構造方法等の認定に係る帳簿

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

【遮音構造】
表示順番は、認定日の新しい順に表示してあります。

認定区分

クリックすると対象の表示ページトップに移動します↓

明細区分

認定記号

リンク

界壁の遮音構造

SOI

表示ページに移動

天井の遮音構造

SOC

該当データなし

遮音構造
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこ
う板・パルプ混入/せっこう板張／自立間仕切壁

クリオン株式会社

東京都江東区越中島一丁目2
番21号

(一財)建材試験センター

SOI-0153

平成24年11月01日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0151

平成24年07月12日

グラスウール充てん／両面パルプ混入/けい酸カルシウム板・強化せっ
こうボード張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央2-5-5

(一財)建材試験センター

SOI-0150

平成24年07月12日

グラスウール又はロックウール充填／両面普通硬質せっこうボード・せっこ
うボード・補強用せっこうボード・石膏系接着剤・鋼製リブ付せっこうボー
ド重張／軽量鉄骨下地（自立）間仕切壁

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0152

平成24年04月24日

人造鉱物繊維断熱材挿入／両面せっこうボード・リブ付パルプ混入せ
っこう押出成形板重張／木造軸組下地自立間仕切壁

クリオン株式会社

東京都江東区越中島1-2-21

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0149

平成24年04月24日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)建材試験センター

SOI-0147

平成24年01月25日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
共通）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)建材試験センター

SOI-0146

平成24年01月25日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこ
う板・パルプ混入/せっこう板張／自立間仕切壁

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

SOI-0148

平成23年12月13日

両面両面ボード用原紙張繊維混入せっこう板・せっこうボード張／軽
量鉄骨下地（独立）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)建材試験センター

SOI-0145

平成23年10月11日

両面両面ボード用原紙張繊維混入せっこう板・強化せっこうボード重
張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)建材試験センター

SOI-0144

平成23年10月11日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)建材試験センター

SOI-0143

平成23年10月04日

両面両面ボード用原紙張繊維混入せっこう板・せっこうボード張／軽
量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)建材試験センター

SOI-0142

平成23年10月04日

両面両面ボード用原紙張繊維混入せっこう板・せっこうボード張／軽
量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)建材試験センター

SOI-0141

平成23年09月21日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)建材試験センター

SOI-0140

平成23年09月21日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
千鳥）間仕切壁

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 新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0139

平成23年09月07日

ロックウール充てん／両面強化せっこうボード・せっこうボード張／
軽量鉄骨パネル下地間仕切壁

大和ハウス工業株式会社

大阪府大阪市北区梅田３丁目
３番５号

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0138

平成23年08月09日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・パルプ混入/せっこう板張
／自立間仕切壁

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

SOI-0137

平成23年07月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

グラスウール充てん／両面普通硬質せっこうボード・パルプ混入／せ
っこう板張／自立間仕切壁

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

SOI-0136

平成23年07月12日

グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・鋼製力骨
付強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

東京都台東区元浅草３丁目１
－１ ヨネクラビル５F

(一財)小林理学研究所

SOI-0135

平成22年11月19日

グラスウール又はロックウール充填／両面普通硬質せっこうボード・
強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

東京都台東区元浅草３丁目１
ー１ ヨネクラビル５F

(一財)小林理学研究所

SOI-0134

平成22年11月19日

グラスウール挿入／片面せっこうボード（9.5mm＋12.5mm）重張軽量鉄骨下
株式会社竹中工務店
地付き波形鋼板自立耐震壁／片面強化せっこうボード（21mm＋21mm）重張
大阪本店
／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

大阪市中央区本町4丁目1-13

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0121

平成22年09月30日

片側柱間グラスウール充てん／両面強化せっこうボード張／鉄骨下地
間仕切壁

積水化学工業株式会社

大阪府大阪市北区西天満2-44

(一財)ベターリビング

SOI-0133

平成22年06月24日

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0132

平成21年12月25日

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0131

平成21年12月25日

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0130

平成21年12月25日

ディウォール工業株式会社

宮城県仙台市青葉区一番町二
丁目10番26号

(一財)小林理学研究所

SOI-0129

平成21年11月02日

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0128

平成21年11月02日

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0127

平成21年11月02日

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0126

平成21年11月02日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
共通）間仕切壁

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 新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0119

平成21年07月15日

グラスウール充てん／片面せっこうボード重張／片面強化せっこうボ
ード重張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

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 新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0118

平成21年07月15日

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0125

平成21年05月29日

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0124

平成21年05月29日

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0123

平成21年05月29日

グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・補強用せっこう
ボード・石膏系接着剤・鋼製リブ付せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（自
立）間仕切壁
グラスウール又はロックウール充填／両面普通硬質せっこうボード・補強用
せっこうボード・石膏系接着剤・鋼製リブ付せっこうボード重張／軽量鉄骨
下地（自立）間仕切壁
グラスウール又はロックウール充填／両面普通硬質せっこうボード・補強用
せっこうボード・石膏系接着剤・せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（自立
）間仕切壁

グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・強化せっ
こうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁
グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・補強用せっこう
ボード・石膏系接着剤・せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（自立）間仕切
壁
グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・補強リブせっこ
うボード・鋼製リブ付補強せっこうボード付せっこうボード重張／軽量鉄骨
下地（自立）間仕切壁
グラスウール又はロックウール充填／両面普通硬質せっこうボード・せっこ
うボード・補強リブせっこうボード・鋼製リブ付補強せっこうボード付せっ
こうボード重張／軽量鉄骨下地（自立）間仕切壁

グラスウール又はロックウール充填/両面・両面ボード用原紙張ガラス繊維混
入せっこう板・せっこうボード・補強用せっこうボード・石膏系接着剤・鋼
製リブ付せっこうボード重張/軽量鉄骨下地（自立）間仕切壁
グラスウール又はロックウール充填/両面せっこうボード・補強用せっこう
ボード・石膏系接着剤・せっこうボード重張/軽量鉄骨下地（自立）間仕切
壁
グラスウール又はロックウール充填/両面せっこうボード・補強用せっこう
ボード・石膏系接着剤・せっこうボード重張/軽量鉄骨下地（自立）間仕切
壁
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

グラスウール又はロックウール充填/両面普通硬質せっこうボード・強
化せっこうボード重張/軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

宮城県仙台市青葉区一番町二
丁目10番26号

(一財)小林理学研究所

SOI-0122

平成21年05月29日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・強化せっこうボード張／
自立間仕切壁

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 新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0117

平成21年05月15日

両面せっこうボード２枚重ね張／グラスウール充てん／木造／間仕切
壁

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36-3

(一財)ベターリビング

SOI-0116

平成21年04月20日

グラスウール又はロックウール充填/両面せっこうボード・補強用せっこう
ボード・石膏系接着剤・せっこうボード重張/軽量鉄骨下地（自立）間仕切
壁

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6-18

(一財)小林理学研究所

SOI-0115

平成21年04月20日

両面両面ボード用原紙張/せっこう板・せっこうボード張／軽量鉄骨下
地（独立）間仕切壁

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 新東京ﾋﾞﾙ内

(一財)建材試験センター

SOI-0114

平成20年12月11日

両面両面ボード用原紙張/せっこう板・せっこうボード張／軽量鉄骨下
地（千鳥）間仕切壁

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 新東京ﾋﾞﾙ内

(一財)建材試験センター

SOI-0113

平成20年12月11日

両面両面ボード用原紙張/せっこう板・せっこうボード張／軽量鉄骨下
地（千鳥）間仕切壁

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 新東京ﾋﾞﾙ内

(一財)建材試験センター

SOI-0112

平成20年12月11日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

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 新東京ﾋﾞﾙ内

(一財)建材試験センター

SOI-0111

平成20年12月11日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

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 新東京ﾋﾞﾙ内

(一財)建材試験センター

SOI-0110

平成20年12月11日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこ
う板・強化せっこうボード・鋼板張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

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 新東京ﾋﾞﾙ内

(一財)建材試験センター

SOI-0109

平成20年12月11日

両面両面ボード用原紙張/せっこう板・せっこうボード張/軽量鉄骨下
地（千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ﾋﾞﾙ内

(一財)建材試験センター

SOI-0108

平成20年09月22日

グラスウール又はロックウール充填/両面せっこうボード・強化せっこ
うボード重張/軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

宮城県仙台市青葉区一番町210-26

(一財)小林理学研究所

SOI-0107

平成20年07月28日

グラスウール又はロックウール充填/両面せっこうボード・強化せっこ
うボード重張/軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

宮城県仙台市青葉区一番町210-26

(一財)小林理学研究所

SOI-0106

平成20年07月28日

グラスウール又はロックウール充填/両面せっこうボード・鋼製力骨付
強化せっこうボード重張/軽量鉄骨下地（自立）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

宮城県仙台市青葉区一番町210-26

(一財)小林理学研究所

SOI-0105

平成20年07月28日

カナダ林産業審議会

東京都港区虎ノ門3-8-27
巴町アネックス2号館9階
(一財)ベターリビング

SOI-0104

平成20年07月28日

社団法人日本ツーバイフォー
建築協会

東京都港区虎ノ門1-16-17
虎ノ門センタービル8階

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6-18

(一財)小林理学研究所

SOI-0103

平成20年05月20日

ロックウール断熱材充てん/両面強化せっこうボード・アルミニウムは
く・強化せっこうボード・木質系ボード張/木製枠組造（千鳥間柱）中
空間仕切壁
グラスウール又はロックウール充填/両面・硬質せっこうボード・補強用せっ
こうボード・石膏系接着剤・鋼製リブ付きせっこうボード重張/軽量鉄骨下地
（自立）間仕切壁
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認定を受けた構造方法等の名称
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申請者の住所

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

グラスウール又はロックウール充填/両面硬質せっこうボード・強化せ
っこうボード重張/軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

宮城県仙台市青葉区一番町210-26

(一財)小林理学研究所

SOI-0102

平成20年05月20日

両面両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板・強化せっこうボ
ード張/軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0101

平成20年05月20日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっ
こう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0100

平成20年02月18日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張／繊維
チヨダウーテ株式会社
混入せっこう板・せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)小林理学研究所

SOI-0099

平成20年01月18日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張／繊維混
チヨダウーテ株式会社
入せっこう板・強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)小林理学研究所

SOI-0098

平成20年01月18日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張／繊維混
チヨダウーテ株式会社
入せっこう板・強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)小林理学研究所

SOI-0097

平成20年01月18日

グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・強化せっ
こうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

宮城県仙台市青葉区一番町210-26

(一財)小林理学研究所

SOI-0096

平成20年01月17日

両面両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっこう板・強化せっこう
ボード張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0095

平成19年11月15日

株式会社デコス

山口県下関市熊野西町6-13
(一財)日本建築総合試験所

SOI-0094

平成19年09月03日

株式会社安成工務店

山口県下関市綾羅木新町3-71

セルローズファイバー充てん／片面せっこうボード（12.5㎜）・普通
硬質せっこうボード（9.5㎜）・シート張／片面せっこうボード（15㎜
+12.5㎜）・普通硬質せっこうボード（9.5㎜）張／木製軸組下地（千
鳥間柱）間仕切壁

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張／繊維
チヨダウーテ株式会社
混入せっこう板・せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)小林理学研究所

SOI-0092

平成19年06月18日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張／繊維混入
せっこう板・補強材付強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（自立）間仕
切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)小林理学研究所

SOI-0091

平成19年06月18日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ﾋﾞﾙ内

(一財)建材試験センター

SOI-0090

平成19年03月23日

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)小林理学研究所

SOI-0089

平成19年02月07日

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)小林理学研究所

SOI-0088

平成19年02月07日

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15－2

(一財)ベターリビング

SOI-0087

平成18年11月22日

東建コーポレーション株式会
社

愛知県名古屋市中区丸の内2
－1－33

(一財)ベターリビング

SOI-0086

平成18年11月22日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張／繊維混入
チヨダウーテ株式会社
せっこう板・強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥配置）間仕切壁
グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張／繊維混入
せっこう板・強化せっこうボード・亜鉛めっき鋼板重張／軽量鉄骨下地（千
鳥配置）間仕切壁
両面・アクリル樹脂塗装薄葉紙張／両面シージングボード用原紙張／繊維混
入せっこう板・強化せっこうボード張／グラスウール充てん／軽量鉄骨下地
間仕切壁

両面せっこうボード2枚・ALCパネル張／軽量鉄骨下地間仕切壁
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認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

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

グラスウール充填／両面せっこうボード・強化せっこうボード重張／
軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

宮城県仙台市青葉区１番町2
－10－26

(一財)小林理学研究所

SOI-0085

平成18年11月22日

両面・両面ボード用原紙張／繊維混入せっこう板・せっこうボード重
張／軽量鉄骨下地（千鳥配置）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15－2

(一財)小林理学研究所

SOI-0084

平成18年11月22日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張／繊維混
チヨダウーテ株式会社
入せっこう板・せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥配置）間仕切壁

三重県四日市市住吉町15－2

(一財)小林理学研究所

SOI-0083

平成18年11月22日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっ
こう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ﾋﾞﾙ内

(一財)建材試験センター

SOI-0082

平成18年11月22日

セルローズファイバー充てん／両面せっこうボード（12.5㎜）重張／
木製枠組壁工法（千鳥）間仕切壁

株式会社オーパス

岐阜県各務原市蘇原東島町3
－100－1

(一財)建材試験センター

SOI-0081

平成18年09月25日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・強化せっこうボード張／
自立間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15－2

(一財)建材試験センター

SOI-0080

平成18年09月25日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張／パルプ混入せっこう
板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)建材試験センター

SOI-0079

平成18年09月25日

グラスウール充填／両面せっこうボード・鋼製力骨付強化せっこうボ
ード重張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

宮城県東松島市赤井字新川前
34-5

(一財)小林理学研究所

SOI-0078

平成17年12月19日

軽量気泡コンクリートパネル自立／グラスウール挿入／両面繊維混入
石膏板・リブ付繊維混入石膏押出成形板重張／自立間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中
央2-5-5

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0077

平成17年10月12日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっ
こう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3
番1号 新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0076

平成17年09月05日

両面・両面ボード用原紙張パルプ混入せっこう板・せっこうボード重
張／軽量鉄骨千鳥配置下地間仕切壁

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)小林理学研究所

SOI-0075

平成17年09月05日

グラスウール又はロックウール充填／片面繊維混入けい酸カルシウムセメン
ト押出成形板張自立鋼製下地・片面せっこうボード重張軽量鉄骨下地／独立
間仕切壁

三菱マテリアル建材株式会社

東京都中野区本町1丁目32番2
(一財)小林理学研究所
号 ハーモニータワー4階

SOI-0074

平成17年09月05日

片面強化せっこうボード・軽量気泡コンクリートパネル張り／片面強
化せっこうボード張り／吸音材挿入／軽量鉄骨下地間仕切壁

住友金属鉱山シポレックス株
式会社

東京都港区新橋5丁目11番3号 (一財)ベターリビング

SOI-0073

平成17年07月20日

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0072

平成17年06月16日

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0071

平成17年06月16日

ミサワホーム株式会社

東京都杉並区高井戸東2丁目4
番5号

(一財)小林理学研究所

SOI-0070

平成17年06月16日

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県郡山市長者3-8-1

(一財)ベターリビング

SOI-0069

平成17年06月06日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張繊維混入硬
質石膏板・せっこうボード・補強用せっこうボード・石膏系接着剤・鋼製リ
ブ付せっこうボード重張／自立間仕切壁
グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張繊維混入硬
質石膏板・せっこうボード・補強リブせっこうボード・鋼製リブ付補強せっ
こうボード付せっこうボード重張／自立間仕切壁
グラスウール充填／片面ガラス繊維不織布入せっこう板・溶融亜鉛めっき鋼板
・合板重張／片面ガラス繊維不織布入せっこう板・溶融亜鉛めっき鋼板・合板
・両面ボード用原紙張ガラス繊維混入せっこう板重張／木造下地間仕切壁

両面せっこうボード2枚重ね張／グラスウール挿入／木造下地間仕切壁
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認定番号

東京都千代田区神田鍛冶町36-3

(一財)ベターリビング

SOI-0069

平成17年06月06日

ミサワホーム株式会社

東京都杉並区高井戸東二丁目
4番5号

(一財)小林理学研究所

SOI-0068

平成17年03月31日

ロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張繊維混入硬質石膏板・
強化せっこうボード重張／軽量鉄骨千鳥配置・制振胴縁下地間仕切壁

株式会社セレコーポレーショ
ン

東京都港区芝大門2-10-12秀
和第3芝パークビル

(一財)小林理学研究所

SOI-0067

平成17年03月31日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっ
こう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目
3番1号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0066

平成17年03月23日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨千鳥配置下地間仕切壁

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

SOI-0065

平成17年03月23日

グラスウール挿入／両面せっこうボード（12.5mm）・火山性ガラス質
大建工業株式会社
複層板（12.5mm）張／木軸下地間仕切壁

富山県砺波市井波1番地の1

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0064

平成17年03月23日

グラスウール挿入／両面両面ボード用原紙張繊維混入硬質石膏板（9.5m
株式会社佐藤型鋼製作所
m）・強化せっこうボード（21mm）張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

広島県広島市西区三滝本町2
丁目24番24号

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0063

平成16年12月14日

両面せっこうボード2枚重ね張り／グラスウール挿入／木造下地間仕切
壁

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36-3

(一財)ベターリビング

SOI-0062

平成16年10月01日

両面せっこうボード2枚重ね張り／グラスウール挿入／軽量鉄骨造間仕
切壁

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36-3

(一財)ベターリビング

SOI-0061

平成16年10月01日

両面せっこうボード2枚重ね張り／グラスウール挿入／薄板軽量形鋼間
仕切壁

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36-3

(一財)ベターリビング

SOI-0060

平成16年10月01日

両面強化せっこうボード2枚重ね張り／グラスウール挿入／薄板軽量形
鋼間仕切壁

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36-3

(一財)ベターリビング

SOI-0059

平成16年10月01日

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

SOI-0058

平成16年08月26日

新日本製鐵株式會社

東京都千代田区大手町2丁目6
番3号

認定を受けた構造方法等の名称

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

両面せっこうボード2枚重ね張／グラスウール挿入／木造下地間仕切壁

旭ファイバーグラス株式会社

グラスウール充填／両面ガラス繊維不織布入せっこう板・溶融亜鉛め
っき鋼板重張／木造千鳥下地間仕切壁

グラスウール充てん／両面せっこうボード・塗装スラグセメントパー
ライト板張／薄板軽量形鋼造（共通）間仕切壁

認定年月日

グラスウール充てん／両面せっこうボード（12.5mm）・火山性ガラス
大建工業株式会社
質複層板（12.5mm）張／木軸下地間仕切壁

富山県東砺波郡井波町井波1
番地の1

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0057

平成16年07月08日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張パルプ
チヨダウーテ株式会社
混入せっこう板・強化せっこうボード重張／軽量鉄骨独立下地間仕切壁

三重県四日市市住吉町15番2
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0056

平成16年07月08日

グラスウール又はロックウール充填／両面強化せっこうボード重張／
軽量鉄骨下地間仕切壁

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)小林理学研究所

SOI-0055

平成16年07月08日

グラスウール又はロックウール充填／両面強化せっこうボード重張／
軽量鉄骨千鳥配置下地間仕切壁

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)小林理学研究所

SOI-0054

平成16年07月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

グラスウール又はロックウール充填／片面遮音シート張せっこうボー
ド／片面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨防振ゴム支持下地間仕切
壁

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

株式会社タケヒロ

愛知県安城市和泉町北大木4
番地14

株式会社エス・アイ・テクノ
ロジー

東京都武蔵野市西久保1丁目6
番3-305号

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

(一財)小林理学研究所

SOI-0053

平成16年05月21日

認定年月日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張／ガラス
吉野石膏株式会社
繊維混入せっこう板・強化せっこうボード重張／木造千鳥下地間仕切壁

東京都千代田区丸の内三丁目
3番1号

(一財)小林理学研究所

SOI-0052

平成16年05月21日

グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・補強材付
強化せっこうボード重張／自立間仕切壁

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)小林理学研究所

SOI-0051

平成16年05月21日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張繊維混入硬
質石膏板・せっこうボード・補強用せっこうボード・石膏系接着剤・鋼製リ
ブ付せっこうボード重張／自立間仕切壁

岩谷テクノ株式会社

大阪府大阪市北区長柄中1丁
目4番7号

(一財)小林理学研究所

SOI-0050

平成16年03月08日

グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・補強材付
強化せっこうボード重張／自立間仕切壁

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)小林理学研究所

SOI-0049

平成16年03月08日

グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・補強材付
強化せっこうボード重張／自立間仕切壁

ワールド産業株式会社

東京都杉並区梅里2丁目40番1
(一財)小林理学研究所
9号

SOI-0048

平成16年03月08日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張／パルプ混入せっこう
板・強化せっこうボード中空パネル張／自立間仕切壁

ワールド産業株式会社

東京都杉並区梅里2-40-19

(一財)建材試験センター

SOI-0047

平成16年01月09日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張／パルプ混入せっこう
板・強化せっこうボード中空パネル張／自立間仕切壁

ワールド産業株式会社

東京都杉並区梅里2-40-19

(一財)建材試験センター

SOI-0046

平成16年01月09日

グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・鋼製リブ
付せっこうボード重張／敷目板千鳥取付け軽量鉄骨下地間仕切壁

岩谷テクノ株式会社

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0045

平成15年12月26日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張パルプ
チヨダウーテ株式会社
混入せっこう板・せっこうボード重張／軽量鉄骨千鳥配置下地間仕切壁

三重県四日市市住吉町15番2
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0044

平成15年12月26日

グラスウール又はロックウール充填／両面・両面ボード用原紙張パル
プ混入せっこう板・補強材付強化せっこうボード重張／自立間仕切壁

三重県四日市市住吉町15番2
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0043

平成15年12月26日

グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・補強用せっこ
岩谷テクノ株式会社
うボード・石膏系接着剤・鋼製リブ付せっこうボード重張／自立間仕切壁

大阪府吹田市江の木町6番18
号

(一財)小林理学研究所

SOI-0042

平成15年12月26日

グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・補強材付
せっこうボード重張／自立間仕切壁

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)小林理学研究所

SOI-0041

平成15年12月26日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっ
こう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3
番1号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0040

平成15年12月03日

グラスウール充てん／両面繊維混入けい酸カルシウム板・繊維混入せ
っこう押出板張／（自立）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9316

平成15年08月18日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう板・繊維混入せっこう押
出板張／（自立）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9315

平成15年08月18日

チヨダウーテ株式会社
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう板・繊維混入せっこう押
出板張／（自立）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9314

平成15年08月18日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう板・せっこうボード張／
成形繊維混入せっこう間柱下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9313

平成15年08月18日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう板・せっこうボード・繊
維混入せっこう押出板張／（自立）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9312

平成15年08月18日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・繊維混入せっこう押出板
張／（自立）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9311

平成15年08月18日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・繊維混入せっこう押出板
張／（自立）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9310

平成15年08月18日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう板・せっこうボード張／
成形繊維混入せっこう間柱下地（千鳥）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9309

平成15年08月18日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう板・せっこうボード張／
成形繊維混入せっこう間柱下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9308

平成15年08月18日

ロックウール充てん／両面繊維混入せっこう板・溶融亜鉛めっき鋼板
・強化せっこうボード張／（自立）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9307

平成15年08月18日

ロックウール充てん／両面繊維混入せっこう板・溶融亜鉛めっき鋼板
・強化せっこうボード張／（自立）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9306

平成15年08月18日

両面繊維混入けい酸カルシウム板重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切
壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9305

平成15年08月18日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう押出板張／（自立）間仕
切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9304

平成15年08月18日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう板・繊維混入せっこう押
出板張／（自立）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9303

平成15年08月18日

両面繊維混入せっこう板重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9302

平成15年08月18日

両面繊維混入けい酸カルシウム板・せっこうボード・溶融亜鉛めっき
鋼板張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9301

平成15年08月18日

両面繊維混入せっこう板・せっこうボード張／軽量鉄骨下地（共通）
間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9300

平成15年08月18日

両面繊維混入せっこう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（千
鳥）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9293

平成15年08月18日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう板張／（自立）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9291

平成15年08月18日
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう板重張／（自立）間仕切
壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9290

平成15年08月18日

両面石綿混入セメントけい酸カルシウム板・特殊石綿混入セメントけ
い酸カルシウム板張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9289

平成15年08月18日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・せっこうボード中空パネ
ル張／自立間仕切壁

ワールド産業株式会社

SOI-0039

平成15年07月15日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・合成ゴムシート重張／軽
量鉄骨下地（共通）間仕切壁

ゼオン化成株式会社

SOI-9299

平成15年07月08日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
共通）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3
番1号

(一財)建材試験センター

SOI-0038

平成15年04月17日

両面両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう板・せっこうボード張
／軽量鉄骨下地(千鳥)間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3
番1号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0037

平成15年03月25日

両面両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう板・せっこうボード張
／敷目板千鳥取付軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3
番1号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0036

平成15年03月25日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地(千鳥)間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3
番1号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0035

平成15年03月25日

両面強化せっこうボード重張／敷目板千鳥取付軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3
番1号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0034

平成15年03月25日

両面両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう板・強化せっこうボー
ド張／敷目板千鳥取付軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3
番1号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0033

平成15年03月25日

グラスウール充てん／両面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
・強化せっこうボード張／敷目板千鳥取付軽量鉄骨下地(千鳥）間仕切壁

東京都千代田区丸の内3丁目3
番1号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0032

平成15年02月07日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／敷目板千鳥取付
軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3
番1号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0031

平成15年02月07日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう
板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地(千鳥)間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3
番1号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0030

平成15年02月07日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード・繊維混入けい酸カル
シウム板張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9298

平成15年02月06日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・繊維混入けい酸カルシウ
ム板張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9297

平成15年02月06日

ロックウール充てん／両面繊維混入せっこう板・せっこうボード張／
繊維混入せっこう間柱下地（千鳥）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9296

平成15年02月06日

ロックウール充てん／両面繊維混入せっこう板・せっこうボード張／
繊維混入せっこう間柱下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9295

平成15年02月06日

東京都杉並区梅里2-40-19
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(一財)建材試験センター

トップページに戻る

構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

ロックウール充てん／両面繊維混入せっこう板・せっこうボード張／
繊維混入せっこう間柱下地（千鳥）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

両面両面ボード用原紙張パルプ混入せっこう板・強化せっこうボード
張／グラスウール／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

ロックウール充てん／両面鉛板裏張石膏ボード・鉛板裏張フレキシブ
ルボード張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

ヨシザワエルディ株式会社

両面せっこうボード／グラスウール／軽量鉄骨下地／リブ付コンクリ
ート板間仕切壁

レスコハウス株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンD棟8階

日本ハウス株式会社

山口県徳山市沖見町2丁目1番
地

レスコハウス株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンD棟8階

両面せっこうボード／軽量鉄骨下地／リブ付コンクリート板間仕切壁

レスコハウス株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンD棟8階

両面繊維混入けい酸カルシウム板・せっこうボード張／断熱材／中空
軽量鉄骨下地間仕切壁

ニチアス株式会社

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

SOI-9292

平成15年02月06日

SOI-0029

平成14年12月16日

SOI-9294

平成14年10月10日

(一財)ベターリビング

SOI-0028

平成14年09月05日

(一財)ベターリビング

SOI-0027

平成14年09月05日

(一財)ベターリビング

SOI-0026

平成14年09月05日

東京都港区芝大門1丁目1番26
(一財)ベターリビング
号

SOI-0025

平成14年09月05日

チヨダウーテ株式会社

SOI-9287

平成14年05月31日

両面せっこうボード・メタルラス重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切
壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9286

平成14年05月31日

片面ガラス繊維混入シラスせっこう板張／片面せっこうボード重張／
軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

株式会社内外テクノス

SOI-9285

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・繊維混入けい酸カルシウ
ム板張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9271

平成14年05月31日

両面せっこうボード・リブ付せっこうボード／グラスウール充てん／
間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9190

平成14年05月31日

成型せっこうボード・せっこうボード重張／間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9185

平成14年05月31日

成型せっこうボード・石綿けい酸カルシウム板積層・片面せっこうボ
ード張／間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9184

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・強化せっこうボード・繊
維混入けい酸カルシウム板張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

日本住宅パネル工業協同組合

SOI-9181

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
独立）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9179

平成14年05月31日

四日市市住吉町15番2号

両面せっこうボード／軽量鉄骨下地／リブ付コンクリート板間仕切壁
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(一財)ベターリビング

トップページに戻る

構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
独立）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9177

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面硬質木片セメント板張／軽量鉄骨木胴縁下
地（共通）間仕切壁

ニチハ株式会社

SOI-9175

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面繊維混入スラグセメント板張／軽量鉄骨木
胴縁下地（共通）間仕切壁

ニチハ株式会社

SOI-9174

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう押出板張／（自立）間仕
切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9171

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード・繊維混入けい酸カル
シウム板張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9169

平成14年05月31日

両面せっこうボード・繊維混入けい酸カルシウム板張／軽量鉄骨下地
（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9168

平成14年05月31日

ロックウール充てん／両面両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう
板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9167

平成14年05月31日

両面繊維混入せっこう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（共
通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9166

平成14年05月31日

両面強化せっこうボード・繊維混入けい酸カルシウム板張／軽量鉄骨
下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9164

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・リブ補強せっこうボード
張／（自立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9160

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・リブ補強せっこうボード
張／（自立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9159

平成14年05月31日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9158

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・リブ補強強化せっこうボ
ード張／（自立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9157

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・リブ補強強化せっこうボ
ード張／（自立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9156

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・せっこうボードパネル張
／（自立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9153

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・せっこうボードパネル張
／（自立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9152

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／木下地（千鳥）間仕
切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9151

平成14年05月31日
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トップページに戻る

構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
千鳥）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9150

平成14年05月31日

両面繊維混入せっこう板重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9147

平成14年05月31日

両面繊維混入せっこう板重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9146

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・板紙積層板裏張せっこう
ボード張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9145

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／木下地（独立）間仕
切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9143

平成14年05月31日

片面せっこうボード重張／片面せっこうボード張／木下地（共通）２
重（独立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9140

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／木下地（共通）間仕
切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9139

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／敷目板付き軽量
鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9131

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード（網入り）重張／軽量
鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9128

平成14年05月31日

両面ボード用原紙張せっこう板重張／グラスウール充てん／軽量鉄骨
下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9127

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
共通）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9126

平成14年05月31日

溶接金網入り軽量気泡コンクリート間仕切壁

クリオン株式会社

SOI-9124

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通
）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9122

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／敷目板付き軽量
鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9118

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
独立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9117

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9116

平成14年05月31日

両面繊維混入せっこう板・強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
千鳥）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9113

平成14年05月31日
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トップページに戻る

構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

両面繊維混入せっこう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（共
通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9105

平成14年05月31日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・強化せっこうボードパネ
ル張／（自立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9102

平成14年05月31日

ロックウール充てん／両面繊維混入せっこう板・せっこうボード張／
成形繊維混入せっこう間柱下地（千鳥）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9101

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード張／ＡＬＣ板下地（自立）
間仕切壁

クリオン株式会社

SOI-9100

平成14年05月31日

両面せっこうボード・リブ補強強化せっこうボード重張／ロックウー
ル充てん／自立間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9095

平成14年05月31日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・リブ補強強化せっこうボ
ード張／（自立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9094

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード張／ＡＬＣ板下地（自立）
間仕切壁

クリオン株式会社

SOI-9093

平成14年05月31日

グラスウール充てん／片面強化せっこうボード重張／片面せっこうボ
ード重張／鋼製胴縁下地（共通）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9092

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・せっこうボード強化せっ
こうボード積層パネル張／（自立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9088

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・せっこうボード強化せっ
こうボード積層パネル張／（自立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9087

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通
）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9086

平成14年05月31日

両面繊維混入せっこう板重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社エーアンドエーマテ
リアル

SOI-9085

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
共通）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9083

平成14年05月31日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9077

平成14年05月31日

両面せっこうボード・せっこうボードパネル張／（自立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9075

平成14年05月31日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9074

平成14年05月31日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9073

平成14年05月31日
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トップページに戻る

構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

成型せっこうボード・せっこうボード重張／間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9072

平成14年05月31日

両面けい酸カルシウム板・硬質木片セメント板重張／木下地（共通）
間仕切壁

ニチハ株式会社

SOI-9069

平成14年05月31日

両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう板・強化せっこうボード重張
吉野石膏株式会社
／グラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨独立下地間仕切壁

SOI-9066

平成14年05月31日

両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう板・リブ補強強化せっこう
ボード重張／グラスウール又はロックウール充てん／自立間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9061

平成14年05月31日

両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう板・強化せっこうボード重張
吉野石膏株式会社
／グラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨独立下地間仕切壁

SOI-9059

平成14年05月31日

両面せっこうボード・リブ補強強化せっこうボード重張／グラスウー
ル又はロックウール充てん／自立間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9054

平成14年05月31日

両面ガラス繊維不織布入せっこう板重張／ロックウール充てん／軽量
鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9048

平成14年05月31日

両面ガラス繊維不織布入せっこう板・せっこうボード重張／軽量鉄骨
下地中空間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9042

平成14年05月31日

両面せっこうボード・ガラス繊維不織布入せっこう板重張／ロックウ
ール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9041

平成14年05月31日

両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう板・リブ補強強化せっこう
ボード重張／ロックウール充てん／自立間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9038

平成14年05月31日

両面せっこうボード・ガラス繊維不織布入せっこう板重張／ロックウ
ール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9030

平成14年05月31日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通
）間仕切壁

サリホン遮音システム

SOI-9276

平成14年05月22日

ロックウール充てん／片面せっこうボード・構造用パネル重張／片面
強化せっこうボード重張／軽量鉄骨弾性胴縁下地（共通）間仕切壁

大東建託株式会社

SOI-9275

平成14年05月22日

ロックウール充てん／片面せっこうボード・構造用パネル重張／片面
せっこうボード重張／軽量鉄骨弾性胴縁下地（共通）間仕切壁

大東建託株式会社

SOI-9274

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面繊維混入けい酸カルシウム板・せっこうボ
ード・亜鉛鉄板重張／鋼製ジョイント金物補強（自立）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9273

平成14年05月22日

ロックウール充てん／片面せっこうボード・繊維混入けい酸カルシウム板・
強化せっこうボード張／片面繊維混入けい酸カルシウム板張／軽量鉄骨下地
（共通）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9272

平成14年05月22日

立体金網入り両面セメントモルタル吹付間仕切壁

鹿島建設株式会社

SOI-9270

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
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

ロックウール充てん／両面繊維混入けい酸カルシウム板・せっこうボ
ード張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9269

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面繊維混入けい酸カルシウム板・せっこうボ
ード張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9268

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面繊維混入けい酸カルシウム板・強化せっこ
うボード張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9267

平成14年05月22日

両面繊維混入けい酸カルシウム板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨
下地（共通）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9266

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・繊維混入けい酸カルシウ
ム板張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9265

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面強化せっこうボード・繊維混入けい酸カル
シウム板張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9264

平成14年05月22日

両面繊維混入けい酸カルシウム板重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切
壁

ニチアス株式会社

SOI-9263

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
千鳥）間仕切壁

株式会社マンテン

SOI-9262

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・繊維混入けい酸カルシウ
ム板張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9261

平成14年05月22日

両面強化せっこうボード・繊維混入けい酸カルシウム板張／軽量鉄骨
下地（共通）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9260

平成14年05月22日

ロックウール充てん／片面繊維混入けい酸カルシウム板・せっこうボード・
繊維混入けい酸カルシウム重張／片面せっこうボード張／軽量鉄骨下地（共
通）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9259

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面せっこうボード張／セメント押出成形板下
地（自立）間仕切壁

昭和電工建材株式会社

SOI-9258

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／セメント押出成形板
下地（自立）間仕切壁

昭和電工建材株式会社

SOI-9257

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面繊維混入けい酸カルシウム板・成型せっこ
うボード重張／（自立）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9255

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面繊維混入けい酸カルシウム板・亜鉛鉄板付
成型せっこうボード重張／（自立）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9254

平成14年05月22日

両面繊維混入せっこう板・リブ付ガラス繊維混入軽量気泡コンクリー
ト板張／（自立）間仕切壁

日本板硝子環境アメニティ株
式会社

SOI-9253

平成14年05月22日

両面繊維混入けい酸カルシウム板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨
下地（共通）間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9252

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
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

両面強化せっこうボード・鉛板重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

東邦亜鉛株式会社

SOI-9251

平成14年05月22日

両面特殊せっこうボード・石綿セメントけい酸カルシウム板張／軽量
鉄骨下地（共通）間仕切壁

鹿島建設株式会社

SOI-9249

平成14年05月22日

両面繊維混入けい酸カルシウム板・鉄板重張／軽量鉄骨下地（共通）
間仕切壁

ニチアス株式会社

SOI-9248

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／木下地（共通、ＡＬ
Ｃパネル千鳥配置）間仕切壁

旭化成建材株式会社

SOI-9233

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面せっこうボード重張／ＡＬＣ下地（自立千
鳥）間仕切壁

旭化成建材株式会社

SOI-9231

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・強化せっこうボード張／
ＡＬＣパネル下地（自立千鳥）間仕切壁

旭化成建材株式会社

SOI-9223

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・強化せっこうボード張／
ＡＬＣパネル下地（自立千鳥）間仕切壁

旭化成建材株式会社

SOI-9221

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・強化せっこうボード張／
ＡＬＣパネル下地（自立千鳥）間仕切壁

旭化成建材株式会社

SOI-9220

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／ＡＬＣパネル下地（
自立千鳥）間仕切壁

旭化成建材株式会社

SOI-9215

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／（自立）間仕切
壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9205

平成14年05月22日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9202

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥
）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9201

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・軽量鉄骨補強せっこうボ
ード重張／間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9192

平成14年05月22日

グラスウール充てん／片面せっこうボード張／軽量鉄骨下地／片面せっこう
ボード・ロックウール充てん繊維混入セメント押出成形板下地／（独立）間
仕切壁

株式会社ノザワ

SOI-9180

平成14年05月22日

グラスウール充てん／繊維混入パーライトセメント板張／軽量鉄骨木
胴縁下地（共通）間仕切壁

東レグラサル株式会社

SOI-9176

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面強化せっこうボード重張／鋼製リブ付ジョ
イナー補強（自立）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9170

平成14年05月22日

SOI-9165

平成14年05月22日

グラスウール充てん／片面両面ボード用原紙張シラス、ガラス繊維混入せ
株式会社内外テクノス
っこう板張・片面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・繊維混入けい酸カルシウ
ム板・繊維混入セメント中波板張／（自立）間仕切壁

株式会社ノザワ

SOI-9149

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面繊維混入けい酸カルシウム板・繊維混入セ
メント中波板張／（自立）間仕切壁

株式会社ノザワ

SOI-9148

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・板紙積層板裏張せっこう
ボード張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9144

平成14年05月22日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9123

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面繊維混入けい酸カルシウム板・強化せっこ
うボード張／（自立）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9115

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面繊維混入けい酸カルシウム板・鋼製リブ付
せっこうボード張／（自立）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9114

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／（自立）間仕切
壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9110

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・セメント系波形複合板張
／（自立）間仕切壁

株式会社ノザワ

SOI-9109

平成14年05月22日

ロックウールフェルト充てん／両面石綿セメントけい酸カルシウム板
・石綿スレート波板張／（自立）間仕切壁

株式会社ノザワ

SOI-9098

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・石綿セメントけい酸カル
シウム板張／石綿セメント押出成形板下地（千鳥）間仕切壁

株式会社ノザワ

SOI-9097

平成14年05月22日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・石綿セメントけい酸カル
シウム板・石綿スレート波板張／（自立）間仕切壁

株式会社ノザワ

SOI-9096

平成14年05月22日

グラスウール充てん／片面せっこうボード重張／ガラス繊維混入シラ
スせっこう板（自立）間仕切壁

株式会社内外テクノス

SOI-9090

平成14年05月22日

グラスウール充てん／片面せっこうボード張／ガラス繊維混入シラス
せっこう板（自立）間仕切壁

株式会社内外テクノス

SOI-9089

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面ガラス繊維混入シラスせっこう板張／（自
立）間仕切壁

株式会社内外テクノス

SOI-9082

平成14年05月22日

片面ガラス繊維混入シラスせっこう板張／片面せっこうボード重張／
軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

株式会社内外テクノス

SOI-9081

平成14年05月22日

グラスウール充てん／片面ガラス繊維混入シラスせっこう板張／片面
ガラス繊維混入シラスせっこう板張／（自立）間仕切壁

株式会社内外テクノス

SOI-9080

平成14年05月22日

グラスウール充てん／片面ガラス繊維混入シラスせっこう板張／片面
ガラス繊維混入シラスせっこう板張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

株式会社内外テクノス

SOI-9079

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
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

グラスウール充てん／片面シラス・ガラス繊維混入せっこう板／片面
せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（独立）間仕切壁

株式会社内外テクノス

SOI-9078

平成14年05月22日

グラスウール充てん／片面せっこうボード張／石綿セメント押出成形
板（ロックウール入り）下地（自立）間仕切壁

株式会社ノザワ

SOI-9071

平成14年05月22日

両面石綿セメント押出成形板張／（自立）間仕切壁

株式会社ノザワ

SOI-9070

平成14年05月22日

グラスウール充てん／両面せっこうボード張／石綿セメント押出成形
板（ロックウール入り）下地（自立）間仕切壁

株式会社ノザワ

SOI-9068

平成14年05月22日

グラスウール充てん／片面せっこうボード張／石綿セメント押出成形
板（ロックウール入り）下地（自立）間仕切壁

株式会社ノザワ

SOI-9067

平成14年05月22日

両面強化せっこうボード・スラグせっこう板重張／軽量鉄骨下地中空
間仕切壁

日本防火ライト工業株式会社

SOI-9049

平成14年05月22日

両面強化せっこうボード・繊維混入けい酸カルシウム板重張／軽量鉄
骨下地中空間仕切壁

三菱マテリアル建材株式会社

SOI-9031

平成14年05月22日

SOI-9281

平成14年05月17日

SOI-9280

平成14年05月17日

大阪化工株式会社
両面鉛板裏張けい酸カルシウム板重張／軽量鉄骨下地間仕切壁

東邦亜鉛株式会社
三井金属エンジニアリング株
式会社
横浜スレート工業株式会社
大和スレート株式会社
村樫スレート工業株式会社

両面繊維混入けい酸カルシウム板・三重張／グラスウ－ル又はロック
ウ－ル挿入／軽量鉄骨下地中空間仕切壁

株式会社ミエスレート
三菱マテリアル建材株式会社
株式会社ノザワ
日本インシュレーション株式
会社
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

日光化成株式会社
ニチアス株式会社
ナイガイ株式会社
東洋スレート株式会社
東北浅野スレート株式会社
東京スレート株式会社
中越テック株式会社
ダイスレ工業株式会社
両面繊維混入けい酸カルシウム板・三重張／グラスウ－ル又はロック
ウ－ル挿入／軽量鉄骨下地中空間仕切壁

SOI-9280

平成14年05月17日

SOI-9279

平成14年05月17日

第一スレート工業株式会社
四国浅野スレート株式会社
山王セラミックス株式会社
神島化学工業株式会社
小野田化学工業株式会社
株式会社大嶽名古屋
株式会社エーアンドエーマテ
リアル
ウベボード株式会社
両面石綿スレ－ト張／珪藻土パネル独立中空グラスウ－ル充てん／間
仕切壁

横浜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
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
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
両面石綿スレ－ト張／珪藻土パネル独立中空グラスウ－ル充てん／間
仕切壁

ナイガイ株式会社

SOI-9279

平成14年05月17日

東洋スレート株式会社
東北浅野スレート株式会社
東京スレート株式会社
中越テック株式会社
ダイスレ工業株式会社
第一スレート工業株式会社
四国浅野スレート株式会社
山王セラミックス株式会社
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

神島化学工業株式会社
小野田化学工業株式会社
両面石綿スレ－ト張／珪藻土パネル独立中空グラスウ－ル充てん／間
仕切壁

株式会社大嶽名古屋

SOI-9279

平成14年05月17日

SOI-9278

平成14年05月17日

SOI-9277

平成14年05月17日

株式会社エーアンドエーマテ
リアル
ウベボード株式会社
會澤高圧コンクリート株式会
社
新日本コンクリート株式会社
孔あきプレキャストコンクリート壁

富士コンクリート工業株式会
社
ツルガスパンクリート株式会
社
株式会社スパンクリートコー
ポレーション
住友金属鉱山シポレックス株
式会社

ＡＬＣパネル間仕切壁

旭化成建材株式会社
クリオン株式会社

グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・補強リブせっこ
うボード・鋼製リブ付補強せっこうボード付せっこうボード重張／自立間仕
切壁
グラスウール又はロックウール充填／両面せっこうボード・補強リブせっこ
うボード・鋼製リブ付補強せっこうボード付せっこうボード重張／自立間仕
切壁

岩谷テクノ株式会社

大阪府大阪市北区長柄中１丁
目４番７号

(一財)小林理学研究所

SOI-0024

平成14年05月13日

岩谷テクノ株式会社

大阪府大阪市北区長柄中１丁
目４番７号

(一財)小林理学研究所

SOI-0023

平成14年05月13日

グラスウール充填／両面せっこうボード・強化せっこうボード重張／
軽量鉄骨千鳥下地間仕切壁

ディウォール工業株式会社東
京支店

東京都台東区元浅草３丁目１
番１号 ヨネクラビル４Ｆ

(一財)小林理学研究所

SOI-0022

平成14年05月13日

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう
板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9155

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
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／木下地（千鳥）間仕
切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9142

平成14年05月07日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／木下地（共通）間仕
切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9141

平成14年05月07日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
独立）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9130

平成14年05月07日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（
千鳥）間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9129

平成14年05月07日

両面強化せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間
仕切壁

日本鋼管株式会社

SOI-9247

平成14年04月17日

両面強化せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間
仕切壁

日新製鋼株式会社

SOI-9246

平成14年04月17日

両面強化せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間
仕切壁

住友金属工業株式会社

SOI-9245

平成14年04月17日

両面強化せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間
仕切壁

新日本製鐵株式会社

SOI-9244

平成14年04月17日

両面強化せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間
仕切壁

株式会社神戸製鋼所

SOI-9243

平成14年04月17日

両面強化せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間
仕切壁

川崎製鉄株式会社

SOI-9242

平成14年04月17日

両面せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間仕切
壁

日本鋼管株式会社

SOI-9241

平成14年04月17日

両面せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間仕切
壁

日新製鋼株式会社

SOI-9240

平成14年04月17日

両面せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間仕切
壁

住友金属工業株式会社

SOI-9239

平成14年04月17日

両面せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間仕切
壁

新日本製鐵株式会社

SOI-9238

平成14年04月17日

両面せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間仕切
壁

株式会社神戸製鋼所

SOI-9237

平成14年04月17日

両面せっこうボード重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・間仕切
壁

川崎製鉄株式会社

SOI-9236

平成14年04月17日

ロックウール充てん／両面強化せっこうボード・せっこうボード張／
軽量鉄骨パネル下地間仕切壁

大和ハウス工業株式会社

SOI-0021

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
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

グラスウール充てん／両面片面せっこうボード張／軽量鉄骨下地／ロッ
株式会社ノザワ
クウール充てん繊維混入セメント押出成形板下地／（独立）間仕切壁

SOI-9234

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・鋼製力骨付強化せっこう
ボード張／（自立）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

SOI-9232

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面強化せっこうボード重張／鋼製目地ジョイ
ナー補強（自立）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9230

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面繊維混入せっこう板・強化せっこうボード
張／鋼製リブ付ジョイナー補強（自立）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9229

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面繊維混入せっこう板・強化せっこうボード
張／鋼製ジョイナー補強（自立）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9228

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面繊維混入せっこう板・強化せっこうボード
張／鋼製リブ付ジョイナー補強（自立独立）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9227

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面強化せっこうボード重張／鋼製ジョイナー
補強（自立）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9226

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・強化せっこうボード張／
鋼製リブ付ジョイナー補強（自立）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9225

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・強化せっこうボード張／
鋼製ジョイナー補強（自立）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9224

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・鋼製力骨付強化せっこう
ボード張／（自立）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

SOI-9222

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・強化せっこうボード張／
鋼製リブ付目地ジョイナー補強（自立）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9219

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面強化せっこうボード重張／鋼製リブ付目地
ジョイナー補強（自立）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9218

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面繊維混入せっこう板・強化せっこうボード
張／鋼製リブ付目地ジョイナー補強（自立）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9217

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面繊維混入せっこう板・鋼製リブ付強化せっ
こうボード張／（自立）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

SOI-9216

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・強化せっこうボード張／
軽量鉄骨目地ジョイナー下地（共通）間仕切壁

株式会社建材技術研究所

SOI-9214

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面ロックウール板・せっこうボード重張／（
自立）間仕切壁

日東紡績株式会社

SOI-9212

平成14年03月15日

両面無機繊維強化せっこうボード・繊維混入スラグセメント板張／軽
量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社朝日セラテック

SOI-9211

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
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

ロックウール充てん／両面無機繊維強化せっこうボード重張／（自立
）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

SOI-9210

平成14年03月15日

ロックウール充てん／両面繊維混入せっこう板・無機繊維強化せっこ
うボード張／（自立）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

SOI-9209

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面無機繊維強化せっこうボード重張／（自立
）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

SOI-9207

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面無機繊維強化せっこうボード・力骨付無機
繊維強化せっこうボード張／（自立）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

SOI-9206

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面強化せっこうボード・力骨付強化せっこう
ボード張／（自立）間仕切壁

ディウォール工業株式会社

SOI-9204

平成14年03月15日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9203

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・せっこうボード補強板重
張／（自立）間仕切壁

岩谷テクノコンストラクショ
ン株式会社

SOI-9199

平成14年03月15日

岩谷テクノコンストラクショ
ン株式会社

SOI-9198

平成14年03月15日

岩谷テクノコンストラクショ
ン株式会社

SOI-9197

平成14年03月15日

岩谷テクノコンストラクショ
ン株式会社

SOI-9196

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面せっこうボード・せっこうボード補強板重
張／（自立）間仕切壁

岩谷テクノコンストラクショ
ン株式会社

SOI-9195

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／軽量鉄骨胴縁下地（
共通）間仕切壁

株式会社サンユー

SOI-9194

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥
）間仕切壁

株式会社オクジュー

SOI-9193

平成14年03月15日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9191

平成14年03月15日

両面ガラス繊維混入せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕
切壁

株式会社オクジュー

SOI-9189

平成14年03月15日

両面ガラス繊維混入せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕
切壁

株式会社オクジュー

SOI-9188

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通
）間仕切壁

株式会社オクジュー

SOI-9187

平成14年03月15日

グラスウール充てん／片面繊維混入せっこう板・せっこうボード・せっこう
ボード補強板重張／片面繊維混入せっこう板・せっこうボード・せっこうボ
ード補強板・亜鉛鉄板重張／（自立）間仕切壁
グラスウール充てん／片面せっこうボード・せっこうボード補強板重張／片
面せっこうボード・せっこうボード補強板・亜鉛鉄板重張／（自立）間仕切
壁
グラスウール充てん／片面せっこうボード・せっこうボード補強板重張／片
面せっこうボード・せっこうボード補強板・亜鉛鉄板重張／（自立）間仕切
壁
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通
）間仕切壁

株式会社オクジュー

SOI-9183

平成14年03月15日

両面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

株式会社オクジュー

SOI-9182

平成14年03月15日

立体金網入り両面セメントモルタル吹付間仕切壁

三井ホーム株式会社

SOI-9005

平成14年03月15日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（敷目
板千鳥取付）間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内３丁目
３番１号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0020

平成14年02月15日

グラスウール充てん／両面両面ガラス繊維不織布張石膏板・せっこう
ボード張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0019

平成14年02月15日

両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう板・せっこうボード重張／
グラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨独立下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9065

平成14年02月04日

両面せっこうボード・補強せっこうボード・せっこう系接着剤・せっこ
岩谷テクノ株式会社
うボード重張／グラスウール又はロックウール充てん／自立間仕切壁

SOI-9064

平成14年02月04日

両面ボード用原紙張繊維強化硬質せっこう板・せっこうボード重張／
グラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9062

平成14年02月04日

両面ボード用原紙張繊維強化硬質せっこう板･せっこうボード重張／グ
ラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9060

平成14年02月04日

両面ボード用原紙張繊維強化硬質せっこう板・強化せっこうボード重
張／グラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9058

平成14年02月04日

両面ボード用原紙張繊維強化硬質せっこう板・強化せっこうボード重
張／軽量鉄骨下地中空間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

SOI-9057

平成14年02月04日

両面ボード用原紙張繊維強化硬質せっこう板・強化せっこうボード重張／
チヨダウーテ株式会社
グラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨千鳥配置下地間仕切壁

SOI-9056

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・強化せっこうボード重張／グ
吉野石膏株式会社
ラスウール又はロックウール充てん／敷目板千鳥取付軽量鉄骨下地間仕切壁

SOI-9055

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・せっこうボード重張／グ
吉野石膏株式会社
ラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨千鳥配置下地間仕切壁

SOI-9053

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・強化せっこうボード重張／
吉野石膏株式会社
グラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨千鳥配置下地間仕切壁

SOI-9052

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・リブ補強強化せっこう
ボード重張／グラスウール又はロックウール充てん／自立間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9051

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・せっこうボード重張／
軽量鉄骨下地中空間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9050

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
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
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入せっこう板重張／ロックウール充てん／軽量
鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9047

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･せっこうボード重張／グ
ラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9046

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･せっこうボード重張／グ
ラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9045

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･強化せっこうボード重張
／グラスウール又はロックウール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9044

平成14年02月04日

両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地中空間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9043

平成14年02月04日

両面せっこうボード･押出成形セメント板重張／グラスウール充てん／
間仕切壁

三菱マテリアル建材株式会社

SOI-9040

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･リブ補強強化せっこうボ
ード重張／ロックウール充てん／自立間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9039

平成14年02月04日

両面強化せっこうボード･ガラス繊維不織布入せっこう板重張／ロック
ウール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9037

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･リブ付せっこうボードパ
ネル重張／ロックウール充てん／自立間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9036

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･せっこうボード重張／ロ
ックウール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9035

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･せっこうボード重張／ロ
ックウール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9034

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･強化せっこうボード重張
／ロックウール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9033

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･強化せっこうボード重張
／軽量鉄骨下地中空間仕切壁

吉野石膏株式会社

SOI-9032

平成14年02月04日

両面せっこうボード・補強リブ付せっこうボード重張／グラスウール
充てん／自立間仕切壁

岩谷テクノ株式会社

SOI-9029

平成14年02月04日

岩谷テクノ株式会社

SOI-9028

平成14年02月04日

岩谷テクノ株式会社

SOI-9027

平成14年02月04日

岩谷テクノ株式会社

SOI-9026

平成14年02月04日

両面繊維混入スラグせっこう板・せっこうボード・補強せっこうボード・軽
量鉄骨補強両面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう板重張／グラスウール
充てん／自立間仕切壁
両面繊維混入スラグせっこう板・せっこうボード・補強せっこうボード・両
面ボード用原紙張繊維混入硬質せっこう板重張／グラスウール充てん／自立
間仕切壁

両面せっこうボード・補強リブ付せっこうボード重張／グラスウール
充てん／自立間仕切壁
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

空洞コンクリートブロック間仕切壁

太陽セメント工業株式会社

SOI-9025

平成14年02月04日

両面せっこうボード・スラグせっこう板重張／グラスウール充てん／
軽量鉄骨下地間仕切壁

日本防火ライト工業株式会社

SOI-9024

平成14年02月04日

両面せっこうボード・トラス筋補強発泡軽量モルタル板重張／グラス
ウール充てん／間仕切壁

清水建設株式会社

SOI-9023

平成14年02月04日

両面せっこうボード・スラグせっこう板重張／グラスウール充てん／
軽量鉄骨下地間仕切壁

日本防火ライト工業株式会社

SOI-9022

平成14年02月04日

両面せっこうボード・スラグせっこう板重張／軽量鉄骨下地中空間仕
切壁

日本防火ライト工業株式会社

SOI-9021

平成14年02月04日

両面せっこうボード・リブ付無機繊維強化せっこうボード重張／グラ
スウール充てん／自立間仕切壁

清水建設株式会社

SOI-9020

平成14年02月04日

両面スラグせっこう板重張／軽量鉄骨下地中空間仕切壁

日本防火ライト工業株式会社

SOI-9019

平成14年02月04日

片面せっこうボード・石綿セメント押出成形板重張／片面せっこうボー
三菱マテリアル建材株式会社
ド・石綿スレートフレキシブル板重張／グラスウール充てん／間仕切壁

SOI-9018

平成14年02月04日

両面無機繊維強化せっこうボード・スラグせっこう板重張／軽量鉄骨
下地中空間仕切壁

日本防火ライト工業株式会社

SOI-9017

平成14年02月04日

両面せっこうボード・リブ付無機繊維強化せっこうボード重張／グラ
スウール充てん／自立間仕切壁

清水建設株式会社

SOI-9016

平成14年02月04日

両面繊維混入けい酸カルシウム板・リブ付無機繊維強化せっこうボー
ド重張／グラスウール充てん／自立間仕切壁

清水建設株式会社

SOI-9015

平成14年02月04日

両面せっこうボード・ガラス繊維混入火山礫サンドアッシュフェノー
ル樹脂板重張／グラスウール充てん／軽量鉄骨下地間仕切壁

岩倉化学工業株式会社

SOI-9014

平成14年02月04日

両面石綿けい酸カルシウム板・無機繊維強化せっこうボード重張／軽
量鉄骨下地中空間仕切壁

大建工業株式会社

SOI-9013

平成14年02月04日

両面石綿けい酸カルシウム板・無機繊維強化せっこうボード重張／軽
量鉄骨下地中空間仕切壁

大建工業株式会社

SOI-9012

平成14年02月04日

両面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地中空間仕切壁

大建工業株式会社

SOI-9011

平成14年02月04日

両面石綿セメント押出成形板／ロックウール充てん／間仕切壁

三菱マテリアル建材株式会社

SOI-9010

平成14年02月04日

片面石綿セメント押出成形板／片面せっこうボード重張／ロックウー
ル充てん／中空間仕切壁

三菱マテリアル建材株式会社

SOI-9009

平成14年02月04日
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認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

両面リブ付繊維混入石膏押出成形板張／グラスウール充てん／自立間
仕切壁

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

SOI-0018

平成13年11月28日

両面せっこうボード・リブ付繊維混入石膏押出成形板重張／グラスウ
ール充てん／自立間仕切壁

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

SOI-0017

平成13年11月28日

両面せっこうボード重張／グラスウール充てん／軽量鉄骨下地（共通
）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0016

平成13年11月28日

両面せっこうボード重張／グラスウール充てん／軽量鉄骨下地（千鳥
）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0015

平成13年11月28日

両面せっこうボード重張／グラスウール充てん／軽量鉄骨下地（千鳥
）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0014

平成13年11月28日

両面せっこうボード重張／グラスウール充てん／軽量鉄骨下地（共通
）間仕切壁

チヨダウーテ株式会社

三重県四日市市住吉町15-2

(一財)日本建築総合試験所

SOI-0013

平成13年11月28日

両面強化せっこうボード重張／中空軽量鉄骨下地間仕切壁

株式会社間組

SOI-9008

平成13年11月08日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／木造下地間仕切壁

ミサワホーム株式会社

SOI-9007

平成13年11月08日

グラスウール充てん／せっこうボード重張／せっこうボード裏張／成
型パネル2枚自立型木造下地間仕切壁

ミサワホーム株式会社

SOI-9006

平成13年11月08日

住宅用グラスウール断熱材充てん／両面せっこうボード・プレキャス
タブル軽量気泡コンクリート板重張／独立中空間仕切壁

ミサワホーム株式会社

SOI-9004

平成13年11月08日

ロックウール充てん／両面せっこうボード・繊維混入フライアッシュ
スラグセメント板重張／中空木造下地間仕切壁

ミサワホーム株式会社

SOI-9003

平成13年11月08日

グラスウール充てん／両面せっこうボード重張／木造下地間仕切壁

ミサワホーム株式会社

SOI-9002

平成13年11月08日

グラスウール充てん／せっこうボード重張／石綿スレート合板裏張／
成型パネル2枚自立型木造下地間仕切壁

ミサワホーム株式会社

SOI-9001

平成13年11月08日

両面せっこうボード／グラスウール／木製下地／リブ付コンクリート
板間仕切壁

ウベハウス株式会社

大阪府豊中市新千里東町１丁
目５番３号千里朝日阪急18階

(一財)ベターリビング

SOI-0012

平成13年10月31日

日本ハウス株式会社

山口県徳山市沖美町２丁目１
番地

株式会社イワコン

富山県富山市向新庄町３丁目
７番８号

(一財)ベターリビング

SOI-0011

平成13年10月31日

レスコハウス株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目
３番幕張テクノガーデンD棟8階

両面せっこうボード／軽量鉄骨下地／リブ付コンクリート板間仕切壁
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構造方法等の認定に係る帳簿
認定を受けた構造方法等の名称

認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日

申請者の氏名又は名称

指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を
行った場合にあっては、その旨）

認定番号

認定年月日

両面せっこうボード／軽量鉄骨下地／リブ付コンクリート板間仕切壁

ウベハウス株式会社

大阪府豊中市新千里東町１丁
目５番３号千里朝日阪急18階

(一財)ベターリビング

SOI-0011

平成13年10月31日

両面せっこうボード／木製＋軽量鉄骨下地／リブ付コンクリート板間
仕切壁

ウベハウス株式会社

大阪府豊中市新千里東町１丁
目５番３号千里朝日阪急18階

(一財)ベターリビング

SOI-0010

平成13年10月31日

両面せっこうボード／木製下地／リブ付コンクリート板間仕切壁

ウベハウス株式会社

大阪府豊中市新千里東町１丁
目５番３号千里朝日阪急18階

(一財)ベターリビング

SOI-0009

平成13年10月31日

両面せっこうボード・リブ付繊維混入石膏押出成形板重張／グラスウ
ール充てん／自立間仕切壁

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１０号

(一財)建材試験センター

SOI-0008

平成13年10月10日

両面繊維混入石膏板・リブ付繊維混入石膏押出成形板重張／グラスウ
ール充てん／自立間仕切壁

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１０号

(一財)建材試験センター

SOI-0007

平成13年08月21日

両面せっこうボード重張／グラスウール充てん／敷目板千鳥取付軽量
鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内３丁目
３番１号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0006

平成13年08月21日

両面せっこうボード重張／グラスウール充てん／敷目板千鳥取付軽量
鉄骨下地間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内３丁目
３番１号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0005

平成13年08月21日

両面せっこうボード重張／グラスウール充てん／軽量鉄骨共通下地間
仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内３丁目
３番１号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0004

平成13年08月21日

両面せっこうボード・強化せっこうボードパネル重張／グラスウール
充てん／自立間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内３丁目
３番１号新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0003

平成13年08月21日

両面ボード用原紙張繊維混入硬質石膏板・ガラス繊維不織布入せっこ
う板両面重張／グラスウール充てん／軽量鉄骨下地独立間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内３丁目
３番１号 新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0002

平成13年03月30日

両面せっこうボード・リブ補強強化せっこうボード重張／グラスウー
ル充てん／自立間仕切壁

吉野石膏株式会社

東京都千代田区丸の内３丁目
３番１号 新東京ビル内

(一財)建材試験センター

SOI-0001

平成13年03月30日
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申請者の住所

国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）
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