザワ   NM-8105 平成14年03月15日

発泡セラミック板 日本フネン株式会社   NM-8103 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 寿工業株式会社   NM-8102 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入スラグセメント板 株式会社朝日セラテック   NM-8101 平成14年03月15日

フッ素樹脂系塗装／パルプ混入スラグセメント板 株式会社朝日セラテック   NM-8100 平成14年03月15日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 積水ホームテクノ株式会社   NM-8099 平成14年03月15日

パルプ混入スラグセメント板 段谷産業株式会社   NM-8098 平成14年03月15日

ガラス繊維混入スラグせっこうパーライト板 フクビ化学工業株式会社   NM-8097 平成14年03月15日

両面ボード用原紙張／パルプ混入せっこう板 株式会社建材技術研究所   NM-8095 平成14年03月15日

石綿混入セメント板 株式会社ノザワ   NM-8094 平成14年03月15日

パルプ混入セメント板 株式会社ノザワ   NM-8093 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 寿工業株式会社   NM-8092 平成14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

大理石張／ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 宇部興産株式会社   NM-8091 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 宇部興産株式会社   NM-8090 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 寿工業株式会社   NM-8089 平成14年03月15日

パルプ混入スラグセメント板 株式会社朝日セラテック   NM-8088 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8086 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8085 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8084 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8083 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8082 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8081 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8080 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム押出成形板 神島化学工業株式会社   NM-8079 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム押出成形板 神島化学工業株式会社   NM-8078 平成14年03月15日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム
板 ニチアス株式会社   NM-8077 平成14年03月15日

化粧紙張／パルプ混入スラグせっこう板 段谷産業株式会社   NM-8076 平成14年03月15日

化粧材張／パルプ混入スラグせっこう板 段谷産業株式会社   NM-8075 平成14年03月15日

パルプ・ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8074 平成14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

ガラス繊維・けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8073 平成14年03月15日

石綿混入けい砂セメントパーライト板 倉敷紡績株式会社   NM-8072 平成14年03月15日

パルプ混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8071 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8070 平成14年03月15日

パルプ混入セメント押出成形板 株式会社ノザワ   NM-8069 平成14年03月15日

パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 ニチアス株式会社   NM-8065 平成14年03月15日

パルプ混入けい酸カルシウム板 ニチアス株式会社   NM-8064 平成14年03月15日

ふっ化ビニリデン樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼板 川鉄鋼板株式会社   NM-8063 平成14年03月15日

ガラス繊維混入フッ素樹脂系塗装／アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼
板 大同鋼板株式会社   NM-8062 平成14年03月15日

ガラス繊維・石綿混入パーライトセメント板 株式会社ノザワ   NM-8061 平成14年03月15日

鋼繊維混入アルミナセメント板 宇部興産株式会社   NM-8060 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／鋼繊維混入アルミナセメント板 宇部興産株式会社   NM-8059 平成14年03月15日

パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社ノザワ   NM-8058 平成14年03月15日

パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社ノザワ   NM-8057 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装／両面アルミニウム板張／水酸化アルミニウム・
炭酸カルシウム塩化ビニル樹脂発泡板 福田金属箔粉工業株式会社   NM-8056 平成14年03月15日

メラミン樹脂系塗装／せっこうボード裏張鋼板 三協立山アルミ株式会社   NM-8053 平成14年03月15日

石綿・パルプ混入けい酸カルシウム押出成形板 神島化学工業株式会社   NM-8052 平成14年03月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面アクリル・塩化ビニル樹脂系塗装／アルミニウム・亜鉛合金めっ
き鋼板 大島応用化学工業株式会社   NM-8050 平成14年03月15日

メラミン樹脂系塗装／せっこうボード裏張鋼板 小松ウオール工業株式会社   NM-8049 平成14年03月15日

ポリエステル不織布張／ロックウールフェルト 日東紡績株式会社   NM-8048 平成14年03月15日

発泡ポリスチレン混入気泡セメント板 宇部興産株式会社   NM-8047 平成14年03月15日

両面塩化ビニル樹脂系塗装・ガラスクロス張／グラスウール板 三喜工業株式会社   NM-8045 平成14年03月15日

ガラス繊維フェルト オリベスト株式会社   NM-8044 平成14年03月15日

ポリエチレン樹脂塗装／亜鉛めっき鋼板 大洋製鋼株式会社   NM-8043 平成14年03月15日

石綿混入フライアッシュセメント板 ウベボード株式会社   NM-8042 平成14年03月15日

石綿・パルプ混入けい酸カルシウム押出成形板 神島化学工業株式会社   NM-8041 平成14年03月15日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カルシウム板 岡田銘木株式会社   NM-8040 平成14年03月15日

シラス・パーライト混入発泡ガラス板 日本フネン株式会社   NM-8039 平成14年03月15日

石綿・ガラス繊維混入けい酸カルシウム押出成形板 神島化学工業株式会社   NM-8038 平成14年03月15日

石綿混入スラグせっこう板 ウベボード株式会社   NM-8037 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／石綿混入スラグせっこう板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-8036 平成14年03月15日

両面アクリル樹脂系塗装／アルミニウム板 三協立山アルミ株式会社   NM-8035 平成14年03月15日

アルマイト処理アクリル樹脂系塗装／アルミニウム板 三協立山アルミ株式会社   NM-8034 平成14年03月15日

石綿・パルプ混入スラグせっこう板 株式会社ノザワ   NM-8033 平成14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

石綿・パルプ混入パーライト・スラグせっこう板 株式会社ノザワ   NM-8032 平成14年03月15日

塩化ビニル樹脂系塗装／アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 大同鋼板株式会社   NM-8031 平成14年03月15日

ガラス繊維混入ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウム・亜鉛合金め
っき鋼板 大同鋼板株式会社   NM-8030 平成14年03月15日

アクリルフィルム張／アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 大同鋼板株式会社   NM-8029 平成14年03月15日

ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 大同鋼板株式会社   NM-8028 平成14年03月15日

アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 大同鋼板株式会社   NM-8027 平成14年03月15日

両面塩化ビニリデン樹脂系塗装／ステンレス鋼板 大島応用化学工業株式会社   NM-8026 平成14年03月15日

両面ポリエステル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 大島応用化学工業株式会社   NM-8025 平成14年03月15日

両面エポキシ樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 大島応用化学工業株式会社   NM-8024 平成14年03月15日

石綿混入スラグせっこう板 段谷産業株式会社   NM-8023 平成14年03月15日

ロックウールフェルト裏張／着色亜鉛めっき鋼板 日東紡績株式会社   NM-8022 平成14年03月15日

グラスウール板 セントラルグラスウール株式
会社   NM-8021 平成14年03月15日

グラスウール板 セントラルグラスウール株式
会社   NM-8020 平成14年03月15日

両面シリコーン樹脂系塗装／ガラスクロス 藤森工業株式会社   NM-8019 平成14年03月15日

石綿混入パーライトセメント板 株式会社ノザワ   NM-8018 平成14年03月15日

石綿・パルプ混入炭酸カルシウムセメント板 株式会社ノザワ   NM-8016 平成14年03月15日

ダップ樹脂含浸紙張／石綿けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8013 平成14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

ウレタン樹脂系塗装／石綿けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8012 平成14年03月15日

ほうろう鋼板張石綿スレート 日本碍子株式会社   NM-8011 平成14年03月15日

石綿混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8010 平成14年03月15日

セラミック板 日本碍子株式会社   NM-8009 平成14年03月15日

石綿混入スラグせっこう板 ウベボード株式会社   NM-8008 平成14年03月15日

石綿混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8007 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装・アルミニウム板張／石綿スレート 福田金属箔粉工業株式会社   NM-8006 平成14年03月15日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   NM-8005 平成14年03月15日

パルプ・石綿混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8004 平成14年03月15日

パルプ・石綿混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8003 平成14年03月15日

ポリアミド系不織布裏張着色亜鉛めっき鋼板 大同鋼板株式会社   NM-8002 平成14年03月15日

パルプ・石綿混入けい酸カルシウム板 神島化学工業株式会社   NM-8001 平成14年03月15日

有機質（セルロース系）水酸化アルミニウム紙難燃処理／不燃材料（
不燃せっこうボード及び金属板を除く） 北三株式会社   NM-9971 平成14年03月01日

無機質（水酸化アルミニウム・プラスチック混）混入層普通紙壁紙張
／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 武田薬品工業株式会社   NM-9970 平成14年03月01日

絹織物難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（壁紙張／不燃せっこうボー
ド及び金属板を除く） エリモ工業株式会社   NM-9969 平成14年03月01日

絹織物水酸化アルミニウム紙壁紙張／不燃材料（不燃せっこうボード
及び金属板を除く） 株式会社サンゲツ   NM-9968 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層鉄箔水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃材
料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） サンレイズ工業株式会社   NM-9967 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層水酸化マグネシウム紙難燃処理壁紙張／不燃材料（
不燃せっこうボード及び金属板を除く） 関東レザー株式会社   NM-9966 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃材料（
不燃せっこうボード及び金属板を除く） トキワ工業株式会社   NM-9965 平成14年03月01日

プラスチック層水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃材料（不
燃せっこうボード及び金属板を除く） ロンシール工業株式会社   NM-9964 平成14年03月01日

プラスチック層水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃材料（不
燃せっこうボード及び金属板を除く） 関東レザー株式会社   NM-9963 平成14年03月01日

ガラス繊維織物壁紙張／合成樹脂エマルション塗料塗装仕上げ／不燃
材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 日東紡績株式会社   NM-9962 平成14年03月01日

ガラス繊維織物壁紙張／アクリル樹脂塗料塗装仕上げ／不燃材料（不
燃せっこうボード及び金属板を除く） アトミクス株式会社   NM-9961 平成14年03月01日

ガラス繊維織物壁紙張／アクリル樹脂塗料塗装仕上げ／不燃材料（不
燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社サンゲツ   NM-9960 平成14年03月01日

ガラス繊維織物壁紙張／EVA樹脂塗料塗装仕上げ／不燃材料（不燃せ
っこうボード及び金属板を除く） リリカラ株式会社   NM-9959 平成14年03月01日

ガラス繊維織物水酸化アルミニウム紙壁紙張／合成樹脂エマルション
塗料塗装仕上げ／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 日東紡績株式会社   NM-9958 平成14年03月01日

ガラス繊維織物水酸化アルミニウム紙壁紙張／アクリル樹脂塗料塗装
仕上げ／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 同光商事株式会社   NM-9957 平成14年03月01日

ガラス繊維織物水酸化アルミニウム紙壁紙張／EVA樹脂塗料塗装仕上
げ／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） リリカラ株式会社   NM-9956 平成14年03月01日

ガラス繊維織物水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／アクリル樹脂
塗料塗装仕上げ／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社川島織物   NM-9955 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）有機質（セルロース系）化粧難燃紙
裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く） フジワラ化学株式会社   NM-9954 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃
材料（金属板を除く） 株式会社ホクシンクロス   NM-9953 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃
材料（金属板を除く） 株式会社酒井化染   NM-9952 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃
材料（金属板を除く） フジワラ化学株式会社   NM-9951 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃
材料（金属板を除く） 富士鉱業株式会社   NM-9950 平成14年03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

ガラス繊維織物プラスチック層化粧水酸化アルミニウム紙裏打ち難燃
処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 高倉インテリア工業株式会社   NM-9949 平成14年03月01日

ガラス繊維織物水酸化アルミニウム紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材
料（金属板を除く） 日東紡績株式会社   NM-9948 平成14年03月01日

ガラス繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板を除く） 株式会社キョクソー   NM-9947 平成14年03月01日

ガラス繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板を除く） エスケー化研株式会社   NM-9946 平成14年03月01日

ガラス繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板を除く） サンロック工業株式会社   NM-9945 平成14年03月01日

ガラス繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板を除く） エリモ工業株式会社   NM-9944 平成14年03月01日

ガラス繊維織物塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板を除く
） 住友スリーエム株式会社   NM-9943 平成14年03月01日

ガラス繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除
く） ニッセン工業株式会社   NM-9942 平成14年03月01日

ガラス繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除
く） 内貴紙工株式会社   NM-9941 平成14年03月01日

ガラス繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除
く） 株式会社川島織物   NM-9940 平成14年03月01日

ガラス繊維織物難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く） ダイニック株式会社   NM-9939 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂有機質（ポリエステル系）化粧
難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社テスコ   NM-9938 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
不燃材料（金属板を除く） 大因州製紙協業組合   NM-9937 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
不燃材料（金属板を除く） ニッセン工業株式会社   NM-9936 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
不燃材料（金属板を除く） アキレス株式会社   NM-9935 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
不燃材料（金属板を除く） アクメ化工株式会社   NM-9934 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
不燃材料（金属板を除く） エリモ工業株式会社   NM-9933 平成14年03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

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
不燃材料（金属板を除く） 株式会社川島織物   NM-9932 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 株式会社エービーシー商会   NM-9931 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 高倉インテリア工業株式会社   NM-9930 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 東武化学工業株式会社   NM-9929 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） オカモト株式会社   NM-9928 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 富双合成株式会社   NM-9927 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） アキレス株式会社   NM-9926 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 凸版印刷株式会社   NM-9925 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 中塚株式会社   NM-9924 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 株式会社ナンカイテクナート   NM-9923 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 日本ビニル工業株式会社   NM-9922 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） サンロック工業株式会社   NM-9921 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） ダイニック株式会社   NM-9920 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃紙難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板を除く） 山天東リ株式会社   NM-9919 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） ヤマト化学工業株式会社   NM-9918 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 株式会社テスコ   NM-9917 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 共和レザー株式会社   NM-9916 平成14年03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

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） ロンシール工業株式会社   NM-9915 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） スリーエイ化学株式会社   NM-9914 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 東永化成株式会社   NM-9913 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 西武ポリマ化成株式会社   NM-9912 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 株式会社キョクソー   NM-9911 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 東武化学工業株式会社   NM-9910 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） アサヒ合成工業株式会社   NM-9909 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） オカモト株式会社   NM-9908 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 日本ウェーブロック株式会社   NM-9907 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） サクラポリマー株式会社   NM-9906 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 富双合成株式会社   NM-9905 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 大日本印刷株式会社   NM-9904 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） アキレス株式会社   NM-9903 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 凸版印刷株式会社   NM-9902 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 竹野株式会社   NM-9901 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 山田化染工業株式会社   NM-9900 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 株式会社ナンカイテクナート   NM-9899 平成14年03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

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 日本ビニル工業株式会社   NM-9898 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） サンロック工業株式会社   NM-9897 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 株式会社歴清社   NM-9896 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） ダイニック株式会社   NM-9895 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） ヤマト化学工業株式会社   NM-9894 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 株式会社テスコ   NM-9893 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 関東レザー株式会社   NM-9892 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） トキワ工業株式会社   NM-9891 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 共和レザー株式会社   NM-9890 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） ロンシール工業株式会社   NM-9889 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社歴清社   NM-9888 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛（樹脂接着）布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材
料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 京都パイル繊維工業株式会社   NM-9887 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及
び不燃せっこうボードを除く） 山崎内装工業株式会社   NM-9886 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 常陽工業株式会社   NM-9885 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 小嶋織物株式会社   NM-9884 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 森本織物株式会社   NM-9883 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社キョクソー   NM-9882 平成14年03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

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社太陽   NM-9881 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） エスケー化研株式会社   NM-9880 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 小嶋織物株式会社   NM-9879 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物塩化ビニル樹脂化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 三光化学工業株式会社   NM-9878 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛(樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃
材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 近江ベルベット株式会社   NM-9877 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛(樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃
材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 三光化学工業株式会社   NM-9876 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社睦屋   NM-9875 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） リリカラ株式会社   NM-9874 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社トミタ   NM-9873 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 東リ株式会社   NM-9872 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社キョクソー   NM-9871 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社テキスタイル飯田   NM-9870 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） ナショナル物産株式会社   NM-9869 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く）

株式会社パシフィックハウス
テクスタイル   NM-9868 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社サンゲツ   NM-9867 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） シンコールウォール株式会社   NM-9866 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 常陽工業株式会社   NM-9865 平成14年03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

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） ニッセン工業株式会社   NM-9864 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） アキレス株式会社   NM-9863 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 小嶋織物株式会社   NM-9862 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 津山織物株式会社   NM-9861 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 森本織物株式会社   NM-9860 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社龍村美術織物   NM-9859 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 有限会社横井ラミネート工場   NM-9858 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社木奥商店   NM-9857 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 山田化染工業株式会社   NM-9856 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 村井株式会社   NM-9855 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 大塚産業クリエイツ株式会社   NM-9854 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 山崎内装工業株式会社   NM-9853 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 有限会社石崎織物   NM-9852 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 内貴紙工株式会社   NM-9851 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社歴清社   NM-9850 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） エリモ工業株式会社   NM-9849 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 住江織物株式会社   NM-9848 平成14年03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

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社川島織物   NM-9847 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 三光化学工業株式会社   NM-9846 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社義輝   NM-9845 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 広島貿易株式会社   NM-9844 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社サンゲツ   NM-9843 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） 株式会社サンゲツ   NM-9842 平成14年03月01日

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 株式会社ニュート   NM-9841 平成14年03月01日

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 清水加工紙株式会社   NM-9840 平成14年03月01日

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 村井株式会社   NM-9839 平成14年03月01日

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 内貴紙工株式会社   NM-9838 平成14年03月01日

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） エリモ工業株式会社   NM-9837 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系、ポリエステル系）化粧難燃処理壁紙張／
不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社テスコ   NM-9836 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系、ポリエステル系）化粧難燃処理壁紙張／
不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 関東レザー株式会社   NM-9835 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系）プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 中塚株式会社   NM-9834 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系）プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） サンロック工業株式会社   NM-9833 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系）プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） エリモ工業株式会社   NM-9832 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 広島貿易株式会社   NM-9831 平成14年03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

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社ホクシンクロス   NM-9830 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 大日本印刷株式会社   NM-9829 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 中塚株式会社   NM-9828 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社松竹工芸社   NM-9827 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社テスコ   NM-9826 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） 関東レザー株式会社   NM-9825 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板及び不燃せっこうボードを除く） ロンシール工業株式会社   NM-9824 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） 株式会社キョクソー   NM-9823 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） オカモト株式会社   NM-9822 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） 株式会社ホクシンクロス   NM-9821 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） フジワラ化学株式会社   NM-9820 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） 富双合成株式会社   NM-9819 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） 大日本印刷株式会社   NM-9818 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） エスケー化研株式会社   NM-9817 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） 中塚株式会社   NM-9816 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） 山田化染工業株式会社   NM-9815 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） サンロック工業株式会社   NM-9814 平成14年03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

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） ダイニック株式会社   NM-9813 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） ヤマト化学工業株式会社   NM-9812 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） 株式会社テスコ   NM-9811 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） トキワ工業株式会社   NM-9810 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） エリモ工業株式会社   NM-9809 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） 共和レザー株式会社   NM-9808 平成14年03月01日

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） オカモト株式会社   NM-9807 平成14年03月01日

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 株式会社ナンカイテクナート   NM-9806 平成14年03月01日

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） サンロック工業株式会社   NM-9805 平成14年03月01日

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） ヤマト化学工業株式会社   NM-9804 平成14年03月01日

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 株式会社テスコ   NM-9803 平成14年03月01日

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 共和レザー株式会社   NM-9802 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 西武ポリマ化成株式会社   NM-9801 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社キョクソー   NM-9800 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 大因州製紙協業組合   NM-9799 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） ニッセン工業株式会社   NM-9798 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 大日本印刷株式会社   NM-9797 平成14年03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

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 凸版印刷株式会社   NM-9796 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 小嶋織物株式会社   NM-9795 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 竹野株式会社   NM-9794 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社松竹工芸社   NM-9793 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社ナンカイテクナート   NM-9792 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 内貴紙工株式会社   NM-9791 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 山天東リ株式会社   NM-9790 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社テスコ   NM-9789 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 関東レザー株式会社   NM-9788 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） エリモ工業株式会社   NM-9787 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 共和レザー株式会社   NM-9786 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社川島織物   NM-9785 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） ロンシール工業株式会社   NM-9784 平成14年03月01日

普通紙有機質（セルロース系）化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） 株式会社森祥化粧合板   NM-9783 平成14年03月01日

普通紙有機質（セルロース系）化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不
燃せっこうボードを除く） 株式会社トミタ   NM-9782 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） マナトレーディング株式会社   NM-9781 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 株式会社ニュート   NM-9780 平成14年03月01日
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 株式会社リバコプランニング   NM-9779 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 広島貿易株式会社   NM-9778 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 株式会社トミタ   NM-9777 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 株式会社サンゲツ   NM-9776 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） アキレス株式会社   NM-9775 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） サンロック工業株式会社   NM-9774 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 株式会社歴清社   NM-9773 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 山天東リ株式会社   NM-9772 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 株式会社ニュート   NM-9771 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 旭興株式会社   NM-9770 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） リリカラ株式会社   NM-9769 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 株式会社義輝   NM-9768 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 広島貿易株式会社   NM-9767 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） 株式会社トミタ   NM-9766 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこ
うボードを除く） アキレス株式会社   NM-9764 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社菊池襖紙工場   NM-9763 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） リリカラ株式会社   NM-9762 平成14年03月01日
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社義輝   NM-9761 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社トミタ   NM-9760 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社ジャパン・インター
ナショナル・コマース   NM-9759 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社信原加工紙   NM-9758 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社田中健助商店   NM-9757 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社テキスタイル飯田   NM-9756 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） ナショナル物産株式会社   NM-9755 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社サンゲツ   NM-9754 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） アキレス株式会社   NM-9753 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 竹野株式会社   NM-9752 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 株式会社歴清社   NM-9751 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板及び不燃せっこうボードを除く） 三光化学工業株式会社   NM-9750 平成14年03月01日

シリカ・けい酸カルシウム系塗装／不燃材料（金属板を除く） 日本アール・シー・ジー株式
会社

東京都港区西新橋2-6-3越後
屋ビル6F (一財)建材試験センター NM-0211 平成14年02月15日

磁器質タイル張／繊維強化セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル 東京都港区芝大門2-12-10 (一財)建材試験センター NM-0210 平成14年02月15日

表面ふっ素樹脂系塗装／裏面ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレン
系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2 (一財)建材試験センター NM-0209 平成14年02月15日

ポリエステル樹脂系塗装／あなあきアルミニウム合金板・ガラス繊維
不織布張／グラスウール保温板

日本ハンター・ダグラス株式
会社

東京都品川区東大井2-13-8ケ
イヒン東大井ビル2階 (一財)建材試験センター NM-0208 平成14年02月15日

酸化カルシウム・二酸化けい素系繊維フェルト 新日化サーマルセラミックス
株式会社

東京都品川区西五反田7-21-1
1第2TOCビル2F (一財)建材試験センター NM-0207 平成14年02月15日

283/454 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）
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天然石・ガラス繊維ネット張／両面ポリエステル不織布張フェノール
フォーム板

高橋カーテンウォール工業株
式会社

東京都中央区日本橋本町3-5-
11共同ビル2階 (一財)建材試験センター NM-0206 平成14年02月15日

ポリエチレン樹脂系塗装／グラスウールシート・グラスウール保温板・はり
合せアルミニウムはく裏張／ポリエステル樹脂系塗装／孔あきアルミニウム
合金板

株式会社ユニタス 大阪市中央区淡路町2丁目1番
1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0205 平成14年02月15日

ケイ酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 日本軽金属株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-0204 平成14年02月15日

フッ素樹脂系表面塗装／アクリル樹脂系裏面塗装／アルミニウム板 三ツ星貿易株式会社 兵庫県神戸市中央区東町113
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0198 平成14年02月15日

両面シリコーン樹脂系塗装／ガラスクロス 株式会社オクジュー 大阪市北区西天満5丁目3番7
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0197 平成14年02月15日

アルミニウムはく・ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・塩素化ポリ
エチレン樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線使用ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム裏張／グラスウール保温板

株式会社栗本鐵工所 大阪市西区北堀江1丁目12番1
9号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0196 平成14年02月15日

塩素化ポリエチレン樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線使用ナイロン不
織布裏張／グラスウール保温板 株式会社栗本鐵工所 大阪市西区北堀江1丁目12番1

9号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0195 平成14年02月15日

ジアリルフタレート樹脂系含浸紙張／ケイ酸カルシウム板 ダイソー株式会社 大阪市西区江戸堀1丁目10-8 (一財)日本建築総合試験所 NM-0194 平成14年02月15日

ニトロセルロース樹脂系塗装／両面ボード用原紙張活性白土せっこう
板 吉野石膏株式会社   NM-9749 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 株式会社畠山銘木店   NM-9748 平成14年02月04日

両面けい砂フェノール樹脂板張・フェノール樹脂含浸ガラスクロス張
／軽量発泡ガラスフェノール樹脂板 新日本熱学株式会社   NM-9747 平成14年02月04日

アクリルシリコン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社INAX   NM-9745 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 太陽産業株式会社   NM-9743 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 大三特殊合板株式会社   NM-9742 平成14年02月04日

酸化カルシウム酸化けい素系繊維板 日東紡績株式会社   NM-9741 平成14年02月04日

アルミニウム箔張ポリエチレンテレフタレートフィルム張／裏面ポリ
オレフィン不織布張／グラスウール板 株式会社ニシヨド   NM-9740 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／活性白土せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9739 平成14年02月04日

284/454 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）
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酢ビ樹脂系塗装／ロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9738 平成14年02月04日

砂混入けい酸カルシウム板 株式会社INAX   NM-9737 平成14年02月04日

パルプ混入セメントけい酸カルシウム板 株式会社建材技術研究所   NM-9736 平成14年02月04日

セメントけい酸カルシウム板 株式会社建材技術研究所   NM-9735 平成14年02月04日

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 東海セラミックス株式会社   NM-9734 平成14年02月04日

シリカ系化合物塗布／石綿セメントパーライト板 丸菱油化工業株式会社   NM-9732 平成14年02月04日

天然木単板張・合成紙張／ガラスクロス裏張／V溝加工火山性ガラス質
複層板 株式会社エービーシー商会   NM-9731 平成14年02月04日

アクリルシリコン系・けい酸ナトリウム系塗装／パルプ混入けい砂セ
メント板 株式会社INAX   NM-9730 平成14年02月04日

けい酸ナトリウム系塗装／パルプ混入フライアッシュセメント板 株式会社INAX   NM-9729 平成14年02月04日

塩化ビニル樹脂系塗装・水酸化アルミニウム紙張／水酸化アルミニウ
ムロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9728 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社畠山銘木店   NM-9726 平成14年02月04日

アルキド樹脂系硝化綿塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社内外テクノス   NM-9724 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／両面アルミニウム箔張／繊維混入けい酸カルシ
ウム板 株式会社キョーテック   NM-9723 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社ニッタクス   NM-9722 平成14年02月04日

ポリエステル不織布張／ロックウールフェルト 丸三製紙株式会社   NM-9721 平成14年02月04日

アルミニウム箔張／ロックウールフェルト 丸三製紙株式会社   NM-9720 平成14年02月04日

ロックウールフェルト 丸三製紙株式会社   NM-9719 平成14年02月04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

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリエステル不織布張／グラスウール板 田村冷熱工業株式会社   NM-9718 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリエステル不織布張／グラスウール板 田村冷熱工業株式会社   NM-9717 平成14年02月04日

レーヨン織物張／ロックウール板 ヤマハ株式会社   NM-9715 平成14年02月04日

酢ビ樹脂系塗装／水酸化アルミニウムロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9714 平成14年02月04日

酢ビ樹脂系塗装／水酸化アルミニウムロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9709 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系・紙張／火山性ガラス質複層板 大伸産業株式会社   NM-9705 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張・和紙張／水酸化アルミニウムロ
ックウール板 日東紡績株式会社   NM-9702 平成14年02月04日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／火山性ガラス質複層
板 大建工業株式会社   NM-9701 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／ロックウール板 ヤマハ株式会社   NM-9700 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9699 平成14年02月04日

張り合わせガラスクロス張／カーボン混入グラスウール板 日東紡績株式会社   NM-9698 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社正進   NM-9697 平成14年02月04日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／火山性ガラス質複層板 株式会社キョーテック   NM-9695 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 株式会社キョーテック   NM-9694 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9692 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所   NM-9691 平成14年02月04日

ポリエチレン樹脂フィルム張・亜鉛めっき鋼板箔張／火山性ガラス質
複層板 大建工業株式会社   NM-9690 平成14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

レーヨン織物張／ロックウール板 ヤマハ株式会社   NM-9689 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／水酸化アルミニウムロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9688 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／火山性ガラス質複層板 日本住宅パネル工業協同組合   NM-9686 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張ガラス
繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 株式会社ニッタクス   NM-9680 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張ガラス
繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板

株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所   NM-9678 平成14年02月04日

両面ガラスクロス張／発泡ガラスフェノール樹脂積層板 新日本熱学株式会社   NM-9677 平成14年02月04日

酢ビ樹脂系塗装／水酸化アルミニウムロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9674 平成14年02月04日

両面ポリエステル樹脂系塗装／亜鉛めっきステンレス鋼板 日新製鋼株式会社   NM-9673 平成14年02月04日

火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9671 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9669 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／石綿スレート ダイソー株式会社   NM-9667 平成14年02月04日

施ゆう／陶板 日光化成株式会社   NM-9666 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 株式会社キョーテック   NM-9665 平成14年02月04日

アルコキシド・ポリシロキサン樹脂系塗装／パルプ混入軽量セメント
板 株式会社トーヨーアサノ   NM-9664 平成14年02月04日

フッ素樹脂系塗装／裏面ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウムめっ
き鋼板 日新製鋼株式会社   NM-9662 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／ガラスクロス裏張／パルプ混入
水酸化アルミニウム板 株式会社エービーシー商会   NM-9656 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／裏面ポリオレフィン不織布張／グラスウール
板 株式会社ニシヨド   NM-9655 平成14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

ポリエステル樹脂系塗装・チタン紙張／パルプ混入けい酸カルシウム
板 株式会社エービーシー商会   NM-9652 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入けい酸カルシウム板 新明興産業株式会社   NM-9651 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入水酸化アルミニ
ウムフェノール樹脂発泡板 株式会社畠山銘木店   NM-9648 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入水酸化アルミニ
ウムフェノール樹脂発泡板 株式会社正進   NM-9647 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入水酸化アルミニ
ウムフェノール樹脂発泡板

株式会社関西化粧ベニヤ板製
作所   NM-9646 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9645 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装／アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 住友金属工業株式会社   NM-9644 平成14年02月04日

パルプ混入スラグセメント板 株式会社INAX   NM-9640 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9639 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入けい酸カルシウ
ム板 株式会社正進   NM-9638 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム
板 株式会社キョーテック   NM-9637 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社キョーテック   NM-9636 平成14年02月04日

施ゆう／石綿セメントけい酸カルシウム板張鋼板 東レグラサル株式会社   NM-9632 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／裏面ガラスクロス張／グラスウール板 株式会社ニシヨド   NM-9629 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系塗装・チタン紙張／パルプ混入けい酸カルシウム
板 新明興産業株式会社   NM-9626 平成14年02月04日

ロックウール板裏張／カラーアルミ板 日東紡績株式会社   NM-9625 平成14年02月04日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カル
シウム板

株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所   NM-9622 平成14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

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入無機質フェノー
ル樹脂発泡板

株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所   NM-9621 平成14年02月04日

ロックウール板裏張／塗装ステンレス鋼板 日東紡績株式会社   NM-9618 平成14年02月04日

ロックウール板裏張／着色亜鉛めっき鋼板 日東紡績株式会社   NM-9617 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社エービーシー商会   NM-9616 平成14年02月04日

ガラス繊維不織布張／ロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9612 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入セメント板 株式会社キョーテック   NM-9611 平成14年02月04日

金網入けい砂セメント板 日東紡績株式会社   NM-9610 平成14年02月04日

難燃処理ボード用原紙張／裏面ボード用原紙張／せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9609 平成14年02月04日

薄葉紙張／難燃処理ボード用原紙張／裏面ボード用原紙張／せっこう
板 吉野石膏株式会社   NM-9608 平成14年02月04日

合成樹脂エマルション模様塗料塗装／難燃処理ボード用原紙張／裏面
ボード用原紙張／せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9607 平成14年02月04日

パルプ混入けい酸カルシウム板 日光化成株式会社   NM-9604 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系塗装・チタン紙張／パルプ混入セメント板 新明興産業株式会社   NM-9602 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 ダイソー株式会社   NM-9601 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社キョーテック   NM-9600 平成14年02月04日

アルミニウム箔張・ガラスクロス張／酸化マグネシウム酸化ケイ素系
繊維板 日東紡績株式会社   NM-9599 平成14年02月04日

両面ポリオレフィン樹脂系塗装／アルミニウムめっきステンレス鋼板 日新製鋼株式会社   NM-9598 平成14年02月04日

パルプ混入けい酸カルシウム板 日光化成株式会社   NM-9595 平成14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

フッ素樹脂系塗装・砂付／アルミニウム板 アイジー工業株式会社   NM-9593 平成14年02月04日

フッ素樹脂系塗装・砂付／亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   NM-9592 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社キョーテック   NM-9590 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社キョーテック   NM-9589 平成14年02月04日

ロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9588 平成14年02月04日

酢ビ樹脂系塗装／セメントロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9587 平成14年02月04日

両面ガラスクロス張／アルミニウムハニカムコア板 日光化成株式会社   NM-9586 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入セメント板 日光化成株式会社   NM-9585 平成14年02月04日

両面ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウムめっき鋼板 日新製鋼株式会社   NM-9584 平成14年02月04日

両面ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウムめっき鋼板 日新製鋼株式会社   NM-9583 平成14年02月04日

酢ビ樹脂系塗装／ロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9582 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 株式会社キョーテック   NM-9581 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カルシウム板
張／鋼板両面張／アルミニウムハニカムコア板 株式会社岡村製作所   NM-9580 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 積水化学工業株式会社   NM-9579 平成14年02月04日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社キョーテック   NM-9578 平成14年02月04日

ガラスクロス積層板 日光化成株式会社   NM-9577 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／ビニロン繊維混入フライアッシュセメント板 積水化学工業株式会社   NM-9576 平成14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

ふっ素樹脂系塗装／裏面アクリル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 東レグラサル株式会社   NM-9575 平成14年02月04日

パルプ混入軽量セメント板 株式会社トーヨーアサノ   NM-9574 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入水酸化アルミニ
ウムフェノール樹脂発泡板 株式会社内外テクノス   NM-9573 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 日光化成株式会社   NM-9572 平成14年02月04日

施ゆう／陶板 東レグラサル株式会社   NM-9571 平成14年02月04日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カル
シウム板 大三特殊合板株式会社   NM-9569 平成14年02月04日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カル
シウム板

株式会社関西化粧ベニヤ板製
作所   NM-9568 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装・砂入セメント層付／パルプ混入セメント板 株式会社クボタ   NM-9567 平成14年02月04日

ガラス繊維混入パーライト・せっこうロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9565 平成14年02月04日

ガラス繊維りん酸セルロース混抄紙積層板 株式会社ユナイトボード   NM-9564 平成14年02月04日

パルプ混入けい酸カルシウム板 日光化成株式会社   NM-9558 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 日東紡績株式会社   NM-9556 平成14年02月04日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／マイカ混入スラグせっこう板 株式会社キョーテック   NM-9555 平成14年02月04日

石綿・パルプ混入セメント板 日光化成株式会社   NM-9554 平成14年02月04日

パルプ混入スラグせっこう板 日光化成株式会社   NM-9553 平成14年02月04日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社キョーテック   NM-9552 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系塗装・紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社キョーテック   NM-9551 平成14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

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社フォーレスト   NM-9550 平成14年02月04日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パルプ混入セメントけい酸カルシ
ウム板 株式会社キョーテック   NM-9549 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入セメントけい酸カルシウム
板 株式会社キョーテック   NM-9548 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂含浸紙張／パルプ混入セメント板 日光化成株式会社   NM-9547 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 日光化成株式会社   NM-9546 平成14年02月04日

パルプ混入セメント板 日光化成株式会社   NM-9545 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 新明興産業株式会社   NM-9543 平成14年02月04日

両面エステル・レーヨン系不織布張／気泡せっこう板 株式会社内外テクノス   NM-9541 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装・砂入セメント層付／石綿セメント板 株式会社クボタ   NM-9537 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／ビニロン繊維混入フライアッシュセメント板 積水化学工業株式会社   NM-9536 平成14年02月04日

両面石綿紙張／気泡せっこう板 株式会社内外テクノス   NM-9535 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／気泡せっこう板 株式会社内外テクノス   NM-9534 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／フライアッシュ混入セメントモルタル板 株式会社アルプス   NM-9533 平成14年02月04日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社キョーテック   NM-9532 平成14年02月04日

ポリウレタン樹脂系塗装／パルプ混入石綿セメント板 アルプス株式会社   NM-9528 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系塗装／パルプ混入石綿セメント板 新明興産業株式会社   NM-9526 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／モルタル板 株式会社クボタ   NM-9525 平成14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

ポリエステル樹脂系塗装／ガラスクロス裏張／溝形加工パルプ混入石
綿セメント板 新明興産業株式会社   NM-9522 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／ガラス繊維混入せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9521 平成14年02月04日

両面塩ビ鋼板張アスベストペーパーハニカムコア板 株式会社岡村製作所   NM-9520 平成14年02月04日

酢ビ系樹脂塗装／せっこうボード 吉野石膏株式会社   NM-9519 平成14年02月04日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス 泉株式会社   NM-9518 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装／石綿混入スラグせっこう板 日光化成株式会社   NM-9517 平成14年02月04日

両面シリコン樹脂系塗装／ガラスクロス 泉株式会社   NM-9516 平成14年02月04日

両面塩ビ鋼板張／アルミニウム箔ハニカムコア板 株式会社岡村製作所   NM-9514 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／石綿・パルプ混入スラグせっこう板 日光化成株式会社   NM-9512 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張鋼板 株式会社ニチベイ   NM-9511 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／ロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9510 平成14年02月04日

ガラス繊維クロス張／ロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9509 平成14年02月04日

ガラス繊維クロス張／ロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9508 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／ロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9507 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板両面張／ロックウール板 株式会社ニチベイ   NM-9506 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板両面張／ロックウール板 株式会社ニチベイ   NM-9505 平成14年02月04日

アミノアクリル樹脂系塗装／鋼板張石綿けい酸カルシウム板 株式会社岡村製作所   NM-9504 平成14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

パルプ混入石綿セメント板 東レグラサル株式会社   NM-9503 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装・アルミニウム箔張／石綿スレート 日光化成株式会社   NM-9502 平成14年02月04日

石綿・パルプ混入スラグせっこう板 日光化成株式会社   NM-9501 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装／鋼板両面張／ロックウール板 株式会社ニチベイ   NM-9500 平成14年02月04日

ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／ガラス繊維混入せっこう板 株式会社キョーテック   NM-9499 平成14年02月04日

酢ビ樹脂系塗装・ガラスクロス張／ロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9497 平成14年02月04日

酢ビ樹脂系塗装・ガラスクロス張／ロックウール板 日東紡績株式会社   NM-9496 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入シラスせっこう板 株式会社内外テクノス   NM-9492 平成14年02月04日

化粧紙張／パルプ混入石綿セメント板 日光化成株式会社   NM-9488 平成14年02月04日

両面ポリエステル不織布張／ガラス繊維混入せっこう板 株式会社内外テクノス   NM-9487 平成14年02月04日

塩化ビニル樹脂塗装／ガラスクロス 太陽工業株式会社   NM-9486 平成14年02月04日

ポリエチレン樹脂塗装／ガラスクロス 太陽工業株式会社   NM-9485 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装／ロックウール板充填／両面亜鉛めっき鋼板 日光化成株式会社   NM-9484 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入石綿セメント板 日光化成株式会社   NM-9483 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入石綿セメント板 日光化成株式会社   NM-9482 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／モルタル板 ラファージュ・ブラース・ル
ーフィングジャパン株式会社   NM-9481 平成14年02月04日

パルプ混入石綿セメント板 日光化成株式会社   NM-9480 平成14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

ポリエステル樹脂系塗装／パルプ混入石綿セメント板 新明興産業株式会社   NM-9479 平成14年02月04日

パルプ混入石綿セメント板 日光化成株式会社   NM-9478 平成14年02月04日

施ゆう／石綿セメントけい酸カルシウム板 東レグラサル株式会社   NM-9477 平成14年02月04日

石綿セメントけい酸カルシウム板 東レグラサル株式会社   NM-9476 平成14年02月04日

石綿混入セメントけい酸カルシウム板 東レグラサル株式会社   NM-9475 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入石綿セメント板 株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所   NM-9474 平成14年02月04日

石綿混入セメントけい酸カルシウム板 東レグラサル株式会社   NM-9473 平成14年02月04日

天然木単板張／石綿けい酸カルシウム板 株式会社TAKリビング   NM-9471 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装／ロックウール充填／両面鋼板 株式会社ニチベイ   NM-9470 平成14年02月04日

施ゆう／石綿セメントけい酸カルシウム板 東レグラサル株式会社   NM-9469 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／アルミニウム板張せっこうボード 株式会社内外テクノス   NM-9468 平成14年02月04日

化粧天然木単板張／石綿けい酸カルシウム板 株式会社内外テクノス   NM-9467 平成14年02月04日

着色亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード コマニー株式会社   NM-9465 平成14年02月04日

熱硬化性エポキシ変性メラミン樹脂系塗装／鋼板張／せっこうボード コマニー株式会社   NM-9464 平成14年02月04日

アクリル樹脂系・ウレタン樹脂系・ポリエステル樹脂系塗装／繊維混
入けい酸カルシウム板 コマニー株式会社   NM-9463 平成14年02月04日

両面熱硬化性エポキシ変性メラミン樹脂塗装／両面鋼板張／ガラス繊
維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア板 コマニー株式会社   NM-9462 平成14年02月04日

ウレタン変性アクリル樹脂塗装／グラスウール保温板裏張／穴あき鋼
板 コマニー株式会社   NM-9459 平成14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

両面ウレタン変性アクリル樹脂塗装／両面鋼板張／ロックウール板 コマニー株式会社   NM-9458 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／珪藻土・ゼオライト混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9455 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／珪藻土・ゼオライト混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9454 平成14年02月04日

両面鋼板張／せっこうボード 川鉄建材株式会社   NM-9452 平成14年02月04日

せっこうボード裏張／鋼板 川鉄建材株式会社   NM-9451 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装・石砂付／アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 株式会社ディートレーディン
グ   NM-9450 平成14年02月04日

アルミニウムはく張／クラフト紙裏張／両面ボード用原紙張／炭素繊
維混入せっこう板 日本ペイント株式会社   NM-9449 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／炭素繊維混入せっこう板 日本ペイント株式会社   NM-9448 平成14年02月04日

メラミン樹脂含浸化粧紙張／メラミン樹脂含浸クラフト紙裏張／ガラス繊
維不織布・メラミン樹脂混入水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム積層板 タキロン株式会社   NM-9447 平成14年02月04日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 株式会社ニチベイ   NM-9446 平成14年02月04日

壁紙張／不燃材料 トキワ工業株式会社   NM-9445 平成14年02月04日

壁紙張／不燃材料 トキワ工業株式会社   NM-9444 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂塗装／繊維混入セメント・けい酸カルシウム板 松下電工株式会社   NM-9443 平成14年02月04日

アルミニウム箔張／ロックウールフェルト 株式会社東邦建材   NM-9441 平成14年02月04日

両面メラミン樹脂含浸化粧紙張／両面ガラス繊維不織布張／ロックウ
ール繊維混入水酸化アルミニウム・フェノール樹脂板 フクビ化学工業株式会社   NM-9439 平成14年02月04日

樹脂混入水酸化マグネシウム系無機質発泡板 株式会社常盤電機   NM-9438 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂塗装／化粧紙張／火山性ガラス質複層板 有限会社徳正合板   NM-9437 平成14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

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社シモヱ   NM-9436 平成14年02月04日

難燃ポリエステル樹脂系塗装／チタンシ張／両面ガラス繊維不織布・
ガラス繊維ネット入り酸化マグネシウム板 株式会社三和不燃ボード工業   NM-9435 平成14年02月04日

両面ガラス繊維不織布・ガラス繊維ネット入り酸化マグネシウム板 株式会社三和不燃ボード工業   NM-9434 平成14年02月04日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面ガラス繊維不織布・ガラス繊維ネ
ット入り酸化マグネシウム板 株式会社三和不燃ボード工業   NM-9433 平成14年02月04日

天然木単板張／両面ガラス繊維不織布・ガラス繊維ネット入り酸化マ
グネシウム板 株式会社三和不燃ボード工業   NM-9432 平成14年02月04日

両面結晶化ガラス張／両面無機質混抄紙張／ガラス繊維混入無機質・
フェノール樹脂発泡板 日本電気硝子株式会社   NM-9431 平成14年02月04日

火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9430 平成14年02月04日

天然木単板張／ガラスクロス裏張／V溝加工火山性ガラス質複層板 フクビ化学工業株式会社   NM-9429 平成14年02月04日

壁紙張／鋼板 シーアイ化成株式会社   NM-9428 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系塗装・エポキシ樹脂系塗装／孔あき鋼板張／ロッ
クウールフェルト 株式会社インター・オフィス   NM-9427 平成14年02月04日

炭酸カルシウム系発泡板 フジ化成工業株式会社   NM-9426 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系塗装／チタン亜鉛合金板張／亜鉛めっき鋼板 新星商事株式会社   NM-9425 平成14年02月04日

シリコン・ウレタン樹脂系塗装／化粧紙張／火山性ガラス質複層板 大村産業株式会社   NM-9424 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社清水化粧合板   NM-9420 平成14年02月04日

壁紙張／不燃材料 シーアイ化成株式会社   NM-9419 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／珪藻土・ゼオライト混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9417 平成14年02月04日

クリアラッカー系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社森祥化粧合板   NM-9416 平成14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

天然木単板張／裏面ガラス繊維クロス張／火山性ガラス質複層板 アーム工業株式会社   NM-9413 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9412 平成14年02月04日

変成アクリレート樹脂コート紙張／火山性ガラス質複層板 アイカ工業株式会社   NM-9411 平成14年02月04日

変成メラミン樹脂含浸化粧紙張／火山性ガラス質複層板 アイカ工業株式会社   NM-9410 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装・天然砂／裏面アクリル樹脂系塗装／繊維混入け
い酸質セメント板 松下電工株式会社   NM-9406 平成14年02月04日

フッ素樹脂系フィルム張／アルミニウム板張／繊維強化セメント板 東京ガス・フロロマテリアル
株式会社   NM-9405 平成14年02月04日

フッ素樹脂系フィルム張／アルミニウム板張／繊維強化セメント板 東京ガス・フロロマテリアル
株式会社   NM-9404 平成14年02月04日

裏面アルミニウムはく張／両面ボード用原紙張／磁性体粉混入せっこ
う板 日本ペイント株式会社   NM-9403 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／フライアッシュセメント板 住友大阪セメント株式会社   NM-9402 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 松下電工株式会社   NM-9401 平成14年02月04日

塩化ビニル樹脂フィルム張／グラスウールダクト 株式会社オーツカ   NM-9398 平成14年02月04日

アルミニウムはく・ポリエステルフィルム張／グラスウールダクト 株式会社オーツカ   NM-9397 平成14年02月04日

難燃化ポリエステル塗装／両面ボード用原紙張／繊維混入硬質せっこ
う板 吉野石膏株式会社   NM-9395 平成14年02月04日

変成アクリル系フィルム張／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 岩倉化学工業株式会社   NM-9394 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系・変性エポキシ樹脂系塗装／両面エポキシ樹
脂系塗装／アルミニウム合金板 川鉄建材株式会社   NM-9392 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 三和合板株式会社   NM-9391 平成14年02月04日

陶磁器質押出成形板 アイジー工業株式会社   NM-9388 平成14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

クリアラッカー塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 アーム工業株式会社   NM-9387 平成14年02月04日

ステンレス鋼板裏張／両面樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム板 タキロン株式会社   NM-9385 平成14年02月04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 岩倉化学工業株式会社   NM-9384 平成14年02月04日

変成ジアリルフタレート樹脂含浸化粧紙張／火山性ガラス質複層板 アイカ工業株式会社   NM-9383 平成14年02月04日

クリアラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質・フェノール樹脂発泡板 株式会社森祥化粧合板   NM-9381 平成14年02月04日

裏面アクリル樹脂塗装／アクリル樹脂系塗装・天然砂／繊維混入けい
酸質・セメント板 松下電工株式会社   NM-9380 平成14年02月04日

難燃性ポリエステル樹脂化粧紙張／火山性ガラス質複層板 大村産業株式会社   NM-9379 平成14年02月04日

せつこうボード裏張／レーヨン織物張／亜鉛めつき鋼板 株式会社ニチベイ   NM-9378 平成14年02月04日

両面着色亜鉛めつき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 株式会社イワタニ   NM-9377 平成14年02月04日

両面アルミニウム板張／繊維混入水酸化アルミニウム成形板 タキロン株式会社   NM-9376 平成14年02月04日

クリアラッカー塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 北三株式会社   NM-9375 平成14年02月04日

ポリエチレンテレフタレート張／ダップ樹脂含浸化粧紙張／火山性ガ
ラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9374 平成14年02月04日

ゼオライトスラグセメント板
新東北化学工業株式会社  

 NM-9373 平成14年02月04日
日本防火ライト工業株式会社  

クリアラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質・フェノール樹脂発泡板 清水建設株式会社   NM-9372 平成14年02月04日

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム張／ダップ樹脂含浸化粧紙
張／繊維混入スラグせっこう板 大建工業株式会社   NM-9371 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／けい酸カルシウム板 フクビ化学工業株式会社   NM-9370 平成14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

両面ボード用原紙張／繊維混入硬質せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9368 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／繊維混入硬質せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9367 平成14年02月04日

アルミニウムフレキシブルダクト 未来工業株式会社   NM-9366 平成14年02月04日

両面シリカゾル・アクリル樹脂系塗装／ガラス繊維・アルミナシリケ
ート繊維混紡フェルト

日本グラスファイバー工業株
式会社   NM-9365 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／繊維混入せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9364 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9363 平成14年02月04日

クリアラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入無機質・フェノ
ール樹脂発泡板 アーム工業株式会社   NM-9360 平成14年02月04日

アクリル樹脂塗装・天然砂／裏面アクリル樹脂塗装／繊維混入セメン
ト板 松下電工株式会社   NM-9359 平成14年02月04日

天然木単板張／裏面ガラス繊維不織布張／ガラス繊維・水酸化アルミ
ニウム混入フェノール樹脂発泡板 橋本工芸建材   NM-9358 平成14年02月04日

天然木単板張／裏面ガラス繊維不織布張／ガラス繊維・水酸化アルミ
ニウム混入フェノール樹脂発泡板 アーム工業株式会社   NM-9357 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂含浸化粧紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社   NM-9356 平成14年02月04日

両面着色亜鉛めつき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 東京パネル工業株式会社   NM-9355 平成14年02月04日

セメント押出成形板 永井工業株式会社   NM-9353 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂含浸化粧紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社   NM-9352 平成14年02月04日

フッ素樹脂系塗装／裏面ポリエステル系塗装／合金めつき鋼板 東海カラー株式会社   NM-9351 平成14年02月04日

フッ素樹脂系塗装／裏面ポリエステル系塗装／溶融アルミニウムめつ
き鋼板 東海カラー株式会社   NM-9350 平成14年02月04日

フッ素樹脂系塗装／裏面ポリエステル系塗装／溶融アルミニウムめつ
きステンレス鋼板 東海カラー株式会社   NM-9349 平成14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

フッ素樹脂系塗装・ポリエステル系塗装／ステンレス鋼板 東海カラー株式会社   NM-9348 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9346 平成14年02月04日

繊維混入けい石粉・セメントパーライト押出成形板 松下電工株式会社   NM-9345 平成14年02月04日

無機質混入塩化ビニル発泡体 フジ化成工業株式会社   NM-9344 平成14年02月04日

ジアリルフタレート樹脂含浸化粧紙張／繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社   NM-9342 平成14年02月04日

クリアラッカー塗装・天然木単板張／繊維混入けい酸カルシウム板 北三株式会社   NM-9340 平成14年02月04日

天然木単板張／ガラス繊維混入無機質・フェノール樹脂発泡板 株式会社シモヱ   NM-9339 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張せっこう板裏張／アクリル樹脂系塗装・亜鉛めつ
き鋼板 株式会社ニチベイ   NM-9338 平成14年02月04日

ガラス繊維混入セメント板 ニチハ株式会社   NM-9335 平成14年02月04日

クリアラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入無機質・フェノ
ール樹脂発泡板 北三株式会社   NM-9334 平成14年02月04日

クリアラッカー塗装・天然木単板張／繊維混入せっこう板 北三株式会社   NM-9333 平成14年02月04日

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 松下電工株式会社   NM-9332 平成14年02月04日

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 松下電工株式会社   NM-9331 平成14年02月04日

クリアラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入無機質・フェノ
ール樹脂発泡板 株式会社坂出化粧合板製作所   NM-9329 平成14年02月04日

クリアラッカー樹脂塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入無機質・フ
ェノール樹脂発泡板 東伸合板株式会社   NM-9328 平成14年02月04日

クリアラッカー樹脂塗装・天然木単板張／繊維混入せっこう板 東伸合板株式会社   NM-9324 平成14年02月04日

せっこうボード裏張／着色亜鉛めっき鋼板 株式会社ムサシパーティショ
ン工業   NM-9323 平成14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

ほうろう鋼板 川鉄建材株式会社   NM-9322 平成14年02月04日

ほうろう鋼板張／合金めつき鋼板 川鉄建材株式会社   NM-9321 平成14年02月04日

ポリエチレン系ネット入セメントモルタル成形板 マックストン株式会社   NM-9319 平成14年02月04日

ロックウール・ガラス繊維混紡フェルト 日本グラスファイバー工業株
式会社   NM-9318 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9317 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9316 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9315 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9314 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9313 平成14年02月04日

ガラスクロス裏張／水酸化アルミニウム・ガラス繊維不織布積層板張
／V溝加工水酸化アルミニウム・ガラス繊維不織布積層板 アイカ工業株式会社   NM-9312 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張グラスウールダクト 株式会社オーツカ   NM-9310 平成14年02月04日

薄葉紙張／両面ボード用原紙張せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9309 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9308 平成14年02月04日

合成樹脂エマルジョン塗装／両面ボード用原紙張せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9307 平成14年02月04日

繊維混入けい石粉・セメント押出成形板 住友大阪セメント株式会社   NM-9306 平成14年02月04日

ジアリルフタレート樹脂含浸化粧紙張／けい酸カルシウム板 大建工業株式会社   NM-9304 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 吉野石膏株式会社   NM-9303 平成14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

メラミン樹脂含浸化粧紙張／水酸化アルミニウム含浸ガラス繊維不織
布積層板 アイカ工業株式会社   NM-9300 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂塗装／繊維混入セメント板 松下電工株式会社   NM-9299 平成14年02月04日

塩化ビニル樹脂シート張／けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9298 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   NM-9297 平成14年02月04日

アクリル樹脂塗装／繊維混入軽量セメント押出成形板 松下電工株式会社   NM-9296 平成14年02月04日

ポリ塩化ビニリデンフィルム・アルミニウム箔・ガラスクロス張／ポ
リエチレンフィルム裏張／グラスウール保温板 川鉄建材株式会社   NM-9293 平成14年02月04日

施ゆう／磁器質押出成形板 アイジー工業株式会社   NM-9290 平成14年02月04日

磁器質押出成形板 アイジー工業株式会社   NM-9289 平成14年02月04日

繊維混入セメント押出成形板 住友大阪セメント株式会社   NM-9288 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント押出成形板 ニチハ株式会社   NM-9287 平成14年02月04日

セメントモルタルプレス成形施釉焼成瓦 株式会社タムテック   NM-9282 平成14年02月04日

繊維混入セメントけい酸カルシウム板 ニチハ株式会社   NM-9281 平成14年02月04日

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 ニチハ株式会社   NM-9280 平成14年02月04日

施ゆう／磁器質押出成形板 アイジー工業株式会社   NM-9279 平成14年02月04日

磁器質押出成形板 アイジー工業株式会社   NM-9278 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂塗装／繊維混入セメント板 松下電工株式会社   NM-9277 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂塗装／繊維混入セメント板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9276 平成14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

アクリルウレタン樹脂塗装／繊維混入セメント板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9275 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入水酸化アルミニ
ウム・フェノール樹脂発泡板 株式会社森祥化粧合板   NM-9274 平成14年02月04日

ニトロセルロース系ラッカー塗装／けい酸カルシウム板 株式会社森祥化粧合板   NM-9273 平成14年02月04日

繊維混入セメント板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9272 平成14年02月04日

アミノアルキド樹脂系塗装・天然木単板張／けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9271 平成14年02月04日

繊維混入セメント板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9270 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装・砂付／繊維混入セメントけい酸カルシウム板 ニチハ株式会社   NM-9269 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装／ガラス繊維網入セメント成形板 ニチハ株式会社   NM-9268 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9267 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入パーライトセメント押出成形板 ニチハ株式会社   NM-9266 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入モルタル板 松下電工株式会社   NM-9265 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／繊維混入セメント板 松下電工株式会社   NM-9264 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／フライアッシュ混入スラグセメント板 松下電工株式会社   NM-9263 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂塗装／けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9262 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／繊維混入パーライトスラグせっこう板 松下電工株式会社   NM-9260 平成14年02月04日

繊維混入けい酸カルシウムセメント押出成形板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9259 平成14年02月04日

繊維混入スラグせっこう系セメントパーライト板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9258 平成14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

メラミン樹脂含浸化粧紙張／ガラスクロス裏張／V溝加工水酸化アルミ
ニウム・ガラス繊維不織布積層板 アイカ工業株式会社   NM-9257 平成14年02月04日

繊維混入炭酸カルシウムセメント板 株式会社三和不燃ボード工業   NM-9256 平成14年02月04日

繊維混入けい酸カルシウムセメント押出成形板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9253 平成14年02月04日

繊維混入セメント押出成形板 株式会社ノザワ   NM-9252 平成14年02月04日

両面メラミン樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム含浸ガラス繊維不織
布積層板 アイカ工業株式会社   NM-9251 平成14年02月04日

無機質混入塩化ビニル発泡体 フジ化成工業株式会社   NM-9247 平成14年02月04日

けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9246 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂塗装／孔あきアルミニウム板張／グラスウール保温
板 株式会社東京興業貿易商会   NM-9245 平成14年02月04日

繊維混入軽量セメント押出成形板 松下電工株式会社   NM-9244 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂塗装・孔あきアルミニウム板張／グラスウール保温
板 株式会社東京興業貿易商会   NM-9242 平成14年02月04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 岩倉化学工業株式会社   NM-9240 平成14年02月04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 岩倉化学工業株式会社   NM-9239 平成14年02月04日

フッ化ビニル樹脂フィルム張／裏面ポリエステル樹脂系塗装／アルミ
ニウム合金板 日鐵住金建材株式会社   NM-9238 平成14年02月04日

アクリル樹脂塗装／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 永井工業株式会社   NM-9236 平成14年02月04日

せっこうボード裏張／着色亜鉛鉄板 東京パネル工業株式会社   NM-9235 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／繊維混入スラグせっこう板 大建工業株式会社   NM-9234 平成14年02月04日

クリヤ・スリラー塗装／厚形スレート 株式会社旭セメント工業所   NM-9233 平成14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

アクリル樹脂塗装／石綿セメント板 松下電工株式会社   NM-9232 平成14年02月04日

難燃処理ポリエステル樹脂塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9229 平成14年02月04日

せっこうボード裏張／アクリル樹脂系塗装／鋼板 神鋼建材工業株式会社   NM-9227 平成14年02月04日

ウレタン樹脂塗装・フェノール樹脂含浸紙張／フェノール樹脂含浸紙
裏張／石綿スレート 大建工業株式会社   NM-9226 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／繊維混入セメント炭酸カルシウム板 株式会社三和不燃ボード工業   NM-9225 平成14年02月04日

繊維混入セメント炭酸カルシウム板 株式会社三和不燃ボード工業   NM-9224 平成14年02月04日

ポリエステル不織布張／ガラス繊維フェルト 日本グラスファイバー工業株
式会社   NM-9223 平成14年02月04日

ダップ樹脂含浸化粧紙張／繊維混入スラグせっこう板 大建工業株式会社   NM-9222 平成14年02月04日

両面ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウム合金板 太陽工業株式会社   NM-9220 平成14年02月04日

両面着色亜鉛鉄板張／グラスウール板 川鉄建材株式会社   NM-9219 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂塗装／石綿硅砂混入セメント板 松下電工株式会社   NM-9218 平成14年02月04日

両面ガラスビーズ混入四フッ化エチレン樹脂塗装／ガラスクロス 太陽工業株式会社   NM-9216 平成14年02月04日

繊維混入スラグせっこう板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9212 平成14年02月04日

アクリルエマルジョン系塗装／モルタル役瓦 松下電工株式会社   NM-9211 平成14年02月04日

せっこうボード裏張／アクリル系塗装／鋼板 株式会社ニチベイ   NM-9210 平成14年02月04日

アルミニウム焼結板 エヌデーシーエンジニアリン
グ株式会社   NM-9209 平成14年02月04日

両面ガラスビーズ混入四ふつ化エチレン樹脂塗装／ガラスクロス 中興化成工業株式会社   NM-9208 平成14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

アクリル系エマルジョン塗装／ガラス繊維フェルト 富士樹脂加工株式会社   NM-9207 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装・両面塩化ビニル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 松下電工株式会社   NM-9206 平成14年02月04日

石綿塩化ビニル混入炭酸カルシウム発泡板 フジ化成工業株式会社   NM-9205 平成14年02月04日

ウレタン変成樹脂塗装／銅板 松下電工株式会社   NM-9204 平成14年02月04日

石綿パーライト混入スラグせっこう板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9203 平成14年02月04日

フレキシブルダクト 株式会社オーツカ   NM-9202 平成14年02月04日

四ふつ化エチレン樹脂塗装／ガラスクロス 中興化成工業株式会社   NM-9201 平成14年02月04日

アクリル樹脂塗装／石綿セメント板 松下電工株式会社   NM-9200 平成14年02月04日

両面メラミン樹脂含浸化粧紙・フェノール樹脂含浸接着紙張／ガラス
繊維入り水酸化アルミニウム板 タキロン株式会社   NM-9199 平成14年02月04日

フレキシブルダクト 株式会社オーツカ   NM-9198 平成14年02月04日

石綿セメント押出成形板 三菱マテリアル建材株式会社   NM-9197 平成14年02月04日

ジアリルフタレート樹脂含浸化粧紙張／鋼板 アイカ工業株式会社   NM-9196 平成14年02月04日

クリヤラッカー系塗装天然木単板張／石綿けい酸カルシウム板 清水建設株式会社   NM-9195 平成14年02月04日

着色亜鉛鉄板張／グラスウール複合材 東海カラー株式会社   NM-9194 平成14年02月04日

天然木単板張／石綿けい酸カルシウム板 東伸合板株式会社   NM-9193 平成14年02月04日

塩化ビニールフィルム張／グラスウール製ダクト 株式会社オーツカ   NM-9192 平成14年02月04日

グラスウール充填／両面着色亜鉛めっき鋼板 川鉄建材株式会社   NM-9191 平成14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

ウレタン樹脂系塗装／石綿スレート 松下電工株式会社   NM-9189 平成14年02月04日

フレキシブルダクト 株式会社オーツカ   NM-9188 平成14年02月04日

化粧単板含浸不織布張／アルミニウム板 北三株式会社   NM-9187 平成14年02月04日

ひる石吹付材 グライト工業株式会社   NM-9186 平成14年02月04日

ウレタンアクリレート樹脂系塗装／天然木単板張／繊維混入スラグセ
メント板 サンモク工業株式会社   NM-9180 平成14年02月04日

ウレタンアクリレート樹脂系塗装／天然木単板張／繊維混入スラグセ
メント板 サンモク工業株式会社   NM-9179 平成14年02月04日

クリアラッカー塗装・天然木単板張・クラフト紙張／アルミニウム板 宮﨑木材工業株式会社   NM-9171 平成14年02月04日

発泡アルミニウム板 神鋼鋼線工業株式会社   NM-9170 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張・クラフト紙張／鋼板 宮﨑木材工業株式会社   NM-9137 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 株式会社富士塗料工業所   NM-9135 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 宮﨑木材工業株式会社   NM-9134 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系塗装／ガラスクロス裏張／孔あき亜鉛めっき鋼板 株式会社トヨックス   NM-9132 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系塗装／ガラスクロス裏張／孔あき亜鉛めっき鋼板 株式会社トヨックス   NM-9131 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質・フェノール樹脂発泡板 桑原化粧合板株式会社   NM-9130 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質・フェノール樹脂発泡板 宮﨑木材工業株式会社   NM-9108 平成14年02月04日

オレフィン樹脂系塗装／水酸化アルミニウム混抄紙張／繊維混入けい
酸カルシウム板 リンテック株式会社   NM-9107 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装・アルミニウム板張／パルプ・ガラス繊維混
入水酸化アルミニウム板 積水樹脂プラメタル株式会社   NM-9093 平成14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

両面フッ素樹脂系塗装／アルミニウム板両面張／パルプ・ガラス繊維
混入水酸化アルミニウム板 積水樹脂プラメタル株式会社   NM-9087 平成14年02月04日

発泡アルミニウム板 神鋼鋼線工業株式会社   NM-9073 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装・紙張／パルプ・マイカ混入セメント板 アサヒ株式会社   NM-9069 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ・ガラス繊維混入けい酸カルシ
ウム板 株式会社富士塗料工業所   NM-9068 平成14年02月04日

発泡アルミニウム板 神鋼鋼線工業株式会社   NM-9040 平成14年02月04日

アクリルラッカー塗装・アルミニウム板張／石綿スレート 宮﨑木材工業株式会社   NM-9020 平成14年02月04日

銅板張／石綿スレート 宮﨑木材工業株式会社   NM-9019 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／繊維混入けい酸カルシウム板 宮﨑木材工業株式会社   NM-9003 平成14年02月04日

石英・酢酸ビニル樹脂系塗装／不燃材料（金属板を除く） 株式会社エバーファースト 東京都港区赤坂9-6-12イワキ
ビル (一財)建材試験センター NM-0193 平成14年01月21日

合成紙裏張単板張／繊維強化セメント板 株式会社エービーシ商会 東京都千代田区永田町2-12-1
4 (一財)建材試験センター NM-0192 平成14年01月21日

両面アルミニウムはく・ガラスクロス張／両面ガラス繊維不織布張／
フェノール樹脂発泡板 日東紡績株式会社

東京都中央区日本橋浜町1丁目2
番1号日本橋浜町セントラルビ
ル

(一財)日本建築総合試験所 NM-0191 平成14年01月21日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／不燃材料 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2丁目4番4
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0190 平成14年01月21日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 札鶴ベニヤ株式会社 北海道斜里郡清里町札弦40 (一財)日本建築総合試験所 NM-0189 平成14年01月21日

表面ふっ素樹脂・エポキシ樹脂系塗装／裏面ポリエステル樹脂・エポ
キシ樹脂系塗装／溶融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内3-4-1

新国際ビル (一財)建材試験センター NM-0188 平成14年01月21日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面着色亜鉛めっき鋼板 日本軽金属株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)建材試験センター NM-0187 平成14年01月21日

紙張／ガラス繊維入けい砂・酸化マグネシウム板 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)建材試験センター NM-0186 平成14年01月21日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 戸本サンウッド株式会社   NM-8790 平成14年01月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ポリエステル樹脂系不織布張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 関東工業株式会社 群馬県伊勢崎市日乃出町424-

9 (一財)建材試験センター NM-0185 平成13年12月14日

ポリプロピレン樹脂フィルム・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 日本プロファイル工業株式会
社

福井県今立郡今立町新在家13
-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0184 平成13年12月14日

両面焼石膏塗／ガラス繊維フェルト混入／焼石膏板 ボーマン美術装飾株式会社 大阪府守口市桃町14番4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0183 平成13年12月14日

フッ素樹脂系塗装／ガラス糸／織物 株式会社アイ・エス・ティ 滋賀県大津市一里山5丁目13
番13号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0182 平成13年12月14日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 広葉樹合板株式会社 旭川市永山町7丁目7番地の2 (一財)日本建築総合試験所 NM-0181 平成13年12月14日

両面ポリエステル不織布張・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 日本軽金属株式会社 東京都品川区東品川2丁目2番

20号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0180 平成13年12月14日

水酸化マグネシウム・塩化ビニル樹脂混入／炭酸カルシウム発泡体充
てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 日本軽金属株式会社 東京都品川区東品川2丁目2番

20号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0179 平成13年12月14日

両面ポリエステル不織布張・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 昭和パネルシステム株式会社  (一財)日本建築総合試験所 NM-0178 平成13年12月14日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板・普通紙・アルミニウム箔・普通紙
張／不燃材料（金属板を除く） 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター NM-0177 平成13年12月14日

アクリル樹脂系塗装／紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） サンコー工業株式会社 愛知県尾西市西萩原字若宮前
68-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0176 平成13年11月28日

両面パーライト混入けい藻土モルタル塗装／両面メタルラス張／木毛
セメント板 日化ボード株式会社 福島県双葉郡浪江町北幾代橋

字北原16 (一財)建材試験センター NM-0175 平成13年11月09日

アルミニウムはく張ポリエチレンテレフタレートフィルム張／硬鋼線
入ポリエステル不織布裏張／グラスウール保温板 共和工業株式会社 福島県いわき市中部工業団地

7-2 (一財)建材試験センター NM-0174 平成13年11月09日

アルミニウムはく張ポリエチレンテレフタレートフィルム張／硬鋼線
入ポリエステル不織布裏張／グラスウール保温板 株式会社カワイ 東京都町田市上小山田町2021

-1 (一財)建材試験センター NM-0173 平成13年11月09日

ポリエステル樹脂系塗装／あなあき亜鉛めっき鋼板張／グラスウール
保温板

日本ハンター・ダグラス株式
会社

東京都品川区東大井2丁目13
番8号ケイヒン東大井ビル2階 (一財)建材試験センター NM-0172 平成13年11月09日

ポリエステル樹脂系塗装／あなあき亜鉛めっき鋼板・ガラス繊維不織
布張／グラスウール保温板

日本ハンター・ダグラス株式
会社

東京都品川区東大井2丁目13
番8号ケイヒン東大井ビル2階 (一財)建材試験センター NM-0171 平成13年11月09日

ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウム合金板張／炭酸カルシウム系
発泡板 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 NM-0170 平成13年11月09日

ふっ素樹脂系フィルム・冷間圧延ステンレス鋼板張／繊維強化セメン
ト板

東京ガス・フロロマテリアル
株式会社

東京都千代田区外神田4-12-7
双栄ビル (一財)建材試験センター NM-0169 平成13年11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

磁器質タイル張／火山性ガラス質複層板 宝菱産業株式会社   NM-9185 平成13年11月08日

ウレタン樹脂系塗装／繊維混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9183 平成13年11月08日

繊維混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9182 平成13年11月08日

両面ポリエステル樹脂系塗装／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板張／ガ
ラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア板 コクヨ株式会社   NM-9181 平成13年11月08日

亜鉛めっき鋼波板 株式会社島宮   NM-9178 平成13年11月08日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／火山性ガラス質複層板 住友スリーエム株式会社   NM-9177 平成13年11月08日
平成20年02月08日取消

塩化ビニル樹脂系フィルム張／不燃材料（金属板を含む） 住友スリーエム株式会社   NM-9176 平成13年11月08日

オレフィン樹脂系塗装／水酸化アルミニウム混抄紙張／火山性ガラス
質複層板 リンテック株式会社   NM-9175 平成13年11月08日

塩化ビニル樹脂フィルム張／火山性ガラス質複層板 リンテック株式会社   NM-9174 平成13年11月08日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／ロックウール保温板 三晃金属工業株式会社   NM-9173 平成13年11月08日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／天然木単板裏張／火山性ガラス
質複層板 大建工業株式会社   NM-9172 平成13年11月08日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 有限会社ダイシン突板   NM-9169 平成13年11月08日

両面ウレタン樹脂系塗装・化粧紙張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9168 平成13年11月08日

両面ジアリルフタレート樹脂含浸化粧紙張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9167 平成13年11月08日

ガラス繊維ネット入気泡モルタル板 株式会社精工   NM-9166 平成13年11月08日

鋼板張／せっこうボード コクヨ株式会社   NM-9165 平成13年11月08日

ポリエチレンテレフタレートフィルム張／グラスウール板 株式会社デンソーエース   NM-9164 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

セラミック系塗装／パルプ・ガラス繊維混入セメント板 利昌工業株式会社   NM-9163 平成13年11月08日

気泡モルタル板 株式会社精工   NM-9162 平成13年11月08日

両面ガラス繊維混入フライアッシュフェノール樹脂板張／フライアッ
シュ軽量骨材フェノール樹脂板 プライマリー株式会社   NM-9161 平成13年11月08日

フッ素系フィルム張／アルミニウム板張／けい酸カルシウム板 モモセ重工業株式会社   NM-9160 平成13年11月08日

植毛付亜鉛めっき鋼板 富士空調工業株式会社   NM-9159 平成13年11月08日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 大和ツキ板産業株式会社   NM-9158 平成13年11月08日

アルミニウム蒸着フィルム・ガラスクロス張／グラスウール板 タイロン株式会社   NM-9156 平成13年11月08日

ウレタン樹脂系塗装・印刷紙張／亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード コクヨ株式会社   NM-9155 平成13年11月08日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 空知単板工業株式会社   NM-9151 平成13年11月08日

塩化ビニル樹脂フィルム張／グラスウール板 株式会社中川製作所   NM-9150 平成13年11月08日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社ヨコタ商会   NM-9149 平成13年11月08日

ポリエステル樹脂系含浸化粧紙張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9147 平成13年11月08日

磁器質タイル張／繊維強化セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9146 平成13年11月08日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 唐川木材工業株式会社   NM-9143 平成13年11月08日

メラミン樹脂含浸化粧紙張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9142 平成13年11月08日

ガラス繊維混入せっこう押出成形板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9141 平成13年11月08日

多孔質磁器板 ミサワセラミックス株式会社   NM-9139 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

ウレタン樹脂系塗装化粧紙張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9138 平成13年11月08日

塩化ビニル樹脂フィルム張／鋼板 リンテック株式会社   NM-9136 平成13年11月08日

アクリル樹脂系塗装／ビニロン繊維・発泡ポリスチレン混入モルタル
板 富士スレート株式会社   NM-9133 平成13年11月08日

ガラス板張／繊維混入けい酸カルシウム板裏張／太陽電池板 株式会社横河ブリッジ   NM-9129 平成13年11月08日

セメントモルタル板 山富商事株式会社   NM-9128 平成13年11月08日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 住友スリーエム株式会社   NM-9127 平成13年11月08日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 恩加島木材工業株式会社   NM-9126 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質・フェノール樹脂発泡板 大和ツキ板産業株式会社   NM-9125 平成13年11月08日

アクリル酢ビ共重合樹脂系塗装／厚形スレート サカヱ工業株式会社   NM-9124 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質・フェノール樹脂発泡板 株式会社ヨコタ商会   NM-9121 平成13年11月08日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 丸中産業株式会社   NM-9120 平成13年11月08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 旭硝子株式会社   NM-9119 平成13年11月08日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ロックウール板張・塩化ビニル樹脂発泡
水酸化マグネシウム炭酸カルシウム板 日本軽金属株式会社   NM-9117 平成13年11月08日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／塩化ビニル樹脂発泡水酸化マグネシウム
炭酸カルシウム板 日本軽金属株式会社   NM-9116 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／パルプ・ガラス繊維混入水酸化
アルミニウム板 大和ツキ板産業株式会社   NM-9115 平成13年11月08日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   NM-9114 平成13年11月08日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 日本軽金属株式会社   NM-9113 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

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／水酸化アルミニウムロックウー
ル板 有限会社アダチ技研   NM-9112 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／両面ガラス繊維不織布張／ガラ
ス繊維混入無機質・フェノール樹脂発泡板 有限会社アダチ技研   NM-9111 平成13年11月08日

アクリル樹脂系塗装／スチレン樹脂発泡体混入モルタル板 富士スレート株式会社   NM-9106 平成13年11月08日

ステンレス鋼板張／せっこうボード 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9105 平成13年11月08日

亜鉛めっき鋼板 兼松日産農林株式会社   NM-9104 平成13年11月08日

両面ガラスクロス張／亜鉛めっき鋼板両面張／ガラス繊維・けい酸マ
グネシウム混抄紙ハニカムコア板 コクヨ株式会社   NM-9103 平成13年11月08日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙
ハニカムコア板 コクヨ株式会社   NM-9102 平成13年11月08日

両面鋼板張／ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア板 三晃金属工業株式会社   NM-9101 平成13年11月08日

ガラス繊維混入無機質フェノール樹脂発泡板 住友スリーエム株式会社   NM-9099 平成13年11月08日
平成20年02月08日取消

施ゆう磁器質タイル張／モルタル板 宝菱産業株式会社   NM-9098 平成13年11月08日

塩化ビニル樹脂フィルム張／グラスウール板張／亜鉛めっき鋼板 富士空調工業株式会社   NM-9097 平成13年11月08日

ポリエチレンテレフタレートフィルム張／グラスウール板 株式会社デンソーエース   NM-9096 平成13年11月08日

両面着色亜鉛めっき鋼板・せっこうボード張／グラスウール板 丸中産業株式会社   NM-9095 平成13年11月08日

フッ素樹脂系塗装／炭素繊維混入セメント板 旭硝子株式会社   NM-9094 平成13年11月08日

アクリル樹脂系塗装・アルミニウム箔張／ガラス繊維ネット入アクリ
ル系樹脂混入炭酸カルシウム板・水酸化アルミニウム板 田島ルーフィング株式会社   NM-9092 平成13年11月08日

銅箔張／ガラス繊維ネット入アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム板・
水酸化アルミニウム板 田島ルーフィング株式会社   NM-9091 平成13年11月08日

炭酸カルシウム・水ガラス系塗装／ガラス繊維混入せっこう板 旭硝子株式会社   NM-9090 平成13年11月08日

314/454 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

塩化ビニル樹脂フィルム張／けい酸カルシウム板 リンテック株式会社   NM-9089 平成13年11月08日

塩化ビニル樹脂フィルム張／鋼板 リンテック株式会社   NM-9088 平成13年11月08日

セメント押出成形板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9081 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入無機質フェノー
ル樹脂発泡板 桑原化粧合板株式会社   NM-9080 平成13年11月08日

両面カラーアルミ板張／水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア板 日本軽金属株式会社   NM-9078 平成13年11月08日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア
板 日本軽金属株式会社   NM-9077 平成13年11月08日

ガラスクロス張・アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 コクヨ株式会社   NM-9076 平成13年11月08日

織物壁紙張・アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 コクヨ株式会社   NM-9075 平成13年11月08日

アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 コクヨ株式会社   NM-9074 平成13年11月08日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／塩化ビニル樹脂発泡水酸化マグネシウム
炭酸カルシウム板 日本軽金属株式会社   NM-9072 平成13年11月08日

両面カラーアルミ張／アルミニウムハニカムコア板 日本軽金属株式会社   NM-9071 平成13年11月08日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／アルミニウムハニカムコア板 日本軽金属株式会社   NM-9070 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張・和紙張／パルプ・ガラス繊維混
入けい酸カルシウム板 桑原化粧合板株式会社   NM-9067 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張・和紙張／パルプ・ガラス繊維混
入けい酸カルシウム板 株式会社ヨコタ商会   NM-9066 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張・和紙張／パルプ・ガラス繊維混
入けい酸カルシウム板 有限会社アダチ技研   NM-9065 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／ガラス繊維混入水酸化アルミニ
ウム・フェノール樹脂発泡板 株式会社築柴   NM-9055 平成13年11月08日

水酸化アルミニウムグラスウール板 和綿株式会社   NM-9054 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

両面アクリル樹脂系塗装／ポリプロピレン繊維混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9053 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張・和紙張／パルプ・ガラス繊維混
入せっこう板 株式会社渡辺特殊合板   NM-9052 平成13年11月08日

パルプ・せっこう混入パーライトセメント板 旭硝子株式会社   NM-9050 平成13年11月08日

厚形スレート 大東スレート株式会社   NM-9046 平成13年11月08日

砂付塩化ビニル樹脂混入炭酸カルシウム系シングル 田島ルーフィング株式会社   NM-9045 平成13年11月08日

モルタル押出成形板 株式会社栗本鐵工所   NM-9041 平成13年11月08日

メラミン樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 コクヨ株式会社   NM-9034 平成13年11月08日

パーライトせっこう板 高倉インテリア工業株式会社   NM-9032 平成13年11月08日

アクリル樹脂系塗装／モルタル板 富士スレート株式会社   NM-9031 平成13年11月08日

ガラス繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9018 平成13年11月08日

両面アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入石綿セメント板両面張
／グラスウール板 丸中産業株式会社   NM-9017 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／パルプ・石綿混入スラグせっこ
う板 株式会社山安   NM-9016 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／パルプ・石綿混入スラグせっこ
う板 有限会社アダチ技研   NM-9015 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／石綿・パルプ混入せっこう板 株式会社渡辺特殊合板   NM-9014 平成13年11月08日

砂付アクリル樹脂混入炭酸カルシウム系シングル 田島ルーフィング株式会社   NM-9012 平成13年11月08日

砂付アクリル樹脂混入炭酸カルシウム系シングル 田島ルーフィング株式会社   NM-9011 平成13年11月08日

ガラス繊維混入無機質発泡板 エスケー化研株式会社   NM-9008 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

アミノアルギド樹脂系塗装・天然木単板張／石綿セメントけい酸カル
シウム板 大和ツキ板産業株式会社   NM-9006 平成13年11月08日

グラスウール混入けい酸カルシウム板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   NM-9004 平成13年11月08日

塗装パルプ壁紙張／不燃材料（金属板およびせっこうボードを除く） 日本ルナファーザー株式会社   NM-9002 平成13年11月08日

オレフィン樹脂系塗装／水酸化アルミニウム混抄紙張／せっこうボー
ド リンテック株式会社   NM-9001 平成13年11月08日

ほう砂・ほう酸塩系薬剤処理／すぎ板 浅野木材工業株式会社 福井県坂井郡丸岡町猪爪5-11
4 (一財)建材試験センター NM-0168 平成13年11月07日

ポリオレフィン樹脂フィルム・アクリル樹脂系プリント・ポリオレフ
ィン樹脂フィルム張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0167 平成13年10月10日

塩化ビニル樹脂フィルム・アクリル樹脂系プリント・ポリオレフィン
樹脂フィルム張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0166 平成13年10月10日

ウレタン樹脂系塗装／印刷紙・ポリエチレンテレフタレート樹脂フィ
ルム張／鋼板 株式会社神戸製鋼所 神戸市中央区脇浜1丁目3番18

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0165 平成13年10月10日

紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 共同印刷株式会社 東京都文京区小石川4-14-12 (一財)建材試験センター NM-0164 平成13年10月10日

繊維混入パーライト・発泡ガラスバルーン・シリカ高炉セメント板 株式会社朝日セラテック 熊本県八代市新港町2丁目2－
4 (一財)建材試験センター NM-0163 平成13年10月10日

ほたて貝がら粉末塗装／不燃材料（金属板を除く） 株式会社チャフローズコーポ
レーション

神奈川県横浜市中区三吉3番
地 (一財)建材試験センター NM-0162 平成13年10月10日

水酸化アルミニウム混入りん酸マグネシウム塩・ペーパーハニカムコ
ア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 旭ケミテック株式会社 東京都渋谷区渋谷1丁目14番8

号宮益SKビル4階 (一財)建材試験センター NM-0161 平成13年10月10日

両面シリコーン系樹脂塗装／ガラスクロス ユニチカグラスファイバー株
式会社

大阪府大阪市中央区南船場1-
18-17商工中金ビル13階 (一財)建材試験センター NM-0160 平成13年10月10日

大理石粉・半水せっこう塗／ガラス繊維混入せっこう板 みはし株式会社 埼玉県和光市白子3-26-43 (一財)建材試験センター NM-0159 平成13年10月10日

両面ポリエステル不織布張フェノール樹脂発泡体充てん／両面カラー
アルミ板 日本軽金属株式会社 東京都品川区東品川二丁目2

番20号 (一財)建材試験センター NM-0158 平成13年10月10日

両面ポリエステル不織布張フェノール樹脂発泡体充てん／両面着色亜
鉛めっき鋼板 日本軽金属株式会社 東京都品川区東品川二丁目2

番20号 (一財)建材試験センター NM-0157 平成13年10月10日

両面紙張／繊維混入水酸化アルミニウム成形板 北越製紙株式会社 新潟県長岡市西蔵王3丁目5番
1号 (一財)建材試験センター NM-0156 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

壁紙張／繊維混入水酸化アルミニウム成形板 北越製紙株式会社 新潟県長岡市西蔵王3丁目5番
1号 (一財)建材試験センター NM-0155 平成13年10月10日

エチレンビニルアルコールフィルム張／エチレン・酢酸ビニル樹脂系
塗装／水酸化アルミニウム紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花

面85 (一財)日本建築総合試験所 NM-0154 平成13年10月10日

ふっ素樹脂・ポリエステル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板張
／繊維強化セメント板

東京ガス・フロロマテリアル
株式会社

東京都千代田区外神田4-12-7
双栄ビル (一財)建材試験センター NM-0153 平成13年10月10日

ふっ素系樹脂処理／ガラスクロス 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 NM-0152 平成13年10月10日

ポリエステル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装／亜鉛めっ
き鋼板 東洋鋼板株式会社 東京都千代田区四番町2番地1

2 (一財)建材試験センター NM-0150 平成13年10月10日

ウレタン樹脂系塗装／紙張／薄葉紙裏張／火山性ガラス質複層板 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5丁目24
番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0149 平成13年10月10日

両面ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／水酸化アルミニウム・セメン
ト混入／水酸化マグネシウム板 日光化成株式会社 大阪府大阪市北区大淀北1丁

目6番41号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0148 平成13年10月10日

フェノールフォーム・水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん
／両面アルミニウム合金板 有限会社純正 神奈川県大和市深見西4丁目6

番24号 (一財)建材試験センター NM-0147 平成13年10月10日

表面ふっ素樹脂系塗装／裏面ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレン
系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

8番2号 (一財)建材試験センター NM-0151 平成13年09月10日

アクリルウレタン系樹脂塗装／ジアリルフタレート樹脂含浸印刷チタ
ン紙張／火山性ガラス質複層板 株式会社キョーテック 京都府亀岡市曽我部町犬飼馬

ノ上1番地 (一財)日本建築センター NM-0146 平成13年08月23日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／薄葉紙裏張／火山性ガラス質複
層板 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5丁目24

番地3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0145 平成13年08月23日

アクリル樹脂含浸化粧紙・アルミニウムはく張／ガラス繊維不織布張／シリ
カ系混抄紙裏張／ガラス繊維・炭酸カルシウム混入／水酸化アルミニウム発
泡板

日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1-2-
1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0144 平成13年08月23日

ガラス繊維織物壁紙張／不燃材料（金属板を除く） ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大
門町26番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0143 平成13年08月23日

リン酸アンモニウム系薬剤処理片段ボールペーパコア充てん／両面エ
ポキシ変性メラミン樹脂系塗装／鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-0142 平成13年08月23日

フェノールフォーム充てん／両面エポキシ変性メラミン樹脂系塗装／
鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-0141 平成13年08月23日

せっこうボード裏張／レーヨン・アクリル混紡織物壁紙張／メラミン
樹脂系塗装鋼板 株式会社イトーキクレビオ 大阪府大阪市城東区今福東1

丁目4番12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0140 平成13年08月23日

ロックウール保温板充てん／両面塗装鋼板 川鉄建材株式会社 兵庫県神戸市中央区北本町通
1丁目1番28号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0139 平成13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

紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 三光化学工業株式会社 岐阜県揖斐郡大野町黒野1018 (一財)建材試験センター NM-0138 平成13年08月23日

ポリエステル樹脂系塗装／天然木単板張／チタン紙裏張／火山性ガラ
ス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33番

地3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0136 平成13年08月23日

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・天然木単板張／チタン紙
裏張／火山性ガラス質複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33番

地3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0135 平成13年08月23日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／チタン紙裏張／火山性ガラス質
複層板 アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33番

地3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0134 平成13年08月23日

フッ素樹脂系フィルム張／両面フッ素樹脂系塗装／ガラスクロス 太陽工業株式会社 大阪市淀川区木川東4丁目8番
4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0133 平成13年08月23日

塩化ビニル樹脂フィルム・アクリル樹脂系プリント・塩化ビニル樹脂
フィルム張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0132 平成13年08月23日

塩化ビニル樹脂フィルム張／不燃材料（金属板を除く） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0131 平成13年08月23日

アクリル樹脂系塗装／セルロース・ポリエステル繊維混紡不織布壁紙
張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2丁目3番16

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0130 平成13年08月23日

両面塩化ビニル樹脂系シート張鉄はく・ポリエステル不織布壁紙張／
不燃材料（金属板を除く） 螢光産業株式会社 大阪府大阪市北区本庄西3丁

目9番20号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0129 平成13年08月23日

ニトロセルロース樹脂系塗装／せっこうボード 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目
3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0128 平成13年08月23日

ウレタン樹脂・ニトロセルロース樹脂系塗装／化粧紙張／せっこうボ
ード 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0127 平成13年08月23日

クリアラッカー塗装／天然木単板張／両面アクリル系樹脂塗装／パー
ライト混入スラグ・ケイ藻土セメント板

株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所 岐阜県岐阜市手力町1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0126 平成13年08月23日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社ニイダ 広島県広島市安佐北区口田南
4-9-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-0125 平成13年08月23日

水酸化アルミニウム混入りん酸マグネシウム塩・けい酸マグネシウム
混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 旭ケミテック株式会社 東京都渋谷区渋谷1丁目14番8

号宮益SKビル4階 (一財)建材試験センター NM-0124 平成13年08月23日

ウレタン樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0123 平成13年07月31日

窒素・リン系薬剤処理ペーパーハニカムコア充てん／両面メラミン樹
脂系塗装鋼板 小松ウオール工業株式会社 石川県小松市工業団地1丁目7

2番 (一財)日本建築総合試験所 NM-0122 平成13年07月31日

両面ポリエチレンテレフタレート不織布張フェノールフォーム充てん
／両面メラミン樹脂系塗装鋼板 小松ウオール工業株式会社 石川県小松市工業団地1丁目7

2番 (一財)日本建築総合試験所 NM-0121 平成13年07月31日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目

3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0120 平成13年07月31日

炭酸カルシウム・水酸化アルミニウム混入／水酸化マグネシウム発泡
板充てん／両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板 菱化イーテック株式会社 東京都港区芝四丁目4番8号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0119 平成13年07月31日

アクリル樹脂系粘着剤・ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・先付ポ
リエステル樹脂系不織布入ブチルゴム系粘着剤裏張／シリカ系無機塗装／ア
ルミニウムはく張／モルタル板

関西ペイント株式会社 大阪府大阪市中央区伏見町四
丁目3番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0118 平成13年07月31日

先付アクリル樹脂系粘着剤裏張／シリカ系無機塗装／アルミニウムは
く張／繊維強化セメント板 関西ペイント株式会社 大阪府大阪市中央区伏見町四

丁目3番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0117 平成13年07月31日

ウレタン樹脂系塗装／化粧紙張／火山性ガラス質複層板 株式会社正進 岐阜県山県郡高富町梅原2383 (一財)日本建築総合試験所 NM-0116 平成13年07月31日

せっこうボード裏張／ポリエステル樹脂系塗装／鋼板 ブロディアジャパン株式会社 神戸市中央区花隈町3-36 (一財)日本建築総合試験所 NM-0115 平成13年07月31日

塩化ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／不燃材料
（鋼板） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)ベターリビング NM-0114 平成13年07月31日

ポリエステルフィルム張／硬鋼線入ポリエステル系フィルム裏張／グ
ラスウール保温板 株式会社フカガワ 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)建材試験センター NM-0113 平成13年07月31日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／硬鋼線入ポリエステル不織布裏張／グ
ラスウール保温板 共和工業株式会社 福島県いわき市中部工業団地

7－2 (一財)建材試験センター NM-0112 平成13年07月31日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／硬鋼線入ポリエステル不織布裏張／グ
ラスウール保温板 株式会社カワイ 東京都町田市上小山田町2021

-1 (一財)建材試験センター NM-0111 平成13年07月31日

オレフィン樹脂系壁紙張／不燃材料（金属板を除く） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター NM-0110 平成13年07月31日

アクリル樹脂塗装／ガラス繊維クロス張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社サンゲツ 名古屋市西区幅下一丁目4番1
号 (一財)建材試験センター NM-0109 平成13年07月31日

ケイ酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面エポキシ変性メ
ラミン樹脂系塗装鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 (一財)日本建築総合試験所 NM-0108 平成13年07月03日

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・天然木単板張／火山性ガ
ラス質複層板 大建工業株式会社 富山県東礪波郡井波町井波1

番地の1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0107 平成13年07月03日

ポリ塩化ビニリデン樹脂フィルム張・ガラスクロス裏張・アルミニウ
ムはく張／ポリエチレン樹脂フィルム裏張／グラスウール 川鉄建材株式会社 兵庫県神戸市中央区北本町通

1丁目1番28号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0106 平成13年07月03日

せっこうボード裏張／織物壁紙張／鋼板 株式会社イトーキクレビオ 大阪府大阪市城東区今福東1-
4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-0105 平成13年07月03日

ケイ酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 日本軽金属株式会社 東京都品川区東品川二丁目2

番20号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0104 平成13年07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

せっこうボード裏張／ポリエステル樹脂系塗装鋼板 株式会社イトーキクレビオ 大阪府大阪市城東区今福東1
丁目4番12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0103 平成13年07月03日

合成樹脂エマルションペイント塗／不燃材料（金属板を除く） ターナー色彩株式会社 大阪府大阪市淀川区三津屋北
2丁目15番7号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0102 平成13年07月03日

ケイ酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面メラミン樹脂系
塗装鋼板 小松ウオール工業株式会社 石川県小松市工業団地1丁目7

2番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0101 平成13年07月03日

黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／溶融亜鉛めっき鋼板 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2丁
目4番4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0100 平成13年07月03日

ロックウール吸音板裏張／塗装鋼板 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 NM-0099 平成13年07月03日

ウレタン樹脂系塗装化粧紙・ジアリルフタレート樹脂含浸紙張／火山
性ガラス質複層板 大建工業株式会社 富山県東礪波郡井波1番地の1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0098 平成13年07月03日

炭酸カルシウム・ケイ藻土混入／せっこう系仕上塗材塗／不燃材料（
金属板を除く） 青木建材工業株式会社 愛知県名古屋市千種区今池二

丁目1番18号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0097 平成13年07月03日

ケイ酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 株式会社ソーゴ 新潟県新潟市新崎字毘沙門67

5 (一財)日本建築総合試験所 NM-0096 平成13年07月03日

塩化ビニル樹脂フィルム張／不燃材料（金属板に限る） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0095 平成13年07月03日

ケイ酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 菱化イーテック株式会社 東京都港区芝4丁目4番8号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0094 平成13年07月03日

無機質壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社トクヤマ 山口県徳山市御影町1-1 (一財)建材試験センター NM-0093 平成13年06月11日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 ユアサ建材工業株式会社 愛知県高浜市新田町三丁目1
番3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0092 平成13年06月11日

ジアリルフタレート樹脂系含浸紙張／火山性ガラス質複層板 大商工業株式会社 大阪府松原市別所4丁目4番5
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0091 平成13年06月11日

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 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 NM-0090 平成13年06月11日

消石灰系仕上げ塗材塗／不燃材料（金属板を除く） 茶谷産業株式会社 大阪府大阪市中央区安土町1
丁目8番15号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0089 平成13年06月11日

シラス・せっこうプラスター塗／不燃材料（金属板を除く） 株式会社高千穂 神奈川県横浜市西区高島町2
丁目5番4号 (一財)建材試験センター NM-0088 平成13年06月11日

両面アルミニウム板張／アルミニウム波板 大阪富士工業株式会社 兵庫県尼崎市常光寺1丁目9番
1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0087 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

両面表面ポリエステル樹脂系塗装／裏面エポキシ樹脂系塗装／アルミニウム
はく張／水酸化マグネシウム・塩化ビニル樹脂混入／炭酸カルシウム発泡体
板

日本軽金属株式会社 東京都品川区東品川二丁目2
番20号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0086 平成13年06月11日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／けい酸マグネシウム混抄紙ハニカム
コア板 株式会社イーケーシー 静岡県清水市長崎585-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0085 平成13年06月11日

ポリエチレン樹脂フィルム張／鋼線使用アルミニウムはく裏張／グラ
スウール保温板 タイロン株式会社 大阪府枚方市出口1-5-16 (一財)日本建築総合試験所 NM-0084 平成13年06月11日

ポリエチレン樹脂フィルム張／鋼線使用ポリエチレンテレフタレート
樹脂フィルム裏張／グラスウール保温板 タイロン株式会社 大阪府枚方市出口1-5-16 (一財)日本建築総合試験所 NM-0083 平成13年06月11日

アルミニウムはく・アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂フィ
ルム張／鋼線使用ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム裏張／グラスウ
ール保温板

タイロン株式会社 大阪府枚方市出口1-5-16 (一財)日本建築総合試験所 NM-0082 平成13年06月11日

ポリエチレン樹脂フィルム張／鋼線使用ポリエステル系不織布裏張／
グラスウール保温板 タイロン株式会社 大阪府枚方市出口1-5-16 (一財)日本建築総合試験所 NM-0081 平成13年06月11日

水酸化アルミニウム・エチレン酢酸ビニル樹脂塗装／紙壁紙張／不燃
材料（金属板を除く） 山田化染工業株式会社 京都府京都市右京区西院三蔵

町48 (一財)日本建築総合試験所 NM-0080 平成13年06月11日

塩化ビニル樹脂壁紙張／不燃材料（金属板を除く） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター NM-0079 平成13年06月11日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／炭酸カルシウム系発泡板 ユニ・ハートス株式会社 東京都品川区西五反田7丁目2
0番9号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0078 平成13年06月11日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／フェノール樹脂発泡板 ユニ・ハートス株式会社 東京都品川区西五反田7丁目2
0番9号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0077 平成13年06月11日

水酸化アルミニウム混入りん酸マグネシウム塩板 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛治町3丁
目6番地3　神田三菱ビル7階 (一財)建材試験センター NM-0076 平成13年06月11日

レーヨン織物壁紙張／せっこうボード裏張／溶融亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南1-6-1 (一財)建材試験センター NM-0075 平成13年05月15日

ガラスクロス張／せっこうボード裏張／溶融亜鉛めっき鋼板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南1-6-1 (一財)建材試験センター NM-0074 平成13年05月15日

メラミン樹脂系塗装／せっこうボード裏張／冷間圧延鋼板 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南1-6-1 (一財)建材試験センター NM-0073 平成13年05月15日

陶土・石灰岩混入ラテックス両面塗装／岩綿・パーライト板 岩谷産業株式会社金属・建材
本部

東京都港区西新橋3丁目21番8
号 (一財)建材試験センター NM-0072 平成13年05月15日

けい酸質系仕上塗材塗／不燃材料（金属板を除く） 有限会社サンリブ 徳島市新蔵町1－78－3 (一財)日本建築総合試験所 NM-0071 平成13年05月15日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 有限会社山崎商事 静岡県静岡市牧ヶ谷2366 (一財)日本建築総合試験所 NM-0070 平成13年05月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ジアリルフタレート樹脂系含浸紙張／火山性ガラス質複層板 ダイソー株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀1丁
目10番8号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0069 平成13年05月15日

ポリエチレン樹脂系塗装・グラスウールシート張・グラスウール保温
板裏張／ポリエステル樹脂系粉体塗装・孔あき電気亜鉛めっき鋼板 株式会社ユニタス 大阪府大阪市中央区淡路町2

丁目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0068 平成13年05月15日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 マルヤス化粧合板製作所 大阪府大阪市東住吉区今川8
丁目9番19号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0067 平成13年05月15日

ウレタン樹脂系塗装／炭素繊維織物張／火山性ガラス質複層板 株式会社高島屋スペースクリ
エイツ

大阪府大阪市浪速区敷津東1
丁目1番25号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0066 平成13年05月15日

アクリル系樹脂塗装／紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） 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 NM-0065 平成13年05月15日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／普通紙張／アルミニウム箔張／
普通紙張／不燃材料（金属板） 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター NM-0064 平成13年05月15日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／普通紙張／アルミニウム箔張／
水酸化アルミニウム紙張／不燃材料（金属板を除く） 北三株式会社 東京都江東区新木場1-7-6 (一財)建材試験センター NM-0063 平成13年05月15日

発泡スチロール混入アルミナ普通ポルトランドセメント塗装／不燃材
料（せっこうボード及び金属板を除く） 岡本産業株式会社 札幌市手稲区富丘2条5丁目1

番2号 (一財)建材試験センター NM-0062 平成13年05月15日

塩化ビニル系樹脂フイルム・フッ素系樹脂フィルム張／不燃材料（鋼
板） 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2－33

－1 (一財)ベターリビング NM-0061 平成13年05月15日

ビニロン繊維混入コンクリート板 株式会社エフ・アール・シー 東京都杉並区梅里1丁目7番7
号 (一財)建材試験センター NM-0060 平成13年05月15日

ゼオライト・セメント板 株式会社ケイ・エムアクト 岩手県一関市字沢297－14 (一財)建材試験センター NM-0059 平成13年05月15日

ポリオレフィン樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目
5番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0058 平成13年05月15日

黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウムはく張／ガラスクロス 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満2－4－4 (一財)日本建築総合試験所 NM-0057 平成13年05月15日

酢酸ビニル樹脂系塗装／ガラス繊維織物壁紙張／不燃材料（金属板を
除く） エリモ工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字兎並

小字船屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0056 平成13年05月15日

酢酸ビニル樹脂系塗装／水酸化アルミニウム紙裏張／ガラス繊維織物
壁紙張／不燃材料（金属板を除く） エリモ工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字兎並

小字船屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0055 平成13年05月15日

粘土質・酸化チタン・アクリル樹脂系プリント／紙壁紙張／不燃材料
（金属板を除く） 株式会社サンゲツ 名古屋市西区幅下1-4-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0054 平成13年05月15日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 株式会社鷲見化粧ベニヤ 岐阜市曽我屋1665番地の2 (一財)日本建築総合試験所 NM-0053 平成13年05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

ポリエチレンテレフタレート樹脂・ポリプロピレン樹脂系フィルム張
／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目

5番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0052 平成13年05月15日

ポリオレフィン樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目
5番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0051 平成13年05月15日

両面メラミン系樹脂含浸チタン紙張／炭酸カルシウム・メラミン系樹
脂混入水酸化アルミニウム含浸塗装ガラス繊維不織布積層板 日本デコラックス株式会社 愛知県丹羽郡扶桑町柏森字前

屋敷10番地 (一財)建材試験センター NM-0050 平成13年04月12日

表面天然石粒・アクリル系樹脂塗装／裏面アクリル系・エポキシ系樹
脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板

有限会社コスミックインター
ナショナル

愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1
6-4　チサンマンション丸の内第六
801号

(一財)建材試験センター NM-0049 平成13年04月12日

シラス・せっこうプラスター塗装／不燃材料（金属板を除く） 日本エムテクス株式会社 東京都世田谷区太子堂4－7－
4　セラピュアビル4F (一財)建材試験センター NM-0048 平成13年04月12日

アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス張／ガラス繊維・セラミック繊維
混紡フェルト 太陽工業株式会社 大阪市淀川区木川東4－8－4 (一財)日本建築総合試験所 NM-0047 平成13年04月12日

せっこうボード裏張／アクリル樹脂・ポリエステル樹脂系塗装鋼板 株式会社淀川製鋼所 大阪市中央区南本町4-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0046 平成13年04月12日

繊維混入けい酸カルシウム板裏張／アクリル樹脂・ポリエステル樹脂
系塗装鋼板 株式会社淀川製鋼所 大阪市中央区南本町4-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0045 平成13年04月12日

両面アクリル系樹脂塗装／パーライト混入スラグ・けい藻土セメント
板 段谷産業株式会社 福岡県北九州市小倉北区東港

2丁目5番12号 (一財)建材試験センター NM-0044 平成13年04月12日

磁気質タイル張／ガラス繊維強化セメント板 宝菱産業株式会社 大阪市西区靱本町1－7－3 (一財)建材試験センター NM-0043 平成13年04月12日

磁気質タイル張／火山性ガラス質複層板 宝菱産業株式会社 大阪市西区靱本町1－7－3 (一財)建材試験センター NM-0042 平成13年04月12日

ガラス繊維入／アクリル樹脂エマルション混入せっこう板 みはし株式会社 埼玉県和光市白子　3-26-43 (一財)建材試験センター NM-0041 平成13年03月23日

両面水性アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維不織布張／ロックウール板 森ビル株式会社 東京都港区赤坂1丁目12番32
号 (一財)建材試験センター NM-0040 平成13年03月23日

表面アクリルシリコーン系樹脂・けい酸ナトリウム系塗装／裏面けい
酸ナトリウム系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1

番地 (一財)建材試験センター NM-0039 平成13年03月23日

けい酸ナトリウム系塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1
番地 (一財)建材試験センター NM-0038 平成13年03月23日

ガラス繊維網混入オガクズ・農産物灰・マグネシウム化合物板 三井物産林業株式会社 東京都江東区東陽5-30-13 (一財)建材試験センター NM-0037 平成13年03月23日

金めっき処理ガラスフレーク混入アクリル系樹脂塗装／不燃材料（金
属板）

株式会社ナカノコーポレーシ
ョン 東京都千代田区九段北4-2-28 (一財)建材試験センター NM-0036 平成13年03月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリエステルフィルム裏張／酸化処理銅はく張／不燃材料（金属板） 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋3-7-13 (一財)建材試験センター NM-0035 平成13年03月23日

繊維混入けいそう土スラグセメント板 富士不燃建材工業株式会社 静岡県富士市久沢145番地の1 (一財)建材試験センター NM-0034 平成13年03月23日

アクリル系樹脂塗装／繊維混入けいそう土スラグセメント板 富士不燃建材工業株式会社 静岡県富士市久沢145番地の1 (一財)建材試験センター NM-0033 平成13年03月23日

紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く） キンキ紙業株式会社 大阪府大東市諸福6丁目2番34
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0032 平成13年02月28日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 ナショナルベニヤ株式会社 名古屋市中川区東起町2丁目4
3番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-0031 平成13年02月28日

炭酸カルシウム系発泡板 ユニ・ハートス株式会社 東京都品川区西五反田7-20-9
FSDビル5F (一財)日本建築総合試験所 NM-0030 平成13年02月28日

両面ポリエステル樹脂系塗装アルミニウム板張／フェノール樹脂発泡
板

旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2丁目5番5
号

(一財)日本建築総合試験所 NM-0029 平成13年02月28日
ユニ・ハートス株式会社 東京都品川区西五反田7-20-9

FSDビル5F

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／フェノール樹脂発泡板
旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2丁目5番5

号
(一財)日本建築総合試験所 NM-0028 平成13年02月28日

ユニ・ハートス株式会社 東京都品川区西五反田7-20-9
FSDビル5F

両面ポリエステル樹脂系塗装アルミニウム板張／炭酸カルシウム系発
泡板 ユニ・ハートス株式会社 東京都品川区西五反田7-20-9

FSDビル5F (一財)日本建築総合試験所 NM-0027 平成13年02月28日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／炭酸カルシウム系発泡板 ユニ・ハートス株式会社 東京都品川区西五反田7-20-9
FSDビル5F (一財)日本建築総合試験所 NM-0026 平成13年02月28日

メラミン・アクリル樹脂系塗装／せっこうボード裏張／鋼板 株式会社イトーキクレビオ 大阪府大阪市城東区今福東1-
4-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-0025 平成13年02月28日

両面ポリエステル樹脂系塗装アルミニウム板張／繊維混入水酸化アル
ミニウム板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那群辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0012 平成13年02月28日

けい酸質炭酸カルシウム板 クリオン株式会社 東京都中央区日本橋三丁目5
番15号 (一財)日本建築総合試験所 NM-0011 平成13年02月28日

ガラス繊維入アルミニウム蒸着・ポリエステル樹脂フィルム張／鋼線使用ポ
リエステル樹脂フィルム・アルミニウム蒸着ポリエステル樹脂フィルム裏張
／グラスウール保温板

木村工機株式会社 大阪市中央区博労町4丁目2番
15号ヨドコウ第2ビル5F (一財)日本建築総合試験所 NM-0008 平成13年02月28日

ガラス繊維入アルミニウム蒸着・ポリエステル樹脂フィルム張／鋼線
使用ポリエステル系不織布裏張／グラスウール保温板 木村工機株式会社 大阪市中央区博労町4丁目2番

15号ヨドコウ第2ビル5F (一財)日本建築総合試験所 NM-0007 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

塩化ビニル樹脂フィルム張／鋼線使用ポリエステル系不織布裏張／グ
ラスウール保温板 木村工機株式会社 大阪市中央区博労町4丁目2番

15号ヨドコウ第2ビル5F (一財)日本建築総合試験所 NM-0006 平成13年02月28日

アルミニウムはく・アルミニウム蒸着ポリエステル樹脂フィルム張／
鋼線使用ポリエステル系不織布裏張／グラスウール保温板 木村工機株式会社 大阪市中央区博労町4丁目2番

15号ヨドコウ第2ビル5F (一財)日本建築総合試験所 NM-0005 平成13年02月28日

塩化ビニル樹脂フィルム張／鋼線使用ポリエステル樹脂フィルム・ア
ルミニウム蒸着ポリエステル樹脂フィルム裏張／グラスウール保温板 木村工機株式会社 大阪市中央区博労町4丁目2番

15号ヨドコウ第2ビル5F (一財)日本建築総合試験所 NM-0004 平成13年02月28日

アルミニウムはく・アルミニウム蒸着ポリエステル樹脂フィルム張／鋼線使
用ポリエステル樹脂フィルム・アルミニウム蒸着ポリエステル樹脂フィルム
裏張／グラスウール保温板

木村工機株式会社 大阪市中央区博労町4丁目2番
15号ヨドコウ第2ビル5F (一財)日本建築総合試験所 NM-0003 平成13年02月28日

けい砂珪藻土塗装／けい砂普通ポルトランドセメント塗装／不燃材料
（金属板を除く） 二瀬窯業株式会社 福岡県飯塚市大字横田669 (一財)建材試験センター NM-0024 平成13年02月15日

表面塩化ビニル系樹脂フイルム張／裏面硬鋼線入ポリエステル系樹脂
フィルム張／グラスウール保温板 株式会社フカガワ 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)建材試験センター NM-0023 平成13年02月15日

表面塩化ビニル系樹脂フイルム張／裏面硬鋼線入ナイロン不織布張／
グラスウール保温板 株式会社フカガワ 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)建材試験センター NM-0022 平成13年02月15日

水溶性チョーク塗装／不燃材料（金属板を除く） 株式会社イケダコーポレーシ
ョン

大阪府大阪市福島区福島4-8-
28　FJビル3F (一財)建材試験センター NM-0021 平成13年02月15日

表面ニッケルめっき／裏面アクリル系樹脂塗装／ポリエチレン系樹脂
水酸化アルミニウム充填／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目8

番2号 (一財)建材試験センター NM-0020 平成13年02月15日

レーヨン織物壁紙張／せっこうボード裏張／電気亜鉛めっき鋼板 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸二丁
目7番18号 (一財)建材試験センター NM-0019 平成13年02月15日

レーヨン織物壁紙張／せっこうボード裏張／電気亜鉛めっき鋼板 株式会社岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸二丁
目7番18号 (一財)建材試験センター NM-0018 平成13年02月15日

ウレタン系樹脂塗装／天然木単板張／火山性ガラス質複層板 広島銘木産業株式会社 広島県府中市栗柄町433-1 (一財)建材試験センター NM-0017 平成13年02月15日

火山性ガラス質複層板（化粧） 株式会社熊平製作所 広島県広島市南区宇品東二丁
目4番34号 (一財)建材試験センター NM-0016 平成12年12月19日

繊維混入けい酸カルシウム板（化粧） 株式会社エーアンドエーマテ
リアル

東京都港区芝大門2丁目12番1
0号 (一財)建材試験センター NM-0015 平成12年12月19日

化粧壁紙（下地材：不燃材料（金属板のみ）） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1 (一財)建材試験センター NM-0014 平成12年12月19日

化粧壁紙（下地材：不燃材料（金属板を除く）） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1 (一財)建材試験センター NM-0013 平成12年12月19日

両面ガラス繊維不織布張石膏板 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 NM-0010 平成12年12月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ガラス繊維不織布張石膏板 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 NM-0009 平成12年12月19日

施釉セラミック板 東陶機器株式会社 岐阜県土岐市下石町字西山30
4-701 (一財)日本建築総合試験所 NM-0002 平成12年12月19日

岩綿パーライト板(化粧)

アームストロング・ジャパン
株式会社

東京都港区西新橋3-23-5御成
門郵船ビル12F

(一財)建材試験センター NM-0001 平成12年12月05日
東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷1-16-14渋

谷地下鉄ビル
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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

アクリル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂張／塩化ビニル系樹脂裏
張／めっき鋼板 パナソニック電工株式会社 大阪府門真市門真1048番地 (一財)日本建築総合試験所 NE-0052 平成24年01月05日

ガラス粉末混入アクリル樹脂系塗装／ガラス繊維マット入アクリル系
樹脂・炭酸カルシウム板 田島応用化工株式会社 東京都足立区小台1-3-2 (一財)建材試験センター NE-0051 平成23年10月11日

けい砂・アクリル系樹脂・炭酸カルシウム系塗装／ガラス繊維マット
入アクリル系樹脂・炭酸カルシウム板 田島応用化工株式会社 東京都足立区小台1-3-2 (一財)建材試験センター NE-0050 平成23年09月08日

石砂・アクリル樹脂系塗装／両面アクリル樹脂系塗装／溶融55％アル
ミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 AHI ROOFING LIMITED

90-104　FELTON MATHEW
AVE. GLEN INNES,
AUCKLAND, NE

(一財)建材試験センター NE-0049 平成23年06月29日

アクリル系樹脂・炭酸カルシウム系塗装／ガラス繊維マット入アクリ
ル系樹脂・炭酸カルシウム板 田島応用化工株式会社 東京都足立区小台1-3-2 (一財)建材試験センター NE-0048 平成22年10月29日

亜鉛合金板張／鋼板 銅金株式会社 東京都千代田区九段南2-4-9
第三早川屋ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター NE-0047 平成22年10月12日

ウレタン樹脂系塗装亜鉛合金板張／鋼板 銅金株式会社 東京都千代田区九段南2-4-9
第三早川屋ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター NE-0046 平成22年10月12日

亜鉛合金板張／合成樹脂塗装鋼板 銅金株式会社 東京都千代田区九段南2-4-9
第三早川屋ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター NE-0045 平成22年10月12日

ウレタン樹脂系塗装亜鉛合金板張／合成樹脂塗装鋼板 銅金株式会社 東京都千代田区九段南2-4-9
第三早川屋ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター NE-0044 平成22年10月12日

亜鉛合金板張／鋼板 アルアピア株式会社 東京都中央区新川1-4-8
フォーラム島田Ⅱ5F (一財)建材試験センター NE-0043 平成22年10月12日

ウレタン樹脂系塗装亜鉛合金板張／鋼板 アルアピア株式会社 東京都中央区新川1-4-8
フォーラム島田Ⅱ5F (一財)建材試験センター NE-0042 平成22年10月12日

亜鉛合金板張／合成樹脂塗装鋼板 アルアピア株式会社 東京都中央区新川1-4-8
フォーラム島田Ⅱ5F (一財)建材試験センター NE-0041 平成22年10月12日

ウレタン樹脂系塗装亜鉛合金板張／合成樹脂塗装鋼板 アルアピア株式会社 東京都中央区新川1-4-8
フォーラム島田Ⅱ5F (一財)建材試験センター NE-0040 平成22年10月12日

アクリル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂張／塩化ビニル系樹脂裏
張／鋼板 パナソニック電工株式会社 大阪府門真市門真1048番地 (一財)日本建築総合試験所 NE-0039 平成22年06月02日

表面砕石付／ガラス繊維マット入／炭酸カルシウム・水酸化アルミニ
ウム板 田島ルーフィング株式会社 東京都足立区小台1-3-1 (一財)建材試験センター NE-0038 平成21年12月04日

表面着色砕石付／ガラス繊維マット入／炭酸カルシウム・水酸化アル
ミニウム板 田島ルーフィング株式会社 東京都足立区小台1-3-1 (一財)建材試験センター NE-0037 平成21年12月04日

パルプ繊維混入押出成形セメント板 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比
須町2番地1 (一財)日本建築総合試験所 NE-0036 平成21年08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

酢酸ビニル系樹脂裏面塗装／パルプ繊維混入押出成形セメント板 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比
須町2番地1 (一財)日本建築総合試験所 NE-0035 平成21年08月13日

パルプ繊維混入押出成形セメント板 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比
須町2番地1 (一財)日本建築総合試験所 NE-0034 平成21年08月13日

合成樹脂裏面塗装／パルプ繊維混入押出成形セメント板 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比
須町2番地1 (一財)日本建築総合試験所 NE-0033 平成21年08月13日

合成樹脂塗装／パルプ繊維混入押出成形セメント板 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比
須町2番地1 (一財)日本建築総合試験所 NE-0032 平成21年08月13日

両面合成樹脂塗装／パルプ繊維混入押出成形セメント板 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比
須町2番地1 (一財)日本建築総合試験所 NE-0031 平成21年08月13日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号 (一財)ベターリビング NE-0030 平成20年12月24日

アクリル樹脂系フィルム・両面塩化ビニル樹脂系シート張／めっき鋼
板 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 NE-0029 平成20年01月29日

天然石砂・アクリル系樹脂化粧／アルミニウム－亜鉛合金メッキ鋼板 Metrotile(NZ)Ltd. 1c Inlet Road,Papakura New
Zealand

Australian Building Codes
Board NE-0028 平成19年10月17日

アクリル樹脂・エポキシ樹脂系塗装／エポキシ樹脂系裏面塗装／けい
酸・パーライト混入セメント板 旭トステム外装株式会社  (一財)ベターリビング NE-0027 平成19年01月24日

アクリル樹脂・エポキシ樹脂系塗装／エポキシ樹脂系裏面塗装／けい
酸・パーライト混入セメント板 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 NE-0026 平成18年11月22日

エチレンプロピレン系樹脂フィルム張／裏面ポリエステル系樹脂塗装
／溶融亜鉛めっき鋼板 三晃金属工業株式会社 東京都港区芝浦4-13-23 (一財)日本建築総合試験所 NE-0025 平成18年02月15日

アクリル樹脂系塗料・石砂焼付／溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板 AHI Roofing Limited FeltonMathewAV.GlenInnes

Auckland,NewZealand (一財)日本建築センター NE-0024 平成17年10月20日

両面アクリル樹脂系塗装／パルプ繊維混入スラグ・セメント板 旭硝子株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目
12番1号 (一財)ベターリビング NE-0023 平成16年11月16日

表面ポリプロピレン・エチレンプロピレンゴム共重合体フィルム張／
裏面ポリエステル系塗装／溶融亜鉛-5％アルミニウム合金めっき鋼板 JFE鋼板株式会社 東京都中央区日本橋3丁目1番

9号JFE鋼板ビル (一財)ベターリビング NE-0022 平成16年11月16日

アクリル系樹脂塗装・石粒吹付／ポリエステル系樹脂裏面塗装／アル
ミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 港礎興業株式会社 尼崎市道意町6丁目48番3号 (一財)日本建築総合試験所 NE-0021 平成16年11月04日

アクリル樹脂系塗料・石砂焼付／溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板 AHI Roofing Limited 90-104FELTONMATHEWAV

E.AUCKLAND NewZealand (一財)日本建築センター NE-0020 平成16年11月04日
令和4年09月16日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：NE-0020-1]
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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

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント・けい酸カルシウム板 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5-13-6三
朋ビル (一財)ベターリビング NE-0019 平成16年10月20日

アクリル樹脂系塗装／フライアッシュ混入セメントモルタル板 大和スレート株式会社 香川県高松市天神前1番21号 (一財)ベターリビング NE-0018 平成16年06月28日

アルミニウム合金はく・イソシアヌレートフォーム板裏張／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 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番

地 (一財)日本建築総合試験所 NE-0017 平成16年03月31日

ロックウール充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装溶融亜鉛めっき鋼
板 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 NE-0016 平成16年03月09日

エチレン-プロピレン樹脂系フィルム張／溶融アルミニウム-
亜鉛系合金めっき鋼板 三晃金属工業株式会社 東京都港区芝浦4丁目13番23

号 (一財)建材試験センター NE-0015 平成15年09月19日

セメント系塗材塗／不燃材料（金属板を除く） スチライト工業株式会社 滋賀県栗東市出庭584-1 (一財)ベターリビング NE-0014 平成15年09月03日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入セメント板 大和スレート株式会社 香川県高松市天神前1番21号 (一財)ベターリビング NE-0013 平成15年09月03日

アクリル樹脂系繊維混入フライアッシュセメント板 太平洋セメント株式会社 東京都中央区明石町8-1 (一財)ベターリビング NE-0012 平成15年09月03日

アクリル樹脂系繊維混入フライアッシュセメント板 クリオン株式会社 東京都中央区日本橋3-5-15同
和ビル (一財)ベターリビング NE-0011 平成15年09月03日

アクリル樹脂系繊維混入フライアッシュセメント板 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)ベターリビング NE-0010 平成15年09月03日

アクリルシリコーン・エポキシ樹脂系塗装／パルプ混入／セメント・
けい酸カルシウム板 フクビ化学工業株式会社 福井県三十八町33-66 (一財)ベターリビング NE-0009 平成14年10月25日

アクリル系樹脂塗装／ケイ石粉混入セメント板 積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満二丁目4番4
号 (一財)日本建築総合試験所 NE-0008 平成14年05月22日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 株式会社淀川製鋼所   NE-9014 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 三菱樹脂株式会社   NE-9013 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 北海鋼機株式会社   NE-9012 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 日鐵建材工業株式會社   NE-9011 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 日新製鋼株式会社   NE-9010 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

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 東洋鋼鈑株式会社   NE-9009 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 筒中プラスチック工業株式会
社   NE-9008 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 大同鋼板株式会社   NE-9007 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 大洋製鋼株式会社   NE-9006 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 川鉄鋼板株式会社   NE-9005 平成14年05月17日

アクリル樹脂系塗装・石粒吹付／合金めっき鋼板 港礎興業株式会社 兵庫県尼崎市道意町6丁目48
番3号 (一財)日本建築総合試験所 NE-0007 平成14年04月15日

アクリル樹脂系塗装／無機系軽量骨材・ガラスロービング混入／フェ
ノール樹脂板 ミサワセラミックス株式会社 愛知県江南市前野町東2番地

の1 (一財)日本建築総合試験所 NE-0006 平成14年03月18日

両面アクリル樹脂系塗装／パーライト混入セメントケイ酸カルシウム
板 住金エフアールシー株式会社 兵庫県尼崎市東高洲4番の1 (一財)日本建築総合試験所 NE-0005 平成14年03月18日

塩化ビニル樹脂系塗装／裏面アクリル・塩化ビニル樹脂系塗装／亜鉛
めっき鋼板 大島応用化学工業株式会社   NE-9004 平成14年03月15日

塩化ビニル樹脂系塗装／裏面エポキシ樹脂系塗装／アルミニウム・亜
鉛合金めっき鋼板 大同鋼板株式会社   NE-9003 平成14年03月15日

両面フッ素樹脂変性アクリル樹脂系・塩化ビニル樹脂系塗装／溶融亜
鉛めっき鋼板 松下電工株式会社   NE-9002 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系・塩化ビニル樹脂系塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 松下電工株式会社   NE-9001 平成14年02月04日

両面シリコーン系樹脂塗装／ガラスクロス ユニチカグラスファイバー株
式会社

大阪府大阪市中央区南船場1-
18-17商工中金ビル13階 (一財)建材試験センター NE-0004 平成13年10月10日

アクリル樹脂系塗装／フライアッシュ高炉スラグセメント板 田島ルーフィング株式会社 東京都足立区小台1丁目3番1
号 (一財)建材試験センター NE-0003 平成13年10月10日

エチレンプロピレン系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装／溶
融亜鉛めっき鋼板 三晃金属工業株式会社 東京都港区芝浦4丁目13番23

号 (一財)建材試験センター NE-0002 平成13年07月03日

表面フッ素系樹脂塗装／裏面ポリエステル系樹脂塗装／ポリエチレン
系樹脂水酸化アルミニウム充填／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目8

番2号 (一財)ベターリビング NE-0001 平成13年03月01日
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認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂系塗装壁紙張／パルプ・ガラス繊維混入けい酸マグネシウム
板・両面合成樹脂系フィルム張アルミニウムはく張グラスウール・イソシア
ヌレートフォーム・アルミニウムはく裏張／鋼板

パナソニック株式会社 大阪府門真市大字門真1006番
地 (一財)ベターリビング QM-0746 平成25年03月15日

塩化ビニル樹脂系塗装壁紙張／パルプ・ガラス繊維混入けい酸マグネ
シウム板・イソシアヌレートフォーム・アルミニウムはく裏張／鋼板 パナソニック株式会社 大阪府門真市大字門真1006番

地 (一財)ベターリビング QM-0745 平成25年03月15日

エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装／竹炭粉混入酢酸ビニル系樹脂塗パル
プ紙壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社タナック 大阪府東大阪市中石切町7丁

目2番5号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0744 平成25年03月15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 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 QM-0743 平成25年03月15日

合成樹脂塗装／金属はく・絹織物壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社歴清社 広島県広島市西区三篠町3丁
目20-4 (一財)日本建築総合試験所 QM-0742 平成25年02月07日

パルプ混入セメント・けい酸カルシウム化合物板 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-13F (一財)日本建築総合試験所 QM-0741 平成25年01月22日

片面合成樹脂塗装／パルプ混入セメント・けい酸カルシウム化合物板 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-13F (一財)日本建築総合試験所 QM-0740 平成25年01月22日

両面合成樹脂塗装／パルプ混入セメント・けい酸カルシウム化合物板 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-13F (一財)日本建築総合試験所 QM-0739 平成25年01月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） シンコー九州株式会社 福岡県福岡市博多区東光寺町
1-15-41 (一財)建材試験センター QM-0738 平成24年12月21日

ふっ素アクリル樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材
（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター QM-0737 平成24年09月27日

ふっ素アクリル樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材
（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター QM-0736 平成24年09月27日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター QM-0735 平成24年09月27日

アルミニウムはく張普通紙裏張／セルロース系繊維壁紙張／基材（準
不燃材料） エリモ工業株式会社 京都府木津川市加茂町兎並船

屋３番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0734 平成24年09月27日

りん窒素系薬剤混入アクリル酸エステル共重合物・変性酢酸ビニル共重合物
系樹脂塗装／アルミニウムはく張普通紙裏張／セルロース系繊維壁紙張／基
材（準不燃材料）

エリモ工業株式会社 京都府木津川市加茂町兎並船
屋３番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0733 平成24年09月27日

両面アクリル系樹脂塗装／木片混入セメントけい酸カルシウム板 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 QM-0732 平成24年09月04日

アクリル系樹脂塗装／無機質系軽量骨材・ポリスチレンフォーム混入セ
メント吹付／基材（不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く）） エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 QM-0731 平成24年09月04日

アクリル系樹脂塗装／無機質系軽量骨材・ポリスチレンフォーム混入
セメント吹付／基材（不燃材料（金属板）） エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 QM-0730 平成24年09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）
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ふっ素樹脂・塩化ビニル樹脂系フィルム張パルプ不織布張／基材（準
不燃材料） 株式会社マルベル 東京都渋谷区元代々木町21-3 (一財)建材試験センター QM-0729 平成24年07月25日

ふっ素樹脂・塩化ビニル樹脂系フィルム張パルプ不織布張／基材（準
不燃材料） 五洋建設株式会社 東京都文京区後楽2-2-8 (一財)建材試験センター QM-0728 平成24年07月25日

塩化ビニル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂フィルム張／準不燃材料 林木材工業株式会社 岐阜県恵那市武並竹折1434 (一財)日本建築総合試験所 QM-0727 平成24年06月25日

無機質系充てん材混入アクリル系樹脂塗装／火山性ガラス質堆積物粉
体混入ロックウール板 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 QM-0726 平成24年06月05日

無機質系充てん材混入アクリル系樹脂塗装／無機質系充てん材混入酢酸
ビニル系樹脂裏面塗装／火山性ガラス質堆積物粉体混入ロックウール板 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 QM-0725 平成24年06月05日

はり合わせアルミニウムはく・イソシアヌレートフォーム裏張／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 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 QM-0724 平成24年04月04日

はり合わせアルミニウムはく・イソシアヌレートフォーム張／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 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 QM-0723 平成24年04月04日

セルロース繊維系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター QM-0722 平成24年03月23日

フッ素系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・ポリエステル繊維セルロ
ース系繊維不織布壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2丁目3番16

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0721 平成24年03月19日

ガラス粒張／スルファミン酸系薬剤処理紙裏張／りん・窒素系薬剤処
理セルロース系繊維織物壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0720 平成24年03月16日

イソシアヌレートフォーム充てん／ポリエチレン系フィルム・アルミニウム
箔・炭酸カルシウム混抄紙裏張／塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっ
き鋼板

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)ベターリビング QM-0719 平成24年01月25日

塩化ビニル樹脂系シート・ポリエチレン樹脂系フィルム張／基材（準
不燃材料） リフォジュール株式会社 東京都品川区大井1-23-3 (一財)建材試験センター QM-0718 平成24年01月10日

有機質系繊維混入セメント・けい酸カルシウム化合物板 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 QM-0716 平成23年12月05日

片面合成樹脂塗装／有機質系繊維混入セメント・けい酸カルシウム化
合物板 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 QM-0715 平成23年12月05日

両面合成樹脂塗装／有機質系繊維混入セメント・けい酸カルシウム化
合物板 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 QM-0714 平成23年12月05日

アクリル系樹脂塗装／レーヨン・ポリエステル繊維混紡不織布張／基
材(準不燃材料) 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0717 平成23年11月21日

フッ素系樹脂塗装紙壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社山崎和紙 福井県越前市不老町6-36 (一財)日本建築総合試験所 QM-0712 平成23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）
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認定番号 認定年月日

ウレタン系樹脂塗装／エチレン系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社ＤＮＰ住空間マテリ
アル

埼玉県入間市三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0713 平成23年11月04日

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂フィルム張／塩化ビニル系樹脂壁紙張
／基材（準不燃材料） 山田化染工業株式会社 京都府京都市右京区西院三蔵

町48 (一財)日本建築総合試験所 QM-0710 平成23年10月28日

消石灰系塗材塗壁紙張／基材（準不燃材料） 竹野株式会社 大阪府東大阪市長田中２丁目
３番１８号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0711 平成23年10月19日

合成樹脂塗装／和紙壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社丸和 福井県福井市学園1-5-25 (一財)日本建築総合試験所 QM-0709 平成23年09月22日

エチレン系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社ＤＮＰ住空間マテリ
アル

埼玉県入間市三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0708 平成23年09月15日

ウレタン系樹脂塗装／エチレン系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間市三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0706 平成23年09月06日

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止12番
地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0707 平成23年08月30日

繊維混入セメントけい酸カルシウム押出成形板 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 QM-0702 平成23年08月01日

片面合成樹脂塗装／繊維混入セメントけい酸カルシウム押出成形板 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 QM-0701 平成23年08月01日

両面合成樹脂塗装／繊維混入セメントけい酸カルシウム押出成形板 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 QM-0700 平成23年08月01日

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-10 (一財)日本建築総合試験所 QM-0705 平成23年05月23日

スルファミン酸系薬剤処理紙裏張／ポリエステル繊維織物壁紙張／基
材（準不燃材料） 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0704 平成23年04月13日

スルファミン酸グアニジン系薬剤処理紙裏張／ポリエステル繊維不織
布張天然竹単板張／基材（準不燃材料） エリモ工業株式会社 京都府木津川市加茂町兎並船

屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0703 平成23年04月13日

水酸化マグネシウム混入／塩化ビニル系樹脂板張／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 産宝高分子株式会社 東京都千代田区富士見1-2-30

高久富士見ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター QM-0697 平成23年03月25日

水酸化アルミニウム紙裏張／塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（準
不燃材料） サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1

丁目15番29号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0699 平成23年03月24日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム張／水酸化アルミニウム紙
裏張／塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃材料） サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1

丁目15番29号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0698 平成23年03月24日

合成樹脂塗装／りん酸アンモニウム系薬剤処理／すぎ板 株式会社プラセラム 東京都青梅市今井3-5-18 (一財)建材試験センター QM-0696 平成23年03月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トーエイ 東京都墨田区東向島2-30-6 (一財)建材試験センター QM-0693 平成23年02月10日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗装／炭酸カルシウム混入ポリ
エチレン系樹脂シート張／準不燃材料 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1

八重洲宝町ビル (一財)日本建築総合試験所 QM-0692 平成23年01月12日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／けい酸カルシウム板 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター QM-0690 平成22年12月27日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／けい酸カルシウム板 旭中部資材株式会社 愛知県あま市乙之子八反田12 (一財)建材試験センター QM-0689 平成22年12月27日

アクリル系樹脂塗装／無機質系骨材混入アクリル系樹脂シート・ガラス繊維
クロス・寒水石炭酸カルシウム系粉体混入アクリル系樹脂シート張／基材（
準不燃材料）

エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 QM-0687 平成22年12月27日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装／溶
融亜鉛めっき鋼板 株式會社東進PANEL

Chung cheong bukdo Cheongwon
kun, Kangne meun Taesung-ri
377-1 Republic of KOREA

(一財)建材試験センター QM-0686 平成22年10月29日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（準不燃材料） アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 QM-0685 平成22年10月29日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（準不燃材料） アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 QM-0684 平成22年10月29日

エチレン系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0683 平成22年10月04日

塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0682 平成22年09月16日

両面ガラス繊維混入フェノールウレタン系樹脂塗／ビニロン繊維混入
／発泡セメント板

カナフレックスコーポレーシ
ョン株式会社

大阪府大阪市北区天満橋1-8-
30 OAPﾀﾜｰ17F (一財)日本建築総合試験所 QM-0681 平成22年09月02日

両面ポリウレタン樹脂系塗装／ほう酸ナトリウム・りん酸アンモン系
薬剤処理／やちだも板 昭和木材株式会社 北海道旭川市二条通23丁目 (一財)建材試験センター QM-0680 平成22年08月06日

水酸化アルミニウム混入塩素化パラフィン板 因幡電機産業株式会社 大阪府大阪市西区立売堀4丁
目11番14号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0679 平成22年08月02日

りん系化合物薬剤処理和紙張／基材（準不燃材料）
富士製紙企業組合 徳島県吉野川市山川町川東13

6
(一財)日本建築総合試験所 QM-0678 平成22年06月25日

阿波手漉和紙商工業協同組合 徳島県吉野川市山川町川東13
6

パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム押出成形板 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　クリスタルタワー13F (一財)日本建築総合試験所 QM-0677 平成22年06月25日

アクリル系樹脂裏面塗装／パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム
押出成形板 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-

27　クリスタルタワー13F (一財)日本建築総合試験所 QM-0676 平成22年06月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

合成樹脂塗装／パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム押出成形板 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　クリスタルタワー13F (一財)日本建築総合試験所 QM-0675 平成22年06月25日

合成樹脂塗装／アクリル系樹脂裏面塗装／パルプ繊維混入セメントけ
い酸カルシウム押出成形板 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-

27　クリスタルタワー13F (一財)日本建築総合試験所 QM-0674 平成22年06月25日

イソシアヌレートフォーム充てん／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 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 QM-0672 平成22年06月02日

セルロース・ポリエステル繊維系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター QM-0671 平成22年05月20日

アクリル樹脂系塗装／繊維補強セメントけい酸カルシウム板 旭トステム外装株式会社 東京都江東区毛利1-19-10 地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 QM-0668 平成22年05月17日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装溶融55%アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板 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 QM-0673 平成22年04月28日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛め
っき鋼板 株式会社小泉 東京都杉並区荻窪4-32-5 (一財)建材試験センター QM-0670 平成22年04月28日

ポリエステル樹脂・塩化ビニル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏
面塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社小泉 東京都杉並区荻窪4-32-5 (一財)建材試験センター QM-0669 平成22年04月28日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリエステル系フ
ィルム張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング QM-0667 平成22年03月31日

ウレタン樹脂系塗装・ポリプロピレン系フィルム・ポリオレフィン系フ
ィルム張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)ベターリビング QM-0666 平成22年03月31日

ポリ乳酸樹脂フィルム裏張／無機質系充てん材混入紙壁紙張／基材（
準不燃材料） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45 (一財)日本建築総合試験所 QM-0656 平成22年03月31日

合成樹脂塗装／ポリ乳酸樹脂フィルム裏張／無機質系充てん材混入紙
壁紙張／基材（準不燃材料） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45 (一財)日本建築総合試験所 QM-0655 平成22年03月31日

イソシアヌレートフォーム充てん／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 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 QM-0663 平成22年03月12日

無機質系充てん材混入アクリル系樹脂塗装／火山性ガラス質複層板 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 QM-0665 平成22年03月03日

無機質系充てん材混入アクリル系樹脂塗装／無機質系充てん材混入酢
酸ビニル系樹脂裏面塗装／火山性ガラス質複層板 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 QM-0664 平成22年03月03日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ポリエステル・エポキシ樹脂系裏面塗
装／溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社小泉 東京都杉並区荻窪4-32-5 (一財)建材試験センター QM-0662 平成22年02月19日

ポリエステル系樹脂シート張／普通合板・ポリエステル系樹脂シート
裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく張／火山性ガラス質複層板 パナソニック電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)日本建築総合試験所 QM-0660 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

アクリルシリコーン系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材
（準不燃材料） トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0661 平成22年02月02日

塩化ビニル樹脂系シート張／基材（準不燃材料） リフォジュール株式会社 東京都品川区大井1-23-3 (一財)建材試験センター QM-0659 平成22年01月12日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3-27-12 (一財)建材試験センター QM-0654 平成21年12月17日

セルロース繊維系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター QM-0653 平成21年12月17日

セルロース・ポリエステル繊維系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター QM-0652 平成21年12月17日

はり合わせアルミニウムはく・イソシアヌレートフォーム裏張／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 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 QM-0651 平成21年12月17日

はり合わせアルミニウムはく・イソシアヌレートフォーム張／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 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 QM-0650 平成21年12月17日

両面ガラス繊維混入フライアッシュフェノール樹脂板 岩倉化学工業株式会社 北海道苫小牧市字沼ノ端134
番地の450

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 QM-0658 平成21年12月04日

両面ガラス繊維混入フライアッシュフェノール樹脂板 岩倉化学工業株式会社 北海道苫小牧市字沼ノ端134
番地の450

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 QM-0657 平成21年12月04日

木毛セメント板表張／両面ポリエステル不織布張フェノールフォーム
保温板 旭化成建材株式会社 東京都千代田区神田神保町1-

105
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 QM-0649 平成21年12月04日

炭酸カルシウム・セメント系塗材塗／水酸化アルミニウム・セメント系塗材
塗／エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板及びせっこう
ボードを除く））

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 QM-0648 平成21年10月23日

炭酸カルシウム・セメント系塗材塗／水酸化アルミニウム・セメント系塗材
塗／エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板及びせっこう
ボードを除く））

株式会社竹中工務店 千葉県印西市大塚1-5-1 (一財)建材試験センター QM-0647 平成21年10月23日

エチレン系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0646 平成21年10月23日

エチレン系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0645 平成21年10月23日

ポリエチレン樹脂板充てん／両面エポキシ系樹脂裏面塗装ステンレス
鋼はく 積水樹脂株式会社 大阪府大阪市北区西天満2丁

目4番4号　堂島関電ビル6階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0644 平成21年10月23日

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板 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 QM-0643 平成21年09月14日

イソシアヌレートフォーム充てん／ポリエチレン系フィルム・アルミニウム
箔・炭酸カルシウム混抄紙裏張／塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっ
き鋼板

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)ベターリビング QM-0642 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

塩化ビニル樹脂系シート裏張／せっこうボード 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 QM-0641 平成21年09月14日

ポリエステル繊維不織布・塩化ビニル樹脂系シート裏張／せっこうボ
ード 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 QM-0640 平成21年09月14日

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 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 QM-0639 平成21年09月14日

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム
板 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 QM-0638 平成21年09月14日

晒クラフト紙・板紙・晒クラフト紙裏張／せっこうボード 王子パッケージング株式会社 東京都江戸川区東篠崎2-3-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0636 平成21年08月10日

板紙裏張／せっこうボード 王子パッケージング株式会社 東京都江戸川区東篠崎2-3-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0635 平成21年08月10日

板紙充てん／両面せっこうボード 王子パッケージング株式会社 東京都江戸川区東篠崎2-3-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0634 平成21年08月10日

晒クラフト紙・板紙・晒クラフト紙充てん／両面せっこうボード 王子パッケージング株式会社 東京都江戸川区東篠崎2-3-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0633 平成21年08月10日

両面せっこうボード用原紙張／酸化鉄混入／せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2
号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0637 平成21年08月04日

パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム板 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　クリスタルタワー13F (一財)日本建築総合試験所 QM-0632 平成21年07月17日

アクリル系樹脂裏面塗装／パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム
板 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-

27　クリスタルタワー13F (一財)日本建築総合試験所 QM-0631 平成21年07月17日

合成樹脂塗装／パルプ繊維混入セメントけい酸カルシウム板 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27　クリスタルタワー13F (一財)日本建築総合試験所 QM-0630 平成21年07月17日

合成樹脂塗装／アクリル系樹脂裏面塗装／パルプ繊維混入セメントけ
い酸カルシウム板 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-

27　クリスタルタワー13F (一財)日本建築総合試験所 QM-0629 平成21年07月17日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料） トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東
3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0628 平成21年07月17日

エチレンポリビニルアルコール系樹脂フィルム張／塩化ビニル系樹脂
壁紙張／基材（準不燃材料） トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0627 平成21年07月17日

アクリル系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料） トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東
3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0626 平成21年07月17日

レーヨン系織物壁紙張／基材（準不燃材料） 常陽工業株式会社 埼玉県八潮市伊勢野171 (一財)建材試験センター QM-0625 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

でんぷん・ほう素系塗装セルロース混入竹炭板張／基材（準不燃材料
）

協同組合ケトラファイブ 鹿児島県姶良郡蒲生町下久徳
1771-8

(一財)建材試験センター QM-0624 平成21年05月29日
株式会社国元商会 大阪府大阪市鶴見区今津北3-

4-27
ゼオライト・エチレン酢酸ビニル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗材塗／レー
ヨン繊維系寒冷紗・エチレン酢酸ビニル樹脂系フィルム張普通紙張／基材（
準不燃材料）

フジワラ化学株式会社 愛媛県西条市大新田94 (一財)建材試験センター QM-0623 平成21年05月29日

ポリエチレン樹脂系気泡状コア充てん／両面アルミニウム合金はく 川上産業株式会社 愛知県名古屋市中村区千成通
2－50 (一財)建材試験センター QM-0622 平成21年05月29日

水酸化アルミニウム・無機質系軽量骨材混入セメント吹付／硬質ウレ
タンフォーム吹付／基材（不燃材料（金属板）） エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 QM-0621 平成21年05月29日

アクリルウレタン系樹脂塗装／ポリエステル系樹脂混入パルプ紙張／
両面普通紙張／けい藻土・シリカゲル混入せっこう板 パナソニック電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)日本建築総合試験所 QM-0620 平成21年05月08日

ガラス粒付・ハロゲン系薬剤処理／ポリエステル繊維織物壁紙張／基
材（準不燃材料） 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0618 平成21年05月08日

りん系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張／ガラス繊維不織布張
／基材（準不燃材料） 株式会社川島織物セルコン 京都府京都市左京区静市市原

町265 (一財)日本建築総合試験所 QM-0619 平成21年04月17日

ポリ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 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 QM-0617 平成21年03月09日

ウレタン系樹脂インキ・ポリプロピレン系繊維不織布壁紙張／基材（
準不燃材料） 株式会社タナック 大阪府東大阪市中石切町7丁

目2番5号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0616 平成21年03月09日

アクリルウレタン系樹脂インキ・エチレンビニルアルコール共重合樹脂フィ
ルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃
材料）

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0614 平成21年03月04日

ウレタン系樹脂塗装／りん・窒素系薬剤処理／ヒノキ材ストランド単
板張／繊維混入けい酸カルシウム板 協同組合エスウッド 岐阜県各務原市須衛町7-178-

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0613 平成21年03月04日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装・パルプ系不
織布壁紙張／基材（準不燃材料） サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1

丁目15番29号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0612 平成21年03月04日

フッ素系樹脂処理ポリエステル繊維織物張／両面普通紙張／けい藻土
・シルカゲル混入せっこう板 パナソニック電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)日本建築総合試験所 QM-0611 平成21年02月26日

ウレタン系樹脂インキ・普通紙張／普通紙裏張／けい藻土・シリカゲ
ル混入せっこう板 パナソニック電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)日本建築総合試験所 QM-0610 平成21年02月26日

アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／基材（準不燃材料） トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0609 平成21年02月26日

アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／基材（準不燃材料） トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0608 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

ガラスビーズ混入／ウレタン系樹脂・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装
／セルロース系繊維不織布張／基材（準不燃材料） 富士工業株式会社 福井県福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 QM-0605 平成21年02月26日

エチレンビニルアルコール系共重合樹脂フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃材料） 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45 (一財)日本建築総合試験所 QM-0607 平成21年02月13日

合成樹脂塗装・天然木単板・両面普通紙張アルミニウムはく張／基材
（準不燃材料） 株式会社ビッグウィル 徳島県三好郡東みよし町昼間

835 (一財)日本建築総合試験所 QM-0606 平成21年01月28日

絹織物・紙系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社歴清社 広島県広島市西区三篠町3-20
-4 (一財)建材試験センター QM-0604 平成20年12月24日

アクリルウレタン系樹脂インキ・エチレンビニルアルコール共重合樹脂フィ
ルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃
材料）

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0603 平成20年12月24日

ポリエステル系樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町一
丁目2番2号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0602 平成20年12月24日

アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維織物張／基材（準不燃材料） シンコールインテリア株式会
社

東京都港区西麻布1丁目4番26
号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0601 平成20年12月24日

アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維織物壁紙張／基材（準不燃材料） シンコールインテリア株式会
社

東京都港区西麻布1丁目4番26
号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0600 平成20年12月24日

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 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 QM-0599 平成20年12月03日

四ほう酸ナトリウム系薬剤処理／ひのき板 協同組合フォレスト西川 埼玉県飯能市芦苅場708-1 (一財)建材試験センター QM-0571 平成20年12月03日

ほう酸系薬剤処理／すぎ板 有限会社ナノクリエイト・ジ
ャパン

福岡県大川市大字下木佐木27
6-1 (一財)建材試験センター QM-0569 平成20年11月04日

アクリル系樹脂塗装／木質系単板張／両面普通紙張／けい藻土・シリ
カゲル混入せっこう板 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 QM-0598 平成20年10月30日

アルミニウムはく系シート・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／ポ
リエステル系樹脂塗装／アルミニウム合金板 信和日動化学工業株式会社 福井県丹生郡越前町朝日24-1

-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0597 平成20年10月30日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（準不燃材料） シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0596 平成20年10月30日

水酸化アルミニウム混入ポリエチレン系樹脂板充てん／両面合成樹脂
系塗装／アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 &quot;東京都中央区日本橋本

石町1-2-2 三菱樹脂ビル&quot; (一財)日本建築総合試験所 QM-0595 平成20年10月30日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル－アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル
系樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃材料） 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1-13-10 (一財)日本建築総合試験所 QM-0594 平成20年10月30日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル－アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル
系樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃材料） 東武化学工業株式会社 千葉県野田市木間ヶ瀬591-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0593 平成20年10月30日

340/454 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

アクリル系樹脂インキ・エチレン系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0592 平成20年10月17日

アクリル系樹脂インキ・エチレンメタクリル酸共重合樹脂壁紙張／準
不燃材料

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0591 平成20年10月17日

角波塗装めっき鋼板・溶融亜鉛めっき鋼板製胴縁・ポリエチレン系樹脂シー
ト・せっこうボード張／ポリイソシアヌレートフォーム充てん両面塗装めっ
き鋼板

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)日本建築総合試験所 QM-0589 平成20年10月09日

合成樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁
紙張／準不燃材料 ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大

門町26 (一財)日本建築総合試験所 QM-0588 平成20年10月09日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0587 平成20年10月09日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0590 平成20年09月22日

アクリル系樹脂インキ・アクリル系樹脂塗装／レーヨン繊維混紡ポリ
エステル繊維不織布張／準不燃材料 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下幅下

1-4-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0586 平成20年09月10日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗装炭酸カルシウム混抄紙張／
基材（準不燃材料） 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター QM-0585 平成20年08月28日

両面アクリル樹脂系塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 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 QM-0584 平成20年08月28日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 竹野株式会社 埼玉県南埼玉郡菖蒲町新堀77
6 (一財)建材試験センター QM-0582 平成20年08月19日

紙壁紙張／基材（準不燃材料） 川島企画販売株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町2-
3-4 (一財)建材試験センター QM-0581 平成20年08月19日

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 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 QM-0580 平成20年08月19日

塩化ビニル樹脂フィルム張／準不燃材料 オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0579 平成20年08月19日

ポリエステル系樹脂塗装アルミニウム合金板張／溶融亜鉛めっき鋼板
製胴縁入／イソシアヌレートフォーム充てん両面塗装めっき鋼板 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)日本建築総合試験所 QM-0583 平成20年08月11日

アクリル系樹脂・アクリル系樹脂インキ・消石灰系塗装普通紙壁紙張
／準不燃材料 竹野株式会社 埼玉県南埼玉郡菖蒲町新堀77

6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0578 平成20年08月07日

ポリ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 日軽パネルシステム株式会社 東京都品川区東品川2-2-20 (一財)日本建築総合試験所 QM-0577 平成20年08月07日

アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・アクリル系樹脂パルプ
繊維混紡不織布張／準不燃材料 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 QM-0576 平成20年08月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0575 平成20年08月07日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0574 平成20年08月07日

セルロースファイバー混入／ほたて貝がら粉末系塗材塗／基材（準不
燃材料） 株式会社クリテー 東京都昭島市中神町1-12-14 (一財)建材試験センター QM-0573 平成20年07月25日

アクリル系樹脂インキ・エチレン系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0572 平成20年07月25日

四ほう酸ナトリウム系薬剤処理／すぎ板 協同組合フォレスト西川 埼玉県飯能市芦苅場708-1 (一財)建材試験センター QM-0570 平成20年07月11日

ポリオレフィン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル
系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0554 平成20年07月11日

ポリエチレン系樹脂充てん／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0568 平成20年06月20日

エポキシ樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂充てん
／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0567 平成20年06月20日

ポリエステル樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂充
てん／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0566 平成20年06月20日

ふっ素樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂充てん／
両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0565 平成20年06月20日

ポリエチレン系樹脂充てん／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0564 平成20年06月20日

エポキシ樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂充てん
／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0563 平成20年06月20日

ウレタン樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂充てん
／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0562 平成20年06月20日

アクリル樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂充てん
／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0561 平成20年06月20日

ふっ素樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂充てん／
両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0560 平成20年06月20日

ポリエステル樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂充
てん／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0559 平成20年06月20日

ポリエチレン系樹脂充てん／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-
2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0558 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

エポキシ樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂充てん
／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0557 平成20年06月20日

ポリエステル樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂充
てん／両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0556 平成20年06月20日

ふっ素樹脂系塗装／合成樹脂裏面塗装／ポリエチレン系樹脂充てん／
両面アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2　三菱樹脂ビル (一財)建材試験センター QM-0555 平成20年06月20日

水酸化アルミニウム混入ポリエチレン系樹脂板充てん／両面合成樹脂
塗装アルミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1-

2-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0553 平成20年06月04日

ポリエステル繊維系織物紙壁紙張／基材（準不燃材料） セーレン株式会社 福井県福井市毛矢1-10-1 (一財)建材試験センター QM-0549 平成20年05月26日

ほう砂・ほう酸系薬剤処理／たも集成材 株式会社協林 神奈川県藤沢市遠藤2006-24 (一財)建材試験センター QM-0541 平成20年05月26日

ほう砂・ほう酸系薬剤処理／ラジアタパイン集成材 株式会社協林 神奈川県藤沢市遠藤2006-24 (一財)建材試験センター QM-0540 平成20年05月26日

両面塩化ビニル系樹脂フィルム張／鋼板 日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12 (一財)日本建築総合試験所 QM-0552 平成20年05月21日

両面塩化ビニル系樹脂フィルム張／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町一
丁目2番2号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0551 平成20年05月21日

両面塩化ビニル系樹脂フィルム張／鋼板 東洋鋼鈑株式会社 東京都千代田区四番町2番地1
2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0550 平成20年05月21日

アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・植物系繊維・セルロー
ス系繊維織物壁紙張／準不燃材料 有限会社わ 東京都港区南青山3-15-17

パーチ南青山101 (一財)日本建築総合試験所 QM-0536 平成20年05月12日

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1

丁目2番2号 (一財)ベターリビング QM-0548 平成20年04月24日

両面アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレン板 三菱樹脂株式会社 東京都中央区日本橋本石町1
丁目2番2号 (一財)ベターリビング QM-0547 平成20年04月24日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗装炭酸カルシウム混抄紙張／
基材（準不燃材料） 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター QM-0535 平成20年04月24日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗材塗ガラス繊維混抄紙張／基
材（準不燃材料） 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター QM-0534 平成20年04月24日

塩化ビニル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂フィルム張／準不燃材料 日本住宅パネル工業協同組合 東京都文京区本駒込6-15-7 (一財)日本建築総合試験所 QM-0533 平成20年04月24日

両面合成樹脂塗装アルミニウム合金板張／ポリエチレン樹脂板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79
5-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0546 平成20年04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

両面合成樹脂塗装アルミニウム合金板張／ポリエチレン樹脂板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79
5-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0545 平成20年04月21日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／せっこうボー
ド 南海プライウッド株式会社 香川県高松市松福町1丁目15

番10号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0544 平成20年04月21日

角波塗装めっき鋼板・繊維混入けい酸カルシウム板張／イソシアヌレ
ートフォーム充てん両面塗装めっき鋼板 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)日本建築総合試験所 QM-0543 平成20年04月03日

ポリエステル系樹脂塗装アルミニウム板張／一般構造用角形鋼管入／
イソシアヌレートフォーム充てん両面塗装めっき鋼板 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)日本建築総合試験所 QM-0542 平成20年04月03日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／準不燃材料 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3-11
-5 (一財)日本建築総合試験所 QM-0539 平成20年03月26日

両面塗装アルミニウム合金板張／水酸化アルミニウム混入ポリエチレ
ン板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル6階 (一財)ベターリビング QM-0538 平成20年03月26日

変性アルキド樹脂系塗装／りん酸・窒素系薬剤処理すぎ板張／準不燃
材料 株式会社Bb Wood Japan 東京都武蔵野市八幡町4-28-4

-103 (一財)ベターリビング QM-0537 平成20年03月26日

ポリウレタン樹脂系塗装／無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 サファリウッド協同組合 宮崎県日南市大字殿所1787-2 (一財)建材試験センター QM-0532 平成20年03月11日

ポリウレタン樹脂系塗装／無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板
群馬県 群馬県前橋市大手町1-1-1

(一財)建材試験センター QM-0531 平成20年03月11日
株式会社日本防災化学研究所 東京都江東区新木場2-6-4

ポリウレタン樹脂系塗装／無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 株式会社日本防災化学研究所 東京都江東区新木場2-6-4 (一財)建材試験センター QM-0530 平成20年03月11日

ポリウレタン樹脂系塗装／無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 株式会社日本防災化学研究所 東京都江東区新木場2-6-4 (一財)建材試験センター QM-0529 平成20年03月11日

ポリウレタン樹脂系塗装／無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 サファリウッド協同組合 宮崎県日南市大字殿所1787-2 (一財)建材試験センター QM-0528 平成20年03月11日

両面天然木単板張／ほう素系薬剤処理／ラワン合板 有限会社ASA・不燃木材合板 岩手県久慈市大川目町3-31-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0527 平成20年03月06日

塩化ビニル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗
装壁紙張／準不燃材料 株式会社テシード 東京都豊島区東池袋1-47-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0526 平成20年03月06日

天然木単板・アルミニウム合金はく張／基材（準不燃材料） 株式会社群成舎 群馬県高崎市上並榎町129-1 (一財)建材試験センター QM-0525 平成20年03月06日

合成樹脂塗装／両面ボード用原紙張せっこう板 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 QM-0524 平成20年03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

ポリビニルアセタール樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)建材試験センター QM-0523 平成20年02月22日

アクリル系樹脂インキ・ポリエステル樹脂繊維混抄紙壁紙張／準不燃
材料 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0522 平成20年02月01日

四ほう酸ナトリウム系薬剤処理/とどまつ板 有限会社エス・キュウ・ディ
ー

神奈川県横浜市緑区長津田み
なみ台7-25-4 (一財)建材試験センター QM-0520 平成20年02月01日

ポリエステル繊維織物・紙系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社歴清社 広島県広島市西区三篠町3-20
-4 (一財)建材試験センター QM-0521 平成20年01月30日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)建材試験センター QM-0519 平成20年01月30日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・
普通紙壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0518 平成20年01月30日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 有限会社わ 東京都港区南青山3-15-17 (一財)日本建築総合試験所 QM-0517 平成20年01月18日

フェノール系・硫酸アンモニウム系薬剤処理／すぎ板 九州木材工業株式会社 福岡県筑後市大字和泉309-1 (一財)建材試験センター QM-0516 平成20年01月17日

アルミニウム合金はく・イソシアヌレートフォーム裏張／ポリエステ
ル樹脂系塗装アルミニウム合金板 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 QM-0515 平成20年01月17日

両面紙壁紙張／せっこう板 山田建設株式会社 東京都大田区北千束1-11-3 (一財)ベターリビング QM-0514 平成19年11月20日

表面シリコーン油含浸紙壁紙張／裏面紙壁紙張／せっこう板 山田建設株式会社 東京都大田区北千束1-11-3 (一財)ベターリビング QM-0513 平成19年11月20日

パルプ・木粉・カルボキシメチルセルロース混入酢酸ビニル樹脂系塗
材塗／レーヨン不織布系シート張／準不燃材料 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)ベターリビング QM-0512 平成19年11月20日

アクリル系樹脂インキ・炭酸カルシウム混入エチレン酢酸ビニル系樹
脂塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0511 平成19年11月12日

籾殻粉・けい藻土混入/エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張/準不燃
材料 富士工業株式会社 福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 QM-0510 平成19年11月12日

けい酸混合物系塗装／ポリりん酸カルバメート系薬剤処理／スギ材 日本ユートピア株式会社 兵庫県姫路市飾麿区中島3366
番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0509 平成19年10月18日

水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム混入／ドロマイト吹付／硬質ウ
レタンフォーム板 大橋化学工業株式会社 大阪府茨木市畑田町6-21 (一財)日本建築総合試験所 QM-0508 平成19年10月17日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0507 平成19年10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

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1

聖路加タワー (一財)日本建築総合試験所 QM-0506 平成19年10月17日

りん酸・窒素系薬剤処理ひのき板／準不燃材料 株式会社BbWoodJapan  (一財)ベターリビング QM-0505 平成19年09月28日

両面アクリル系樹脂塗装／ポリりん酸カルバメート系薬剤処理／スギ
材 望月木材株式会社 兵庫県姫路市網干区大江島35

-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0504 平成19年09月28日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・
塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社キョクソー 石川県白山市八田町29番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0503 平成19年09月14日

脂肪族ポリエステル系樹脂フィルム・エチレン酢酸ビニル系樹脂インキ・セ
ルロース系繊維・アルミニウム蒸着ポリエステル系繊維混合織物壁紙張／準
不燃材料

株式会社キョクソー 石川県白山市八田町29番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0502 平成19年09月14日

脂肪族ポリエステル系樹脂フィルム・りん・窒素系薬剤混入エチレン酢酸ビ
ニル系樹脂インキ・パルプ系繊維・セルロース系繊維・アルミニウム蒸着ポ
リエステル系繊維・脂肪族ポリエステル系繊維混合織物壁紙張／準不燃材料

株式会社キョクソー 石川県白山市八田町29番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0501 平成19年09月14日

アクリル系樹脂インキ・エチレンメタクリル酸系樹脂・エチレン酢酸
ビニル共重合樹脂壁紙張／準不燃材料

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0500 平成19年08月28日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・ポリエステル樹脂繊維
織物壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0499 平成19年08月28日

塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目12番2
号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0498 平成19年08月28日

りん・窒素系薬剤処理／セルロース系繊維織物壁紙張／準不燃材料 小嶋織物株式会社 京都府木津川市山城町上狛北
野田芝1-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0497 平成19年08月28日

ポリエチレン樹脂系フィルム・ガラス繊維不織布張イソシアヌレート
フォーム裏張／めっき鋼板 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 QM-0496 平成19年08月28日

ポリエチレン樹脂系フィルム・ガラス繊維不織布張イソシアヌレート
フォーム裏張／塗装／めっき鋼板 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 QM-0495 平成19年08月28日

合成樹脂層・アクリル系樹脂インキ・炭酸カルシウム混入エチレン酢
酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0494 平成19年08月03日

両面シージングボード用原紙張／せっこう板 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 QM-0493 平成19年08月03日

酢酸ビニル系樹脂エマルション塗装／両面ボード用原紙張／けいそう
土・ゼオライト混入せっこう板 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 QM-0492 平成19年08月03日

アクリル系樹脂・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合
樹脂塗装壁紙張/準不燃材料

株式会社トッパン建装プロダ
クツ 千葉県柏市豊四季945 (一財)日本建築総合試験所 QM-0491 平成19年07月09日

けい素系塗装塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社サンリミックス 大阪府和泉市尾井町982-2 (一財)建材試験センター QM-0490 平成19年07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

ほう酸系薬剤処理／スギ板 親和木材工業株式会社 岐阜県各務原市須衛町7-178-
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0489 平成19年06月15日

アクリル系樹脂インキ・エチレンメタクリル酸共重合樹脂壁紙張／準
不燃材料

株式会社DNP住空間マテリア
ル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0488 平成19年06月13日

パルプ繊維不織布壁紙張／準不燃材料 株式会社システム・E 北海道函館市中道2-25-4 (一財)日本建築総合試験所 QM-0487 平成19年06月13日

アルミニウム蒸着両面ポリエチレン樹脂フィルム張クラフトライナー紙・ウ
レタン変成イソシアヌレートフォーム裏張／両面塗装溶融55％アルミニウム
－亜鉛合金めっき鋼板

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 QM-0486 平成19年06月13日

紙壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター QM-0485 平成19年06月13日

りん窒素系薬剤処理／麻綿混紡織物壁紙張／準不燃材料 エリモ工業株式会社 京都府木津川市加茂町兎並船
屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0484 平成19年06月04日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ紙壁紙張／準不燃材料 株式会社タナハシ 大阪市中央区本町4-5-15 (一財)日本建築総合試験所 QM-0483 平成19年05月18日

りん・窒素系薬剤処理／ポリエステル系樹脂繊維・セルロース系繊維
混紡織物壁紙張／準不燃材料 小嶋織物株式会社 京都府木津川市山城町上狛北

野田芝1-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0482 平成19年05月18日

絹織物壁紙張／準不燃材料 株式会社松井機業場 富山県南砺市城端3393 (一財)日本建築総合試験所 QM-0481 平成19年05月18日

ポリエステル繊維系織物張／基材（不燃材料（金属板を除く）） プラダジャパン株式会社 東京都港区南青山1-15-14
新乃木坂ビル (一財)建材試験センター QM-0480 平成19年05月14日

四ほう酸ナトリウム系薬剤処理／米すぎ板 協同組合フォレスト西川 埼玉県飯能市芦苅場708-1 (一財)建材試験センター QM-0479 平成19年04月04日

アクリル系樹脂塗装薄葉紙張／両面ボード用原紙張／けいそう土・ゼ
オライト混入せっこう板 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 QM-0477 平成19年04月04日

けい砂・炭粉混入／石灰系塗材塗／基材（準不燃材料） 藤岡生コン株式会社 群馬県藤岡市東平井1451 (一財)建材試験センター QM-0476 平成19年04月04日

フッ素系樹脂塗装アクリル系樹脂インキ・普通紙壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0478 平成19年04月03日

ポリ乳酸系樹脂フィルム張／パルプ粉・アクリル系樹脂混入／エチレ
ン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 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 QM-0475 平成19年03月29日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合樹脂塗装壁紙張/準
不燃材料

株式会社トッパン建装プロダ
クツ 千葉県柏市豊四季945 (一財)日本建築総合試験所 QM-0474 平成19年03月14日

エチレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂
塗装壁紙張／準不燃材料 オカモト株式会社 東京都文京区本郷3-12-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0473 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

ニトロセルロース系樹脂塗装／ほう酸塩系薬剤処理／マツ材 チャネルオリジナル株式会社 神奈川県横浜市中区尾上町4-
54 (一財)日本建築総合試験所 QM-0472 平成19年02月23日

ひる石混入エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装/セルロース系繊維不織布張
/準不燃材料 富士工業株式会社 福井県福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 QM-0471 平成19年01月23日

炭酸カルシウム・パルプ粉混入/エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装/セル
ロース系繊維不織布張/準不燃材料 富士工業株式会社 福井県福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 QM-0470 平成19年01月23日

ほう酸塩系薬剤処理／ウール繊維・レーヨン繊維混合フェルト 丸新フエルト紡織株式会社 東京都荒川区西日暮里2-6-7 (一財)日本建築総合試験所 QM-0469 平成19年01月23日

シリコーン系樹脂・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹
脂塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0466 平成19年01月10日

アクリル系樹脂・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂
塗装壁紙張／準不燃材料 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0464 平成18年12月15日

アクリル系樹脂・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂
塗装壁紙張／準不燃材料 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑4-15-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0463 平成18年12月15日

ポリスチレンフォーム粒混入フェノール系樹脂・水酸化アルミニウム
板 株式会社イノテックス 東京都豊島区駒込1－10－13

－702 (一財)建材試験センター QM-0465 平成18年12月01日

ポリエチレン系樹脂充てん／アルミニウム合金板裏張／フッ素系樹脂
塗装アルミニウム合金板 HOWSOL CO., Ltd Kyungseo－Dong，Seo－Ku，

Incheon，（404－170）Korea (一財)建材試験センター QM-0461 平成18年11月08日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／準不燃材料 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江2288番 (一財)日本建築総合試験所 QM-0462 平成18年11月07日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ヨコセ 栃木県宇都宮市二荒町5－12 (一財)建材試験センター QM-0467 平成18年10月26日

紙系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社歴清社 広島県広島市西区三篠町3－2
0－4 (一財)建材試験センター QM-0460 平成18年10月26日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／すぎ板 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 QM-0459 平成18年10月26日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金
属板）） ニチバン株式会社 東京都文京区関口2-3-3

目白坂STビル (一財)建材試験センター QM-0468 平成18年10月19日

ポリエチレン樹脂フィルム張炭酸カルシウム紙・硬質ウレタンフォー
ム裏張／シージングせっこうボード アキレス株式会社 東京都新宿区大京22 (一財)日本建築総合試験所 QM-0455 平成18年09月25日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニルアクリル系樹
脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花

里85 (一財)日本建築総合試験所 QM-0456 平成18年09月21日

両面シージングボード用原紙張／けいそう土・ゼオライト混入せっこ
う板 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 QM-0458 平成18年09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

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 ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12 (一財)日本建築総合試験所 QM-0457 平成18年09月11日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3－27－12 (一財)建材試験センター QM-0454 平成18年09月11日

ウレタン系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩本45 (一財)日本建築総合試験所 QM-0453 平成18年08月17日

アクリル・ウレタン系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合樹脂フィル
ム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0452 平成18年07月21日

グラスウール保温板・溶融亜鉛めっき鋼板・ABS樹脂板裏張／塗装／
亜鉛めっき鋼板 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 QM-0451 平成18年07月18日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター QM-0450 平成18年07月18日

ポリスチレンフォーム粒混入セメント系塗材塗／基材（不燃材料（金
属板を除く））

東電工業株式会社 東京都港区高輪1－3－13
(一財)建材試験センター QM-0449 平成18年07月18日

株式会社エービーシー建材研
究所 埼玉県川越市南台1－6－6

硫酸アンモニウム系薬剤処理／すぎ板 株式会社トライ・ウッド 大分県日田市上津江町川原28
10-1 (一財)建材試験センター QM-0448 平成18年07月18日

硫酸アンモニウム系薬剤処理／すぎ板 株式会社フネン 熊本県熊本市健軍2-2-5 (一財)建材試験センター QM-0447 平成18年07月18日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソシアヌレートフォーム裏張／塗装／亜
鉛めっき鋼板 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 QM-0446 平成18年07月18日

絹織物壁紙張／準不燃材料 株式会社梅田シルク 福井県越前市大滝町29-33 (一財)日本建築総合試験所 QM-0445 平成18年07月18日

アルミニウムはく裏張／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗
装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0444 平成18年07月18日

エチレンビニルアルコール共重合樹脂系フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 東武化学工業株式会社 東京都千代田区神田和泉町1

－1－12 (一財)日本建築総合試験所 QM-0443 平成18年05月16日

アクリル系樹脂塗装／りん窒素系薬剤処理ポリエステル系樹脂繊維織
物壁紙張／準不燃材料 エリモ工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字兎並

小字船屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0442 平成18年05月16日

ウレタン系樹脂塗装／ポリプロピレン系樹脂フィルム張／準不燃材料 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 QM-0441 平成18年04月13日

ポリエステル樹脂系フィルム・ポリプロピレン樹脂系フィルム張／エ
ポキシ樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社小泉 東京都杉並区荻窪4丁目32番5

号 (一財)建材試験センター QM-0440 平成18年04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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛め
っき鋼板 株式会社小泉 東京都杉並区荻窪4丁目32番5

号 (一財)建材試験センター QM-0439 平成18年04月13日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 東武化学工業株式会社 東京都千代田区神田和泉町1-
1-12 (一財)建材試験センター QM-0438 平成18年04月13日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 株式会社日本防災化学研究所 東京都江東区新木場2丁目6番
4号 (一財)建材試験センター QM-0437 平成18年04月13日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 有限会社三協木材 新潟県新発田市上館甲1363 (一財)建材試験センター QM-0436 平成18年04月13日

りん酸・窒素系薬剤処理すぎ板／準不燃材料 有限会社Bb Wood Japan 東京都武蔵野市吉祥寺北町5-
1-27 (一財)ベターリビング QM-0435 平成18年04月13日

オレフィン樹脂系フィルム重張／不燃材料（金属板を除く） 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1番地 (一財)ベターリビング QM-0434 平成18年04月13日

エチレンビニルアルコール共重合樹脂系フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 東リ株式会社 兵庫県伊丹市東有岡5-125 (一財)日本建築総合試験所 QM-0433 平成18年03月30日

エチレンビニルアルコール共重合樹脂系フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0432 平成18年03月30日

エチレンビニルアルコール共重合樹脂系フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 東リ株式会社 兵庫県伊丹市東有岡5-125 (一財)日本建築総合試験所 QM-0431 平成18年03月30日

エチレンビニルアルコール共重合樹脂系フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0430 平成18年03月30日

りん酸・ほう酸系薬剤処理／すぎ板 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 QM-0429 平成18年03月30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 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 QM-0428 平成18年03月02日

りん酸・窒素系薬剤処理／ヒノキ材 上田第三木材合資会社 長野県上田市中央6-5-50 (一財)日本建築総合試験所 QM-0427 平成18年03月02日

活性炭粉混入消石灰系塗装／基材（準不燃材料） 薬仙石灰株式会社 山口県美祢市伊佐町伊佐3362 (一財)建材試験センター QM-0426 平成18年03月02日

古紙混入／けい砂・けい藻土系塗材塗／基材（準不燃材料） 株式会社クリテー 東京都昭島市玉川町2-8-4 (一財)建材試験センター QM-0425 平成18年02月20日

ポリエステル繊維系織物・グラスウール保温板張／基材（準不燃材料
） 有限会社デザインリンク 東京都港区高輪1-26-18-404 (一財)建材試験センター QM-0424 平成18年02月20日

塩化ビニル系樹脂・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁
紙張／準不燃材料 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市緑区三室21

83-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0423 平成18年02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

けい酸塩系薬剤処理／スギ材 株式会社ジェイティーピープ
ロセス

群馬県佐波郡玉村町大字下茂
木862-14 (一財)日本建築総合試験所 QM-0422 平成18年02月15日

シリカ系塗料／天然木単板張／りん酸アンモニウム・臭化アンモニウ
ム系薬剤混入／MDF板 ハウスアンドハウス株式会社 石川県鳳至郡門前町字清水13

-6 (一財)建材試験センター QM-0421 平成18年01月23日

ほう砂・ほう酸系薬剤処理／ラジアタパイン合板 フマキラー・トータルシステ
ム株式会社 東京都千代田区神田美倉町11 (一財)建材試験センター QM-0420 平成18年01月23日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系繊維不織布・炭酸カルシウム混入
アスファルト板・再生繊維混入古紙裏張／せっこうボード 七王工業株式会社 香川県善通寺市金蔵寺町180

番地 (一財)建材試験センター QM-0419 平成17年12月19日

ほたて貝がら粉末塗材塗／塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材
料）

株式会社チャフローズコーポ
レーション

神奈川県横浜市中区三吉町3-
11 (一財)建材試験センター QM-0418 平成17年12月19日

すぎ単板張／基材（準不燃材料） 株式会社木曽アルテック社 長野県塩尻市奈良井82-1 (一財)建材試験センター QM-0417 平成17年12月19日

セルロース繊維系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2-3-16 (一財)建材試験センター QM-0416 平成17年12月19日

エチレンビニルアルコール共重合樹脂系フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑4-15-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0415 平成17年12月13日

エチレンビニルアルコール共重合樹脂系フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0414 平成17年12月13日

アクリル系樹脂・アクリル系樹脂インキ・ポリエステル樹脂フィルム
・ポリエステル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大

門町26 (一財)日本建築総合試験所 QM-0413 平成17年12月13日

炭酸カルシウム混入ゴムシート裏張／せっこうボード 埼玉ゴム工業株式会社 埼玉県加須市愛宕2-5-24 (一財)建材試験センター QM-0412 平成17年12月01日

ポリエステル不織布張／硫酸バリウム・炭酸カルシウム混入ポリエチ
レン系樹脂シート裏張／せっこうボード 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 QM-0411 平成17年12月01日

アクリル系樹脂・ウレタン系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合樹脂フ
ィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0410 平成17年12月01日

アクリル系樹脂インキ・エチレンメタクリル酸共重合樹脂壁紙張／準
不燃材料 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0409 平成17年11月28日

ハロゲン系薬剤処理／ポリエステル繊維織物壁紙張／準不燃材料 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0408 平成17年11月28日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社トーエイ 東京都墨田区東向島2-30-6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0407 平成17年11月28日

アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／準不燃材料 東リ株式会社 兵庫県伊丹市東有岡5-125 (一財)日本建築総合試験所 QM-0406 平成17年11月28日

351/454 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

水酸化アルミニウム薬剤処理／紙壁紙張／準不燃材料 森鹿製紙株式会社 高知県土佐市高岡町丙432 (一財)日本建築総合試験所 QM-0405 平成17年11月28日

天然木単板・有機りん酸系薬剤処理普通紙壁紙張／準不燃材料 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3-1-10 (一財)日本建築総合試験所 QM-0404 平成17年11月28日

ポリエステル繊維系織物・ガラス繊維フェルト張／基材（準不燃材料
） 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-

1 (一財)建材試験センター QM-0403 平成17年10月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 日本ビニル工業株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦
和5-3-20 (一財)建材試験センター QM-0402 平成17年10月20日

アクリル系樹脂インキ・オレフィン系樹脂壁紙張／準不燃材料

高島株式会社 東京都中央区銀座1-15-11

(一財)日本建築総合試験所 QM-0401 平成17年10月20日

旭・デュポンフラッシュスパ
ンプロダクツ株式会社

東京都千代田区永田町2-11-1
山王パークタワー

サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1-
15-29

服部猛株式会社 愛知県名古屋市中区錦2-16-8

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） グローバルワンケイトレーデ
ィング株式会社 埼玉県川口市大字戸塚4523 (一財)建材試験センター QM-0400 平成17年10月14日

アクリル系樹脂インキ・エチレンメタクリル酸共重合樹脂・エチレン
酢酸ビニル共重合樹脂壁紙張／準不燃材料 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0399 平成17年10月14日

ポリ乳酸系フィルム・アクリル系樹脂インキ・普通紙壁紙張／準不燃
材料 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0398 平成17年10月14日

アクリル系樹脂インキ・ポリ乳酸系フィルム・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0397 平成17年10月14日

セルロース系織物壁紙張／準不燃材料 三光化学工業株式会社 岐阜県揖斐郡大野町黒野1018 (一財)日本建築総合試験所 QM-0396 平成17年10月14日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系
樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社トーエイ 東京都墨田区京島1-39-1-120 (一財)日本建築総合試験所 QM-0395 平成17年10月05日

アクリル系樹脂・ウレタン系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合樹脂フ
ィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0394 平成17年10月05日

ポリエチレン樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 竹野株式会社 埼玉県南埼玉郡菖蒲町新堀77
6 (一財)建材試験センター QM-0393 平成17年09月27日

両面アクリル樹脂系塗装／セルロース混入せっこう板 Powerscape Limited 37 Felix Street,Penrose
Auckland,New Zealand (一財)ベターリビング QM-0392 平成17年09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

ポリ乳酸系フィルム・アクリル系樹脂インキ・けい藻土混入紙壁紙張
／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0391 平成17年09月27日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原
3777 (一財)建材試験センター QM-0390 平成17年09月27日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原
3777 (一財)建材試験センター QM-0389 平成17年09月27日

アクリル系樹脂インキ・エチレンメタクリル酸共重合樹脂・エチレン
酢酸ビニル共重合樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0388 平成17年09月12日

炭酸カルシウム・けい砂混入／アクリル系樹脂塗材塗／準不燃材料 株式会社INAX 愛知県常滑市鯉江本町5丁目1
番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0387 平成17年09月12日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／スギ材 株式会社電弘 長野県長野市高田431-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0386 平成17年09月12日

硫酸アンモニウム・りん酸アンモニウム系薬剤処理／スギ材 石川県森林組合連合会 石川県金沢市東蚊瓜町1丁目2
3番1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0385 平成17年09月12日

塩化ビニル・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／
準不燃材料 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1-13-10 (一財)日本建築総合試験所 QM-0384 平成17年09月01日

エチレン・ビニルアルコール共重合体樹脂フィルム・塩化ビニル・ア
クリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1-13-10 (一財)日本建築総合試験所 QM-0383 平成17年09月01日

ほう砂・ほう酸系薬剤処理／ラジアタパイン合板 株式会社ニッタクス 東京都中央区東日本橋3-3-7 (一財)建材試験センター QM-0382 平成17年08月16日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター QM-0381 平成17年08月16日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合樹脂・エチレン酢
酸ビニル共重合樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0380 平成17年08月11日

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩
化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0379 平成17年08月11日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン樹脂系板充てん／両面塗装アル
ミニウム合金板 白銀工業株式会社 山口県光市中央3-8-9 (一財)建材試験センター QM-0378 平成17年08月11日

ガラスクロス入／けい砂混入アクリル系樹脂板張／準不燃材料 エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 QM-0377 平成17年08月08日

アクリル系樹脂・ウレタン系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合樹脂フ
ィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社DNP建材 埼玉県入間郡三芳町竹間沢31

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0376 平成17年08月08日

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・パルプ不織
布壁紙張／準不燃材料 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑4丁目15番3号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0375 平成17年08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

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・パルプ不織
布壁紙張／準不燃材料 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 QM-0374 平成17年08月08日

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・パルプ不織
布壁紙張／準不燃材料 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0373 平成17年08月08日

ポリエステル系樹脂インキ・塗工紙張／クラフト紙裏張アルミニウム
はく裏張／せっこうボード 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1

新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 QM-0372 平成17年07月13日

アクリル系樹脂塗装／両面ボード用原紙張／炭入せっこう板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル (一財)日本建築総合試験所 QM-0371 平成17年07月13日

両面ウレタン系樹脂塗装／りん酸系薬剤処理／ヒノキ集成材 株式会社ヨコタニ 奈良県桜井市大字桜井125-5 (一財)日本建築総合試験所 QM-0370 平成17年07月13日

ポリプロピレン樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 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 QM-0368 平成17年07月13日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1-13-10 (一財)建材試験センター QM-0367 平成17年07月11日

アクリル系樹脂塗装／パルプ繊維混入フライアッシュセメント板 クボタ松下電工外装株式会社 大阪府大阪市中央区城見1-2-
27 (一財)日本建築総合試験所 QM-0366 平成17年07月11日

りん酸系薬剤塗装／セルロース系繊維不織布混入紙壁紙張／準不燃材
料 山﨑内装工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字河原

小字中垣内50 (一財)日本建築総合試験所 QM-0365 平成17年07月11日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市緑区三室21

83-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0364 平成17年06月30日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0363 平成17年06月30日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1

聖路加タワー13階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0362 平成17年06月30日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市緑区三室21
83-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0361 平成17年06月30日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0360 平成17年06月30日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1
聖路加タワー13階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0359 平成17年06月30日

りん酸アンモニウム・りん窒素系薬剤処理／すぎ板 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 QM-0369 平成17年06月20日

ポリエステル不織布裏張炭酸カルシウム混入塩化ビニル系樹脂シート
裏張／酢酸ビニル系樹脂塗装／ロックウール板 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 QM-0358 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

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市緑区三室21
83-3 (一財)建材試験センター QM-0357 平成17年06月20日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四つ木2-16-1
4 (一財)建材試験センター QM-0356 平成17年06月20日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社キョクソー 石川県白山市八田町29番地 (一財)建材試験センター QM-0355 平成17年06月02日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合樹脂塗装壁紙張／
準不燃材料 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0354 平成17年05月18日

塩化ビニル樹脂系シート張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター QM-0353 平成17年05月18日

エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装／ガラス繊維織物張／準不燃材料 株式会社グレイスコーポレー
ション

大阪府大阪市北区西天満1-7-
8　ホワイトビル中之島401 (一財)日本建築総合試験所 QM-0352 平成17年05月18日

平成20年01月17日取消

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・パルプ不織
布壁紙張／準不燃材料 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 QM-0351 平成17年05月18日

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・パルプ不織
布壁紙張／準不燃材料 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6-6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0350 平成17年05月18日

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・パルプ不織
布壁紙張／準不燃材料 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑4-15-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0349 平成17年05月18日

両面ポリエステル系不織布張ポリイソシアヌレートフォーム充てん／
両面両面ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 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 QM-0348 平成17年05月18日

炭酸カルシウム混入塩化ビニル系樹脂シート裏張／せっこうボード 大建工業株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 (一財)日本建築総合試験所 QM-0347 平成17年05月18日

りん酸アンモニウム・臭化アンモニウム系薬剤混入／MDF板 ハウスアンドハウス株式会社 石川県鳳至郡門前町字清水13
-6 (一財)建材試験センター QM-0346 平成17年05月18日

炭粉・けい藻土混入／せっこう系塗材塗／基材（準不燃材料） 藤岡生コン株式会社 群馬県藤岡市東平井1451 (一財)建材試験センター QM-0345 平成17年05月18日

アクリル系樹脂・アクリル系樹脂インキ・水酸化アルミニウム混入エ
チレン酢酸ビニル共重合樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 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 QM-0344 平成17年05月12日

ポリウレタン系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／準不燃
材料 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0343 平成17年04月07日

和紙系壁紙張／基材（準不燃材料） 石川県インテリア事業協同組
合

石川県金沢市弥生二丁目1番23
号石川県建設総合センター5階 (一財)建材試験センター QM-0342 平成17年03月28日

ほう砂・水酸化カリウム系薬剤処理／ひのき板 日本不燃木材株式会社 東京都千代田区内神田2-3-9M
ECビル (一財)建材試験センター QM-0341 平成17年03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

塩化ビニル系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹
脂フィルム張／準不燃材料 オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1

2号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0340 平成17年03月28日

アクリル系樹脂インキ・クレー・シリカ混入／ビニルアセタール系樹
脂塗装紙壁紙張／準不燃材料 アイケーシー株式会社 大阪府堺市百舌鳥町梅北町4

丁225番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0339 平成17年03月28日

水酸化マグネシウム混入／ポリエチレン系樹脂板充てん／ポリエステル系
樹脂塗装アルミニウム合金板裏張／フッ素系樹脂塗装アルミニウム合金板 弘星産業株式會■ 忠淸北道槐山郡槐山邑東部里

58-14 (一財)日本建築総合試験所 QM-0338 平成17年03月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 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 QM-0335 平成17年03月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番3
号 (一財)建材試験センター QM-0334 平成17年03月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)建材試験センター QM-0333 平成17年03月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市東町1876番地 (一財)建材試験センター QM-0332 平成17年03月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花
面85 (一財)建材試験センター QM-0331 平成17年03月14日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)建材試験センター QM-0330 平成17年03月14日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） ロンシール工業株式会社 東京都墨田区四丁目15番3号 (一財)建材試験センター QM-0329 平成17年03月14日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 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 QM-0328 平成17年03月14日

エチレン酢酸ビニル共重合体けん化物樹脂フィルム・アクリル系樹脂
インキ・ポリエチレン系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0327 平成17年03月14日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0325 平成17年03月02日

ウレタン系樹脂インキ／両面ボード用原紙張／茶葉混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928 (一財)日本建築総合試験所 QM-0324 平成17年03月02日

エチレン酢酸ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル・酢酸ビニル共重合
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 エーテープリント株式会社 名古屋市守山小六町10-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0323 平成17年03月02日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター QM-0322 平成17年03月02日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂・炭酸カルシウム・パルプ
混入酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 サンロック工業株式会社 大阪市中央区島之内1丁目15

番29号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0337 平成17年02月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂・炭酸カルシウム・パルプ
混入酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社ホクシンクロス 大阪府羽曳野市島泉8丁目13

番6号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0336 平成17年02月21日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0326 平成17年02月03日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市緑区三室21

83-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0317 平成17年02月03日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1聖路

加タワー (一財)日本建築総合試験所 QM-0316 平成17年02月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)建材試験センター QM-0321 平成17年01月31日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター QM-0320 平成17年01月31日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター QM-0319 平成17年01月31日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系
樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社トーエイ 東京都墨田区京島1-39-1-120 (一財)日本建築総合試験所 QM-0318 平成17年01月31日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター QM-0315 平成17年01月31日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター QM-0314 平成17年01月31日

フェノールフォーム充てん／ポリエステル不織布裏張／ポリエステル
不織布裏張ロックウール吸音板 旭化成建材株式会社 東京都港区東新橋二丁目十二

番七号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0313 平成17年01月31日

アクリル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 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 QM-0312 平成17年01月31日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 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 QM-0311 平成17年01月31日

アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社泰水堂 名古屋市西区城西2-11-13 (一財)日本建築総合試験所 QM-0310 平成17年01月31日

和紙壁紙張／準不燃材料 有限会社ハウスシステム 香川県高松市寺井町1390-9 (一財)日本建築総合試験所 QM-0309 平成17年01月14日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-

1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0308 平成16年12月10日

フッ素系樹脂塗装／和紙壁紙張／準不燃材料 清水紙工株式会社 福井県今立郡今立町新在家11
-11-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0307 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

無機系軽量骨材・ポリスチレンフォーム混入／セメント吹付／基材（
不燃材料） エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)日本建築総合試験所 QM-0306 平成16年12月10日

石材・パルプ粉混入／エチレン酢酸ビニル系樹脂壁紙張／準不燃材料
新東北化学工業株式会社 仙台市青葉区上杉一丁目7番1

号
(一財)日本建築総合試験所 QM-0305 平成16年12月10日

上商株式会社 大阪府南河内郡美原町太井24
8-2

石材・パルプ粉混入/エチレン酢酸ビニル系樹脂壁紙張/準不燃材料 富士工業株式会社 福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 QM-0304 平成16年12月10日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター QM-0303 平成16年12月10日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター QM-0302 平成16年12月10日

両面シラン系塗装／ポリりん酸カルバメート系薬剤処理／しな板 合資会社ヤマゼン木材 岩手県九戸郡山形村大字霧畑
第6地割47番地 (一財)建材試験センター QM-0301 平成16年12月10日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1-1-
1 (一財)建材試験センター QM-0300 平成16年11月24日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社 東京都文京区本郷3丁目27番1
2号 (一財)建材試験センター QM-0299 平成16年11月24日

ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウムはく・フェノールフォーム裏
張／アルミニウム合金板 フクビ化学工業株式会社 福井県福井市三十八社33-66 (一財)建材試験センター QM-0298 平成16年11月24日

りん酸グアニジン・硫酸アンモニア系薬剤処理／ヒノキ材 日本不燃木材株式会社 東京都千代田区内神田2-3-9 (一財)日本建築総合試験所 QM-0297 平成16年11月16日

アクリル系樹脂混入エチレン酢酸ビニル系樹脂インキ・パルプ系繊維
織物壁紙張／準不燃材料 株式会社キョクソー 石川県松任市八田町29番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0296 平成16年11月16日

けい藻土・ゼオライト系塗装／基材（準不燃材料） 第一建設株式会社 北海道室蘭市八丁平3丁目17
番17号 (一財)建材試験センター QM-0293 平成16年11月04日

ロクタ繊維系紙壁紙張／基材（準不燃材料） 川島企画販売株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町2-
3-4 (一財)建材試験センター QM-0292 平成16年11月04日

ポリりん酸・けい酸ソーダ系薬剤処理／すぎ板 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 QM-0291 平成16年11月04日

第一りん酸アンモン・硫酸アンモニウム系薬剤処理／すぎ板 日本不燃木材株式会社 東京都千代田区内神田2-3-9M
ECビル (一財)建材試験センター QM-0295 平成16年10月20日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装／塗装溶融亜鉛めっき鋼板・イソ
シアヌレートフォーム裏張／塗装／亜鉛めっき鋼板 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 QM-0279 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

りん酸系薬剤処理／カラマツ材 協同組合長野県信州からまつ
工業会

長野県長野市大字中御所岡田
30-16 (一財)日本建築総合試験所 QM-0290 平成16年10月18日

ポリプロピレン樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸
ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0289 平成16年10月18日

ポリプロピレン樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸
ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪市住之江区南港東3-4-70 (一財)日本建築総合試験所 QM-0288 平成16年10月18日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0287 平成16年10月18日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市緑区三室21
83-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0286 平成16年10月18日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1聖路
加タワー13階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0285 平成16年10月18日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／準不燃材料 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番3

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0284 平成16年10月18日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花

面85 (一財)日本建築総合試験所 QM-0283 平成16年10月18日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／準不燃材料 共和レザー株式会社 静岡県浜松市東町1876番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0282 平成16年10月18日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／準不燃材料 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0281 平成16年10月18日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装
壁紙張／準不燃材料 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 QM-0280 平成16年10月18日

硫酸アンモニウム系薬剤処理／構造用合板 有限会社エー・ワイ・ケミカ
ル 長崎県長崎市丸山町7番9号 (一財)建材試験センター QM-0294 平成16年10月08日

エチレン酢酸ビニル共重合体けん化物樹脂フィルム・ポリエチレン樹
脂混抄紙壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0278 平成16年09月24日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・ポリエチレン樹脂混抄
紙壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0277 平成16年09月24日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・水酸化アルミニウム混
抄紙壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0276 平成16年09月24日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／ヒノキ材 株式会社バイオメディテック 富山県下新川郡入善町目川27
5-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0272 平成16年08月26日

アクリル系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂壁紙張／準不燃材料 京都壁装株式会社 京都市中京区新鳥丸通丸太町
南入ル東椹木町109番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0275 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

メタクリル酸メチル系樹脂混入／水酸化アルミニウム板張／基材（不
燃材料（金属板を除く）） MRC・デュポン株式会社 東京都港区南青山1丁目15番9

号第45興和ビル5階 (一財)建材試験センター QM-0274 平成16年08月09日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装／はり合わせアルミニウムはく・
イソシアヌレートフォーム裏張／塗装／亜鉛めっき鋼板 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 QM-0273 平成16年08月09日

段ボール用中しん原紙ハニカムコア板充てん／両面両面塗装溶融亜鉛
めっき鋼板 株式会社イーケーシー 静岡県静岡市清水長崎585-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0271 平成16年08月09日

ハロゲン系薬剤処理ポリエステル繊維織物壁紙張／準不燃材料 株式会社川島織物 京都市左京区静市市原町265 (一財)日本建築総合試験所 QM-0270 平成16年08月09日

両面ポリエステル系不織布張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 アイジー工業株式会社 山形県東根市蟹沢上縄目1815

-12 (一財)建材試験センター QM-0268 平成16年08月09日

アクリル樹脂系塗装／せっこうセメント板 ヨシコン株式会社 静岡県志太郡大井川町利右衛
門2622 (一財)建材試験センター QM-0267 平成16年08月09日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2丁目3番16
号 (一財)建材試験センター QM-0266 平成16年08月09日

ウレタンアクリレート樹脂系塗装／無機りん酸・含水ほう酸塩系薬剤
処理まつ板 株式会社ウッドワン 広島市廿日市市木材港南1-1 (一財)建材試験センター QM-0265 平成16年08月09日

ウレタンアクリレート樹脂系塗装／無機りん酸・含水ほう酸塩系薬剤
処理すぎ板 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)建材試験センター QM-0264 平成16年08月09日

平成20年01月08日取消

水酸化アルミニウム混入／ポリエチレン樹脂板充てん／両面フッ素系
樹脂塗装アルミニウム板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0263 平成16年08月09日

綿不織布・けい藻土混入アクリル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 エルティーアイ株式会社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町9
番地メモワールビル (一財)日本建築総合試験所 QM-0269 平成16年07月23日

両面りん・チッ素化合物薬剤処理ケナフチップ張／ほう酸系薬剤処理
木材チップ板 アラコ株式会社 愛知県豊田市吉原町上藤池25

番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0262 平成16年07月20日

アクリル系樹脂インキ・紙壁紙張／準不燃材料 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3－19－26 (一財)日本建築総合試験所 QM-0261 平成16年06月28日

ウレタン系樹脂塗装・塩化ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル酢酸ビ
ニル系共重合樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂フィルム張／準不燃材料 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1－18－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0259 平成16年06月28日

ウレタン系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／準不燃材料 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1－18－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0258 平成16年06月28日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合体けん化物樹脂フ
ィルム・ポリエチレン系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0257 平成16年06月28日

ポリりん酸アンモニウム系薬剤処理／ヒノキ材 親和木材工業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 QM-0254 平成16年06月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面含水ほう酸塩・無機りん酸系薬剤塗装天然木単板張／含水ほう酸
塩・無機りん酸系薬剤処理／ベイツガ集成材 アドコスミック株式会社 京都府京都市中京区壬生神明

町1番地260 (一財)日本建築総合試験所 QM-0256 平成16年06月18日

含水ほう酸塩・無機りん酸系薬剤処理／集成材 アドコスミック株式会社 京都府京都市中京区壬生神明
町1番地260 (一財)日本建築総合試験所 QM-0255 平成16年06月18日

ポリりん酸アンモニウム系薬剤処理／すぎ板 シスコム有限会社  (一財)建材試験センター QM-0260 平成16年06月11日

フッ素樹脂フィルム・塩化ビニル系共重合樹脂インキ・塩化ビニル系
樹脂フィルム張／準不燃材料 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1－18－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0253 平成16年05月28日

塩化ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル酢酸ビニル系共重合樹脂イン
キ・銀蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム張／準不燃材料 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1－18－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0252 平成16年05月28日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・ポリエステル樹脂セル
ロース混紡不織布張／準不燃材料 株式会社義輝 東京都豊島区東池袋1－47－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0251 平成16年05月28日

両面ポリエステル系不織布張ポリイソシアヌレートフォーム充てん／
両面両面ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 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 QM-0250 平成16年05月10日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3－19－26 (一財)日本建築総合試験所 QM-0249 平成16年05月10日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3－19－26 (一財)日本建築総合試験所 QM-0248 平成16年05月10日

変性アクリルシリコーン樹脂系塗装／はり合わせアルミニウムはく・
イソシアヌレートフォーム裏張／塗装／亜鉛めっき鋼板 株式会社チューオー  (一財)建材試験センター QM-0247 平成16年05月10日

アクリル系樹脂塗装／アクリル樹脂インキ・紙壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45
番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0245 平成16年03月24日

木毛混入／セメント・せっこう板 日化ボード株式会社  (一財)建材試験センター QM-0246 平成16年03月11日

セルロース粉混入/エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張/準不燃材料 富士工業株式会社 福井県福井市上河北町1－48 (一財)日本建築総合試験所 QM-0242 平成16年03月09日

両面縮合りん酸塩混入ポリカーボネート系樹脂・縮合りん酸けい酸化
合物塗装／マツ材 サワダケミカル社 京都府京都市中京区西ノ京池

ノ内町26番地の16 (一財)日本建築総合試験所 QM-0241 平成16年03月09日

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢
酸ビニル共重合樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1－1

－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0240 平成16年03月09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 日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7丁目5番8

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0239 平成16年03月09日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 サファリウッド協同組合  (一財)建材試験センター QM-0238 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

無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 サファリウッド協同組合  (一財)建材試験センター QM-0237 平成16年02月12日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板
株式会社日本防災化学研究所  

(一財)建材試験センター QM-0236 平成16年02月12日
群馬県  

シリコーン系樹脂塗装／和紙壁紙張／準不燃材料 株式会社上山製紙所 福井県今立郡今立町大滝24号
22番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0235 平成16年01月30日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙・アルミ
ニウム蒸着普通紙張／準不燃材料 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3－19－26 (一財)日本建築総合試験所 QM-0234 平成16年01月30日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 協同組合フォレスト西川  (一財)建材試験センター QM-0244 平成16年01月19日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 協同組合フォレスト西川  (一財)建材試験センター QM-0243 平成16年01月19日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45
番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0230 平成16年01月19日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3丁目4番70号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0229 平成16年01月19日

エチレンポリビニルアルコール樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3丁目4番70号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0228 平成16年01月19日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東
3丁目4番70号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0227 平成16年01月19日

エチレンポリビニルアルコール樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3丁目4番70号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0226 平成16年01月19日

水酸化アルミニウム混入アクリル樹脂系塗装／基材（準不燃材料） アイカ工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0233 平成16年01月09日

エチレン・ビニルアルコール共重合樹脂フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大

門町26 (一財)日本建築総合試験所 QM-0232 平成16年01月09日

エチレン・ビニルアルコール共重合樹脂フィルム・アクリル系樹脂イ
ンキ・ポリエチレン系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大

門町26 (一財)日本建築総合試験所 QM-0231 平成16年01月09日

アクリル系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・けい藻土混入紙壁紙張
／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0220 平成15年12月12日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合体ケン化物樹脂フ
ィルム・ポリエチレン系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0219 平成15年12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

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合体ケン化物樹脂フ
ィルム・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45

番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0218 平成15年12月12日

ポリスチレンフォーム粒混入セメント板裏張／セメント板 太平洋プレコン工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0217 平成15年12月12日

表面アクリル樹脂系塗装／裏面ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレ
ン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社  (一財)建材試験センター QM-0216 平成15年12月12日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸
ビニル共重合樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 東永化成株式会社 東京都葛飾区金町1丁目5番11

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0215 平成15年12月12日

アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス張／基材（準不燃材料） リリカラ株式会社  (一財)建材試験センター QM-0225 平成15年12月03日

アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス・水酸化アルミニウム混抄紙張／
基材（準不燃材料） リリカラ株式会社  (一財)建材試験センター QM-0224 平成15年12月03日

硬質ウレタンフォーム充てん／両面アルミニウムはく・K-ライナー紙 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 QM-0223 平成15年12月03日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社デコリア  (一財)建材試験センター QM-0222 平成15年12月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社テスコ  (一財)建材試験センター QM-0221 平成15年12月03日

せっこうボード裏張／化粧鋼板 日新総合建材株式会社   QM-9882 平成15年11月20日

絹織物系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社歴清社  (一財)建材試験センター QM-0214 平成15年11月17日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社歴清社  (一財)建材試験センター QM-0213 平成15年11月17日

ポリエステル系樹脂フィルム張／準不燃材料 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3－1
1－5 (一財)日本建築総合試験所 QM-0212 平成15年11月17日

ポリエステル系樹脂フィルム張／準不燃材料 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3－1
1－5 (一財)日本建築総合試験所 QM-0211 平成15年11月17日

エチレン－酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） ヤマト化学工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0210 平成15年11月17日

ポリプロピレン系不織布・炭粉入アクリル系樹脂・ポリエチレンテレ
フタレート系フィルム張／基材（準不燃材料） 株式会社アスカム  (一財)建材試験センター QM-0209 平成15年11月17日

エチレン-
メチルメタアクリレート共重合樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社  (一財)建材試験センター QM-0208 平成15年10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

両面アクリル樹脂系塗装／硬質木片セメント板 ニチハ株式会社  (一財)建材試験センター QM-0207 平成15年10月15日

塩化ビニリデン樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 芝田株式会社  (一財)建材試験センター QM-0206 平成15年09月19日

無機系軽量骨材・ポリスチレンフォーム混入／セメント吹付／基材（
不燃材料） エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3丁目5番

25号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0205 平成15年09月19日

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢
酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番3

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0204 平成15年09月19日

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢
酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0203 平成15年09月19日

ポリプロピレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢
酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 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 QM-0202 平成15年09月19日

フッ素系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・セルロース系繊維不織布
壁紙張／準不燃材料 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2丁目3番16

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0201 平成15年09月19日

フッ素系樹脂塗装／アクリル系樹脂インキ・ポリエステル樹脂繊維セ
ルロース系繊維不織布壁紙張／準不燃材料 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2丁目3番16

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0200 平成15年09月19日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・
エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花

面85 (一財)日本建築総合試験所 QM-0199 平成15年09月19日

セルロース系繊維織物どんす張／ガラス繊維不織布張／準不燃材料 株式会社川島織物 京都府京都市左京区静市市原
265 (一財)日本建築総合試験所 QM-0198 平成15年09月19日

絹繊維織物どんす張／ガラス繊維不織布張／準不燃材料 株式会社川島織物 京都府京都市左京区静市市原
265 (一財)日本建築総合試験所 QM-0197 平成15年09月19日

ガラス粉塗装／ボード用原紙裏張／けい藻土・パルプ混入木炭板 山英建設株式会社  (一財)建材試験センター QM-0196 平成15年09月19日

ガラス粉塗装／ボード用原紙裏張／けい藻土・パルプ混入木炭板 山英建設株式会社  (一財)建材試験センター QM-0195 平成15年09月19日

ガラス粉塗装／ボード用原紙裏張／パルプ混入木炭板 山英建設株式会社  (一財)建材試験センター QM-0194 平成15年09月19日

石綿混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   QM-9873 平成15年09月03日

石綿混入セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   QM-9872 平成15年09月03日

アクリル系樹脂フィルム・ウレタン系樹脂インキ・ポリエステル系樹
脂フィルム張／準不燃材料 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1－18－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0193 平成15年09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

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トーエイ   QM-1549 平成15年08月20日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 東永化成株式会社  (一財)建材試験センター QM-0192 平成15年08月20日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂・アクリル系樹脂
塗装壁紙張／準不燃材料 サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1

丁目15番29号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0191 平成15年08月12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 日鉄鋼板株式会社 東京都江東区東陽7丁目5番8

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0184 平成15年08月12日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 株式会社金山木材  (一財)建材試験センター QM-0183 平成15年07月23日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 株式会社金山木材  (一財)建材試験センター QM-0182 平成15年07月23日

ポリプロピレン系フィルム重張／不燃材料（金属板を除く） 大日本印刷株式会社  (一財)ベターリビング QM-0181 平成15年07月23日

ウレタン系樹脂塗・ポリエチレン系フィルム張／スラグせっこう板 株式会社ノダ  (一財)ベターリビング QM-0180 平成15年07月23日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市三室2183－

3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0190 平成15年07月18日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629－2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0189 平成15年07月18日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区勝どき3－12－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0188 平成15年07月18日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市三室2183－

3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0187 平成15年07月18日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 サクラポリマー株式会社 千葉県佐倉市六崎1629－2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0186 平成15年07月18日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不
燃材料 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区勝どき3－12－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0185 平成15年07月18日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 凸版印刷株式会社  (一財)日本建築総合試験所 QM-0179 平成15年07月16日

アクリル系樹脂混入消石灰系塗装アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム
系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社トクヤマ  (一財)建材試験センター QM-0178 平成15年07月07日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 東武化学工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0177 平成15年07月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 東武化学工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0176 平成15年07月07日

アルミニウム蒸着Kライナー紙・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 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 QM-0175 平成15年07月07日

ポリエチレン樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・パルプ不織布壁
紙張／準不燃材料 王子キノクロス株式会社 静岡県富士市入山瀬1－2－5 (一財)日本建築総合試験所 QM-0174 平成15年07月07日

アクリル系樹脂塗装／両面ボード用原紙張／せっこう板 吉野石膏株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1
番1号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0172 平成15年06月13日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム・ポリエチレン樹脂
フィルム・イソシアヌレートフォーム裏張／ポリエステル系樹脂塗装／アル
ミニウム合金板

信和日動化学工業株式会社 福井県丹生郡朝日町朝日24－
1－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0154 平成15年06月13日

塩化ビニル・酢酸ビニル系共重合樹脂・アクリル系樹脂インキ・塩化
ビニル系樹脂塗装／ウレタン系樹脂フィルム壁紙張／準不燃材料 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1丁目13

番10号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0173 平成15年05月28日

ポリエステル樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィルム張／溶融亜
鉛めっき鋼板 ヤングスチール株式会社  (一財)建材試験センター QM-0171 平成15年05月28日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 栃木県木材需要拡大システム
協同組合  (一財)建材試験センター QM-0170 平成15年05月28日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 山北町森林組合  (一財)建材試験センター QM-0169 平成15年05月28日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／準不燃材料 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3－1
1－5 (一財)日本建築総合試験所 QM-0168 平成15年05月28日

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／溶融亜鉛めっき鋼板 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 QM-0167 平成15年05月28日

エチレン酢酸ビニル系樹脂・アクリル系樹脂インキ塗装・積層紙壁紙
張／準不燃材料 サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1

丁目15番29号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0166 平成15年05月28日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・パルプ不織布
壁紙張／準不燃材料 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 QM-0165 平成15年05月28日

アクリル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 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 QM-0164 平成15年05月28日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル系共重合樹脂塗装壁紙張
／準不燃材料 株式会社キョクソー 石川県松任市八田町29番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0163 平成15年05月28日

リン酸エステル系薬剤混入／ポリウレタンフォーム充てん／両面両面
ポリエステル系樹脂塗装／アルミニウム合金板

三洋昭和パネルシステム株式
会社

東京都江東区木場2丁目17番1
3号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0162 平成15年05月28日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 丸山建設株式会社  (一財)建材試験センター QM-0161 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

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 丸山建設株式会社  (一財)建材試験センター QM-0160 平成15年05月28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 株式会社横河システム建築  (一財)建材試験センター QM-0159 平成15年05月19日

りん酸アンモニウム系薬剤処理／すぎ板 株式会社耐炎木材計画研究所  (一財)建材試験センター QM-0158 平成15年05月08日

りん酸アンモニウム系薬剤処理／ひのき板 株式会社耐炎木材計画研究所  (一財)建材試験センター QM-0157 平成15年05月08日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1
丁目15番29号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0156 平成15年05月08日

アクリル系樹脂・エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45
番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0155 平成15年05月08日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社エイ・ディー・エイ  (一財)建材試験センター QM-0153 平成15年04月23日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 凸版印刷株式会社  (一財)日本建築総合試験所 QM-0152 平成15年04月23日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／準不燃材料 日本住宅パネル工業協同組合  地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 QM-0151 平成15年04月23日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／準不燃材料 株式会社サンヤマト 京都府京都市南区久世東土川
町20 (一財)日本建築総合試験所 QM-0150 平成15年04月23日

アクリル系樹脂塗装／紙壁紙張／準不燃材料 山天東リ株式会社 富山県西砺波郡福光町岩木45
番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0149 平成15年04月23日

ウレタン系樹脂塗装／リン酸系薬剤処理木材 宮﨑木材工業株式会社 京都府京都市右京区太秦下角
田町5 (一財)日本建築総合試験所 QM-0148 平成15年04月23日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・
エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 山田化染工業株式会社 京都府京都市右京区西院三蔵

町48 (一財)日本建築総合試験所 QM-0147 平成15年04月23日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社豊和産業  (一財)建材試験センター QM-0146 平成15年03月26日

アクリル系樹脂塗装／リン・硫黄・窒素系薬剤処理紙壁紙張／準不燃
材料 京都壁装株式会社  (一財)日本建築総合試験所 QM-0145 平成15年03月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 竹野株式会社  (一財)建材試験センター QM-0144 平成15年03月26日

エチレン－四ふっ化エチレン共重合体フィルム・エチレン－酢酸ビニ
ル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） ヤマト化学工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0143 平成15年03月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

酢酸ビニル・アクリル樹脂系塗装木片混入パルプ紙張／基材（準不燃
材料） 株式会社サンゲツ  (一財)建材試験センター QM-0142 平成15年03月26日

酢酸ビニル・アクリル樹脂系塗装ガラス繊維クロス張／基材（準不燃
材料） 株式会社サンゲツ  (一財)建材試験センター QM-0141 平成15年03月26日

酢酸ビニル・アクリル樹脂系塗装水酸化アルミニウム紙裏張ガラス繊
維クロス張／基材（準不燃材料） 株式会社サンゲツ  (一財)建材試験センター QM-0140 平成15年03月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材(準不燃材料） オカモト株式会社  (一財)建材試験センター QM-0139 平成15年03月26日

石材・パーライト・けい藻土混入/エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙
張/準不燃材料 富士工業株式会社 福井県福井市上河北町1－48 (一財)日本建築総合試験所 QM-0138 平成15年03月26日

炭酸カルシウム・けい藻土・パルプ混入/エチレン酢酸ビニル系樹脂塗
装壁紙張/準不燃材料 富士工業株式会社 福井県福井市上河北町1－48 (一財)日本建築総合試験所 QM-0137 平成15年03月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材(準不燃材料） 富双合成株式会社  (一財)建材試験センター QM-0136 平成15年02月28日

アクリル樹脂系塗装／ポリエステル繊維・パルプ系壁紙張／基材（準
不燃材料） 日本ルナファーザー株式会社  (一財)建材試験センター QM-0135 平成15年02月07日

アクリル樹脂系塗装／木材チップ混入紙壁紙張／基材(準不燃材料) 日本ルナファーザー株式会社  (一財)建材試験センター QM-0134 平成15年02月07日

水酸化アルミニウム混入アクリル樹脂系塗装／基材(準不燃材料） アイカ工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0132 平成15年02月07日

裏面炭酸カルシウム紙張／イソシアヌレートフォーム板裏張せっこう
ボード 倉敷紡績株式会社   QM-9881 平成15年02月06日

裏面炭酸カルシウム紙張／イソシアヌレートフォーム裏張せっこう板 倉敷紡績株式会社   QM-9880 平成15年02月06日

裏面アスベスト紙張／イソシアヌレートフォーム板裏張せっこうボー
ド 倉敷紡績株式会社   QM-9879 平成15年02月06日

硬質ウレタンフォーム・繊維混入けい酸カルシウム板裏張／シージン
グせっこうボード

カナフレックスコーポレーシ
ョン株式会社  (一財)建材試験センター QM-0133 平成14年12月19日

含水ホウ酸塩・無機リン酸系薬剤処理木材 株式会社大協 東京都足立区本木北町11番14
号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0131 平成14年12月19日

ポリプロピレン樹脂フィルム・天然木単板・壁紙張／準不燃材料 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3－19－26 (一財)日本建築総合試験所 QM-0130 平成14年12月19日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合樹脂塗装壁紙張／
準不燃材料 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3－19－26 (一財)日本建築総合試験所 QM-0129 平成14年12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

エチレン-ビニルアルコール樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材
（準不燃材料） スリーエイ化学株式会社  (一財)建材試験センター QM-0128 平成14年12月19日

エチレン-ビニルアルコール樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材
（準不燃材料） サクラポリマー株式会社  (一財)建材試験センター QM-0127 平成14年12月19日

エチレン-ビニルアルコール樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材
（準不燃材料） 日本ウェーブロック株式会社  (一財)建材試験センター QM-0126 平成14年12月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） スリーエイ化学株式会社  (一財)建材試験センター QM-0125 平成14年12月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） サクラポリマー株式会社  (一財)建材試験センター QM-0124 平成14年12月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 日本ウェーブロック株式会社  (一財)建材試験センター QM-0123 平成14年12月19日

アクリル系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・エチレン系樹脂塗
装壁紙張／準不燃材料 共和レザー株式会社 静岡県浜松市東町1876番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0122 平成14年11月26日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花

面85 (一財)日本建築総合試験所 QM-0121 平成14年11月26日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 共和レザー株式会社 静岡県浜松市東町1876番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0120 平成14年11月26日

アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム系壁紙張／基材(準不燃材料） 株式会社トクヤマ  (一財)建材試験センター QM-0119 平成14年11月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材(準不燃材料） 東永化成株式会社  (一財)建材試験センター QM-0118 平成14年11月26日

ウレタン樹脂塗装／紙張／ロックウール板 大建工業株式会社 富山県東礪波郡井波町井波1
番地の1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0117 平成14年11月26日

けい砂・酢酸ビニル系樹脂混入／セメント塗／準不燃材料 有限会社渋谷製作所 熊本県下益城郡城南町舞原字
吉野原1130－5 (一財)日本建築総合試験所 QM-0116 平成14年11月26日

レーヨン系織物・エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材
料） トキワ工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0115 平成14年11月18日

レーヨン系不織布・エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材(準不燃材
料） トキワ工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0114 平成14年11月18日

紙壁紙張／基材(準不燃材料） トキワ工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0113 平成14年11月18日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） ロンシール工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0112 平成14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

ポリエチレン樹脂フィルム・ガラス繊維不織布・ウレタン変性ポリイ
ソシアヌレートフォーム裏張／繊維混入ケイ酸カルシウム板 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 QM-0111 平成14年11月18日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 東武化学工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0109 平成14年11月18日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 東武化学工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0108 平成14年11月18日

アクリル系樹脂塗装・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共
重合樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 凸版印刷株式会社 東京都港区芝浦3－19－26 (一財)日本建築総合試験所 QM-0110 平成14年11月15日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑四丁目15番3

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0107 平成14年11月07日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花

面85 (一財)日本建築総合試験所 QM-0106 平成14年11月07日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 共和レザー株式会社 静岡県浜松市東町1876番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0105 平成14年11月07日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 関東レザー株式会社 埼玉県久喜市清久町6番6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0104 平成14年11月07日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・塩化ビニル・アクリル系
樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 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 QM-0103 平成14年11月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社  (一財)建材試験センター QM-0102 平成14年11月07日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1

聖路加タワー (一財)日本建築総合試験所 QM-0101 平成14年10月25日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市三室2183－

3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0100 平成14年10月25日

エチレンビニルアルコール共重合体フィルム・アクリル系樹脂インキ
・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 サクラポリマー株式会社 東京都中央区勝どき3－12－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0099 平成14年10月25日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社 東京都中央区明石町8-1
聖路加タワー (一財)日本建築総合試験所 QM-0098 平成14年10月25日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市三室2183－
3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0097 平成14年10月25日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 サクラポリマー株式会社 東京都中央区勝どき3－12－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0096 平成14年10月25日

木炭粒混入／塩化マグネシウム・酸化マグネシウム板 株式会社新菱エコビジネス  (一財)建材試験センター QM-0095 平成14年10月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリエステル系織物壁紙張／基材(準不燃材料） 株式会社歴清社  (一財)建材試験センター QM-0094 平成14年10月09日

アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 東永化成株式会社 東京都葛飾区金町1丁目5番11
号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0092 平成14年10月09日

アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニル共重合樹脂塗装壁紙張／
準不燃材料 東永化成株式会社 東京都葛飾区金町1丁目5番11

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0091 平成14年10月09日

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル
系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 東永化成株式会社 東京都葛飾区金町1丁目5番11

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0090 平成14年10月09日

ポリエステル繊維織物どんす張／ガラス繊維不織布張／準不燃材料 株式会社川島織物 京都府京都市左京区静市市原
265 (一財)日本建築総合試験所 QM-0089 平成14年10月09日

アクリルシリコン系樹脂・アクリル系樹脂インキ・塩化ビニル系樹脂
塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3丁目4番70号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0088 平成14年10月09日

アクリルシリコン系樹脂・アクリル系樹脂インキ・エチレン酢酸ビニ
ル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 トキワ工業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港東

3丁目4番70号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0087 平成14年10月09日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材(準不燃材料） 森本織物株式会社  (一財)建材試験センター QM-0086 平成14年10月09日

レーヨン系織物壁紙張／基材(準不燃材料） 森本織物株式会社  (一財)建材試験センター QM-0085 平成14年10月09日

紙壁紙張／基材(準不燃材料） 森本織物株式会社  (一財)建材試験センター QM-0084 平成14年10月09日

紙・エチレン－酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社  (一財)建材試験センター QM-0083 平成14年10月09日

エチレンビニルアルコール系樹脂フィルム・アクリル系樹脂インキ・
エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 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 QM-0093 平成14年10月07日

織物壁紙張・ガラス繊維不織布張／グラスウール板 日本板硝子株式会社   QM-9878 平成14年09月25日

織物壁紙張ガラス繊維不織布張／グラスウール板 日本板硝子株式会社   QM-9877 平成14年09月25日

塩化ビニルフィルム張／せっこうボード 株式会社ニシケン   QM-9876 平成14年09月25日

化粧紙張／せっこうボード 株式会社ニシケン   QM-9875 平成14年09月25日

レーヨン織物張／グラスウール板 日本板硝子株式会社   QM-9874 平成14年09月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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 コマニー株式会社  (一財)建材試験センター QM-0082 平成14年08月26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 ユー・エフ・ピー株式会社  (一財)建材試験センター QM-0081 平成14年08月26日

エチレン-
メチルメタアクリレート共重合樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） オカモト株式会社  (一財)建材試験センター QM-0080 平成14年08月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／準不燃材料 サクラポリマー株式会社  (一財)ベターリビング QM-0079 平成14年08月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社  (一財)ベターリビング QM-0078 平成14年08月22日

紙壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社デコリア  (一財)建材試験センター QM-0077 平成14年08月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社デコリア  (一財)建材試験センター QM-0076 平成14年08月22日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／はり合わせアルミニウムはく
裏張／変性アクリルシリコン系樹脂塗装・塗装／亜鉛めっき鋼板 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 QM-0075 平成14年08月22日

アクリル樹脂混入モルタル塗／ガラスクロス入アクリル樹脂シート 真和建装株式会社   QM-9866 平成14年08月05日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／フェノールフォーム板 関東工業株式会社   QM-9865 平成14年08月05日

ポリリン酸カルバメート系薬剤処理木材 株式会社バイオマス科学研究
所 滋賀県守山市欲賀町755番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0074 平成14年07月22日

水性インキプリント／セルロース系繊維・ポリエステル系繊維混紡不
織布張／準不燃材料 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2丁目3番16

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0073 平成14年07月22日

難燃処理ポリエステル繊維織物・ガラス繊維フェルト張／下地材（準
不燃材料） 株式会社川島織物  (一財)建材試験センター QM-0072 平成14年07月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／下地材（準不燃材料） オカモト株式会社  (一財)建材試験センター QM-0071 平成14年07月22日

エチレン－酢酸ビニル樹脂系壁紙張／下地材（準不燃材料） オカモト株式会社  (一財)建材試験センター QM-0070 平成14年07月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／下地材（準不燃材料） オカモト株式会社  (一財)建材試験センター QM-0069 平成14年07月22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 株式会社チューオー  (一財)建材試験センター QM-0068 平成14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

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／下地材（準不燃材料） 株式会社テスコ  (一財)建材試験センター QM-0067 平成14年07月05日

ポリエステル繊維織物どんす張／ポリエステル繊維・ガラス繊維不織
布張／準不燃材料 株式会社川島織物 京都府京都市左京区静市市原

265 (一財)日本建築総合試験所 QM-0066 平成14年07月05日

顔料インキ・塩化ビニル系樹脂塗装／水酸化アルミニウム紙壁紙張／
準不燃材料

株式会社ニップコーポレーシ
ョンコンバート事業部  (一財)日本建築総合試験所 QM-0065 平成14年07月05日

ガラス繊維混入ポリイソシアヌレートフォーム充てん／アルミニウム
はく裏張／アクリル系樹脂塗装／アルミニウムはく

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駅南二
丁目13番4号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0064 平成14年06月20日

塩化ビニル樹脂塗装／ガラスクロス 平岡織染株式会社   QM-9871 平成14年05月31日

塩化ビニル樹脂塗装／ガラスクロス ユニチカグラスファイバー株
式会社   QM-9870 平成14年05月31日

塩化ビニル樹脂塗装／ガラスクロス カネボウ株式会社   QM-9869 平成14年05月31日

塩化ビニル樹脂塗装／ガラスクロス 泉株式会社   QM-9868 平成14年05月31日

塩化ビニル樹脂塗装／ガラスクロス 株式会社クラレ   QM-9867 平成14年05月31日

両面せっこうボード張／ブチル系合成ゴムシート板 ゼオン化成株式会社   QM-9858 平成14年05月31日

両面不燃積層せっこうボード張／ブチル系合成ゴムシート板 ゼオン化成株式会社   QM-9857 平成14年05月31日

薬剤処理木材 株式会社一宮工務店   QM-9856 平成14年05月31日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入石綿セメント板 山王セラミックス株式会社   QM-9855 平成14年05月31日

ジアリルフタレート樹脂含浸チタン紙張／パルプ混入石綿セメント板 山王セラミックス株式会社   QM-9854 平成14年05月31日

せっこうボード裏張／化粧鋼板 稲垣商事株式会社   QM-9853 平成14年05月31日

せっこうボード裏張／化粧鋼板 株式会社淀川製鋼所   QM-9852 平成14年05月31日

せっこうボード裏張／化粧鋼板 東邦シートフレーム株式会社   QM-9851 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

せっこうボード裏張／化粧鋼板 株式会社チューオー   QM-9850 平成14年05月31日

両面塗装アルミニウム板張／水酸化アルミニウム・ポリエチレン系樹
脂板 株式会社アルポリック   QM-9801 平成14年05月31日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 株式会社ソーゴ   QM-9781 平成14年05月31日

両面ボード用原紙張せっこう板張せっこうボード 吉野石膏株式会社   QM-9779 平成14年05月31日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／両面無機質混抄紙張フェノールフォーム
板 株式会社ソーゴ   QM-9777 平成14年05月31日

両面着色亜鉛めっき綱板張／水酸化アルミニウム混抄紙ロールコア板 株式会社ソーゴ   QM-9766 平成14年05月31日

酢ビ樹脂系塗装／木毛セメント板 元旦ビューティ工業株式会社   QM-9725 平成14年05月31日

酢ビ樹脂系塗装／木毛セメント板 元旦ビューティ工業株式会社   QM-9724 平成14年05月31日

両面ウレタン樹脂系塗装／両面アルミニウム板張ポリエチレン板 株式会社アルポリック   QM-9715 平成14年05月31日

鉛板裏張せっこうボード 東邦亜鉛株式会社   QM-9713 平成14年05月31日

両面アルミニウム板張／ポリエチレン板 株式会社アルポリック   QM-9712 平成14年05月31日

両面アルミニウム板張／ポリエチレン板 株式会社アルポリック   QM-9711 平成14年05月31日

両面アルミニウム板張／ポリエチレン板 株式会社アルポリック   QM-9709 平成14年05月31日

木毛パーライトセメント板 全国木質セメント板工業組合   QM-9702 平成14年05月31日

木毛セメント板 全国木質セメント板工業組合   QM-9701 平成14年05月31日

フェノールフォーム裏張亜鉛めっき鋼板 中国化工株式会社   QM-9643 平成14年05月31日

裏面アルミニウムはく張ガラスクロス張／フェノールフォーム裏張塗
装溶融亜鉛－5％アルミニウム合金めっき鋼板 日新総合建材株式会社   QM-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

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 日新総合建材株式会社   QM-9149 平成14年05月31日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／フェノールフォーム板 日新総合建材株式会社   QM-9140 平成14年05月31日

裏面アルミニウムはく張水酸化アルミニウム紙張／フェノールフォー
ム裏張塗装溶融亜鉛めっき鋼板 日新総合建材株式会社   QM-9139 平成14年05月31日

両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／フェノールフォーム板 日新総合建材株式会社   QM-9133 平成14年05月31日

裏面塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／フェノールフォーム裏張塗装金属板 日新総合建材株式会社   QM-9132 平成14年05月31日

裏面化粧アルミニウムはく張／フェノールフォーム裏張塗装溶融亜鉛
めっき鋼板 日新総合建材株式会社   QM-9131 平成14年05月31日

アクリル樹脂系塗装／両面ボード用原紙張せっこう板 チヨダウーテ株式会社   QM-9129 平成14年05月31日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／両面ボード用原紙張せっこう板 チヨダウーテ株式会社   QM-9128 平成14年05月31日

裏面アルミニウムはく張／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 日新総合建材株式会社   QM-9122 平成14年05月31日

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張せっこうボード 日新総合建材株式会社   QM-9097 平成14年05月31日

アクリルウレタン系樹脂塗装／裏面アクリルウレタン系樹脂塗装／パ
ルプ混入セメント板

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   QM-9030 平成14年05月31日

アクリルウレタン系樹脂塗装／裏面アクリルウレタン系樹脂塗装／パ
ルプ混入セメント板

株式会社エーアンドエーマテ
リアル   QM-9029 平成14年05月31日

合成ゴムシート充てん／両面パルプ混入せっこう板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   QM-9015 平成14年05月31日

合成ゴムシート充てん／両面繊維強化セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   QM-9008 平成14年05月31日

両面ボード用原紙張／黒鉛粉混入せっこう板 吉野石膏株式会社   QM-9809 平成14年05月22日

印刷化粧ボード用原紙張／裏面ボード用原紙張／活性白土せっこう板 吉野石膏株式会社   QM-9808 平成14年05月22日

両面ボード用原紙張／活性白土せっこう板 吉野石膏株式会社   QM-9807 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

両面着色亜鉛めっき鋼板張／フェノールフォーム板 アイジー工業株式会社   QM-9806 平成14年05月22日

アミノ樹脂系塗装／薬剤処理木材 協同組合ウッディあさひかわ   QM-9805 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア
板 株式会社イーケーシー   QM-9804 平成14年05月22日

ポリエステル樹脂系壁紙張／せっこうボード、繊維強化セメント板2種
、亜鉛めっき鋼板、コンクリート リケンテクノス株式会社   QM-9803 平成14年05月22日

両面ボード用原紙張／ゼオライト混入せっこう板 全日愛知県不動産協同組合   QM-9802 平成14年05月22日

裏面炭酸カルシウム紙張／フェノールフォーム板裏張着色亜鉛めっき
鋼板 トステム株式会社   QM-9800 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 ニチアス株式会社   QM-9799 平成14年05月22日

木毛・木片パーライトセメント板 三丸産業株式会社   QM-9798 平成14年05月22日

両面ポリエステル樹脂系塗装アルミニウム板張／アルミニウムハニカ
ムコア板 アルキャンジャパン株式会社   QM-9797 平成14年05月22日

両面アルミニウム板張／ポリエチレン樹脂板 ALCAN SINGEN GMBH   QM-9796 平成14年05月22日

裏面はり合わせアルミニウム箔張／フェノールフォーム板裏張着色亜
鉛めっき鋼板 北海鋼機株式会社   QM-9795 平成14年05月22日

両面フッ素樹脂系塗装アルミニウム板張／発泡ポリエチレン樹脂板 三共ユナイト工業株式会社   QM-9794 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装アルミニウム板張／発泡ポリエチレン樹脂板 三共ユナイト工業株式会社   QM-9793 平成14年05月22日

両面ポリエステル樹脂系塗装アルミニウム板張／発泡ポリエチレン樹
脂板 三共ユナイト工業株式会社   QM-9792 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板張／はり合わせアルミニウム箔裏張／フェノール
フォーム板 北海鋼機株式会社   QM-9791 平成14年05月22日

アクリル樹脂混入モルタル塗／ガラス繊維不織布シート 菊水化学工業株式会社   QM-9790 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 YKKアーキテクチュラルプロ
ダクツ株式会社   QM-9789 平成14年05月22日

376/454 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

アクリル樹脂混入モルタル塗／ガラスクロスシート 山本窯業化工株式会社   QM-9788 平成14年05月22日

両面塗装アルミニウム板張／発泡ポリエチレン樹脂板 三共ユナイト工業株式会社   QM-9787 平成14年05月22日

両面ポリエステル樹脂系塗装アルミニウム板張／発泡ポリエチレン樹
脂板 三共ユナイト工業株式会社   QM-9786 平成14年05月22日

薬剤処理木材 キッチンハウス株式会社   QM-9785 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装鋼板張／水酸化アルミニウム混抄紙ロールコ
ア板 株式会社ノハラエクジン   QM-9784 平成14年05月22日

両面塗装金属板張／イソシアヌレートフォーム板 株式会社チューオー   QM-9783 平成14年05月22日

両面アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板張／ポリイソシアヌレートフ
ォーム板 ニチアス株式会社   QM-9782 平成14年05月22日

薬剤処理木材 キッチンハウス株式会社   QM-9780 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板張／塗装溶融亜鉛めっき鋼板裏張／イソシアヌレ
ートフォーム板

YKKアーキテクチュラルプロ
ダクツ株式会社   QM-9778 平成14年05月22日

両面アルミニウム板張／ポリエチレン樹脂板 三共ユナイト工業株式会社   QM-9776 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 株式会社淀川製鋼所   QM-9775 平成14年05月22日

ゼオライト粉混入木繊セメント板 有限会社ミヒロ   QM-9774 平成14年05月22日

ゼオライト粉混入木繊セメント板 加藤産業株式会社   QM-9773 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／フェノールフォーム板 アイジー工業株式会社   QM-9772 平成14年05月22日

塩化ビニルシート裏張せっこうボード 大建工業株式会社   QM-9771 平成14年05月22日

両面アルミニウム板張／ポリエチレン樹脂板 三共ユナイト工業株式会社   QM-9770 平成14年05月22日

両面塗装アルミニウム板張／ポリエチレン樹脂板 積水樹脂株式会社   QM-9769 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

ポリエステル系織物張／せっこうボード裏張亜鉛めっき鋼板 コマニー株式会社   QM-9768 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォー
ム板 オリエンタルメタル株式会社   QM-9767 平成14年05月22日

パルプ・石綿混入パーライト・けい砂セメント押出成形板 東陶機器株式会社   QM-9765 平成14年05月22日

両面アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板張／イソシアヌレートフォー
ム板 東洋ゴム工業株式会社   QM-9764 平成14年05月22日

平成19年11月05日取消

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 東洋ゴム工業株式会社   QM-9763 平成14年05月22日
平成19年11月05日取消

両面ダンボールコア付着色亜鉛めっき鋼板張／フェノールフォーム板 東洋ゴム工業株式会社   QM-9762 平成14年05月22日

両面アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板張／イソシアヌレートフォー
ム板 東洋ゴム工業株式会社   QM-9761 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 アイジー工業株式会社   QM-9760 平成14年05月22日

ガラス繊維不織布入塩ビシート裏張／エチレン・塩ビ共重合樹脂混入
水酸化アルミニウム天然砕石板 菊水化学工業株式会社   QM-9759 平成14年05月22日

幅広木毛セメント板 三丸産業株式会社   QM-9758 平成14年05月22日

板紙積層板裏張せっこうボード 王子製紙株式会社   QM-9757 平成14年05月22日

両面せっこうボード張／板紙積層板 王子製紙株式会社   QM-9756 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 株式会社淀川製鋼所   QM-9755 平成14年05月22日

裏面炭酸カルシウム紙張／イソシアヌレートフォーム板裏張石綿セメ
ントけい酸カルシウム板 アキレス株式会社   QM-9754 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 株式会社チューオー   QM-9753 平成14年05月22日

裏面はり合せアルミニウム箔張／フェノールフォーム板裏張塗装ステ
ンレス鋼板 株式会社チューオー   QM-9752 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 アイジー工業株式会社   QM-9751 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

ポリエステル樹脂系塗装／両面アルミニウム板張／フェノール樹脂混
入水酸化アルミニウム板 アルキャンジャパン株式会社   QM-9750 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 アイジー工業株式会社   QM-9749 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 アイジー工業株式会社   QM-9748 平成14年05月22日

裏面はり合せアルミニウム箔張／フェノールフォーム板裏張着色亜鉛
めっき鋼板 株式会社チューオー   QM-9747 平成14年05月22日

両面ガラス繊維不織布張／フェノールフォーム板 東洋ゴム工業株式会社   QM-9746 平成14年05月22日

両面ガラスペーパー張／ガラス繊維混入イソシアヌレートフォーム板
裏張石綿・パルプ混入せっこう板

株式会社イノアックコーポレ
ーション   QM-9745 平成14年05月22日

両面アルミニウム箔張ガラス繊維混入イソシアヌレートフォーム板裏
張／ポリエステル系繊維不織布張グラスウール板

株式会社イノアックコーポレ
ーション   QM-9744 平成14年05月22日

裏面アルミニウム箔張クラフト紙張／フェノールフォーム板裏張着色
亜鉛めっき鋼板 株式会社チューオー   QM-9743 平成14年05月22日

裏面炭酸カルシウム紙張／フェノールフォーム板裏張せっこうボード アキレス株式会社   QM-9742 平成14年05月22日

裏面炭酸カルシウム紙張／イソシアヌレートフォーム板裏張せっこう
ボード 東洋ゴム工業株式会社   QM-9741 平成14年05月22日

裏面はり合せアルミニウム箔張／フェノールフォーム板裏張着色亜鉛
めっき鋼板 株式会社チューオー   QM-9740 平成14年05月22日

両面鉄箔張／フェノールフォーム板 東洋ゴム工業株式会社   QM-9739 平成14年05月22日

裏面ポリエチレンフィルム張炭酸カルシウム紙張／ウレタンフォーム
裏張せっこうボード アキレス株式会社   QM-9738 平成14年05月22日

アクリルウレタン樹脂系塗装／アクリル系繊維混入セメント板 大倉工業株式会社   QM-9737 平成14年05月22日

裏面はり合せアルミニウム箔張／パーライト混入フェノールフォーム
板裏張着色亜鉛めっき鋼板 北海鋼機株式会社   QM-9736 平成14年05月22日

両面アルミニウム板張／ポリエチレン板 アルキャンジャパン株式会社   QM-9735 平成14年05月22日

裏面石綿紙張／フェノールフォーム板裏張せっこうボード 東洋ゴム工業株式会社   QM-9734 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

パーライトフェノールフォーム板 積水化成品工業株式会社   QM-9733 平成14年05月22日

印刷紙張／ガラス繊維フェノールフォーム板 東洋ゴム工業株式会社   QM-9732 平成14年05月22日

両面せっこうボード張／アクリル酸エステル系シート板 株式会社ブリヂストン   QM-9731 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板両面張／せっこうボード張
ペーパーコア板 日本スピンドル製造株式会社   QM-9730 平成14年05月22日

両面アクリル樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板両面張／ペーパーコア板 日本スピンドル製造株式会社   QM-9729 平成14年05月22日

ロックウール板裏張着色亜鉛めっき鋼板 稲垣商事株式会社   QM-9728 平成14年05月22日

裏面アルミニウム箔張石綿紙張／フェノールフォーム板裏張着色亜鉛
めっき鋼板 トステム株式会社   QM-9727 平成14年05月22日

パーライトフェノールフォーム板 積水化成品工業株式会社   QM-9726 平成14年05月22日

アルミニウム箔張石綿紙張／裏面アルミニウム箔張炭酸カルシウム紙
張／フェノールフォーム板 アキレス株式会社   QM-9723 平成14年05月22日

裏面石綿紙張／ポリイソシアヌレートフォーム板裏張せっこう板 アキレス株式会社   QM-9722 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装・鉄箔張炭酸カルシウム紙張／裏面アルミニウム
箔張炭酸カルシウム紙張／フェノールフォーム板 アキレス株式会社   QM-9721 平成14年05月22日

ロックウール板裏張着色亜鉛めっき鋼板 株式会社淀川製鋼所   QM-9720 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／せっこうボード 丸玉産業株式会社   QM-9719 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装・天然木単板張／パルプ混入石綿セメント板 朝日ウッドテック株式会社   QM-9718 平成14年05月22日

裏面アスベスト紙張／イソシアヌレートフォーム板裏張せっこうボー
ド アキレス株式会社   QM-9717 平成14年05月22日

ポリプロピレンフィルム張／亜鉛めっき鋼板 東洋鋼鈑株式会社   QM-9716 平成14年05月22日

鉛板裏張木毛セメント板 東邦亜鉛株式会社   QM-9714 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

ポリエステル樹脂混入水酸化アルミニウム大理石粉板 株式会社シブタニ   QM-9710 平成14年05月22日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入石綿セメント板 丸玉産業株式会社   QM-9708 平成14年05月22日

アミノアルキッド樹脂系塗装・紙張／パルプ混入石綿セメント板 丸玉産業株式会社   QM-9707 平成14年05月22日

裏面はり合わせアルミニウム箔張／イソシアヌレートフォーム裏張着
色亜鉛めっき鋼板 株式会社チューオー   QM-9697 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム 株式会社チューオー   QM-9691 平成14年05月22日

ポリエステル樹脂含浸紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 積水ホームテクノ株式会社   QM-9686 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 大同鋼板株式会社   QM-9685 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム 株式会社チューオー   QM-9680 平成14年05月22日

裏面はり合せアルミニウム箔張／フェノールフォーム裏張着色亜鉛め
っき鋼板 株式会社チューオー   QM-9676 平成14年05月22日

裏面はり合せアルミニウム箔張／フェノールフォーム裏張着色亜鉛め
っき鋼板 株式会社チューオー   QM-9671 平成14年05月22日

パルプ混入スラグセメント板 住友林業クレスト株式会社   QM-9670 平成14年05月22日

パルプ・石綿混入フライアッシュセメント板 ウベボード株式会社   QM-9660 平成14年05月22日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 大同鋼板株式会社   QM-9648 平成14年05月22日

無機質塩化ビニル発泡板張／セラミック粉混入木繊セメント板 株式会社エムアンドケー   QM-9146 平成14年05月22日

酢ビ樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   QM-9141 平成14年05月22日

セラミック粉混入木繊セメント板 株式会社エムアンドケー   QM-9138 平成14年05月22日

酢ビ樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   QM-9137 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

酢ビ樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   QM-9126 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／石綿混入ロックウール板 東洋テックス株式会社   QM-9103 平成14年05月22日

着色亜鉛めっき鋼板張せっこうボード 株式会社チューオー   QM-9093 平成14年05月22日

難燃化ポリプロピレン樹脂フイルム張／裏面ポリエステル樹脂系塗装
／亜鉛めっき鋼板 日鐵住金建材株式会社   QM-9043 平成14年05月22日

ポリエステル系布張／グラスウール保温板 イノベイジアインコーポレイ
テッド日本支店  (一財)建材試験センター QM-0063 平成14年05月22日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／表面(裏面)塗装溶融亜鉛めっき
鋼板／裏面(表面)はり合わせアルミニウムはく 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 QM-0062 平成14年05月22日

エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1丁
目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0061 平成14年05月22日

ポリリン酸カルバメート系薬剤処理木材 協同組合長野県信州からまつ
工業会

長野県小県郡東部町大字加沢
字上川原201番地5番 (一財)日本建築総合試験所 QM-0060 平成14年05月22日

フッ素系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂塗装壁紙張／準不燃材料 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町1丁
目1番1号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0059 平成14年05月22日

無機質高充填フォームプラスチック裏張／金属板 日新製鋼株式会社   QM-9849 平成14年05月17日

化粧石綿けい酸カルシウム板化粧石綿スレート 株式会社三越環境サービス   QM-9848 平成14年05月17日

化粧石綿けい酸カルシウム板化粧石綿スレート 株式会社内外テクノス   QM-9847 平成14年05月17日

化粧石綿けい酸カルシウム板化粧石綿スレート 清水建設株式会社   QM-9846 平成14年05月17日

セルローズ・ファイバー／準不燃材料

吉水商事株式会社  

 QM-9845 平成14年05月17日十條木材株式会社  

王子製袋株式会社  

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 株式会社淀川製鋼所   QM-9844 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

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 三菱樹脂株式会社   QM-9843 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 北海鋼機株式会社   QM-9842 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 日鐵建材工業株式會社   QM-9841 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 日新製鋼株式会社   QM-9840 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 東洋鋼鈑株式会社   QM-9839 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 筒中プラスチック工業株式会
社   QM-9838 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 大日本印刷株式会社   QM-9837 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 大同鋼板株式会社   QM-9836 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 大洋製鋼株式会社   QM-9835 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 住友スリーエム株式会社   QM-9834 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 住友金属建材株式会社   QM-9833 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 新日本製鐵株式會社   QM-9832 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 シーアイ化成株式会社   QM-9831 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 川鉄鋼板株式会社   QM-9830 平成14年05月17日

難燃化ポリエチレンフォーム裏張／金属板 日新製鋼株式会社   QM-9829 平成14年05月17日

せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   QM-9828 平成14年05月17日

吸音用あなあきせっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   QM-9827 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

シージングせっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   QM-9826 平成14年05月17日

特殊せっこう吸音ボード 社団法人石膏ボード工業会   QM-9825 平成14年05月17日

化粧せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   QM-9824 平成14年05月17日

せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   QM-9823 平成14年05月17日

化粧せっこう吸音ボード 社団法人石膏ボード工業会   QM-9822 平成14年05月17日

化粧せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   QM-9821 平成14年05月17日

せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   QM-9820 平成14年05月17日

せっこうボード 社団法人石膏ボード工業会   QM-9819 平成14年05月17日

化粧グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社  

 QM-9818 平成14年05月17日株式会社　マグ  

旭ファイバーグラス株式会社  

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

　松下電工株式会社  

 QM-9817 平成14年05月17日　大建工業株式会社  

　日東紡績株式会社  

塗料塗装／準不燃材料 社団法人日本塗料工業会   QM-9816 平成14年05月17日

粉じん固化剤 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   QM-9815 平成14年05月17日

繊維壁材塗り／準不燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   QM-9814 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

複合型化粧用仕上材塗り／準不燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   QM-9813 平成14年05月17日

有機質砂壁状塗料塗り／準不燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   QM-9812 平成14年05月17日

無機質砂壁状吹付材塗り／準不燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   QM-9811 平成14年05月17日

繊維強化フェノール複合材 社団法人
強化プラスチック協会   QM-9810 平成14年05月10日

両面ボード用原紙張／パーライト混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社   QM-9163 平成14年05月07日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／せっこうボード チヨダウーテ株式会社   QM-9162 平成14年05月07日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／せっこうボード チヨダウーテ株式会社   QM-9161 平成14年05月07日

塩化ビニルフィルム張／せっこうボード チヨダウーテ株式会社   QM-9160 平成14年05月07日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／ロックウール板 大建工業株式会社   QM-9159 平成14年05月07日

アクリル樹脂系塗装／ロックウール板 大建工業株式会社   QM-9158 平成14年05月07日

酢ビ樹脂系塗装／ロックウール板 大建工業株式会社   QM-9157 平成14年05月07日

ポリエチレンフィルム張／ロックウール板 大建工業株式会社   QM-9152 平成14年05月07日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   QM-9151 平成14年05月07日

塩化ビニルフィルム張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   QM-9147 平成14年05月07日

両面無機質混抄紙張／水酸化アルミニウムフェノールフォーム板 日東紡績株式会社   QM-9145 平成14年05月07日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／両面ボード用原紙張せっこう板 チヨダウーテ株式会社   QM-9130 平成14年05月07日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   QM-9127 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

両面無機質混抄紙張／フェノールフォーム板 日東紡績株式会社   QM-9125 平成14年05月07日

両面無機質混抄紙張／フェノールフォーム板 日東紡績株式会社   QM-9120 平成14年05月07日

薄葉紙張／両面ボード用原紙張／パーライト混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社   QM-9119 平成14年05月07日

酢ビ樹脂系塗装／でん粉混入パーライトロックウール板 大建工業株式会社   QM-9117 平成14年05月07日

両面はり合せアルミニウム箔張／フェノールフォーム板 日東紡績株式会社   QM-9116 平成14年05月07日

裏面ガラスペーパー張／フェノールフォーム裏張ロックウール板 日東紡績株式会社   QM-9114 平成14年05月07日

裏面ガラスペーパー張／フェノールフォーム板裏張せっこうボード 日東紡績株式会社   QM-9113 平成14年05月07日

難燃紙張／でんぷん混入ロックウール板 大建工業株式会社   QM-9112 平成14年05月07日

酢ビ樹脂系塗装／塩化ビニルシート裏張でんぷん混入ロックウール積
層板 大建工業株式会社   QM-9111 平成14年05月07日

酢ビ樹脂系塗装／でんぷん混入ロックウール積層板 大建工業株式会社   QM-9110 平成14年05月07日

酢ビ樹脂系塗装／裏面塩化ビニル樹脂系塗装／でんぷん混入ロックウ
ール板 大建工業株式会社   QM-9108 平成14年05月07日

塩化ビニル樹脂系塗装／塩化ビニルシート裏張でんぷん混入ロックウ
ール板 大建工業株式会社   QM-9107 平成14年05月07日

塩化ビニル樹脂系塗装／でんぷん混入ロックウール板 大建工業株式会社   QM-9106 平成14年05月07日

酢ビ樹脂系塗装／フェノール樹脂混入ロックウール板 大建工業株式会社   QM-9101 平成14年05月07日

ウレタン樹脂系塗装・紙張／でんぷん混入ロックウール板 大建工業株式会社   QM-9100 平成14年05月07日

塩化ビニルフィルム張／裏面メラミン系塗装／でんぷん混入ロックウ
ール板 大建工業株式会社   QM-9095 平成14年05月07日

両面アクリル樹脂系塗装／木片・木繊維混入セメント・けい酸カルシ
ウム板 ニチハ株式会社   QM-9062 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

難燃紙・イソシアヌレートフォーム裏張／せっこうボード 株式会社ブリヂストン   QM-9037 平成14年05月07日

両面着色亜鉛鉄板張／ウレタンフォーム板 日本軽金属株式会社   QM-9035 平成14年05月07日

化粧パルプセメント板 セメントファイバーボード工
業組合   QM-9704 平成14年05月01日

パルプセメント板 セメントファイバーボード工
業組合   QM-9703 平成14年05月01日

ポリエステル不織布張水酸化アルミニウム混入フェノールフォーム充
てん／両面着色亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0058 平成14年05月01日

ポリエステル不織布張イソシアヌレートフォーム充てん／両面着色亜
鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0057 平成14年05月01日

酢酸ビニル壁紙／準不燃材料 大日本印刷株式会社  (一財)建材試験センター QM-0056 平成14年05月01日

両面アルミニウムはく・ポリエステル不織布張／フェノールフォーム
板 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2丁目5番5

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0055 平成14年05月01日

両面エポキシ樹脂系塗装アルミニウムはく・ポリエステル不織布張／
フェノールフォーム板 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2丁目5番5

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0054 平成14年05月01日

アクリル樹脂系・塩化ビニル樹脂系塗装壁紙張／準不燃材料 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 QM-0053 平成14年04月15日

アクリル樹脂系・塩化ビニル樹脂系塗装壁紙張／準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四つ木2丁目1
6番14号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0052 平成14年04月15日

エチレン・酢酸ビニル系樹脂レーヨン不織布壁紙張／準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0051 平成14年04月15日

麻織物・塩化ビニル樹脂系壁紙張／準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0050 平成14年04月15日

酢酸ビニル樹脂系・アクリル酸エステル共重合樹脂系塗装／ロックウ
ール板 大建工業株式会社 富山県東礪波郡井波町井波1

番地の1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0049 平成14年04月15日

ポリビニルアルコール樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系塗装壁紙張
／準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四つ木2丁目1

6番14号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0046 平成14年04月15日

両面ポリアクリルウレタン系樹脂塗装／セルロース繊維混入フェノー
ル系樹脂成形板 トレスパ・ジャパン株式会社  (一財)建材試験センター QM-0048 平成14年03月18日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／ひのき板 株式会社丸七ヒダ川ウッド  (一財)建材試験センター QM-0047 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

ホウ酸・リン酸系薬剤処理木材 株式会社内田工務店 静岡県三島市南二日町22番79
号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0045 平成14年03月18日

アクリル樹脂系塗装／硬質木片セメント板

積水化学工業株式会社  

 QM-9706 平成14年03月15日大建工業株式会社  

ニチハ株式会社  

普通木片セメント板 ドリゾール工業株式会社   QM-9705 平成14年03月15日

アクリル樹脂混入モルタル塗／ガラスクロスシート 日本フェース株式会社   QM-9700 平成14年03月15日

両面無機質混抄紙張／フェノールフォーム板 旭化成建材株式会社   QM-9699 平成14年03月15日

ポリエチレンシート張／石綿混入スラグ・フライアッシュセメント板 株式会社ノダ   QM-9698 平成14年03月15日

アルミノけい酸塩発泡板 株式会社リボール   QM-9696 平成14年03月15日

両面クラフト紙張／けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社   QM-9695 平成14年03月15日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 ダイト工業株式会社   QM-9694 平成14年03月15日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 昭和パネルシステム株式会社   QM-9693 平成14年03月15日

両面ボード用原紙張／パルプ混入せっこう板 株式会社建材技術研究所   QM-9692 平成14年03月15日

パルプ・ガラス繊維混入水酸化アルミニウム板 北越製紙株式会社   QM-9690 平成14年03月15日

塗装ステンレス鋼板張／着色亜鉛めっき鋼板裏張／フェノールフォー
ム板 アイジー工業株式会社   QM-9689 平成14年03月15日

両面ボード用原紙張／パルプ混入せっこう板 株式会社建材技術研究所   QM-9688 平成14年03月15日

裏面はり合せアルミニウム箔張／フェノールフォーム板裏張塗装ステ
ンレス鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9687 平成14年03月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 ダイト工業株式会社   QM-9684 平成14年03月15日

レーヨンクロス張／ロックウール板 日本ロックウール株式会社   QM-9683 平成14年03月15日

リシン吹付ポリエステル樹脂系塗装／裏面はり合せアルミニウム箔張
／フェノールフォーム板裏張着色亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9682 平成14年03月15日

ポリエステル樹脂系塗装／裏面アルミニウム箔張／フェノールフォー
ム板裏張アルミニウム板 フクビ化学工業株式会社   QM-9681 平成14年03月15日

裏面アルミニウム箔張ライナー紙張／イソシアヌレートフォーム板裏
張着色亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9679 平成14年03月15日

両面塗装鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 大島応用化学工業株式会社   QM-9678 平成14年03月15日

リシン吹付ポリエステル樹脂系塗装／裏面はり合せアルミニウム箔張
／フェノールフォーム板裏張着色亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9677 平成14年03月15日

両面ボード用原紙張／パルプ・パラフィン混入せっこう板 株式会社建材技術研究所   QM-9675 平成14年03月15日

裏面はり合せアルミニウム箔張／フェノールフォーム板裏張着色亜鉛
めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9674 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入スラグセメント板 株式会社ノダ   QM-9673 平成14年03月15日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／パルプ混入スラグセメント板 株式会社ノダ   QM-9672 平成14年03月15日

両面ボード用原紙張／パルプ混入せっこう板 株式会社建材技術研究所   QM-9669 平成14年03月15日

両面メラミン樹脂系塗装／鋼板両面張／難燃処理ペーパーコア板 小松ウオール工業株式会社   QM-9668 平成14年03月15日

両面ガラスクロス張／水酸化アルミニウム紙ロールコア板 王子製紙株式会社   QM-9667 平成14年03月15日

酢ビ樹脂系塗装／パルプ混入ロックウール板 株式会社ノダ   QM-9666 平成14年03月15日

裏面アルミニウム箔張アスベスト紙張／フェノールフォーム板裏張着
色亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9665 平成14年03月15日

裏面アルミニウム箔張アスベスト紙張／フェノールフォーム板裏張着
色亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9664 平成14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

ポリエステル樹脂系塗装／裏面ウレタンフォーム吹付／アルミニウム
板 フクビ化学工業株式会社   QM-9663 平成14年03月15日

両面メラミン樹脂系塗装／鋼板両面張／難燃処理ペーパーコア板 小松ウオール工業株式会社   QM-9662 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張・酢ビ樹脂系塗装／グラスウール板 株式会社ノダ   QM-9661 平成14年03月15日

アミノアルキッド樹脂系塗装／裏面アルミニウム箔張りアスベスト紙
張／フェノールフォーム板裏張着色亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9659 平成14年03月15日

塩化ビニル樹脂系塗装／アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 大同鋼板株式会社   QM-9658 平成14年03月15日

ポリエチレン樹脂系塗装／亜鉛めっき鋼板 大洋製鋼株式会社   QM-9657 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／パルプ・石綿混入スラグセメント板 株式会社ノダ   QM-9656 平成14年03月15日

両面ポリエステル樹脂含浸ガラスクロス張／セラミック粒子ポリエス
テル樹脂板 日本碍子株式会社   QM-9655 平成14年03月15日

ポリエステル樹脂系塗装・紙張／石綿混入スラグせっこう板 株式会社朝日セラテック   QM-9654 平成14年03月15日

裏面アスベスト紙張／イソシアヌレートフォーム板裏張せっこうボー
ド アイジー工業株式会社   QM-9653 平成14年03月15日

裏面はり合せアルミニウム箔張／イソシアヌレートフォーム板裏張せ
っこうボード アイジー工業株式会社   QM-9652 平成14年03月15日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／両面単板張り／石綿セ
メントけい酸カルシウム板 岡田銘木株式会社   QM-9651 平成14年03月15日

ポリエステル樹脂含浸紙張／石綿セメントけい酸カルシウム板 大日建材工業株式会社   QM-9650 平成14年03月15日

ポリエステル樹脂系塗装・紙張／パルプ混入石綿セメント板 大日建材工業株式会社   QM-9649 平成14年03月15日

ポリエステル樹脂系塗装・天然木単板張／亜鉛めっき鋼板 日本フネン株式会社   QM-9647 平成14年03月15日

ポリウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／亜鉛めっき鋼板 日本フネン株式会社   QM-9646 平成14年03月15日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入石綿セメント板 大日建材工業株式会社   QM-9645 平成14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

ポリエステル樹脂系塗装・紙張／パルプ混入石綿セメント板 大日建材工業株式会社   QM-9644 平成14年03月15日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／水酸化アルミニウム紙ロールコア板 日本軽金属株式会社   QM-9144 平成14年03月15日

鉛板裏張せっこうボード 日鉱商事株式会社   QM-9121 平成14年03月15日

ガラスクロス入合成樹脂混入モルタル板 エスケー化研株式会社   QM-9023 平成14年03月15日

有機質（セルロース系）普通紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 北三株式会社   QM-9642 平成14年03月01日

有機質（セルロース系）水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃
せっこうボード及び準不燃材料 北三株式会社   QM-9641 平成14年03月01日

木材チップ混入紙壁紙張／アクリル樹脂塗料塗装仕上げ／不燃材料（
金属板を除く）及び準不燃材料 アトミクス株式会社   QM-9640 平成14年03月01日

無機質（水酸化アルミニウム・プラスチック混）混入層普通紙壁紙張
／不燃せっこうボード及び準不燃材料 武田薬品工業株式会社   QM-9639 平成14年03月01日

普通紙水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除
く）及び準不燃材料 西武ポリマ化成株式会社   QM-9638 平成14年03月01日

不織布無機質プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板を除く）
及び準不燃材料 株式会社トミタ   QM-9637 平成14年03月01日

不織布普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 山天東リ株式会社   QM-9636 平成14年03月01日

不織布普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   QM-9635 平成14年03月01日

難燃ポリエステル織物どんす張／無機質繊維不織布／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 株式会社トミタ   QM-9634 平成14年03月01日

難燃ポリエステル織物どんす張／炭素繊維不織布／不燃材料（金属板
を除く）及び準不燃材料 株式会社川島織物   QM-9633 平成14年03月01日

合成紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9632 平成14年03月01日

絹織物普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 ベスコムB.V   QM-9631 平成14年03月01日

絹織物難燃紙難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   QM-9630 平成14年03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

絹織物水酸化アルミニウム紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃
材料 株式会社サンゲツ   QM-9629 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 住友スリーエム株式会社   QM-9628 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層鉄箔水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃せ
っこうボード及び準不燃材料 サンレイズ工業株式会社   QM-9627 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層水酸化マグネシウム紙難燃処理壁紙張／不燃せっこ
うボード及び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9626 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃せっこ
うボード及び準不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9625 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層プラスチック層難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 中塚株式会社   QM-9624 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層（硫酸鉛混入）鉄箔ポリエステル不織布難燃処理壁
紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 アサヒ合成工業株式会社   QM-9623 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層（金属板充填材混入）布裏難燃処理壁紙張／法定不
燃材料（石こうボード及び金属板を除く） マロン株式会社   QM-9622 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂及び有機質（セルロース系）合成紙壁紙張／不燃材料
（金属板を除く）及び準不燃材料 住友スリーエム株式会社   QM-9621 平成14年03月01日

プラスチック層有機質（セルロース系）普通紙壁紙張／不燃材料（金
属板を除く）及び準不燃材料 富双合成株式会社   QM-9620 平成14年03月01日

プラスチック層有機質（セルロース系）普通紙壁紙張／不燃材料（金
属板を除く）及び準不燃材料 日本ビニル工業株式会社   QM-9619 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 スリーエイ化学株式会社   QM-9618 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 東永化成株式会社   QM-9617 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 株式会社キョクソー   QM-9616 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 株式会社サンゲツ   QM-9615 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 サクラポリマー株式会社   QM-9614 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 富双合成株式会社   QM-9613 平成14年03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

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 アキレス株式会社   QM-9612 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 凸版印刷株式会社   QM-9611 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 竹野株式会社   QM-9610 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 サンロック工業株式会社   QM-9608 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 山天東リ株式会社   QM-9607 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9606 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 株式会社テスコ   QM-9605 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 ロンシール工業株式会社   QM-9604 平成14年03月01日

プラスチック層不織布壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 株式会社ナンカイテクナート   QM-9603 平成14年03月01日

プラスチック層難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不
燃材料 住友スリーエム株式会社   QM-9602 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 東永化成株式会社   QM-9601 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 西武ポリマ化成株式会社   QM-9600 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 西武ポリマ化成株式会社   QM-9599 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 東武化学工業株式会社   QM-9598 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 株式会社酒井化染   QM-9597 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 サクラポリマー株式会社   QM-9596 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 富双合成株式会社   QM-9595 平成14年03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

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 大日本印刷株式会社   QM-9594 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 凸版印刷株式会社   QM-9593 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 竹野株式会社   QM-9591 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9590 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9589 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 共和レザー株式会社   QM-9588 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9587 平成14年03月01日

プラスチック層難燃紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 オカモト株式会社   QM-9586 平成14年03月01日

プラスチック層水酸化アルミニウム紙壁紙張／不燃材料（金属板を除
く）及び準不燃材料 共和レザー株式会社   QM-9585 平成14年03月01日

プラスチック層水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃せっこう
ボード及び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9584 平成14年03月01日

プラスチック層水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金
属板を除く）及び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9583 平成14年03月01日

プラスチック層水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃材料（金
属板を除く）及び準不燃材料 ダイニック株式会社   QM-9582 平成14年03月01日

プラスチック層水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／不燃せっこう
ボード及び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9581 平成14年03月01日

ガラス繊維織物壁紙張／合成樹脂エマルション塗料塗装仕上げ／不燃
せっこうボード及び準不燃材料 日東紡績株式会社   QM-9579 平成14年03月01日

ガラス繊維織物壁紙張／アクリル樹脂塗料塗装仕上げ／不燃せっこう
ボード及び準不燃材料 アトミクス株式会社   QM-9578 平成14年03月01日

ガラス繊維織物壁紙張／アクリル樹脂塗料塗装仕上げ／不燃せっこう
ボード及び準不燃材料 株式会社サンゲツ   QM-9577 平成14年03月01日

ガラス繊維織物壁紙張／EVA樹脂塗料塗装仕上げ／不燃せっこうボー
ド及び準不燃材料 リリカラ株式会社   QM-9576 平成14年03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

ガラス繊維織物水酸化アルミニウム紙壁紙張／合成樹脂エマルション
塗料塗装仕上げ／不燃せっこうボード及び準不燃材料 日東紡績株式会社   QM-9575 平成14年03月01日

ガラス繊維織物水酸化アルミニウム紙壁紙張／アクリル樹脂塗料塗装
仕上げ／不燃せっこうボード及び準不燃材料 同光商事株式会社   QM-9574 平成14年03月01日

ガラス繊維織物水酸化アルミニウム紙壁紙張／EVA樹脂塗料塗装仕上
げ／不燃せっこうボード及び準不燃材料 リリカラ株式会社   QM-9573 平成14年03月01日

ガラス繊維織物水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／アクリル樹脂
塗料塗装仕上げ／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社川島織物   QM-9572 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）有機質（セルロース系）化粧普通紙
裏打ち壁紙張／不燃材料及び準不燃材料 富士鉱業株式会社   QM-9571 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃
材料及び準不燃材料 富士鉱業株式会社   QM-9570 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料及び
準不燃材料 株式会社サンゲツ   QM-9569 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料及び
準不燃材料 フジワラ化学株式会社   QM-9568 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）有機質（セルロース系）化粧難燃紙
裏打ち難燃処理壁紙張／金属板及び準不燃材料 フジワラ化学株式会社   QM-9567 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属
板及び準不燃材料 株式会社ホクシンクロス   QM-9566 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属
板及び準不燃材料 株式会社酒井化染   QM-9565 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属
板及び準不燃材料 フジワラ化学株式会社   QM-9564 平成14年03月01日

無機質骨材吹き付け（樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属
板及び準不燃材料 富士鉱業株式会社   QM-9563 平成14年03月01日

ガラス繊維織物プラスチック層化粧水酸化アルミニウム紙裏打ち難燃
処理壁紙張／金属板及び準不燃材料 高倉インテリア工業株式会社   QM-9562 平成14年03月01日

ガラス繊維織物水酸化アルミニウム紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板
及び準不燃材料 日東紡績株式会社   QM-9561 平成14年03月01日

ガラス繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金
属板及び準不燃材料 株式会社キョクソー   QM-9560 平成14年03月01日

ガラス繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金
属板及び準不燃材料 エスケー化研株式会社   QM-9559 平成14年03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

ガラス繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金
属板及び準不燃材料 サンロック工業株式会社   QM-9558 平成14年03月01日

ガラス繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金
属板及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   QM-9557 平成14年03月01日

ガラス繊維織物塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／金属板及び準不燃材料 住友スリーエム株式会社   QM-9556 平成14年03月01日

ガラス繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板及び準不燃材料 ニッセン工業株式会社   QM-9555 平成14年03月01日

ガラス繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板及び準不燃材料 内貴紙工株式会社   QM-9554 平成14年03月01日

ガラス繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板及び準不燃材料 株式会社川島織物   QM-9553 平成14年03月01日

ガラス繊維織物難燃処理壁紙張／金属板及び準不燃材料 ダイニック株式会社   QM-9552 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂有機質（ポリエステル系）化粧
難燃処理壁紙張／金属板及び準不燃材料 株式会社テスコ   QM-9551 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
金属板及び準不燃材料 大因州製紙協業組合   QM-9550 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
金属板及び準不燃材料 ニッセン工業株式会社   QM-9549 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
金属板及び準不燃材料 アキレス株式会社   QM-9548 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
金属板及び準不燃材料 アクメ化工株式会社   QM-9547 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
金属板及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   QM-9546 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／
金属板及び準不燃材料 株式会社川島織物   QM-9545 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 株式会社エービーシー商会   QM-9544 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 高倉インテリア工業株式会社   QM-9543 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 東武化学工業株式会社   QM-9542 平成14年03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

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 オカモト株式会社   QM-9541 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 富双合成株式会社   QM-9540 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 アキレス株式会社   QM-9539 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 凸版印刷株式会社   QM-9538 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 中塚株式会社   QM-9537 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート   QM-9536 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 日本ビニル工業株式会社   QM-9535 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 サンロック工業株式会社   QM-9534 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 ダイニック株式会社   QM-9533 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃紙難燃処理壁紙張／金
属板及び準不燃材料 山天東リ株式会社   QM-9532 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9531 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 株式会社テスコ   QM-9530 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 共和レザー株式会社   QM-9529 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9528 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 スリーエイ化学株式会社   QM-9527 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 株式会社トーエイ   QM-9526 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 西武ポリマ化成株式会社   QM-9525 平成14年03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

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 株式会社キョクソー   QM-9524 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 東武化学工業株式会社   QM-9523 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 アサヒ合成工業株式会社   QM-9522 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 オカモト株式会社   QM-9521 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社   QM-9520 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 サクラポリマー株式会社   QM-9519 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 富双合成株式会社   QM-9518 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 大日本印刷株式会社   QM-9517 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 アキレス株式会社   QM-9516 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 凸版印刷株式会社   QM-9515 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 竹野株式会社   QM-9514 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 山田化染工業株式会社   QM-9513 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート   QM-9512 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 日本ビニル工業株式会社   QM-9511 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 サンロック工業株式会社   QM-9510 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 株式会社歴清社   QM-9509 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 ダイニック株式会社   QM-9508 平成14年03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

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9507 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 株式会社テスコ   QM-9506 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9505 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9504 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 共和レザー株式会社   QM-9503 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／金属板及
び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9502 平成14年03月01日

水酸化アルミニウム紙難燃処理壁紙張／金属板及び準不燃材料 株式会社歴清社   QM-9501 平成14年03月01日

ポリエステル系繊維（ポリウレタン混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張
／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 旭化成株式会社   QM-9500 平成14年03月01日

ポリエステル系繊維（ポリウレタン混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張
／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 東レ株式会社   QM-9499 平成14年03月01日

ポリエステル繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 株式会社睦屋   QM-9498 平成14年03月01日

ポリエステル繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 株式会社クラレ   QM-9497 平成14年03月01日

ポリエステル繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 帝人株式会社   QM-9496 平成14年03月01日

ポリエステル繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 山田化染工業株式会社   QM-9495 平成14年03月01日

ナイロン織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 小嶋織物株式会社   QM-9494 平成14年03月01日

アクリル繊維植毛（樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 近江ベルベット株式会社   QM-9493 平成14年03月01日

アクリル繊維植毛（樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 有限会社横井ラミネート工場   QM-9492 平成14年03月01日

アクリル繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社龍村美術織物   QM-9491 平成14年03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

アクリル繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 内貴紙工株式会社   QM-9490 平成14年03月01日

アクリル繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 ダイニック株式会社   QM-9489 平成14年03月01日

アクリル繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 住江織物株式会社   QM-9488 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 株式会社トミタ   QM-9487 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層有機質（セルロース系）化粧難燃紙裏打ち壁紙張／
不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9486 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／
不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 中塚株式会社   QM-9485 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 共同印刷株式会社   QM-9484 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 京都壁装株式会社   QM-9483 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 リリカラ株式会社   QM-9482 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社義輝   QM-9481 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 東永化成株式会社   QM-9480 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 西武ポリマ化成株式会社   QM-9479 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社キョクソー   QM-9478 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社サンゲツ   QM-9477 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 東武化学工業株式会社   QM-9476 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 アサヒ合成工業株式会社   QM-9475 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社   QM-9474 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社ホクシンクロス   QM-9473 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 サクラポリマー株式会社   QM-9472 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 富双合成株式会社   QM-9471 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 大日本印刷株式会社   QM-9470 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 アキレス株式会社   QM-9469 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 凸版印刷株式会社   QM-9468 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 竹野株式会社   QM-9467 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 山田化染工業株式会社   QM-9466 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート   QM-9465 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 日本ビニル工業株式会社   QM-9464 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 マロン株式会社   QM-9463 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 サンロック工業株式会社   QM-9462 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社歴清社   QM-9461 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 ダイニック株式会社   QM-9460 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9459 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社テスコ   QM-9458 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9457 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9456 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   QM-9455 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 共和レザー株式会社   QM-9454 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9453 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社ニュート   QM-9452 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 リリカラ株式会社   QM-9451 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社トミタ   QM-9450 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 西武ポリマ化成株式会社   QM-9449 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 東武化学工業株式会社   QM-9448 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社   QM-9447 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 サクラポリマー株式会社   QM-9446 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 大日本印刷株式会社   QM-9445 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 中塚株式会社   QM-9444 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社歴清社   QM-9443 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社テスコ   QM-9442 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9441 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 共和レザー株式会社   QM-9440 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 日本デコラックス株式会社   QM-9439 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 積水化学工業株式会社   QM-9438 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 リンテック株式会社   QM-9437 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 リケンテクノス株式会社   QM-9436 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 住友スリーエム株式会社   QM-9435 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 シーアイ化成株式会社   QM-9434 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 ジェンコープ   QM-9433 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 ベスコムB.V   QM-9432 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 株式会社義輝   QM-9431 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 サンロック工業株式会社   QM-9430 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層有機質（セルロース系）化粧普通紙裏打ち壁紙張／
不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9429 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層プラスチック層化粧普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料
（金属板を除く）及び準不燃材料 ダイニック株式会社   QM-9428 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 スリーエイ化学株式会社   QM-9427 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 株式会社樋口茂正商店   QM-9426 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 リリカラ株式会社   QM-9425 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 株式会社義輝   QM-9424 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 株式会社リバコプランニング   QM-9423 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 広島貿易株式会社   QM-9422 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 株式会社トミタ   QM-9421 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 株式会社トーエイ   QM-9419 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 西武ポリマ化成株式会社   QM-9418 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 株式会社キョクソー   QM-9417 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 株式会社サンゲツ   QM-9416 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 シンコールウォール株式会社   QM-9415 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 アサヒ合成工業株式会社   QM-9414 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 オカモト株式会社   QM-9413 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 富双合成株式会社   QM-9412 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 大日本印刷株式会社   QM-9411 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 アキレス株式会社   QM-9410 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 凸版印刷株式会社   QM-9409 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 竹野株式会社   QM-9408 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 山田化染工業株式会社   QM-9407 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート   QM-9406 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 日本ビニル工業株式会社   QM-9405 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 サンロック工業株式会社   QM-9404 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 ダイニック株式会社   QM-9403 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 山天東リ株式会社   QM-9402 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9401 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 株式会社テスコ   QM-9400 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9399 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9398 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9397 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社キヌガワ   QM-9396 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 住友スリーエム株式会社   QM-9395 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 オカモト株式会社   QM-9394 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 日本ビニル工業株式会社   QM-9393 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛（樹脂接着）布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せ
っこうボード及び準不燃材料 京都パイル繊維工業株式会社   QM-9392 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード
及び準不燃材料 山崎内装工業株式会社   QM-9391 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社睦屋   QM-9390 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 常陽工業株式会社   QM-9389 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 小嶋織物株式会社   QM-9388 平成14年03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

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 森本織物株式会社   QM-9387 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社キョクソー   QM-9386 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社太陽   QM-9385 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 エスケー化研株式会社   QM-9384 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 小嶋織物株式会社   QM-9383 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物塩化ビニル樹脂化粧難燃処理壁紙張／不燃材料
（金属板を除く）及び準不燃材料 ベスコムB.V   QM-9382 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物塩化ビニル樹脂化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 三光化学工業株式会社   QM-9381 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛(樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃
せっこうボード及び準不燃材料 近江ベルベット株式会社   QM-9380 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛(樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃
せっこうボード及び準不燃材料 三光化学工業株式会社   QM-9379 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 株式会社睦屋   QM-9378 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社睦屋   QM-9377 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 リリカラ株式会社   QM-9376 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社トミタ   QM-9375 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 東リ株式会社   QM-9374 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社キョクソー   QM-9373 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社テキスタイル飯田   QM-9372 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 ナショナル物産株式会社   QM-9371 平成14年03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

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料

株式会社パシフィックハウス
テクスタイル   QM-9370 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社サンゲツ   QM-9369 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 シンコールウォール株式会社   QM-9368 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 常陽工業株式会社   QM-9367 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 ニッセン工業株式会社   QM-9366 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 アキレス株式会社   QM-9365 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 小嶋織物株式会社   QM-9364 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 津山織物株式会社   QM-9363 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 森本織物株式会社   QM-9362 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社龍村美術織物   QM-9361 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 有限会社横井ラミネート工場   QM-9360 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社木奥商店   QM-9359 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 山田化染工業株式会社   QM-9358 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 村井株式会社   QM-9357 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 大塚産業クリエイツ株式会社   QM-9356 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 山崎内装工業株式会社   QM-9355 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 有限会社石崎織物   QM-9354 平成14年03月01日

407/454 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

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 内貴紙工株式会社   QM-9353 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社歴清社   QM-9352 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   QM-9351 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 住江織物株式会社   QM-9350 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社川島織物   QM-9349 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 三光化学工業株式会社   QM-9348 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック化粧普通紙裏打ち難燃処理壁紙張
／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社キョクソー   QM-9347 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社義輝   QM-9346 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 広島貿易株式会社   QM-9345 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社サンゲツ   QM-9344 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 株式会社サンゲツ   QM-9343 平成14年03月01日

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 村井株式会社   QM-9342 平成14年03月01日

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 内貴紙工株式会社   QM-9341 平成14年03月01日

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 株式会社ニュート   QM-9340 平成14年03月01日

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 清水加工紙株式会社   QM-9339 平成14年03月01日

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 村井株式会社   QM-9338 平成14年03月01日

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 内貴紙工株式会社   QM-9337 平成14年03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

紙布難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 エリモ工業株式会社   QM-9336 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系、ポリエステル系）化粧難燃処理壁紙張／
不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9335 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系、ポリエステル系）化粧難燃処理壁紙張／
不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社テスコ   QM-9334 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系、ポリエステル系）化粧難燃処理壁紙張／
不燃石こうボード及び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9333 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系）プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不
燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9332 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系）プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不
燃石こうボード及び準不燃材料 中塚株式会社   QM-9331 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系）プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不
燃石こうボード及び準不燃材料 サンロック工業株式会社   QM-9330 平成14年03月01日

難燃紙有機質(セルロース系）プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   QM-9329 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 北三株式会社   QM-9328 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 富士鉱業株式会社   QM-9327 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9326 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 三光化学工業株式会社   QM-9325 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 オカモト株式会社   QM-9324 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 エスケー化研株式会社   QM-9323 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 山田化染工業株式会社   QM-9322 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9321 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9320 平成14年03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

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社キョクソー   QM-9319 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 凸版印刷株式会社   QM-9318 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 竹野株式会社   QM-9317 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 内貴紙工株式会社   QM-9316 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9315 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   QM-9314 平成14年03月01日

普通紙有機質（セルロース系）化粧壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9313 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 広島貿易株式会社   QM-9312 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 ダイニック株式会社   QM-9311 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9310 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9309 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 広島貿易株式会社   QM-9308 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 株式会社リバコプランニング   QM-9307 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 株式会社テキスタイル飯田   QM-9305 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 竹野株式会社   QM-9304 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準
不燃材料 サンロック工業株式会社   QM-9303 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 有限会社マサオカ装飾   QM-9302 平成14年03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

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社菊池襖紙工場   QM-9301 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 アキレス株式会社   QM-9300 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 サンロック工業株式会社   QM-9299 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 ダイニック株式会社   QM-9298 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9297 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9296 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9295 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 広島貿易株式会社   QM-9294 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社ホクシンクロス   QM-9293 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 大日本印刷株式会社   QM-9292 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 中塚株式会社   QM-9291 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社松竹工芸社   QM-9290 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社テスコ   QM-9289 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9288 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9287 平成14年03月01日

難燃紙有機質（セルロース系）化粧難燃処理壁紙張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 アクメ化工株式会社   QM-9286 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 株式会社キョクソー   QM-9285 平成14年03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

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 オカモト株式会社   QM-9284 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 株式会社ホクシンクロス   QM-9283 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 フジワラ化学株式会社   QM-9282 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 富双合成株式会社   QM-9281 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 大日本印刷株式会社   QM-9280 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 エスケー化研株式会社   QM-9279 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 中塚株式会社   QM-9278 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 山田化染工業株式会社   QM-9277 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 サンロック工業株式会社   QM-9276 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 ダイニック株式会社   QM-9275 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9274 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 株式会社テスコ   QM-9273 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9272 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 エリモ工業株式会社   QM-9271 平成14年03月01日

難燃紙プラスチック層化粧難燃処理壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 共和レザー株式会社   QM-9270 平成14年03月01日

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 オカモト株式会社   QM-9269 平成14年03月01日

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 株式会社ナンカイテクナート   QM-9268 平成14年03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

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 サンロック工業株式会社   QM-9267 平成14年03月01日

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9266 平成14年03月01日

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 株式会社テスコ   QM-9265 平成14年03月01日

難燃紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 共和レザー株式会社   QM-9264 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 西武ポリマ化成株式会社   QM-9263 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社キョクソー   QM-9262 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 大因州製紙協業組合   QM-9261 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 ニッセン工業株式会社   QM-9260 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 大日本印刷株式会社   QM-9259 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 凸版印刷株式会社   QM-9258 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 小嶋織物株式会社   QM-9257 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 竹野株式会社   QM-9256 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社松竹工芸社   QM-9255 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート   QM-9254 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 内貴紙工株式会社   QM-9253 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 山天東リ株式会社   QM-9252 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社テスコ   QM-9251 平成14年03月01日

413/454 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

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 関東レザー株式会社   QM-9250 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   QM-9249 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 共和レザー株式会社   QM-9248 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社川島織物   QM-9247 平成14年03月01日

難燃紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   QM-9246 平成14年03月01日

普通紙有機質（セルロース系）化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 株式会社森祥化粧合板   QM-9245 平成14年03月01日

普通紙有機質（セルロース系）化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び
準不燃材料 株式会社トミタ   QM-9244 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層有機質（セルロース系）化粧壁紙張／不燃材料
（金属板を除く）及び準不燃材料 アキレス株式会社   QM-9243 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層有機質（セルロース系）化粧壁紙張／不燃材料
（金属板を除く）及び準不燃材料 サンロック工業株式会社   QM-9242 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層有機質（セルロース系）化粧壁紙張／不燃材料
（金属板を除く）及び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   QM-9241 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 マナトレーディング株式会社   QM-9240 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 株式会社ニュート   QM-9239 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 株式会社リバコプランニング   QM-9238 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 株式会社トミタ   QM-9237 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 株式会社サンゲツ   QM-9236 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 アキレス株式会社   QM-9235 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 サンロック工業株式会社   QM-9234 平成14年03月01日

414/454 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

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 株式会社歴清社   QM-9233 平成14年03月01日

普通紙プラスチック層化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 山天東リ株式会社   QM-9232 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 株式会社ニュート   QM-9231 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 旭興株式会社   QM-9230 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 リリカラ株式会社   QM-9229 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 株式会社義輝   QM-9228 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 広島貿易株式会社   QM-9227 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 株式会社トミタ   QM-9226 平成14年03月01日

普通紙塩化ビニル樹脂化粧壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材
料 アキレス株式会社   QM-9224 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社菊池襖紙工場   QM-9223 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 リリカラ株式会社   QM-9222 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社義輝   QM-9221 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社トミタ   QM-9220 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社ジャパン・インター
ナショナル・コマース   QM-9219 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社信原加工紙   QM-9218 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社田中健助商店   QM-9217 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社テキスタイル飯田   QM-9216 平成14年03月01日

415/454 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

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 ナショナル物産株式会社   QM-9215 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社サンゲツ   QM-9214 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 アキレス株式会社   QM-9213 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 竹野株式会社   QM-9212 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社歴清社   QM-9211 平成14年03月01日

普通紙壁紙張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 三光化学工業株式会社   QM-9210 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛（樹脂接着）布裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙
下張／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 京都パイル繊維工業株式会社   QM-9209 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物布裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 山崎内装工業株式会社   QM-9208 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難
燃紙下張／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 常陽工業株式会社   QM-9207 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難
燃紙下張／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 小嶋織物株式会社   QM-9206 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難
燃紙下張／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 森本織物株式会社   QM-9205 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／難燃紙下張／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社キョクソー   QM-9204 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／難燃紙下張／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社太陽   QM-9203 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／難燃紙下張／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） エスケー化研株式会社   QM-9202 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／難燃紙下張／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 小嶋織物株式会社   QM-9201 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物塩化ビニル樹脂化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／難燃紙下張／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 三光化学工業株式会社   QM-9200 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛(樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃
紙下張／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 近江ベルベット株式会社   QM-9199 平成14年03月01日

416/454 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

セルロース系繊維植毛(樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃
紙下張／不燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 三光化学工業株式会社   QM-9198 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社睦屋   QM-9197 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） リリカラ株式会社   QM-9196 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社トミタ   QM-9195 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 東リ株式会社   QM-9194 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社キョクソー   QM-9193 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社テキスタイル飯田   QM-9192 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） ナショナル物産株式会社   QM-9191 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く）

株式会社パシフィックハウス
テクスタイル   QM-9190 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社サンゲツ   QM-9189 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） シンコールウォール株式会社   QM-9188 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 常陽工業株式会社   QM-9187 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） ニッセン工業株式会社   QM-9186 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） アキレス株式会社   QM-9185 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 小嶋織物株式会社   QM-9184 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 津山織物株式会社   QM-9183 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 森本織物株式会社   QM-9182 平成14年03月01日

417/454 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

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社龍村美術織物   QM-9181 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 有限会社横井ラミネート工場   QM-9180 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社木奥商店   QM-9179 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 山田化染工業株式会社   QM-9178 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 村井株式会社   QM-9177 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 大塚産業クリエイツ株式会社   QM-9176 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 山崎内装工業株式会社   QM-9175 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 有限会社石崎織物   QM-9174 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 内貴紙工株式会社   QM-9173 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社歴清社   QM-9172 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） エリモ工業株式会社   QM-9171 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 住江織物株式会社   QM-9170 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社川島織物   QM-9169 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 三光化学工業株式会社   QM-9168 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社義輝   QM-9167 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 広島貿易株式会社   QM-9166 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃材料（不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社サンゲツ   QM-9165 平成14年03月01日

418/454 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

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（
不燃せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社サンゲツ   QM-9164 平成14年03月01日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 株式会社丸七ヒダ川ウッド  (一財)建材試験センター QM-0044 平成14年02月15日

けい酸アルミニウム系塗装／硫酸アンモニウム・りん酸水素アンモニ
ウム系薬剤処理／すぎ板 キッチンハウス株式会社  (一財)建材試験センター QM-0043 平成14年02月15日

けい酸アルミニウム系塗装／硫酸アンモニウム・りん酸水素アンモニ
ウム系薬剤処理／すぎ板 株式会社くんえん  (一財)建材試験センター QM-0042 平成14年02月15日

ポリエステル樹脂系フィルム張／準不燃材料 文映株式会社 愛知県名古屋市緑区若田1丁
目501番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0041 平成14年02月15日

裏面はり合わせアルミニウム箔張／フェノールフォーム板裏張着色亜
鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9156 平成14年02月04日

酢ビ樹脂系塗装／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   QM-9155 平成14年02月04日

ゼオライトセメント塗／木繊セメント板 神戸不燃板工業株式会社   QM-9154 平成14年02月04日

裏面はり合わせアルミニウム箔張／フェノールフォーム板裏張着色亜
鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9150 平成14年02月04日

両面天然木単板張／繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社ニッタクス   QM-9148 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板 大建工業株式会社   QM-9143 平成14年02月04日

火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   QM-9142 平成14年02月04日

弾性発泡体混入木毛セメント板 九州木毛工業株式会社   QM-9136 平成14年02月04日

幅広木毛セメント板 有限会社佐賀木毛板工業   QM-9135 平成14年02月04日

幅広木毛セメント板 九州木毛工業株式会社   QM-9134 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系塗装・紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社キョーテック   QM-9124 平成14年02月04日

裏面はり合せアルミニウム箔張／フェノールフォーム板裏張着色亜鉛
めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9123 平成14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

ポリエステル樹脂系塗装・紙張／パルプ混入けい酸カルシウム板 株式会社キョーテック   QM-9118 平成14年02月04日

裏面炭酸カルシウム紙張アルミニウム箔張／フェノールフォーム板裏
張着色亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9115 平成14年02月04日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／両面単板張り／石綿け
い酸カルシウム板

株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所   QM-9109 平成14年02月04日

酢ビ樹脂系塗装／せっこう板張せっこうボード 吉野石膏株式会社   QM-9105 平成14年02月04日

酢ビ樹脂系塗装／せっこうボード積層板 吉野石膏株式会社   QM-9104 平成14年02月04日

パルプ混入石綿セメント板 株式会社ノザワ   QM-9102 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／せっこうボード 株式会社ニチベイ   QM-9099 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／パルプ混入石綿セメント板 株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所   QM-9098 平成14年02月04日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／石綿セメントけい酸カ
ルシウム板

株式会社関西化粧ベニヤ板製
作所   QM-9096 平成14年02月04日

アミノアルキッド樹脂系塗装・紙張／パルプ混入石綿セメント板 ホクヨープライウッド株式会
社   QM-9094 平成14年02月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／パルプ混入石綿セメント板 株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所   QM-9092 平成14年02月04日

ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入石綿セメント板 株式会社ノザワ   QM-9091 平成14年02月04日

パルプ混入石綿セメント板 株式会社ノザワ   QM-9090 平成14年02月04日

パルプ混入石綿セメント板 株式会社ノザワ   QM-9089 平成14年02月04日

パルプ混入石綿セメント板 株式会社ノザワ   QM-9088 平成14年02月04日

両面鋼板張／片段ボール防炎ペーパーコア板 コマニー株式会社   QM-9087 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／珪藻土・ゼオライト混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社   QM-9086 平成14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

壁紙張／不燃材料 株式会社イケダコーポレーシ
ョン   QM-9085 平成14年02月04日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／ペーパーコア板 株式会社日本テクマ   QM-9084 平成14年02月04日

アルミニウムはく張／クラフト紙裏張／両面ボード用原紙張／炭素繊
維混入せっこう板 日本ペイント株式会社   QM-9083 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／炭素繊維混入せっこう板 日本ペイント株式会社   QM-9082 平成14年02月04日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア
板 株式会社ニチベイ   QM-9081 平成14年02月04日

壁紙張／不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9080 平成14年02月04日

壁紙張／不燃材料 トキワ工業株式会社   QM-9079 平成14年02月04日

フェノール樹脂含浸ガラスクロス・ガラス繊維マット積層板 ヤマハ株式会社   QM-9078 平成14年02月04日

ポリエステル織物張／せっこうボード裏張／鋼板 株式会社塗装館   QM-9077 平成14年02月04日

壁紙張／不燃材料 株式会社塗装館   QM-9076 平成14年02月04日

着色亜鉛めっき鋼板張／熱膨張シート張／ロックウール保温材 積水化学工業株式会社   QM-9075 平成14年02月04日

せっこうボード・両面ボード用原紙張／繊維混入硬質せっこう板張／
積層板 吉野石膏株式会社   QM-9074 平成14年02月04日

ポリエチレン樹脂系塗装／せっこうボード 吉野石膏株式会社   QM-9073 平成14年02月04日

ポリプロピレン樹脂系塗装／せっこうボード 吉野石膏株式会社   QM-9072 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／珪藻土・ゼオライト混入せっこう板 チヨダウーテ株式会社   QM-9071 平成14年02月04日

木毛セメント板 大和建材工業株式会社   QM-9070 平成14年02月04日

木毛パーライトセメント板 大和建材工業株式会社   QM-9069 平成14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

両面着色亜鉛めっき鋼板張／イソシアヌレートフォーム板 東海リース株式会社   QM-9068 平成14年02月04日

フライアッシュ混入木毛セメント板 大和建材工業株式会社   QM-9067 平成14年02月04日

ゼオライトモルタル塗木繊セメント板 神戸不燃板工業株式会社   QM-9066 平成14年02月04日

両面着色亜鉛めつき鋼板張／水酸化アルミニウム混入フェノールフォ
ーム板 アイジー工業株式会社   QM-9065 平成14年02月04日

イソシアヌレートフォーム裏張／着色亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9064 平成14年02月04日

両面塗装金属板張／水酸化アルミニウム混入フェノールフォーム板 アイジー工業株式会社   QM-9063 平成14年02月04日

木片混入木毛パーライトセメント板 日化ボード株式会社   QM-9061 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装／水酸化アルミ混入ロックウール板 松下電工株式会社   QM-9060 平成14年02月04日

木毛・木片セメント板 興亜不燃板工業株式会社   QM-9059 平成14年02月04日

リン酸バリウム複合化中質繊維板 フクビ化学工業株式会社   QM-9058 平成14年02月04日

フェノールフォーム裏張／着色亜鉛めっき鋼板 アイジー工業株式会社   QM-9057 平成14年02月04日

ゼオライト混入木繊セメント板 神戸不燃板工業株式会社   QM-9056 平成14年02月04日

幅広木毛セメント板 株式会社栄進工業   QM-9055 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   QM-9054 平成14年02月04日

合成樹脂エマルジョン塗装／両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   QM-9053 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 チヨダウーテ株式会社   QM-9052 平成14年02月04日

両面ボード用原紙張／せっこう板 吉野石膏株式会社   QM-9051 平成14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

ウレタンフォーム裏張／アルミニウム合金板 松下電工株式会社   QM-9050 平成14年02月04日

両面アクリル樹脂系塗装／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板 ニチハ株式会社   QM-9049 平成14年02月04日

薬剤処理木材 ヤマハ株式会社   QM-9048 平成14年02月04日

両面メラミン樹脂含浸化粧紙張／水酸化アルミニウム含浸ガラス繊維
不織布積層板 アイカ工業株式会社   QM-9047 平成14年02月04日

軽量せっこうボード チヨダウーテ株式会社   QM-9046 平成14年02月04日

ユリヤ樹脂フォーム裏張／着色亜鉛めつき鋼板 東邦シートフレーム株式会社   QM-9045 平成14年02月04日

フェノール樹脂フォーム裏張／着色亜鉛めつき鋼板 東邦シートフレーム株式会社   QM-9044 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂系塗装・天然木単板張／せっこうボード チヨダウーテ株式会社   QM-9042 平成14年02月04日

フェノールフォーム裏張／アルミニウム板 松下電工株式会社   QM-9041 平成14年02月04日

繊維混入炭酸カルシウム塩化ビニル樹脂発泡板 フジ化成工業株式会社   QM-9040 平成14年02月04日

パーライト混入ユリヤ樹脂フォーム裏張／着色亜鉛鉄板 東邦シートフレーム株式会社   QM-9039 平成14年02月04日

木繊セメント板 神戸不燃板工業株式会社   QM-9038 平成14年02月04日

アクリル系塗装／裏面硬質発泡ウレタン張／アルミニウム板 信和日動化学工業株式会社   QM-9036 平成14年02月04日

塩化ビニルフィルム張／特殊石綿セメント板 大建工業株式会社   QM-9034 平成14年02月04日

着色亜鉛鉄板張／せっこうボード板 東邦シートフレーム株式会社   QM-9033 平成14年02月04日

ダップ樹脂含浸紙張／特殊石綿セメント板 大建工業株式会社   QM-9032 平成14年02月04日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面着色亜鉛めっき鋼板 日成ビルド工業株式会社   QM-9025 平成14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

ポリエステル系樹脂混入水酸化アルミニウム粉砕石板 株式会社ケイ・エム　アクト   QM-9019 平成14年02月04日

両面アルミニウム板張／ポリエチレン板 積水樹脂プラメタル株式会社   QM-9014 平成14年02月04日

アクリル樹脂系塗装／パルプ混入石綿セメント板 アサヒ株式会社   QM-9002 平成14年02月04日

レーヨン・ポリエステル系不織布壁紙張／準不燃材料（金属板を除く
） 三光化学工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0040 平成14年01月21日

ポリプロピレン系樹脂充てん／両面アルミニウム合金板 株式会社サハラ  (一財)建材試験センター QM-0039 平成14年01月21日

酢酸ビニル樹脂・ケイ藻土塗壁紙張/準不燃材料 冨士鉱業株式会社  (一財)日本建築総合試験所 QM-0038 平成13年12月14日

含水ホウ酸塩・無機リン酸系薬剤処理木材 アドコスミック株式会社 京都府京都市中京区壬生神明
町1番地260 (一財)日本建築総合試験所 QM-0037 平成13年11月09日

木繊維混入セメント板 積水化学工業株式会社滋賀栗
東工場 滋賀県栗太郡栗東町野尻75番 (一財)日本建築総合試験所 QM-0036 平成13年11月09日

植物油系塗装／りん酸水素アンモニウム・りん酸グアニジン系薬剤処
理／たも板 昭和木材株式会社  (一財)建材試験センター QM-0035 平成13年11月09日

りん酸・メラミン系薬剤処理／すぎ板 チャネルオリジナル株式会社  (一財)建材試験センター QM-0034 平成13年11月09日

両面パルプ・ガラス繊維混入ケイ酸マグネシウム混抄紙張／フェノー
ルフォーム板 旭化成建材株式会社 東京都港区芝大門2丁目5番5

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0021 平成13年11月09日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面炭酸カルシウム混抄紙張／繊維板
張／ポリイソシアヌレートフォーム張／せっこうボード

カナフレックスコーポレーシ
ョン株式会社   QM-9031 平成13年11月08日

コルク混入木質系繊維セメント板 谷水物産株式会社   QM-9028 平成13年11月08日

水酸化アルミニウム混入ウレタンフォーム充てん／両面着色亜鉛めっ
き鋼板 日本軽金属株式会社   QM-9027 平成13年11月08日

薬剤処理木材積層板 ヤマガタウッドテック株式会
社   QM-9026 平成13年11月08日

ウレタン樹脂系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社   QM-9024 平成13年11月08日

木毛セメント板 竹村工業株式会社   QM-9022 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

パーライト混入木毛セメント板 竹村工業株式会社   QM-9021 平成13年11月08日

木毛セメント板 竹村工業株式会社   QM-9020 平成13年11月08日

竹繊維セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   QM-9018 平成13年11月08日

両面着色亜鉛めっき鋼板張／水酸化アルミニウム混抄紙ロールコア板 三晃金属工業株式会社   QM-9017 平成13年11月08日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面着色亜鉛めっき鋼板 日本軽金属株式会社   QM-9016 平成13年11月08日
平成20年02月08日取消

木毛セメント板張／木繊セメント板 谷水物産株式会社   QM-9013 平成13年11月08日

化粧紙張／せっこうボード 南海プライウッド株式会社   QM-9012 平成13年11月08日

メタルラス入木繊セメント板 谷水物産株式会社   QM-9011 平成13年11月08日

アミノアルギド樹脂系塗装／両面単板張／石綿けい酸カルシウム板 株式会社渡辺特殊合板   QM-9010 平成13年11月08日

木繊・木毛セメント板 谷水物産株式会社   QM-9009 平成13年11月08日

アミノアルギド樹脂系塗装・天然木単板張／両面単板張／石綿セメン
トけい酸カルシウム板 株式会社山安   QM-9007 平成13年11月08日

アミノアルギド樹脂系塗装・天然木単板張／両面単板張／石綿セメン
トけい酸カルシウム板 株式会社ヨコタ商会   QM-9006 平成13年11月08日

アミノアルギド樹脂系塗装・天然木単板張／両面単板張／石綿セメン
トけい酸カルシウム板 有限会社アダチ技研   QM-9005 平成13年11月08日

アミノアルギド樹脂系塗装・天然木単板張／両面単板張／石綿セメン
トけい酸カルシウム板 有限会社アダチ技研   QM-9004 平成13年11月08日

塗装パルプ壁紙張／準不燃材料 日本ルナファーザー株式会社   QM-9003 平成13年11月08日

石綿セメント板 株式会社エーアンドエーマテ
リアル   QM-9001 平成13年11月08日

ポリ塩化ビニル壁紙張／準不燃材料 トキワ通商株式会社  (一財)建材試験センター QM-0033 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）
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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

ポリ塩化ビニル壁紙張／準不燃材料 トキワ通商株式会社  (一財)建材試験センター QM-0032 平成13年10月10日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／準不燃材料（金属板を除く） シーアイ化成株式会社  (一財)建材試験センター QM-0030 平成13年10月10日

ほう酸・ポリりん酸系薬剤処理／すぎ板 株式会社ウッドテック中村  (一財)建材試験センター QM-0028 平成13年10月10日

りん酸系薬剤処理／すぎ板 株式会社日本防災化学研究所  (一財)建材試験センター QM-0031 平成13年08月30日

グアニル尿素系無機酸塩処理／すぎ板 ヤマハ株式会社  (一財)建材試験センター QM-0029 平成13年08月23日

両面・両面ボード用原紙張石膏板張／板紙積層板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15番2
号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0027 平成13年08月23日

ホウ酸・リン酸系薬剤処理木材 株式会社内田工務店 静岡県三島市南二日町22番79
号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0026 平成13年08月23日

紙壁紙張／準不燃材料（金属板を除く） 三光化学工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0025 平成13年08月23日

天然木単板積層板充てん／両面火山性ガラス質複層板 大建工業株式会社 富山県東礪波郡井波町井波1
番地の1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0024 平成13年08月23日

アクリル樹脂塗装／ガラス繊維クロス張／準不燃材料 株式会社サンゲツ  (一財)建材試験センター QM-0023 平成13年07月31日

アクリル・酢酸ビニル共重合体樹脂系塗装／難燃紙裏張／アルミニウ
ム蒸着ポリエステル系不織布壁紙張／準不燃材料 エリモ工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字兎並

小字船屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0022 平成13年07月03日

アクリル樹脂系塗装／セルロース・ポリエステル繊維混紡不織布壁紙
張／準不燃材料 株式会社トミタ 東京都中央区京橋2丁目3番16

号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0014 平成13年06月15日

酢酸ビニル樹脂系塗装／水酸化アルミニウム紙裏張／ガラス繊維織物
壁紙張／準不燃材料 エリモ工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字兎並

小字船屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0010 平成13年06月15日

酢酸ビニル樹脂系塗装／ガラス繊維織物壁紙張／準不燃材料 エリモ工業株式会社 京都府相楽郡加茂町大字兎並
小字船屋3番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0009 平成13年06月15日

粘土質・酸化チタン・アクリル樹脂系プリント／紙壁紙張／準不燃材
料 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下一丁

目4番1号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0008 平成13年06月15日

水酸化アルミニウム・エチレン酢酸ビニル樹脂塗装／紙壁紙張／準不
燃材料 山田化染工業株式会社 京都府京都市右京区西院三蔵

町48 (一財)日本建築総合試験所 QM-0020 平成13年06月11日

表面酢酸ビニル樹脂系塗装／両面メラミン樹脂含浸ガラス繊維不織布
張／ロックウール板 日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町1－2

－1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0019 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
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行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリエチレン壁紙張／準不燃材料 オカモト株式会社  (一財)建材試験センター QM-0018 平成13年06月11日

ポリエチレン壁紙張／準不燃材料 オカモト株式会社  (一財)建材試験センター QM-0017 平成13年06月11日

アクリル樹脂系塗装／セルロース・ポリプロピレン・アクリル樹脂系
不織布壁紙張／準不燃材料 ユニ・ハートス株式会社 東京都品川区西五反田7－20

－9 (一財)日本建築総合試験所 QM-0016 平成13年06月11日

アクリル樹脂系塗装／紙壁紙張／準不燃材料 ユニ・ハートス株式会社 東京都品川区西五反田7－20
－9 (一財)日本建築総合試験所 QM-0015 平成13年06月11日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面着色亜鉛めっき鋼板 株式会社イワタニ  (一財)建材試験センター QM-0011 平成13年05月15日

ポリエステル布・炭素繊維フェルト張／りん酸グアニジン処理／不燃
材料（金属板を除く） 鹿島建設株式会社  (一財)建材試験センター QM-0013 平成13年05月14日

無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 栃木県木材需要拡大システム
協同組合  (一財)建材試験センター QM-0012 平成13年05月14日

ポリスチレンフォーム粒・フライアッシュ混入セメント板 旭コンクリート工業株式会社  (一財)建材試験センター QM-0007 平成13年04月12日

りん酸グアニジン混入ウール布張／りん酸グアニジン塗装／不燃材料
（金属板を除く） 鹿島建設株式会社  (一財)建材試験センター QM-0006 平成13年04月12日

エナメル系樹脂塗装／りん酸グアニジン混入綿布張／りん酸グアニジ
ン塗装／不燃材料（金属板を除く） 鹿島建設株式会社  (一財)建材試験センター QM-0005 平成13年04月12日

塩化ビニル系樹脂塗装／紙張／不燃材料（金属板を除く） 鹿島建設株式会社  (一財)建材試験センター QM-0004 平成13年04月12日

アクリル系樹脂塗装／紙壁紙張／準不燃材料 株式会社ナガイ  (一財)建材試験センター QM-0003 平成13年03月23日

ポリエステルフィルム裏張／酸化処理銅箔張／不燃材料（金属板を除
く） 株式会社中川ケミカル  (一財)建材試験センター QM-0002 平成13年03月23日

ホウ酸・リン酸系薬剤処理木材 株式会社内田工務店 静岡県三島市南二日町22番79
号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0001 平成13年03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）
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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

両面ガラス繊維混入火山礫フライアッシュフェノール樹脂板 岩倉化学工業株式会社 北海道苫小牧市字沼ノ端１３
４番地の４５０

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 QE-0009 平成24年07月06日

両面ガラス繊維混入火山礫フライアッシュフェノール樹脂板 岩倉化学工業株式会社 北海道苫小牧市字沼ノ端１３
４番地の４５０

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 QE-0008 平成24年07月06日

アクリル系樹脂混入／炭酸カルシウム系塗材塗／基材（準不燃材料） ＳｔｏＪａｐａｎ株式会社 東京都千代田区平河町2-11-1
平河町ﾛﾝｽﾃｰﾄ8F (一財)建材試験センター QE-0007 平成22年11月15日

硫酸アンモニウム・硫酸アルミニウム・りん酸アンモニウム薬剤処理
／スギ材

ミロモックル産業株式会社
大阪府大阪市淀川区西中島5-9-6
新大阪サンアールビル本館801
号 (一財)日本建築総合試験所 QE-0005 平成17年01月31日

新丹生谷製材協同組合 徳島県那賀郡鷲敷町大字中山
字黒沢谷

両面ガラス繊維ネット張イソシアヌレートフォーム充てん／両面塗装
溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 日新総合建材株式会社 千葉県市川市高谷新町7-2 (一財)ベターリビング QE-0004 平成16年05月28日

アルミニウム合金はく・イソシアヌレートフォーム板裏張／フッ素系
樹脂塗装アルミニウム合金板 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番

地 (一財)日本建築総合試験所 QE-0003 平成16年03月31日

アクリル・エポキシ樹脂系塗装／フェノール樹脂・クレイ混入／水酸
化アルミニウム板

旭化成株式会社住環境システ
ム・材料研究所 神奈川県川崎市夜光1-3-1 (一財)日本建築総合試験所 QE-0002 平成14年01月21日

アクリル系樹脂塗装／クレイ・フェノール系樹脂混入／水酸化アルミ
ニウム板

旭化成株式会社住環境システ
ム・材料研究所 川崎市川崎区夜光1-3-1 (一財)ベターリビング QE-0001 平成13年11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

両面めっき／アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合樹脂板 株式会社ダイカン 大阪府大阪市大正区三軒家東
3-1-7 (一財)日本建築総合試験所 RM-0045 平成23年04月13日

スギ材裏張／消石灰系塗普通紙・銅合金はく 竹野株式会社 埼玉県南埼玉郡菖蒲町新堀77
6 (一財)日本建築総合試験所 RM-0044 平成21年07月17日

スギ材裏張／アクリル系樹脂塗装／消石灰系塗普通紙・銅合金はく 竹野株式会社 埼玉県南埼玉郡菖蒲町新堀77
6 (一財)日本建築総合試験所 RM-0043 平成21年07月17日

ポリプロピレン樹脂充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装／アルミニ
ウム合金はく 株式会社サハラ 静岡県湖西市白須賀3858 (一財)建材試験センター RM-0042 平成21年02月13日

ポリエチレン樹脂板充てん／両面ポリエステル系樹脂塗装アルミニウ
ムはく 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 RM-0041 平成20年10月30日

両面ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂充てん／両面アル
ミニウム合金板 福田金属箔粉工業株式会社 京都府京都市山科区西野山中

臣町20 (一財)建材試験センター RM-0040 平成20年09月30日

両面ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂充てん／両面アル
ミニウム合金板 福田金属箔粉工業株式会社 京都府京都市山科区西野山中

臣町20 (一財)建材試験センター RM-0039 平成20年09月30日

表面アクリル樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂充てん／両面アルミニ
ウム合金板 福田金属箔粉工業株式会社 京都府京都市山科区西野山中

臣町20 (一財)建材試験センター RM-0038 平成20年09月30日

両面ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂充てん／両面アル
ミニウム合金板 福田金属箔粉工業株式会社 京都府京都市山科区西野山中

臣町20 (一財)建材試験センター RM-0037 平成20年09月30日

ポリウレタン樹脂系塗装／無機りん酸・窒素系薬剤処理／すぎ板 株式会社日本防災化学研究所 東京都江東区新木場2-6-4 (一財)建材試験センター RM-0036 平成20年03月11日

水酸化アルミニウム混入ニトリルブタジエン系合成ゴム板張／基材（
不燃材料（金属板）） 株式会社ニシヤマ 東京都大田区大森北4-11-11 (一財)建材試験センター RM-0035 平成20年02月01日

ポリエチレン系樹脂充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装アルミニウ
ム合金はく 藤田産業株式会社 愛媛県新居浜市港町4-32 (一財)建材試験センター RM-0034 平成20年01月30日

ポリエチレン樹脂板充てん／両面樹脂塗装／アルミニウム合金板 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79
5-1 (一財)日本建築総合試験所 RM-0033 平成19年06月13日

両面ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂充てん／両面アル
ミニウム合金はく 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター RM-0032 平成19年03月15日

両面ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレン系樹脂充てん／両面アル
ミニウム合金はく 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

鉄鋼ビル6階 (一財)建材試験センター RM-0031 平成18年09月21日

ポリエチレン系樹脂充てん／両面アクリル樹脂系塗装アルミニウム合
金はく 三共ユナイト工業株式会社 茨城県小美玉市中野谷434－2 (一財)建材試験センター RM-0030 平成18年06月21日

りん酸・窒素系薬剤処理／ラーチ合板 有限会社アダチ技研 埼玉県越谷市南越谷5-24-3 (一財)日本建築総合試験所 RM-0029 平成18年03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

含水ほう酸塩・無機りん酸系薬剤処理／スギ集成材 アドコスミック株式会社 京都府京都市中京区壬生神明
町1番地260 (一財)日本建築総合試験所 RM-0028 平成18年02月15日

ポリエチレン樹脂充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装アルミニウム
合金はく

筒中プラスチック工業株式会
社

大阪府大阪市北区堂島浜1-2-
6　（新ダイビル） (一財)建材試験センター RM-0027 平成18年01月05日

アクリル樹脂系塗装木単板張／難燃処理合板 日進防火板工業株式会社 福岡県筑後市大字溝口1470 (一財)建材試験センター RM-0026 平成17年11月04日

クリヤーラッカー樹脂塗装／天然木単板張／難燃合板 丸石銘木有限会社 秋田県能代市万町7-42  RM-9376 平成17年08月26日

ポリエチレン系樹脂充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装アルミニウ
ム合金はく コンポジット工業株式会社 静岡県藤枝市仮宿781-1 (一財)建材試験センター RM-0025 平成17年08月08日

両面でんぷん系塗装／セルロース混入竹炭板
株式会社国元商会 大阪府大阪市鶴見区今津北3

丁目4番27号
(一財)建材試験センター RM-0024 平成17年03月14日

協同組合ケトラファイブ 鹿児島県姶良郡蒲生町下久徳
1771番地8

ポリエチレン樹脂板充てん／両面ポリエステル系樹脂塗装アルミニウ
ムはく 積水樹脂プラメタル株式会社 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)日本建築総合試験所 RM-0023 平成17年03月02日

ウレタン系樹脂塗装／りん酸系薬剤処理／木材 宮﨑木材工業株式会社 京都府京都市右京区太秦下角
田町5 (一財)日本建築総合試験所 RM-0022 平成16年06月23日

アクリル系合成樹脂塗装／含水ほう酸塩・無機りん酸系薬剤処理／木
材

髙島屋スペースクリエイツ株
式会社

大阪府大阪市浪速区敷津東1
－1－25 (一財)日本建築総合試験所 RM-0021 平成16年06月23日

ビニロン繊維ネット入／ポリビニルアルコール混入木炭板 株式会社中国シイ・エス・ケ
ー

広島県広島市安佐南区祇園3-
3-1 (一財)建材試験センター RM-0020 平成16年03月11日

パルプ・セメント混入／中塗土板 株式会社丸浩工業 京都市伏見区深草西浦町1丁
目49番地 (一財)日本建築総合試験所 RM-0019 平成15年12月12日

表面アクリル樹脂系塗装／裏面ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレ
ン系樹脂充てん／両面アルミニウム合金板 三菱化学産資株式会社 東京都千代田区丸の内1-8-2

第一鉄鋼ビル (一財)建材試験センター RM-0018 平成15年12月12日

ボード用原紙裏張／パルプ混入木炭板 山英建設株式会社 山梨県都留市法能宮原中野25
04番地 (一財)建材試験センター RM-0017 平成15年09月19日

硬質ウレタンフォーム吹付／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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)日本建築総合試験所 RM-0016 平成15年07月07日

硬質ウレタンフォーム吹付／基材（不燃材料(金属板を除く）） 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1
丁目5番地 (一財)日本建築総合試験所 RM-0015 平成14年10月25日

ポリスチレンフォーム混入／セメント吹付／基材（不燃材料（金属板
を除く）） エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3丁目5番

25号 (一財)日本建築総合試験所 RM-0014 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

難燃処理木材 株式会社耐炎木材計画研究所   RM-9375 平成14年08月05日

硬質ウレタンフォーム吹付／下地材（不燃材料（金属板及びせっこう
ボードを除く））

大日本インキ化学工業株式会
社

東京都中央区日本橋3丁目7番
20号 (一財)日本建築総合試験所 RM-0013 平成14年07月22日

アクリル金属塩けい酸混合物系塗装／ポリリン酸カルバメート系薬剤
処理木材 日本ユートピア株式会社 兵庫県姫路市平野町43番地 (一財)日本建築総合試験所 RM-0012 平成14年07月05日

両面ガラスペーパー張／フェノール樹脂発泡板 中国化工株式会社   RM-9329 平成14年05月31日

難燃処理木材積層板 株式会社山崎木材店   RM-9041 平成14年05月31日

水酸化アルミニウム・アクリル樹脂板 エムアールシー・デュポン株
式会社   RM-9037 平成14年05月31日

ブロム系難燃ポリエステル樹脂塗装・化粧紙張／難燃合板 アルプス株式会社   RM-9026 平成14年05月31日

難燃処理合板 越井木材工業株式会社   RM-9365 平成14年05月22日

難燃処理木材 株式会社サカモト   RM-9360 平成14年05月22日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／難燃処理合板 東伸合板株式会社   RM-9359 平成14年05月22日

ガラス繊維・水酸化アルミニウム・ポリエステル樹脂板 株式会社ブリヂストン   RM-9358 平成14年05月22日

難燃処理木材 エヌティ日東産業株式会社   RM-9357 平成14年05月22日

難燃処理木材 キッチンハウス株式会社   RM-9356 平成14年05月22日

難燃処理木材 キッチンハウス株式会社   RM-9355 平成14年05月22日

アクリル樹脂系塗装／両面アルミニウム箔張／ガラス繊維混入イソシ
アヌレートフォーム板

株式会社イノアックコーポレ
ーション   RM-9354 平成14年05月22日

難燃処理木材 越井木材工業株式会社   RM-9353 平成14年05月22日

水酸化アルミニウム・アクリル樹脂板 株式会社クラレ   RM-9352 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

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／難燃合板 小坂特殊合板株式会社   RM-9351 平成14年05月22日

難燃処理合板 越井木材工業株式会社   RM-9350 平成14年05月22日

難燃処理木材 越井木材工業株式会社   RM-9349 平成14年05月22日

水酸化アルミニウム・アクリル樹脂板 筒中プラスチック工業株式会
社   RM-9348 平成14年05月22日

難燃処理木材 越井木材工業株式会社   RM-9347 平成14年05月22日

難燃処理合板 株式会社ニッタクス   RM-9346 平成14年05月22日

ポリノジック繊維不織布張／ガラス繊維・綿混合フェルト 日本特殊塗料株式会社   RM-9345 平成14年05月22日

裏面石綿紙張／ウレタンフォーム板裏張せっこうボード アキレス株式会社   RM-9344 平成14年05月22日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／難燃処理合板 松井木工株式会社   RM-9343 平成14年05月22日

アミノアルキッド樹脂系塗装紙張・発泡性塗料塗装・アスベスト紙張
／難燃処理合板 丸玉産業株式会社   RM-9342 平成14年05月22日

アミノアルキッド樹脂系塗装紙張・発泡性塗料塗装／難燃処理合板 丸玉産業株式会社   RM-9341 平成14年05月22日

難燃処理木材 株式会社トライ・ウッド   RM-9337 平成14年05月22日

アミノアルキド樹脂塗装・天然木単板張／難燃合板 北三株式会社   RM-9021 平成14年05月22日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 三菱樹脂株式会社   RM-9373 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 日鐵建材工業株式會社   RM-9372 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 日新製鋼株式会社   RM-9371 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 東洋鋼鈑株式会社   RM-9370 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

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 筒中プラスチック工業株式会
社   RM-9369 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 大同鋼板株式会社   RM-9368 平成14年05月17日

塩化ビニル樹脂フィルム張／金属板 大洋製鋼株式会社   RM-9367 平成14年05月17日

無機質砂壁状吹付材塗り／難燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   RM-9366 平成14年05月17日

塗料塗装／難燃材料 社団法人日本塗料工業会   RM-9364 平成14年05月17日

繊維壁材塗り／難燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   RM-9363 平成14年05月17日

複合型化粧用仕上材塗り／難燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   RM-9362 平成14年05月17日

有機質砂壁状塗料塗り／難燃材料 特定非営利活動法人湿式仕上
技術センター   RM-9361 平成14年05月17日

酢ビ樹脂系塗装／パーライト混入パルプ・ロックウール積層中空板 大建工業株式会社   RM-9040 平成14年05月07日

酢ビ樹脂系塗装／パルプ・ロックウール板 大建工業株式会社   RM-9039 平成14年05月07日

無機質壁紙張／両面はり合わせアルミニウム箔張／イソシアヌレート
フォーム板 株式会社ブリヂストン   RM-9025 平成14年05月07日

麻織物・塩化ビニル樹脂系壁紙張／不燃材料（金属板） ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四ツ木2-16-1
4 (一財)建材試験センター RM-0011 平成14年04月15日

麻織物・塩化ビニル樹脂系壁紙・難燃紙張／準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社 東京都葛飾区東四ツ木2-16-1
4 (一財)建材試験センター RM-0010 平成14年04月15日

難燃処理合板 日本合板工業組合連合会   RM-9340 平成14年03月15日

難燃処理木材 協同組合フォレスト西川   RM-9339 平成14年03月15日

両面ポリエステル樹脂系塗装・アルミニウム箔張／ポリエチレン樹脂
板 福田金属箔粉工業株式会社   RM-9338 平成14年03月15日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／難燃処理合板 ユアサ建材工業株式会社   RM-9336 平成14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

ポリエステル樹脂系塗装／裏面アルミ箔張クラフト紙張／イソシアヌ
レートフォーム板裏張アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 ニチアス株式会社   RM-9335 平成14年03月15日

アクリル樹脂系塗装・天然木単板張／難燃合板 朝日ウッドテック株式会社   RM-9334 平成14年03月15日

ポリエステル樹脂含浸紙張／難燃処理合板 大日建材工業株式会社   RM-9333 平成14年03月15日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／難燃合板 朝日ウッドテック株式会社   RM-9332 平成14年03月15日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／難燃処理合板 朝日ウッドテック株式会社   RM-9331 平成14年03月15日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／難燃処理合板 岡田銘木株式会社   RM-9330 平成14年03月15日

化粧単板張／難燃処理合板 髙島屋スペースクリエイツ株
式会社   RM-9328 平成14年03月15日

塩化ビニル樹脂層（金属板充填材混入）布裏難燃処理壁紙張／不燃せ
っこうボード及び準不燃材料 マロン株式会社   RM-9327 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層(金属板充填材・合成ゴム混入）布裏難燃処理壁紙張
／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 マロン株式会社   RM-9326 平成14年03月01日

プラスチック層普通紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃
材料 共和レザー株式会社   RM-9325 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 関東レザー株式会社   RM-9324 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 共和レザー株式会社   RM-9323 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   RM-9322 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 アキレス株式会社   RM-9321 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート   RM-9320 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 日本ビニル工業株式会社   RM-9319 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を除く
）及び準不燃材料 マロン株式会社   RM-9318 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層布裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社トミタ   RM-9317 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層有機質（セルロース系）化粧難燃紙裏打ち壁紙張／
金属板 ヤマト化学工業株式会社   RM-9316 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／
金属板 中塚株式会社   RM-9315 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート   RM-9314 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 マロン株式会社   RM-9313 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 トキワ工業株式会社   RM-9312 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 アキレス株式会社   RM-9311 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 竹野株式会社   RM-9310 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 日本ビニル工業株式会社   RM-9309 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 サンロック工業株式会社   RM-9308 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 ダイニック株式会社   RM-9307 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   RM-9306 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 共和レザー株式会社   RM-9305 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   RM-9304 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 共同印刷株式会社   RM-9303 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 京都壁装株式会社   RM-9302 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 リリカラ株式会社   RM-9301 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社義輝   RM-9300 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 東永化成株式会社   RM-9299 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 西武ポリマ化成株式会社   RM-9298 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社キョクソー   RM-9297 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社サンゲツ   RM-9296 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 東武化学工業株式会社   RM-9295 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 アサヒ合成工業株式会社   RM-9294 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 日本ウェーブロック株式会社   RM-9293 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社ホクシンクロス   RM-9292 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 サクラポリマー株式会社   RM-9291 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 富双合成株式会社   RM-9290 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 大日本印刷株式会社   RM-9289 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 アキレス株式会社   RM-9288 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 凸版印刷株式会社   RM-9287 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 竹野株式会社   RM-9286 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 山田化染工業株式会社   RM-9285 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社ナンカイテクナート   RM-9284 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 日本ビニル工業株式会社   RM-9283 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 マロン株式会社   RM-9282 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 サンロック工業株式会社   RM-9281 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社歴清社   RM-9280 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 ダイニック株式会社   RM-9279 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 ヤマト化学工業株式会社   RM-9278 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社テスコ   RM-9277 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 関東レザー株式会社   RM-9276 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 トキワ工業株式会社   RM-9275 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 エリモ工業株式会社   RM-9274 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 共和レザー株式会社   RM-9273 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 ロンシール工業株式会社   RM-9272 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社ニュート   RM-9271 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 リリカラ株式会社   RM-9270 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社トミタ   RM-9269 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 西武ポリマ化成株式会社   RM-9268 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 東武化学工業株式会社   RM-9267 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 日本ウェーブロック株式会社   RM-9266 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 サクラポリマー株式会社   RM-9265 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 大日本印刷株式会社   RM-9264 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 中塚株式会社   RM-9263 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社歴清社   RM-9262 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社テスコ   RM-9261 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 トキワ工業株式会社   RM-9260 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 共和レザー株式会社   RM-9259 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／金属板 積水化学工業株式会社   RM-9258 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／金属板 リンテック株式会社   RM-9257 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／金属板 リケンテクノス株式会社   RM-9256 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／金属板 日本デコラックス株式会社   RM-9255 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／金属板 住友スリーエム株式会社   RM-9254 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／金属板 シーアイ化成株式会社   RM-9253 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち壁紙張／金属板 ジェンコープ   RM-9252 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち壁紙張／金属板 ベスコムB.V   RM-9251 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち壁紙張／金属板 株式会社義輝   RM-9250 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層布裏打ち壁紙張／金属板 サンロック工業株式会社   RM-9249 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層有機質（セルロース系）化粧普通紙裏打ち壁紙張／
金属板 ヤマト化学工業株式会社   RM-9248 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層プラスチック層化粧普通紙裏打ち壁紙張／金属板 ダイニック株式会社   RM-9247 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 スリーエイ化学株式会社   RM-9246 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 株式会社樋口茂正商店   RM-9245 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 リリカラ株式会社   RM-9244 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 株式会社義輝   RM-9243 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 株式会社リバコプランニング   RM-9242 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 広島貿易株式会社   RM-9241 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 株式会社トミタ   RM-9240 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 株式会社トーエイ   RM-9238 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 西武ポリマ化成株式会社   RM-9237 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 株式会社キョクソー   RM-9236 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 株式会社サンゲツ   RM-9235 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 シンコールウォール株式会社   RM-9234 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 アサヒ合成工業株式会社   RM-9233 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 オカモト株式会社   RM-9232 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 富双合成株式会社   RM-9231 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 大日本印刷株式会社   RM-9230 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 アキレス株式会社   RM-9229 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 凸版印刷株式会社   RM-9228 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 竹野株式会社   RM-9227 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 山田化染工業株式会社   RM-9226 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 株式会社ナンカイテクナート   RM-9225 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 日本ビニル工業株式会社   RM-9224 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 サンロック工業株式会社   RM-9223 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 ダイニック株式会社   RM-9222 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 山天東リ株式会社   RM-9221 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 ヤマト化学工業株式会社   RM-9220 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 株式会社テスコ   RM-9219 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 関東レザー株式会社   RM-9218 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 トキワ工業株式会社   RM-9217 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／金属板 ロンシール工業株式会社   RM-9216 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層壁紙張／金属板 株式会社キヌガワ   RM-9215 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層壁紙張／金属板 住友スリーエム株式会社   RM-9214 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層壁紙張／金属板 オカモト株式会社   RM-9213 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層壁紙張／金属板 日本ビニル工業株式会社   RM-9212 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛（樹脂接着）布裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 京都パイル繊維工業株式会社   RM-9211 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物布裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 山崎内装工業株式会社   RM-9210 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 常陽工業株式会社   RM-9209 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金
属板 常陽工業株式会社   RM-9208 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金
属板 小嶋織物株式会社   RM-9207 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金
属板 森本織物株式会社   RM-9206 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／金属板 株式会社キョクソー   RM-9205 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／金属板 株式会社太陽   RM-9204 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／金属板 エスケー化研株式会社   RM-9203 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／金属板 小嶋織物株式会社   RM-9202 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物塩化ビニル樹脂化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／金属板 三光化学工業株式会社   RM-9201 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛(樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属
板 近江ベルベット株式会社   RM-9200 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛(樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属
板 三光化学工業株式会社   RM-9199 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社サンゲツ   RM-9198 平成14年03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

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 内貴紙工株式会社   RM-9197 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   RM-9196 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 リリカラ株式会社   RM-9195 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 東リ株式会社   RM-9194 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 シンコールウォール株式会社   RM-9193 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社龍村美術織物   RM-9192 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 住江織物株式会社   RM-9191 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／不燃せっこうボ
ード及び準不燃材料 株式会社川島織物   RM-9190 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社睦屋   RM-9189 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 リリカラ株式会社   RM-9188 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社トミタ   RM-9187 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 東リ株式会社   RM-9186 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社キョクソー   RM-9185 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社テキスタイル飯田   RM-9184 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 ナショナル物産株式会社   RM-9183 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社パシフィックハウス
テクスタイル   RM-9182 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社サンゲツ   RM-9181 平成14年03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

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 シンコールウォール株式会社   RM-9180 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 常陽工業株式会社   RM-9179 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 ニッセン工業株式会社   RM-9178 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 アキレス株式会社   RM-9177 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 小嶋織物株式会社   RM-9176 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 津山織物株式会社   RM-9175 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 森本織物株式会社   RM-9174 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社龍村美術織物   RM-9173 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 有限会社横井ラミネート工場   RM-9172 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社木奥商店   RM-9171 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 山田化染工業株式会社   RM-9170 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 村井株式会社   RM-9169 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 大塚産業クリエイツ株式会社   RM-9168 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 山崎内装工業株式会社   RM-9167 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 有限会社石崎織物   RM-9166 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 内貴紙工株式会社   RM-9165 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社歴清社   RM-9164 平成14年03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

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 エリモ工業株式会社   RM-9163 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 住江織物株式会社   RM-9162 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社川島織物   RM-9161 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 三光化学工業株式会社   RM-9160 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社義輝   RM-9159 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 広島貿易株式会社   RM-9158 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／金属板 株式会社サンゲツ   RM-9157 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち壁紙張／金属板 株式会社サンゲツ   RM-9156 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（
金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社トミタ   RM-9155 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層有機質（セルロース系）化粧難燃紙裏打ち壁紙張／
難燃紙下張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   RM-9154 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／
難燃紙下張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 中塚株式会社   RM-9153 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 共同印刷株式会社   RM-9152 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 京都壁装株式会社   RM-9151 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 リリカラ株式会社   RM-9150 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社義輝   RM-9149 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 東永化成株式会社   RM-9148 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社キョクソー   RM-9147 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社サンゲツ   RM-9146 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 東武化学工業株式会社   RM-9145 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 アサヒ合成工業株式会社   RM-9144 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社   RM-9143 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社ホクシンクロス   RM-9142 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 サクラポリマー株式会社   RM-9141 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 大日本印刷株式会社   RM-9140 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 アキレス株式会社   RM-9139 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 凸版印刷株式会社   RM-9138 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 山田化染工業株式会社   RM-9137 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート   RM-9136 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 マロン株式会社   RM-9135 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 ダイニック株式会社   RM-9134 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   RM-9133 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 関東レザー株式会社   RM-9132 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 トキワ工業株式会社   RM-9131 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   RM-9130 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   RM-9129 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社歴清社   RM-9128 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 東武化学工業株式会社   RM-9127 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 リリカラ株式会社   RM-9126 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社トミタ   RM-9125 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 日本ウェーブロック株式会社   RM-9124 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 サクラポリマー株式会社   RM-9123 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 大日本印刷株式会社   RM-9122 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 中塚株式会社   RM-9121 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社歴清社   RM-9120 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 トキワ工業株式会社   RM-9119 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材
料（金属板を除く）及び準不燃材料 株式会社ニュート   RM-9118 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 日本デコラックス株式会社   RM-9117 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層布裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属板を
除く）及び準不燃材料 株式会社義輝   RM-9116 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層有機質（セルロース系）化粧普通紙裏打ち壁紙張／
難燃紙下張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   RM-9115 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層プラスチック層化粧普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下
張／不燃材料（金属板を除く）及び準不燃材料 ダイニック株式会社   RM-9114 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 スリーエイ化学株式会社   RM-9113 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 リリカラ株式会社   RM-9112 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 株式会社義輝   RM-9111 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 株式会社リバコプランニング   RM-9110 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 株式会社トミタ   RM-9109 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 株式会社トーエイ   RM-9107 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 株式会社キョクソー   RM-9106 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 株式会社サンゲツ   RM-9105 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 シンコールウォール株式会社   RM-9104 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 アサヒ合成工業株式会社   RM-9103 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 オカモト株式会社   RM-9102 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 大日本印刷株式会社   RM-9101 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 アキレス株式会社   RM-9100 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 凸版印刷株式会社   RM-9099 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 山田化染工業株式会社   RM-9098 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 株式会社ナンカイテクナート   RM-9097 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 ダイニック株式会社   RM-9096 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 ヤマト化学工業株式会社   RM-9095 平成14年03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

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 関東レザー株式会社   RM-9094 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 トキワ工業株式会社   RM-9093 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属
板を除く）及び準不燃材料 ロンシール工業株式会社   RM-9092 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 株式会社キヌガワ   RM-9091 平成14年03月01日

塩化ビニル樹脂層壁紙張／難燃紙下張／不燃材料（金属板を除く）及
び準不燃材料 オカモト株式会社   RM-9090 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛（樹脂接着）布裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙
下張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 京都パイル繊維工業株式会社   RM-9089 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物布裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不燃せ
っこうボード及び準不燃材料 山崎内装工業株式会社   RM-9088 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難
燃紙下張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 常陽工業株式会社   RM-9087 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難
燃紙下張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 小嶋織物株式会社   RM-9086 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物(化学繊維混）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難
燃紙下張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 森本織物株式会社   RM-9085 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／難燃紙下張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社キョクソー   RM-9084 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／難燃紙下張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社太陽   RM-9083 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／難燃紙下張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 エスケー化研株式会社   RM-9082 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物プラスチック層化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／難燃紙下張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 小嶋織物株式会社   RM-9081 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物塩化ビニル樹脂化粧難燃紙裏打ち難燃処理壁紙
張／難燃紙下張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 三光化学工業株式会社   RM-9080 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛(樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃
紙下張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 近江ベルベット株式会社   RM-9079 平成14年03月01日

セルロース系繊維植毛(樹脂接着）難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃
紙下張／不燃せっこうボード及び準不燃材料 三光化学工業株式会社   RM-9078 平成14年03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

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社睦屋   RM-9077 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 リリカラ株式会社   RM-9076 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社トミタ   RM-9075 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 東リ株式会社   RM-9074 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社キョクソー   RM-9073 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社テキスタイル飯田   RM-9072 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 ナショナル物産株式会社   RM-9071 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料

株式会社パシフィックハウス
テクスタイル   RM-9070 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社サンゲツ   RM-9069 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 シンコールウォール株式会社   RM-9068 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 常陽工業株式会社   RM-9067 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 ニッセン工業株式会社   RM-9066 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 アキレス株式会社   RM-9065 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 小嶋織物株式会社   RM-9064 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 津山織物株式会社   RM-9063 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 森本織物株式会社   RM-9062 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社龍村美術織物   RM-9061 平成14年03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

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 有限会社横井ラミネート工場   RM-9060 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社木奥商店   RM-9059 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 山田化染工業株式会社   RM-9058 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 村井株式会社   RM-9057 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 大塚産業クリエイツ株式会社   RM-9056 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 山崎内装工業株式会社   RM-9055 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 有限会社石崎織物   RM-9054 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 内貴紙工株式会社   RM-9053 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社歴清社   RM-9052 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 エリモ工業株式会社   RM-9051 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 住江織物株式会社   RM-9050 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社川島織物   RM-9049 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物難燃紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 三光化学工業株式会社   RM-9048 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社義輝   RM-9047 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 広島貿易株式会社   RM-9046 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち難燃処理壁紙張／難燃紙下張／不
燃せっこうボード及び準不燃材料 株式会社サンゲツ   RM-9045 平成14年03月01日

セルロース系繊維織物普通紙裏打ち壁紙張／難燃紙下張／不燃せっこ
うボード及び準不燃材料 株式会社サンゲツ   RM-9044 平成14年03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

けい酸アルミニウム系塗装／硫酸アンモニウム・りん酸水素アンモニ
ウム系薬剤処理／すぎ板 キッチンハウス株式会社 東京都世田谷区上野毛1-5-6 (一財)建材試験センター RM-0009 平成14年02月15日

けい酸アルミニウム系塗装／硫酸アンモニウム・りん酸水素アンモニ
ウム系薬剤処理／すぎ板 株式会社くんえん 宮城県仙台市宮城野区若竹2-

7-5 (一財)建材試験センター RM-0008 平成14年02月15日

ポリエチレン系樹脂充てん／表面ポリエステル樹脂系フィルム張／裏
面アクリル樹脂系塗装／両面アルミニウム合金板 共同印刷株式会社 文京区小石川4－14－12 (一財)建材試験センター RM-0007 平成14年02月15日

難燃処理木材 協同組合長野県信州からまつ
工業会   RM-9010 平成14年02月08日

無機リン酸系薬剤処理木材 熊本県加工木材協同組合 熊本県熊本市神水1丁目11番1
4号 (一財)日本建築総合試験所 RM-0004 平成14年02月08日

難燃処理木材 株式会社ウッドテック中村   RM-9043 平成14年02月04日

難燃処理木材 株式会社ウッドテック中村   RM-9042 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／難燃合板 株式会社フォーレスト   RM-9038 平成14年02月04日

難燃処理木材 株式会社ザイエンス   RM-9036 平成14年02月04日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／難燃合板 株式会社関西化粧ベニヤ板製
作所   RM-9035 平成14年02月04日

難燃処理合板 オークラウッド株式会社   RM-9034 平成14年02月04日

難燃処理合板 オークラウッド株式会社   RM-9033 平成14年02月04日

アミノアルキッド樹脂系塗装・天然木単板張／難燃処理合板 株式会社TAKリビング   RM-9032 平成14年02月04日

難燃処理合板 オークラウッド株式会社   RM-9031 平成14年02月04日

天然木化粧単板張／難燃処理合板 株式会社岐阜加工ベニヤ製作
所   RM-9030 平成14年02月04日

化粧単板張／難燃処理合板 株式会社内外テクノス   RM-9029 平成14年02月04日

リン酸系薬剤処理／木材 株式会社アズ   RM-9028 平成14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

ポリりん酸カルバメート系薬剤処理／木材 株式会社バイオマス科学研究
所   RM-9027 平成14年02月04日

リン酸系薬剤処理／木材 株式会社アズ   RM-9024 平成14年02月04日

アクリル樹脂系・ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂系塗装／木片埋込
ガラス繊維・エポキシ樹脂板張／アルミニウム合金板 ヤマハ株式会社   RM-9023 平成14年02月04日

ポリエステル樹脂含浸紙張／難燃合板 大村産業株式会社   RM-9022 平成14年02月04日

難燃合板 大建工業株式会社   RM-9020 平成14年02月04日

難燃合板 大建工業株式会社   RM-9019 平成14年02月04日

難燃処理塩化ビニルシート張／難燃処理合板 大建工業株式会社   RM-9018 平成14年02月04日

ダップ樹脂含浸化粧紙張／難燃処理合板 大建工業株式会社   RM-9017 平成14年02月04日

天然木化粧単板張／難燃処理合板 北三株式会社   RM-9016 平成14年02月04日

化粧単板張／難燃処理合板 清水建設株式会社   RM-9015 平成14年02月04日

ウレタンアクリレート樹脂系塗装／難燃処理合板 サンモク工業株式会社   RM-9014 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／難燃合板 宮﨑木材工業株式会社   RM-9007 平成14年02月04日

難燃合板 宮﨑木材工業株式会社   RM-9006 平成14年02月04日

クリヤラッカー塗装／難燃処理木材 宮﨑木材工業株式会社   RM-9002 平成14年02月04日

無機リン酸系薬剤処理木材 株式会社中井建具工業 和歌山県和歌山市新在家112
番地の1 (一財)日本建築総合試験所 RM-0006 平成13年12月14日

植物油系塗装／りん酸水素アンモニウム・りん酸グアニジン系薬剤処
理／たも板 昭和木材株式会社 北海道旭川市二条通23丁目 (一財)建材試験センター RM-0005 平成13年11月09日

難燃処理木材 ヤマガタウッドテック株式会
社   RM-9013 平成13年11月08日
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難燃処理木材積層板 ヤマガタウッドテック株式会
社   RM-9012 平成13年11月08日

難燃処理合板 合板技研株式会社   RM-9011 平成13年11月08日

水酸化アルミニウム・ポリエステル樹脂混入花崗岩粒板 和田商事株式会社   RM-9009 平成13年11月08日

クリヤラッカー塗装・天然木単板張／難燃合板 株式会社山安   RM-9008 平成13年11月08日

発泡性塗料塗装・天然木単板張／難燃合板 有限会社アダチ技研   RM-9005 平成13年11月08日

アミノアルキド樹脂系塗装・天然木単板張／難燃合板 唐川木材工業株式会社   RM-9004 平成13年11月08日

化粧天然木単板張／難燃合板 株式会社ヨコタ商会   RM-9003 平成13年11月08日

化粧天然木単板張／難燃合板 株式会社渡辺特殊合板   RM-9001 平成13年11月08日

エチレンプロピレンゴム・コルク混入ポリエチレン樹脂系塗装／水酸
化アルミニウム混抄紙壁紙張／不燃材料（金属板を除く）

三菱化学エムケーブイ株式会
社 東京都港区芝4－1－23 (一財)日本建築総合試験所 RM-0003 平成13年10月10日

有機リン・水酸化マグネシウム系薬剤処理／木粉・膨張黒鉛混入／ポ
リプロピレン樹脂板 YKK株式会社 東京都千代田区神田和泉町1 (一財)日本建築総合試験所 RM-0002 平成13年08月23日

りん酸系薬剤処理／すぎ板 株式会社日本防災化学研究所 東京都江東区新木場2－6－4 (一財)建材試験センター RM-0001 平成13年06月22日
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両面ガラス繊維混入フライアッシュフェノール樹脂板 岩倉化学工業株式会社 北海道苫小牧市字沼ノ端１３
４番地の４５０

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 RE-0003 平成23年10月31日

両面ガラス繊維混入フライアッシュフェノール樹脂板 岩倉化学工業株式会社 北海道苫小牧市字沼ノ端134
番地の450

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 RE-0002 平成21年12月04日

アクリル樹脂系塗装／クレイ・フェノール系樹脂混入／水酸化アルミ
ニウム板 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 RE-0001 平成16年06月28日
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