
構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30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 該当データなし

難燃材料
一般 RM 表示ページに移動

外部仕上用 RE 該当データなし

1/194



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリウレタン系樹脂塗装／ほう酸・硫酸アンモニウム系薬剤処理すぎ
板 株式会社日本防災化学研究所 東京都江東区東砂8-3-13 (一財)建材試験センター NM-5625 令和5年04月27日

ポリウレタン系樹脂塗装／ほう酸・硫酸アンモニウム系薬剤処理すぎ
板 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-5624 令和5年04月27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 タキロンシーアイ株式会社

大阪府大阪市北区梅田三丁目1
番3号ノースゲートビルディン
グ

(一財)日本建築総合試験所 NM-5623 令和5年03月29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／基材（不燃
材料（金属板）） タキロンシーアイ株式会社

大阪府大阪市北区梅田三丁目1
番3号ノースゲートビルディン
グ

(一財)日本建築総合試験所 NM-5622 令和5年03月29日

シリコーン系樹脂塗装／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-5621 令和5年03月29日

ウレタン系樹脂塗装紙・溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板・ホウ素系薬剤混入紙張／基材(不燃材料(金属板を除く)
)

株式会社　ラ・ポルタ 東京都豊島区西池袋1-29-2
地得ビル10F (一財)ベターリビング NM-5620 令和5年03月29日

炭酸カルシウム混入アクリル系樹脂塗装／基材(不燃材料(金属板を除く
)) 株式会社オンザウォール　 静岡市駿河区池田364-1 (一財)ベターリビング NM-5619 令和5年03月29日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 たつみ工業株式会社 神奈川県川崎市幸区小倉4-1-
13 (一財)ベターリビング NM-5618(2) 令和5年03月29日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 たつみ工業株式会社 神奈川県川崎市幸区小倉4-1-
13 (一財)ベターリビング NM-5618(1) 令和5年03月29日

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
))

大成ファインケミカル株式会
社 東京都葛飾区西新小岩3-5-1 (一財)建材試験センター NM-5617 令和5年03月29日

硬質ウレタンフォーム充てん／ゼオライト系塗装ガラスペーパー張ガ
ラスクロス裏張アルミニウムはく

パナソニックハウジングソリ
ューションズ株式会社

大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)ベターリビング NM-5477-1 令和5年03月29日

セルロース紙張アルミニウム合金はく張／スギ材 株式会社内外テクノス 東京都千代田区九段南3丁目3
番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5117-2(3) 令和5年03月29日

木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張／スギ材 株式会社内外テクノス 東京都千代田区九段南3丁目3
番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5117-2(2) 令和5年03月29日

合成樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張
／スギ材 株式会社内外テクノス 東京都千代田区九段南3丁目3

番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5117-2(1) 令和5年03月29日

セルロース紙張アルミニウム合金はく張／スギ材 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5116-2(3) 令和5年03月29日

木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張／スギ材 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5116-2(2) 令和5年03月29日

合成樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張
／スギ材 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5116-2(1) 令和5年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ガラスペーパー張／硬質ウレタンフォーム充てん／ガラスクロス裏張
アルミニウムはく

パナソニックハウジングソリ
ューションズ株式会社

大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)ベターリビング NM-5073-1 令和5年03月29日

木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張／基材（不燃材
料（金属板を除く）） 株式会社内外テクノス 東京都千代田区九段南3丁目3

番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5000-2(2) 令和5年03月29日

合成樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張
／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社内外テクノス 東京都千代田区九段南3丁目3

番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5000-2(1) 令和5年03月29日

木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張／基材（不燃材
料（金属板を除く）） 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4999-2(2) 令和5年03月29日

合成樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張
／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4999-2(1) 令和5年03月29日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5616(2) 令和5年03月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アクリル系樹脂塗装アルミニウム合金
板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2

丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5616(1) 令和5年03月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5615 令和5年03月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5614(4) 令和5年03月16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 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5614(3) 令和5年03月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アクリル系樹脂塗装アルミニウム合金
板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2

丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5614(2) 令和5年03月16日

合成樹脂塗装塩化ビニル系樹脂フィルム張／アクリル系樹脂塗装アル
ミニウム合金板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2

丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5614(1) 令和5年03月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5613(4) 令和5年03月16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 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5613(3) 令和5年03月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アクリル系樹脂塗装アルミニウム合金
板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2

丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5613(2) 令和5年03月16日

合成樹脂塗装塩化ビニル系樹脂フィルム張／アクリル系樹脂塗装アル
ミニウム合金板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2

丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5613(1) 令和5年03月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5612(2) 令和5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／基材（不燃材料（金属板
）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2

丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5612(1) 令和5年03月16日

亜鉛粉末混入合成樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板）） ローバル株式会社 大阪府交野市幾野六丁目41-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5611 令和5年03月16日

亜鉛粉末混入合成樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） ローバル株式会社 大阪府交野市幾野六丁目41-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5610 令和5年03月16日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウ
ム-亜鉛合金めっき鋼板

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5609 令和5年03月16日

炭酸カルシウム混入合成樹脂塗装／酢酸ビニル系樹脂裏面塗装／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 NM-5608 令和5年03月16日

酢酸ビニル系樹脂混入セメント系塗材塗／基材(不燃材料(せっこうボー
ド及び金属板を除く)) 株式会社トーザイクリエイト 東京都渋谷区本町1-21-1SH小

林ビル9F (一財)ベターリビング NM-5607 令和5年03月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／ビニルエステル系樹脂含浸ガラス繊維
クロス 帝人フロンティア株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目２番４号 (一財)ベターリビング NM-5606 令和5年03月16日

せっこう・ロックウール混入セメント系塗材塗／基材（不燃材料（金
属板））

エーティー技研株式会社 岐阜県多治見市大原町2丁目3
8

(一財)日本建築総合試験所 NM-5605 令和5年03月16日
株式会社福春商店 茨城県日立市神峰町１－９－

１サーパス日立1505

ガラス繊維織物入ほう酸混入フェノール系樹脂板 北関工業株式会社 埼玉県草加市新里町1082 (一財)日本建築総合試験所 NM-5604 令和5年03月16日

パルプ混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5603(3) 令和5年03月09日

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 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5603(2) 令和5年03月09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 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5603(1) 令和5年03月09日

ポリ塩化ビニル系樹脂塗装／アルミニウム合金はく張／ガラスクロス 株式会社石蔵商店 福岡県福岡市東区多の津1-2-
4 (一財)建材試験センター NM-5602 令和5年03月09日

ロックウール板充てん／合成樹脂塗装鋼板 日鉄鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目5番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4677-1 令和5年03月09日

水酸化アルミニウム紙ハニカムコア充てん／ポリエステル系樹脂塗装
溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社 大川 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4-

21-12 (一財)ベターリビング NM-5601 令和5年03月01日

水酸化アルミニウム紙ハニカムコア充てん／ポリエステル系樹脂塗装
溶融亜鉛めっき鋼板 株式会社 PB工芸社 東京都中央区日本橋室町1-5-

3　三越前福島ビル (一財)ベターリビング NM-5600 令和5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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

フッ素系樹脂・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二丁目四

番地一 (一財)ベターリビング NM-5599 令和5年03月01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
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二丁目四

番地一 (一財)ベターリビング NM-5598 令和5年03月01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
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二丁目四

番地一 (一財)ベターリビング NM-5597 令和5年03月01日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／エポキシ系樹脂塗装アルミニ
ウム合金はく 株式会社エスコ 東京都荒川区西日暮里5-6-10

gran+ NISHINIPPORI 5階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5596 令和5年02月28日

ウレタン系樹脂塗装天然木片板・パルプ繊維紙張／基材(不燃材料(金属
板を除く)) 株式会社松竹工芸社 福島県西白河郡西郷村大字米

字米村64-1 (一財)建材試験センター NM-5595 令和5年02月28日

ポリプロピレン樹脂不織布張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム
板 高島株式会社 東京都千代田区神田駿河台2-

2　御茶ノ水杏雲ビル (一財)建材試験センター NM-5594 令和5年02月28日

ポリプロピレン樹脂不織布張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム
板

株式会社ヒロコーポレーショ
ン

茨城県那珂郡東海村舟石川63
6-30 (一財)建材試験センター NM-5593 令和5年02月28日

ポリプロピレン樹脂不織布張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム
板 株式会社サップ 東京都台東区上野3-15-9

3階 (一財)建材試験センター NM-5592 令和5年02月28日

ポリプロピレン樹脂不織布裏張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウ
ム板 高島株式会社 東京都千代田区神田駿河台2-

2　御茶ノ水杏雲ビル (一財)建材試験センター NM-5591 令和5年02月28日

ポリプロピレン樹脂不織布裏張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウ
ム板

株式会社ヒロコーポレーショ
ン

茨城県那珂郡東海村舟石川63
6-30 (一財)建材試験センター NM-5590 令和5年02月28日

ポリプロピレン樹脂不織布裏張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウ
ム板 株式会社サップ 東京都台東区上野3-15-9

3階 (一財)建材試験センター NM-5589 令和5年02月28日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／合成樹脂塗装鋼板 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-5280-1 令和5年02月28日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／合成樹脂塗装鋼板 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-5279-2 令和5年02月28日

水酸化アルミニウム混抄紙ペーパーコア充てん／合成樹脂塗装溶融亜
鉛めっき鋼板 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-5167-2 令和5年02月28日

水酸化アルミニウム混抄紙ペーパーコア充てん／合成樹脂塗装鋼板 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-5147-1 令和5年02月28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フィルム張／合成
樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板裏張／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

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 NM-4892-1 令和5年02月28日

アクリル系樹脂塗装／パルプ混入フライアッシュセメント板 東レ建材株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
12-2 (一財)建材試験センター NM-5586 令和5年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／パルプ混入フライアッシュセメント板 東レ建材株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
12-2 (一財)建材試験センター NM-5585 令和5年02月17日

アクリル系樹脂塗装／パルプ混入フライアッシュセメント板 東レ建材株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
12-2 (一財)建材試験センター NM-5584 令和5年02月17日

アクリル系樹脂塗装／パルプ混入フライアッシュセメント板 東レ建材株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
12-2 (一財)建材試験センター NM-5583 令和5年02月17日

アクリル系樹脂塗装／パルプ混入フライアッシュセメント板 東レ建材株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
12-2 (一財)建材試験センター NM-5582 令和5年02月17日

アクリル系樹脂塗装／パルプ混入フライアッシュセメント板 東レ建材株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
12-2 (一財)建材試験センター NM-5581 令和5年02月17日

ふっ素系樹脂フィルム張／ふっ素系樹脂塗装／ふっ素系樹脂含浸ガラ
スクロス IMSテクノ株式会社 岐阜県安八郡神戸町安次700 (一財)建材試験センター NM-5588 令和5年02月03日

ふっ素系樹脂フィルム張／ふっ素系樹脂塗装／ふっ素系樹脂含浸ガラ
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-5587 令和5年02月03日

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 東京都北区田端6-1-1
田端ASUKAタワー15階 (一財)建材試験センター NM-5580 令和5年02月03日

水酸化カルシウム混入二酸化けい素板 株式会社ツヅキ 大阪府東大阪市西石切町5-1-
42 (一財)日本建築総合試験所 NM-5579 令和5年02月03日

フェノール系樹脂混入ガラス繊維板 有沢総業株式会社 新潟県上越市南本町一丁目5
番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5578 令和5年02月03日

せっこうボード裏張／ポリウレタン系樹脂塗装合成樹脂フィルム張鋼
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-5577 令和5年02月03日

せっこうボード裏張／エポキシ系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 アイリスチトセ株式会社 大阪府大阪市中央区東心斎橋
1丁目20－16 2F (一財)日本建築総合試験所 NM-5576 令和5年02月03日

パルプ混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5575(2) 令和5年02月03日

合成樹脂塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5575(1) 令和5年02月03日

木単板・アルミニウム合金はく張ガラス繊維不織布張／スギ材
三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町 1-1-1

大手町パークビル
(一財)日本建築総合試験所 NM-5574 令和5年02月03日

三商株式会社 愛知県名古屋市東区葵3丁目2
5番32号

ポリエチレンフォーム裏張／ポリ塩化ビニル系樹脂塗装／アルミニウ
ム合金はく 株式会社石蔵商店 福岡県福岡市東区多の津1-2-

4 (一財)建材試験センター NM-5573 令和5年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板・塩素化ポリエチレン混合フ
ェライトはく裏張／両面ガラス質ほうろう処理ほうろう用脱炭鋼板 株式会社青井黒板製作所 大阪府茨木市十日市町9-8 (一財)建材試験センター NM-5572 令和5年02月03日

ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板・塩素化ポリエチレン混合フ
ェライトはく裏張／両面ガラス質ほうろう処理ほうろう用脱炭鋼板 株式会社青井黒板製作所 大阪府茨木市十日市町9-8 (一財)建材試験センター NM-5571 令和5年02月03日

アルミニウム合金はく張／ガラス繊維織物 プロックスマテリアル株式会
社

福岡県福岡市西区小戸3-26-1
1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5570 令和5年02月03日

ステンレス鋼材付シリコーン系樹脂塗装ガラス繊維織物 タイガースポリマー株式会社
静岡工場 静岡県掛川市淡陽6番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5569 令和5年02月03日

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／基
材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社ahead 神奈川県横浜市港北区大曽根

1-6-10 (一財)建材試験センター NM-5557 令和5年02月03日

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／基
材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社コボテクト 神奈川県横浜市都筑区佐江戸

町290-1 (一財)建材試験センター NM-5556 令和5年02月03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
を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2

丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5457-1 令和5年02月03日

ポリエステル樹脂系不織布張／アルミニウム合金はく・ポリエステル
樹脂系フィルム裏張／無機繊維フェルト ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀一丁目6

番1号 (一財)ベターリビング NM-4578-1 令和5年02月03日

ポリエステル樹脂系不織布・アルミニウム合金はく・ポリエステル樹
脂系フィルム張／無機繊維フェルト ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀一丁目6

番1号 (一財)ベターリビング NM-4577-1 令和5年02月03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-3604-3 令和5年02月03日

無機質混入アクリル系樹脂塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社MICC TEC 東京都新宿区西新宿3-3-23 (一財)建材試験センター NM-5568 令和5年01月16日

無機質混入アクリル系樹脂塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) サンキ化工株式会社 東京都世田谷区砧3-31-16 (一財)建材試験センター NM-5567 令和5年01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／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

DNP住空間マテリアル販売株
式会社 東京都品川区西五反田3-5-20 (一財)建材試験センター NM-5566(2) 令和5年01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／パルプ紙張ポリエチ
レン系樹脂フィルム裏張／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

DNP住空間マテリアル販売株
式会社 東京都品川区西五反田3-5-20 (一財)建材試験センター NM-5566(1) 令和5年01月16日

ポリプロピレン樹脂系ネット裏張／ポリエチレン樹脂系ネット入りモ
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-5565 令和5年01月16日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 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 NM-5564(4) 令和5年01月16日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 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 NM-5564(3) 令和5年01月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

エポキシ系樹脂塗装アルミニウム合金はく・ポリイソシアヌレートフ
ォーム裏張／鋼板 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 NM-5564(2) 令和5年01月16日

エポキシ系樹脂塗装アルミニウム合金はく・ポリイソシアヌレートフ
ォーム裏張／合成樹脂塗装鋼板 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 NM-5564(1) 令和5年01月16日

合成樹脂塗装／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 (一財)建材試験センター NM-5563 令和5年01月16日

コットン混入珪藻土系塗材塗／基材(不燃材料(金属板を除く)) くまもと塗壁研究所株式会社 熊本県熊本市東区小山2-18-8
7-203 (一財)建材試験センター NM-5562 令和5年01月16日

アクリル系樹脂塗装／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
番地 (一財)建材試験センター NM-5561 令和5年01月16日

アクリル系樹脂塗装／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
番地 (一財)建材試験センター NM-5560 令和5年01月16日

アクリルシリコーン系樹脂塗装／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
番地 (一財)建材試験センター NM-5559 令和5年01月16日

アクリルシリコーン系樹脂塗装／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
番地 (一財)建材試験センター NM-5558 令和5年01月16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三丁目
3番1号  新東京ビル (一財)ベターリビング NM-5431-1 令和4年12月20日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／合成樹脂塗装鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-5317-1 令和4年12月20日

ロックウール板充てん／合成樹脂塗装金属板 日鉄鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目5 番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3994-3 令和4年12月20日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／ビニルエステ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)建材試験センター NM-5555 令和4年12月07日

合成樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5554 令和4年12月07日

銀合金蒸着合成樹脂フィルム張／塩化ビニル系樹脂フィルム裏張／塩
化ビニル系樹脂フィルム張フッ素系樹脂塗装ガラス繊維織物

ＳＰＡＣＥＣＯＯＬ株式会社
東京都港区虎ノ⾨1−17−1 ⻁ノ
⾨ヒルズビジネスタワー４階AR
CH内 (一財)日本建築総合試験所 NM-5553(4) 令和4年12月07日

カンボウプラス株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1
丁目8番14号

合成樹脂塗装銀合金蒸着合成樹脂フィルム張／塩化ビニル系樹脂フィ
ルム裏張／塩化ビニル系樹脂フィルム張フッ素系樹脂塗装ガラス繊維
織物

ＳＰＡＣＥＣＯＯＬ株式会社
東京都港区虎ノ⾨1−17−1 ⻁ノ
⾨ヒルズビジネスタワー４階AR
CH内 (一財)日本建築総合試験所 NM-5553(3) 令和4年12月07日

カンボウプラス株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1
丁目8番14号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

銀合金蒸着合成樹脂フィルム張／合成樹脂塗装塩化ビニル系樹脂フィ
ルム裏張／塩化ビニル系樹脂フィルム張フッ素系樹脂塗装ガラス繊維
織物

ＳＰＡＣＥＣＯＯＬ株式会社
東京都港区虎ノ⾨1−17−1 ⻁ノ
⾨ヒルズビジネスタワー４階AR
CH内 (一財)日本建築総合試験所 NM-5553(2) 令和4年12月07日

カンボウプラス株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1
丁目8番14号

合成樹脂塗装銀合金蒸着合成樹脂フィルム張／合成樹脂塗装塩化ビニ
ル系樹脂フィルム裏張／塩化ビニル系樹脂フィルム張フッ素系樹脂塗
装ガラス繊維織物

ＳＰＡＣＥＣＯＯＬ株式会社
東京都港区虎ノ⾨1−17−1 ⻁ノ
⾨ヒルズビジネスタワー４階AR
CH内 (一財)日本建築総合試験所 NM-5553(1) 令和4年12月07日

カンボウプラス株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1
丁目8番14号

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社システムハウス
アールアンドシー

東京都品川区東大井2-13-8
ケイヒン東大井ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-5552 令和4年12月07日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 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 NM-5551(4) 令和4年11月17日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 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 NM-5551(3) 令和4年11月17日

エポキシ系樹脂塗装アルミニウム合金はく・ポリイソシアヌレートフ
ォーム裏張／鋼板 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 NM-5551(2) 令和4年11月17日

エポキシ系樹脂塗装アルミニウム合金はく・ポリイソシアヌレートフ
ォーム裏張／合成樹脂塗装鋼板 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 NM-5551(1) 令和4年11月17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 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5550(2) 令和4年11月17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
を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2

丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5550(1) 令和4年11月17日

ほう酸塩系薬剤塗装／炭素繊維混入パルプ紙 日本モウルド工業株式会社 愛知県安城市三河安城町2丁
目20番地1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5549 令和4年11月17日

ほう酸塩系薬剤塗装／炭素繊維混入パルプ紙 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋1丁目7番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5548 令和4年11月17日

天然木単板積層板張／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　オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-

21 (一財)ベターリビング NM-5547(2) 令和4年11月17日

ウレタン系樹脂塗装・天然木単板積層板張／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　オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-

21 (一財)ベターリビング NM-5547(1) 令和4年11月17日

無機質混入アクリル系樹脂塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社バークス環境 東京都目黒区鷹番3-14-13-30
2 (一財)建材試験センター NM-5539 令和4年11月17日

せっこうボード裏張／合成樹脂塗装鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4297-1 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-2624-1(2) 令和4年11月17日

ロックウール保温板充てん／合成樹脂塗装鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-2624-1(1) 令和4年11月17日

ポリエステル系樹脂フィルム・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 東洋鋼鈑株式会社 東京都品川区東五反田2-18-1 (一財)建材試験センター NM-5545(2) 令和4年11月08日

ウレタン系樹脂塗装ポリエステル系樹脂フィルム・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 東洋鋼鈑株式会社 東京都品川区東五反田2-18-1 (一財)建材試験センター NM-5545(1) 令和4年11月08日

塩化ビニル系樹脂塗装ガラス繊維クロス張／パルプ紙張せっこう板張
／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社染野製作所 茨城県牛久市猪子町648 (一財)建材試験センター NM-5544 令和4年11月08日

塩化ビニル系樹脂塗装ガラス繊維クロス張／パルプ紙張せっこう板張
／基材(不燃材料(金属板を除く)) 旭ビルウォール株式会社 東京都台東区松が谷1-3-5

JPR上野イーストビル8F (一財)建材試験センター NM-5543 令和4年11月08日

アルミニウムハニカムコア充てん／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

TOPLINE SYSTEM
ENGINEERING CO.LTD.

中華民国台湾高雄市仁武区仁
林路155-8号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5542 令和4年11月08日

アクリル変性シリコーン系樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社ビルドランド 石川県金沢市八日市3丁目514
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5541 令和4年11月08日

天然木単板張／ガラス繊維混入粘土鉱物板 株式会社竹六商店 滋賀県東近江市福堂町３４８
８ (一財)日本建築総合試験所 NM-5540 令和4年11月08日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／グラスウール保温板 フラマシステム株式会社 東京都千代田区神田小川町2-
3-13　M&Cビル6階 (一財)建材試験センター NM-5538 令和4年11月08日

シリコーン系樹脂塗装／ガラスクロス 株式会社トニー 神奈川県大和市下鶴間2767-3
4 (一財)建材試験センター NM-5537 令和4年11月08日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／鋼板 日鉄建材株式会社 東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX 13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5081-1(2) 令和4年11月08日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／合成樹脂塗装鋼板 日鉄建材株式会社 東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX 13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5081-1(1) 令和4年11月08日

ロックウール保温板充てん／鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4942-1(2) 令和4年11月08日

ロックウール保温板充てん／合成樹脂塗装鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4942-1(1) 令和4年11月08日

ロックウール保温板充てん／鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野2-10-2
5 (一財)日本建築総合試験所 NM-4941-1(2) 令和4年11月08日

ロックウール保温板充てん／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2-10-2
5 (一財)日本建築総合試験所 NM-4941-1(1) 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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 東京都千代田区大手町2-6-4(
常盤橋タワー) (一財)建材試験センター NM-3431-1(2) 令和4年11月08日

ポリエチレン系樹脂フォーム・ポリエチレン系樹脂フィルム張／アル
ミニウム合金はく 古河電気工業株式会社 東京都千代田区大手町2-6-4(

常盤橋タワー) (一財)建材試験センター NM-3431-1(1) 令和4年11月08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)建材試験センター NM-5546 令和4年10月25日

せっこうボード充てん／合成樹脂塗装亜鉛めっき鋼板 ナイテックス株式会社
東京都江東区住吉2-8-11あいお
いニッセイ同和損保江東ビル2
階

(一財)建材試験センター NM-5536 令和4年10月25日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／合成樹脂塗装亜鉛め
っき鋼板 ナイテックス株式会社

東京都江東区住吉2-8-11あいお
いニッセイ同和損保江東ビル2
階

(一財)建材試験センター NM-5535 令和4年10月25日

フェノールフォーム充てんけい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア・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／アルミニウム合金繊維
充てんアルミニウム合金エキスパンドメタル板

株式会社静科 神奈川県厚木市金田492-1 (一財)建材試験センター NM-5525 令和4年10月25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)) 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)建材試験センター NM-5518 令和4年10月25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)) 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)建材試験センター NM-5517 令和4年10月25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)) LX Hausys, LTD
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul,
Korea

(一財)建材試験センター NM-5516 令和4年10月25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)) LX Hausys, LTD
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul,
Korea

(一財)建材試験センター NM-5515 令和4年10月25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)) LX Hausys, LTD
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul,
Korea

(一財)建材試験センター NM-5514 令和4年10月25日

ガラス繊維織物張／ロックウール板 明星工業株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1丁
目8番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5507-1 令和4年10月25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 株式会社森祥化粧合板 京都府京都市南区吉祥院新田

弐ノ段町85番地の２ (一財)日本建築総合試験所 NM-5534(6) 令和4年10月06日

合成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 京都府京都市南区吉祥院新田

弐ノ段町85番地の２ (一財)日本建築総合試験所 NM-5534(5) 令和4年10月06日

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 株式会社森祥化粧合板 京都府京都市南区吉祥院新田

弐ノ段町85番地の２ (一財)日本建築総合試験所 NM-5534(4) 令和4年10月06日

合成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 株式会社森祥化粧合板 京都府京都市南区吉祥院新田

弐ノ段町85番地の２ (一財)日本建築総合試験所 NM-5534(3) 令和4年10月06日

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 株式会社森祥化粧合板 京都府京都市南区吉祥院新田

弐ノ段町85番地の２ (一財)日本建築総合試験所 NM-5534(2) 令和4年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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 株式会社森祥化粧合板 京都府京都市南区吉祥院新田

弐ノ段町85番地の２ (一財)日本建築総合試験所 NM-5534(1) 令和4年10月06日

セルロース紙張アルミニウム合金はく張／合板 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5533(4) 令和4年10月06日

合成樹脂塗装セルロース紙張アルミニウム合金はく張／合板 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5533(3) 令和4年10月06日

木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張／合板 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5533(2) 令和4年10月06日

合成樹脂塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張／
合板 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5533(1) 令和4年10月06日

セルロース紙張アルミニウム合金はく張／合板 株式会社内外テクノス 東京都千代田区九段南3丁目3
番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5532(4) 令和4年10月06日

合成樹脂塗装セルロース紙張アルミニウム合金はく張／合板 株式会社内外テクノス 東京都千代田区九段南3丁目3
番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5532(3) 令和4年10月06日

木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張／合板 株式会社内外テクノス 東京都千代田区九段南3丁目3
番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5532(2) 令和4年10月06日

合成樹脂塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金はく張／
合板 株式会社内外テクノス 東京都千代田区九段南3丁目3

番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5532(1) 令和4年10月06日

フェノールフォーム板裏張／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-5531 令和4年10月06日

フェノールフォーム板裏張／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 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)日本建築総合試験所 NM-5530 令和4年10月06日

合成樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 株式会社モノリス 福岡県柳川市久々原４９６－
１ (一財)日本建築総合試験所 NM-5529 令和4年10月06日

合成樹脂塗装／鋼板 KG DONGBU STEEL CO.,
LTD.

7F, Seoulsquare BLDG.
416,Hangang-daero, Jung-gu,
Seoul, Republic of Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5528 令和4年10月06日

無機質系軽量骨材・ポリスチレンフォーム粒混入セメント系塗材／基
材（不燃材料（金属板）） スチライト工業株式会社 滋賀県栗東市出庭584番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5527 令和4年10月06日

無機質系軽量骨材・ポリスチレンフォーム粒混入セメント系塗材／基
材（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番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5526 令和4年10月06日

鋼線入ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム充てんアルミニウ
ム合金はく 株式会社エスコ 東京都荒川区西日暮里5-6-10

gran＋NISHINIPPORI5階 (一財)建材試験センター NM-5524 令和4年10月06日

天然木細片張／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七条11

-5-21 (一財)建材試験センター NM-5523(6) 令和4年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

天然木細片張／パルプ紙裏張／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 北海道北三株式会社 北海道札幌市西区発寒七条11

-5-21 (一財)建材試験センター NM-5523(5) 令和4年10月06日

天然木細片張／パルプ紙張ポリエチレン系樹脂フィルム裏張／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 北海道北三株式会社 北海道札幌市西区発寒七条11

-5-21 (一財)建材試験センター NM-5523(4) 令和4年10月06日

合成樹脂塗装天然木細片張／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七条11

-5-21 (一財)建材試験センター NM-5523(3) 令和4年10月06日

合成樹脂塗装天然木細片張／パルプ紙裏張／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 北海道北三株式会社 北海道札幌市西区発寒七条11

-5-21 (一財)建材試験センター NM-5523(2) 令和4年10月06日

合成樹脂塗装天然木細片張／パルプ紙張ポリエチレン系樹脂フィルム
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 北海道北三株式会社 北海道札幌市西区発寒七条11

-5-21 (一財)建材試験センター NM-5523(1) 令和4年10月06日

ポリエチレン系樹脂フィルム張／ポリアミド線・鋼板入アルミニウム
蒸着ポリエステル系 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)ベターリビング NM-5522 令和4年10月06日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／ガラス繊維不織布入せっこう板 スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-5521 令和4年10月06日

ガラスクロス充てん／アルミニウム合金はく 株式会社石蔵商店 福岡県福岡市東区多の津1-2-
4 (一財)建材試験センター NM-5520 令和4年10月06日

合成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-5519 令和4年10月06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-1908-1 令和4年10月06日

ロックウール充てん／ステンレス鋼板 Nicomac Taikisha Clean
Rooms Private Limited

Plot No.116, IDA Bollaram, Near
Miyapur, Sangareddy District, Hyderabad
Medak Telangana 50232. India

(一財)建材試験センター NM-5513(2) 令和4年09月29日

ロックウール充てん／合成樹脂塗装亜鉛めっき鋼板 Nicomac Taikisha Clean
Rooms Private Limited

Plot No.116, IDA Bollaram, Near
Miyapur, Sangareddy District, Hyderabad
Medak Telangana 50232. India

(一財)建材試験センター NM-5513(1) 令和4年09月29日

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 東京都千代田区丸の内三丁目
3番1号  新東京ビル (一財)ベターリビング NM-5512 令和4年09月29日

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 東京都千代田区丸の内三丁目
3番1号  新東京ビル (一財)ベターリビング NM-5511 令和4年09月29日

りん系薬剤処理ポリエステル繊維織物・ガラス繊維不織布張／パルプ
混入せっこう板 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-5510 令和4年09月15日

天然木単板・紙張アルミニウム合金はく張／繊維混入けい酸カルシウ
ム板 株式会社サカイ 福岡県福岡市東区塩浜1-27-2

4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5509(2) 令和4年09月15日

合成樹脂塗装天然木単板・紙張アルミニウム合金はく張／繊維混入け
い酸カルシウム板 株式会社サカイ 福岡県福岡市東区塩浜1-27-2

4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5509(1) 令和4年09月15日

13/194 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロックウール板充てん／鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5508(2) 令和4年09月15日

ロックウール板充てん／合成樹脂塗装鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5508(1) 令和4年09月15日

ガラス繊維織物張／ロックウール板 明星工業株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1丁
目8番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5507 令和4年09月15日

ポリエステル系繊維不織布張／ガラス繊維不織布 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-5506 令和4年09月15日

合成樹脂塗装ガラス繊維織物 セーレン株式会社 福井県福井市毛矢1丁目10-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5505 令和4年09月15日

セメント混入ロックウール板

ナイガイ株式会社 東京都墨田区緑1-27-8

(一財)建材試験センター NM-5504 令和4年09月09日太平洋マテリアル株式会社 東京都北区田端6-1-1

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

ガラス繊維織物張／ガラス繊維不織布 サカセ・アドテック株式会社 福井県坂井市丸岡町下安田14
-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-5501(4) 令和4年09月09日

シリコーン系樹脂塗装ガラス繊維織物張／ガラス繊維不織布 サカセ・アドテック株式会社 福井県坂井市丸岡町下安田14
-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-5501(3) 令和4年09月09日

ガラス繊維織物張／シリコーン系樹脂塗装ガラス繊維不織布 サカセ・アドテック株式会社 福井県坂井市丸岡町下安田14
-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-5501(2) 令和4年09月09日

シリコーン系樹脂塗装ガラス繊維織物張／シリコーン系樹脂塗装ガラ
ス繊維不織布 サカセ・アドテック株式会社 福井県坂井市丸岡町下安田14

-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-5501(1) 令和4年09月09日

ガラス繊維織物張／ガラス繊維不織布
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5500(4) 令和4年09月09日

シリコーン系樹脂塗装ガラス繊維織物張／ガラス繊維不織布
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5500(3) 令和4年09月09日

ガラス繊維織物張／シリコーン系樹脂塗装ガラス繊維不織布
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5500(2) 令和4年09月09日

シリコーン系樹脂塗装ガラス繊維織物張／シリコーン系樹脂塗装ガラ
ス繊維不織布

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5500(1) 令和4年09月09日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／合成樹脂塗装鋼板 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-5279-1 令和4年09月09日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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抄紙ペーパーコア充てん／合成樹脂塗装溶融亜
鉛めっき鋼板 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-5167-1 令和4年09月09日

ふっ素系樹脂塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社セントラルコンクリ
ート

東京都渋谷区神宮前3-42-8-3
03 (一財)建材試験センター NM-5503 令和4年08月25日

アルカリ金属けい酸塩混入パーライト板 プラン21コーポレーション株
式会社

長野県諏訪郡下諏訪町4358-2
2 (一財)建材試験センター NM-5502 令和4年08月25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-3604-2 令和4年08月25日

天然木単板・パルプ紙張ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム裏張アル
ミニウムはく張／ポリエチレン系樹脂充てんパルプ紙裏張／水酸化アルミニウ
ム混入ロックウール板張水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-5499(2) 令和4年08月16日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板・パルプ紙張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はく張／ポリエチレン系樹脂充てんパルプ紙裏張／水酸化アル
ミニウム混入ロックウール板張水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-5499(1) 令和4年08月16日

ほう素系薬剤処理木単板張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社ハマヤ 大阪府堺市中区楢葉156番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5498(2) 令和4年08月16日

合成樹脂塗装ほう素系薬剤処理木単板張／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 株式会社ハマヤ 大阪府堺市中区楢葉156番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5498(1) 令和4年08月16日

アクリル系樹脂混入セメントモルタル塗／基材(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-5497 令和4年08月16日

合成樹脂塗装ボード用原紙張／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)ベターリビング NM-5496 令和4年08月16日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板・パルプ・レーヨン繊維混紡不織布張
／アルミニウム合金板 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)ベターリビング NM-5495 令和4年08月16日

メラミ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・ポ
リエチレンテレフタレート系樹脂フィルム張／ガラスクロス 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川二丁目5

番8号 (一財)建材試験センター NM-5494 令和4年08月16日

アクリル系樹脂塗装ポリエステル繊維混入セルロース紙張／基材(不燃
材料(金属板)) 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882番地

の1 (一財)建材試験センター NM-5493 令和4年08月16日

フェノールフォーム板充てん／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウム－
亜鉛合金めっき鋼板 オリエントハウス株式会社 京都府京都市中京区西ノ京東

中合町42 (一財)日本建築総合試験所 NM-5492 令和4年08月10日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／鋼板 日鉄建材株式会社 東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX 13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5491(3) 令和4年08月10日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／ポリエステル系樹脂塗装鋼板 日鉄建材株式会社 東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX 13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5491(2) 令和4年08月10日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム裏
張／鋼板 日鉄建材株式会社 東京都千代田区外神田4-14-1

秋葉原UDX 13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5491(1) 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／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

丁目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5490 令和4年08月10日

合成樹脂塗装パルプ紙張／基材(不燃材料(金属板)) リンテックサインシステム株
式会社 東京都目黒区中目黒2-1-27 (一財)建材試験センター NM-5489 令和4年08月10日

フェノールフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 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)ベターリビング NM-5488 令和4年08月05日

ウレタン系樹脂塗装ガラス繊維織物 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-5487 令和4年07月28日

合成樹脂塗装ガラス繊維織物 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-5486 令和4年07月28日

合成樹脂塗装電気亜鉛めっき鋼板張／基材（不燃材料（金属板を除く
）） 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-5485 令和4年07月28日

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／基
材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社ahead 神奈川県横浜市港北区大曽根

1-6-10 (一財)建材試験センター NM-5484 令和4年07月28日

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／基
材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社コボテクト 神奈川県横浜市都筑区佐江戸

町290-1 (一財)建材試験センター NM-5483 令和4年07月28日

ガラス繊維不織布裏張／アルミニウム合金はく張ガラス繊維織物 フジモリ産業株式会社 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト10F (一財)日本建築総合試験所 NM-5482 令和4年07月22日

アルミニウム合金はく張ガラス繊維織物・ガラス繊維不織布張／鋼鈑 フジモリ産業株式会社 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト10F (一財)日本建築総合試験所 NM-5481 令和4年07月22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／アルミニウム
合金板 株式会社西尾木材工業所 大阪府東大阪市中石切町2丁

目10-33 (一財)日本建築総合試験所 NM-5480 令和4年07月22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／基材（不燃材
料（金属板）） 株式会社西尾木材工業所 大阪府東大阪市中石切町2丁

目10-33 (一財)日本建築総合試験所 NM-5479 令和4年07月22日

イソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 株式会社向陽アドバンス 宮城県石巻市北村字桑柄四１
７－１ (一財)日本建築総合試験所 NM-5478(2) 令和4年07月22日

イソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社向陽アドバンス 宮城県石巻市北村字桑柄四１
７－１ (一財)日本建築総合試験所 NM-5478(1) 令和4年07月22日

硬質ウレタンフォーム充てん／ゼオライト系塗装ガラスペーパー張ガ
ラスクロス裏張アルミニウムはく

パナソニックハウジングソリ
ューションズ株式会社

大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)ベターリビング NM-5477 令和4年07月14日

令和5年03月29日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載訂正のため[新規認定番号：NM-5477-1]

臭素系薬剤処理ポリエステル繊維織物・ガラス繊維不織布張／パルプ
混入せっこう板 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-5476 令和4年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／繊維強化セメント板 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)日本建築総合試験所 NM-5475 令和4年07月14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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052-2(4) 令和4年07月14日

合成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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052-2(3) 令和4年07月14日

天然木単板張／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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052-2(2) 令和4年07月14日

合成樹脂塗装天然木単板張／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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052-2(1) 令和4年07月14日

酢酸ビニル系樹脂塗装ガラス繊維不織布張アルミニウム合金はく・ガラス繊
維入セルロース繊維不織布波板張／ポリエチレンテレフタレートフィルム・
アルミニウム合金はく張ガラス繊維入セルロース繊維不織布

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-5474 令和4年07月08日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板・パルプ紙・アルミニウム合金はく・
パルプ紙張／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-5473 令和4年07月08日

ビニロン繊維混入セメント板 二瀬窯業株式会社 福岡県飯塚市横田669 (一財)建材試験センター NM-5472 令和4年07月01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1-4-
1 (一財)建材試験センター NM-5471 令和4年07月01日

アクリル系樹脂塗装／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-5470 令和4年07月01日

合成樹脂フィルム張水酸化アルミニウム混抄紙裏張アルミニウム合金
はく張／基材(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)建材試験センター NM-5469 令和4年07月01日

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三丁目
3番1号  新東京ビル内 (一財)ベターリビング NM-5468(2) 令和4年07月01日

合成樹脂塗装／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三丁目
3番1号  新東京ビル内 (一財)ベターリビング NM-5468(1) 令和4年07月01日

ガラスクロス張アルミニウム合金はく張／グラスウール板 マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町３丁目７
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5467(2) 令和4年07月01日

クラフト紙張アルミニウム合金はく張／グラスウール板 マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町３丁目７
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5467(1) 令和4年07月01日

繊維混入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 大阪府大阪市城東区鴫野東1
丁目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5466(2) 令和4年07月01日

シリコーン系樹脂塗装繊維混入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 大阪府大阪市城東区鴫野東1

丁目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5466(1) 令和4年07月01日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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）） 株式会社カントリーベース 石川県金沢市駅西本町4丁目1

-17 (一財)日本建築総合試験所 NM-5465 令和4年07月01日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／塩化ビニル系樹脂塗装ガラスクロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区麹町二丁目4
番地1 (一財)ベターリビング NM-3032-1 令和4年07月01日

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 日本製鉄株式会社 東京都千代田区丸の内2-6-1 (一財)建材試験センター NM-2642-1 令和4年07月01日

鋼板張／木毛セメント板 新星商事株式会社 大阪府大阪市浪速区芦原２丁
目８番１９号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5464(2) 令和4年06月22日

合成樹脂塗装鋼板張／木毛セメント板 新星商事株式会社 大阪府大阪市浪速区芦原２丁
目８番１９号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5464(1) 令和4年06月22日

無機質系塗装紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社風土 福井県福井市和田中2丁目200
6番地3階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5463 令和4年06月17日

合成樹脂塗装合成樹脂フィルム張／アルミニウム合金板
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5462(2) 令和4年05月20日

合成樹脂塗装合成樹脂フィルム張／アクリル系樹脂塗装アルミニウム
合金板

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5462(1) 令和4年05月20日

合成樹脂塗装ポリプロピレン系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5461(2) 令和4年05月20日

合成樹脂塗装ポリプロピレン系樹脂フィルム張／アクリル系樹脂塗装
アルミニウム合金板

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5461(1) 令和4年05月20日

合成樹脂フィルム張／アルミニウム合金板
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5460(2) 令和4年05月20日

合成樹脂フィルム張／アクリル系樹脂塗装アルミニウム合金板
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5460(1) 令和4年05月20日

ガラス繊維織物入フェノール系樹脂塗炭素繊維入フェノール系樹脂板 有沢総業株式会社 新潟県上越市南本町一丁目5
番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5459 令和4年05月20日

イソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野2-10-2
5 (一財)日本建築総合試験所 NM-5458(2) 令和4年05月20日

イソシアヌレートフォーム充てん／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2-10-2
5 (一財)日本建築総合試験所 NM-5458(1) 令和4年05月20日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5457(2) 令和4年05月20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
を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2

丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5457(1) 令和4年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・アルミニウム合金はく・炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 NM-5456 令和4年05月20日

ガラス繊維不織布入せっこう板充てん／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-5455 令和4年05月20日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム・ポリエチレ
ンテレフタレート系樹脂フィルム表張／硬鋼線入ポリエチレンテレフタレー
ト系樹脂フィルム裏張／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)日本建築総合試験所 NM-5454 令和4年05月20日

アクリル系樹脂混入セメント塗材裏塗／アクリル系樹脂粉混入セメン
ト板 日本総合住生活株式会社 東京都千代田区神田錦町1-9 (一財)建材試験センター NM-5453 令和4年05月13日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 ガリレイパネルクリエイト株
式会社 東京都台東区柳橋2-17-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5444 令和4年05月09日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)ベターリビング NM-5452 令和4年05月06日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)ベターリビング NM-5451 令和4年05月06日

アクリル系樹脂塗装ポリエステル系樹脂繊維混抄紙張／基材(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)ベターリビング NM-5450 令和4年05月06日

ポリエチレンテレフタレート不織布張／アクリル系樹脂混入ガラス繊
維板

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24-4 (一財)ベターリビング NM-5449 令和4年05月06日

ガラス繊維織物 明星工業株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1丁
目8番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5448 令和4年05月06日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム・ポリ塩化ビニル系樹脂シート張／ア
クリル樹脂入パルプ繊維・ガラス繊維不織布 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-5447(2) 令和4年05月06日

ウレタンアクリレート系樹脂塗装／ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム・ポリ塩
化ビニル系樹脂シート張／アクリル樹脂入パルプ繊維・ガラス繊維不織布 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-5447(1) 令和4年05月06日

ふっ素系樹脂フィルム張／アクリル系樹脂塗装・塩化ビニル系樹脂フ
ィルム張／ポリウレタン系樹脂含浸ガラスクロス 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-5445 令和4年05月06日

アルミニウム合金はく張／ガラスクロス 菊地シート工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区今津中３
－７－３４ (一財)日本建築総合試験所 NM-5397-1 令和4年05月06日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板・パルプ紙張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はく張／ポリエチレン系樹脂充てんパルプ紙裏張／水酸化アル
ミニウム混入ロックウール板張水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4389-1 令和4年05月06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 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5443(2) 令和4年04月28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
を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2

丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5443(1) 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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張／合
板 興和産業株式会社 静岡県静岡市葵区日ノ出町5-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5440(3) 令和4年04月28日

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
複層板張／合板 興和産業株式会社 静岡県静岡市葵区日ノ出町5-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5440(2) 令和4年04月28日

合成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張／合板 興和産業株式会社 静岡県静岡市葵区日ノ出町5-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5440(1) 令和4年04月28日

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 興和産業株式会社 静岡県静岡市葵区日ノ出町5-
1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5439(3) 令和4年04月28日

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 興和産業株式会社 静岡県静岡市葵区日ノ出町5-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5439(2) 令和4年04月28日

合成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 興和産業株式会社 静岡県静岡市葵区日ノ出町5-

1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5439(1) 令和4年04月28日

木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板 株式会社柳川ツキ板工芸 福岡県柳川市奥州町２１番地-
７ (一財)日本建築総合試験所 NM-5438(4) 令和4年04月22日

合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガ
ラス質複層板 株式会社柳川ツキ板工芸 福岡県柳川市奥州町２１番地-

７ (一財)日本建築総合試験所 NM-5438(3) 令和4年04月22日

木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス
質複層板 株式会社柳川ツキ板工芸 福岡県柳川市奥州町２１番地-

７ (一財)日本建築総合試験所 NM-5438(2) 令和4年04月22日

合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく
火山性ガラス質複層板 株式会社柳川ツキ板工芸 福岡県柳川市奥州町２１番地-

７ (一財)日本建築総合試験所 NM-5438(1) 令和4年04月22日

木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板 有限会社内田ツキ板 福岡県大川市向島1593-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-5437(4) 令和4年04月22日

合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガ
ラス質複層板 有限会社内田ツキ板 福岡県大川市向島1593-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-5437(3) 令和4年04月22日

木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス
質複層板 有限会社内田ツキ板 福岡県大川市向島1593-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-5437(2) 令和4年04月22日

合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく
火山性ガラス質複層板 有限会社内田ツキ板 福岡県大川市向島1593-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-5437(1) 令和4年04月22日

木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板 有限会社水永商会 広島県府中市府川町119-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5436(4) 令和4年04月22日

合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガ
ラス質複層板 有限会社水永商会 広島県府中市府川町119-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5436(3) 令和4年04月22日

木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス
質複層板 有限会社水永商会 広島県府中市府川町119-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5436(2) 令和4年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく
火山性ガラス質複層板 有限会社水永商会 広島県府中市府川町119-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5436(1) 令和4年04月22日

木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板 有限会社トマト 福岡県大川市大字向島1766 (一財)日本建築総合試験所 NM-5435(4) 令和4年04月22日

合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガ
ラス質複層板 有限会社トマト 福岡県大川市大字向島1766 (一財)日本建築総合試験所 NM-5435(3) 令和4年04月22日

木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス
質複層板 有限会社トマト 福岡県大川市大字向島1766 (一財)日本建築総合試験所 NM-5435(2) 令和4年04月22日

合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく
火山性ガラス質複層板 有限会社トマト 福岡県大川市大字向島1766 (一財)日本建築総合試験所 NM-5435(1) 令和4年04月22日

アクリル系樹脂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）） 株式会社カントリーベース 石川県金沢市駅西本町４丁目

1-17 (一財)日本建築総合試験所 NM-5434 令和4年04月22日

アクリル系樹脂塗装紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社フィル 大阪府大阪市大正区小林西１
丁目１５-１２ (一財)日本建築総合試験所 NM-5433 令和4年04月22日

シリコーン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））

株式会社田中商店 大阪府東大阪市中鴻池町3-4-
7

(一財)日本建築総合試験所 NM-5432 令和4年04月22日
森内織物株式会社 大阪府東大阪市吉田6丁目4-3

3

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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)日本建築総合試験所 NM-5442 令和4年04月19日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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)日本建築総合試験所 NM-5441 令和4年04月19日

硬質ウレタンフォーム充てん／ウレタン系樹脂塗装紙張ガラスクロス
裏張アルミニウムはく 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 NM-5446 令和4年04月18日

水酸化アルミニウム混入ポリエチレン系樹脂充てん／エポキシ系樹脂
塗装ステンレス鋼板 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 NM-1543-1 令和4年04月15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)ベターリビング NM-5431 令和4年04月14日

合成樹脂塗装孔あきボード用原紙張せっこう板張／ガラス繊維混抄紙 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)ベターリビング NM-5430 令和4年04月14日

合成樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 ＳＰＡＣＥＣＯＯＬ株式会社
東京都港区虎ノ門1－17－1 虎ノ
門ヒルズビジネスタワー４階AR
CH内

(一財)日本建築総合試験所 NM-5429 令和4年03月25日

合成樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） ＳＰＡＣＥＣＯＯＬ株式会社
東京都港区虎ノ門1－17－1 虎ノ
門ヒルズビジネスタワー４階AR
CH内

(一財)日本建築総合試験所 NM-5428 令和4年03月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

合成樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） ＳＰＡＣＥＣＯＯＬ株式会社
東京都港区虎ノ門1－17－1 虎ノ
門ヒルズビジネスタワー４階AR
CH内

(一財)日本建築総合試験所 NM-5427 令和4年03月25日

水酸化アルミニウム混入炭酸カルシウム塗材塗／ガラスチョップドス
トランドマット入水酸化アルミニウム混入炭酸カルシウム板 株式会社中部レキセイ 愛知県春日井市鳥居松町7丁

目48-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-5426 令和4年03月25日

合成樹脂フィルム張／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)日本建築総合試験所 NM-5425 令和4年03月25日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム・ポリエチレ
ンテレフタレート系樹脂フィルム表張／硬鋼線入ポリエチレンテレフタレー
ト系樹脂フィルム裏張／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)日本建築総合試験所 NM-5424 令和4年03月25日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材（不燃材料
（金属板）） 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-5423 令和4年03月25日

せっこうボード・ブチルゴム系シート裏張／せっこうボード イイダ産業株式会社 愛知県稲沢市目比町一町割75
9番 (一財)日本建築総合試験所 NM-5422 令和4年03月25日

合成樹脂塗装／基材（不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く）
） 株式会社コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東4-

33 北浜ネクスビル27階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5421 令和4年03月25日

普通合板裏張／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 恩加島木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋3-5-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5420(3) 令和4年03月25日

天然木単板張／普通合板裏張／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 恩加島木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋3-5-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5420(2) 令和4年03月25日

合成樹脂塗装天然木単板張／普通合板裏張／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 恩加島木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋3-5-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5420(1) 令和4年03月25日

ガラスクロス張／基材(不燃材料(金属板を除く)) サンゴバン株式会社 東京都千代田区麹町3-7
サンゴバンビル (一財)建材試験センター NM-4735-1 令和4年03月25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 しみず木材株式会社 広島県府中市鵜飼町534-10 (一財)建材試験センター NM-5419 令和4年03月11日

合成樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社西尾木材工業所 大阪府東大阪市中石切町2丁
目10-33 (一財)日本建築総合試験所 NM-5413 令和4年03月11日

消石灰系塗材塗ポリエステル系樹脂繊維混入パルプ紙張／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)ベターリビング NM-5418 令和4年03月04日

ほたて貝がら粉末系塗材塗／木チップ混入パルプ紙張／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 東京都港区北青山2-7-26メゾ

ン青山203号 (一財)建材試験センター NM-5417 令和4年03月04日

ほたて貝がら粉末系塗材塗／ポリエステル繊維混入パルプ紙張／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 東京都港区北青山2-7-26メゾ

ン青山203号 (一財)建材試験センター NM-5416 令和4年03月04日

けい酸ナトリウム塗装／燻炭混入けい酸ナトリウム板 Each DreaM株式会社 愛知県一宮市島村字郷裏42番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5415 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

合成樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 株式会社西尾木材工業所 大阪府東大阪市中石切町2丁
目10-33 (一財)日本建築総合試験所 NM-5414 令和4年03月04日

塩化ビニル系樹脂フィルム・紙張スチールはく張／基材(不燃材料(金属
板を除く))

株式会社ゲットクリーンコー
ト

埼玉県北足立郡伊奈町西小針
3-281-3 (一財)ベターリビング NM-5412 令和4年03月04日

天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロース紙裏張
／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 株式会社徳正合板 山形県山形市立谷川2-895-7 (一財)建材試験センター NM-5411(2) 令和4年02月28日

合成樹脂塗装天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロ
ース紙裏張／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 株式会社徳正合板 山形県山形市立谷川2-895-7 (一財)建材試験センター NM-5411(1) 令和4年02月28日

天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロース紙裏張
／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 ティンバラム株式会社 秋田県南秋田郡五城目町大川

大川字ウツフケ141-1 (一財)建材試験センター NM-5410(2) 令和4年02月28日

合成樹脂塗装天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロ
ース紙裏張／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 ティンバラム株式会社 秋田県南秋田郡五城目町大川

大川字ウツフケ141-1 (一財)建材試験センター NM-5410(1) 令和4年02月28日

天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロース紙裏張
／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 アームテクノ有限会社 北海道札幌市中央区北1条東1

1-21 (一財)建材試験センター NM-5409(2) 令和4年02月28日

合成樹脂塗装天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロ
ース紙裏張／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 アームテクノ有限会社 北海道札幌市中央区北1条東1

1-21 (一財)建材試験センター NM-5409(1) 令和4年02月28日

天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロース紙裏張
／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 株式会社丸松銘木店 秋田県能代市花園町7-11 (一財)建材試験センター NM-5408(2) 令和4年02月28日

合成樹脂塗装天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロ
ース紙裏張／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 株式会社丸松銘木店 秋田県能代市花園町7-11 (一財)建材試験センター NM-5408(1) 令和4年02月28日

天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロース紙裏張
／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 株式会社徳正合板 山形県山形市立谷川2-895-7 (一財)建材試験センター NM-5407(2) 令和4年02月28日

合成樹脂塗装天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロ
ース紙裏張／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 株式会社徳正合板 山形県山形市立谷川2-895-7 (一財)建材試験センター NM-5407(1) 令和4年02月28日

天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロース紙裏張
／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 ティンバラム株式会社 秋田県南秋田郡五城目町大川

大川字ウツフケ141-1 (一財)建材試験センター NM-5406(2) 令和4年02月28日

合成樹脂塗装天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロ
ース紙裏張／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 ティンバラム株式会社 秋田県南秋田郡五城目町大川

大川字ウツフケ141-1 (一財)建材試験センター NM-5406(1) 令和4年02月28日

天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロース紙裏張
／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 アームテクノ有限会社 北海道札幌市中央区北1条東1

1-21 (一財)建材試験センター NM-5405(2) 令和4年02月28日

合成樹脂塗装天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロ
ース紙裏張／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 アームテクノ有限会社 北海道札幌市中央区北1条東1

1-21 (一財)建材試験センター NM-5405(1) 令和4年02月28日

天然木単板張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロース紙裏張
／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 株式会社丸松銘木店 秋田県能代市花園町7-11 (一財)建材試験センター NM-5404(2) 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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張／ポリエチレン系樹脂フィルム充てんセルロ
ース紙裏張／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 株式会社丸松銘木店 秋田県能代市花園町7-11 (一財)建材試験センター NM-5404(1) 令和4年02月28日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金属板)) 旭有機材株式会社 東京都台東区上野3-24-6
上野フロンティアタワー21階 (一財)建材試験センター NM-5403 令和4年02月28日

合成樹脂塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 フジモリ産業株式会社 東京都新宿区西新宿1-23-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-5402 令和4年02月28日

アクリル系樹脂塗装ポリプロピレン系樹脂フィルム・ポリエチレン系樹
脂フィルム張／ガラス繊維クロス・パーライト混入酸化マグネシウム板

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4683-1(2) 令和4年02月28日

アクリル系樹脂塗装ポリプロピレン系樹脂フィルム・ポリエチレン系樹脂フ
ィルム張／炭酸カルシウム系塗材塗ガラス繊維クロス・パーライト混入酸化
マグネシウム板

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4683-1(1) 令和4年02月28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）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町二
丁目101番地 ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-4068-1(2) 令和4年02月28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
（金属板を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町二

丁目101番地 ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-4068-1(1) 令和4年02月28日

消石灰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)) 株式会社オンザウォール 静岡県静岡市駿河区池田364-
1 (一財)ベターリビング NM-5401 令和4年02月17日

アクリル系樹脂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)) 株式会社オンザウォール 静岡県静岡市駿河区池田364-

1 (一財)ベターリビング NM-5400 令和4年02月17日

アクリル系樹脂混入ロックウールフェルト 株式会社巴川製紙所 静岡県静岡市駿河区用宗巴町
3番1号 (一財)ベターリビング NM-5258-1 令和4年02月17日

アクリル系樹脂塗装／りん青銅板 株式会社　原田伸銅所 埼玉県戸田市本町5-9-25 (一財)建材試験センター NM-5399 令和4年02月15日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 日鉄鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目5番6号 (一財)ベターリビング NM-4441-3 令和4年02月15日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニ
ウム充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合金板 株式会社toi 神奈川県藤沢市藤が岡2-10-1

6 (一財)ベターリビング NM-5398-1 令和4年02月14日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／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板充てん／アルミニウム合金板

スリーエム
ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)建材試験センター NM-5391 令和4年02月14日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニ
ウム充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合金板 スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-3401-2 令和4年02月14日

アルミニウム合金はく張／ガラスクロス 菊地シート工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区今津中3-
7-34 (一財)日本建築総合試験所 NM-5397 令和4年02月10日

合成樹脂塗装両面ボード用原紙張せっこう板 株式会社G-GRAPHY 福岡県福岡市中央区白金2-8-
12 シティビル白金6F (一財)日本建築総合試験所 NM-5396 令和4年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原
3777 (一財)日本建築総合試験所 NM-5395(2) 令和4年02月10日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（不燃材料（金属
板）） 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原

3777 (一財)日本建築総合試験所 NM-5395(1) 令和4年02月10日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／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)日本建築総合試験所 NM-5394(2) 令和4年02月10日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張／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)日本建築総合試験所 NM-5394(1) 令和4年02月10日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／合成樹脂フィルム張鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-5393 令和4年02月10日

水酸化カルシウム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）） 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-5392 令和4年02月10日

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-5390 令和4年02月10日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／合成樹脂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1758-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5338-1 令和4年02月10日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム裏張鋼板張／基材（不
燃材料（金属板）） 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-5355 令和4年02月04日

合成樹脂塗装／電気亜鉛めっき鋼板 兼松トレーディング株式会社 東京都中央区日本橋小網町19
-5　akebono日本橋ビル6F (一財)建材試験センター NM-5389 令和4年01月28日

合成樹脂塗装／電気亜鉛めっき鋼板 兼松トレーディング株式会社 東京都中央区日本橋小網町19
-5　akebono日本橋ビル6F (一財)建材試験センター NM-5388 令和4年01月28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
脂塗装／ガラスクロス 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 NM-5387 令和4年01月20日

アルミニウムはく張ガラス繊維布・ポリエステル系樹脂不織布裏張／
アクリル系樹脂塗装ガラス繊維布 帝人フロンティア株式会社 東京都港区東新橋2-14-1 (一財)ベターリビング NM-5386 令和4年01月20日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料) 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町1-
5 (一財)建材試験センター NM-5385 令和4年01月11日

金属はく張／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 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5248-2(2) 令和3年12月20日

合成樹脂フィルム・金属はく張／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 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5248-2(1) 令和3年12月20日

天然木単板張パルプ紙張アルミニウム合金はく張／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 株式会社サカイ 福岡県福岡市東区塩浜1-27-2

4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5384(2) 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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張パルプ紙張アルミニウム合金はく張／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 株式会社サカイ 福岡県福岡市東区塩浜1-27-2

4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5384(1) 令和3年12月17日

天然木単板張パルプ紙張アルミニウム合金はく張／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 株式会社サカイ 福岡県福岡市東区塩浜1-27-2

4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5383(2) 令和3年12月17日

合成樹脂塗装天然木単板張パルプ紙張アルミニウム合金はく張／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 株式会社サカイ 福岡県福岡市東区塩浜1-27-2

4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5383(1) 令和3年12月17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）） 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)日本建築総合試験所 NM-5382 令和3年12月17日

フェノール系樹脂混入ガラス繊維板 有沢総業株式会社 新潟県上越市大字新保古新田
563番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5381 令和3年12月17日

ポリエステル系樹脂塗装／鋼板 株式会社稲葉製作所 東京都大田区矢口2丁目5番25
号 (一財)ベターリビング NM-5380 令和3年12月17日

けい酸塩塗装／不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く） 株式会社セラーズ 埼玉県さいたま市浦和区岸町
４－３－４ (一財)日本建築総合試験所 NM-5379 令和3年12月17日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(不燃材料(金属板)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-5373 令和3年12月10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)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-5360 令和3年12月10日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／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板充てん／アルミニウム合金板

スリーエム
ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)建材試験センター NM-5343 令和3年12月10日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニ
ウム充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合金板 スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-3401-1 令和3年12月10日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／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／アルミニウム合金板

スリーエム
ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)建材試験センター NM-3366-1 令和3年12月10日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム張／ビ
ニルエステル系樹脂含浸ガラス繊維クロス リフォジュール株式会社 東京都品川区大井1丁目23番3

号 (一財)ベターリビング NM-5378 令和3年12月06日

酢酸ビニル系樹脂混入セメントモルタル板 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-5377 令和3年12月06日

孔あきアルミニウム合金はく・ガラス繊維織物張パルプ不織布裏張ポ
リエチレン系樹脂発泡板張／基材(不燃材料(金属板)) 積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-10-4 (一財)建材試験センター NM-5376 令和3年12月06日

けい酸カルシウム系塗材塗／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社ナガショウ 静岡県三島市谷田867-2 (一財)建材試験センター NM-5375 令和3年12月06日

セルロース紙張アルミニウム合金はく張／炭酸カルシウム混入ポリプ
ロピレン系樹脂板 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5374 令和3年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5372(2) 令和3年11月25日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／パルプ混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5372(1) 令和3年11月25日

シリコーン系樹脂塗装ガラス繊維織物 菊地シート工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区今津中3-
7-34 (一財)日本建築総合試験所 NM-5371 令和3年11月25日

フェノール樹脂混入ポリスチレンフォーム充てん／アルミニウム合金
はく ウシオマテックス株式会社 愛媛県今治市クリエイティブ

ヒルズ5番地3 (一財)建材試験センター NM-5370 令和3年11月18日

ビニルエステ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)建材試験センター NM-5369 令和3年11月18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1-4-
1 (一財)建材試験センター NM-5368 令和3年11月18日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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 NM-5367 令和3年11月18日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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 NM-5366 令和3年11月18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・ポリ
イソシアヌレートフォーム板裏張／アクリル系樹脂塗装アルミニウム合金は
く張ガラスクロス

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番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5365 令和3年11月18日

ポリエステル繊維不織布張フェノールフォーム板充てん／合成樹脂塗
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一丁目

９３番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5364 令和3年11月18日

ポリエステル系樹脂塗装／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-4113-2 令和3年11月18日

ポリエステル系樹脂不織布張フェノールフォーム板裏張／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-3558-1 令和3年11月18日

酸化マグネシウム系塗材塗／普通紙張ポリエチレン系樹脂フィルム裏
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 株式会社トーザイクリエイト 東京都渋谷区本町1-21-1SH小

林ビル9F (一財)ベターリビング NM-5363(4) 令和3年11月12日

亜麻仁油系塗装酸化マグネシウム系塗材塗／普通紙張ポリエチレン系樹脂
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 株式会社トーザイクリエイト 東京都渋谷区本町1-21-1SH小

林ビル9F (一財)ベターリビング NM-5363(3) 令和3年11月12日

木片混入酸化マグネシウム系塗材塗／普通紙張ポリエチレン系樹脂フィ
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 株式会社トーザイクリエイト 東京都渋谷区本町1-21-1SH小

林ビル9F (一財)ベターリビング NM-5363(2) 令和3年11月12日

亜麻仁油系塗装木片混入酸化マグネシウム系塗材塗／普通紙張ポリエチレン
系樹脂フィルム裏張／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

株式会社トーザイクリエイト 東京都渋谷区本町1-21-1SH小
林ビル9F (一財)ベターリビング NM-5363(1) 令和3年11月12日

ポリエチレン系樹脂フィルム張／フェノール系樹脂混入グラスウール
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)日本建築総合試験所 NM-5362 令和3年11月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／フッ素系樹脂塗装ガラス
繊維織物 帝人フロンティア株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目２番４号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5361 令和3年11月12日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合
金板張鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都港区新橋一丁目1番13号

アーバンネット内幸町ビル (一財)ベターリビング NM-5260-1(2) 令和3年11月12日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合
金板張合成樹脂塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都港区新橋一丁目1番13号

アーバンネット内幸町ビル (一財)ベターリビング NM-5260-1(1) 令和3年11月12日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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 東京都港区新橋一丁目1番13号

アーバンネット内幸町ビル (一財)ベターリビング NM-4996-1 令和3年11月12日

木単板張／紙裏張／パルプ紙張ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム
裏張アルミニウムはく張水酸化アルミニウム混入ロックウール板張水酸化ア
ルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町
4-5-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-5359(2) 令和3年10月22日

アクリルウレタン系樹脂塗装木単板張／紙裏張／パルプ紙張ポリエチレンテ
レフタレート樹脂系フィルム裏張アルミニウムはく張水酸化アルミニウム混
入ロックウール板張水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町
4-5-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-5359(1) 令和3年10月22日

合成樹脂フィルム・金属はく張／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 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5358(2) 令和3年10月22日

金属はく張／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 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5358(1) 令和3年10月22日

ポリエステル系樹脂塗装ステンレス鋼板張／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 永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南

2丁目10番60号 (一財)建材試験センター NM-5357 令和3年10月22日

ポリイソシアヌレートフォーム板充てん／合成樹脂フィルム裏張アル
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番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5356 令和3年10月22日

ポリエステル繊維混入紙系壁紙張／基材(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-5354 令和3年10月22日

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-5353(4) 令和3年10月08日

合成樹脂塗装／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-5353(3) 令和3年10月08日

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 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-5353(2) 令和3年10月08日

合成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 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-5353(1) 令和3年10月08日

合成樹脂塗装ガラス繊維織物 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-5352 令和3年10月08日

天然油脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） オスモ＆エーデル株式会社 兵庫県三木市吉川町上荒川７
４８－６ (一財)日本建築総合試験所 NM-5351 令和3年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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) 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6
4F (一財)建材試験センター NM-5350 令和3年10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）） 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6
4F (一財)建材試験センター NM-5349 令和3年10月08日

合成樹脂塗装パルプ紙張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 株式会社サン・エムカンパニ
ー 福岡県筑後市溝口762-1 (一財)建材試験センター NM-5348 令和3年10月08日

合成樹脂塗装パルプ紙張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 萬代特殊合板株式会社 愛知県稲沢市福島町沼角田62
-6 (一財)建材試験センター NM-5347 令和3年10月08日

アクリル系樹脂混入ガラス繊維板 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24-4 (一財)ベターリビング NM-5346 令和3年10月08日

リン系・水酸化アルミニウム系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォー
ム吹付／基材(不燃材料) 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５−１ (一財)ベターリビング NM-5345 令和3年10月08日

フェノール系樹脂混入グラスウール板裏張／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-5344(4) 令和3年10月08日

ガラス繊維織物張フェノール系樹脂混入グラスウール板裏張／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-5344(3) 令和3年10月08日

フェノール系樹脂混入グラスウール板裏張／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-5344(2) 令和3年10月08日

ガラス繊維織物張フェノール系樹脂混入グラスウール板裏張／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-5344(1) 令和3年10月08日

ポリ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 東京都港区新橋一丁目1番13号
アーバンネット内幸町ビル (一財)ベターリビング NM-3952-2(2) 令和3年10月08日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都港区新橋一丁目1番13号
アーバンネット内幸町ビル (一財)ベターリビング NM-3952-2(1) 令和3年10月08日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／鋼板 三菱ケミカルインフラテック
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-5342 令和3年09月21日

水酸化アルミニウム混入アクリル系樹脂塗材塗／ガラス不織布
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目五番
一号 (一財)ベターリビング NM-5341 令和3年09月21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1-4-
1 (一財)建材試験センター NM-5328 令和3年09月21日

ふっ素系樹脂フィルム張／ふっ素系樹脂・アクリル系樹脂塗装／ふっ
素系樹脂含浸ガラスクロス 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-5327 令和3年09月21日

ビニル系樹脂混入グラスウール板 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番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5340(2) 令和3年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

無機質系塗装／ビニル系樹脂混入グラスウール板 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番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5340(1) 令和3年09月17日

シリコーン系樹脂塗装ガラス繊維織物 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-5339 令和3年09月17日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／フッ素系樹脂塗装アルミニウ
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

1758-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5338 令和3年09月17日

天然木単板・紙・アルミニウム合金はく・紙張／パルプ混入せっこう
板 恩加島木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋3-5-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5337(2) 令和3年09月17日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板・紙・アルミニウム合金はく・紙張／
パルプ混入せっこう板 恩加島木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋3-5-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5337(1) 令和3年09月17日

天然木単板・紙・アルミニウム合金はく・紙張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 恩加島木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋3-5-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5336(2) 令和3年09月17日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板・紙・アルミニウム合金はく・紙張／
基材（不燃材料（金属板を除く）） 恩加島木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋3-5-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5336(1) 令和3年09月17日

合成樹脂フィルム張／鋼板付合成樹脂線材入合成樹脂シート裏張／フ
ェノール樹脂混入グラスウール板 フジモリ産業株式会社 東京都新宿区西新宿1-23-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-5335 令和3年09月17日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメン
ト板 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-5334 令和3年09月17日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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)日本建築総合試験所 NM-5333 令和3年09月17日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材（不燃材料
（金属板）） 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-5332 令和3年09月17日

ポリ塩化ビニル樹脂系フィルム張／水酸化アルミニウム混入ポリエチ
レン系樹脂充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合金板 株式会社共ショウ 東京都中央区日本橋蛎殻町1-

12-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-4953-1 令和3年09月17日

ポリエステル系樹脂クロス・電気亜鉛めっき鋼板張／アクリル系樹脂
混入／グラスウール板

株式会社オカムラ
つくば事業所

茨城県つくば市緑ケ原1-2-2
テクノパーク豊里 (一財)ベターリビング NM-5330 令和3年09月15日

ポリエステル系樹脂フィルム充てん／ビニルエステル系樹脂含浸ガラ
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

四丁目1-3 (一財)ベターリビング NM-5329 令和3年09月15日

アクリル系樹脂塗装パルプ・ガラス繊維混入けい酸マグネシウム板表張／
ポリエチレン系樹脂塗装炭酸カルシウム紙裏張／フェノールフォーム板 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
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-5331 令和3年09月09日

両面エポキシ樹脂系塗装アルミニウム合金はく張／フェノールフォー
ム板 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
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4563-1 令和3年09月09日

アルミニウムはくハニカムコア充てん／フッ素系樹脂塗装アルミニウ
ム合金板 株式会社フジカケ 東京都江東区亀戸2-33-1亀戸

233ビル3F (一財)ベターリビング NM-5326 令和3年09月06日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30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

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5325 令和3年09月06日

メラミ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張／
アルミニウム合金板 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川二丁目5

番8号 (一財)建材試験センター NM-5324(2) 令和3年09月06日

メラミ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張／
ポリエステル系樹脂塗装アルミニウム合金板 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川二丁目5

番8号 (一財)建材試験センター NM-5324(1) 令和3年09月06日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／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)日本建築総合試験所 NM-4783-1 令和3年09月06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-4702-1 令和3年09月06日

エチレン共重合系樹脂混入水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム充て
ん／合成樹脂塗装アルミニウム合金板

三菱ケミカルインフラテック
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-5322 令和3年08月25日

アルミニウム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 株式会社ナルコ郡山 福島県郡山市待池台1-22 (一財)ベターリビング NM-5323 令和3年08月23日

アクリル系樹脂混入グラスウールフェルト パラマウント硝子工業株式会
社

福島県須賀川市木之崎字大ヶ
久保24-4 (一財)ベターリビング NM-5321(2) 令和3年08月23日

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フ
ェルト

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県須賀川市木之崎字大ヶ
久保24-4 (一財)ベターリビング NM-5321(1) 令和3年08月23日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理スギ板 株式会社ビシュウ 愛知県春日井市下条町森下71
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-5314(2) 令和3年08月23日

合成樹脂塗装／ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理スギ板 株式会社ビシュウ 愛知県春日井市下条町森下71
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-5314(1) 令和3年08月23日

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム張／ガラスクロス 株式会社イノベックス 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-5320 令和3年08月19日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／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)日本建築総合試験所 NM-5317(2) 令和3年08月19日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／合成樹脂塗装鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-5317(1) 令和3年08月19日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 日鉄建材株式会社 東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX 13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5316(2) 令和3年08月19日

ポリ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 日鉄建材株式会社 東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX 13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5316(1) 令和3年08月19日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく・炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 NM-5312 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・アルミニウム合金はく・炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 NM-5311 令和3年08月19日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウ
ム-亜鉛合金めっき鋼板

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5310 令和3年08月19日

ポリエチレン系樹脂シート充てん／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32-2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5319 令和3年08月06日

ポリエチレン系樹脂シート充てん／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32-2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5318 令和3年08月06日

硬質ウレタンフォーム充てん／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

有限会社グローバルワーク・
友 島根県松江市西嫁島1-5-5 (一財)建材試験センター NM-5315 令和3年08月06日

ポリエステル樹脂系フィルム裏張アルミニウム合金はく張／鋼線入ポリエ
ステル樹脂系フィルム裏張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

Enschede The Netherlands (一財)ベターリビング NM-3761-1(2) 令和3年08月06日

ポリエステル樹脂系フィルム裏張アルミニウム合金はく張／鋼線入ポリエス
テル樹脂系フィル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
Enschede The Netherlands (一財)ベターリビング NM-3761-1(1) 令和3年08月06日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 LX Hausys,Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5215-1 令和3年08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）） LX Hausys,Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5214-1 令和3年08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）） LX Hausys,Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5213-1 令和3年08月04日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アルミニウム蒸着ポリエチレン系樹脂フ
ィルム張／アルミニウム合金板 LX Hausys,Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5212-1 令和3年08月04日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アルミニウム蒸着ポリエチレン系樹脂フ
ィルム張／基材（不燃材料（金属板）） LX Hausys,Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5211-1 令和3年08月04日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アルミニウム蒸着ポリエチレン系樹脂フ
ィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） LX Hausys,Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5210-1 令和3年08月04日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 LX Hausys,Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5209-1(2) 令和3年08月04日

アクリル系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 LX Hausys,Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5209-1(1) 令和3年08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）） LX Hausys,Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5208-1(2) 令和3年08月04日

アクリル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）） LX Hausys,Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5208-1(1) 令和3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25年04月01日～令和5年04月30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

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）） LX Hausys,Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5207-1(2) 令和3年08月04日

アクリル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）） LX Hausys,Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5207-1(1) 令和3年08月04日

アクリル系樹脂混入アルミニウム繊維不織布 株式会社アルテック九州 福岡県大牟田市四山町８０番
地２３ (一財)日本建築総合試験所 NM-5313 令和3年07月28日

金属はく張／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 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5248-1(2) 令和3年07月28日

合成樹脂フィルム・金属はく張／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 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5248-1(1) 令和3年07月28日

合成樹脂塗装／鋼板 日鉄鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目5番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5309 令和3年07月20日

アクリル系樹脂塗装／ガラスクロス張グラスウール吸音ボード 東海物産株式会社 愛知県名古屋市名東区小池町
434番地 (一財)建材試験センター NM-5308 令和3年07月20日

粘土・木粉混入酢酸ビニル系樹脂塗材・ガラス繊維ネット入せっこう
系塗材塗／基材(不燃材料(金属板を除く)) 四国化成工業株式会社 香川県丸亀市土器町東8-537-

1 (一財)建材試験センター NM-5307 令和3年07月15日

繊維混入アルミナシリケート板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-5299(2) 令和3年07月15日

合成樹脂塗装／繊維混入アルミナシリケート板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-5299(1) 令和3年07月15日

ガラス繊維不織布入／せっこう板 株式会社ディーワークス 千葉県市川市高谷1956-13 (一財)建材試験センター NM-5306 令和3年06月30日

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四
丁目1番3号 (一財)建材試験センター NM-5305 令和3年06月30日

ポリエステル系樹脂不織布張／ガラス繊維クロス リフォジュール株式会社 東京都品川区大井1丁目23番3
号 (一財)ベターリビング NM-5303 令和3年06月29日

アクリル系樹脂塗装ガラス繊維布・ポリエステル系樹脂不織布裏張／
アクリル系樹脂塗装ガラス繊維布　 帝人フロンティア株式会社 東京都港区東新橋2-14-1 (一財)ベターリビング NM-5302(2) 令和3年06月29日

アルミニウムはく張ガラス繊維布・ポリエステル系樹脂不織布裏張／
アクリル系樹脂塗装ガラス繊維布 帝人フロンティア株式会社 東京都港区東新橋2-14-1 (一財)ベターリビング NM-5302(1) 令和3年06月29日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／ガラスクロス裏張アルミニウ
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番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5301 令和3年06月29日

ポリエチレンフォーム充てん／アルミニウム合金はく・ポリエチレン
系樹脂フィルム張アルミニウム合金はく 株式会社リード技建 兵庫県尼崎市南武庫之荘2-26

-27 (一財)日本建築総合試験所 NM-5300 令和3年06月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30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

繊維混入けい酸カルシウムセメント押出成形板 アイカテック建材株式会社 東京都練馬区豊玉北6-5-15（
アイカ東京ビル2階） (一財)日本建築総合試験所 NM-3526-1 令和3年06月29日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン系樹脂フォーム板裏張／鋼板 昭和電工マテリアルズ・テク
ノサービス株式会社 茨城県日立市東町4-13-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4634-1(2) 令和3年06月23日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン系樹脂フォーム板裏張／合成樹
脂塗装鋼板

昭和電工マテリアルズ・テク
ノサービス株式会社 茨城県日立市東町4-13-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4634-1(1) 令和3年06月23日

バサルト繊維織物入スチレンアクリル系樹脂混入せっこう板 竹林化学工業株式会社 大阪府東大阪市渋川町3-1-43 (一財)日本建築総合試験所 NM-5304 令和3年06月17日

パルプ混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5297(2) 令和3年06月17日

合成樹脂塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5297(1) 令和3年06月17日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／合成樹脂塗装鋼板 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-5280 令和3年06月17日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／合成樹脂塗装鋼板 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-5279 令和3年06月17日

ポリエステル系樹脂塗装鋼板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 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-5278 令和3年06月17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-5105-1 令和3年06月17日

アクリル系樹脂塗装／合成樹脂塗装ロックウール吸音板 日本ペイント株式会社 東京都品川区南品川4-1-16 (一財)日本建築総合試験所 NM-5298 令和3年06月16日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／エポキシアクリレート系樹脂塗装
ガラス繊維織物 菊地シート工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区今津中3

丁目7-34 (一財)日本建築総合試験所 NM-5296 令和3年06月16日

アクリル系樹脂混入セメント板 太平洋マテリアル株式会社 千葉県佐倉市大作2-4-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5295 令和3年06月16日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 株式会社　青和 東京都中央区日本橋人形町2-
35-14 東京海苔会館　3階 (一財)ベターリビング NM-5294(2) 令和3年06月16日

ポリイソシアヌレート充てん／ポリエステル系樹脂塗装鋼板 株式会社　青和 東京都中央区日本橋人形町2-
35-14 東京海苔会館　3階 (一財)ベターリビング NM-5294(1) 令和3年06月16日

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／鋼板

三菱ケミカルインフラテック
株式会社

東京都中央区日本橋本石町1-
2-2 三菱ケミカル日本橋ビル (一財)ベターリビング NM-5293 令和3年06月16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 長吉産業有限会社 大阪府八尾市北木の本4-53-6 (一財)ベターリビング NM-5292(2) 令和3年06月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／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 長吉産業有限会社 大阪府八尾市北木の本4-53-6 (一財)ベターリビング NM-5292(1) 令和3年06月16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 アートエース株式会社 愛知県海部郡蟹江町大字新千

秋字後西5 (一財)ベターリビング NM-5291(2) 令和3年06月16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 アートエース株式会社 愛知県海部郡蟹江町大字新千

秋字後西5 (一財)ベターリビング NM-5291(1) 令和3年06月16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 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)ベターリビング NM-5290(2) 令和3年06月16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 株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-

21 (一財)ベターリビング NM-5290(1) 令和3年06月16日

ポリエステル系樹脂フィルム張ガラスクロス裏張アルミニウムはく張
／グラスウール

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県須賀川市木之崎字大ヶ
久保24-4 (一財)ベターリビング NM-5289(2) 令和3年06月16日

ポリエステル系樹脂フィルム張ガラスクロス裏張アルミニウムはく張
／ポリエチレン系樹脂フィルム裏張／グラスウール

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県須賀川市木之崎字大ヶ
久保24-4 (一財)ベターリビング NM-5289(1) 令和3年06月16日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 株式会社日本アクア 東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル20F (一財)建材試験センター NM-5288 令和3年06月16日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5287 令和3年06月16日

ロックウール保温板充てん／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)日本建築総合試験所 NM-5286 令和3年06月16日

合成樹脂塗装木質系単板・紙・アルミニウム合金はく・紙張／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

２０-１ (一財)日本建築総合試験所 NM-5285(2) 令和3年06月16日

合成樹脂塗装木質系単板・紙・紙張／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
２０-１ (一財)日本建築総合試験所 NM-5285(1) 令和3年06月16日

合成樹脂塗装木質系単板・紙・アルミニウム合金はく・紙張／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

２０-１ (一財)日本建築総合試験所 NM-5284(2) 令和3年06月16日

合成樹脂塗装木質系単板・紙・紙張／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
２０-１ (一財)日本建築総合試験所 NM-5284(1) 令和3年06月16日

エポキシ系樹脂塗装アルミニウム合金はく張／ガラス繊維織物 株式会社リード技建 兵庫県尼崎市南武庫之荘2-26
-27 (一財)日本建築総合試験所 NM-5282 令和3年06月07日

ポリエチレン系樹脂フィルム張／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)日本建築総合試験所 NM-5281 令和3年06月07日

リン・窒素化合物混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃
材料(金属板を除く)) 日清紡ケミカル株式会社 東京都中央区日本橋人形町二

丁目31番11号 (一財)ベターリビング NM-5263 令和3年06月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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吹付／基材(不燃材料(金属板)) 株式会社日本アクア 東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル20F (一財)建材試験センター NM-4963-1 令和3年06月07日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社日本アクア 東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル20F (一財)建材試験センター NM-4962-1 令和3年06月07日

合成樹脂塗装・ほう酸系薬剤塗壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除
く）） えちぜん和思工房 福井県越前市野岡町40-8 (一財)日本建築総合試験所 NM-5283 令和3年05月24日

ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 高島株式会社 東京都千代田区神田駿河台2-
2 御茶ノ水杏雲ビル (一財)建材試験センター NM-5277 令和3年05月18日

ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 ヒロコーポレーション株式会
社

茨城県那珂郡東海村舟石川63
6-30 (一財)建材試験センター NM-5276 令和3年05月18日

ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 株式会社サップ 東京都台東区上野 3-15-9 3階 (一財)建材試験センター NM-5275 令和3年05月18日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／合成樹脂塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板 セットライン工業株式会社 東京都板橋区徳丸1-3-15 (一財)ベターリビング NM-5261 令和3年05月18日

セメント塗材塗／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 東京都北区田端6-1-1
田端ASUKAタワー15階 (一財)建材試験センター NM-5271(2) 令和3年05月14日

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 東京都北区田端6-1-1
田端ASUKAタワー15階 (一財)建材試験センター NM-5271(1) 令和3年05月14日

セメント塗材塗／セメント混入ロックウール吹付／基材(不燃材料) 太平洋マテリアル株式会社 東京都北区田端6-1-1
田端ASUKAタワー15階 (一財)建材試験センター NM-5270(2) 令和3年05月14日

セメント混入ロックウール吹付／基材(不燃材料) 太平洋マテリアル株式会社 東京都北区田端6-1-1
田端ASUKAタワー15階 (一財)建材試験センター NM-5270(1) 令和3年05月14日

ウレタン系樹脂処理木質系シート張／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 株式会社中村製材所 佐賀県佐賀市諸富町為重385-

1 (一財)ベターリビング NM-5264(2) 令和3年05月14日

合成樹脂塗装ウレタン系樹脂処理木質系シート張／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 株式会社中村製材所 佐賀県佐賀市諸富町為重385-

1 (一財)ベターリビング NM-5264(1) 令和3年05月14日

ウレタン系樹脂塗装／基材(不燃材料(金属板を除く))

株式会社 Ｗ＆Ｌユニオン 茨城県北相馬郡利根町押戸16
50-1

(一財)ベターリビング NM-5262 令和3年05月14日ＴＣユニオン株式会社 茨城県北相馬郡利根町押戸16
50-1

株式会社 ユニオングローバルソ
リューション 茨城県北相馬郡利根町押戸16

50-1

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合
金板張鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都港区新橋一丁目1番13号

アーバンネット内幸町ビル (一財)ベターリビング NM-5260(2) 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／合成樹脂塗装アルミニウム合
金板張合成樹脂塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都港区新橋一丁目1番13号

アーバンネット内幸町ビル (一財)ベターリビング NM-5260(1) 令和3年05月14日

ボード用原紙張せっこう板裏張／ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 株式会社 大川 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4-

21-12 (一財)ベターリビング NM-5274 令和3年04月28日

ボード用原紙張せっこう板裏張／ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 株式会社 PB 工芸社 神奈川県藤沢市遠藤2627-1 (一財)ベターリビング NM-5273 令和3年04月28日

塩化ビニル系樹脂シート張水酸化アルミニウム紙裏張／せっこうボー
ド

チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
(一財)建材試験センター NM-5272(2) 令和3年04月08日

DIC株式会社 千葉県市原市八幡海岸通12

ウレタン系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂シート張水酸化アルミニウム
紙裏張／せっこうボード

チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
(一財)建材試験センター NM-5272(1) 令和3年04月08日

DIC株式会社 千葉県市原市八幡海岸通12

ガラス繊維不織布張バサルト繊維クロス入・アルミナセメント混入け
い酸ナトリウム板 Each DreaM株式会社 愛知県一宮市千秋町加納馬場

字大山９番地２ (一財)日本建築総合試験所 NM-5269 令和3年03月26日

アクリル系樹脂混入無機質系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く
）） 株式会社カントリーベース 石川県金沢市駅西本町４丁目

1-17 (一財)日本建築総合試験所 NM-5268 令和3年03月26日

酢酸ビニル系樹脂混入無機質系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 株式会社カントリーベース 石川県金沢市駅西本町４丁目

1-17 (一財)日本建築総合試験所 NM-5267 令和3年03月26日

水酸化カルシウム混入アクリル系樹脂塗装ホウ酸薬剤処理紙壁紙張／
基材（不燃材料（金属板を除く）） えちぜん和思工房 福井県越前市野岡町40-8 (一財)日本建築総合試験所 NM-5266 令和3年03月26日

ウレタン系樹脂塗装金属はく・合成樹脂塗装ガラス繊維織物張／基材
（不燃材料（金属板を除く））

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2丁目12
番10号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5265 令和3年03月26日

アルミニウム合金角波板充てん／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ガラス繊維ネット入マグネ
シアセメント板

株式会社スヤマコーポレーシ
ョン 神奈川県厚木市三田1-8-10 (一財)建材試験センター NM-5259 令和3年03月26日

合成樹脂塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) ＤＩＣ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-3577-1 令和3年03月26日

アクリル系樹脂混入ロックウールフェルト 株式会社巴川製紙所 静岡県静岡市駿河区用宗巴町
3番1号 (一財)ベターリビング NM-5258 令和3年03月23日

金属はく張／せっこうボード ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5257(2) 令和3年03月23日

合成樹脂フィルム・金属はく張／せっこうボード ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5257(1) 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

鉄粉混入塩素化ポリエチレン系樹脂板・金属はく張／せっこうボード ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5256(2) 令和3年03月23日

合成樹脂フィルム・鉄粉混入塩素化ポリエチレン系樹脂板・金属はく
張／せっこうボード ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5256(1) 令和3年03月23日

ステンレス鋼帯付シリコーン系樹脂塗装ガラス繊維織物 東拓工業株式会社 大阪府大阪市西区新町1-1-17
長瀬産業㈱内 (一財)日本建築総合試験所 NM-5255 令和3年03月23日

ロックウール板充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 昆山协多利洁净系统股份有限
公司

中華人民共和国江苏省昆山市
陆家镇华阳路177号 (一財)建材試験センター NM-5254 令和3年03月23日

ロックウール板充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 近藤工業株式会社 東京都港区芝3-14-2
芝ケンブリッジビル (一財)建材試験センター NM-5253 令和3年03月23日

ロックウール板充てん／酸化マグネシウム板裏張・ポリエステル系樹
脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板

昆山协多利洁净系统股份有限
公司

中華人民共和国江苏省昆山市
陆家镇华阳路177号 (一財)建材試験センター NM-5252 令和3年03月23日

ロックウール板充てん／酸化マグネシウム板裏張・ポリエステル系樹
脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 近藤工業株式会社 東京都港区芝3-14-2

芝ケンブリッジビル (一財)建材試験センター NM-5251 令和3年03月23日

パルプ紙張せっこう板充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板

昆山协多利洁净系统股份有限
公司

中華人民共和国江苏省昆山市
陆家镇华阳路177号 (一財)建材試験センター NM-5250 令和3年03月23日

パルプ紙張せっこう板充てん／ポリエステル系樹脂塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板 近藤工業株式会社 東京都港区芝3-14-2

芝ケンブリッジビル (一財)建材試験センター NM-5249 令和3年03月23日

金属はく張／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 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5248(2) 令和3年03月23日

合成樹脂フィルム・金属はく張／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 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5248(1) 令和3年03月23日

金属はく・鉄粉混入塩素化ポリエチレン系樹脂板・金属はく張／せっ
こうボード ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5247(4) 令和3年03月23日

合成樹脂フィルム・金属はく・鉄粉混入塩素化ポリエチレン系樹脂板
・金属はく張／せっこうボード ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5247(3) 令和3年03月23日

金属はく・鉄粉混入塩素化ポリエチレン系樹脂板張／せっこうボード ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5247(2) 令和3年03月23日

合成樹脂フィルム・金属はく・鉄粉混入塩素化ポリエチレン系樹脂板
張／せっこうボード ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5247(1) 令和3年03月23日

合成樹脂塗装／けい酸カルシウム板 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 NM-5246 令和3年03月23日

合成樹脂塗装ガラスクロス張／フェノール系樹脂混入ガラス繊維板 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-5242 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・パーライト混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-4553-2(2) 令和3年03月23日

合成樹脂塗装／パルプ・パーライト混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-4553-2(1) 令和3年03月23日

合成樹脂塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4227-1 令和3年03月23日

合成樹脂塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4226-1 令和3年03月23日

アルミニウム合金はく・ガラス繊維ネット裏張／ポリ塩化ビニル系樹
脂塗装アルミニウム合金はく

プロックスマテリアル株式会
社

福岡県福岡市西区小戸3-31-2
2-102 (一財)建材試験センター NM-5241 令和3年03月16日

ガラス繊維ネット充てん／アルミニウム合金はく プロックスマテリアル株式会
社

福岡県福岡市西区小戸3-31-2
2-102 (一財)建材試験センター NM-5240 令和3年03月16日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社フリーザーシステム 福岡県飯塚市有安958-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-5245 令和3年03月01日

天然木単板積層板張／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 株式会社竹六商店 滋賀県東近江市福堂町3488 (一財)日本建築総合試験所 NM-5244 令和3年03月01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溶
融亜鉛めっき鋼板 株式会社ミヨマル 広島県広島市安佐南区伴中央

四丁目8-23 (一財)日本建築総合試験所 NM-5243 令和3年03月01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-0591-1 令和3年03月01日

亜麻仁系樹脂塗装／基材(不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く)) 株式会社イケダコーポレーシ
ョン

東京都中央区築地7-10-2
築地小川ビル4Ｆ (一財)ベターリビング NM-5239 令和3年02月17日

アクリル系樹脂塗装／パルプ・ポリリン酸メラミン混入ガラス繊維混
抄紙 帝人フロンティア株式会社 東京都港区東新橋2-14-1 (一財)ベターリビング NM-5238 令和3年02月17日

パルプ系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 ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 NM-5237(2) 令和3年02月17日

合成樹脂塗装／パルプ系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 ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13F (一財)日本建築総合試験所 NM-5237(1) 令和3年02月17日

金属酸化物混入／けい酸カルシウム板 日本インシュレーション株式
会社

大阪市中央区南船場1丁目18
番17号(商工中金船場ビル7F) (一財)ベターリビング NM-5232 令和3年02月17日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／ガラスクロス ダイヤプラスフィルム株式会
社

愛知県名古屋市中村区岩塚町
大池２ (一財)ベターリビング NM-5231 令和3年02月17日

アルミニウムはく張ガラス繊維クロス ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
四丁目1-3 (一財)ベターリビング NM-5229 令和3年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／アルミニウム合金板 スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-5228 令和3年02月17日

水酸化アルミニウム混抄紙ロールコア充てん／合成樹脂塗装亜鉛めっ
き鋼板 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-5236 令和3年02月12日

ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム張／合成樹脂塗装ガラス
繊維織物 タキロンシーアイ株式会社 東京都港区港南2丁目15番1号

品川インターシティA棟15F (一財)日本建築総合試験所 NM-5235 令和3年02月12日

ロックウール保温材充てん／鋼板 コマニー株式会社 石川県小松市工業団地一丁目
93番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5234(2) 令和3年02月12日

ロックウール保温材充てん／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一丁目
93番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5234(1) 令和3年02月12日

穴あきパルプ混入けい酸カルシウム板張／基材(不燃材料) 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-5233 令和3年02月03日

ウレタン樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／スギ材 株式会社内外テクノス 東京都新宿区市谷本村町1-1

住友市ヶ谷ビル5階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5117-1 令和3年02月03日

ウレタン樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／スギ材 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5116-1 令和3年02月03日

ウレタン樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／スギ材 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5010-1 令和3年02月03日

ウレタン樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／スギ材 株式会社内外テクノス 東京都新宿区市谷本村町1-1

住友市ヶ谷ビル5階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5009-1 令和3年02月03日

ウレタン樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社内外テクノス 東京都新宿区市谷本村町1-1

住友市ヶ谷ビル5階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5000-1 令和3年02月03日

ウレタン樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4999-1 令和3年02月03日

孔あきアルミニウム合金はく・ガラス繊維織物張パルプ不織布裏張ポ
リエチレン系樹脂発泡板張／基材(不燃材料(金属板)) 積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-10-4 (一財)建材試験センター NM-5230 令和3年01月22日

エポキシ系樹脂塗装アルミニウム合金波板充てん／エポキシ系樹脂塗
装アルミニウム合金板 SKWイーストアジア株式会社 東京都千代田区三番町2番地

三番町KSビル6階 (一財)建材試験センター NM-5227 令和3年01月22日

アクリル系樹脂塗装／ポリエチレン系樹脂発泡板裏張／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町33-6

6 (一財)建材試験センター NM-5226 令和3年01月21日

ふっ素系樹脂塗装／ポリエチレン系樹脂発泡板裏張／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町33-6

6 (一財)建材試験センター NM-5225 令和3年01月21日

アクリル系樹脂塗装／ポリエチレン系樹脂発泡板裏張／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町33-6

6 (一財)建材試験センター NM-5224 令和3年01月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／鋼線入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
番地 (一財)建材試験センター NM-5221(2) 令和3年01月21日

合成樹脂塗装／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
番地 (一財)建材試験センター NM-5221(1) 令和3年01月21日

ウレタン系樹脂塗装・合成樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装
／溶融亜鉛めっき鋼板 BN STEELA CO., Ltd.

96, Noksansaneopbuk-
ro313beon-gil, Gangseo-gu,
Busan, Korea

(一財)建材試験センター NM-5223 令和2年12月25日

ウレタン系樹脂塗装・合成樹脂フィルム張／エポキシ系樹脂裏面塗装
／溶融亜鉛めっき鋼板 LG Hausys, Ltd.

LG Seoulstation Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul,
Korea

(一財)建材試験センター NM-5222 令和2年12月25日

セメント混入シラス板 株式会社KNACK 福岡県糟屋郡粕屋町柚須76-1 (一財)建材試験センター NM-5216 令和2年12月25日

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 東京都港区新橋一丁目1番13
号 アーバンネット内幸町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-5220(2) 令和2年12月16日

イソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 日軽パネルシステム株式会社 東京都港区新橋一丁目1番13
号 アーバンネット内幸町ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-5220(1) 令和2年12月16日

けい酸アルミニウム混入ポリウレタン系樹脂塗装けい酸マグネシウム
混抄紙張／フェノールフォーム 松村アクア株式会社 兵庫県丹波市山南町小新屋40

1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5219 令和2年12月16日

アクリル系樹脂塗装塩化ビニル系樹脂フィルム張／ガラス繊維織物 東洋紡STC株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-
8 (一財)日本建築総合試験所 NM-5218 令和2年12月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／鋼線・ポリエチレンテレフタレート系
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)ベターリビング NM-5217 令和2年12月16日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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-
5 (一財)建材試験センター NM-5200 令和2年12月11日

ゼオライト系塗装／基材(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日本大通
15　横浜朝日会館8F (一財)建材試験センター NM-5199 令和2年12月11日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 LG Hausys, Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5215 令和2年11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）） LG Hausys, Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5214 令和2年11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）） LG Hausys, Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5213 令和2年11月02日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アルミニウム蒸着ポリエチレン系樹脂フ
ィルム張／アルミニウム合金板 LG Hausys, Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5212 令和2年11月02日

塩化ビニル系樹脂フィルム・アルミニウム蒸着ポリエチレン系樹脂フ
ィルム張／基材（不燃材料（金属板）） LG Hausys, Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5211 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・アルミニウム蒸着ポリエチレン系樹脂フ
ィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） LG Hausys, Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5210 令和2年11月02日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 LG Hausys, Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5209(2) 令和2年11月02日

アクリル系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 LG Hausys, Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5209(1) 令和2年11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）） LG Hausys, Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5208(2) 令和2年11月02日

アクリル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）） LG Hausys, Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5208(1) 令和2年11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）） LG Hausys, Ltd.
LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5207(2) 令和2年11月02日

アクリル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）） LG Hausys, Ltd.

LG Seoul Station Bldg., 98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul 04737
Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-5207(1) 令和2年11月02日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 株式会社エコテック 静岡県静岡市葵区新間1089-2
44 (一財)ベターリビング NM-5206(2) 令和2年11月02日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社エコテック 静岡県静岡市葵区新間1089-2
44 (一財)ベターリビング NM-5206(1) 令和2年11月02日

ガラス繊維マット入せっこう板 旭ビルウォール株式会社 東京都台東区松が谷1-3-5
JPR上野イーストビル8F (一財)建材試験センター NM-5205 令和2年10月22日

塩化ビニル系・アクリル系樹脂塗装塩化ビニル系樹脂フィルム張／ス
チレン・ブタジエン共重合樹脂含浸ガラスクロス アキレス株式会社 東京都新宿区北新宿2-21-1

新宿フロントタワー (一財)建材試験センター NM-5204 令和2年10月22日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウ
ム-亜鉛合金めっき鋼板

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5203 令和2年10月22日

ポリ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）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2丁

目１０２番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5202(2) 令和2年10月22日

アクリル系樹脂塗装ポリ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）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5202(1) 令和2年10月22日

ポリ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 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2丁

目１０２番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5201(2) 令和2年10月22日

アクリル系樹脂塗装ポリ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 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5201(1) 令和2年10月22日

水酸化アルミニウム混入アクリル系樹脂裏面塗装ガラス繊維不織布張・
アクリル系樹脂混入セメントモルタル塗／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錦二丁目

19番25号 日本生命広小路ビル (一財)ベターリビング NM-5188 令和2年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・水酸化マグネシウム混入ポリエチレン系樹脂フ
ォーム板裏張／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2

番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4617-1(2) 令和2年10月22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系樹脂フ
ォーム板裏張／合成樹脂塗装鋼板 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4617-1(1) 令和2年10月22日

ロックウール板充てん／合成樹脂塗装金属板 日鉄鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目5番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3994-2 令和2年10月22日

塩化ビニル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂混入炭酸カルシウム系
シート張／ガラス繊維クロス 東リ株式会社 兵庫県伊丹市東有岡5-125 (一財)ベターリビング NM-5177 令和2年10月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 藤田産業株式会社 愛媛県新居浜市港町４－３２ (一財)日本建築総合試験所 NM-5083-1 令和2年10月16日

合成樹脂フィルム張／鋼板付合成樹脂線材入合成樹脂シート裏張／グ
ラスウール板 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)日本建築総合試験所 NM-3911-1 令和2年10月16日

アクリル系樹脂塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社NENGO 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-4777-1 令和2年10月13日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／合成樹脂塗装溶融亜
鉛めっき鋼板 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-5168 令和2年10月07日

水酸化アルミニウム混抄紙ペーパーコア充てん／合成樹脂塗装溶融亜
鉛めっき鋼板 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-5167 令和2年10月07日

ポリエステル系樹脂繊維混抄紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 株式会社太陽 滋賀県彦根市小泉町34-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-5161 令和2年10月07日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメン
ト板 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-5160 令和2年10月07日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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)日本建築総合試験所 NM-5159 令和2年10月07日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／合成樹脂塗装鋼板 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-5148 令和2年10月07日

水酸化アルミニウム混抄紙ペーパーコア充てん／合成樹脂塗装鋼板 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-5147 令和2年10月07日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／合成樹脂塗装鋼板 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-5146 令和2年10月07日

亜鉛めっき鋼線入ポリエステル系樹脂フィルム裏張アルミニウム合金
はく

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
梅田阪急ビルオフィスタワー39
F

(一財)建材試験センター NM-5175 令和2年10月01日

塩化ビニル系樹脂塗装ポリエステルクロス張／酢酸ビニル系樹脂処理
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-5174(2) 令和2年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／塩化ビニル系樹脂塗装ポリエステルクロス張／
酢酸ビニル系樹脂処理ガラスクロス 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-5174(1) 令和2年10月01日

パルプ紙張アルミニウム合金はく・ペーパーコア充てんパルプ紙裏張
／パルプ混入けい酸マグネシウム紙裏張アルミニウム合金はく ダイナパック株式会社 愛知県名古屋市中区錦3-14-1

5 (一財)建材試験センター NM-5173(2) 令和2年10月01日

パルプ紙張アルミニウム合金はく・ペーパーコア充てんパルプ紙裏張／
パルプ紙張パルプ混入けい酸マグネシウム紙裏張アルミニウム合金はく ダイナパック株式会社 愛知県名古屋市中区錦3-14-1

5 (一財)建材試験センター NM-5173(1) 令和2年10月01日

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)建材試験センター NM-5198(2) 令和2年09月25日

ボード用原紙張／ガラス繊維ネット張せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県四日市市住吉町15-2 (一財)建材試験センター NM-5198(1) 令和2年09月25日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板裏張／ガラス繊維混入せ
っこう板裏張鋼板 株式会社イワタニ 山梨県笛吹市八代町米倉1267

-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5197(2) 令和2年09月25日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板裏張／ガラ
ス繊維混入せっこう板裏張合成樹脂塗装鋼板 株式会社イワタニ 山梨県笛吹市八代町米倉1267

-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5197(1) 令和2年09月25日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板裏張／ロックウール板裏
張鋼板 株式会社イワタニ 山梨県笛吹市八代町米倉1267

-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5196(2) 令和2年09月25日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板裏張／ロッ
クウール板裏張合成樹脂塗装鋼板 株式会社イワタニ 山梨県笛吹市八代町米倉1267

-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5196(1) 令和2年09月25日

シリコーン系樹脂塗装／ガラスクロス カンテック株式会社 新潟県柏崎市東本町2-5-5 (一財)建材試験センター NM-5195 令和2年09月25日

酢酸ビニル・バーサチック酸ビニル・アクリル共重合体系樹脂混入けい砂系
塗材／酢酸ビニル・バーサチック酸ビニル・アクリル共重合体系樹脂混入セ
メント系塗材塗／基材(不燃材料(金属板を除く))

アース・ジャパン株式会社 群馬県高崎市並榎町164 (一財)建材試験センター NM-5194 令和2年09月25日

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／ガラスクロス 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2-5-8　 (一財)建材試験センター NM-5193 令和2年09月25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-5190 令和2年09月25日

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 東洋鋼鈑株式会社 東京都品川区東五反田2-18-1 (一財)建材試験センター NM-5189 令和2年09月25日

木毛セメント板裏張／パルプ混入けい酸カルシウム板 竹村工業株式会社 長野県下伊那郡松川町上片桐
4604 (一財)日本建築総合試験所 NM-5187 令和2年09月25日

ガラス繊維不織布張／ポリエステル系樹脂不織布裏張／フェノール系
樹脂塗装ガラス繊維織物 株式会社和紙空間 福井県越前市粟田部町48-13 (一財)日本建築総合試験所 NM-5186 令和2年09月25日

合成樹脂塗装／鋼板 蘇州鎵祥新材料科技有限公司 中国蘇州工業園区杏林街78號
新興産業工業坊13號廠房B単元 (一財)日本建築総合試験所 NM-5185 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／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-5184 令和2年09月25日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社フリーザーシステム 福岡県飯塚市有安958-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-5183 令和2年09月25日

フェノール樹脂混入ポリスチレンフォーム充てん／アルミニウム合金
はく ウシオマテックス株式会社 愛媛県今治市クリエイティブ

ヒルズ5番地3 (一財)建材試験センター NM-5182 令和2年09月25日

アクリル系樹脂塗材塗・ガラス繊維板張／基材(不燃材料(金属板を除く
)) 株式会社ビベル 東京都新宿区信濃町3-1

エスコート101 (一財)ベターリビング NM-5181 令和2年09月25日

繊維混入押出成形セメント板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座一丁
目3番15号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5180(2) 令和2年09月25日

合成樹脂塗装／繊維混入押出成形セメント板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座一丁
目3番15号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5180(1) 令和2年09月25日

アルミニウム合金はく張クラフト紙張／グラスウール保温板 硝子繊維協会 東京都新宿区百人町3-21-16 (一財)日本建築総合試験所 NM-5179 令和2年09月25日

アクリル系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂塗装ガラス繊維織物 リフォジュール株式会社 東京都品川区大井1丁目23番3
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5176 令和2年09月25日

フェノール系樹脂混入ガラス繊維板 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-5172 令和2年09月25日

パルプ混入けい酸カルシウム板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)ベターリビング NM-5171(2) 令和2年09月25日

合成樹脂塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)ベターリビング NM-5171(1) 令和2年09月25日

ガラス繊維入アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム
張／鋼線入ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム裏張／ガラス繊維板 日伸工業株式会社 兵庫県たつの市揖保町揖保中

321-1 (一財)建材試験センター NM-4398-1 令和2年09月25日

ガラス繊維入アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム
張／鋼線入ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム裏張／ガラス繊維板 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-4396-1 令和2年09月25日

合成樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川２－５－
８ (一財)日本建築総合試験所 NM-5170 令和2年09月23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／ガラス繊維織物 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-5169 令和2年09月23日

アクリル樹脂系塗装・合成樹脂処理木質系シート張／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 株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-

21 (一財)ベターリビング NM-4678-1 令和2年09月23日

せっこうボード裏張／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一丁目
93番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5166(2) 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ペーパーコア・せっこうボード裏張／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一丁目
93番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5166(1) 令和2年09月11日

ポリウレタン系樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板）） 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-5165 令和2年09月11日

ガラスクロス裏張アルミニウムはく張／二酸化けい素系繊維板 マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7
サンゴバンビル (一財)建材試験センター NM-5164(2) 令和2年09月11日

クラフト紙裏張アルミニウムはく張／二酸化けい素系繊維板 マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7
サンゴバンビル (一財)建材試験センター NM-5164(1) 令和2年09月11日

ガラスクロス裏張アルミニウムはく張／二酸化けい素系繊維板 株式会社万象ホールディング
ス

福島県双葉郡富岡町大字本岡
字赤木100-22 (一財)建材試験センター NM-5163(2) 令和2年09月11日

クラフト紙裏張アルミニウムはく張／二酸化けい素系繊維板 株式会社万象ホールディング
ス

福島県双葉郡富岡町大字本岡
字赤木100-22 (一財)建材試験センター NM-5163(1) 令和2年09月11日

二酸化けい素系繊維板 株式会社万象ホールディング
ス

福島県双葉郡富岡町大字本岡
字赤木100-22 (一財)建材試験センター NM-5162 令和2年09月11日

ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム・ポリエチレン系樹脂気
泡状コア充てん／アルミニウム合金はく 株式会社サンユー印刷 新潟県三条市東光寺3689-1 (一財)建材試験センター NM-5158 令和2年09月11日

ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム・ポリエチレン系樹脂気
泡状コア充てん／アルミニウム合金はく プラット株式会社 新潟県三条市東光寺3689-1 (一財)建材試験センター NM-5157 令和2年09月11日

アクリル変性シリコーン系樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社TS東京 東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル45階 (一財)建材試験センター NM-5156 令和2年09月11日

アクリル系樹脂塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社TS東京 東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル45階 (一財)建材試験センター NM-5155 令和2年09月11日

アクリル・ウレタン共重合樹脂塗装／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))

株式会社タカハラコーポレー
ション 愛知県清須市阿原鴨池81番地 (一財)建材試験センター NM-5154 令和2年09月11日

ポリプロピレン系樹脂繊維混入モルタル塗／基材（不燃材料（せっこ
うボード及び金属板を除く）） 株式会社コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東4-

33 (一財)日本建築総合試験所 NM-5153 令和2年09月11日

ウレタン系樹脂塗装／基材（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-5152 令和2年09月11日

ポリメチルシロキサン含浸ガラス繊維織物張／ポリメチルシロキサン
含浸ガラス繊維不織布

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目五番
一号 (一財)ベターリビング NM-5151 令和2年09月11日

ポリプロピレン・エチレンプロピレンゴム共重合体系樹脂フィルム張
／ポリエステル系樹脂裏面塗装／鋼板 ＪＦＥ鋼板株式会社 東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎 (一財)ベターリビング NM-5150 令和2年09月11日

押出法ポリスチレンフォーム断熱材裏張／せっこうボード デュポン・スタイロ株式会社 東京都千代田区永田町2丁目1
1-1 山王パークタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5149 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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混入水酸化マグネシウム板充てん／ふっ素系樹脂
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)建材試験センター NM-5145 令和2年09月11日

ポリエチレン系樹脂混入水酸化マグネシウム板充てん／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)建材試験センター NM-5144 令和2年09月11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 愛知県名古屋市中村区名駅１丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5143 令和2年09月11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 愛知県名古屋市中村区名駅１丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5142 令和2年09月11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 愛知県名古屋市中村区名駅１丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5141 令和2年09月11日

ロックウール保温板充てん／鋼板 日創プロニティ株式会社 福岡県福岡市南区向野2-10-2
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-5140(2) 令和2年09月11日

ロックウール保温板充てん／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2-10-2
5 (一財)日本建築総合試験所 NM-5140(1) 令和2年09月11日

ロックウール保温板充てん／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2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5139(2) 令和2年09月11日

ロックウール保温板充てん／合成樹脂塗装鋼板 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-5139(1) 令和2年09月11日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく・炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 NM-5138 令和2年09月11日

ウレタン系樹脂塗装紙張／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 株式会社エドトク 埼玉県加須市新利根1-1-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5137(2) 令和2年08月31日

ウレタン系樹脂塗装紙張／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 株式会社エドトク 埼玉県加須市新利根1-1-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-5137(1) 令和2年08月31日

合成樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川２－５－
８ (一財)日本建築総合試験所 NM-5136 令和2年08月31日

アクリル系樹脂塗装／アルミニウム合金板 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-5135 令和2年08月31日

ポリプロピレン・エチレンプロピレンゴム系樹脂フィルム張／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 東京都品川区大崎1-11-2

ゲートシティ大崎 (一財)日本建築総合試験所 NM-5134 令和2年08月31日

窒素りん系薬剤含浸紙コルゲートコア充てん／合成樹脂塗装溶融亜鉛
めっき鋼板 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丁目3番地9 (一財)日本建築総合試験所 NM-5133 令和2年08月31日

水酸化アルミニウム紙ハニカムコア充てん／合成樹脂塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 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丁目3番地9 (一財)日本建築総合試験所 NM-5132 令和2年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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ロールコア充てん／合成樹脂塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板 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丁目3番地9 (一財)日本建築総合試験所 NM-5131 令和2年08月31日

合成樹脂フィルム張／金属はく裏張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン系
樹脂板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5130(3) 令和2年08月31日

合成樹脂フィルム・金属はく張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン系樹脂
板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5130(2) 令和2年08月31日

合成樹脂フィルム張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン系樹脂板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5130(1) 令和2年08月31日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／フッ素系樹脂塗装アルミニウ
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

1758-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5129 令和2年08月31日

せっこうボード裏張／ポリエステル系樹脂塗装鋼板 株式会社オカムラ 神奈川県横浜市西区北幸1丁
目４番１号天理ビル19階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5128 令和2年08月31日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／パルプ混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5127 令和2年08月31日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 日本パネル株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区釜塚町
１丁目５４番地２ (一財)日本建築総合試験所 NM-5126 令和2年08月21日

化粧シート・無機質系シート・紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5125 令和2年08月21日

ウレタン樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／スギ材 株式会社内外テクノス 東京都新宿区市谷本村町1-1

住友市ヶ谷ビル5階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5117 令和2年08月19日
令和3年02月03日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載の訂正のため[新規認定番号：NM-5117-1]

ウレタン樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／スギ材 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5116 令和2年08月19日

令和3年02月03日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載の訂正のため[新規認定番号：NM-5116-1]

ポリエチレン系樹脂混入水酸化マグネシウム板充てん／アルミニウム
合金板 株式会社グッドネス 大阪府東大阪市岸田堂西２－

７－１ (一財)日本建築総合試験所 NM-5115 令和2年08月19日

パルプ・パーライト混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-4553-1(2) 令和2年08月19日

合成樹脂塗装／パルプ・パーライト混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-4553-1(1) 令和2年08月19日

合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板・ホウ素系薬剤混入パルプ紙張／基
材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社　ラ・ポルタ 東京都豊島区西池袋1-29-2

地得ビル10F (一財)ベターリビング NM-5123 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／アルミニウム合金板 三菱ケミカルインフラテック
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-5122 令和2年08月13日

アルミニウムはく・ポリイソシアヌレートフォーム張／基材(不燃材料(
金属板)) ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀1-6-1 (一財)ベターリビング NM-5121(2) 令和2年08月13日

アルミニウムはく・ポリイソシアヌレートフォーム張・合成樹脂塗装
／基材(不燃材料(金属板)) ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀1-6-1 (一財)ベターリビング NM-5121(1) 令和2年08月13日

アルミニウムはく・ポリイソシアヌレートフォーム張／基材(不燃材料(
金属板)) ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀1-6-1 (一財)ベターリビング NM-5120(2) 令和2年08月13日

アルミニウムはく・ポリイソシアヌレートフォーム張・合成樹脂塗装
／基材(不燃材料(金属板)) ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀1-6-1 (一財)ベターリビング NM-5120(1) 令和2年08月13日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 たつみ工業株式会社 神奈川県川崎市幸区小倉4-1-
13 (一財)ベターリビング NM-5119(2) 令和2年08月13日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／ポリエステル系樹脂塗装鋼板 たつみ工業株式会社 神奈川県川崎市幸区小倉4-1-
13 (一財)ベターリビング NM-5119(1) 令和2年08月13日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／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)ベターリビング NM-5118 令和2年08月13日

けい酸アルミニウム化合物板 ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁
目2番27号　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-5112(2) 令和2年08月13日

合成樹脂塗装／けい酸アルミニウム化合物板 ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁
目2番27号　ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-5112(1) 令和2年08月13日

合成樹脂塗装ガラス繊維織物 日本ポリエステル株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-5178 令和2年08月11日

活性炭混入セラック系樹脂塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） たぶん研究所 大阪府大阪市住之江区平林南
2-2-34 (一財)日本建築総合試験所 NM-5114 令和2年07月13日

鋼板・イソシアヌレートフォーム裏張／亜鉛めっき鋼板 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 NM-5113(4) 令和2年07月13日

鋼板・イソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装亜鉛めっき鋼板 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 NM-5113(3) 令和2年07月13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／亜鉛めっき
鋼板 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 NM-5113(2) 令和2年07月13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／合成樹脂塗
装亜鉛めっき鋼板 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 NM-5113(1) 令和2年07月13日

アクリル系樹脂塗装／基材(不燃材料) 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 (一財)建材試験センター NM-4879-2 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／基材(不燃材料) ファイテン株式会社 京都府京都市中京区烏丸通錦
小路角手洗水町678番地 (一財)建材試験センター NM-4879-1 令和2年07月13日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／ウレタン系樹脂含浸ガ
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-5110 令和2年06月26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-5106 令和2年06月16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-5105 令和2年06月16日

ロックウール板裏張／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-5104(2) 令和2年06月16日

ロックウール板裏張／合成樹脂塗装鋼板 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-5104(1) 令和2年06月16日

アルミナシリケート板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-5109(2) 令和2年06月11日

合成樹脂塗装／アルミナシリケート板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-5109(1) 令和2年06月11日

フッ素系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材
料（金属板）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5108 令和2年06月11日

フッ素系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム
合金板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5107 令和2年06月11日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社楽雅壁 大阪府大阪市城東区今福西四丁
目3番7号 スペースライフ301 (一財)日本建築総合試験所 NM-5103 令和2年04月13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)) 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6

岩田屋ビル4F (一財)ベターリビング NM-5102 令和2年04月13日

ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム・金属はく張／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 大阪府東大阪市稲田上町1－1

8－11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5101 令和2年04月06日

炭酸カルシウム紙・金属はく張／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 大阪府東大阪市稲田上町1－1
8－11 (一財)日本建築総合試験所 NM-5100 令和2年04月06日

アクリル系樹脂塗装ポリエステル系樹脂不織布裏張／合成樹脂塗装鋼
板 高圧ガス工業株式会社 大阪府大阪市北区中崎西2-4-

12 (一財)日本建築総合試験所 NM-5099 令和2年03月27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-5098 令和2年03月27日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／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)日本建築総合試験所 NM-5097 令和2年03月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／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-4113-1 令和2年03月27日

軽量骨材混入／セメントけい酸カルシウム板 株式会社LIXIL 東京都江東区大島2-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-0919-1 令和2年03月27日

ガラス繊維マット・ガラスクロス入せっこう板 東錦株式会社 東京都中央区日本橋2-16-2
KDX日本橋216ビル4階 (一財)建材試験センター NM-5096 令和2年03月19日

水酸化アンモニウム混入ポリエチレン系樹脂板充てん／鋼板 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-
16 (一財)日本建築総合試験所 NM-5095 令和2年03月19日

合成樹脂フィルム張／せっこうボード裏張／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)日本建築総合試験所 NM-5094 令和2年03月19日

アルミニウム合金はく・ガラス繊維クロス張／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樹脂フィルム・アルミニウム合金はく 株式会社マーベックス 大阪府東大阪市吉田本町2-3-

30 (一財)日本建築総合試験所 NM-5093 令和2年03月19日

ポリエステル系樹脂不織布張／バサルトクロス張エトリンガイト系硬
化物混入ポリスチレン系樹脂発泡板

デンカ株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-
1

(一財)建材試験センター NM-5092 令和2年03月13日
株式会社ジェイエスピー 東京都千代田区丸の内3-4-2

新日石ビル

無機質系粉粒混入合成樹脂塗装壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5091 令和2年03月13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前屋
敷10 (一財)建材試験センター NM-2808-1 令和2年03月13日

合成樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 YKK AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町１
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5090(2) 令和2年03月06日

合成樹脂フィルム張／アクリル系樹脂塗装アルミニウム合金板 YKK AP株式会社 東京都千代田区神田和泉町１
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5090(1) 令和2年03月06日

ポリエステル系樹脂不織布張／グラスウール
エコーテック株式会社 千葉県柏市豊四季 108-10

(一財)ベターリビング NM-5089 令和2年03月06日
日本音響エンジニアリング株
式会社 東京都墨田区緑1-21-10

ポリエステル系樹脂塗装パルプ紙・溶融55％アルミニウム亜鉛合金め
っき鋼鈑張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 有限会社　イマヤマ 福岡県大川市大字榎津103-2 (一財)ベターリビング NM-5088(2) 令和2年03月06日

ポリエステル系樹脂塗装パルプ紙・溶融55％アルミニウム亜鉛合金めっき鋼
鈑張／パルプ紙・ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム裏張／ガラス
繊維ネット入酸化マグネシウム板

有限会社　イマヤマ 福岡県大川市大字榎津103-2 (一財)ベターリビング NM-5088(1) 令和2年03月06日

ポリエステル系樹脂塗装パルプ紙・溶融55％アルミニウム亜鉛合金め
っき鋼鈑張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 株式会社　マグエックス 東京都中央区東日本橋1-9-13

ユウワビル (一財)ベターリビング NM-5087(2) 令和2年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリエステル系樹脂塗装パルプ紙・溶融55％アルミニウム亜鉛合金めっき鋼
鈑張／パルプ紙・ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム裏張／ガラス
繊維ネット入酸化マグネシウム板

株式会社　マグエックス 東京都中央区東日本橋1-9-13
ユウワビル (一財)ベターリビング NM-5087(1) 令和2年03月06日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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-4930-1 令和2年03月02日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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-4924-1 令和2年03月02日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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-4923-1 令和2年03月02日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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-4891-1 令和2年03月02日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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-4890-1 令和2年03月02日

ウレタン系樹脂塗装／溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 MARUICHI SUN STEEL
JOINT STOCK COMPANY

DT743RD,Dong Tac Quarter,Tan
Dong Hiep Ward,Di An County,
Binh Duong Province, Vietnam

(一財)日本建築総合試験所 NM-5086 令和2年02月26日

パーライト混入せっこう系塗材塗・硬質ウレタンフォーム吹付／基材
（不燃材料（金属板））

アキレス株式会社 東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿ﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ

(一財)日本建築総合試験所 NM-5085 令和2年02月26日
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

パーライト混入せっこう系塗材塗・硬質ウレタンフォーム吹付／基材
（不燃材料（金属板を除く））

アキレス株式会社 東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿ﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ

(一財)日本建築総合試験所 NM-5084 令和2年02月26日
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

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 藤田産業株式会社 愛媛県新居浜市港町4-32 (一財)日本建築総合試験所 NM-5083 令和2年02月26日

ほうろう鋼板 日本フリット株式会社 愛知県半田市港町4丁目5番地
5 (一財)日本建築総合試験所 NM-5082 令和2年02月26日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／鋼板 日鉄建材株式会社 東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5081(2) 令和2年02月20日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／合成樹脂塗装／鋼板 日鉄建材株式会社 東京都千代田区外神田4-14-1
秋葉原UDX13階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5081(1) 令和2年02月20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 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4407-1 令和2年02月12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 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4228-1 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

合成樹脂フィルム張／鋼板付合成樹脂線入合成樹脂シート裏張／フェ
ノール樹脂混入グラスウールフェルト 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-4038-1 令和2年02月12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-3435-1 令和2年02月12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-3349-1 令和2年02月12日

炭水化物系樹脂混入ガラス繊維板 クナウフ・インシュレーショ
ン合同会社

東京都中央区日本橋小網町3-
14茅場町K-1ビル6階A号室 (一財)ベターリビング NM-5079 令和2年02月10日

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂系塗装ガラス繊維不織布張／アルミニ
ウム合金はく張クラフト紙裏張／グラスウール保温板

パラマウント硝子工業株式会
社

福島県須賀川市木之崎字大ヶ
久保24番地4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5080 令和2年02月03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／アルミニウ
ム合金板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5077 令和2年02月03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／基材（不燃
材料（金属板）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-5076 令和2年02月03日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5075(2) 令和2年02月03日

合成樹脂塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5075(1) 令和2年02月03日

繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5074(2) 令和2年02月03日

合成樹脂塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5074(1) 令和2年02月03日

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 株式会社東国 東京都中央区日本橋茅場町3-
11-10　PMO日本橋茅場町7階 (一財)建材試験センター NM-5078 令和2年01月29日

ガラスペーパー張／硬質ウレタンフォーム充てん／ガラスクロス裏張
アルミニウムはく 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 NM-5073 令和2年01月24日
令和5年03月29日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載訂正のため[新規認定番号：NM-5073-1]

アクリル樹脂系塗装／無機りん系薬剤・パルプ繊維・炭酸カルシウム
混入／ガラス繊維シート

野原ホールディングス株式会
社 東京都新宿区新宿1-1-11 (一財)ベターリビング NM-5072 令和2年01月24日

フェノール樹脂・水酸化アルミニウム混入ポリスチレンフォ－ム裏張
／セメントモルタル板 株式会社　バークス環境 東京都目黒区鷹番3-14-13-30

2 (一財)ベターリビング NM-5071 令和2年01月24日

無水けい酸系塗材塗／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社エクシィズ 岐阜県多治見市旭ケ丘10丁目
6-55 (一財)日本建築総合試験所 NM-5054 令和2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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面メラミン系樹脂含浸クラフト紙張／水酸化アルミニウム・炭酸カ
ルシウム混入メラミン樹脂系塗装ガラス繊維不織布 日本デコラックス株式会社 愛知県丹羽郡扶桑町柏森前屋

敷10 (一財)日本建築総合試験所 NM-4464-1 令和2年01月24日

シリコーン樹脂系塗装／アルミニウム蒸着ガラス繊維織物 森内織物株式会社 大阪府東大阪市吉田６丁目４
－３３ (一財)日本建築総合試験所 NM-5070 令和2年01月08日

シリコーン樹脂系塗装／アルミニウム蒸着ガラス繊維織物 森内織物株式会社 大阪府東大阪市吉田６丁目４
－３３ (一財)日本建築総合試験所 NM-5069 令和2年01月08日

ふっ素アクリル共重合樹脂系フィルム張／アクリル樹脂系塗装／塩化
ビニル樹脂系フィルム張／ポリウレタン樹脂系塗装ガラスクロス IMSテクノ株式会社 岐阜県安八郡神戸町安次700 (一財)建材試験センター NM-5068 令和2年01月07日

ふっ素アクリル共重合樹脂系フィルム張／アクリル樹脂系塗装／塩化
ビニル樹脂系フィルム張／ポリウレタン樹脂系塗装ガラスクロス 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-5067 令和2年01月07日

ふっ素アクリル共重合樹脂系塗装／アクリル樹脂系裏面塗装／塩化ビ
ニル樹脂系フィルム張／ポリウレタン樹脂系塗装ガラスクロス IMSテクノ株式会社 岐阜県安八郡神戸町安次700 (一財)建材試験センター NM-5066 令和2年01月07日

ふっ素アクリル共重合樹脂系塗装／アクリル樹脂系裏面塗装／塩化ビ
ニル樹脂系フィルム張／ポリウレタン樹脂系塗装ガラスクロス 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-5065 令和2年01月07日

ふっ素アクリル共重合樹脂系塗装／アクリル樹脂系裏面塗装／塩化ビ
ニル樹脂系フィルム張／ポリウレタン樹脂系塗装ガラスクロス IMSテクノ株式会社 岐阜県安八郡神戸町安次700 (一財)建材試験センター NM-5064 令和2年01月07日

ふっ素アクリル共重合樹脂系塗装／アクリル樹脂系裏面塗装／塩化ビ
ニル樹脂系フィルム張／ポリウレタン樹脂系塗装ガラスクロス 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-5063 令和2年01月07日

合成樹脂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／ガラスクロス 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2-5-8　 (一財)建材試験センター NM-5062 令和2年01月07日

パルプ繊維混入セメント板 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 NM-5061(2) 令和2年01月06日

合成樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板 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 NM-5061(1) 令和2年01月06日

木質系単板・普通紙・アルミニウム合金はく・普通紙表張／鋼板 株式会社イトーキ 東京都中央区日本橋2-5-1日
本橋髙島屋三井ビルディング (一財)日本建築総合試験所 NM-5060(4) 令和2年01月06日

木質系単板・普通紙・アルミニウム合金はく・普通紙表張／せっこう
ボード裏張／鋼板 株式会社イトーキ 東京都中央区日本橋2-5-1日

本橋髙島屋三井ビルディング (一財)日本建築総合試験所 NM-5060(3) 令和2年01月06日

合成樹脂塗装木質系単板・普通紙・アルミニウム合金はく・普通紙表
張／鋼板 株式会社イトーキ 東京都中央区日本橋2-5-1日

本橋髙島屋三井ビルディング (一財)日本建築総合試験所 NM-5060(2) 令和2年01月06日

合成樹脂塗装木質系単板・普通紙・アルミニウム合金はく・普通紙表
張／せっこうボード裏張／鋼板 株式会社イトーキ 東京都中央区日本橋2-5-1日

本橋髙島屋三井ビルディング (一財)日本建築総合試験所 NM-5060(1) 令和2年01月06日

鉱物繊維・けい砂混入ジオポリマー板 有限会社ニッシンテック 埼玉県八潮市西袋983番地4 地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-5059 令和2年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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)建材試験センター NM-5058(2) 令和2年01月06日

ウレタン樹脂系塗装／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)建材試験センター NM-5058(1) 令和2年01月06日

アクリル樹脂系塗装／ビニロン繊維混入セメント板 富士スレート株式会社 徳島県板野郡北島町太郎八須
字新開1-32 (一財)建材試験センター NM-5057 令和2年01月06日

孔あきパルプ混入けい酸カルシウム板張／基材(不燃材料(金属板を除く
)) 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-5056 令和2年01月06日

孔あきパルプ混入けい酸カルシウム板張／パルプ混入ガラス系繊維紙 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-5055 令和2年01月06日

アクリル樹脂系塗装ガラス繊維織物張／グラスウールフェルト 株式会社和紙空間 福井県越前市粟田部町48-13 (一財)日本建築総合試験所 NM-5051 令和2年01月06日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレンフォーム裏張／ポリエステル樹
脂系塗装鋼板 株式会社　稲葉製作所 東京都大田区矢口2丁目5番25

号 (一財)ベターリビング NM-5053 令和元年12月19日

シリコーン樹脂系塗装／ガラスクロス 日本エフ・ディー・シー株式
会社

東京都豊島区東池袋2-39-2
大住ビル9F (一財)ベターリビング NM-5052 令和元年12月19日

天然木単板張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 有限会社トマト 福岡県大川市向島1766 (一財)建材試験センター NM-5049(2) 令和元年12月11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 有限会社トマト 福岡県大川市向島1766 (一財)建材試験センター NM-5049(1) 令和元年12月11日

天然木単板張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 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-5048(2) 令和元年12月11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 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-5048(1) 令和元年12月11日

天然木単板張／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-5047(2) 令和元年12月11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 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-5047(1) 令和元年12月11日

ロックウール吸音板表張／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)日本建築総合試験所 NM-5050 令和元年12月06日

アクリル樹脂系塗材塗炭酸カルシウム混入ポリエチレン樹脂系シート
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-5046 令和元年12月02日

アクリル樹脂系塗材塗炭酸カルシウム混入ポリエチレン樹脂系シート
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-5045 令和元年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 東部製鐵株式会社
7F,SeoulSquare,416,Hangang-d
aero,Jung-
gu,Seoul,04637,Korea

(一財)建材試験センター NM-5044 令和元年12月02日

ポリエステル系樹脂含浸チタン混入紙表張／硫酸アルミニウム混入紙
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 ＣＣ・ジー株式会社 長野県伊那市西春近2455番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-5043 令和元年11月29日

化粧繊維混入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 大阪府大阪市城東区鴫野東1
丁目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4428-1 令和元年11月29日

せっこうボード裏張／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
丁目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4386-1 令和元年11月29日

セルロース繊維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
一丁目12番地1 (一財)日本建築総合試験所 NM-5042 令和元年11月25日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材（不燃材料
（金属板）） 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-5041 令和元年11月25日

塩化ビニリデン樹脂系フィルム張・ガラスクロス裏張・アルミニウム
はく張／グラスウール

パラマウント硝子株式会社 福島県須賀川市木ノ崎字大ヶ
久保24-5

(一財)ベターリビング NM-5040(2) 令和元年11月18日
JFEシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17番4

号

塩化ビニリデン樹脂系フィルム張・ガラスクロス裏張・アルミニウム
はく張／ポリエチレン樹脂系フィルム裏張／グラスウール

パラマウント硝子株式会社 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-5040(1) 令和元年11月18日
JFEシビル株式会社 東京都台東区蔵前2丁目17番4

号

セルロース系フィルム張／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)ベターリビング NM-5039 令和元年11月18日

天然木単板張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 銘建工業株式会社 岡山県真庭市勝山1209 (一財)日本建築総合試験所 NM-5038(2) 令和元年11月18日

天然油脂系塗装天然木単板張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 銘建工業株式会社 岡山県真庭市勝山1208 (一財)日本建築総合試験所 NM-5038(1) 令和元年11月18日

合成樹脂塗装／繊維混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅１丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5037 令和元年11月18日

アルミニウム合金はく・紙壁紙張／基材(不燃材料(金属板を除く)) KAMISM株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町2-
3-4　蔵王ビル1、2F (一財)建材試験センター NM-5036 令和元年11月15日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 Richter lighting technologies
GmbH

Boebinger Strasse 34, 73540
Heubach, Germany (一財)建材試験センター NM-5035 令和元年11月15日

高炉スラグ系塗材塗／高炉スラグ混入ロックウール板 ナイガイ株式会社 東京都墨田区緑1-27-8 (一財)建材試験センター NM-5034(2) 令和元年11月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

高炉スラグ混入ロックウール板 ナイガイ株式会社 東京都墨田区緑1-27-8 (一財)建材試験センター NM-5034(1) 令和元年11月15日

高炉スラグ系塗材塗／高炉スラグ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-5033(2) 令和元年11月15日

高炉スラグ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-5033(1) 令和元年11月15日

高炉スラグ系塗材塗／高炉スラグ混入ロックウール板 太平洋マテリアル株式会社 東京都北区田端6-1-1
田端ASUKAタワー15階 (一財)建材試験センター NM-5032(2) 令和元年11月15日

高炉スラグ混入ロックウール板 太平洋マテリアル株式会社 東京都北区田端6-1-1
田端ASUKAタワー15階 (一財)建材試験センター NM-5032(1) 令和元年11月15日

高炉スラグ系塗材塗／高炉スラグ混入ロックウール吹付／基材(不燃材
料) ナイガイ株式会社 東京都墨田区緑1-27-8 (一財)建材試験センター NM-5031(2) 令和元年11月15日

高炉スラグ混入ロックウール吹付／基材(不燃材料) ナイガイ株式会社 東京都墨田区緑1-27-8 (一財)建材試験センター NM-5031(1) 令和元年11月15日

高炉スラグ系塗材塗／高炉スラグ混入ロックウール吹付／基材(不燃材
料) 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-5030(2) 令和元年11月15日

高炉スラグ混入ロックウール吹付／基材(不燃材料) 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-5030(1) 令和元年11月15日

高炉スラグ系塗材塗／高炉スラグ混入ロックウール吹付／基材(不燃材
料) 太平洋マテリアル株式会社 東京都北区田端6-1-1

田端ASUKAタワー15階 (一財)建材試験センター NM-5029(2) 令和元年11月15日

高炉スラグ混入ロックウール吹付／基材(不燃材料) 太平洋マテリアル株式会社 東京都北区田端6-1-1
田端ASUKAタワー15階 (一財)建材試験センター NM-5029(1) 令和元年11月15日

石材表張／アルミニウム合金板 日本辰華株式会社 神奈川県横須賀市金谷2-3-17 (一財)日本建築総合試験所 NM-5028 令和元年11月11日

アクリル樹脂系塗装／ビニロン繊維混入セメント板 富士スレート株式会社 徳島県板野郡北島町太郎八須
字新開1番地32 (一財)日本建築総合試験所 NM-5027 令和元年11月01日

アクリル樹脂系塗材塗ガラス繊維混入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-5026 令和元年11月01日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社ウェーブロックイン
テリア

東京都中央区明石町8番1号聖
路加タワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-5025 令和元年10月28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・ポリエチレ
ンテレフタレート樹脂系フィルム表張／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／グラスウールフェルト

株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-5024 令和元年10月28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WAKO 広島県広島市中区本川町2-1-
13　和光パレス21 (一財)建材試験センター NM-5023 令和元年10月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社WAKO 広島県広島市中区本川町2-1-
13　和光パレス21 (一財)建材試験センター NM-5022 令和元年10月28日

ほうろう鋼板・塩素化ポリエチレン混入フェライト系板張／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 日学株式会社 東京都品川区大井1-49-15

アクセス大井町ビル5F (一財)建材試験センター NM-5021 令和元年10月28日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／せっこうボード裏張／鋼鈑 株式会社イトーキ 東京都中央区日本橋2-5-1日
本橋髙島屋三井ビルディング (一財)日本建築総合試験所 NM-5020 令和元年10月18日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／アルミニウム合金板 FSP株式会社 東京都台東区柳橋2-17-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5019(2) 令和元年10月18日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合
金板 FSP株式会社 東京都台東区柳橋2-17-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5019(1) 令和元年10月18日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼鈑 FSP株式会社 東京都台東区柳橋2-17-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5018(2) 令和元年10月18日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼鈑 FSP株式会社 東京都台東区柳橋2-17-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-5018(1) 令和元年10月18日

ナイロン樹脂系繊維混入せっこう系塗材塗／せっこうボード 株式会社
フォレストコーポレーション 長野県伊那市小沢7352-1 (一財)ベターリビング NM-5017 令和元年10月16日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん/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)ベターリビング NM-5016(2) 令和元年10月16日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん/合成樹脂塗装鋼板 株式会社イワタニ 山梨県笛吹市八代町米倉1267
-1 (一財)ベターリビング NM-5016(1) 令和元年10月16日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社ネツダン 東京都江戸川区松江5-24-4 (一財)ベターリビング NM-4907-1 令和元年10月16日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
1番1号 (一財)ベターリビング NM-5015 令和元年10月11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

大阪府大阪市中央区南船場1-
18-17 (一財)建材試験センター NM-5014 令和元年10月11日

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 (一財)建材試験センター NM-5013 令和元年10月11日

パルプ混入けい酸カルシウム板 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター NM-5012 令和元年10月11日

ふっ素アクリル樹脂系塗装／ふっ素樹脂系フィルム張／ふっ素アクリ
ル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-5011 令和元年10月11日

合成樹脂塗装パルプ紙張／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-4770-1 令和元年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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紙張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 萬代特殊合板株式会社 愛知県稲沢市福島町沼角田62
-6 (一財)建材試験センター NM-4769-1 令和元年10月11日

ポリふっ化ビニル樹脂系フィルム張／合成樹脂塗装／鋼板 日鉄建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12 (一財)建材試験センター NM-2497-1 令和元年10月11日

ポリふっ化ビニル樹脂系フィルム張／合成樹脂塗装／鋼板 日鉄建材株式会社 東京都江東区木場2-17-12 (一財)建材試験センター NM-2496-1 令和元年10月11日

ウレタン樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／スギ材 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-5010 令和元年10月03日

令和3年02月03日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載の訂正のため[新規認定番号：NM-5010-1]

ウレタン樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／スギ材 株式会社内外テクノス 東京都新宿区市谷本村町1-1

住友市ヶ谷ビル5階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5009 令和元年10月03日
令和3年02月03日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載の訂正のため[新規認定番号：NNM-5009-1]

合成樹脂塗装紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン
ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5008 令和元年09月24日

木質系単板・紙張／紙裏張／ガラス繊維不織布入せっこう板 株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-5007(2) 令和元年09月24日

合成樹脂塗装木質系単板・紙張／紙裏張／ガラス繊維不織布入せっこ
う板 株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-24 (一財)日本建築総合試験所 NM-5007(1) 令和元年09月24日

木質系単板・普通紙・アルミニウム合金はく・普通紙張／ガラス繊維
不織布入せっこう板 株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-23 (一財)日本建築総合試験所 NM-5006(2) 令和元年09月24日

合成樹脂塗装木質系単板・普通紙・アルミニウム合金はく・普通紙張
／ガラス繊維不織布入せっこう板 株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22 (一財)日本建築総合試験所 NM-5006(1) 令和元年09月24日

パルプ・パーライト混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-5005(2) 令和元年09月24日

合成樹脂塗装／パルプ・パーライト混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-5005(1) 令和元年09月24日

合成樹脂系粉粒壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン
ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5001 令和元年09月17日

ウレタン樹脂系塗装木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社内外テクノス 東京都新宿区市谷本村町1-1

住友市ヶ谷ビル5階 (一財)日本建築総合試験所 NM-5000 令和元年09月17日
令和3年02月03日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載の訂正のため[新規認定番号：NM-5000-1]
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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木質系単板・セルロース紙張アルミニウム合金は
く張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4999 令和元年09月17日

令和3年02月03日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載の訂正のため[新規認定番号：NM-4999-1]

アクリル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 株式会社アールビー 茨城県土浦市北神立町1-1 (一財)ベターリビング NM-5004 令和元年09月13日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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番14号 (一財)ベターリビング NM-5003(2) 令和元年09月13日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん/合成樹脂塗装鋼板 株式会社ソーゴ 新潟県新潟市北区白勢町字上
大曲69番14号 (一財)ベターリビング NM-5003(1) 令和元年09月13日

ポリエステル繊維混入パルプ紙張／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 (一財)ベターリビング NM-5002 令和元年09月13日

塩化ビニル樹脂系処理ガラスクロス 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-4994 令和元年09月09日

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 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-4993 令和元年09月09日

シリコーン樹脂系塗装／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-4992 令和元年09月09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)) 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6

4F (一財)建材試験センター NM-4987 令和元年09月09日

ポリテトラフルオロエチレン系含浸ガラスクロス 株式会社HTテック 静岡県静岡市駿河区中島842-
1 (一財)建材試験センター NM-4986 令和元年09月09日

ポリエチレン不織布張／フェノール樹脂混入ロックウール板

村松商事株式会社 神奈川県高座郡寒川町岡田2-
16-13

(一財)建材試験センター NM-4985 令和元年09月09日南通力偉建築設備有限会社 中国江蘇省南通市工農路198
号金唐ビル304室

音乃株式会社 東京都北区滝野川6丁目46番1
4号

アクリル樹脂系塗装／基材(不燃材料) SG化学株式会社 東京都中央区日本橋富沢町7-
15　ハニー堀留第2ビル5階 (一財)建材試験センター NM-4984 令和元年09月09日

塩化ビニル樹脂系フィルム張溶融亜鉛めっき鋼板張／基材(不燃材料(金
属板を除く)) 株式会社イトーキ 東京都中央区日本橋2-5-1

日本橋髙島屋三井ビルディング (一財)ベターリビング NM-4998 令和元年09月02日

塩素系アクリルグラフト共重合・エチレン樹脂系フィルム張／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一

丁目8番14号 (一財)ベターリビング NM-4997 令和元年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

塩素系アクリルグラフト共重合・エチレン樹脂系フィルム張／ガラス
クロス 帝人フロンティア株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁

目2番4号 (一財)ベターリビング NM-4997 令和元年09月02日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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

天王洲オーシャンスクエア7F (一財)ベターリビング NM-4996 令和元年09月02日

せっこうボード裏張／アミノアルキド樹脂系塗装電気亜鉛めっき鋼板 株式会社パレス 東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビルディング44F (一財)ベターリビング NM-4995 令和元年09月02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・ポリエチレ
ンテレフタレート樹脂系フィルム表張／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／グラスウールフェルト

株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-4991 令和元年09月02日

合成樹脂塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板
）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-4990 令和元年09月02日

合成樹脂塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁
目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-4989 令和元年09月02日

合成樹脂塗装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）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-4988 令和元年09月02日

パルプ混入水酸化アルミニウム板 因幡電機産業株式会社 大阪府大阪市西区立売堀1-11
-14 (一財)ベターリビング NM-4575-1 令和元年09月02日

水酸化アルミニウム混入ブチルゴムシート充てん／鋼板 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-
16 (一財)日本建築総合試験所 NM-4983 令和元年08月20日

合成樹脂塗装／鋼板 鞍鋼股份有限公司 中国遼寧省鞍山市鉄西区鞍山
工場区 (一財)日本建築総合試験所 NM-4982 令和元年08月20日

アルミニウム合金はく・ガラス繊維クロス張／鋼線入ポリエチレンテ
レフタレート樹脂フィルム・アルミニウム合金はく 株式会社マーベックス 大阪府東大阪市吉田本町2-3-

30 (一財)日本建築総合試験所 NM-4981 令和元年08月02日

合成樹脂含浸ガラス繊維クロス 日本ポリエステル株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4980 令和元年08月02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）） バンドー化学株式会社 兵庫県神戸市中央区港島南町

4丁目6-6 (一財)日本建築総合試験所 NM-4979 令和元年08月02日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／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 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-4978(2) 令和元年08月02日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／ポリエチレン樹脂フィルム充てん普
通紙裏張／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 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-4978(1) 令和元年08月02日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／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 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-4977(2) 令和元年08月02日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／ポリエチレン樹脂フィルム充てん普
通紙裏張／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 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-4977(1) 令和元年08月02日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ほうろう鋼板張／溶融アルミニウムめっき鋼板 日本フリット株式会社 愛知県半田市港町4丁目5番地
5 (一財)日本建築総合試験所 NM-4976 令和元年08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）） 株式会社ウェーブロックイン
テリア

東京都中央区明石町8番1号聖
路加タワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4975 令和元年08月02日

炭酸カルシウム混入塩化ビニル樹脂系シート裏張／せっこうボード 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-4974 令和元年08月02日

アクリ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）） BEAL INTERNATIONAL S.A. Rue de tronquoy 8,5380

Fernelmont BELGIUM (一財)日本建築総合試験所 NM-4973 令和元年08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-4971 令和元年08月01日

シリコーン樹脂系塗装／基材(不燃材料(せっこうボード及び金属板を除
く)) 株式会社シクソン 東京都千代田区神田錦町1-13

大手町宝栄ビル4F (一財)建材試験センター NM-4970 令和元年08月01日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張ガラス板・ポリエチレ
ン系樹脂発泡板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) ＡＧＣ株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4969 令和元年08月01日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張ガラス板・ポリエチレ
ン系樹脂発泡板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) ＡＧＣ株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4968 令和元年08月01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-4967 令和元年08月01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-4966 令和元年08月01日

アラミド樹脂系繊維より糸・ステンレス鋼帯入／シリコーン系樹脂処
理ガラスクロス・ガラステープ・ステンレス鋼線金網

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-4965 令和元年08月01日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材（不燃材料
）

BASF
INOACポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1
番地の196 (一財)ベターリビング NM-4964 令和元年07月19日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4957 令和元年07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）） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4956 令和元年07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）） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4955 令和元年07月16日

ポリ塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社共ショウ 東京都中央区日本橋蛎殻町1
丁目12番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4954 令和元年07月16日

ポリ塩化ビニル樹脂系フィルム張／水酸化アルミニウム混入ポリエチ
レン系樹脂充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合金板 株式会社共ショウ 東京都中央区日本橋蛎殻町1

丁目12番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4953 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリ塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）
） 株式会社共ショウ 東京都中央区日本橋蛎殻町1

丁目12番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4952 令和元年07月16日

ポリ塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社共ショウ 東京都中央区日本橋蛎殻町1
丁目12番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4951 令和元年07月16日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金属板)) 株式会社日本アクア 東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル20F (一財)建材試験センター NM-4963 令和元年07月12日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社日本アクア 東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル20F (一財)建材試験センター NM-4962 令和元年07月12日

孔あきボード用原紙張せっこう板張／パルプ混入ガラス系繊維紙 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター NM-4961(2) 令和元年07月12日

合成樹脂塗装／孔あきボード用原紙張せっこう板張／パルプ混入ガラ
ス系繊維紙 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928

番地 (一財)建材試験センター NM-4961(1) 令和元年07月12日

水酸化アルミニウム混入塩化ビニル系樹脂発泡板 昆山産宝隔熱材料有限公司 中国江蘇省昆山市千燈鎮石浦
利都路169号 (一財)建材試験センター NM-4960 令和元年07月12日

ふっ素樹脂系塗装／ポリほう酸ナトリウム処理紙張／アクリルウレタ
ン樹脂系塗装／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 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-4959 令和元年07月12日

ウレタン樹脂系塗装紙張／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 ＤＩＣ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-4958 令和元年07月12日

塩化ビニル樹脂系塗装／二酸化けい素系塗材塗／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 株式会社熊平製作所 広島県広島市南区宇品東2-1-

42 (一財)建材試験センター NM-4063-1 令和元年07月12日

シリコーン樹脂系塗装／ガラスクロス 株式会社トニー 神奈川県大和市下鶴間2767-3
4 (一財)建材試験センター NM-4950 令和元年07月05日

ポリエチレン裏面塗装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／フェノール系樹脂混入グラスウール板 マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7

サンゴバンビル (一財)建材試験センター NM-4949 令和元年07月05日

ふっ素アクリル共重合樹脂系塗装／アクリル樹脂系裏面塗装／塩化ビ
ニル樹脂系フィルム張／ポリウレタン樹脂系塗装ガラスクロス 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-4948 令和元年07月05日

合成樹脂塗装アルミニウム合金板・発泡ポリエチレン系樹脂板裏張／
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-3792-1 令和元年07月05日

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-4947 令和元年06月10日

窒素・りん酸系薬剤処理ペーパーコア充てん／ポリエステル樹脂系塗
装鋼板 株式会社　セントラルユニ 東京都千代田区西神田二丁目

8番16号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4920 令和元年05月29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)日本建築総合試験所 NM-4946 令和元年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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)日本建築総合試験所 NM-4945 令和元年05月27日

けい酸マグネシウム混抄紙張／アルミニウム合金板
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部　

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4944 令和元年05月27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 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4943 令和元年05月27日

ロックウール保温板充てん／鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4942(2) 令和元年05月27日

ロックウール保温板充てん／合成樹脂塗装鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4942(1) 令和元年05月27日

ロックウール保温板充てん／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)日本建築総合試験所 NM-4941(2) 令和元年05月27日

ロックウール保温板充てん／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1-15-2
9 (一財)日本建築総合試験所 NM-4941(1) 令和元年05月27日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／ポリエステル樹脂系塗装鋼板 日本パネル株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区釜塚町
1丁目54番地2 (一財)日本建築総合試験所 NM-4940 令和元年05月27日

植物系繊維紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）) 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 NM-4939(2) 令和元年05月27日

ウレタン樹脂系塗装植物系繊維紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 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 NM-4939(1) 令和元年05月27日

ポリエチレン不織布張／グラスウール板
村松商事株式会社 神奈川県高座郡寒川町岡田2-

16-13
(一財)建材試験センター NM-4938 令和元年05月17日

音乃株式会社 東京都北区滝野川6丁目46番1
4号

植物系繊維紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社杉原商店 福井県越前市不老町17-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-4937 令和元年05月07日

せっこうボード裏張／合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-2
パレスビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4936 令和元年05月07日

りん酸アンモニウム含侵ペーパーコア充てん／合成樹脂塗装溶融亜鉛
めっき鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1

パレスビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4935 令和元年05月07日

フェノールフォーム保温板張ポリスチレンフォーム保温板充てん／鋼
板 株式会社ディベロ 佐賀県神埼市神埼町城原3733

番211 (一財)日本建築総合試験所 NM-4934 令和元年05月07日

二酸化けい素系塗材塗／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 株式会社熊平製作所 広島県広島市南区宇品東2-1-

42 (一財)建材試験センター NM-4933 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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-4932 令和元年05月07日

紙壁紙張／基材(不燃材料(金属板を除く)) KAMISM株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町2-
3-4　蔵王ビル1、2F (一財)建材試験センター NM-4931 令和元年05月07日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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-4930 令和元年05月07日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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-4929 令和元年05月07日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金属板)) 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-4928 令和元年05月07日

天然木網代張／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 有限会社網代商会 東京都江東区大島9-1-21 (一財)建材試験センター NM-4695-1 令和元年05月07日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／合成樹脂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

1758番地1 (一財)建材試験センター NM-4927 平成31年04月12日

ガラス繊維ネット充てん／ポリ塩化ビニル樹脂系塗装アルミニウム合
金はく

プロックスマテリアル株式会
社

福岡県福岡市西区小戸3-31-2
2-102 (一財)建材試験センター NM-4926 平成31年04月12日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張ガラス繊維不織布・イソシア
ヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板

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)建材試験センター NM-4925 平成31年04月12日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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-4924 平成31年04月12日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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-4923 平成31年04月12日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
1番1号 (一財)ベターリビング NM-4922 平成31年04月05日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィ
ルム張／鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

1番1号 (一財)ベターリビング NM-4921 平成31年04月05日

ポリ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 (一財)ベターリビング NM-3952-1(2) 平成31年04月05日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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 (一財)ベターリビング NM-3952-1(1) 平成31年04月05日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメン
ト板 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-4919 平成31年04月01日

アクリル樹脂系塗装アクリル系樹脂混入モルタル塗／基材（不燃材料
（金属板）） 株式会社　MAT 愛知県名古屋市緑区松月町2-

17-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-4918 平成31年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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クリル系樹脂混入モルタル塗／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　MAT 愛知県名古屋市緑区松月町2-

17-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-4917 平成31年04月01日

ウレタン樹脂系塗装／アルミニウム合金はく 菊地シート工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区今津中3
丁目7-34 (一財)日本建築総合試験所 NM-4916 平成31年04月01日

けい酸マグネシウム混抄紙ペーパーコア充てん／片面合成樹脂塗装鋼
板／片面塩化ビニル樹脂系フィルム張鋼板 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

天王洲郵船ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4915(2) 平成31年04月01日

けい酸マグネシウム混抄紙ペーパーコア充てん／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7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4915(1) 平成31年04月01日

合成樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張／鋼板付合成樹脂線入合
成樹脂シート裏張／アクリル樹脂混入グラスウールフェルト 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-4914(2) 平成31年04月01日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／鋼板付合成樹脂線入合成樹脂シート
裏張／アクリル樹脂混入グラスウールフェルト 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-4914(1) 平成31年04月01日

合成樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張／鋼板付合成樹脂線入合
成樹脂シート裏張／アクリル樹脂混入グラスウールフェルト 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-4913 平成31年04月01日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-
1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4912 平成31年03月15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／合成樹脂塗装
アルミニウム合金板

SEKISUIJUSHI
PLAMETAL(THAILAND)CO.,LT
D.

1,Glas Haus Bldg., room 401/2 floor 4 Soi
Sukhumvit 25, Sukhumvit Road, Kwang
Klongtoey Nue,Khet
Wattana,Bangkok,10110,Thailand (一財)建材試験センター NM-4911 平成31年03月14日

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

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1-21-7 (一財)建材試験センター NM-4910 平成31年03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)) 藤田産業株式会社 愛媛県新居浜市港町4-32 (一財)ベターリビング NM-4908 平成31年03月14日

窒素・りん酸系薬剤処理ペーパーコア充てん／アクリル樹脂系塗装鋼
板 株式会社　セントラルユニ 東京都千代田区西神田二丁目

8番16号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4906 平成31年03月14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
2-4-32 (一財)日本建築総合試験所 NM-2607-1(2) 平成31年03月14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-2607-1(1) 平成31年03月14日

シリカ・珪酸アルミニウム含浸ガラス繊維フェルト 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ェ
スト9Ｆ

(一財)ベターリビング NM-4909(2) 平成31年03月04日

ガラスクロス裏張アルミニウムはく張／シリカ・珪酸アルミニウム含
浸ガラス繊維フェルト 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ェ
スト9Ｆ

(一財)ベターリビング NM-4909(1) 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／合成樹脂塗装鋼板 株式会社ネツダン 東京都江戸川区松江5-24-4 (一財)ベターリビング NM-4907 平成31年03月04日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4732-1 平成31年03月04日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ポリアミド線・鋼板入アルミニウム
蒸着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-4371-1 平成31年03月04日

金属粉混入ポリエステル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社アイチ金属 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町
17番16号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4905 平成31年02月28日

合成樹脂塗装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）） アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁

目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4904 平成31年02月28日

アルミニウム合金はく・ポリイソシアヌレートフォーム板裏張／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番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4903 平成31年02月28日

ロックウール保温板充てん／片面合成樹脂塗装鋼板／片面塩化ビニル
樹脂系フィルム張鋼板 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

天王洲郵船ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4902(2) 平成31年02月28日

ロックウール保温板充てん／塩化ビニル樹脂系フィルム張鋼板 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
天王洲郵船ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4902(1) 平成31年02月28日

木質系単板・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

２０-２ (一財)日本建築総合試験所 NM-4859-1(2) 平成31年02月28日

合成樹脂塗装木質系単板・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

２０-１ (一財)日本建築総合試験所 NM-4859-1(1) 平成31年02月28日

合成樹脂塗装ガラスクロス張／フェノール系樹脂混入ガラス繊維板 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-4901 平成31年02月18日

ガラスクロス入エポキシ樹脂系板 株式会社宮城化成 宮城県栗原市一迫北沢半金沢
18-3 (一財)建材試験センター NM-4900 平成31年02月18日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／グラスウール保温板 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　中村ビル4階 (一財)建材試験センター NM-4899 平成31年02月18日

鏡材・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) ＡＧＣ株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4898 平成31年02月18日

合成樹脂塗装ガラス板・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(
金属板を除く)) ＡＧＣ株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4897 平成31年02月18日

鏡材・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) ＡＧＣ株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4896 平成31年02月18日

合成樹脂塗装ガラス板・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(
金属板を除く)) ＡＧＣ株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4895 平成31年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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混入水酸化マグネシウム板充てん／ポリエステル
樹脂系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)建材試験センター NM-4894 平成31年02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-4893 平成31年02月18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フィルム張／合成
樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板裏張／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

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 NM-4892 平成31年01月25日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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-4891 平成31年01月25日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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-4890 平成31年01月25日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金属板)) 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-4889 平成31年01月25日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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-4888 平成31年01月25日

アクリル樹脂系塗装アクリル系樹脂混入ガラス繊維不織布張／フェノ
ール樹脂混入ガラス繊維板

株式会社シーレックス・ジャ
パン

神奈川県横浜市青葉区美しが
丘3-8-12 (一財)日本建築総合試験所 NM-4887 平成31年01月18日

ポリエステル樹脂系繊維混抄紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）
）

日本エムテクス株式会社 東京都世田谷区駒沢2-16-18-
4F

(一財)日本建築総合試験所 NM-4886(2) 平成31年01月18日株式会社グリーンテクノ21 佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久
1539-1

株式会社ホクシンクロス 大阪府和泉市テクノステージ
3-7-13

炭酸カルシウム混入酢酸ビニル・アクリル樹脂系塗装ポリエステル樹
脂系繊維混抄紙張／基材（不燃材料（金属板を除く））

日本エムテクス株式会社 東京都世田谷区駒沢2-16-18-
3F

(一財)日本建築総合試験所 NM-4886(1) 平成31年01月18日株式会社グリーンテクノ21 佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久
1539-1

株式会社ホクシンクロス 大阪府和泉市テクノステージ
3-7-12

合成樹脂塗装／基材（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-4885 平成31年01月18日

合成繊維混抄紙張／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

大阪府大阪市福島区福島4丁
目8-28 FJビル3F (一財)日本建築総合試験所 NM-4884 平成31年01月18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 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-1734-1(2) 平成31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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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番2
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-1734-1(1) 平成31年01月18日

アクリル樹脂系塗材塗ポリエステル系繊維混抄紙張／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-4883 平成31年01月15日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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-4882 平成31年01月15日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／二酸化けい素・酸化カルシ
ウム系繊維フェルト ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀1-6-1 (一財)建材試験センター NM-4365-1 平成31年01月15日

水酸化アルミニウム混入モルタル塗硬質ウレタンフォーム吹付／基材(
不燃材料)

BASF INOAC
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

(一財)ベターリビング NM-4881(2) 平成31年01月07日
菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目1

9番25号　日本生命広小路ビル

アクリル樹脂系塗装水酸化アルミニウム混入モルタル塗硬質ウレタン
フォーム吹付／基材(不燃材料)

BASF INOAC
ポリウレタン株式会社

愛知県新城市川田字本宮道1-
196

(一財)ベターリビング NM-4881(1) 平成31年01月07日
菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目1

9番25号　日本生命広小路ビル

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 田島ルーフィング株式会社 東京都千代田区岩本町3-11-1

3 (一財)建材試験センター NM-4880-1 平成31年01月04日

アクリル樹脂系塗装／基材(不燃材料) 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 (一財)建材試験センター NM-4879 平成31年01月04日

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)建材試験センター NM-4878 平成31年01月04日

アクリル樹脂系塗装／水酸化アルミニウム混入ロックウール板張水酸
化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4877 平成31年01月04日

ポリエステル繊維系不織布・ポリエステル繊維不織布充てん／アクリ
ル樹脂系塗装ガラスクロス 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-4876 平成31年01月04日

ロックウール充てん／ポリエステル樹脂系塗装溶融亜鉛めっき鋼板 宮坂建設工業株式会社 北海道帯広市西4条南8丁目12
番地 (一財)建材試験センター NM-4875 平成31年01月04日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系繊維不織布張／塗装溶融亜鉛めっ
き鋼板 協立エアテック株式会社 福岡県糟屋郡篠栗町大字和田

1034番地の4 (一財)建材試験センター NM-4874 平成31年01月04日

ポリエチレン樹脂気泡状コア充てん／ポリエチレン樹脂系フィルム張
アルミニウム合金はく 川上産業株式会社 東京都千代田区五番町6-2

ホーマットホライゾンビル4F (一財)建材試験センター NM-4873 平成31年01月04日

ポリエチレン樹脂気泡状コア裏張／ポリエチレン樹脂系フィルム張ア
ルミニウム合金はく 川上産業株式会社 東京都千代田区五番町6-2

ホーマットホライゾンビル4F (一財)建材試験センター NM-4872 平成31年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・石英混入アクリル樹脂系塗材塗／基材（不燃材料（
金属板を除く）） コバヤシ産業株式会社 大阪府大阪市天王寺区南河堀

町10-14 (一財)日本建築総合試験所 NM-4871 平成31年01月04日

けい酸マグネシウム混抄紙ペーパーコア充てん／塩化ビニル樹脂系フ
ィルム張鋼板 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

天王洲郵船ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4870 平成31年01月04日

塩化ビニル樹脂系フィルム・穴あきアルミニウム合金板張／ガラス繊
維クロス 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)日本建築総合試験所 NM-4869 平成31年01月04日

水酸化アルミニウム・ポリエチレン系樹脂充てん／アルミニウム合金
板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4868(2) 平成30年12月19日

水酸化アルミニウム・ポリエチレン系樹脂充てん／ポリエステル樹脂
系裏面塗装／アルミニウム合金板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4868(1) 平成30年12月19日

水酸化アルミニウム・ポリエチレン系樹脂充てん／アルミニウム合金
板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4867(2) 平成30年12月19日

水酸化アルミニウム・ポリエチレン系樹脂充てん／ポリエステル樹脂
系裏面塗装／アルミニウム合金板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4867(1) 平成30年12月19日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス ダイヤプラスフィルム株式会
社

愛知県名古屋市中村区岩塚町
大池2 (一財)ベターリビング NM-4049-1 平成30年12月19日

合成樹脂塗装ガラス繊維クロス・水酸化アルミニウム紙張／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-4864 平成30年12月07日

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　クリスタルタワー14Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4863(2) 平成30年12月07日

アクリル樹脂系塗装／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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4863(1) 平成30年12月07日

アルミニウムはく張ガラスクロス張／ポリエチレン系樹脂板 積水マテリアルソリューショ
ンズ株式会社

東京都中央区日本橋本町4-3-
6　PMO新日本橋9F (一財)建材試験センター NM-4862 平成30年12月07日

アルミニウム合金はく張／ポリイソシアヌレートフォーム板

積水ソフランウイズ株式会社 大阪府大阪市北区堂島1-5-30
堂島プラザビル11階

(一財)建材試験センター NM-4861 平成30年12月07日積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-
4

明星工業株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1-8-
5

アクリル樹脂系塗装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）） タキロンシーアイ株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4866 平成30年12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／基材（不燃材料（
金属板を除く）） タキロンシーアイ株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4865 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

無水けい酸系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社エクシィズ 岐阜県多治見市旭ヶ丘10丁目
6-55 (一財)日本建築総合試験所 NM-4860 平成30年11月28日

木質系単板・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

２０-１ (一財)日本建築総合試験所 NM-4859(2) 平成30年11月28日

合成樹脂塗装木質系単板・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

２０-１ (一財)日本建築総合試験所 NM-4859(1) 平成30年11月28日

アクリル樹脂系塗装合成樹脂フィルム張／ガラス繊維クロス入パーラ
イト混入酸化マグネシウム板

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部　

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4858(2) 平成30年11月28日

アクリル樹脂系塗装合成樹脂フィルム張／合成樹脂塗装ポリエチレンテレフ
タレート樹脂系フィルム裏張／ガラス繊維クロス入パーライト混入酸化マグ
ネシウム板

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部　

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4858(1) 平成30年11月28日

ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ペーパーコア充てん／りん窒
素系化合物薬剤処理セルロース系繊維織物壁紙張鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4857 平成30年11月28日

ガラス繊維・けい酸マグネシウム混抄紙ペーパーコア充てん／りん窒
素系化合物薬剤処理セルロース系繊維織物壁紙張鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4856 平成30年11月28日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材（不燃材料
（金属板）） 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-4855 平成30年11月28日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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)日本建築総合試験所 NM-4854 平成30年11月28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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052-1(4) 平成30年11月28日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052-1(3) 平成30年11月28日

天然木単板張／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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052-1(2) 平成30年11月28日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板張／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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052-1(1) 平成30年11月28日

ウレタン樹脂系塗装／エチレン-
酢酸ビニル系樹脂含浸ガラス繊維クロス ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

四丁目1-3 (一財)ベターリビング NM-4853 平成30年11月19日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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番14号 (一財)ベターリビング NM-4852(2) 平成30年11月19日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社ソーゴ 新潟県新潟市北区白勢町字上
大曲69番14号 (一財)ベターリビング NM-4852(1) 平成30年11月19日

アクリル樹脂系塗装合成樹脂フィルム張／基材(不燃材料(金属板))
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)ベターリビング NM-4851(2) 平成30年11月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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合成樹脂フィルム張・炭酸カルシウム系塗装／基
材(不燃材料(金属板))

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目5番1
号 (一財)ベターリビング NM-4851(1) 平成30年11月19日

アクリルウレタン樹脂系塗装／リン酸系薬剤処理スギ板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング NM-4850 平成30年11月19日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ウレタン樹脂系塗装フッ素系樹脂含浸
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

四丁目1-3 (一財)ベターリビング NM-4849 平成30年11月19日

炭酸カルシウム系塗装ガラス繊維クロス張／フェノール系樹脂混入ガ
ラス繊維板 マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7

サンゴバンビル (一財)建材試験センター NM-4848 平成30年11月02日

ポリエチレン樹脂気泡状コア充てん／ポリエチレン樹脂系フィルム張
アルミニウム合金はく 川上産業株式会社 東京都千代田区五番町6-2

ホーマットホライゾンビル4F (一財)建材試験センター NM-4847 平成30年11月02日

ポリエチレン樹脂気泡状コア裏張／ポリエチレン樹脂系フィルム張ア
ルミニウム合金はく 川上産業株式会社 東京都千代田区五番町6-2

ホーマットホライゾンビル4F (一財)建材試験センター NM-4846 平成30年11月02日

シリコーン樹脂系塗装／ガラスクロス 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 NM-4845 平成30年11月02日

水酸化アルミニウム混入塩化ビニル系樹脂発泡板 昆山産宝隔熱材料有限公司 中国江蘇省昆山市千燈鎮石浦
利都路169号 (一財)建材試験センター NM-4844 平成30年11月02日

合成樹脂フィルム張／ポリスチレン樹脂系発泡板充てんアルミニウム
合金はく 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター NM-4843 平成30年11月02日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン
ディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4842 平成30年10月31日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン
ディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4841 平成30年10月31日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 リーズ株式会社 東京都渋谷区初台１－１４－
８初台ビル2Ｆ・3Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4840 平成30年10月31日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 株式会社テシード 東京都豊島区目白２－１－１
目白ＮＴﾋﾞﾙ７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4839 平成30年10月31日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リーズ株式会社 東京都渋谷区初台１－１４－
８初台ビル2Ｆ・3Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4838 平成30年10月31日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社テシード 東京都豊島区目白２－１－１
目白ＮＴﾋﾞﾙ７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4837 平成30年10月31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）） リーズ株式会社 東京都渋谷区初台１－１４－
８初台ビル2Ｆ・3Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4836 平成30年10月31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）） 株式会社テシード 東京都豊島区目白２－１－１
目白ＮＴﾋﾞﾙ７Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4835 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

水酸化カルシウム混入エチレン酢酸ビニル樹脂系塗材塗／基材（不燃
材料（金属板を除く）） 家庭化学工業株式会社 大阪府富田林市若松町東3丁

目4番53号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4834 平成30年10月31日

ポリ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)日本建築総合試験所 NM-4833 平成30年10月31日

ポリシロキサン含浸ガラス繊維不織布張／ガラス繊維シート サカセ・アドテック株式会社 福井県坂井市丸岡町下安田14
-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-4832 平成30年10月31日

ポリシロキサン含浸ガラス繊維織物張／ポリシロキサン含浸ガラス繊
維不織布 サカセ・アドテック株式会社 福井県坂井市丸岡町下安田14

-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-4831 平成30年10月31日

合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 三協立山株式会社 富山県高岡市早川70番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4235-1 平成30年10月31日

塩化ビニル樹脂系フィルム・金属蒸着エステル樹脂系フィルム張／ア
ルミニウム合金板 スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)日本建築総合試験所 NM-3134-1 平成30年10月31日

塩化ビニル樹脂系フィルム・金属蒸着エステル樹脂系フィルム張／基
材（不燃材料（金属板を除く）） スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)日本建築総合試験所 NM-3108-1 平成30年10月31日

塩化ビニル樹脂系フィルム・金属蒸着エステル樹脂系フィルム張／基
材（不燃材料（金属板）） スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)日本建築総合試験所 NM-3076-1 平成30年10月31日

合成樹脂フィルム張／ガラスクロス スリーエム
ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4830 平成30年10月19日

ゼオライト・ホタテ貝殻粉末入塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 株式会社キムラ 北海道札幌市東区北6条東2丁

目3番2号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4829(2) 平成30年10月19日

ゼオライト塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社キムラ 北海道札幌市東区北6条東2丁
目3番1号

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4829(1) 平成30年10月19日

アクリル樹脂系塗装／アルミニウム合金焼結板 エヌデーシー販売株式会社 千葉県習志野市実籾2-39-1 (一財)建材試験センター NM-4828 平成30年10月18日

けい藻土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)) KFT株式会社 福岡県福岡市博多区店屋町6-
6　2F (一財)建材試験センター NM-4827 平成30年10月18日

ポリエステル樹脂系不織布張／ガラスクロス張エトリンガイト系硬化
物混入ビーズ法発泡ポリスチレン板

株式会社ジェイエスピー 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-4826 平成30年10月18日
デンカ株式会社 東京都中央区日本橋室町2-1-

1

水酸化アルミニウム・ポリエチレン系樹脂充てん／ステンレス鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4825 平成30年10月12日

エチレン共重合系樹脂混入水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム充て
ん／アルミニウム合金板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4824(2) 平成30年10月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

エチレン共重合系樹脂混入水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム充て
ん／合成樹脂塗装アルミニウム合金板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4824(1) 平成30年10月12日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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丁

目４番４号 (一財)ベターリビング NM-4823 平成30年10月12日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金
属板)) 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-4822 平成30年10月12日

ポリブチレンテレフタレート・ポリエチレンテレフタレート樹脂系フ
ィルム張／鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

1番1号 (一財)ベターリビング NM-4821 平成30年10月12日

合成樹脂系フィルム張ガラス不織布・ポリイソシアヌレートフォーム
裏張／合成樹脂系塗装溶融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)ベターリビング NM-4215-2 平成30年10月12日

植物系繊維混紡織物壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン
ディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4820 平成30年09月21日

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丁目17番1
2号（SAﾋﾞﾙ） (一財)日本建築総合試験所 NM-4819 平成30年09月21日

りん・窒素系薬剤処理単板積層材
一般社団法人全国ＬＶＬ協会 東京都江東区新木場1-7-22

新木場タワー9Ｆ
(一財)日本建築総合試験所 NM-4818(2) 平成30年09月21日

株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22
8F

ウレタン樹脂系塗装／りん・窒素系薬剤処理単板積層材
一般社団法人全国ＬＶＬ協会 東京都江東区新木場1-7-22

新木場タワー8Ｆ
(一財)日本建築総合試験所 NM-4818(1) 平成30年09月21日

株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22
8F

合成樹脂塗装／けい酸カルシウム板 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 NM-4817 平成30年09月13日

アクリル樹脂系塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社ピアレックス・テク
ノロジーズ 大阪府泉大津市条南町4-14 (一財)建材試験センター NM-4816 平成30年09月13日

ふっ素樹脂系・アクリル樹脂系塗装／基材(不燃材料(せっこうボード及
び金属板を除く))

株式会社ピアレックス・テク
ノロジーズ 大阪府泉大津市条南町4-14 (一財)建材試験センター NM-4815 平成30年09月13日

アクリル・ウレタン共重合樹脂塗装／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))

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-4814 平成30年09月13日

エチレン共重合系樹脂混入水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム充て
ん／アルミニウム合金はく 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4813(2) 平成30年09月07日

エチレン共重合系樹脂混入水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム充て
ん／合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4813(1) 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

四フッ化エチレン樹脂系塗装ガラスクロス張／ガラス繊維板 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)ベターリビング NM-4812 平成30年09月07日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 東京高圧山崎株式会社 東京都渋谷区渋谷1丁目9番8
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4811(2) 平成30年09月07日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 東京高圧山崎株式会社 東京都渋谷区渋谷1丁目9番8
号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4811(1) 平成30年09月07日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4810 平成30年09月07日

天然木単板・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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)ベターリビング NM-4590-1(2) 平成30年09月07日

合成樹脂塗装天然木単板・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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)ベターリビング NM-4590-1(1) 平成30年09月07日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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本町一丁
目5番6号 (一財)ベターリビング NM-4441-2 平成30年09月07日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 三菱ケミカル株式会社 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-4799(2) 平成30年09月06日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 三菱ケミカル株式会社 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-4799(1) 平成30年09月06日

アクリル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-4809 平成30年08月31日

アクリル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 萬代特殊合板株式会社 愛知県稲沢市福島町沼角田62

-6 (一財)建材試験センター NM-4808 平成30年08月31日

アクリル樹脂系塗装／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-4807 平成30年08月31日

アクリル樹脂系塗装／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-4806 平成30年08月31日

ふっ素樹脂系塗装／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-4805 平成30年08月31日

アクリロニトリル－ブタジエン共重合樹脂系発泡板張／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-4804 平成30年08月31日

けい藻頁岩粉系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社 笑緒一 大阪府東大阪市森河内東２丁
目１６番２４号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4803 平成30年08月27日

ウレタン樹脂系塗装紙張／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 米山産業株式会社 東京都千代田区神田佐久間町

３-２６ (一財)日本建築総合試験所 NM-4802(2) 平成30年08月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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紙張／薄葉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 米山産業株式会社 東京都千代田区神田佐久間町

３-２６ (一財)日本建築総合試験所 NM-4802(1) 平成30年08月27日

ウレタン樹脂系塗装紙張／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 浜田木材工業株式会社 静岡県静岡市葵区若松町６４

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4801(2) 平成30年08月27日

ウレタン樹脂系塗装紙張／薄葉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 浜田木材工業株式会社 静岡県静岡市葵区若松町６４

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4801(1) 平成30年08月27日

アルミニウム合金はく・合成樹脂フィルム張／ナイロンモノフィラメント入
亜鉛めっき鋼板付ポリエステル樹脂系シート裏張／フェノール系樹脂混入グ
ラスウールフェルト

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-4800 平成30年08月27日

金属粉混入ケイ酸塩系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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6階 (一財)ベターリビング NM-4798 平成30年08月24日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1-3-6 (一財)ベターリビング NM-4797 平成30年08月24日

合成樹脂塗装／けい酸カルシウム板 イビケン株式会社 岐阜県大垣市河間町1-60 (一財)建材試験センター NM-4796 平成30年08月10日

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-4795 平成30年08月10日

塩化ビニル-酢酸ビニル共重合樹脂系塗装ポリエチレンクロス裏張アルミニウム合金は
く・ポリエチレン樹脂系フォーム板張／合成樹脂塗装溶融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2
番3号 (一財)建材試験センター NM-4794 平成30年08月10日

塩化ビニル-酢酸ビニル共重合樹脂系塗装ポリエチレンクロス裏張アルミニウム合金は
く・ポリエチレン樹脂系フォーム板張／合成樹脂塗装溶融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2
番3号 (一財)建材試験センター NM-4793 平成30年08月10日

けい酸塩・水酸化金属塩・フェノール系繊維混入／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
1-24-24 (一財)日本建築総合試験所 NM-3918-1 平成30年08月10日

エポキシ樹脂系塗料／アルミニウム合金板 積水アクアシステム株式会社 大阪市北区大淀中1丁目1番30
号

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4792 平成30年08月02日

ポリ塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社ラミーコーポレーシ
ョン

大阪府大阪市福島区福島6-4-
11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4790 平成30年07月27日

ポリ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

株式会社ラミーコーポレーシ
ョン

大阪府大阪市福島区福島6-4-
11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4789 平成30年07月27日

せっこうボード裏張／りん窒素系化合物薬剤処理セルロース系繊維織
物壁紙張鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4788 平成30年07月27日

せっこうボード裏張／りん窒素系化合物薬剤処理セルロース系繊維織
物壁紙張鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4787 平成30年07月27日

水酸化アルミニウム混入ブチルゴムシート充てん／鋼板 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-
16 (一財)日本建築総合試験所 NM-4653-1 平成30年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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）） 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-4783 平成30年07月24日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張ガラス繊維不織布・イソシア
ヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板

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)建材試験センター NM-4786 平成30年07月20日

フェノール樹脂混入ポリスチレンフォーム充てん／アルミニウム合金
はく ウシオマテックス株式会社 愛媛県今治市クリエイティブ

ヒルズ5番地3 (一財)建材試験センター NM-4785 平成30年07月20日

フェノール樹脂混入ポリスチレンフォーム充てん／アルミニウム合金
はく 株式会社永和マテックス 大阪府八尾市上尾町4-1-7 (一財)建材試験センター NM-4784 平成30年07月20日

両面ボード用原紙張せっこう板裏張／ポリエステル樹脂系塗装溶融亜
鉛めっき鋼板 株式会社　大川 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4

丁目21番12号 (一財)ベターリビング NM-4782 平成30年07月17日

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 ＧＥＮＳＥＮ 東京都渋谷区代々木2丁目38
番11号　村上ビル2F (一財)ベターリビング NM-4781 平成30年07月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
1番1号 (一財)ベターリビング NM-4780 平成30年07月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アクリル系樹脂含浸ガラスクロス ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町
四丁目1-3 (一財)ベターリビング NM-4779 平成30年07月17日

合成樹脂塗装／けい酸カルシウム板 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 NM-4778 平成30年07月06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NENGO 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-4777 平成30年07月06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NENGO 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-4776 平成30年07月06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NENGO 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-4775 平成30年07月06日

アルミニウム合金はく張／四ほう酸ナトリウム系薬剤処理段ボール 株式会社北都建設 宮城県仙台市泉区実沢八乙女
鬼田1-6-107　B15L (一財)建材試験センター NM-4774 平成30年07月06日

エポキシ樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社建装 山口県宇部市大字妻崎開作12
94-4 (一財)建材試験センター NM-4773 平成30年07月06日

エポキシ樹脂系塗装ガラスクロス張／ポリスチレン樹脂系発泡板 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-4772 平成30年07月06日

炭酸カルシウム・白大理石粉末混入アクリル樹脂系塗装／基材(不燃材
料(金属板を除く)) 株式会社カラーワークス 神奈川県大和市つきみ野1-1-

40 (一財)建材試験センター NM-4771 平成30年07月06日

合成樹脂塗装パルプ紙張／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-4770 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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紙張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 萬代特殊合板株式会社 愛知県稲沢市福島町沼角田62
-6 (一財)建材試験センター NM-4769 平成30年07月06日

竹チップ板張／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 株式会社エスウッド 岐阜県各務原市須衛町7-74-5 (一財)建材試験センター NM-4768 平成30年07月06日

ウレタン樹脂系塗装紙張／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 浜田木材工業株式会社 静岡県静岡市葵区若松町64 (一財)建材試験センター NM-4767 平成30年07月06日

ウレタン樹脂系塗装紙張／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 米山産業株式会社 東京都千代田区神田佐久間町

3-26 (一財)建材試験センター NM-4766 平成30年07月06日

セラミックタイル張／パルプ繊維混入セメント板 東京製綱株式会社 東京都中央区日本橋3-6-2（
日本橋フロント） (一財)建材試験センター NM-4765 平成30年07月06日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 宝栄産業株式会社 大阪府堺市中区大野芝町９４
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4760 平成30年07月06日

金属はく張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4764(4) 平成30年06月29日

金属はく張／ポリエチレンテレフタレート系樹脂混入パルプ繊維不織
布裏張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4764(3) 平成30年06月29日

ポリエステル樹脂系フィルム・金属はく張／鉄粉混入塩素化ポリエチ
レン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4764(2) 平成30年06月29日

ポリエステル樹脂系フィルム・金属はく張／ポリエチレンテレフタレート
系樹脂混入パルプ繊維不織布裏張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4764(1) 平成30年06月29日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面
塗装／鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4763 平成30年06月29日

水酸化カルシウム混入アクリル樹脂系塗装ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂系不織布張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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-4762 平成30年06月29日

水酸化カルシウム混入アクリル樹脂系塗装ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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-4761 平成30年06月29日

アクリルウレタン系樹脂塗装アクリル系樹脂含浸紙壁紙張／基材（不
燃材料（金属板）） 山天東リ株式会社 富山県南栃市岩木４５ (一財)日本建築総合試験所 NM-3959-2 平成30年06月29日

アクリルウレタン系樹脂塗装アクリル系樹脂含浸紙壁紙張／基材（不
燃材料（金属板を除く）） 山天東リ株式会社 富山県南栃市岩木４５ (一財)日本建築総合試験所 NM-3958-2 平成30年06月29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-3441-1 平成30年06月29日

グラスウール入臭素・りん系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張
／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４－１ (一財)日本建築総合試験所 NM-4759 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

グラスウール入りん系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張／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４－１ (一財)日本建築総合試験所 NM-4758 平成30年06月18日

アクリル樹脂系塗装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）） タキロンシーアイ株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4757 平成30年06月18日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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)日本建築総合試験所 NM-4756 平成30年06月18日

ポリ塩化ビニル樹脂系フィルム張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂
系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4595-1(1) 平成30年06月18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))

株式会社アイシステム・ジャ
パン

埼玉県川越市脇田本町14-20
遠藤ビル2F (一財)建材試験センター NM-4738 平成30年06月05日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系シート張／パルプ紙張ポリエチレ
ンテレフタレート樹脂系フィルム裏張アルミニウムはく張／水酸化アルミニ
ウム混入ロックウール板張水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4734(2) 平成30年05月31日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系シート張／ポリエチレン系樹脂充てんパルプ紙裏
張／パルプ紙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はく張／水酸
化アルミニウム混入ロックウール板張水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4734(1) 平成30年05月31日

ポリプロピレン繊維不織布張／ロックウール保温板 日申株式会社 大阪府大阪市北区天神橋3丁
目8-9 (一財)日本建築総合試験所 NM-4752 平成30年05月30日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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本町一丁
目5番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4753 平成30年05月29日

パルプ混入けい酸カルシウム板 アイカ工業株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4755(3) 平成30年05月25日

合成樹脂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 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4755(2) 平成30年05月25日

合成樹脂塗装紙張／合成樹脂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 愛知県名古屋市中村区名駅一丁
目1番1号 JPタワー名古屋26階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4755(1) 平成30年05月25日

けい酸カルシウム混入シリコーン変性アクリル樹脂塗装／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OSHIROX 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋4-1-55 (一財)日本建築総合試験所 NM-4754 平成30年05月25日

ウレタン樹脂系塗装紙・アルミニウム合金はく張／アルミニウム合金はく裏
張／ガラス繊維不織布・フェノールフォーム板・ポリエステルテレフタレー
ト繊維不織布

株式会社西尾木材工業所 大阪府東大阪市中石切町2丁
目10-30 (一財)日本建築総合試験所 NM-4751 平成30年05月25日

合成樹脂塗装／基材(不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く)) KFケミカル株式会社 東京都港区新橋1-1-1
日比谷ビルディング9F (一財)建材試験センター NM-4743 平成30年05月24日

ポリカーボネート樹脂系フィルム張／ガラスクロス 日本ウェーブロック株式会社 茨城県古河市下大野1820 (一財)建材試験センター NM-4742 平成30年05月24日

パルプ混入／せっこう板 株式会社サカイ 福岡県福岡市東区塩浜1-27-2
4 (一財)建材試験センター NM-4741 平成30年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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 株式会社サカイ 福岡県福岡市東区塩浜1-27-2
4 (一財)建材試験センター NM-4740 平成30年05月24日

石粒入アクリル-スチレン共重合樹脂系塗装／溶融55％アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板 ROSER Co.,Ltd.

43 Nae-Ri 19 Gil,Amnyang-Myeon,Gy
eongsan-Si,Gyeongsangbuk-
Do,Republic of Korea

(一財)建材試験センター NM-4739 平成30年05月24日

寒水石粒・けい砂入酢酸ビニル樹脂系塗材・ガラス繊維ネット入せっ
こう系塗材塗／基材(不燃材料(金属板を除く)) 四国化成工業株式会社 香川県丸亀市土器町東8-537-

1 (一財)建材試験センター NM-4737 平成30年05月24日

ガラスクロス張／基材(不燃材料(金属板を除く)) サンゴバン株式会社 東京都千代田区麹町3-7
サンゴバンビル (一財)建材試験センター NM-4736 平成30年05月24日

ガラスクロス張／基材(不燃材料(金属板を除く)) サンゴバン株式会社 東京都千代田区麹町3-7
サンゴバンビル (一財)建材試験センター NM-4735 平成30年05月24日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系シート張／パルプ紙張ポリエチレ
ンテレフタレート樹脂系フィルム裏張アルミニウムはく張／水酸化アルミニ
ウム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)建材試験センター NM-4733(2) 平成30年05月24日

ウレタン樹脂系塗装ポリプロピレン樹脂系シート張／ポリエチレン系樹脂充
てんパルプ紙裏張／パルプ紙張ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム
裏張アルミニウムはく張／水酸化アルミニウム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)建材試験センター NM-4733(1) 平成30年05月24日

段ボール充てん／両面アルミニウム合金はく張り段ボール板

山田ダンボール株式会社 東京都中央区日本橋本町1丁
目9-4

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-3696-2 平成30年05月18日協立エアテック株式会社 福岡県糟屋郡篠栗町大字和田

１０３４番地の４

株式会社竹中工務店 東京都江東区新砂1丁目1-1

アクリル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金
板 タキロンシーアイ株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4749 平成30年05月11日

アクリル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材(不燃材料(金属
板)) タキロンシーアイ株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4748 平成30年05月11日

アクリル樹脂系塗装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)) タキロンシーアイ株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4747 平成30年05月11日

ウレタン樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金
板 タキロンシーアイ株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4746 平成30年05月11日

ウレタン樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材(不燃材料(金属
板)) タキロンシーアイ株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4745 平成30年05月11日

ウレタン樹脂系塗装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)) タキロンシーアイ株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4744 平成30年05月11日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4732 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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ガラスクロス・ポリエステル樹脂系不織布裏張／
ガラスクロス 帝人フロンティア株式会社 東京都港区東新橋2丁目14番1

号　NBFコモディオ汐留 (一財)ベターリビング NM-4731 平成30年05月02日

両面ボード用原紙張繊維混入石膏板裏張／ポリエステル樹脂系塗装溶
融亜鉛めっき鋼板 株式会社　ニチベイ 東京都中央区日本橋3-15-4 (一財)ベターリビング NM-4730 平成30年05月02日

薬剤処理植物系繊維混紡織物壁紙張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門３-７-８ラ
ンディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4729 平成30年05月02日

アクリル樹脂系・エポキシ樹脂系塗装／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-4728 平成30年05月02日

アクリル樹脂系塗装合成樹脂フィルム張／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

凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4727(2) 平成30年05月02日

アクリル樹脂系塗装合成樹脂フィルム張／合成樹脂塗装ポリエチレンテレフ
タレート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

凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4727(1) 平成30年05月02日

アクリル樹脂系塗装合成樹脂フィルム張／基材（不燃材料(せっこうボ
ード及び金属板を除く)）

凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4726 平成30年05月02日

臭素系薬剤処理ポリエステル繊維織物張／グラスウール保温板 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-4725 平成30年05月02日

金属はく裏張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4724(4) 平成30年05月02日

ポリエチレンテレフタレート系樹脂混入パルプ繊維不織布・金属はく
裏張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4724(3) 平成30年05月02日

ポリエステル樹脂系フィルム張／金属はく裏張／鉄粉混入塩素化ポリ
エチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4724(2) 平成30年05月02日

ポリエステル樹脂系フィルム張／ポリエチレンテレフタレート系樹脂混入
パルプ繊維不織布・金属はく裏張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4724(1) 平成30年05月02日

ふっ素樹脂系塗装／ガラスクロス 中興化成工業株式会社 東京都港区赤坂2-11-7
ATT新館10階 (一財)建材試験センター NM-4723 平成30年04月23日

ポリエステル樹脂系不織布張／基材(不燃材料(金属板を除く)) ギャラックス貿易株式会社 東京都品川区勝島1-4-11
加瀬116ビル3F (一財)建材試験センター NM-4722 平成30年04月23日

水酸化カルシウム系塗装／ポリエステル繊維系シート張／基材(不燃材
料(金属板を除く)) 株式会社ビルダータカシマ 山形県東田川郡三川町大字猪

子字大堰端317-13 (一財)建材試験センター NM-4721 平成30年04月23日

水酸化カルシウム系塗装／ポリエステル繊維系シート張／基材(不燃材
料(金属板を除く)) 株式会社駒匠 東京都港区新橋2-9-16 (一財)建材試験センター NM-4720 平成30年04月23日

酢酸ビニル系樹脂混入ガラス繊維不織布張／フェノール系樹脂混入ガ
ラス繊維板 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-

6-4　神田三菱ビル (一財)建材試験センター NM-4719 平成30年04月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

酢酸ビニル系樹脂混入ガラス繊維不織布張／フェノール系樹脂混入ガ
ラス繊維板 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 (一財)建材試験センター NM-4718 平成30年04月23日

ポリエチレン樹脂系発泡板充てん／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-4717 平成30年04月23日

ガラス繊維ネット入／セメントモルタル板 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-4716 平成30年04月23日

ウレタン樹脂系塗装紙張／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 ＤＩＣ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-4715 平成30年04月23日

ポリイソシアヌレートフォーム板 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)建材試験センター NM-4714 平成30年04月23日

シリコーン樹脂系塗装／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-4713 平成30年04月23日

パルプ紙張／アルミニウム合金はく・フェノール樹脂混入ポリスチレ
ンフォーム裏張／アルミニウム合金はく ウシオマテックス株式会社 愛媛県今治市クリエイティブ

ヒルズ5番地3 (一財)建材試験センター NM-4712(2) 平成30年04月23日

合成樹脂塗装パルプ紙張／アルミニウム合金はく・フェノール樹脂混
入ポリスチレンフォーム裏張／アルミニウム合金はく ウシオマテックス株式会社 愛媛県今治市クリエイティブ

ヒルズ5番地3 (一財)建材試験センター NM-4712(1) 平成30年04月23日

パルプ紙張／アルミニウム合金はく・フェノール樹脂混入ポリスチレ
ンフォーム裏張／アルミニウム合金はく 株式会社永和マテックス 大阪府八尾市上尾町4-1-8 (一財)建材試験センター NM-4711(2) 平成30年04月23日

合成樹脂塗装パルプ紙張／アルミニウム合金はく・フェノール樹脂混
入ポリスチレンフォーム裏張／アルミニウム合金はく 株式会社永和マテックス 大阪府八尾市上尾町4-1-7 (一財)建材試験センター NM-4711(1) 平成30年04月23日

水酸化マグネシウム混入塩化ビニル樹脂系板 日豊技建工業株式会社 大分県大分市大字岡川1550-3 (一財)建材試験センター NM-4710 平成30年04月23日

アクリル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／ウレタン樹脂系塗
装ガラスクロス 株式会社髙天 大阪府高槻市神内2-21-9 (一財)建材試験センター NM-4709 平成30年04月23日

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 株式会社髙天 大阪府高槻市神内2-21-9 (一財)建材試験センター NM-4708 平成30年04月23日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 関東工業株式会社 東京都目黒区中目黒2-10-15
山手Kビル8階 (一財)ベターリビング NM-4707(2) 平成30年04月13日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 関東工業株式会社 東京都目黒区中目黒2-10-15
山手Kビル8階 (一財)ベターリビング NM-4707(1) 平成30年04月13日

水酸化アルミニウム混入セメント塗材塗・硬質ウレタンフォーム吹付
／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)ベターリビング NM-4706 平成30年04月13日

アクリル樹脂系塗材塗・ガラス繊維板張／基材(不燃材料(金属板を除く
)) 株式会社ビベル 東京都新宿区信濃町3-1

エスコート101 (一財)ベターリビング NM-4705 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル樹脂系塗材塗・ガラス繊維板張／基材(不燃材料(金属板を除く
)) 株式会社ビベル 東京都新宿区信濃町3-1

エスコート101 (一財)ベターリビング NM-4704 平成30年04月13日

合成樹脂塗装／ガラス繊維クロス入セメント板 株式会社ドリームマスター
大阪府大阪市住之江区南港北2丁
目1番10号
ＡTCﾋﾞﾙITM棟5階H-8(B-5)

(一財)日本建築総合試験所 NM-4703 平成30年04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）） 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-4702 平成30年04月13日

アクリロニトリルブタジエンゴムシート充てん／鋼板 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-
16 (一財)日本建築総合試験所 NM-4701 平成30年04月13日

鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4700(2) 平成30年04月13日

ポリエステル樹脂系フィルム張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系
板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4700(1) 平成30年04月13日

エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂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)) 株式会社望月商行 静岡県静岡市清水区渋川2-18

-23 (一財)建材試験センター NM-4699 平成30年04月12日

合成樹脂塗装合成樹脂フィルム張めっき鋼板張／基材(不燃材料(金属板
を除く)) 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-4698 平成30年04月12日

ポリエステル樹脂系塗装めっき鋼板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 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-4697 平成30年04月12日

ジアリルフタレート樹脂・ポリエステル樹脂系含浸紙張／ウレタン樹
脂系塗装／パルプ繊維混入セメント板 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-4696 平成30年04月12日

天然木網代張／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 有限会社網代商会 東京都江東区大島9-1-21 (一財)建材試験センター NM-4695 平成30年04月12日

鏡材・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4694 平成30年04月12日

鏡材・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4693 平成30年04月12日

鏡材・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4692 平成30年04月12日

シリコーン樹脂塗装ガラス板・ポリエチレンテレフタレート樹脂系フ
ィルム・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4691 平成30年04月12日

シリコーン樹脂塗装ガラス板・ポリエチレンテレフタレート樹脂系フ
ィルム・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4690 平成30年04月12日

シリコーン樹脂塗装ガラス板・ポリエチレンテレフタレート樹脂系フ
ィルム・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4689 平成30年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

合成樹脂塗装ガラス板・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(
金属板)) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4688 平成30年04月12日

合成樹脂塗装ガラス板・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(
金属板を除く)) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4687 平成30年04月12日

合成樹脂塗装ガラス板・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(
金属板を除く)) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4686 平成30年04月12日

木チップ板張／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 株式会社エスウッド 岐阜県各務原市須衛町7-74-5 (一財)建材試験センター NM-3851-2 平成30年04月12日

金属材・紙壁紙張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン
ディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4685 平成30年04月02日

アクリル樹脂系塗装／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1-21-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-4684 平成30年04月02日

アクリル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／ガラス繊維クロス入パーライト混入酸化マグネシウム板

凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4683(2) 平成30年04月02日

アクリル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／炭酸カルシウム系塗材塗ガラス繊維クロス入パーライト混入酸化
マグネシウム板

凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4683(1) 平成30年04月02日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン樹脂系フォーム板裏張／鋼板 三晃金属工業株式会社 東京都港区芝浦4-13-23
ＭＳ芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4682(2) 平成30年04月02日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン樹脂系フォーム板裏張／合成樹
脂塗装鋼板 三晃金属工業株式会社 東京都港区芝浦4-13-23

ＭＳ芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4682(1) 平成30年04月02日

ポリエチレン樹脂系フォーム板裏張／鋼板 三晃金属工業株式会社 東京都港区芝浦4-13-23
ＭＳ芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4681(2) 平成30年04月02日

ポリエチレン樹脂系フォーム板裏張／合成樹脂塗装鋼板 三晃金属工業株式会社 東京都港区芝浦4-13-23
ＭＳ芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4681(1) 平成30年04月02日

合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 株式会社 山形メタル 山形県新庄市大字福田字福田
山711番地17 (一財)ベターリビング NM-4680 平成30年04月02日

合成樹脂塗装／鋼板 株式会社 山形メタル 山形県新庄市大字福田字福田
山711番地17 (一財)ベターリビング NM-4679 平成30年04月02日

アクリル樹脂系塗装・合成樹脂処理木質系シート張／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 株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市中区大須4-9-

21 (一財)ベターリビング NM-4678 平成30年04月02日

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はく・ポリイソ
シアヌレートフォーム裏張／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 (一財)ベターリビング NM-4555-1 平成30年04月02日

ポリイソシアヌレートフォーム裏張／鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)ベターリビング NM-4257-1(4) 平成30年04月02日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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裏張／合成樹脂塗装鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)ベターリビング NM-4257-1(3) 平成30年04月02日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)ベターリビング NM-4257-1(2) 平成30年04月02日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)ベターリビング NM-4257-1(1) 平成30年04月02日

合成樹脂系フィルム張ガラス不織布・ポリイソシアヌレートフォーム
裏張／合成樹脂系塗装溶融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)ベターリビング NM-4215-1 平成30年04月02日

ロックウール板充てん／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本町1-5-
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-4677 平成30年03月19日

合成樹脂塗装／冷間圧延ステンレス鋼板 アキレス株式会社 東京都新宿区北新宿2丁目21
番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4676 平成30年03月19日

金属はく張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4675(4) 平成30年03月19日

金属はく張／ポリエチレンテレフタレート系樹脂混入パルプ繊維不織
布裏張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4675(3) 平成30年03月19日

ポリエステル樹脂系フィルム・金属はく張／鉄粉混入塩素化ポリエチ
レン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4675(2) 平成30年03月19日

ポリエステル樹脂系フィルム・金属はく張／ポリエチレンテレフタレート
系樹脂混入パルプ繊維不織布裏張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4675(1) 平成30年03月19日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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-4674 平成30年03月13日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金属板)) 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-4673 平成30年03月13日

酸化チタン系塗装パルプ繊維系壁紙張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社キャル 東京都新宿区新宿1-1-11
友泉新宿御苑ビル (一財)ベターリビング NM-4672 平成30年03月13日

ガラス繊維混入せっこう板 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)ベターリビング NM-4671 平成30年03月13日

水酸化アルミニウム・フェノール系樹脂混入ポリスチレンフォーム充
てん／アルミニウム合金はく 三和化成工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町

12-9 (一財)ベターリビング NM-4670 平成30年03月13日

変性メラミン樹脂含浸紙・リン酸塩含有けい酸マグネシウム混入紙・水酸化
アルミニウム混入変性アクリル樹脂含浸ガラスペーパー張／基材(不燃材料) 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-4669 平成30年03月13日

ポリイソシアヌレートフォーム裏張／鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)ベターリビング NM-4668(4) 平成30年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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裏張／合成樹脂塗装鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)ベターリビング NM-4668(3) 平成30年03月13日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)ベターリビング NM-4668(2) 平成30年03月13日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 スタイロ加工株式会社 栃木県栃木市藤岡町富吉1640
-4 (一財)ベターリビング NM-4668(1) 平成30年03月13日

ポリプロピレ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 大阪市北区天満橋1-6-30 地方独立行政法人

北海道立総合研究機構 NM-4667 平成30年03月06日

アクリロニトリル－ブタジエン共重合樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(
金属板)) 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-4666 平成30年03月02日

シリコーン樹脂系塗装／ビニロン繊維混入セメント板 井桁スレート株式会社 埼玉県熊谷市見晴町300 (一財)建材試験センター NM-4665 平成30年03月02日

木繊維混入セメント板 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-4664 平成30年03月02日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4663 平成30年03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）） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4662 平成30年03月02日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4661 平成30年03月02日

合成樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 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-4660 平成30年03月02日

合成樹脂フィルム張／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
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4659 平成30年03月02日

アクリル樹脂系塗装ガラス繊維クロス入けい砂混入アクリル樹脂系板
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-4658 平成30年03月02日

パーライト混入せっこう系塗材塗・硬質ウレタンフォーム吹付／基材
（不燃材料（金属板）） 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-4657 平成30年03月02日

パーライト混入せっこう系塗材塗・硬質ウレタンフォーム吹付／基材
（不燃材料（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-4656 平成30年03月02日

水酸化アルミニウム混入モルタル塗硬質ウレタンフォーム吹付／基材(
不燃材料)

旭有機材株式会社
東京都台東区上野三丁目24番6
号
上野フロンティアタワー21階 (一財)ベターリビング NM-4655(2) 平成30年02月26日

菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目1
9番25号　日本生命広小路ビル
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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水酸化アルミニウム混入モルタル塗硬質ウレタン
フォーム吹付／基材(不燃材料)

旭有機材株式会社
東京都台東区上野三丁目24番6
号
上野フロンティアタワー21階 (一財)ベターリビング NM-4655(1) 平成30年02月26日

菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目1
9番25号　日本生命広小路ビル

アクリロニトリルブタジエンゴムシート充てん／鋼板 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-
16 (一財)日本建築総合試験所 NM-4654 平成30年02月13日

水酸化アルミニウム混入ブチルゴムシート充てん／鋼板 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-
16 (一財)日本建築総合試験所 NM-4653 平成30年02月13日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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)日本建築総合試験所 NM-4652 平成30年02月13日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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)日本建築総合試験所 NM-4651 平成30年02月13日

炭酸カルシウム混入水酸化アルミニウム充てん／ポリエステル樹脂系
塗装金属板 日申株式会社 大阪府大阪市北区天神橋3丁

目8-9 (一財)日本建築総合試験所 NM-4650 平成30年02月13日

ポリエステル樹脂系フィルム・ガラスクロス充てん／アルミニウム合
金はく 株式会社パティネレジャー 東京都豊島区巣鴨2-6-1 (一財)建材試験センター NM-4649 平成30年02月13日

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 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-4648 平成30年02月13日

フェノール樹脂混入ポリスチレンフォーム充てん／アルミニウム合金
はく 木村プログレス工業株式会社 千葉県銚子市犬吠埼9512-2 (一財)建材試験センター NM-4647 平成30年02月13日

フェノール樹脂混入ポリスチレンフォーム充てん／アルミニウム合金
はく トライアクシス株式会社 千葉県千葉市花見川区花園1-

9-10　ヤナギハイツ201 (一財)建材試験センター NM-4646 平成30年02月13日

合成樹脂塗装穴あきアルミニウム合金板張／グラスウール板 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)日本建築総合試験所 NM-4645 平成30年01月22日

けい砂・有機質系繊維混入ポルトランドセメント板 住友大阪セメント株式会社
建材事業部 東京都千代田区六番町6-28 (一財)日本建築総合試験所 NM-4644 平成30年01月22日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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本町一丁
目５番６号 (一財)ベターリビング NM-4643 平成30年01月22日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィ
ルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

1番1号 (一財)ベターリビング NM-4126-1 平成30年01月22日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面
塗装／鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

1番1号 (一財)ベターリビング NM-3980-1 平成30年01月22日

ガラスクロス入エポキシ系樹脂板 株式会社宮城化成 宮城県栗原市一迫北沢半金沢
15-4 (一財)建材試験センター NM-4642 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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樹脂系フィルム張／
基材(不燃材料(金属板を除く)) マクセル株式会社 京都府乙訓郡大山崎町大山崎

小泉1 (一財)建材試験センター NM-4641 平成30年01月05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-4640(3) 平成30年01月05日

ウレタン樹脂系塗装パルプ紙張／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-4640(2) 平成30年01月05日

ウレタン樹脂系塗装ポリエチレン樹脂系フィルム入パルプ紙張／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-4640(1) 平成30年01月05日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス ダイヤプラスフィルム株式会
社

愛知県名古屋市中村区岩塚町
大池２ (一財)ベターリビング NM-4639 平成30年01月05日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス ダイヤプラスフィルム株式会
社

愛知県名古屋市中村区岩塚町
大池２ (一財)ベターリビング NM-4638 平成30年01月05日

ガラス繊維クロス入ほう酸混入フェノール樹脂板 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-4637 平成30年01月05日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／酸化チタン・二酸化けい素
系粉充てんガラス繊維クロス 株式会社エスコ 東京都荒川区西日暮里5-23-1

MT田中ビル3Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4636 平成30年01月05日

ポリエチレン樹脂系塗装／ガラス繊維不織布 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)日本建築総合試験所 NM-4635 平成30年01月05日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン樹脂系フォーム板裏張／鋼板 日立化成株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
9番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4634(2) 平成30年01月05日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン樹脂系フォーム板裏張／合成樹
脂塗装鋼板 日立化成株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

9番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4634(1) 平成30年01月05日

アルミニウム合金はく・補強シート張／フェノール系樹脂混入ロック
ウール板

ROCKWOOL(Thailand)Limite
d

Hemaraj Eastern Industrial Estate(Map Ta
Phut)1 Soi G 2,Pakornsongkrohraj
Road,Huaypong,Muang,Rayong 21150
Thailand

(一財)日本建築総合試験所 NM-4633 平成30年01月05日

酸化アルミニウム・二酸化けい素系塗材塗／炭素繊維板 株式会社サンケン 愛知県名古屋市名東区梅森坂
四丁目101番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4632 平成30年01月05日

絹・ポリエステル繊維混紡織物壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 株式会社テシード 東京都豊島区目白2-1-1目白N

Ｔﾋﾞﾙ7Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4631 平成30年01月05日

合成樹脂塗装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）） 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-4630 平成30年01月05日

合成樹脂塗装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）） 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-4629 平成30年01月05日

ガラス繊維クロス入ほう酸混入フェノール樹脂板 株式会社泉化工 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ
崎１３１５-１ (一財)日本建築総合試験所 NM-4628 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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めっき鋼板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 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-4627 平成30年01月05日

ポリエステル樹脂系塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／基材(不燃材料(金属板
を除く)) 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-4626 平成30年01月05日

合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 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-4625 平成30年01月05日

シリコーン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　大阪センタービル (一財)建材試験センター NM-4624 平成30年01月05日

カゼイン系塗装ポリエステル繊維混入紙壁紙張／基材(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-4623 平成30年01月05日

ふっ素樹脂系塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社ピアレックス・テク
ノロジーズ 大阪府泉大津市条南町4-14 (一財)建材試験センター NM-4622 平成30年01月05日

酢酸エステル混入石灰・粘土系塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社KS AG 東京都港区南青山3-4-8-302 (一財)建材試験センター NM-4621 平成30年01月05日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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本町一丁
目５番６号 (一財)ベターリビング NM-4441-1 平成30年01月05日

合成樹脂フィルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／鋼板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
1番1号 (一財)建材試験センター NM-4135-1 平成30年01月05日

ポリ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)日本建築総合試験所 NM-4620 平成29年12月26日

りん酸・ほう酸系薬剤処理スギ板 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)ベターリビング NM-4619(2) 平成29年12月26日

ウレタン樹脂系塗装／りん酸・ほう酸系薬剤処理スギ板 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)ベターリビング NM-4619(1) 平成29年12月26日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装金属板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目5番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4307-1 平成29年12月26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 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
1番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3737-1 平成29年12月26日

けい藻頁岩系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 北杜林株式会社 兵庫県神戸市中央区港島南町
1-5-2　KIMEC8F (一財)建材試験センター NM-4618 平成29年12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系フ
ォーム板裏張／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2

番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4617(2) 平成29年12月01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系フ
ォーム板裏張／合成樹脂塗装鋼板 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4617(1) 平成29年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／鋼板 Nippon
Panel(Thailand)Co.,Ltd.

99/11 Moo 3 Soi Wat Buaroi,Bangna-Trad
Road,Tambon Babgsaothong,Amphur
Bangsaothong Samutprakarn 10540
Thailand

(一財)日本建築総合試験所 NM-4616(2) 平成29年12月01日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／ポリエステル樹脂系塗装鋼板 Nippon
Panel(Thailand)Co.,Ltd.

99/11 Moo 3 Soi Wat Buaroi,Bangna-Trad
Road,Tambon Babgsaothong,Amphur
Bangsaothong Samutprakarn 10540
Thailand

(一財)日本建築総合試験所 NM-4616(1) 平成29年12月01日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板 Nippon
Panel(Thailand)Co.,Ltd.

99/11 Moo 3 Soi Wat Buaroi,Bangna-Trad
Road,Tambon Babgsaothong,Amphur
Bangsaothong Samutprakarn 10540
Thailand

(一財)日本建築総合試験所 NM-4615(2) 平成29年12月01日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／ポリエステル樹脂系塗装鋼板 Nippon
Panel(Thailand)Co.,Ltd.

99/11 Moo 3 Soi Wat Buaroi,Bangna-Trad
Road,Tambon Babgsaothong,Amphur
Bangsaothong Samutprakarn 10540
Thailand

(一財)日本建築総合試験所 NM-4615(1) 平成29年12月01日

合成樹脂塗装／基材（不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く)） 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-4614 平成29年12月01日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／ポリエステル樹脂系塗装溶
融亜鉛めっき鋼板 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)ベターリビング NM-4613 平成29年12月01日

ウレタンアクリル樹脂系塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社ユニコン 福岡県久留米市山川安居野3
丁目5-42 (一財)ベターリビング NM-4612 平成29年12月01日

ウレタン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)) 株式会社ユニコン 福岡県久留米市山川安居野3

丁目5-42 (一財)ベターリビング NM-4611 平成29年12月01日

フェノールフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 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)ベターリビング NM-4610 平成29年12月01日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面合成樹脂塗装金属板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目5番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4306-1 平成29年12月01日

ロックウール板充てん／合成樹脂塗装金属板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁
目5番6号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3994-1 平成29年12月01日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川六丁目７
番29号 (一財)ベターリビング NM-4609 平成29年11月23日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装アルミニウムは
く 三菱ケミカル株式会社 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-4608 平成29年11月23日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレンフォーム張／ポリエステル樹脂
系塗装鋼板 株式会社 稲葉製作所 東京都大田区矢口2丁目5番25

号 (一財)ベターリビング NM-4248-1 平成29年11月23日

水酸化アルミニウム混入モルタル板 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目1
9番25号　日本生命広小路ビル (一財)ベターリビング NM-4607(2) 平成29年11月13日

アクリル樹脂系塗装水酸化アルミニウム混入モルタル板 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目1
9番25号　日本生命広小路ビル (一財)ベターリビング NM-4607(1) 平成29年11月13日

水酸化アルミニウム混入モルタル塗硬質ウレタンフォーム吹付／基材(
不燃材料) 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)ベターリビング NM-4606(2) 平成29年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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モルタル塗硬質ウレタンフォーム吹付／基材(
不燃材料) 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目1

9番25号　日本生命広小路ビル (一財)ベターリビング NM-4606(2) 平成29年11月13日

アクリル樹脂系塗装水酸化アルミニウム混入モルタル塗硬質ウレタン
フォーム吹付／基材(不燃材料)

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)ベターリビング NM-4606(1) 平成29年11月13日
菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目1

9番25号　日本生命広小路ビル

アクリル樹脂系塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 東洋アルチタイト販売株式会
社

東京都八王子市片倉町1822-5
4 (一財)建材試験センター NM-4605 平成29年11月10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
新東京ビル (一財)建材試験センター NM-4604 平成29年11月10日

アクリル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／ポリエステルクロス
入塩化ビニル樹脂系フィルム裏張／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-4603 平成29年11月10日

アクリル樹脂系塗装／基材(不燃材料(金属板)) 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-4602 平成29年11月10日

パルプ・ポリプロピレン樹脂系繊維混入セメント板 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 NM-4601(2) 平成29年11月09日

合成樹脂塗装／パルプ・ポリプロピレン樹脂系繊維混入セメント板 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 NM-4601(1) 平成29年11月09日

合成樹脂塗装／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-4600 平成29年11月09日

合成樹脂塗装紙張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社オカノ 大阪府大阪市生野区巽中2-24
-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-4599 平成29年11月09日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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)日本建築総合試験所 NM-4598 平成29年11月09日

ポリビニルアルコール系樹脂混入グラスウールフェルト 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24-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-4597(2) 平成29年11月09日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ポリビニルアルコール系樹脂混入グ
ラスウールフェルト

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24-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-4597(1) 平成29年11月09日

ポリエステル樹脂混入グラスウールフェルト マグ・イゾベール株式会社 東京都中央区麹町三丁目7番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4596(2) 平成29年11月09日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ポリエステル樹脂混入グラスウール
フェルト マグ・イゾベール株式会社 東京都中央区麹町三丁目7番

地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4596(1) 平成29年11月09日

鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4595(2) 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリ塩化ビニル樹脂系フィルム張／鉄粉混入塩素化ポリエチレン樹脂
系板 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18

-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4595(1) 平成29年11月09日

合成樹脂含浸天然木単板張／基材（不燃材料（金属板）） 島崎興産 福岡県大川市大字鐘ヶ江590-
5 (一財)日本建築総合試験所 NM-4594(2) 平成29年11月09日

合成樹脂含浸天然木単板・ポリエチレン不織布張／基材（不燃材料（
金属板）） 島崎興産 福岡県大川市大字鐘ヶ江590-

5 (一財)日本建築総合試験所 NM-4594(1) 平成29年11月09日

合成樹脂含浸天然木単板張／基材（不燃材料（金属板）） 三木理研工業株式会社 和歌山県和歌山市栄谷13-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4593(2) 平成29年11月09日

合成樹脂含浸天然木単板・ポリエチレン不織布張／基材（不燃材料（
金属板）） 三木理研工業株式会社 和歌山県和歌山市栄谷13-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4593(1) 平成29年11月09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系フ
ォーム板裏張／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2

番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4592 平成29年11月09日

水酸化アルミニウム混入モルタル塗硬質ウレタンフォーム吹付／基材(
不燃材料) 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目1

9番25号　日本生命広小路ビル (一財)ベターリビング NM-4591(2) 平成29年11月06日

アクリル樹脂系塗装水酸化アルミニウム混入モルタル塗硬質ウレタン
フォーム吹付／基材(不燃材料) 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目1

9番25号　日本生命広小路ビル (一財)ベターリビング NM-4591(1) 平成29年11月06日

天然木単板・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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)ベターリビング NM-4590(2) 平成29年11月06日

合成樹脂塗装天然木単板・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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)ベターリビング NM-4590(1) 平成29年11月06日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／ポリエステル系樹脂含浸ガラス繊維ク
ロス

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東一丁目五番
一号 (一財)ベターリビング NM-4589 平成29年11月06日

ウレタン樹脂系塗装アクリル系樹脂含浸紙張／繊維混入けい酸カルシ
ウム板 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4588 平成29年11月02日

ウレタン樹脂系塗装アクリル系樹脂含浸紙張／パルプ・せっこう混入
けい酸カルシウム板 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4587 平成29年11月02日

ウレタン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 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4586 平成29年11月02日

ウレタン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 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4585 平成29年11月02日

合成樹脂塗装／パルプ混入／けい酸カルシウム板 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4584 平成29年11月02日

合成樹脂塗装／パルプ混入／けい酸カルシウム板 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4583 平成29年11月02日

92/194 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／パルプ混入けい酸カルシウム板 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4582 平成29年11月02日

合成樹脂塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4581 平成29年11月02日

合成樹脂塗装／パルプ混入／けい酸カルシウム板 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4580 平成29年11月02日

合成樹脂塗装／パルプ混入／けい酸カルシウム板 ＤＩＣデコール株式会社 埼玉県桶川市赤堀2-20 (一財)日本建築総合試験所 NM-4579 平成29年11月02日

ポリエステル樹脂系不織布張／アルミニウム合金はく・ポリエステル
樹脂系フィルム裏張／無機繊維フェルト ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀一丁目６

番1号 (一財)ベターリビング NM-4578 平成29年10月23日
令和5年02月03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：NM-4578-1]

ポリエステル樹脂系不織布・アルミニウム合金はく・ポリエステル樹
脂系フィルム張／無機繊維フェルト ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀一丁目６

番1号 (一財)ベターリビング NM-4577 平成29年10月23日
令和5年02月03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：NM-4577-1]

無機繊維フェルト ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀一丁目６
番1号 (一財)ベターリビング NM-4576(2) 平成29年10月23日

ポリエステル樹脂系不織布張／無機繊維フェルト ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀一丁目６
番1号 (一財)ベターリビング NM-4576(1) 平成29年10月23日

パルプ混入水酸化アルミニウム板 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-4575 平成29年10月23日

メラミン樹脂系処理紙張／メラミン樹脂系処理ガラス繊維混入けい酸
マグネシウム混抄紙 イビケン株式会社 岐阜県大垣市河間町1-60 (一財)建材試験センター NM-4574 平成29年10月10日

合成樹脂塗装アルミニウム合金板・ポリエチレン樹脂系板裏張／アル
ミニウム合金板 株式会社キープロン 兵庫県神戸市中央区京町77-1

神栄ビル4F (一財)日本建築総合試験所 NM-4573 平成29年10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）） 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-4572 平成29年10月10日

メラミ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・ア
クリルウレタン樹脂含浸ガラス繊維クロス張／溶融亜鉛めっき鋼板 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川２－５－

８天王州パークサイドビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4571 平成29年10月10日

メラミ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／
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２－５－

８天王州パークサイドビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4570 平成29年10月10日

消石灰系塗材塗／せっこうボード 日本漆喰協会
東京都港区虎ノ門1-1-21　新虎
ノ門実業会館9Ｆ(日本石灰協会
内)

(一財)ベターリビング NM-4569(2) 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

消石灰系塗材・カルシウム系塗材塗／せっこうボード 日本漆喰協会
東京都港区虎ノ門1-1-21　新虎
ノ門実業会館9Ｆ(日本石灰協会
内)

(一財)ベターリビング NM-4569(1) 平成29年10月10日

合成樹脂塗装ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／ガラス
クロス 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2-5-8　 (一財)建材試験センター NM-4568 平成29年10月10日

二酸化けい素系繊維織物 旭産業株式会社 愛知県名古屋市千種区春岡1-
27-21 (一財)建材試験センター NM-4567 平成29年10月10日

天然石粉混入酸化マグネシウム板 合同会社イワ建開発 熊本県熊本市西区島崎5-35-4 (一財)建材試験センター NM-4566 平成29年10月10日

アクリル樹脂系塗装／水酸化アルミニウム混入ロックウール板張水酸
化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4565 平成29年10月10日

木チップ板張／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 株式会社エスウッド 岐阜県各務原市須衛町7-74-5 (一財)建材試験センター NM-4564 平成29年10月10日

両面エポキシ樹脂系塗装アルミニウム合金はく張／フェノールフォー
ム版 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 NM-4563 平成29年09月28日

メラミ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・ポ
リエステル系樹脂含浸ガラス繊維クロス張／溶融亜鉛めっき鋼板 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川２－５－

８天王州パークサイドビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4562 平成29年09月26日

薬剤処理植物系繊維混紡織物壁紙張／基材（不燃材料(金属板を除く)） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門３－７－８ラ
ンディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4561 平成29年09月26日

薬剤処理植物系繊維混紡織物壁紙張／基材（不燃材料(金属板を除く)） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門３-７-８ラ
ンディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4560 平成29年09月26日

水酸化アルミ二ウム混抄紙ペーパーコア充てん／合成樹脂塗装溶融亜
鉛めっき鋼板 辻鐵鋼株式会社 東京都墨田区吾妻橋1丁目16-

11 (一財)ベターリビング NM-4559 平成29年09月26日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材(不燃材料) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川六丁目7
番29号 (一財)ベターリビング NM-4558 平成29年09月26日

ウレタン樹脂系塗装／溶融亜鉛－アルミニウム－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-4557 平成29年09月26日

ポリエステ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)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川六丁目7

番29号 (一財)ベターリビング NM-3181-1 平成29年09月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／不燃材料（金属板） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門３-７-８ラ
ンディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4556 平成29年09月19日

ウレタン樹脂系塗装紙張／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 丸石銘木有限会社 秋田県能代市万町4-12 (一財)建材試験センター NM-4551 平成29年09月07日

石灰系塗材塗／基材(不燃材料(金属板を除く)) エコ住宅資材株式会社 石川県金沢市旭町1丁目1-18 (一財)日本建築総合試験所 NM-4550 平成29年09月06日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／基材(不燃材料(金属板)) 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-4549 平成29年09月06日

合成樹脂塗装／基材(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-4548 平成29年09月06日

せっこうボード裏張／ポリエステル樹脂系フィルム・ポリプロピレン
樹脂系フィルム張電気亜鉛めっき鋼板 株式会社イトーキ 大阪府大阪市城東区今福東一

丁目4番12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4547 平成29年09月06日

合成樹脂塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラス繊維混入けい酸カ
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-4546 平成29年09月06日

アルミニウム合金はく張／ガラス繊維クロス 三榮工業株式会社 大阪府大阪市西区川口2-8-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-4545 平成29年09月06日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 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-4544 平成29年09月06日

水酸化アルミニウム混入ニトリルゴムシート充てん／鋼板 株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-4543 平成29年09月06日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装金属板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町1-5-
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-4542 平成29年09月06日

合成樹脂塗装／エチレン酢酸ビニル系樹脂混入セメント系塗材塗／基
材（不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く)) 大成ロテック株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1 (一財)建材試験センター NM-4541 平成29年08月25日

天然石張／ビニロン繊維混入セメント板充てん／鋼板 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-4540(2) 平成29年08月25日

天然石張／ビニロン繊維混入セメント板充てん／合成樹脂塗装亜鉛め
っき鋼板

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-4540(1) 平成29年08月25日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金属板)) 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-4539 平成29年08月25日

酢酸ビニル樹脂系塗装ガラス繊維不織布張／ポリエチレン樹脂系フィ
ルム裏張／フェノール系樹脂混入ガラス繊維板 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-4538 平成29年08月25日

合成樹脂フィルム張／ガラス繊維不織布入せっこう板
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)建材試験センター NM-3363-1(2) 平成29年08月25日

ウレタン樹脂系塗装／合成樹脂フィルム張／ガラス繊維不織布入せっ
こう板

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)建材試験センター NM-3363-1(1) 平成29年08月25日

合成樹脂フィルム張／ガラス繊維不織布入せっこう板
凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)建材試験センター NM-3361-1(2) 平成29年08月25日

ウレタン樹脂系塗装／合成樹脂フィルム張／ガラス繊維不織布入せっ
こう板

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)建材試験センター NM-3361-1(1) 平成29年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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系フィルム張アルミニウムはく・ポリイソ
シアヌレートフォーム裏張／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 (一財)ベターリビング NM-4555 平成29年08月17日

チタン亜鉛合金板・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-4554(3) 平成29年08月17日

合成樹脂塗装チタン亜鉛合金板・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-4554(2) 平成29年08月17日

合成樹脂塗装チタン亜鉛合金板・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-4554(1) 平成29年08月17日

パルプ・パーライト混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-4553(2) 平成29年08月17日

合成樹脂塗装／パルプ・パーライト混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-4553(1) 平成29年08月17日

パルプ・パーライト混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-4552(2) 平成29年08月17日

合成樹脂塗装／パルプ・パーライト混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-4552(1) 平成29年08月17日

アクリル変性シリコーン樹脂系塗装／エチレン酢酸ビニル系樹脂混入
セメント系塗材塗／基材(不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く)) 大成ロテック株式会社 東京都新宿区西新宿8-17-1 (一財)建材試験センター NM-4537 平成29年08月07日

パルプ紙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は
く張／水酸化アルミニウム混入ロックウール板張水酸化アルミニウム混入火
山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4536 平成29年08月07日

パルプ紙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は
く張／水酸化アルミニウム混入ロックウール板張水酸化アルミニウム混入火
山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4535 平成29年08月07日

パルプ紙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
ウムはく張／水酸化アルミニウム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)建材試験センター NM-4534 平成29年08月07日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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-4533 平成29年07月28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／基材(不燃材
料(金属板を除く)) 住友理工株式会社 愛知県小牧市東三丁目1番地 (一財)建材試験センター NM-4532 平成29年07月28日

塩化ビニル－酢酸ビニル共重合樹脂系塗装ポリエチレンクロス裏張アルミニ
ウム合金はく・ポリエチレン樹脂系フォーム板張／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2-2-3 (一財)建材試験センター NM-4531 平成29年07月28日

塩化ビニル－酢酸ビニル共重合樹脂系塗装ポリエチレンクロス裏張アルミニ
ウム合金はく・ポリエチレン樹脂系フォーム板張／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2-2-3 (一財)建材試験センター NM-4530 平成29年07月28日

塩化ビニル･アクリル共重合樹脂系塗装･ウレタン樹脂系塗装ガラス繊
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-4529 平成29年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

合成樹脂塗装穴あきアルミニウム合金板張／ガラス繊維クロス 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)日本建築総合試験所 NM-4528 平成29年07月24日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／溶融 55
%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板

Nippon
Panel(Thailand)Co.,Ltd

99/11 Moo 3 Soi Wat Buaroi,Bangna-Trad
Road,Tambon Babgsaothong,Amphur
Bangsaothong Samutprakarn 10540
Thailand

(一財)日本建築総合試験所 NM-4527 平成29年07月24日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／溶融 55
%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 東亜建設工業株式会社 東京都新宿区西新宿３－7－1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4526 平成29年07月24日

水酸化アルミニウム混入モルタル塗硬質ウレタンフォーム吹付／基材(
不燃材料)

日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町一
丁目5番地

(一財)ベターリビング NM-4525(2) 平成29年07月14日
菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目

19番25号

アクリル樹脂系塗装水酸化アルミニウム混入モルタル塗硬質ウレタン
フォーム吹付／基材(不燃材料)

日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町一
丁目5番地

(一財)ベターリビング NM-4525(1) 平成29年07月14日
菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目

19番25号

ポリエステル樹脂系不織布充てん／ガラスクロス 帝人フロンティア株式会社
大阪市北区中之島3-2-4　　　　　　　
　　　　　　　　　
中之島フェスティバルタワー・ウエスト

(一財)ベターリビング NM-4524 平成29年07月14日

ポリエチレン樹脂系フィルム張ガラス繊維不織布・ポリイソシアヌレート
フォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 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)建材試験センター NM-4523 平成29年07月12日

シリコーン樹脂系塗装／ガラスクロス 協立工業株式会社 東京都中央区新富1-15-7 (一財)建材試験センター NM-4522 平成29年07月12日

アクリル樹脂系塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) EIFS JAPAN株式会社 静岡県掛川市青葉台1-7 (一財)建材試験センター NM-4521 平成29年07月12日

アクリル樹脂系塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) EIFS JAPAN株式会社 静岡県掛川市青葉台1-7 (一財)建材試験センター NM-4520 平成29年07月12日

セルロース混入セメント板 東レＡＣＥ株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
12-2 (一財)建材試験センター NM-4519 平成29年07月12日

孔あきパルプ混入せっこう板張／ポリビニルアルコール系樹脂混入ガ
ラス繊維不織布 九州アコン株式会社 福岡県朝倉郡筑前町原地蔵22

70 (一財)建材試験センター NM-4518 平成29年07月12日

重晶石・木質繊維混入セメント板 Becquerel & Sievert Co., Ltd. 3F-1,No.56,Lane258,Ruiguang
Road,Taipei 114, Taiwan R.O.C. (一財)ベターリビング NM-4516 平成29年07月12日

塩化ビニル樹脂系フィルム・水酸化アルミニウム混入アクリル樹脂系
フォーム張／基材(不燃材料(金属板を除く)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4517 平成29年07月07日

水酸化カルシウム混入せっこう板 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目
19番25号 (一財)ベターリビング NM-4515 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム
張／アクリ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-4502 平成29年06月19日

ポリエステ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
張／アクリ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-4501 平成29年06月19日

天然石張／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 マーブライト株式会社 東京都目黒区洗足2-7-5 (一財)建材試験センター NM-4500 平成29年06月19日

アクリルシリコーン樹脂系塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) 株式会社エクセラ 東京都港区芝浦3丁目14-5 (一財)建材試験センター NM-4499 平成29年06月19日

ボード用原紙張せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター NM-4498 平成29年06月19日

ボード用原紙張せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター NM-4497 平成29年06月19日

エチレン酢酸ビニル樹脂系塗装壁紙張／基材（不燃材料（金属板）） 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目五番
一号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4496 平成29年06月16日

エチレン酢酸ビニル樹脂系塗装壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目五番

一号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4495 平成29年06月16日

アルミニウム合金はく張／ガラス繊維クロス 三榮工業株式会社 大阪府大阪市西区川口2-8-25 (一財)日本建築総合試験所 NM-4494 平成29年06月16日

ガラス繊維織物張／ガラス繊維クロス 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-4493 平成29年06月16日

水酸化カルシウム混入アクリル樹脂系塗装ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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-4492 平成29年06月16日

水酸化カルシウム混入アクリル樹脂系塗装ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂系不織布張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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-4491 平成29年06月16日

合成樹脂塗装ガラスクロス張／フェノール系樹脂混入ガラス繊維板 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-4490 平成29年06月16日

ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム板裏張／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-4489(2) 平成29年06月09日

ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム板充てん／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-4489(1) 平成29年06月09日

ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム板裏張／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-4488(2) 平成29年06月09日

ガラス繊維混抄紙張フェノールフォーム板充てん／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-4488(1) 平成29年06月09日

98/194 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目
1番1号 (一財)ベターリビング NM-4504 平成29年06月01日

ポリエステル樹脂系塗装穴あきアルミニウム合金板張／ニトロセルロ
ース樹脂系裏面塗装アルミニウム合金板 株式会社トヨックス 富山県黒部市前沢4371 (一財)日本建築総合試験所 NM-4514 平成29年05月30日

合板充てん／ウレタン樹脂系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 株式会社トーノ 大阪府大阪市西成区長橋1丁

目10番22号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4513 平成29年05月30日

フェノールフォーム板裏張／アルミニウム合金はく 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-4512(2) 平成29年05月30日

フェノールフォーム板充てん／アルミニウム合金はく 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-4512(1) 平成29年05月30日

ガラス繊維糸入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アルミニウムはく裏張／でん粉系樹脂混
入ガラス繊維板

SEUNGBO TECH CO.,LTD.
640,Aegibong-Ro,Tongjin-Eup,
Gimpo-City,Gyeonggi-Do,Korea (一財)日本建築総合試験所 NM-4511 平成29年05月30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フィルム張／合成樹脂塗装溶融55%アルミニ
ウム-
亜鉛合金めっき鋼板裏張／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

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 NM-4510 平成29年05月30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フィルム張／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 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 NM-4509 平成29年05月30日

パーライト混入せっこう系塗材塗・硬質ウレタンフォーム吹付／基材
（不燃材料（金属板）） 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-4508 平成29年05月30日

パーライト混入せっこう系塗材塗・硬質ウレタンフォーム吹付／基材
（不燃材料（金属板）） ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24

天王洲セントラルタワー11F (一財)日本建築総合試験所 NM-4507 平成29年05月30日

パーライト混入せっこう系塗材塗・硬質ウレタンフォーム吹付／基材
（不燃材料（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-4506 平成29年05月30日

パーライト混入せっこう系塗材塗・硬質ウレタンフォーム吹付／基材
（不燃材料（金属板を除く）） ダウ化工株式会社 東京都品川区東品川2-2-24

天王洲セントラルタワー11F (一財)日本建築総合試験所 NM-4505 平成29年05月30日

水酸化アルミニウム混入未加硫ニトリルゴムシート充てん／鋼板 株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木２－９－
５ (一財)日本建築総合試験所 NM-4425-1 平成29年05月30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-1498-1 平成29年05月30日

アクリルウレタン樹脂系塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／基材（不燃材料
（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番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-1489-1 平成29年05月30日

アクリル樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム・エポキシ樹脂系塗
装／基材(不燃材料(金属板))

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1丁目5番1
号 (一財)ベターリビング NM-4503 平成29年05月29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)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-3477-1 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／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-4487 平成29年05月17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-4486 平成29年05月17日

アルミニウム合金はく張／ガラスクロス 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3-4-5 (一財)建材試験センター NM-4485 平成29年05月17日

アルミニウム合金はく張／ガラスクロス 株式会社アサヒ産業 東京都文京区本郷3-4-5 (一財)建材試験センター NM-4484 平成29年05月17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)) 早稲田ハウス株式会社 千葉県松戸市西馬橋幸町15 (一財)建材試験センター NM-4483 平成29年05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 LG Hausys,Ltd.
〒150-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-4482 平成29年05月17日

アクリル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金
板 LG Hausys,Ltd.

〒150-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-4481 平成29年05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 LG Hausys,Ltd.
〒150-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-4480 平成29年05月17日

水酸化アルミニウム混入塩化ビニル樹脂系発泡板 昆山産宝隔熱材料有限公司 昆山市千灯鎮石浦利都路169
号 (一財)建材試験センター NM-4479 平成29年05月17日

合成樹脂塗装ガラス板・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(
金属板を除く)) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4348-1 平成29年05月17日

合成樹脂塗装ガラスクロス張／フェノール系樹脂混入ガラス繊維板 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8階 (一財)建材試験センター NM-4478 平成29年05月12日

アクリル樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム・エポキシ樹脂系塗
装鋼板張／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 東洋鋼鈑株式会社　 東京都千代田区四番町12番地

12
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4477 平成29年05月12日

アクリル樹脂系塗装ポリエステル繊維不織布張／アクリル樹脂系裏面
塗装／ガラス繊維フェルト 高圧ガス工業株式会社 大阪府大阪市北区中崎西2-4-

12 (一財)日本建築総合試験所 NM-4476 平成29年05月12日

合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 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-4475 平成29年05月12日

合成樹脂塗装／アルミニウム合金板
凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1-5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4474 平成29年05月12日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4473 平成29年05月12日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4472 平成29年05月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／アルミニウム合金板 オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4471 平成29年05月12日

ジアリルフタレート樹脂系含浸化粧紙張／繊維強化セメント板 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)日本建築総合試験所 NM-4470 平成29年05月12日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装溶融55%アルミ
ニウム-亜鉛合金めっき鋼板 富士産業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北2-

1-10ATCﾋﾞﾙO’s棟519-1北館5階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4469 平成29年05月12日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装金属板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町1-5-
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-4468 平成29年05月12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-4467 平成29年04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-4466 平成29年04月14日

ウレタン樹脂系塗装紙張／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 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-4465 平成29年04月14日

メラミン系樹脂含浸酸化チタン混抄紙張／メラミン系樹脂含浸クラフト紙裏
張／水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム混入メラミン樹脂系塗装ガラス繊
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前屋
敷10 (一財)日本建築総合試験所 NM-4464 平成29年04月10日

ポリエチレン系樹脂板張／鋼板 三晃金属工業株式会社 東京都港区芝浦4-13-23
ＭＳ芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4463 平成29年04月10日

ガラス繊維織物・銅線メッシュ張／ガラス繊維織物裏張／アクリル樹
脂系塗装アルミニウム合金板

フィリップスライティングジ
ャパン合同会社

東京都港区港南2-13-37
フィリップスビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4462 平成29年04月10日

ガラス繊維織物・銅線メッシュ張／ガラス繊維織物裏張／アクリル樹
脂系塗装ガラス繊維板

フィリップスライティングジ
ャパン合同会社

東京都港区港南2-13-37
フィリップスビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4461 平成29年04月10日

ポリエステル繊維織物どんす張／ユリア系樹脂混入ガラス繊維不織布
張フェノール系樹脂混入ガラス繊維板 Kvadrat Japan株式会社 東京都港区南青山3-4-6、103 (一財)日本建築総合試験所 NM-4460 平成29年04月10日

ガラス繊維ペーパー張／炭水化物系樹脂混入ガラス繊維板 クナウフ・インシュレーショ
ン合同会社

東京都台東区寿3丁目14番11
号　蔵前チヨダビル (一財)ベターリビング NM-4459 平成29年04月10日

アルミニウムはく・クラフト紙・ガラス繊維系シート張／炭水化物系
樹脂混入ガラス繊維板

クナウフ・インシュレーショ
ン合同会社

東京都台東区寿3丁目14番11
号　蔵前チヨダビル (一財)ベターリビング NM-4458 平成29年04月10日

アルミニウムはく・ポリエステル樹脂系フィルム張／鋼線入アルミニ
ウムはく・ポリエステル樹脂系フィルム裏張／ガラス繊維板 D.S. INDUSTRY Co., Ltd.

202, Juseok-ro, Namyang-eup,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Korea.

(一財)ベターリビング NM-4457 平成29年04月10日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／鋼線入アルミニウムはく・ポリエス
テル樹脂系フィルム裏張／ガラス繊維板 D.S. INDUSTRY Co., Ltd.

202, Juseok-ro, Namyang-eup,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Korea.

(一財)ベターリビング NM-4456 平成29年04月10日

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
フィルム裏張／ガラス繊維クロス

凸版印刷株式会社
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都台東区台東1丁目5番1
号 (一財)ベターリビング NM-4455 平成29年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板
）） スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)日本建築総合試験所 NM-3395-1(2) 平成29年04月10日

合成樹脂フィルム・合成樹脂塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材
（不燃材料（金属板）） スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)日本建築総合試験所 NM-3395-1(1) 平成29年04月10日

麻すさ混入シラス系塗材塗／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-4454 平成29年04月07日

アクリル樹脂系塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／アクリル樹脂系
裏面塗装／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-4453 平成29年04月07日

シリコーン樹脂系塗装／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-4452 平成29年04月07日

ポリエチレン樹脂系フォーム裏張／鋼板 三晃金属工業株式会社 東京都港区芝浦4-13-23 (一財)建材試験センター NM-4451 平成29年04月03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張パルプ
紙裏張アルミニウムはく裏張／水酸化アルミニウム混入ロックウール板張水
酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4450 平成29年04月03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張パルプ
紙裏張アルミニウムはく裏張／水酸化アルミニウム混入ロックウール板張水
酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4449 平成29年04月03日

ウレタン樹脂系塗装アクリル系樹脂混抄紙張／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張パルプ紙裏張アルミニウムはく裏張／水酸化アル
ミニウム混入ロックウール板張水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4448 平成29年04月03日

段ボール充てん／両面アルミニウム合金はく張り段ボール板 山田ダンボール株式会社 東京都中央区日本橋本町1丁
目9-4

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-3696-1 平成29年04月03日

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 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-4301(2) 平成29年03月31日

ふっ素樹脂系フィルム張／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 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-4301(1) 平成29年03月31日

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 桜井株式会社 東京都台東区池之端1-2-18
MG池之端ビル (一財)建材試験センター NM-4300(2) 平成29年03月31日

ふっ素樹脂系フィルム張／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 桜井株式会社 東京都台東区池之端1-2-18

MG池之端ビル (一財)建材試験センター NM-4300(1) 平成29年03月31日

絹織物壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社松井機業場 富山県南砺市城端３３９３番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4447 平成29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）） 株式会社DNP生活空間 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-4446 平成29年03月28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)日本建築総合試験所 NM-4445 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・ガラス繊維混入けい酸マグネシウム板表張／
ポリエチレン樹脂系塗装炭酸カルシウム紙裏張／フェノールフォーム板 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-4444 平成29年03月28日

アルミニウム合金はく張ガラス繊維クロス張／けい酸アルミニウム繊
維板 株式会社エスコ 東京都荒川区西日暮里5-23-1

MT田中ビル3Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-4443 平成29年03月28日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 ホシザキ株式会社 愛知県豊明市栄町南館3-16 (一財)ベターリビング NM-4442 平成29年03月24日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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本町一丁
目５番６号 (一財)ベターリビング NM-4441 平成29年03月24日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張ガラスクロス スリーエムジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-3953-2(2) 平成29年03月24日

フッ素樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹脂系フィルム張ガラスク
ロス スリーエムジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-3953-2(1) 平成29年03月24日

酸化チタン系焼付／ゼオライトスラグセメント板 株式会社フジコー 福岡県北九州市戸畑区中原西
2丁目18-12 (一財)建材試験センター NM-4440 平成29年03月22日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 NM-4434 平成29年03月15日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 NM-4433 平成29年03月15日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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)日本建築総合試験所 NM-4432 平成29年03月10日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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)日本建築総合試験所 NM-4431 平成29年03月10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-4439 平成29年03月08日

塩化ビニル樹脂系塗装ポリエステル樹脂系繊維クロス張／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-4438 平成29年03月08日

ガラス繊維クロス入セメント板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター NM-4437 平成29年03月08日

ガラス繊維クロス入セメント板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター NM-4436 平成29年03月08日

ガラス繊維クロス入セメント板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター NM-4435 平成29年03月08日

フッ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／アル
ミニウム合金板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-4430 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-4429 平成29年03月01日

繊維混入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 大阪府大阪市城東区鴫野東1
丁目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4428(2) 平成29年03月01日

化粧繊維混入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 大阪府大阪市城東区鴫野東1
丁目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4428(1) 平成29年03月01日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ナイロンモノフィラメント入亜鉛めっき鋼
板付・ポリエステル樹脂系シート裏張／炭水化物系樹脂混入ガラス繊維板 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-4427 平成29年03月01日

水酸化アルミニウム混入未加硫ニトリルゴムシート充てん／鋼板 株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-4425 平成29年03月01日

鋼線入ポリエステル樹脂系フィルム・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 (一財)日本建築総合試験所 NM-4424 平成29年03月01日

ガラス繊維織物 Kvadrat Japan株式会社 東京都港区南青山3-4-6、103 (一財)日本建築総合試験所 NM-4421 平成29年03月01日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／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-4420 平成29年03月01日

エチレン・塩化ビニル共重合樹脂系塗装／熱間圧延軟鋼板 流浸工業株式会社 大阪府堺市美原区大保225番
地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4419 平成29年03月01日

セメント塗材塗／ロックウール混入セメント板・硬質ウレタンフォー
ム張／基材(不燃材料(金属板)) 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-4418 平成29年03月01日

セメント塗材塗／ロックウール混入セメント板・硬質ウレタンフォー
ム張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 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-4417 平成29年03月01日

ロックウール保温板充てん／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-4182-1(2) 平成29年03月01日

ロックウール保温板充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-
1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4182-1(1) 平成29年03月01日

ロックウール板裏張／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-3159-1(4) 平成29年03月01日

ロックウール板裏張／合成樹脂塗装鋼板 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-
1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3159-1(3) 平成29年03月01日

合成樹脂裏面塗装ロックウール板裏張／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-3159-1(2) 平成29年03月01日

合成樹脂裏面塗装ロックウール板裏張／合成樹脂塗装鋼板 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-
1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3159-1(1) 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／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-2990-1(2) 平成29年03月01日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-
1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-2990-1(1) 平成29年03月01日

ウレタン樹脂系塗装／塩化ビニル・アクリル共重合樹脂系塗装ガラス
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　大阪センタービル (一財)ベターリビング NM-4415 平成29年02月23日

変性メラミン樹脂含浸紙・リン酸塩含有けい酸マグネシウム混入紙・水酸化
アルミニウム混入変性アクリル樹脂含浸ガラスペーパー張／基材(不燃材料(
せっこうボードを除く))

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-4414 平成29年02月23日

変性メラミン樹脂含浸紙・リン酸塩含有けい酸マグネシウム混入紙・水酸化
アルミニウム混入変性アクリル樹脂含浸ガラスペーパー張／アルミニウム合
金板

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-4413 平成29年02月23日

フェノールフォーム保温板・ポリエチレンテレフタレート樹脂系不織
布・ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 東西工業株式会社 静岡県藤枝市横内1086-1 (一財)ベターリビング NM-4402 平成29年02月23日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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-4416 平成29年02月22日

二酸化けい素系塗装アクリル樹脂系裏面塗装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)) 富士フイルム株式会社 東京都港区赤坂9-7-3 (一財)建材試験センター NM-4412 平成29年02月15日

ビニロン繊維混入モルタル板 宇部興産株式会社 東京都港区芝浦1-2-1
シーバンスN館 (一財)建材試験センター NM-4411 平成29年02月15日

アルミノシリケートバルーン・酸化チタン混入合成樹脂塗装／基材（
不燃材料（金属板を除く）） 株式会社　リーブ 北広島市大曲工業団地3丁目4

-1
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4399 平成29年02月14日

シリカ-チタン系金属錯体・水酸化アルミニウム混抄壁紙張／基材（不燃材料
（金属板を除く）） 株式会社内外テクノス 東京都新宿区市谷本村町1-1

住友市ヶ谷ビル11階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4410 平成29年02月08日

合成樹脂裏面塗装／リチウムアルミノシリケート系結晶化ガラス 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-4409 平成29年02月08日

水酸化カルシウム混入アクリル樹脂系塗装ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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-4408 平成29年01月27日

パルプ・せっこう混入けい酸カルシウム板 ＤＩＣ株式会社 東京都板橋区坂下三丁目35番
58号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4407(2) 平成29年01月27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 ＤＩＣ株式会社 東京都板橋区坂下三丁目35番
58号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4407(1) 平成29年01月27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 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-4406 平成29年01月27日

パルプ紙張／アルミニウム合金はく・フェノール樹脂混入ポリスチレ
ンフォーム裏張／アルミニウム合金はく 日本大亜株式会社 東京都千代田区三崎町3-2-9

協栄三崎町ビル4階 (一財)建材試験センター NM-4405(2) 平成29年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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紙張／アルミニウム合金はく・フェノール樹脂混
入ポリスチレンフォーム裏張／アルミニウム合金はく 日本大亜株式会社 東京都千代田区三崎町3-2-9

協栄三崎町ビル4階 (一財)建材試験センター NM-4405(1) 平成29年01月26日

パルプ紙張／アルミニウム合金はく・フェノール樹脂混入ポリスチレ
ンフォーム裏張／アルミニウム合金はく

株式会社ライフアートプラン
テック

奈良県奈良市学園大和町2丁
目81番地　奈良西ビル2F (一財)建材試験センター NM-4404(2) 平成29年01月26日

合成樹脂塗装パルプ紙張／アルミニウム合金はく・フェノール樹脂混
入ポリスチレンフォーム裏張／アルミニウム合金はく

株式会社ライフアートプラン
テック

奈良県奈良市学園大和町2丁
目81番地　奈良西ビル2F (一財)建材試験センター NM-4404(1) 平成29年01月26日

パルプ紙張／アルミニウム合金はく・フェノール樹脂混入ポリスチレ
ンフォーム裏張／アルミニウム合金はく 株式会社永和マテックス 大阪府八尾市上尾町4-1-7 (一財)建材試験センター NM-4403(2) 平成29年01月26日

合成樹脂塗装パルプ紙張／アルミニウム合金はく・フェノール樹脂混
入ポリスチレンフォーム裏張／アルミニウム合金はく 株式会社永和マテックス 大阪府八尾市上尾町4-1-7 (一財)建材試験センター NM-4403(1) 平成29年01月26日

せっこうボード裏張／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
丁目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4386 平成29年01月26日

合成樹脂塗装木質系単板・普通紙・アルミニウムはく・普通紙張／基
材（不燃材料（金属板を除く））

株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22
8F

(一財)日本建築総合試験所 NM-4385 平成29年01月26日
株式会社ビッグウィル 徳島県三好郡東みよし町昼間

20-1

合成樹脂塗装木質系単板・普通紙・アルミニウムはく・普通紙張／ア
ルミニウム合金板

株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22
8F

(一財)日本建築総合試験所 NM-4384 平成29年01月26日
株式会社ビッグウィル 徳島県三好郡東みよし町昼間

20-1

合成樹脂塗装木質系単板・普通紙・アルミニウムはく・普通紙張／基
材（不燃材料（金属板））

株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22
8F

(一財)日本建築総合試験所 NM-4383 平成29年01月26日
株式会社ビッグウィル 徳島県三好郡東みよし町昼間

20-1

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板 東西工業株式会社 静岡県藤枝市横内1086-1 (一財)ベターリビング NM-4401 平成29年01月25日

アクリル樹脂系塗装ポリエステル繊維混入紙系壁紙張／基材(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-4400 平成29年01月25日

ガラスクロス・ポリエステル樹脂系不織布裏張／アルミニウムはく張
ガラスクロス 帝人株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1

丁目6-7 (一財)ベターリビング NM-4391 平成29年01月23日

アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリエステル樹脂系不織布裏張／
ガラスクロス 帝人株式会社 大阪府大阪市中央区南本町1

丁目6-7 (一財)ベターリビング NM-4390 平成29年01月23日

繊維混入けい酸カルシウム板入ポリスチレンフォーム裏張／せっこう
ボード 株式会社ＪＳＰ 東京都千代田区丸の内三丁目

4番2号 新日石ビル (一財)ベターリビング NM-4382 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ガラス繊維入ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／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／ガラス繊維板 日伸工業株式会社 兵庫県たつの市揖保町揖保中

321-1 (一財)建材試験センター NM-4398 平成29年01月20日

ガラス繊維入ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／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／ガラス繊維板

ATCO RUBBER
PRODUCTS,INC

7101 ATCO Dr.Fort
Worth,Texas,76118-7098 USA (一財)建材試験センター NM-4397 平成29年01月20日

ガラス繊維入ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／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／ガラス繊維板 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-4396 平成29年01月20日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィ
ルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 BN STEELA Co.,Ltd.

〒08506 96,Noksansaneopbuk-
ro313beon-gil,Gangseo-
gu,Busan,Korea

(一財)建材試験センター NM-4395 平成29年01月20日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム・塩化ビニル樹脂系フィ
ルム張／エポキシ樹脂系裏面塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 LG Hausys,Ltd.

〒150-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-4394 平成29年01月20日

アクリル樹脂系塗装／ロックウール板張火山性ガラス質堆積物板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4393 平成29年01月20日

アクリル樹脂系塗装／水酸化アルミニウム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)建材試験センター NM-4392 平成29年01月20日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・パルプ紙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はく張／ポリエチレン系樹脂充てんパルプ紙裏張／水酸化アル
ミニウム混入ロックウール板張水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4389 平成29年01月18日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・パルプ紙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はく張／ポリエチレン系樹脂充てんパルプ紙裏張／水酸化アル
ミニウム混入ロックウール板張水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4388 平成29年01月18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／ポリエチレン樹脂系フォーム張／基材(不燃材料) 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)建材試験センター NM-4387 平成29年01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)) 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-4381 平成29年01月18日

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム張／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-4380 平成29年01月18日

ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム張／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-4379 平成29年01月18日

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)建材試験センター NM-4378 平成29年01月18日

合成樹脂塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材(不燃材料) 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6
4F (一財)建材試験センター NM-4377 平成29年01月17日

炭酸カルシウム混入塩化ビニル樹脂系発泡板裏張／溶融55％アルミニ
ウム－亜鉛合金めっき鋼板 株式会社柏崎製作所 東京都板橋区板橋4-28-2 (一財)建材試験センター NM-4376 平成29年01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)) LG Hausys,Ltd.
〒150-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-4375 平成29年01月17日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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)) LG Hausys,Ltd.
〒150-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-4374 平成29年01月17日

消石灰系塗材塗／せっこうボード 日本漆喰協会
東京都港区虎ノ門1-1-21　新虎
ノ門実業会館9Ｆ(日本石灰協会
内)

(一財)ベターリビング NM-4373(2) 平成29年01月17日

消石灰系塗材・せっこう系塗材塗／せっこうボード 日本漆喰協会
東京都港区虎ノ門1-1-21　新虎
ノ門実業会館9Ｆ(日本石灰協会
内)

(一財)ベターリビング NM-4373(1) 平成29年01月17日

合成樹脂フィルム張アルミニウムはく張／ポリアミド線・鋼板入アル
ミニウム蒸着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-4372 平成29年01月17日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ポリアミド線・鋼板入アルミニウム
蒸着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-4371 平成29年01月17日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材(不燃材料(金属板を除く)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4370 平成29年01月17日

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

東京都品川区大崎一丁目11番2号
ゲートシティー大崎
イーストタワー9階

(一財)ベターリビング NM-3420-1 平成29年01月17日

ロックウール保温板充てん／塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金め
っき鋼板 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-3419-1 平成29年01月17日

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

東京都品川区大崎一丁目11番2号
ゲートシティー大崎
イーストタワー9階

(一財)ベターリビング NM-2887-1 平成29年01月17日

ロックウール保温板充てん／塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金め
っき鋼板 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-2886-1 平成29年01月17日

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

東京都品川区大崎一丁目11番2号
ゲートシティー大崎
イーストタワー9階

(一財)ベターリビング NM-2819-1 平成29年01月17日

ロックウール保温板充てん／塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金め
っき鋼板 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-2818-1 平成29年01月17日

クラフト紙張／けい酸マグネシウム混抄紙
凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都港区芝浦3-19-26
トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4369 平成29年01月12日

水酸化カルシウム混入アクリル系樹脂塗装ポリエステル系不織布張／
基材（不燃材料（金属板を除く）） 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-4368 平成29年01月12日

合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 東邦シートフレーム株式会社 千葉県八千代市上高野1812 (一財)建材試験センター NM-4367 平成28年12月02日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金属板)) 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-4366 平成28年12月02日

アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／二酸化けい素・酸化カルシ
ウム系繊維フェルト ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀1-6-1 (一財)建材試験センター NM-4365 平成28年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材(不燃材料(金属
板)) LG Hausys,Ltd.

〒150-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-4364 平成28年12月02日

アクリル樹脂系塗装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)) LG Hausys,Ltd.

〒150-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-4363 平成28年12月02日

ガラス繊維不織布入ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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番地 (一財)建材試験センター NM-4362 平成28年12月02日

両面塩化ビニル・アクリル系樹脂塗装／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
四丁目1番3号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4355 平成28年11月29日

ポリプロピレン系樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線付・ポリエステル
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丁目9

-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-4356 平成28年11月25日

炭水化物系樹脂混入ガラス繊維板 クナウフ・インシュレーショ
ン合同会社

東京都台東区寿3丁目14番11
号　蔵前チヨダビル (一財)ベターリビング NM-4361(2) 平成28年11月22日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／炭水化物系樹脂混入ガラス繊維板 クナウフ・インシュレーショ
ン合同会社

東京都台東区寿3丁目14番11
号　蔵前チヨダビル (一財)ベターリビング NM-4361(1) 平成28年11月22日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／水酸化アルミニウム・ポリエチレン系
樹脂充てん／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
(一財)ベターリビング NM-4360(2) 平成28年11月22日

スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川六丁目7
番29号

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

三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1
(一財)ベターリビング NM-4360(1) 平成28年11月22日

スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川六丁目7
番29号

水酸化アルミニウム・ポリエチレン系樹脂充てん／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 (一財)ベターリビング NM-4359(2) 平成28年11月22日

水酸化アルミニウム・ポリエチレン系樹脂充てん／合成樹脂塗装アル
ミニウム合金板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4359(1) 平成28年11月22日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／水酸化アルミニウム・ポリエチレン系
樹脂充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合金板 藤田産業株式会社 愛媛県新居浜市港町4-32 (一財)ベターリビング NM-4358 平成28年11月22日

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

三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1
(一財)ベターリビング NM-4357 平成28年11月22日

リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23

塩化ビニル樹脂系被覆ガラス繊維クロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区麹町二丁目４
番地１ (一財)ベターリビング NM-4223-1 平成28年11月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／アルミニウム合金板 スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川六丁目7
番29号 (一財)ベターリビング NM-3476-1 平成28年11月22日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材(不燃材料(金属板)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川六丁目7
番29号 (一財)ベターリビング NM-3475-1 平成28年11月22日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面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-4351 平成28年11月10日

窒素りん系薬剤処理ペーパーコア充てん／両面鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4350(3) 平成28年11月10日

窒素りん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)日本建築総合試験所 NM-4350(2) 平成28年11月10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-4350(1) 平成28年11月10日

シリコーン樹脂系塗装／基材(不燃材料(せっこうボード及び金属板を除
く)) 株式会社シクソン 東京都千代田区神田錦町1-13

大手町宝栄ビル4F (一財)建材試験センター NM-4354 平成28年11月07日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／ポリエステル樹脂系塗装溶融
亜鉛めっき鋼板 リバース有限会社 鳥取県米子市二本木909番地2 (一財)建材試験センター NM-4353 平成28年11月07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-4352 平成28年10月27日

合成樹脂塗装ガラス板・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(
金属板を除く)) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4349 平成28年10月25日

合成樹脂塗装ガラス板・ポリエチレン樹脂系発泡板張／基材(不燃材料(
金属板を除く)) 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内1-5-1 (一財)建材試験センター NM-4348 平成28年10月25日

水酸化アルミニウム系処理パルプ混入ガラス繊維不織布張／基材(不燃
材料) 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-4347(2) 平成28年10月25日

酢酸ビニル樹脂系塗装／水酸化アルミニウム系処理パルプ混入ガラス
繊維不織布張／基材(不燃材料) 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-4347(1) 平成28年10月25日

アルミニウム合金板裏張／アルミニウム合金板 SKWイーストアジア株式会社 東京都千代田区三番町2番地
三番町KSビル6階 (一財)建材試験センター NM-4345 平成28年10月25日

塩化ビニル樹脂系フィルム・ガラス繊維ネット張／ビニルエステル系
樹脂含浸ガラス繊維クロス ユニチカ株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町

4-1-3　大阪センタービル (一財)ベターリビング NM-4334 平成28年10月21日

合成樹脂塗装／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-4339 平成28年10月20日

両面ポリエチレン系樹脂フィルム張／グラスウールフェルト 株式会社ワンワールド 東京都千代田区内神田1-8-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4338 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ポリエチレン系樹脂フィルム張／グラスウールフェルト
マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町三丁目7

番地
(一財)日本建築総合試験所 NM-4338 平成28年10月20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-
6-3　神田三菱ビル

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-0755-1 平成28年10月20日

合成樹脂塗装／ステンレス鋼板 日新製鋼建材株式会社 東京都江東区東陽3-23-22 (一財)建材試験センター NM-4346 平成28年10月19日

アクリル樹脂系塗装／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 凸版印刷株式会社　 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)建材試験センター NM-4344 平成28年10月19日

ウレタン樹脂系塗装／シリカクロス 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-4343 平成28年10月19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・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-4342 平成28年10月19日

パルプ紙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
ウムはく張／ロックウール板張火山性ガラス質堆積物板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4341 平成28年10月19日

パルプ紙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
ウムはく張／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)建材試験センター NM-4340 平成28年10月19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 新潟県上越市名立区名立小泊
102-17 (一財)建材試験センター NM-4268 平成28年10月19日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理すぎ板 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-4267 平成28年10月19日

合成樹脂塗装電気亜鉛めっき鋼板張／ボード用原紙張せっこう板 立川ブラインド工業株式会社 東京都港区三田3-1-12 (一財)建材試験センター NM-4329 平成28年10月07日

アクリル樹脂系塗材塗・ガラス繊維板張／基材(不燃材料(金属板を除く
)) 株式会社ビベル 東京都新宿区信濃町3-1

エスコート101 (一財)ベターリビング NM-4336 平成28年09月30日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合
金板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4335 平成28年09月30日

発泡ポリスチレン混入セメント板充てん／合成樹脂塗装亜鉛めっき鋼
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-4337 平成28年09月29日

ポリプロピレン樹脂系シート裏張／せっこうボード チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928 (一財)建材試験センター NM-4333 平成28年09月29日

ボード用原紙張せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928 (一財)建材試験センター NM-4332(2) 平成28年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

クラフト紙張ポリエチレン樹脂シート裏張／ボード用原紙張せっこう
板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928 (一財)建材試験センター NM-4332(1) 平成28年09月29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・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-4331 平成28年09月29日

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 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-4330 平成28年09月29日

合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／ボード用原紙張せっこう板 立川ブラインド工業株式会社 東京都港区三田3-1-12 (一財)建材試験センター NM-4328 平成28年09月29日

合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／ボード用原紙張せっこう板 立川ブラインド工業株式会社 東京都港区三田3-1-12 (一財)建材試験センター NM-4327 平成28年09月29日

フッ素系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム
合金板 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-4326 平成28年09月23日

ウレタン系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 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-4325 平成28年09月23日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／せっこうボード裏張／両面ボード用原紙張
／せっこう板 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4324 平成28年09月23日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／せっこうボード裏張／両面ボード用原紙張
せっこう板 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4323 平成28年09月23日

エチレンビニルアルコール系共重合樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張
／せっこうボード裏張／両面ボード用原紙張／ガラス繊維混入せっこう板 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4322 平成28年09月23日

エチレンビニルアルコール系共重合樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂
壁紙張／せっこうボード裏張／両面ボード用原紙張せっこう板 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4321 平成28年09月23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-4320 平成28年09月23日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4319 平成28年09月23日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4318 平成28年09月23日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張／せっこうボード裏張／
両面ボード用原紙張／せっこう板 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4309 平成28年09月23日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張／せっこうボード裏張／
両面ボード用原紙張せっこう板 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4308 平成28年09月23日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面合成樹脂塗装金属板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町1-5-
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-4307 平成28年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／両面合成樹脂塗装金属板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町1-5-
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-4306 平成28年09月23日

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 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 NM-4317 平成28年09月14日

合成樹脂塗装天然木単板張／普通紙・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 株式会社徳正合板 山形県山形市立谷川2-895-7 (一財)建材試験センター NM-4316 平成28年09月14日

合成樹脂塗装天然木単板張／普通紙・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 株式会社徳正合板 山形県山形市立谷川2-895-7 (一財)建材試験センター NM-4315 平成28年09月14日

塩化ビニル樹脂系フィルム・アルミニウムはく張／基材(不燃材料(金属
板を除く)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4314(2) 平成28年09月12日

塩化ビニル樹脂系フィルム・アルミニウムはく・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)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4314(1) 平成28年09月12日

塩化ビニル樹脂系フィルム・アルミニウムはく・せっこうボード張／
基材(不燃材料(金属板を除く)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4313(2) 平成28年09月12日

塩化ビニル樹脂系フィルム・アルミニウムはく・塩化ビニル樹脂系フ
ィルム・せっこうボード張／基材(不燃材料(金属板を除く)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4313(1) 平成28年09月12日

アルミニウム合金はく張／ガラスクロス 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-4311 平成28年09月06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））

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-4310 平成28年09月06日

サンゴバン株式会社 東京都千代田区麹町3-7
サンゴバンビル

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
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3-3-

3 (一財)建材試験センター NM-4198-1 平成28年09月06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
(一財)建材試験センター NM-4174-1(2) 平成28年09月06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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／合成樹脂塗装／ポリエチレン系樹脂・
水酸化アルミニウム充てん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
(一財)建材試験センター NM-4174-1(1) 平成28年09月06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

酢酸ビニル樹脂系塗装ガラス繊維不織布張／フェノール系樹脂混入ガ
ラス繊維板 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-4312 平成28年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／ステンレス鋼板 東海カラー株式会社 福岡県北九州市若松区大字安
瀬1 (一財)建材試験センター NM-4305 平成28年08月29日

合成樹脂塗装／ステンレス鋼板 東海カラー株式会社 福岡県北九州市若松区大字安
瀬1 (一財)建材試験センター NM-4304 平成28年08月29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／基材（不燃
材料（金属板を除く）） 住友理工株式会社 愛知県小牧市東三丁目1番地 (一財)建材試験センター NM-4303 平成28年08月29日

ポリエチレン樹脂系フィルム・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・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

東京都港区芝5-1-2
SC芝ビルディング (一財)建材試験センター NM-4302 平成28年08月29日

セメント塗材塗／ロックウール混入セメント板・硬質ウレタンフォー
ム張／基材（不燃材料（金属板）） 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-4299 平成28年08月29日

セメント塗材塗／ロックウール混入セメント板・硬質ウレタンフォー
ム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 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-4298 平成28年08月29日

せっこうボード裏張／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)日本建築総合試験所 NM-4297(2) 平成28年08月26日

せっこうボード裏張／合成樹脂塗装鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4297(1) 平成28年08月26日

ポリエチレンテレフタレート樹脂・アルミニウムはく・ポリエチレン樹脂複
合フィルム張／ナイロンモノフィラメント入亜鉛めっき鋼板付・ポリエステ
ル系樹脂シート裏張／炭水化物系樹脂混入ガラス繊維板

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-4296 平成28年08月12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・ポリエステル系樹脂シート裏張／炭水化物系樹脂混入ガラス繊維板 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-4295 平成28年08月12日

けい酸マグネシウム混抄紙
凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都港区芝浦3-19-26
トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4294 平成28年08月12日

クラフト紙張／けい酸マグネシウム混抄紙
凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都港区芝浦3-19-26
トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4293 平成28年08月12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 旭コンステック株式会社 愛知県あま市乙之子八反田12 (一財)建材試験センター NM-4292 平成28年08月12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 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-4291 平成28年08月12日

アクリル樹脂系塗装／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-4290 平成28年08月12日

ポリエステル樹脂系フィルム張／せっこうボード裏張／合成樹脂塗装
鋼板

スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29
(一財)ベターリビング NM-4289 平成28年08月03日

株式会社 岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸1丁
目4番1号 天理ビル19階
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／せっこうボード裏張／合成樹脂塗装鋼
板

スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29
(一財)ベターリビング NM-4288 平成28年08月03日

株式会社 岡村製作所 神奈川県横浜市西区北幸1丁
目4番1号 天理ビル19階

アルカリケイ酸塩系塗装／鋼板 株式会社 山形メタル 山形県新庄市大字福田字福田
山711番地17 (一財)ベターリビング NM-4287 平成28年08月03日

アルカリケイ酸塩系塗装／アルミニウム合金板 株式会社 山形メタル 山形県新庄市大字福田字福田
山711番地17 (一財)ベターリビング NM-4286 平成28年08月03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 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4285 平成28年08月03日

ポリイソシアヌレートフォーム裏張／鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県加須市正能3-7 (一財)ベターリビング NM-4284(2) 平成28年08月03日

ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県加須市正能3-7 (一財)ベターリビング NM-4284(1) 平成28年08月03日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／ガラス繊維混抄紙 株式会社オクジュー 大阪府大阪市北区西天満5-3-
7 (一財)建材試験センター NM-4283(2) 平成28年08月01日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／酢酸ビニル樹脂系塗
装ガラス繊維混抄紙 株式会社オクジュー 大阪府大阪市北区西天満5-3-

7 (一財)建材試験センター NM-4283(1) 平成28年08月01日

ほう素系薬剤処理スギ材重板 株式会社セルフネン 福井県坂井市丸岡町猪爪5-11
4 (一財)日本建築総合試験所 NM-4252(2) 平成28年08月01日

両面ウレタン系樹脂塗装／ほう素系薬剤処理スギ材重板 株式会社セルフネン 福井県坂井市丸岡町猪爪5-11
4 (一財)日本建築総合試験所 NM-4252(1) 平成28年08月01日

ポリエステル樹脂系不織布充てん／ガラスクロス 帝人株式会社 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-4271 平成28年07月29日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） リーズ株式会社 東京都渋谷区初台1-14-8
初台ビル3F (一財)建材試験センター NM-4270 平成28年07月29日

パルプ・ポリプロピレン繊維混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-4282(2) 平成28年07月27日

合成樹脂塗装／パルプ・ポリプロピレン繊維混入けい酸カルシウム板 倉敷紡績株式会社
化成品事業部

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-4282(1) 平成28年07月27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-4281 平成28年07月27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／アルミニウム
合金板 三協立山株式会社 富山県高岡市早川70 (一財)日本建築総合試験所 NM-4280 平成28年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2

丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-4279 平成28年07月27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 リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 NM-4278 平成28年07月27日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 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-4277 平成28年07月27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
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4276 平成28年07月27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

番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4275 平成28年07月27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）） 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-4274 平成28年07月27日

合成樹脂塗装ポリエステ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

凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都港区芝浦3-19-26
トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4273 平成28年07月27日

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-4272 平成28年07月27日

水酸化アルミニウム混入セメント塗材塗／ポリイソシアヌレートフォ
ーム吹付／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)ベターリビング NM-4264 平成28年07月19日

水酸化アルミニウム混入セメント塗材塗／硬質ウレタンフォーム吹付
／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)ベターリビング NM-4263 平成28年07月19日

合成樹脂塗装／パルプ混入セメント板 神島化学工業株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1-3-
15　JEI西本町ビル6階 (一財)建材試験センター NM-4269 平成28年07月15日

ガラス繊維・セルロース繊維不織布裏張／エポキシ・ポリエステル系
共重合樹脂塗装アルミニウム合金板 フジデン株式会社 大阪府大阪市中央区備後町3

丁目2番8号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4266 平成28年06月13日

炭酸カルシウム・水酸化カルシウム系塗材塗／基材(不燃材料(金属板を
除く)) 株式会社沖坤 沖縄県名護市字久志521番地

の1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4265 平成28年06月13日

けい藻土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)) 株式会社 テクノフロンティア 大阪府門真市江端町6-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-4262 平成28年06月10日

シリカ系鉱物混入化石サンゴ系塗材塗／基材(不燃材料(金属板を除く)) 日本熱サイフォン株式会社 熊本県上益城郡益城町宮園79
5-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4261 平成28年06月10日

木粉混入でん粉系塗材・せっこう系塗材塗／基材（不燃材料（金属板
を除く）） ヤマガタヤ産業株式会社 岐阜県羽島郡岐南町みやまち

1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4260 平成28年06月10日

木粉混入でん粉系塗材・せっこう系塗材塗／基材（不燃材料（金属板
を除く）） ヤマガタヤ産業株式会社 岐阜県羽島郡岐南町みやまち

1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4259 平成28年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／基材(不燃材料(金属板を除く)) ＴＯＴＯ株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島
2-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4258 平成28年06月10日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／片面合成樹脂塗装鋼板／片面
鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県加須市正能3-7 (一財)ベターリビング NM-4257(3) 平成28年05月27日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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)ベターリビング NM-4257(2) 平成28年05月27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 スタイロ加工株式会社 埼玉県加須市正能3-7 (一財)ベターリビング NM-4257(1) 平成28年05月27日

ガラス系塗装／基材(不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く)) 亀村木材株式会社 千葉県香取市佐原イ3840 (一財)ベターリビング NM-4256 平成28年05月27日

塩化ビニル樹脂系フィルム・アルミニウム合金板張／グラスウール板 株式会社セラーズ 埼玉県さいたま市浦和区岸町
1-12-13 (一財)ベターリビング NM-4037-1 平成28年05月27日

塩化ビニル樹脂系フィルム・アルミニウム合金板・水酸化アルミニウ
ム混抄紙ペーパーコア張／グラスウール板 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)ベターリビング NM-4036-1 平成28年05月27日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／せっこうボード裏張
／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／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 NM-4000-2 平成28年05月27日

合成樹脂系塗装／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／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 NM-4255 平成28年05月24日

アクリル樹脂系塗装ガラス繊維不織布張／アクリル樹脂混入グラスウ
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-4254 平成28年05月12日

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂混入けい藻土塗材塗／基材（不燃材料
（金属板を除く）） 株式会社リバースジャパン 新潟県新潟市秋葉区新津東町

1丁目1628-1 (一財)建材試験センター NM-4253 平成28年05月12日

合成樹脂塗装／無機りん系薬剤・パルプ繊維・炭酸カルシウム混入／
ガラス繊維シート 野原産業株式会社 東京都新宿区新宿1-1-11 (一財)日本建築総合試験所 NM-4251 平成28年05月12日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 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-4250 平成28年05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）） 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-4249 平成28年05月12日

合成樹脂塗装／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-4093-1 平成28年05月12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-3128-1 平成28年05月12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
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレンフォーム張／両面ポリエステル
樹脂系塗装鋼板 株式会社 稲葉製作所 東京都大田区矢口2-5-25 (一財)ベターリビング NM-4248 平成28年04月19日

繊維混入けい酸カルシウム板入ポリスチレンフォーム裏張／繊維混入
けい酸カルシウム板 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)ベターリビング NM-4247 平成28年04月19日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材(不燃材料(金属板を除く)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4246 平成28年04月19日

両面ポリエステル樹脂系不織布張／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-4245 平成28年04月04日

孔あき両面ボード用原紙張せっこう板張／ガラス繊維混抄紙 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-4244(2) 平成28年04月04日

合成樹脂塗装／孔あき両面ボード用原紙張せっこう板張／ガラス繊維
混抄紙 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-4244(1) 平成28年04月04日

木粉混入でん粉系塗材・せっこう系塗材塗／基材(不燃材料(金属板を除
く)) ヤマガタヤ産業株式会社 岐阜県羽島郡岐南町みやまち

1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-4243 平成28年03月24日

ロックウール保温材裏張／せっこうボード
クボタシーアイ株式会社 大阪府大阪市浪速区敷津東1

丁目2番47号
(一財)日本建築総合試験所 NM-4242(2) 平成28年03月24日

RDZ S.p.a. Viale Trento,101　33077
SACILE(Pn) Italy

ポリブテン管入ロックウール保温材裏張／せっこうボード
クボタシーアイ株式会社 大阪府大阪市浪速区敷津東1

丁目2番47号
(一財)日本建築総合試験所 NM-4242(1) 平成28年03月24日

RDZ S.p.a. Viale Trento,101　33077
SACILE(Pn) Italy

天然石張／アルミニウム合金板 マーブライト株式会社 東京都目黒区洗足2-7-5 (一財)建材試験センター NM-4241 平成28年03月24日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／両面合成樹脂塗装溶融亜鉛め
っき鋼板 東海ハウス株式会社 香川県綾歌郡綾川町北620-1 (一財)建材試験センター NM-4240 平成28年03月24日

ポリプロピレ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 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-4239 平成28年03月24日

ジアリルフタレート系樹脂塗装化粧紙張／アクリルウレタン系樹脂塗
装／繊維強化セメント板 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)日本建築総合試験所 NM-4238 平成28年03月24日

ウレタン系樹脂塗装紙表張／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 株式会社インパクト 千葉県成田市三里塚193-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4237(2) 平成28年03月24日

ウレタン系樹脂塗装紙表張／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 株式会社インパクト 千葉県成田市三里塚193-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4237(1) 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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 株式会社エドトク 埼玉県加須市新利根1-1-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-4236(2) 平成28年03月24日

ウレタン系樹脂塗装紙表張／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 株式会社エドトク 埼玉県加須市新利根1-1-2 (一財)日本建築総合試験所 NM-4236(1) 平成28年03月24日

合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 三協立山株式会社 富山県高岡市早川70 (一財)日本建築総合試験所 NM-4235(2) 平成28年03月24日

両面合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 三協立山株式会社 富山県高岡市早川70 (一財)日本建築総合試験所 NM-4235(1) 平成28年03月24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／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)ベターリビング NM-4209 平成28年03月24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-3461-1 平成28年03月24日

けい藻土・消石灰系塗材塗／基材（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日本大通
15　横浜朝日会館8F (一財)建材試験センター NM-4234 平成28年03月17日

アクリル系樹脂・メチルセルロース混入石炭灰塗材塗／基材（不燃材
料（せっこうボード、金属板を除く）） 岡本興産株式会社 北海道札幌市手稲区富岡２条

３丁目１６番１５号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4233 平成28年03月17日

アクリル系樹脂・メチルセルロース混入石炭灰塗材塗／基材（不燃材
料（金属板）） 岡本興産株式会社 北海道札幌市手稲区富岡２条

３丁目１６番１４号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4232 平成28年03月17日

アクリル系樹脂・メチルセルロース混入石炭灰塗材塗／基材（不燃材
料（金属板を除く）） 岡本興産株式会社 北海道札幌市手稲区富岡２条

３丁目１６番１３号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4231 平成28年03月17日

アクリル系樹脂・メチルセルロース混入水酸化アルミニウム塗材塗／
ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材（不燃材料（金属板）） 岡本興産株式会社 北海道札幌市手稲区富岡２条

３丁目１６番１２号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4230 平成28年03月17日

アクリル系樹脂・メチルセルロース混入水酸化アルミニウム塗材塗／ポ
リイソシアヌレートフォーム吹付／基材（不燃材料（金属板を除く）） 岡本興産株式会社 北海道札幌市手稲区富岡２条

３丁目１６番１１号
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4229 平成28年03月17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 ＤＩＣ株式会社 東京都板橋区坂下三丁目35番
58号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4228 平成28年03月17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 東京都板橋区坂下三丁目35番
58号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4227 平成28年03月17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 東京都板橋区坂下三丁目35番
58号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4226 平成28年03月17日

アルミニウムはく・補強シート張／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　神田三菱ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-4225 平成28年03月17日

珪砂・けい酸ナトリウム板 未来工業株式会社 岐阜県安八郡輪之内町楡俣16
95-1 (一財)ベターリビング NM-4224 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／アクリル系樹脂含浸紙壁紙張／基材(不
燃材料(金属板)) 山天東リ株式会社 富山県南栃市岩木45 (一財)日本建築総合試験所 NM-3959-1 平成28年03月17日

アクリルウレタン系樹脂塗装／アクリル系樹脂含浸紙壁紙張／基材(不
燃材料(金属板を除く)) 山天東リ株式会社 富山県南栃市岩木45 (一財)日本建築総合試験所 NM-3958-1 平成28年03月17日

塩化ビニル樹脂系被覆ガラス繊維クロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区麹町2-4-1 (一財)ベターリビング NM-4223 平成28年03月10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 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4222(2) 平成28年03月10日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／片面アルミニウム
合金板／片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 (一財)ベターリビング NM-4222(1) 平成28年03月10日

合成樹脂塗装／けい酸ナトリウム系裏面塗装／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-3593-1(2) 平成28年02月23日

合成樹脂塗装／ウレタン樹脂系裏面塗装／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-3593-1(1) 平成28年02月23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-3561-1 平成28年02月23日

アクリル系樹脂塗装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／両面薄葉紙張アルミニウムはく裏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

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4220 平成28年02月12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-4219 平成28年02月12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-4218 平成28年02月12日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／片面合成樹脂系塗装鋼板／片
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)ベターリビング NM-4221(5) 平成28年02月02日

ポリイソシアヌレートフォーム充てん／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)ベターリビング NM-4221(4) 平成28年02月02日

ポリ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 スタイロ加工株式会社 埼玉県加須市正能3-7 (一財)ベターリビング NM-4221(3) 平成28年02月02日

ポリイソシアヌレートフォーム裏張／鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県加須市正能3-7 (一財)ベターリビング NM-4221(2) 平成28年02月02日

ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂系塗装鋼板 スタイロ加工株式会社 埼玉県加須市正能3-7 (一財)ベターリビング NM-4221(1) 平成28年02月02日

両面アルミニウム合金はく・ガラスクロス張／グラスウール保温板 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-4217 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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不織布裏張／ガラスクロス 帝人株式会社 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-4216 平成28年02月02日

合成樹脂系フィルム張ガラス不織布・ポリイソシアヌレートフォーム
裏張／合成樹脂系塗装溶融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)ベターリビング NM-4215(3) 平成28年02月02日

合成樹脂系フィルム張ガラス不織布・鋼板・ポリイソシアヌレートフォ
ーム裏張／合成樹脂系塗装溶融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)ベターリビング NM-4215(2) 平成28年02月02日

合成樹脂系フィルム張ガラス不織布・塗装溶融亜鉛めっき鋼板・ポリイソシ
アヌレートフォーム裏張／合成樹脂系塗装溶融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)ベターリビング NM-4215(1) 平成28年02月02日

塩化ビニル樹脂系被覆ガラス繊維クロス 日東紡績株式会社 東京都千代田区麹町2-4-1 (一財)ベターリビング NM-4214 平成28年02月02日

アクリル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏
面塗装／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 (一財)ベターリビング NM-4213 平成28年02月02日

フェノール樹脂・ポリスチレンフォーム充てん／両面アルミニウム合
金はく サンワイズ株式会社 静岡県静岡市清水区興津中町

848 (一財)建材試験センター NM-4212 平成28年02月02日

フェノール樹脂・ポリスチレンフォーム充てん／両面アルミニウム合
金はく 株式会社永和マテックス 大阪府八尾市上尾町4-1-7 (一財)建材試験センター NM-4211 平成28年02月02日

アクリルウレタン樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社トータルサービス 東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル45F (一財)建材試験センター NM-4210 平成28年02月02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-4192 平成28年02月02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 スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4188 平成28年02月02日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス
日本カーバイド工業株式会社 東京都港区港南2-16-2

太陽生命品川ビル22階
(一財)ベターリビング NM-3216-1(2) 平成28年02月02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

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

日本カーバイド工業株式会社 東京都港区港南2-16-2
太陽生命品川ビル22階

(一財)ベターリビング NM-3216-1(1) 平成28年02月02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

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

日栄化工株式会社 大阪府東大阪市若江東町6-1-
33

(一財)ベターリビング NM-3122-1 平成28年02月02日
三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／片面塩化ビニル樹脂系フ
ィルム張・合成樹脂系塗装アルミニウム合金板／片面合成樹脂系塗装アルミ
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-3122-1 平成28年02月02日

両面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-3084-1(2) 平成28年02月02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

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-3084-1(1) 平成28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)) 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4208 平成28年01月21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)） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4207 平成28年01月21日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料(金属板)） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4206 平成28年01月21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)） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 NM-4205 平成28年01月21日

両面ポリエチレン系樹脂フィルム張／ロックウール板 ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀1-6-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4204 平成28年01月21日

両面ポリエチレン系樹脂フィルム張／ロックウール板 ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀1-6-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4203 平成28年01月21日

酸化カルシウム・酸化アルミニウム混入二酸化けい素板 小松精練株式会社 石川県能美市浜町ヌ167 (一財)建材試験センター NM-4202(2) 平成28年01月21日

アクリル樹脂系塗装／酸化カルシウム・酸化アルミニウム混入二酸化
けい素板 小松精練株式会社 石川県能美市浜町ヌ167 (一財)建材試験センター NM-4202(1) 平成28年01月21日

酸化カルシウム・酸化アルミニウム混入二酸化けい素板 小松精練株式会社 石川県能美市浜町ヌ167 (一財)建材試験センター NM-4201(2) 平成28年01月21日

アクリル樹脂系塗装／酸化カルシウム・酸化アルミニウム混入二酸化
けい素板 小松精練株式会社 石川県能美市浜町ヌ167 (一財)建材試験センター NM-4201(1) 平成28年01月21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／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-4200 平成28年01月21日

アクリル樹脂系塗装ガラス繊維混入水酸化アルミニウム混抄紙張／基
材（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 NM-4199 平成28年01月21日

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
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3-3-

3 (一財)建材試験センター NM-4198 平成28年01月21日

両面ボード用原紙張せっこう板裏張／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
丁目2番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4197 平成28年01月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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-4196 平成28年01月21日

水酸化アルミニウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面合成樹脂塗装亜
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-4195 平成28年01月21日

ウレタン樹脂系塗装パルプ紙・スチールはく張／両面ウレタン樹脂系
塗装／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板 有限会社イマヤマ 福岡県大川市榎津103-2 (一財)建材試験センター NM-4194(4) 平成28年01月21日

ウレタン樹脂系塗装パルプ紙・スチールはく張／両面セルロース紙張ポリエ
チレン樹脂シート裏張／両面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

有限会社イマヤマ 福岡県大川市榎津103-2 (一財)建材試験センター NM-4194(3) 平成28年01月21日

ウレタン樹脂系塗装両面パルプ紙張ポリエチレン樹脂系フィルム・スチール
はく張／両面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 有限会社イマヤマ 福岡県大川市榎津103-2 (一財)建材試験センター NM-4194(2) 平成28年01月21日

ウレタン樹脂系塗装両面パルプ紙張ポリエチレン樹脂系フィルム・スチール
はく張／両面セルロース紙張ポリエチレン樹脂シート裏張／両面ウレタン樹
脂系塗装／ガラス繊維ネット入酸化マグネシウム板

有限会社イマヤマ 福岡県大川市榎津103-2 (一財)建材試験センター NM-4194(1) 平成28年01月21日

ウレタン樹脂系塗装パルプ紙張／両面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 有限会社イマヤマ 福岡県大川市榎津103-2 (一財)建材試験センター NM-4193(4) 平成28年01月21日

ウレタン樹脂系塗装パルプ紙張／両面セルロース紙張ポリエチレン樹脂シー
ト裏張／両面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 有限会社イマヤマ 福岡県大川市榎津103-2 (一財)建材試験センター NM-4193(3) 平成28年01月21日

ウレタン樹脂系塗装両面パルプ紙張ポリエチレン樹脂系フィルム張／
両面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 有限会社イマヤマ 福岡県大川市榎津103-2 (一財)建材試験センター NM-4193(2) 平成28年01月21日

ウレタン樹脂系塗装両面パルプ紙張ポリエチレン樹脂系フィルム張／両面セ
ルロース紙張ポリエチレン樹脂シート裏張／両面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

有限会社イマヤマ 福岡県大川市榎津103-2 (一財)建材試験センター NM-4193(1) 平成28年01月21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2-7-

18 (一財)ベターリビング NM-4191 平成27年12月25日

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

三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1
(一財)ベターリビング NM-4190 平成27年12月25日

スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29

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)) スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4189 平成27年12月25日

アクリル樹脂系塗装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 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4187 平成27年12月25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番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4186 平成27年12月25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 東京都千代田区麹町2-4-1 (一財)建材試験センター NM-4185 平成27年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／せっこう板 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)建材試験センター NM-4184 平成27年12月18日

ロックウール保温板充てん／両面鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4183(3) 平成27年12月18日

ロックウール保温板充てん／片面合成樹脂塗装鋼板／片面鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-4183(2) 平成27年12月18日

ロックウール保温板充てん／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1-15-2
9 (一財)日本建築総合試験所 NM-4183(1) 平成27年12月18日

ロックウール保温板充てん／両面鋼板 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-4182(3) 平成27年12月18日

ロックウール保温板充てん／片面合成樹脂塗装鋼板／片面鋼板 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-4182(2) 平成27年12月18日

ロックウール保温板充てん／両面合成樹脂塗装鋼板 株式会社　淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-
1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4182(1) 平成27年12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）） LG Hausys，Ltd.
〒158-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-4181 平成27年12月10日

黒鉛混入合成樹脂繊維混抄紙裏張／両面ポリエステル系樹脂塗装穴あ
きアルミニウム合金板 株式会社　トヨックス 富山県黒部市前沢4371 (一財)日本建築総合試験所 NM-4180 平成27年12月10日

両面塩化ビニル・アクリル共重合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-4179 平成27年12月10日

アクリル系樹脂塗装／ステンレス鋼板 アキレス株式会社 東京都新宿区北新宿2丁目21
番1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4178 平成27年12月10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

Ｗｏｏｓｈｉｎ　Ａｐｅｃ
Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

大韓民国釜山市江西区松亭洞
1640-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4177 平成27年12月10日

りん・窒素系化合物混入アクリル系樹脂塗装／和紙壁紙張／基材(不燃
材料(金属板を除く)) 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 NM-4176 平成27年12月10日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面ポリ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-4171 平成27年12月10日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面ポリ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-4170 平成27年12月10日

ウレタン樹脂系処理紙張／両面ウレタン樹脂系塗装／パルプ混入／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 (一財)建材試験センター NM-4169 平成27年12月10日

両面合成樹脂塗装／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-2760-1 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・ポリプロピレン樹脂系フィルム張／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-4168 平成27年12月09日

塩化ビニル樹脂系フィルム・アルミニウム合金板張／グラスウール板 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)ベターリビング NM-4167 平成27年12月09日

両面ポリエチレン系樹脂フィルム張／フェノール系樹脂混入グラスウ
ールフェルト

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 (一財)日本建築総合試験所 NM-4166 平成27年12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)) 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)日本建築総合試験所 NM-4165 平成27年12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)) 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)日本建築総合試験所 NM-4164 平成27年12月09日

アクリル樹脂系塗装ポリエステル樹脂系フィルム張／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-4163 平成27年12月09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-4162 平成27年12月09日

ポリエチレン系樹脂混入水酸化マグネシウム板充てん／両面ポリエス
テル樹脂系塗装アルミニウム合金板 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)建材試験センター NM-4161 平成27年11月20日

アクリル樹脂系塗装／裏面酢酸ビニル樹脂系塗装／両面ロックウール
板張／火山性ガラス質堆積物板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4160 平成27年11月20日

アクリル樹脂系塗装／水酸化アルミニウム混入ロックウール板張／裏面
ロックウール板張／水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4159 平成27年11月20日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2182-3 (一財)建材試験センター NM-4158 平成27年11月20日

りん窒素・硫黄系薬剤処理ポリエステル繊維織物壁紙張／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-4157 平成27年11月18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-4156 平成27年11月18日

シリコーン系樹脂・エポキシ系樹脂塗装／基材(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丁目14番18号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4155 平成27年11月18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 (一財)日本建築総合試験所 NM-4154 平成27年11月18日

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-4153 平成27年11月18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 (一財)日本建築総合試験所 NM-4152 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／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 東京都千代田区丸の内1-1-1
(一財)建材試験センター NM-4175(4) 平成27年11月10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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面合成樹脂塗装／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 東京都千代田区丸の内1-1-1
(一財)建材試験センター NM-4175(3) 平成27年11月10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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／合成樹脂塗装／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 東京都千代田区丸の内1-1-1
(一財)建材試験センター NM-4175(2) 平成27年11月10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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装／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 東京都千代田区丸の内1-1-1
(一財)建材試験センター NM-4175(1) 平成27年11月10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

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
(一財)建材試験センター NM-4174(4) 平成27年11月10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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／裏面合成樹脂塗装／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 東京都千代田区丸の内1-1-1
(一財)建材試験センター NM-4174(3) 平成27年11月10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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／合成樹脂塗装／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 東京都千代田区丸の内1-1-1
(一財)建材試験センター NM-4174(2) 平成27年11月10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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／両面合成樹脂塗装／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 東京都千代田区丸の内1-1-1
(一財)建材試験センター NM-4174(1) 平成27年11月10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

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社ミマキエンジニアリ
ング 長野県東御市滋野乙2182-3 (一財)建材試験センター NM-4173 平成27年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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）） 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)建材試験センター NM-4172 平成27年11月10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-4151 平成27年10月29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 アイケーシー株式会社 大阪府大阪市東淀川区淡路4

丁目3-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-4150 平成27年10月29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-4149 平成27年10月21日

パルプ紙張／裏面ウレタン樹脂系塗装／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-4148(3) 平成27年10月21日

パルプ紙張／合成樹脂塗装／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-4148(2) 平成27年10月21日

パルプ紙張／合成樹脂塗装／裏面ウレタン樹脂系塗装／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-4148(1) 平成27年10月21日

酸化カルシウム混入ロックウール板 株式会社万象ホールディング
ス 埼玉県八潮市大瀬1-10-2 (一財)建材試験センター NM-4147 平成27年10月21日

酸化カルシウム混入ロックウール板 耐火被覆工業協同組合 埼玉県八潮市大瀬1-10-2 (一財)建材試験センター NM-4146 平成27年10月21日

りん系薬剤混入／ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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)日本建築総合試験所 NM-4145 平成27年10月21日

ポリエステル系樹脂フィルム張／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
トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4144(4) 平成27年10月21日

アクリル系樹脂塗装／ポリエステル系樹脂フィルム張／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

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4144(3) 平成27年10月21日

ポリエステル系樹脂フィルム張／合成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
トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4144(2) 平成27年10月21日

アクリル系樹脂塗装／ポリエステル系樹脂フィルム張／合成樹脂塗装
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

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4144(1) 平成27年10月21日

ポリエステル系樹脂フィルム張／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
トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4143(4) 平成27年10月21日

アクリル系樹脂塗装／ポリエステル系樹脂フィルム張／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

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4143(3) 平成27年10月21日

ポリエステル系樹脂フィルム張／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

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4143(2) 平成27年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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張／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

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4143(1) 平成27年10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 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-4142 平成27年10月21日

フッ素系樹脂塗装／和紙壁紙張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 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 NM-4141 平成27年10月21日

ポリエステル樹脂系フィルム・裏面エポキシ樹脂系塗装鋼板張／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-4140 平成27年10月19日

両面アルミニウム合金はく張／ガラスクロス
SAN MIGUEL YAMAMURA
WOVEN PRODUCTS. SDN.
BHD

LOTS 9&10, JALAN USAHA 4, AYER
KEROH INDUSTRIAL ESTATE,
75450 MELAKA, MALAYSIA

(一財)建材試験センター NM-4139 平成27年10月19日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系不織布張／ポリスチレン樹脂系発
泡板充てん両面アルミニウム合金はく 積水化成品工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-

4 (一財)建材試験センター NM-4138 平成27年10月19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丁目12番2号 (一財)建材試験センター NM-4136 平成27年10月19日

両面合成樹脂塗装鋼板張／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-2784-1 平成27年10月19日

ポリエチ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データテクノ 埼玉県蕨市錦町4-5-1 (一財)建材試験センター NM-4137 平成27年10月09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
／裏面エポキシ樹脂系塗装／鋼板 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)建材試験センター NM-4135 平成27年10月09日

セルロースファイバー混入硬質ゼオライト・けい藻土系塗材塗／基材
（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社シンユー 神奈川県川崎市宮前区水沢3-

3-17 (一財)建材試験センター NM-4134 平成27年10月09日

ウレタン樹脂系塗装／アクリル系樹脂混抄紙張／アクリル樹脂系塗装／両面
水酸化アルミニウム混入ロックウール板張／水酸化アルミニウム混入火山性
ガラス質堆積物板

大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4133 平成27年10月09日

アクリル樹脂系塗装／両面水酸化アルミニウム混入ロックウール板張
／水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4132 平成27年10月09日

アクリル樹脂系塗装／両面水酸化アルミニウム混入ロックウール板張
／水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-4131 平成27年10月09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
新東京ビル (一財)ベターリビング NM-4128(2) 平成27年10月09日

合成樹脂塗装ボード用原紙張／ボード用原紙裏張／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)ベターリビング NM-4128(1) 平成27年10月09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
新東京ビル (一財)ベターリビング NM-4127 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4126 平成27年10月09日

せっこうボード裏張／合成樹脂塗装鋼板 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)ベターリビング NM-4125(2) 平成27年10月09日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／せっこうボード裏張／合成樹脂塗装鋼
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)ベターリビング NM-4125(1) 平成27年10月09日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／せっこうボード裏張／合成樹脂塗装鋼
板 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1 (一財)ベターリビング NM-4124 平成27年10月09日

ポリエステル樹脂系不織布・アルミニウム合金はく・ポリエステル樹脂系フ
ィルム張／裏面ポリエステル樹脂系不織布張／二酸化けい素系繊維フェルト ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀1-6-1 (一財)建材試験センター NM-4117 平成27年09月11日

薄葉紙裏張ウレタン系樹脂塗装ウレタン系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹
脂混入炭酸カルシウム系シート張／ガラス繊維不織布張ガラス繊維クロス 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-4123 平成27年09月09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
（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)日本建築総合試験所 NM-4122 平成27年09月09日

ポリエステル系樹脂塗装／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-4121 平成27年09月09日

りん系薬剤混入／ポリイソシアヌレートフォーム板 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-4120 平成27年09月09日

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 (一財)日本建築総合試験所 NM-4119(4) 平成27年09月09日

両面シリコーン系樹脂塗装／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 (一財)日本建築総合試験所 NM-4119(3) 平成27年09月09日

フェノール系樹脂処理ガラスチョップドストランドマット裏張／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 (一財)日本建築総合試験所 NM-4119(2) 平成27年09月09日

両面シリコーン系樹脂塗装／フェノール系樹脂処理ガラスチョップド
ストランドマット裏張／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 (一財)日本建築総合試験所 NM-4119(1) 平成27年09月09日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／グラスウール吸音材 昭和電線デバイステクノロジ
ー株式会社

神奈川県相模原市中央区南橋
本4-1-1 (一財)ベターリビング NM-4118 平成27年09月09日

炭水化物系樹脂混入ガラス繊維板 KCC CORPORATION Seocho-Dong,Seocho-
Gu,137-703,Korea (一財)ベターリビング NM-3963-1(2) 平成27年09月09日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／炭水化物系樹脂混入ガラス繊維
板 KCC CORPORATION Seocho-Dong,Seocho-

Gu,137-703,Korea (一財)ベターリビング NM-3963-1(1) 平成27年09月09日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／片面塩化ビニル樹脂系フ
ィルム張・合成樹脂系塗装アルミニウム合金板／片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 東京都千代田区丸の内 1-1-1 (一財)ベターリビング NM-4116 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／片面塩化ビニル樹脂系フ
ィルム張・合成樹脂系塗装アルミニウム合金板／片面合成樹脂系塗装アルミ
ニウム合金板

スリーエムジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-4116 平成27年08月19日

りん酸水素二アンモニウム系・硫酸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-4115(3) 平成27年08月19日

りん酸水素二アンモニウム系・硫酸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-4115(2) 平成27年08月19日

りん酸水素二アンモニウム系・硫酸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-4115(1) 平成27年08月19日

りん酸系薬剤処理和紙壁紙張／基材（不燃材料（金属板を除く）） Wajue 東京都豊島区高田1-11-5 (一財)建材試験センター NM-4114 平成27年08月19日

両面ポリエステル樹脂系塗装／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-4113 平成27年08月19日

セルロースファイバー混入白土塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除
く）） 株式会社ゼオ 北海道札幌市白石区菊水１条

４丁目１ー５
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-4097 平成27年08月19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 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター NM-4096(2) 平成27年08月19日

合成樹脂塗装／両面ボード用原紙張せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター NM-4096(1) 平成27年08月19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-4095(3) 平成27年08月19日

ウレタン樹脂系塗装パルプ紙張／両面合成樹脂塗装／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-4095(2) 平成27年08月19日

ウレタン樹脂系塗装ポリエチレン樹脂系フィルム入パルプ紙張／両面
合成樹脂塗装／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-4095(1) 平成27年08月19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)日本建築総合試験所 NM-4094 平成27年08月19日

合成樹脂塗装／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-4093 平成27年08月19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本町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター NM-2977-1 平成27年08月19日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 LG Hausys.Ltd
One IFC 23 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-Gu, Seoul,
Korea

(一財)建材試験センター NM-4130 平成27年08月07日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 株式会社中部コーポレーショ
ン

三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂
ヶ峰1533-1 (一財)建材試験センター NM-4129 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ガラス繊維系シート張／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　神田三菱ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-4112 平成27年08月07日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(不燃材料(金属板)) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4111 平成27年08月07日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(不燃材料(金属板)) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4110 平成27年08月07日

漆系塗装／銀箔張／塩化ビニル樹脂系フィルム張／不燃材料(金属板を
除く) 株式会社Duco 東京都町田市東玉川学園2-29

-22 (一財)ベターリビング NM-4109(2) 平成27年08月07日

漆系塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／不燃材料(金属板を除く) 株式会社Duco 東京都町田市東玉川学園2-29
-22 (一財)ベターリビング NM-4109(1) 平成27年08月07日

ポリエステル樹脂系布張／グラスウール保温板 稲葉建設株式会社 東京都中野区弥生町2-19-9 (一財)ベターリビング NM-4107 平成27年08月07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番地
21 (一財)ベターリビング NM-4104 平成27年08月07日

水酸化アルミニウム混入塩化ビニル樹脂系発泡板 上海産宝実業有限公司 上海四平路778号1106 (一財)建材試験センター NM-4103 平成27年08月07日

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-4101 平成27年08月07日

ガラスクロス裏張アクリル系樹脂塗装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-4100 平成27年08月07日

アクリル系樹脂塗装／ステンレス鋼板 中川テクノ株式会社 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻
町9番4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4099 平成27年08月07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
面薄葉紙張アルミニウムはく裏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

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4098(2) 平成27年08月07日

アクリル系樹脂塗装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／両面薄葉紙張アルミニウムはく裏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

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4098(1) 平成27年08月07日

アクリル樹脂系塗装／ガラスクロス 株式会社ストラディバリウス
・ジャパン

東京都渋谷区恵比寿西1-10-1
1　フジワラビル6F (一財)建材試験センター NM-4091 平成27年08月07日

ジアリルフタレート系樹脂含浸紙張／両面合成樹脂塗装／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番地 (一財)建材試験センター NM-4090 平成27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／両面合成樹脂塗装溶
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-4089 平成27年08月07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-4088 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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系フィルム張／せっこうボード裏張
／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／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 NM-4000-1 平成27年08月07日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張ガラスクロス スリーエムジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-3953-1 平成27年08月07日

酢酸ビニル系樹脂混入セメントモルタル板 日本化成株式会社 東京都新宿区歌舞伎町2-3-22 (一財)ベターリビング NM-4092 平成27年07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）） LG Hausys.Ltd
〒158-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-4087 平成27年06月29日

アクリル樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系フィルム張／ガラス繊維ネ
ット入酸化マグネシウム板 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-4079(2) 平成27年06月29日

アクリル樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系フィルム張／ポリエチレンテレ
フタレート樹脂系フィルム裏張／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)建材試験センター NM-4079(1) 平成27年06月29日

フッ素・アクリル系樹脂塗ガラス繊維クロス 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26
トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4078 平成27年06月25日

片面ポリエステル系樹脂フィルム張／片面合成樹脂塗装ポリエステル系樹
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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4077(2) 平成27年06月25日

両面合成樹脂塗装ポリエステ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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4077(1) 平成27年06月25日

ポリエステ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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4076(4) 平成27年06月25日

合成樹脂塗装ポリエステ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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4076(3) 平成27年06月25日

ポリエステル系樹脂フィルム張／両面薄葉紙張ポリエチレン系樹脂フ
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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4076(2) 平成27年06月25日

合成樹脂塗装ポリエステル系樹脂フィルム張／両面薄葉紙張ポリエチレン系
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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4076(1) 平成27年06月25日

片面ポリエステル系樹脂フィルム張／片面合成樹脂塗装ポリエステル系樹
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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4075(2) 平成27年06月25日

両面合成樹脂塗装ポリエステ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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4075(1) 平成27年06月25日

ポリエステ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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4074(4) 平成27年06月25日

合成樹脂塗装ポリエステ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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4074(3) 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／両面薄葉紙張ポリエチレン系樹脂フ
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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4074(2) 平成27年06月25日

合成樹脂塗装ポリエステル系樹脂フィルム張／両面薄葉紙張ポリエチレン系
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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-4074(1) 平成27年06月25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-4073(5) 平成27年06月25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-4073(4) 平成27年06月25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-4073(3) 平成27年06月25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-4073(2) 平成27年06月25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-4073(1) 平成27年06月25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-4072(5) 平成27年06月25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-4072(4) 平成27年06月25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-4072(3) 平成27年06月25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-4072(2) 平成27年06月25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-4072(1) 平成27年06月25日

ナイロンモノフィラメント入亜鉛めっき鋼板付・ポリエステル系樹脂シ
ート裏張／アルミニウムはく・ガラス繊維メッシュ張ガラス繊維マット 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-4086 平成27年06月04日

合成樹脂塗装／マニラ麻繊維クロス張／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-4085 平成27年06月04日

陽極酸化塗装複合皮膜アルミニウム合金押出形材 日軽形材株式会社 岡山県高梁市落合町阿部2100
番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-4084 平成27年06月04日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(不燃材料（金属板
）) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4083 平成27年06月04日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(不燃材料（金属板）) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4082 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社トーコー資材紙商事 福井県越前市塚町10号11番1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4081 平成27年06月04日

ポリ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 株式会社トーコー資材紙商事 福井県越前市塚町10号11番1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4080 平成27年06月04日

合成樹脂フィルム張／鋼板付合成樹脂線入合成樹脂シート裏張／フェ
ノール樹脂混入グラスウールフェルト 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-4038 平成27年06月04日

塩化ビニル樹脂系塗装ポリエステル繊維系クロス張／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-4071 平成27年05月29日

ポリエステル樹脂系不織布張／パルプ混入ロックウールフェルト 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-4070 平成27年05月29日

ポリエステル樹脂系不織布張／パルプ混入ロックウールフェルト 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-4069 平成27年05月29日

アクリル樹脂系塗装／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-4067 平成27年04月24日

ポリスチレンフォーム充てん／両面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)建材試験センター NM-4066 平成27年04月24日

ロックウール混入セメント板・ウレタンフォーム張／基材（不燃材料
（金属板を除く）） 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-4065 平成27年04月24日

ロックウール混入セメント板・ウレタンフォーム張／基材（不燃材料
（金属板）） 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-4064 平成27年04月24日

塩化ビニル樹脂系塗装／二酸化けい素系塗材塗／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 株式会社熊平製作所 広島県広島市南区宇品東2-4-

34 (一財)建材試験センター NM-4063 平成27年04月24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(
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丁

目11番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4068 平成27年04月22日

ポリブテン管入フェノール樹脂混入ロックウール板裏張／せっこうボ
ード

ＲＤＺ Ｓ．ｐ．ａ．
Ｖｉａｌｅ　Ｔｒｅｎｔｏ，101
33077　ＳＡＣＩＬＥ（Ｐｎ）
Ｉｔａｌｙ (一財)日本建築総合試験所 NM-4061 平成27年03月30日

クボタシーアイ株式会社 大阪府大阪市浪速区敷津東1
丁目2番47号

ガラス繊維ネット裏張アルミニウム合金はく・ガラス繊維板張／グラ
スウール保温板 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)日本建築総合試験所 NM-4060 平成27年03月30日

ガラス繊維ネット裏張アルミニウム合金はく・ガラス繊維板張／グラ
スウール保温板 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)日本建築総合試験所 NM-4059 平成27年03月30日

ポリエステル系樹脂フィルム・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丁目17番1
2号(SAビル） (一財)日本建築総合試験所 NM-4058(2) 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・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丁目17番1

2号(SAビル） (一財)日本建築総合試験所 NM-4058(1) 平成27年03月30日

合成樹脂塗装アルミニウム合金板・グラスウール板 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-4057(2) 平成27年03月30日

合成樹脂塗装アルミニウム合金板・ガラス繊維クロス張グラスウール
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-4057(1) 平成27年03月30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鋼
板裏張／塩化ビニル系樹脂フィルム張鋼板 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-4056 平成27年03月30日

アクリル系樹脂塗ポリエステル系樹脂不織布裏張／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 高圧ガス工業株式会社 大阪府大阪市北区中崎西2-4-

12 (一財)日本建築総合試験所 NM-4055 平成27年03月30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
系塗材塗／繊維混入けい酸カルシウム板 太平洋マテリアル株式会社 東京都江東区青海2-4-24

青海フロンティアビル15階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4054 平成27年03月30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
系塗材塗／繊維混入けい酸カルシウム板 株式会社内外テクノス 東京都新宿区市谷本村町1-1

住友市ヶ谷ビル11階 (一財)日本建築総合試験所 NM-4053 平成27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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052(4) 平成27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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052(3) 平成27年03月30日

天然木単板張／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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052(2) 平成27年03月30日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／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 河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町

2-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4052(1) 平成27年03月30日

ガラス繊維不織布入／硫酸カルシウム板 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-4051 平成27年03月30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
サンゴバンビル (一財)建材試験センター NM-4050 平成27年03月30日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス ダイヤプラスフィルム株式会
社

愛知県名古屋市中村区岩塚町
大池2 (一財)ベターリビング NM-4049 平成27年03月30日

アクリル樹脂系塗材塗／ガラス繊維メッシュ入アクリル系樹脂混入セ
メントモルタル板

株式会社
高本コーポレーション 大阪府四条畷市下田原1364-1 (一財)ベターリビング NM-4048 平成27年03月30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 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-4047 平成27年03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-4046 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／塩化ビニル系樹脂フィルム張／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-4045 平成27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 松尾産業株式会社 静岡県静岡市葵区北安東2-6-

26 (一財)日本建築総合試験所 NM-4044(4) 平成27年03月30日

合成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 松尾産業株式会社 静岡県静岡市葵区北安東2-6-

26 (一財)日本建築総合試験所 NM-4044(3) 平成27年03月30日

天然木単板張／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 松尾産業株式会社 静岡県静岡市葵区北安東2-6-

26 (一財)日本建築総合試験所 NM-4044(2) 平成27年03月30日

合成樹脂塗装天然木単板張／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 松尾産業株式会社 静岡県静岡市葵区北安東2-6-

26 (一財)日本建築総合試験所 NM-4044(1) 平成27年03月30日

ポリ塩化ビニル系樹脂フィルム張／アクリル系樹脂塗装アルミニウム
合金板 日幸産業株式会社 大阪府大阪市東住吉区中野4-

4-35 (一財)日本建築総合試験所 NM-4043 平成27年03月30日

ポリエチレンテレフタレート樹脂・塩化ビニル樹脂系フィルム張／ポ
リエステル樹脂系裏面塗装／めっき鋼板 株式会社東国 東京都中央区日本橋茅場町3-

11-10 (一財)建材試験センター NM-4042 平成27年03月30日

イソシアヌレートフォーム・ニトロセルロース樹脂系塗装アルミニウ
ム合金はく裏張／合成樹脂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-4041 平成27年03月30日

天然石張／両面ガラス繊維混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-4040 平成27年03月30日

塩化ビニル樹脂系フィルム・アルミニウム合金板張／グラスウール板 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)ベターリビング NM-4037 平成27年03月30日

塩化ビニル樹脂系フィルム・アルミニウム合金板・水酸化アルミニウ
ム混抄紙ペーパーコア張／グラスウール板 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)ベターリビング NM-4036 平成27年03月30日

両面ビニルエステル系樹脂塗装／ガラス繊維クロス 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)日本建築総合試験所 NM-4035 平成27年03月30日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／ひのき板 ドライウッド上越協同組合 新潟県上越市名立区名立小泊
102-17 (一財)建材試験センター NM-3926 平成27年03月30日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理／ひのき板 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-3925 平成27年03月30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）） スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)日本建築総合試験所 NM-2949-1 平成27年03月30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 神奈川県秦野市曽屋1000番地 (一財)建材試験センター NM-2361-1 平成27年03月30日

ウレタン樹脂系塗装／ガラスクロス 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 NM-4039 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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気泡状コア充てん／両面アルミニウム合金はく 株式会社佐武 福島県本宮市本宮字白川63-1 (一財)建材試験センター NM-4034 平成27年02月24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 株式会社佐武 福島県本宮市本宮字白川63-1 (一財)建材試験センター NM-4033 平成27年02月24日

両面シリコーン樹脂系塗装／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)ベターリビング NM-4032 平成27年02月24日

イソシアヌレートフォーム充てん／片面合成樹脂系塗装鋼板／片面鋼
板 株式会社　向陽アドバンス 宮城県石巻市北村字桑柄四・

17-1 (一財)ベターリビング NM-4031(3) 平成27年02月24日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 株式会社　向陽アドバンス 宮城県石巻市北村字桑柄四・
17-1 (一財)ベターリビング NM-4031(2) 平成27年02月24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 株式会社　向陽アドバンス 宮城県石巻市北村字桑柄四・
17-1 (一財)ベターリビング NM-4031(1) 平成27年02月24日

ふっ素樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社中部コーポレーショ
ン

三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂
ヶ峰1533-1 (一財)建材試験センター NM-4030 平成27年02月16日

グラスウール入臭素・りん系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張
／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-4029 平成27年02月16日
平成30年08月24日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載の訂正のため ［新規認定番号：NM-4759］

グラスウール入りん系薬剤処理ポリエステル繊維織物どんす張／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-4028 平成27年02月16日
平成30年08月24日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載の訂正のため ［新規認定番号：NM-4758］

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム混入ポリエチレン系樹脂・ポ
リエチレン系樹脂充てん／両面裏面エポキシ系樹脂塗装ステンレス鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-4027 平成27年02月16日

鋼線入ポリエステル系樹脂フィルム張／アルミニウムはく SEUNGBO TECH
CO．，LTD．

640、Aegibong -Ro、Tongjin-E
up、Gimpo-City、Gyeonggi-
Do、Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-4026 平成27年02月16日

アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維不織布入水酸化アルミニウム・炭酸
カルシウム混入メラミン系樹脂板 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-4025 平成27年02月16日

アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維不織布入水酸化アルミニウム・炭酸
カルシウム混入メラミン系樹脂板 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-4024 平成27年02月16日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 日本中央研究所株式会社 東京都港区芝浦3-7-12
シグマビル1F (一財)建材試験センター NM-4023 平成27年02月16日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 日本中央研究所株式会社 東京都港区芝浦3-7-12
シグマビル1F (一財)建材試験センター NM-4022 平成27年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリエステル系樹脂塗装／あなあきアルミニウム合金板・ガラスクロ
ス張／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-4021 平成27年02月16日

ポリエステル系樹脂塗装／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-4020 平成27年02月16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-3460-1 平成27年02月16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-3459-1 平成27年02月16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-3458-1 平成27年02月16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-3457-1 平成27年02月16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 スリーエム ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)日本建築総合試験所 NM-3193-1 平成27年02月16日

天然石張／両面ガラス繊維混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-4019 平成27年02月06日

天然石張／ガラス繊維混入ウレタン系樹脂板充てん／両面ガラス繊維
混入ウレタン系樹脂板・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-4018 平成27年02月06日

天然石張／両面ガラス繊維混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-4017 平成27年02月06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-4016 平成27年02月06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-4015 平成27年02月06日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂インフラテック株式
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-4014 平成27年01月27日

両面フッ素樹脂系塗装／ガラスクロス 中興化成工業株式会社 東京都港区赤坂2-11-7
ATT新館10階 (一財)ベターリビング NM-4013 平成27年01月16日

ポリエステル樹脂系塗装／せっこうボード裏張／冷間圧延鋼板 クレストラ株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-53-3
YFL4階 (一財)ベターリビング NM-4012 平成27年01月16日

ジメチルシロキサン・パルプ混入けい酸カルシウム板 日本ケイカル株式会社 静岡県浜松市北区細江町中川
2020番地 (一財)建材試験センター NM-4011 平成27年01月16日

パルプ混入けい酸カルシウム板 日本ケイカル株式会社 静岡県浜松市北区細江町中川
2020番地 (一財)建材試験センター NM-4010 平成27年01月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

窒素りん酸系薬剤処理ペーパーコア充てん／裏面溶融55％アルミニウ
ム-亜鉛合金めっき鋼板／表面ガラス質ほうろう処理鋼板 株式会社セントラルユニ 東京都千代田区西神田二丁目

3番16号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4009 平成27年01月09日

窒素りん酸系薬剤処理ペーパーコア充てん／裏面溶融55％アルミニウ
ム-亜鉛合金めっき鋼板／表面ガラス質ほうろう処理鋼板 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-4008 平成27年01月09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／裏面溶
融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板／表面ガラス質ほうろう処理鋼板 株式会社セントラルユニ 東京都千代田区西神田二丁目

3番16号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4007 平成27年01月09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／裏面溶
融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板／表面ガラス質ほうろう処理鋼板 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-4006 平成27年01月09日

りん系薬剤混入／ポリイソシアヌレートフォーム板 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-4005 平成27年01月09日

陶磁器質タイル張／両面アクリル系樹脂塗装パルプ混入セメント板 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)日本建築総合試験所 NM-4004 平成27年01月09日

ポリエステル樹脂系塗装／エポキシ樹脂系裏面塗装溶融亜鉛めっき鋼
板張／せっこうボード 株式会社イトーキ 東京都中央区入船3-2-10 (一財)建材試験センター NM-3995 平成27年01月09日

アクリルシリコン樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板）） 富士包装資材株式会社 埼玉県さいたま市西区植田谷
本108-3 (一財)建材試験センター NM-3998 平成27年01月07日

両面メラミン樹脂系処理紙・フェノール樹脂系処理ガラス繊維混入水酸
化アルミニウム混抄紙張／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-3997 平成27年01月07日

合成樹脂塗装普通紙張／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 九州アコン株式会社 福岡県朝倉郡筑前町原地蔵22

70 (一財)建材試験センター NM-3996 平成27年01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-3604-1 平成27年01月07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-3456-1 平成27年01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-3455-1 平成27年01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-3430-1 平成27年01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-3073-1 平成27年01月07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-2923-1 平成27年01月07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 (一財)建材試験センター NM-4003 平成27年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面塩化ビニル系樹脂フィルム張／塩化ビニル・酢酸ビニル系樹脂塗
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)日本建築総合試験所 NM-4002 平成26年12月24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(
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3丁目11

番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-4001 平成26年12月24日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／せっこうボード裏張
／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/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 NM-4000 平成26年12月24日

繊維混入けい酸カルシウム板入発泡ポリスチレンフォーム裏張／繊維
混入けい酸カルシウム板 株式会社ＪＳＰ 東京都千代田区丸の内三丁目

４番２号　新日石ビル (一財)ベターリビング NM-3993 平成26年12月12日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(不燃材料(金属板を
除く)) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-3992 平成26年12月12日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-3991 平成26年12月12日

ポリプロピレン系樹脂フィルム張／亜鉛めっき鋼線付･ポリエステル系
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丁目9

-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-3989 平成26年12月04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／アルミニウ
ム合金板 三協立山株式会社 富山県高岡市早川70番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3988 平成26年12月04日

合成樹脂塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 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-3987 平成26年12月04日

ウレタン樹脂塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 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-3986(3) 平成26年12月04日

突板張・ウレタン樹脂塗装／パルプ混入けい酸カルシウム板 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-3986(2) 平成26年12月04日

アクリル系樹脂塗装突板張・ウレタン樹脂塗装／パルプ混入けい酸カ
ルシウム板 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-3986(1) 平成26年12月04日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-3985 平成26年12月04日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 NM-3984 平成26年12月04日

ロックウール板充てん／両面金属板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町1-5-
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-3994(3) 平成26年12月03日

ロックウール板充てん／片面合成樹脂塗装金属板／片面金属板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町1-5-
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-3994(2) 平成26年12月03日

ロックウール板充てん／両面合成樹脂塗装金属板 日鉄住金鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町1-5-
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-3994(1) 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・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 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-3983 平成26年12月01日

けい酸ナトリウム系塗装／鋼板 株式会社フジヤマ 新潟県新潟市西区寺尾台1-1-
20 (一財)建材試験センター NM-3982 平成26年12月01日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系裏面
塗装／鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目

一番一号 (一財)ベターリビング NM-3980 平成26年11月27日

合成樹脂塗装／アルミニウム合金板 ダイソー工業有限会社 愛知県小牧市大字大草字七重
3734-4 (一財)日本建築総合試験所 NM-3979 平成26年11月27日

アルミニウム合金はく・発泡ポリエチレン板張／基材（不燃材料（金
属板を除く）） 未来工業株式会社 岐阜県安八郡輪之内町楡俣16

95-1 (一財)建材試験センター NM-3978 平成26年11月27日

アルミニウム合金はく・発泡ポリエチレン板張／基材（不燃材料（金
属板）） 未来工業株式会社 岐阜県安八郡輪之内町楡俣16

95-1 (一財)建材試験センター NM-3977 平成26年11月27日

ガラス繊維糸入ポリエステル系樹脂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

SEUNGBO TECH
CO．，LTD．

640、Aegibong -Ro、Tongjin-E
up、Gimpo-City、Gyeonggi-
Do、Korea

(一財)日本建築総合試験所 NM-3974 平成26年11月21日

アルミニウムはく・ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム・アルミニウムはく・ポリエチレンテレ
フタレート樹脂系フィルム・アルミニウムはく・ガラス繊維入ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウ
ムはく・ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム・アルミニウムはく・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

GTA-NHT Inc. 30 Commerce
Road,Rockland,MA USA (一財)ベターリビング NM-3975 平成26年11月20日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／片面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／片面合成樹脂
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-3981(4) 平成26年11月11日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／片面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・合成樹脂系塗装アルミニウム合金
板／片面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-3981(3) 平成26年11月11日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／片面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／片面アルミニ
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-3981(2) 平成26年11月11日

ポリエチレン系樹脂・水酸化アルミニウム充てん／片面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・合成樹脂系塗装アルミニウム合金
板／片面合成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-3981(1) 平成26年11月11日

クラフト紙裏張アルミニウム合金はく張/炭水化物系樹脂混入ガラス繊
維板 KCC CORPORATION Seocho-Dong,Seocho-

Gu,137-703,Korea (一財)ベターリビング NM-3976 平成26年11月11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))

スリーエム
ジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)日本建築総合試験所 NM-3014-1 平成26年11月11日

グラスウール板充てん／両面四ふっ化エチレン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-3973 平成26年11月06日

ポリエステル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系塗装／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-3972 平成26年11月06日

ポリエステル樹脂系フィルム張／エポキシ樹脂系塗装／パルプ混入／
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-3971 平成26年11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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／エポキシ樹脂系塗装／パルプ混入／
けい酸カルシウム板 株式会社フカツ内装 東京都江戸川区鹿骨5-29-2 (一財)建材試験センター NM-3970 平成26年11月06日

ポリエステル樹脂系不織布裏張／ガラスクロス 帝人株式会社 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-3969 平成26年11月06日

ポリエステル樹脂系不織布充てん／両面ガラスクロス 帝人株式会社 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-3968 平成26年11月06日

ポリエステル樹脂系不織布裏張／ガラスクロス 帝人株式会社 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-3967 平成26年11月06日

ポリエステル樹脂系不織布充てん／両面ガラスクロス 帝人株式会社 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-3966 平成26年11月06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-3951(2) 平成26年10月27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-3951(1) 平成26年10月27日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社DNPアドバンストオ
プティクス

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-3965 平成26年10月22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 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター NM-3964 平成26年10月22日

炭水化物系樹脂混入ガラス繊維板 KCC　CORPORATION Seocho-Dong,Seocho-
Gu,137-703,Korea (一財)ベターリビング NM-3963(2) 平成26年10月16日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／炭水化物系樹脂混入ガラス繊維
板 KCC　CORPORATION Seocho-Dong,Seocho-

Gu,137-703,Korea (一財)ベターリビング NM-3963(1) 平成26年10月16日

イソシアヌレートフォーム充てん／片面鋼板／片面合成樹脂系塗装鋼
板 旭ケミテック株式会社 東京都渋谷区渋谷1-9-8 (一財)ベターリビング NM-3962(3) 平成26年10月16日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 旭ケミテック株式会社 東京都渋谷区渋谷1-9-8 (一財)ベターリビング NM-3962(2) 平成26年10月16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 旭ケミテック株式会社 東京都渋谷区渋谷1-9-8 (一財)ベターリビング NM-3962(1) 平成26年10月16日

合成樹脂塗装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-3961 平成26年10月10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-3960 平成26年10月10日

ポリエステル樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社小松物産 大阪府大阪市阿倍野区阪南町
6-9-8　小松ビル (一財)建材試験センター NM-3931 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／アクリル系樹脂含浸紙壁紙張／基材(不
燃材料(金属板)) 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-3959 平成26年09月29日

アクリルウレタン系樹脂塗装／アクリル系樹脂含浸紙壁紙張／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-3958 平成26年09月29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-3957 平成26年09月29日

ウレタン樹脂塗装アクリル・塩化ビニル共重合樹脂シート・合成樹脂混
入炭酸カルシウム系シート張／ガラス繊維不織布張ガラス繊維クロス 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-3956 平成26年09月29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-3955 平成26年09月29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 アズビル株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3

（東京ビル) (一財)建材試験センター NM-3954 平成26年09月17日

フッ素樹脂系フィルム張／両面塩化ビニル樹脂系フィルム張ガラスク
ロス スリーエムジャパン株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-3953 平成26年09月17日

イソシアヌレートフォーム充てん／片面鋼板／片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-3952(3) 平成26年09月17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-3952(2) 平成26年09月17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-3952(1) 平成26年09月17日

エチレン酢酸ビニル系樹脂・ナイロン繊維混入セメントモルタル板 株式会社ニューテック 東京都板橋区高島平7-1-30 (一財)ベターリビング NM-3950 平成26年09月17日

酢酸ビニル樹脂系塗装／でんぷん混入ロックウール板 日本ソーラトン株式会社 東京都文京区本郷1-5-11 (一財)建材試験センター NM-3948 平成26年09月11日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／鋼板 三菱樹脂インフラテック株式
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-3936 平成26年09月08日

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-3916 平成26年08月25日

木チップ板張／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 株式会社エスウッド 岐阜県各務原市須衛町7-74-5 (一財)建材試験センター NM-3851-1 平成26年08月25日

無機りん系薬剤・パルプ繊維・炭酸カルシウム混入／ガラス繊維シー
ト 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-3947 平成26年08月20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・ポリエステル系樹脂不織布裏張／グラスウール保温板 タイロン株式会社 大阪府枚方市春日北町2丁目9

-21 (一財)日本建築総合試験所 NM-3946 平成26年08月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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-3945(3) 平成26年08月20日

ロックウール保温板充てん／片面合成樹脂塗装鋼板／片面鋼板 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-3945(2) 平成26年08月20日

ロックウール保温板充てん／両面合成樹脂塗装鋼板 株式会社淀川製鋼所 大阪府大阪市中央区南本町4-
1-1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3945(1) 平成26年08月20日

ウレタン系樹脂塗装／ポリエステル樹脂フィルム・アクリル系樹脂含
浸紙張／アルミニウム合金板 ＤＩＣ株式会社 東京都板橋区坂下三丁目35番

58号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3944 平成26年08月20日

ウレタン系樹脂塗装／ポリエステル樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂
フィルム張／アルミニウム合金板 ＤＩＣ株式会社 東京都板橋区坂下三丁目35番

58号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3943 平成26年08月20日

両面塩化ビニル樹脂系フィルム張／ガラスクロス ダイヤプラスフィルム株式会
社

愛知県名古屋市中村区岩塚町
大池2 (一財)建材試験センター NM-3942 平成26年08月01日

ロックウール保温板充てん／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
天王洲郵船ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-3941(3) 平成26年08月01日

ロックウール保温板充てん／片面合成樹脂塗装鋼板／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
天王洲郵船ビル7F (一財)日本建築総合試験所 NM-3941(2) 平成26年08月01日

ロックウール保温板充てん／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)日本建築総合試験所 NM-3941(1) 平成26年08月01日

ポリウレタン系樹脂塗装紙張／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 株式会社ダイショウ 佐賀県佐賀市諸富町徳富691-

6 (一財)日本建築総合試験所 NM-3940(2) 平成26年08月01日

ポリウレタン系樹脂塗装紙張／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 株式会社ダイショウ 佐賀県佐賀市諸富町徳富691-

6 (一財)日本建築総合試験所 NM-3940(1) 平成26年08月01日

ポリウレタン系樹脂塗装紙張／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 株式会社ダイショウ 佐賀県佐賀市諸富町徳富691-

6 (一財)日本建築総合試験所 NM-3939(2) 平成26年08月01日

ポリウレタン系樹脂塗装紙張／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 株式会社ダイショウ 佐賀県佐賀市諸富町徳富691-

6 (一財)日本建築総合試験所 NM-3939(1) 平成26年08月01日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／不燃材料（金属板） セルカム株式会社 大阪府大阪市中央区大手前１丁
目７番３１号　ＯＭＭビル１Ｆ (一財)ベターリビング NM-3938 平成26年08月01日

ロックウール充てん／両面めっき鋼板 三和シヤッター工業株式会社 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-3821-1 平成26年08月01日

ロックウール充てん／両面合成樹脂塗装めっき鋼板 三和シヤッター工業株式会社 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-3820-1 平成26年08月01日

ロックウール充てん／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-3819-1 平成26年08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25年04月01日～令和5年04月30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

ロックウール充てん／両面合成樹脂塗装めっき鋼板 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-3818-1 平成26年08月01日

アクリル樹脂系塗装／両面水酸化アルミニウム混入ロックウール板張
／水酸化アルミニウム混入火山性ガラス質堆積物板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)建材試験センター NM-3949 平成26年07月31日

両面合成樹脂塗装溶融亜鉛めっき鋼板張／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 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-3932 平成26年07月31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 東京都千代田区麹町2-4-1 (一財)建材試験センター NM-3930 平成26年07月31日

磁器質タイル張／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

株式会社ヒロ
コーポレーション

茨城県那珂郡東海村舟石川63
6-30 (一財)建材試験センター NM-3929 平成26年07月31日

磁器質タイル張／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

株式会社ヒロ
コーポレーション

茨城県那珂郡東海村舟石川63
6-30 (一財)建材試験センター NM-3928 平成26年07月31日

水酸化アルミニウム混入モルタル塗／硬質ウレタンフォーム吹付／不
燃材料(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三

丁目21番地25号　清風ビル (一財)ベターリビング NM-3937 平成26年07月29日

無機質系骨材・ポリエステル系樹脂混入／水酸化アルミニウム板 株式会社シブタニ 大阪府大阪市中央区島之内2-
13-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-3934 平成26年07月29日

合成樹脂塗装ポリエステ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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26トッ

パン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3933(2) 平成26年07月29日

合成樹脂塗装ポリエステル系樹脂フィルム張／両面薄葉紙張ポリエチレン系
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 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26トッ

パン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3933(1) 平成26年07月29日

ポリエステル繊維混入セルロース繊維系不織布張／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

中目黒オークラビル5F (一財)建材試験センター NM-3927 平成26年07月29日

ふっ素樹脂系・塩化ビニル樹脂系フィルム・パルプ系不織布張／基材
（不燃材料（金属板を除く）） 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 NM-3825 平成26年07月29日

ふっ素樹脂系・塩化ビニル樹脂系フィルム・パルプ系不織布張／基材
（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)建材試験センター NM-3824 平成26年07月29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 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)日本建築総合試験所 NM-3137-1 平成26年07月29日

両面ボード用原紙張せっこう板裏張／ポリエステル樹脂系塗装溶融亜
鉛めっき鋼板 三菱樹脂株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1

パレスビル (一財)ベターリビング NM-3924 平成26年07月28日

イソシアヌレートフォーム充てん／片面鋼板／片面合成樹脂系塗装鋼
板 株式会社エコテック 静岡県静岡市葵区新間1089-2

44 (一財)ベターリビング NM-3923(3) 平成26年07月28日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 株式会社エコテック 静岡県静岡市葵区新間1089-2
44 (一財)ベターリビング NM-3923(2) 平成26年07月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／両面合成樹脂系塗装鋼板 株式会社エコテック 静岡県静岡市葵区新間1089-2
44 (一財)ベターリビング NM-3923(1) 平成26年07月28日

酢酸ビニル・アクリル共重合系樹脂混入セメントモルタル板 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-3922 平成26年07月28日

硬鋼線入ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム・アルミニウム合
金はく 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-3920 平成26年07月24日

けい藻頁岩系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社オクタ 埼玉県さいたま市大宮区宮町
3-25 (一財)建材試験センター NM-3919 平成26年07月23日

ガラス繊維ネット入／りん酸マグネシウムカリウム板 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-3915 平成26年07月22日

ウレタン系樹脂塗装／ポリエステル樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂
フィルム張／基材（不燃材料（せっこうボード及び金属板を除く）） ＤＩＣ株式会社 東京都板橋区坂下三丁目35番

58号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3917 平成26年07月15日

両面アクリル・メラミン系樹脂塗装アルミニウム合金板・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裏張／両面
合成樹脂塗装穴あきアルミニウム合金板

株式会社ササクラ 大阪府大阪市西淀川区竹島4-
7-32 (一財)日本建築総合試験所 NM-3921 平成26年07月04日

けい酸塩・水酸化金属塩・フェノール系繊維混入／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-3918 平成26年06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-3914 平成26年06月13日

パルプ混入／水酸化アルミニウム板 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-3913 平成26年06月13日

アクリル樹脂系塗装／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

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-3912 平成26年06月13日

アクリル樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社野村アーテック 東京都品川区南大井5丁目20
番14号 (一財)ベターリビング NM-3908 平成26年06月12日

リン酸処理ペーパーコア充てん／両面塩化ビニル樹脂系フィルム張電
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1-1-1

パレスビル (一財)ベターリビング NM-3907 平成26年06月12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1-1-1

パレスビル (一財)ベターリビング NM-3906 平成26年06月12日

せっこうボード裏張／塩化ビニル樹脂系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1-1-1

パレスビル (一財)ベターリビング NM-3905 平成26年06月12日

水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム混入セメント塗／硬質ウレタン
フォーム吹付／不燃材料(アルミニウムを除く) エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)ベターリビング NM-3904 平成26年06月12日

合成樹脂フィルム表張／鋼板付合成樹脂線材入合成樹脂シート裏張／
グラスウール板 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)日本建築総合試験所 NM-3911 平成26年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム・ガラス繊維
ネット・ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム張／硬鋼線入ポリエチ
レンテレフタレート系樹脂フィルム裏張／植物由来樹脂混入ガラス繊維板

株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-3910 平成26年05月23日

ポリウレタン系樹脂塗装／ポリエステル繊維織物／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 旭興株式会社

大阪府大阪市北区大淀中1-1-30
梅田スカイビルタワーウエスト1
6F

(一財)日本建築総合試験所 NM-3909 平成26年05月23日

ほう素系薬剤処理スギ材 株式会社セルフネン 福井県坂井市丸岡町猪爪5-11
4 (一財)日本建築総合試験所 NM-3841 平成26年05月20日

片面ウレタン系樹脂塗装／ほう素系薬剤処理スギ材 株式会社セルフネン 福井県坂井市丸岡町猪爪5-11
4 (一財)日本建築総合試験所 NM-3840 平成26年05月20日

両面ウレタン系樹脂塗装／ほう素系薬剤処理スギ材 株式会社セルフネン 福井県坂井市丸岡町猪爪5-11
4 (一財)日本建築総合試験所 NM-3839 平成26年05月20日

ふっ素樹脂系塗装／ポリエチレン混入水酸化マグネシウム板充てん／
両面アルミニウム合金板 株式会社東横イン電建 東京都大田区新蒲田1-7-4

聖徳ビル2F (一財)建材試験センター NM-3903 平成26年05月13日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社トータルサービス 東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル45F (一財)建材試験センター NM-3902 平成26年05月13日

ウレタン樹脂系塗装紙張／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 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-3901 平成26年05月13日

デキストリン系樹脂混入／ガラス繊維フェルト マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3丁目7番
地　サンゴバンビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3900 平成26年05月13日

両面アクリル系樹脂塗装／繊維混入スラグせっこう板 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-3899 平成26年05月13日

ふっ素樹脂系塗装／アルミニウム合金板 株式会社中部コーポレーショ
ン

三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂
ヶ峰1533-1 (一財)建材試験センター NM-3898 平成26年05月07日

ポリプロピレン繊維混入／セメント板 日本コンクリート工業株式会
社

東京都港区芝浦4-6-14
（NC芝浦ビル） (一財)建材試験センター NM-3897 平成26年05月07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-3896 平成26年05月07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-3895 平成26年05月07日

水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム混入セメント塗／硬質ウレタン
フォーム吹付／不燃材料(アルミニウムを除く) エスケー化研株式会社 大阪府茨木市中穂積3-5-25 (一財)ベターリビング NM-3894 平成26年04月22日

塩化ビニル樹脂系フィルム張アルミニウム合金板張／グラスウール板 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)ベターリビング NM-3893 平成26年04月22日

ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラス繊維クロス 積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満2-4-
4 (一財)日本建築総合試験所 NM-3892 平成26年04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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・ジアリルフタレート系樹脂含浸ガラス繊維クロス 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26トッ
パン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 NM-3891 平成26年04月22日

ポリエステル・ジアリルフタレート系樹脂含浸ガラス繊維クロス 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-3890 平成26年04月22日

アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム・ガラス繊維
ネット・ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム張／硬鋼線入ポリエチ
レンテレフタレート系樹脂フィルム裏張／植物由来樹脂混入ガラス繊維板

株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)日本建築総合試験所 NM-3889 平成26年03月31日

普通合板充てん／両面ウレタン系樹脂塗装印刷紙張／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-3888 平成26年03月31日

普通合板充てん／両面ウレタン系樹脂塗装天然木単板張／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

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-3887 平成26年03月31日

塩化ビニル系樹脂シート張／基材(不燃材料(金属板)) オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3886 平成26年03月31日

塩化ビニル系樹脂シート張／基材(不燃材料(金属板を除く)) オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3885 平成26年03月31日

塩化ビニル系樹脂シート張／基材(不燃材料(金属板)) オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3884 平成26年03月31日

塩化ビニル系樹脂シート張／基材(不燃材料(金属板を除く)) オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3883 平成26年03月31日

塩化ビニル系樹脂シート張／基材(不燃材料(金属板)) オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3882 平成26年03月31日

塩化ビニル系樹脂シート張／基材(不燃材料(金属板を除く)) オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3881 平成26年03月31日

ウレタン系樹脂塗装／ポリエステル樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂
フィルム張／基材（不燃材料（金属板）） ＤＩＣ株式会社 東京都板橋区坂下三丁目35番

58号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3880 平成26年03月31日

両面ふっ素樹脂・ウレタン樹脂系フィルム張／ガラスクロス 泉株式会社 大阪府大阪市北区中之島3-3-
3 (一財)建材試験センター NM-3879 平成26年03月28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）） エマック商事株式会社 東京都港区西新橋1-5-10

トウセン西新橋ビル5F (一財)建材試験センター NM-3878 平成26年03月28日

ポリプロピレン繊維混入／酸化マグネシウム板 株式会社イーグル・ヴィジョ
ン 東京都小平市天神町4-35-8 (一財)建材試験センター NM-3877 平成26年03月24日

けい酸マグネシウム混抄紙張／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24-4 (一財)ベターリビング NM-3876 平成26年03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 東京都港区赤坂2-11-7
ATT新館10階 (一財)ベターリビング NM-3875 平成26年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／不燃材料(金属板を除く) 住友スリーエム株式会社 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-3874 平成26年03月20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 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-3873 平成26年03月20日

アクリル樹脂系フィルム重張／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 東京都品川区北品川6-7-29 (一財)ベターリビング NM-3872 平成26年03月20日

アクリル・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)) リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋3丁目11

番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3871 平成26年03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)) リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋3丁目11
番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3870 平成26年03月13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)) リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋3丁目11

番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3869 平成26年03月13日

アルミニウム合金はくハニカムコア充てん／両面合成樹脂塗装アルミ
ニウム合金板

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)日本建築総合試験所 NM-3868 平成26年03月13日

ガラス繊維クロス張／ロックウール化粧吸音板 ヤマハ株式会社 静岡県浜松市中区中沢町10番
1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3867 平成26年03月13日

両面ガラス繊維クロス張／ロックウール化粧吸音板 ヤマハ株式会社 静岡県浜松市中区中沢町10番
1号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3866 平成26年03月13日

合成樹脂塗装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／両面薄葉紙張アルミニウムはく裏張火山性ガラス質複層板 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 (一財)日本建築総合試験所 NM-3865 平成26年03月13日

合成樹脂塗装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／両面薄葉紙張アルミニウムはく裏張火山性ガラス質複層板 アーム工業株式会社 北海道北広島市大曲工業団地

6-2-10 (一財)日本建築総合試験所 NM-3864 平成26年03月13日

合成樹脂塗装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／両面薄葉紙張アルミニウムはく裏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)日本建築総合試験所 NM-3863 平成26年03月13日

両面ポリエステル系樹脂塗装穴あきアルミニウム合金板・ガラス繊維
クロス 株式会社トヨックス 富山県黒部市前沢4371 (一財)日本建築総合試験所 NM-3862 平成26年03月13日

せっこうボード裏張／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-3861 平成26年03月13日

水酸化マグネシウム混入ポリエチレン樹脂充てん／両面合成樹脂塗装
アルミニウム合金板 日本ジンク株式会社 大阪府堺市堺区四条通り5番5

号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3860 平成26年03月13日

両面ふっ素樹脂系塗装／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 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)建材試験センター NM-3859 平成26年03月07日

ふっ素樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系裏面塗装／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 長野県上伊那郡辰野町小野79

5-1 (一財)建材試験センター NM-3858 平成26年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／二酸化けい素系繊維フェルト 株式会社まく象 東京都台東区三筋1-9-3 (一財)建材試験センター NM-3857 平成26年03月07日

アルミニウム合金はく張／二酸化けい素系繊維フェルト 株式会社まく象 東京都台東区三筋1-9-3 (一財)建材試験センター NM-3856 平成26年03月07日

ポリエステル樹脂系不織布張／二酸化けい素系繊維フェルト 株式会社まく象 東京都台東区三筋1-9-3 (一財)建材試験センター NM-3855 平成26年03月07日

アルミニウム合金板張／ウレタン樹脂裏面塗装／パルプ混入／けい酸
カルシウム板 株式会社マテリアルハウス 東京都大田区仲池上1-19-3 (一財)建材試験センター NM-3854 平成26年02月27日

両面合成樹脂塗装／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-3853 平成26年02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-3852 平成26年02月27日

木チップ板張／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 株式会社エスウッド 岐阜県各務原市須衛町7-74-5 (一財)建材試験センター NM-3851 平成26年02月27日

アクリル樹脂系処理紙裏張／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-3850 平成26年02月27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-3849 平成26年02月27日

ポリウレタン樹脂系フィルム・パルプ系不織布張／基材（不燃材料（
金属板を除く）） 株式会社ニート 東京都豊島区南池袋2-43-16 (一財)建材試験センター NM-3848 平成26年02月27日

フェノール樹脂混入／グラスウールフェルト

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

(一財)日本建築総合試験所 NM-3847 平成26年02月24日マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7
サンゴバンビル

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

変性メラミン樹脂含浸紙張／変性メラミン樹脂含浸ガラスペーパー裏張
／水酸化アルミニウム混入変性フェノール樹脂含浸ガラスペーパー板 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-3846 平成26年02月24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／アルミニウ
ム合金板 三協立山株式会社 富山県高岡市早川70番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3845 平成26年02月24日

両面アクリル樹脂系塗装／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 (一財)建材試験センター NM-3844 平成26年02月14日

ふっ素樹脂系塗装／両面アクリ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 (一財)建材試験センター NM-3843 平成26年02月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

両面ふっ素樹脂系塗装／アクリ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 (一財)建材試験センター NM-3842 平成26年02月14日

合成樹脂塗装／ビニロン繊維混入セメント板 富士スレート株式会社 徳島県徳島市佐古六番町11番
8号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3838 平成26年02月13日

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裏張／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

ﾄｯﾊﾟﾝ芝浦ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 NM-3837 平成26年02月13日

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裏張／合成
樹脂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

ﾄｯﾊﾟﾝ芝浦ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 NM-3836 平成26年02月13日

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裏張／カラ
ーアルミ 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

ﾄｯﾊﾟﾝ芝浦ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 NM-3835 平成26年02月13日

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

ﾄｯﾊﾟﾝ芝浦ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 NM-3834 平成26年02月13日

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張／合成樹
脂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

ﾄｯﾊﾟﾝ芝浦ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 NM-3833 平成26年02月13日

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張／カラー
アルミ 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

ﾄｯﾊﾟﾝ芝浦ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 NM-3832 平成26年02月13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-3831 平成26年02月07日

段ボール充てん／両面アルミニウム合金はく 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 (一財)建材試験センター NM-3830 平成26年02月07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-3829 平成26年02月07日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／両面ポリふっ化ビニリデン塗
装アルミニウム合金板 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3F (一財)建材試験センター NM-3828 平成26年02月07日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／両面ポリふっ化ビニリデン塗
装アルミニウム合金板 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-3827 平成26年02月07日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／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)日本建築総合試験所 NM-3826 平成26年01月22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-3823 平成26年01月22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-3822 平成26年01月22日

フェノールフォーム保温板充てん／両面エポキシ系樹脂塗装アルミニ
ウム合金はく 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-3815 平成26年01月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／両面めっき鋼板 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-3821 平成26年01月15日

ロックウール充てん／両面合成樹脂塗装めっき鋼板 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-3820 平成26年01月15日

ロックウール充てん／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-3819 平成26年01月15日

ロックウール充てん／両面合成樹脂塗装めっき鋼板 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-3818 平成26年01月15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3丁目11
番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3817 平成26年01月15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3丁目11

番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3816 平成26年01月15日

パルプ繊維混入セメント・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　ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3814 平成26年01月15日

片面合成樹脂塗装／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13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3813 平成26年01月15日

両面合成樹脂塗装／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13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 NM-3812 平成26年01月15日

アルミニウム合金ブレージングシートコア充てん／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)日本建築総合試験所 NM-3811 平成26年01月15日

アルミニウム合金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-3810 平成26年01月15日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／不燃材料(金属板) 株式会社ラミーコーポレーシ
ョン

大阪府大阪市福島区福島6-4-
11 (一財)ベターリビング NM-3809 平成25年12月25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 東京都千代田区丸の内1-1-1

(一財)ベターリビング NM-3808 平成25年12月25日日栄化工株式会社 大阪府東大阪市若江東町6-1-
33

株式会社ラミーコーポレーシ
ョン

大阪府大阪市福島区福島6-4-
11

リン酸処理ペーパーコア充てん／両面合成樹脂系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1-1-1

パレスビル (一財)ベターリビング NM-3807 平成25年12月25日

けい酸マグネシウム混抄紙ハニカムコア充てん／両面合成樹脂系塗装
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1-1-1

パレスビル (一財)ベターリビング NM-3806 平成25年12月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／合成樹脂系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1-1-1
パレスビル (一財)ベターリビング NM-3805 平成25年12月25日

せっこうボード充てん／両面ポリエステル樹脂系塗装鋼板 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)ベターリビング NM-3804 平成25年12月25日

アクリル・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3丁目11

番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3803 平成25年12月25日

アクリルウレタン樹脂系塗装／ポリエチレンテレフタレート樹脂・ポリ
プロピレン樹脂フィルム張／電気亜鉛めっき鋼板張／せっこうボード 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-3802 平成25年12月25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 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-3801 平成25年12月25日

シラス・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　横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ9F (一財)建材試験センター NM-3800 平成25年12月25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 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-3799 平成25年12月25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-3798 平成25年12月25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-3797 平成25年12月25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)ベターリビング NM-3796 平成25年12月25日

発泡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 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-3795 平成25年12月20日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（不燃材料（金属板）） 日本ビニル工業株式会社 埼玉県久喜市桜田5-2-1 (一財)建材試験センター NM-3794 平成25年12月06日

エポキシ樹脂系裏面塗装アルミニウム合金板・発泡ポリエチレン系樹
脂板裏張／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-3793 平成25年12月06日

両面合成樹脂塗装アルミニウム合金板・発泡ポリエチレン系樹脂板裏
張／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-3792 平成25年12月06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-3791 平成25年12月06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-3788 平成25年12月02日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材(不燃材料(金属板を除く)) 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-3787 平成25年12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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／りん酸系薬剤処理レーヨン繊維織物張壁紙張／
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)ベターリビング NM-3607 平成25年12月02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／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-3790 平成25年11月27日

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-3789 平成25年11月27日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／両面ポリふっ化ビニリデン塗
装アルミニウム合金板 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3F (一財)建材試験センター NM-3786 平成25年11月27日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／両面ポリふっ化ビニリデン塗
装アルミニウム合金板 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-3785 平成25年11月27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
樹脂塗装亜鉛めっき鋼板 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-3784 平成25年11月21日

アクリル樹脂系塗装／基材（不燃材料（金属板）） 株式会社トータルサービス 東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル45F (一財)建材試験センター NM-3783 平成25年11月19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 東京都千代田区丸の内一丁目
一番一号 (一財)ベターリビング NM-3782 平成25年11月12日

両面シリコンアクリル樹脂系塗装／マグネシウム合金板 アサヒサンコー株式会社 神奈川県相模原市緑区大島20
94 (一財)ベターリビング NM-3781 平成25年11月12日

合成樹脂塗装紙張／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-3780 平成25年11月12日

ウレタン樹脂系塗装紙張／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 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-3779 平成25年11月07日

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 宝菱産業株式会社 大阪府大阪市西区靱本町1-7-

3　PAX本町ﾋﾞﾙ6F (一財)建材試験センター NM-3778 平成25年11月07日

けい酸アルミニウム系塗装／両面フェノール樹脂混入けい砂・フェノ
ール樹脂処理ガラスクロス張／フェノール樹脂混入発泡ガラス板 有限会社ニッシンテック 埼玉県八潮市西袋983-4 (一財)建材試験センター NM-3777 平成25年11月07日

せっこうボード裏張／合成樹脂塗装鋼板 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)日本建築総合試験所 NM-3776 平成25年11月07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-3775 平成25年11月07日

アクリル系樹脂含浸ガラスクロス張／フェノール系樹脂混入グラスウ
ール板 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3774 平成25年11月07日

両面合成樹脂塗装／鋼板 東部製鐵株式会社 大韓民国ソウル特別市江南区
大峙洞東部金融センター (一財)日本建築総合試験所 NM-3773 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／亜鉛めっき鉄線・ガラス繊維不織布入水酸化ア
ルミニウム混入メラミン系樹脂板 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 (一財)日本建築総合試験所 NM-3772 平成25年11月07日

アクリル系樹脂塗装／ガラス繊維不織布張・亜鉛めっき鉄線・ガラス
繊維不織布入水酸化アルミニウム混入メラミン系樹脂板 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 (一財)日本建築総合試験所 NM-3771 平成25年11月07日

合成樹脂塗装普通紙張／ミディアムデンシティファイバーボード裏張
／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 九州アコン株式会社 福岡県朝倉郡筑前町原地蔵22

70 (一財)建材試験センター NM-3770 平成25年11月07日

絹雲母系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社東洋Ｅ＆Ｐ 大韓民国（韓国）忠清南道端
山市海美面冬岩里141-6 (一財)建材試験センター NM-3769 平成25年11月01日

セルロース繊維混入／けい酸カルシウム・セメント板 Sage Panels International
Ltd

Unit 4A, Evernew Commercial
Centre, 33 Pine street,
Kowloon, Hong Kong

(一財)建材試験センター NM-3768 平成25年11月01日

セルロース繊維混入／セメント板 Sage Panels International
Ltd

Unit 4A, Evernew Commercial
Centre, 33 Pine street,
Kowloon, Hong Kong

(一財)建材試験センター NM-3767 平成25年11月01日

エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂系塗装／セメント混入ロックウール
板 ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀一丁目6

番1号 (一財)ベターリビング NM-3766 平成25年10月29日

ガラス繊維・けい酸マグネシウムハニカムコア充てん／両面リン酸系窒素
ハロゲン化合物混入酢酸ビニル樹脂系塗装レーヨン繊維織物張壁紙張鋼板 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)ベターリビング NM-3765 平成25年10月29日

ガラス繊維・けい酸マグネシウムハニカムコア充てん／両面ガラスク
ロス張鋼板 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)ベターリビング NM-3764 平成25年10月29日

せっこうボード裏張／ガラスクロス張鋼板 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)ベターリビング NM-3763 平成25年10月29日

ポリエステル樹脂系フィルム裏張アルミニウム合金はく張／鋼線入ポリエ
ステル樹脂系フィルム裏張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

Enschede The Netherlands (一財)ベターリビング NM-3762 平成25年10月29日

ポリエステル樹脂系フィルム裏張アルミニウム合金はく張／鋼線入ポリエス
テル樹脂系フィル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
Enschede The Netherlands (一財)ベターリビング NM-3761 平成25年10月29日

ポリエステル樹脂系フィルム裏張アルミニウム合金はく張／鋼線入ポリエ
ステル樹脂系フィルム裏張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

Enschede The Netherlands (一財)ベターリビング NM-3760 平成25年10月29日

ポリエステル樹脂系フィルム裏張アルミニウム合金はく張／鋼線入ポリエス
テル樹脂系フィル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
Enschede The Netherlands (一財)ベターリビング NM-3759 平成25年10月29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 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-3758 平成25年10月29日

シリカ系塗装／アルミニウム合金板 メタプラス株式会社 東京都多摩市鶴牧1丁目4-17
いずみビル6F (一財)建材試験センター NM-3757 平成25年10月29日

パルプ・セルロース系繊維・ガラス繊維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丁
目6番41号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3756 平成25年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

エポキシ系樹脂塗装／パルプ・セルロース系繊維・ガラス繊維混入け
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丁

目6番41号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3755 平成25年10月21日

せっこうボード裏張／ポリエステル系樹脂塗装亜鉛めっき鋼板
文化パネル工業株式会社 大阪府吹田市南吹田5-16-8

(一財)日本建築総合試験所 NM-3754 平成25年10月21日
文化シヤッター株式会社 東京都文京区西片1丁目17-3

ガラスクロス裏張アルミニウムはく張／鋼線入合成樹脂フィルム裏張
／フェノール系樹脂混入グラスウール板 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)日本建築総合試験所 NM-3753 平成25年10月21日

ガラス繊維入ポリエステル系樹脂フィルム裏張アルミニウムはく張／
鋼線入合成樹脂フィルム裏張／フェノール系樹脂混入グラスウール板 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)日本建築総合試験所 NM-3752 平成25年10月21日

裏面ポリエチレン系樹脂塗装炭酸カルシウム紙張／フェノールフォーム保温
板裏張／アクリル系樹脂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 東京都千代田区神田神保町1-

105 (一財)日本建築総合試験所 NM-3751 平成25年10月21日

両面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-3750 平成25年10月21日

穴あきパルプ・ビニロン繊維混入／セメント板張／基材（不燃材料（
アルミニウムを除く））

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-3749 平成25年10月17日

両面塩化ビニル樹脂系塗装／溶融亜鉛めっき鋼板 東洋アルチタイト販売株式会
社

東京都八王子市大和田町3-3-
13 (一財)建材試験センター NM-3748 平成25年10月17日

アクリル樹脂塗装天然石粒張／アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 Kyung Dong One Co.,Ltd
〒150-870　KOAMI Bldg 4F,13-6,Ye
ouido-dong,Yeongdeungpo-
gu,Seoul,Korea

(一財)建材試験センター NM-3747 平成25年10月17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

ハンターダグラスジャパン株
式会社

東京都港区六本木1-8-7
アーク八木ヒルズ6F (一財)建材試験センター NM-3746 平成25年10月17日

パルプ繊維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 福井県福井市三十八社町33-6
6 (一財)日本建築総合試験所 NM-3745 平成25年10月07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 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-3744 平成25年10月07日

ケイ酸ナトリウム系塗装／不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く) 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-3743 平成25年10月07日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／不燃材料(金属板を除
く) 株式会社　きもと 埼玉県さいたま市中央区鈴谷

4-6-35 (一財)ベターリビング NM-3742 平成25年10月07日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／グラスウール板 昭和電線デバイステクノロジ
ー株式会社

神奈川県相模原市中央区南橋
本4-1-1 (一財)ベターリビング NM-3741 平成25年10月07日

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-3740 平成25年10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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

穴あきパルプ混入／せっこう板張／基材（不燃材料（アルミニウムを
除く））

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-3739 平成25年10月07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

ハンターダグラスジャパン株
式会社

東京都港区六本木1-8-7
アーク八木ヒルズ6F (一財)建材試験センター NM-3738 平成25年10月02日

メラミン樹脂・アクリルウレタン樹脂含浸チタン紙・ガラス繊維クロ
ス張／基材(不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く)) 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-3730 平成25年10月02日

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-3737 平成25年09月10日

炭酸カルシウム・消石灰系塗材／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-3736 平成25年09月10日

ガラス繊維ネット入／酸化マグネシウム・水酸化マグネシウム板 株式会社サップ 東京都台東区上野3-15-9　3F (一財)建材試験センター NM-3735 平成25年09月10日

アクリル樹脂系塗装／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-3734 平成25年09月10日

両面ポリエステル系樹脂塗装穴あき亜鉛めっき鋼板・ガラス繊維クロ
ス 株式会社トヨックス 富山県黒部市前沢4371 (一財)日本建築総合試験所 NM-3733 平成25年09月10日

両面ポリエステル系樹脂塗装穴あき亜鉛めっき鋼板張／ニトロセルロ
ース系樹脂裏面塗装アルミニウム合金板 株式会社トヨックス 富山県黒部市前沢4371 (一財)日本建築総合試験所 NM-3732 平成25年09月10日

陶磁器質タイル張／両面アクリル系樹脂塗装パルプ混入セメント板 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)日本建築総合試験所 NM-3731 平成25年09月10日

ポリイソシアヌレートフォーム板 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-3729 平成25年09月10日

アクリル樹脂系塗装／ポリエステル繊維混入セルロース繊維系不織布
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

中目黒オークラビル5F (一財)建材試験センター NM-3728 平成25年08月30日

ポリエステル繊維混入セルロース繊維系不織布張／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

中目黒オークラビル5F (一財)建材試験センター NM-3727 平成25年08月30日

両面合成樹脂塗装／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-3726 平成25年08月30日

アクリル樹脂系塗装紙張／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 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-3725 平成25年08月30日

合成樹脂塗装／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）） 日東電工株式会社 大阪府茨木市下穂積1-1-2 (一財)建材試験センター NM-3723 平成25年08月30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
新東京ビル (一財)ベターリビング NM-3722 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／アルミニウム合金板 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-3719 平成25年08月22日

フッ素系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(不燃材料(
金属板)) リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋3丁目11

番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3718 平成25年08月22日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(不燃材料(金属板)) リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋3丁目11
番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3717 平成25年08月22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3丁目11
番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3716 平成25年08月22日

フェノールフォーム保温板張ポリスチレンフォーム保温板充てん／両
面鋼板 株式会社　ディベロ 佐賀県神埼市神埼町尾崎3023 (一財)日本建築総合試験所 NM-3715 平成25年08月22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 株式会社ウィンゲート 京都府南丹市園部町佐切西垣
内7番地 (一財)建材試験センター NM-3714 平成25年08月22日

ポリエステル樹脂系不織布裏張／ガラスクロス 帝人株式会社 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-3713 平成25年08月22日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／両面ポリふっ化ビニリデン塗
装アルミニウム合金板 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3F (一財)建材試験センター NM-3712 平成25年08月22日

アルミニウム合金ハニカムコア充てん／両面ポリふっ化ビニリデン塗
装アルミニウム合金板 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-3711 平成25年08月22日

段ボール充てん／両面アルミニウム合金はく張り段ボール板

山田ダンボール株式会社 東京都中央区日本橋本町１丁
目９－４

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 NM-3696 平成25年08月09日協立エアテック株式会社 福岡県糟屋郡篠栗町大字和田

１０３４番地の４

株式会社竹中工務店 東京都江東区新砂１丁目１－
１

アクリル系樹脂混入グラスウール板 KCC　CORPORATION Seocho-Dong,Seocho-
Gu,137-703,Korea (一財)ベターリビング NM-3721 平成25年08月01日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／アクリル系樹脂混入グラスウー
ル板 KCC　CORPORATION Seocho-Dong,Seocho-

Gu,137-703,Korea (一財)ベターリビング NM-3720 平成25年08月01日

フッ素アクリル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(
不燃材料(金属板)) リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋本町3丁

目11番5号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3710 平成25年08月01日

せっこうボード裏張／ポリエステル樹脂系塗装鋼板 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)ベターリビング NM-3708 平成25年08月01日

せっこうボード裏張／アクリル樹脂系塗装ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂系フィルム張／ポリエステル樹脂系塗装鋼板 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)ベターリビング NM-3707 平成25年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／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-3706 平成25年08月01日
株式会社　中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6

水酸化アルミニウム混入モルタル塗／硬質ウレタンフォーム吹付／不
燃材料(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三

丁目21番25号 清風ビル (一財)ベターリビング NM-3705 平成25年08月01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
新東京ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター NM-3704 平成25年08月01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
新東京ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター NM-3703 平成25年08月01日

陶磁器質タイル張／アクリル・ウレタン樹脂系裏面塗装／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-3702 平成25年08月01日

クラフト紙裏張アルミニウムはく張／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-3701 平成25年08月01日

ガラス繊維系シート張／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-3700 平成25年08月01日

イソシアヌレートフォーム充てん／両面鋼板 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-3699 平成25年07月25日

無機質系軽量骨材・ポリスチレンフォーム粒混入セメント系塗材/基材
（不燃材料（金属板）） スチライト工業株式会社 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮

1-3-33 (一財)日本建築総合試験所 NM-3698 平成25年07月25日

無機質系軽量骨材・ポリスチレンフォーム粒混入セメント系塗材/基材
（不燃材料（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

1-3-33 (一財)日本建築総合試験所 NM-3697 平成25年07月25日

ガラス繊維クロス裏張／施ゆう陶器質板 ＴＯＴＯ株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島
2-1-1 (一財)建材試験センター NM-3695 平成25年07月17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-3694 平成25年07月17日

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丁目3
3番1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3678 平成25年07月11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)） 株式会社
トーコー資材紙商事 石川県金沢市北町丁42番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3677 平成25年07月11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-3673 平成25年07月11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-3672 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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 大阪市中央区久太郎町4-1-3 (一財)日本建築総合試験所 NM-3671 平成25年07月11日

アクリル系樹脂エマルション塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) ＴＯＴＯオキツモコーティン
グス株式会社

愛知県名古屋市西区名駅2-27
-8 (一財)日本建築総合試験所 NM-3670 平成25年07月11日

アルミニウム合金はく張／けい酸マグネシウム混抄紙 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26
ﾄｯﾊﾟﾝ芝浦ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 NM-3669 平成25年07月11日

アルミニウム合金はく張／ポリウレタン系樹脂裏面塗装／けい酸マグ
ネシウム混抄紙 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

ﾄｯﾊﾟﾝ芝浦ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 NM-3668 平成25年07月11日

ポリエステル樹脂塗装アルミニウム合金はく張／けい酸マグネシウム
混抄紙 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

ﾄｯﾊﾟﾝ芝浦ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 NM-3667 平成25年07月11日

ポリエステル樹脂塗装アルミニウム合金はく張／ポリウレタン系樹脂
裏面塗装／けい酸マグネシウム混抄紙 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26

ﾄｯﾊﾟﾝ芝浦ﾋﾞﾙ (一財)日本建築総合試験所 NM-3666 平成25年07月11日

合成樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／ゾノトライト系けい酸
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-3665 平成25年07月11日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／アルミニウム合金板 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-3664 平成25年07月11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番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3663 平成25年07月11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番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3662 平成25年07月11日

合成樹脂シート張／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-3661 平成25年07月11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
脂系塗装電気亜鉛めっき鋼板 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-3693 平成25年07月04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
脂系塗装電気亜鉛めっき鋼板 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-3692 平成25年07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・イソシアヌ
レートフォーム・溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板裏張／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

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-3691 平成25年07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 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-3690 平成25年07月04日

ポリプロピレン樹脂系フィルム張／ガラス繊維ネット入酸化マグネシ
ウム板 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-3689 平成25年07月04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
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)建材試験センター NM-3688 平成25年07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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

リン酸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 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-3687 平成25年07月04日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／不燃材料(金属板を除
く) 株式会社　きもと 埼玉県さいたま市中央区鈴谷

4-6-35 (一財)ベターリビング NM-3686 平成25年07月04日

イソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂系塗装アルミニウムはく
裏張／アルミニウムはく

三菱樹脂インフラテック株式
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-3685 平成25年07月04日

ポリエチレン樹脂管入イソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂系
塗装アルミニウムはく裏張／アルミニウムはく

三菱樹脂インフラテック株式
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-3684 平成25年07月04日

塩化ビニル樹脂系フィルム張グラスウール板裏張／グラスウール板 昭和電線デバイステクノロジ
ー株式会社

神奈川県相模原市中央区南橋
本4-1-1 (一財)ベターリビング NM-3680 平成25年07月04日

ポリエステル樹脂系不織布充てん／両面ガラスクロス 帝人株式会社 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-3683 平成25年06月27日

ポリエステル樹脂系不織布裏張／ガラスクロス 帝人株式会社 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-3682 平成25年06月27日

ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム張／不燃材料(金属板を除
く) 株式会社　きもと 埼玉県さいたま市中央区鈴谷

4-6-35 (一財)ベターリビング NM-3681 平成25年06月27日

塩化ビニル樹脂系フィルム重張／アルミニウムはく張／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)ベターリビング NM-3679 平成25年06月27日

フェノール樹脂混入／グラスウール板
株式会社碧山 大韓民国ソウル市中区光煕洞

1街216光煕ビル
(一財)日本建築総合試験所 NM-3653 平成25年06月20日

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

両面ポリエチレン系樹脂フィルム張／フェノール樹脂混入／グラスウ
ール板

株式会社碧山 大韓民国ソウル市中区光煕洞
1街216光煕ビル

(一財)日本建築総合試験所 NM-3652 平成25年06月20日
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

二酸化チタン混入アクリル系樹脂塗装／基材(不燃材料(金属板を除く)) 宝栄産業株式会社 大阪府堺市中区大野芝94番地 (一財)日本建築総合試験所 NM-3651 平成25年06月20日

ガラス繊維網・鉄網入／軽量セメントモルタル板 株式会社豊運 大阪府大阪市東住吉区今川3
丁目12番4号 (一財)日本建築総合試験所 NM-3650 平成25年06月20日

塩化ビニル樹脂系フィルム重張／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1 (一財)ベターリビング NM-3615 平成25年06月20日

けい酸質系塗装／基材（不燃材料（金属板を除く）） 信越ビー・アイ・ビー株式会
社

長野県長野市大字柳原2550-1
5 (一財)建材試験センター NM-3676 平成25年06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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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）） LG Hausys, Ltd
〒158-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-3675 平成25年06月14日

ポリふっ化ビニリデン樹脂系塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／基
材（不燃材料（金属板）） LG Hausys, Ltd

〒158-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター NM-3674 平成25年06月14日

ウレタン樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系フィルム張／ガラス繊維ネ
ット入木チップ混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)建材試験センター NM-3634 平成25年06月07日

ウレタン樹脂系塗装／ポリエステル樹脂系フィルム張／ポリエチレンテレフ
タレート樹脂系フィルム裏張／ガラス繊維ネット入木チップ混入酸化マグネ
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)建材試験センター NM-3633 平成25年06月07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／ガラス繊維ネット入木チップ混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)建材試験センター NM-3632 平成25年06月07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
／ポリエチレンテレフタレート樹脂系フィルム裏張／ガラス繊維ネット入木
チップ混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)建材試験センター NM-3631 平成25年06月07日

アクリル系樹脂塗装／エステル系樹脂・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丁目3

3番1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3649 平成25年06月06日

アクリル系樹脂塗装／エステル系樹脂・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丁目3

3番1 (一財)日本建築総合試験所 NM-3648 平成25年06月06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-3647 平成25年06月06日

アクリル樹脂系フィルム重張／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-3646 平成25年06月06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-3645 平成25年06月06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-3644 平成25年06月06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-3643 平成25年06月06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-3642 平成25年06月06日

ウレタン樹脂･エポキシ樹脂系塗装／不燃材料(せっこうボード及び金属
板を除く) 大日本塗料株式会社 大阪府大阪市此花区西九条6-

1-124 (一財)ベターリビング NM-3641 平成25年06月06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 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-3626 平成25年06月06日

鋼線入／両面ポリエステル系樹脂フィルム張アルミニウムはくシート 大榮工業株式会社 大阪府大阪市東住吉区駒川2-
1-7 (一財)日本建築総合試験所 NM-3625 平成25年06月06日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／両面ポリエステル系樹脂フィルム張アルミニウムはくシート 株式会社ミカワエア産業 大阪府大阪市生野区巽東2-8-
32-306 (一財)日本建築総合試験所 NM-3624 平成25年06月06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-3623 平成25年06月06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-3622 平成25年06月06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-3604 平成25年06月06日

天然石粒・アクリル樹脂系塗装／アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 有限会社中央鋼材
〒570-350
韓国全羅北道益山市龍堤洞598-
5

(一財)建材試験センター NM-3658 平成25年05月29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 NM-3657 平成25年05月23日

陶磁器質タイル張／両面アクリル樹脂系塗装パルプ混入セメント板 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-3656 平成25年05月23日

アクリル樹脂系塗装／ビニロン繊維混入セメント板 株式会社タムテック 高知県須崎市大間本町13-19 (一財)建材試験センター NM-3655 平成25年05月23日

両面アクリル樹脂系塗装／ビニロン繊維混入セメント板 株式会社タムテック 高知県須崎市大間本町13-19 (一財)建材試験センター NM-3654 平成25年05月23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丁目2
番3号 (一財)建材試験センター NM-3621 平成25年05月23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-3620 平成25年05月23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）） 三晶株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁目1
-61　ツイン21MIDタワー23階 (一財)建材試験センター NM-3619 平成25年05月23日

合成樹脂塗装／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）） 三晶株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁目1

-61　ツイン21MIDタワー23階 (一財)建材試験センター NM-3618 平成25年05月23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-3617 平成25年05月23日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張／ロックウール板 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 (一財)建材試験センター NM-3616 平成25年05月23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-3594 平成25年05月23日

合成樹脂塗装／ウレタン樹脂系裏面塗装／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-3593 平成25年05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25年04月01日～令和5年04月30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

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-3640 平成25年05月17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）） 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-3639 平成25年05月17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-3638 平成25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-3637 平成25年05月17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）） 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-3636 平成25年05月17日

両面ポリ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（S
Aビル） (一財)建材試験センター NM-3635 平成25年05月17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-3614 平成25年05月14日

エポキシ系樹脂・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-3613 平成25年05月14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)) 株式会社オカノ 大阪府大阪市生野区巽中2-24
-26 (一財)日本建築総合試験所 NM-3612 平成25年05月14日

せっこうボード裏張／塩化ビニル系樹脂フィルム張鋼板 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-3611 平成25年05月14日

せっこうボード裏張／塩化ビニル系樹脂フィルム張合成樹脂塗装鋼板 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-3610 平成25年05月14日

水酸化アルミニウム混入アクリル樹脂系塗材塗／パルプ・ガラス繊維
混入けい酸マグネシウム板張／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-3609 平成25年05月14日

せっこうボード裏張／リン酸系窒素ハロゲン化合物混入酢酸ビニル樹
脂系塗装レーヨン繊維織物張壁紙張／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)ベターリビング NM-3608 平成25年05月14日

せっこうボード裏張／両面普通紙張アルミニウムはく裏張ウレタン樹
脂系塗装天然木単板張／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)ベターリビング NM-3606 平成25年05月14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-3587 平成25年05月14日

陶磁器質タイル張／両面アクリル樹脂系塗装パルプ混入セメント板 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-3630 平成25年05月09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-3629 平成25年05月09日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 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

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-3628 平成25年05月09日

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-3627 平成25年05月09日

絹雲母系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） 株式会社東洋Ｅ＆Ｐ 大韓民国（韓国）忠清南道端
山市海美面冬岩里141-6 (一財)建材試験センター NM-3605 平成25年04月22日

穴あきパルプ混入／けい酸カルシウム板張／基材（不燃材料（アルミ
ニウムを除く））

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-3603 平成25年04月02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）） 東海ゴム工業株式会社 愛知県小牧市東3丁目1番 (一財)建材試験センター NM-3602 平成25年04月02日

アクリル樹脂系塗装／ポリプロピレン樹脂系フィルム・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）） 東海ゴム工業株式会社 愛知県小牧市東3丁目1番 (一財)建材試験センター NM-3601 平成25年04月02日

けい酸マグネシウム混抄紙裏張／アルミニウム合金はく 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-3600 平成25年04月02日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30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

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

株式会社ルーフタイルグルー
プジャパン

東京都千代田区紀尾井町3-8
第2紀尾井町ビル7階 (一財)建材試験センター NE-0049-1 令和4年09月29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

株式会社ルーフタイルグルー
プジャパン

東京都千代田区紀尾井町3-8
第２紀尾井町ビル７階  NE-0020-1 令和4年09月16日

オルガノポリシロキサン系樹脂塗装／無機質混入アクリル系樹脂塗装
／ガラス繊維マット入アクリル系樹脂混入炭酸カルシウム板 田島ルーフィング株式会社 東京都千代田区岩本町3-11-1

3　 (一財)建材試験センター NE-0075 令和4年08月25日

ビニロン系繊維混入モルタル板 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8番地 (一財)建材試験センター NE-0074(2) 令和3年12月06日

アクリル系樹脂塗装／ビニロン系繊維混入モルタル板 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8番地 (一財)建材試験センター NE-0074(1) 令和3年12月06日

アクリル系樹脂混入セメントモルタル板 日本スタッコ株式会社 滋賀県湖南市石部口3丁目1番
1号 (一財)ベターリビング NE-0073 令和3年11月12日

アクリル系樹脂混入セメントモルタル板 株式会社仁田 東京都千代田区麹町3-2-1
HAKUWAビル9階 (一財)ベターリビング NE-0072 令和3年11月12日

アクリル系樹脂混入セメントモルタル板 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目
19番25号 日本生命広小路ビル (一財)ベターリビング NE-0071 令和3年11月12日

アクリル系樹脂混入セメントモルタル板 株式会社仁田 東京都千代田区麹町3-2-1
HAKUWAビル9階 (一財)ベターリビング NE-0070 令和3年11月12日

アクリル系樹脂混入セメントモルタル板 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目
19番25号 日本生命広小路ビル (一財)ベターリビング NE-0069 令和3年11月12日

アクリル系樹脂混入セメントモルタル板 日本スタッコ株式会社 滋賀県湖南市石部口3丁目1番
1号 (一財)ベターリビング NE-0068 令和3年11月12日

ストーンチップ吹付・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

DONGYANG INDUSTRIAL
MACHINERY CO.,LTD

90, Sinilseo-ro, 125beon-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, Republic
of Korea

(一財)ベターリビング NE-0067 令和元年11月01日

ポリエステル系シート張／基材(不燃材料(金属板)) ラディ クール
ジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町4-4-
3　2F (一財)建材試験センター NE-0066 令和元年10月28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９番地 (一財)日本建築総合試験所 NE-0065(2) 令和元年10月03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８番地 (一財)日本建築総合試験所 NE-0065(1) 令和元年10月03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８番地 (一財)日本建築総合試験所 NE-0064(2) 平成31年04月01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８番地 (一財)日本建築総合試験所 NE-0064(1) 平成31年04月01日

166/194 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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８番地 (一財)日本建築総合試験所 NE-0063(2) 平成31年04月01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８番地 (一財)日本建築総合試験所 NE-0063(1) 平成31年04月01日

アクリル系樹脂混入セメントモルタル板 ＢＡＳＦジャパン株式会社 東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー21F (一財)ベターリビング NE-0062 平成29年05月29日

アクリル系樹脂混入セメントモルタル板 菊水化学工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦二丁目1
9番25号　日本生命広小路ビル (一財)ベターリビング NE-0061 平成29年05月29日

アクリル系樹脂混入セメントモルタル板 日本スタッコ株式会社 滋賀県湖南市石部口３丁目１
番１号 (一財)ベターリビング NE-0060 平成29年05月29日

カチオン・アクリル系樹脂混入セメントモルタル塗材裏塗／アクリル
系樹脂混入セメントモルタル板 日本スタッコ株式会社 滋賀県湖南市石部口３丁目１

番１号 (一財)ベターリビング NE-0059 平成29年05月29日

フェノール樹脂・水酸化アルミニウム混入ポリスチレンフォ－ム裏張
／セメントモルタル板 株式会社　バ－クス環境 東京都目黒区鷹番3-14-13

パステルハイム302 (一財)ベターリビング NE-0058 平成29年02月23日

オレフィン樹脂系フィルム張／アルミニウム合金板 株式会社LIXIL 東京都江東区大島2-1-1 (一財)ベターリビング NE-0057 平成29年01月25日

石砂吹付・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

メトロタイルジャパン株式会
社

東京都中央区日本橋堀留町1-
5-7　YOUビル8F (一財)ベターリビング NE-0056 平成27年08月07日

石粒吹付・アクリル樹脂系塗装／鋼板 株式会社イコタイル 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-
5-2　小田急新百合ヶ丘ビル4Ｆ (一財)ベターリビング NE-0054-1 平成26年11月11日

石粒吹付・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 FEROOF Co.,Ltd.

8, Seonwon 2-gil, Seonnam-
myeon, Seongju-gun,
Gyeongsangbuk-do, Korea (40048)

(一財)ベターリビング NE-0055 平成26年04月22日

石粒吹付・アクリル樹脂系塗装／溶融亜鉛－5％アルミニウム合金めっ
き鋼板 株式会社イコタイル 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-

5-2　小田急新百合ヶ丘ビル4F (一財)ベターリビング NE-0054 平成26年01月22日

石粒吹付・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 株式会社イコタイル 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-

5-2　小田急新百合ヶ丘ビル4F (一財)ベターリビング NE-0053 平成26年01月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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（準不燃材料） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 QM-1066 令和5年03月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（準不燃材料） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 QM-1065(2) 令和5年03月16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） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 QM-1065(1) 令和5年03月16日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（準不燃材料） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 QM-1064(2) 令和5年03月16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） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町2
丁目101番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 QM-1064(1) 令和5年03月16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
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二丁目四

番地一 (一財)ベターリビング QM-1063 令和5年03月01日

合成樹脂塗装塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材
料（金属板を除く）） 株式会社ＧＯＤＡＩ 大阪府東大阪市長田2-18-1

ガーデンハウス1F (一財)日本建築総合試験所 QM-1062 令和5年02月28日

ウレタン系樹脂塗装天然木片板・パルプ繊維紙張／基材(準不燃材料及
び不燃材料(金属板を除く)) 株式会社松竹工芸社 福島県西白河郡西郷村大字米

字米村64-1 (一財)建材試験センター QM-1061 令和5年02月28日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメント板 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 QM-1060 令和5年02月03日

酢酸エステル混入石灰・粘土系塗装／基材(準不燃材料及び不燃材料(金
属板を除く)) 株式会社KS AG 東京都港区南青山3-4-8-302 (一財)建材試験センター QM-1059 令和5年02月03日

合成樹脂塗装／パルプ・ポリプロピレン繊維混入セメント板 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター QM-0869-2 令和5年01月16日

アクリル系樹脂塗装／パルプ混入フライアッシュセメント板 東レ建材株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町
12-2 (一財)建材試験センター QM-1058 令和4年12月07日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-1057 令和4年11月08日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-1056 令和4年11月08日

りん系薬剤混入合成樹脂塗装／スギ材 ライフデザイン・カバヤ株式
会社

岡山県岡山市北区中仙道２丁
目９－１１ (一財)日本建築総合試験所 QM-1055 令和4年11月08日

りん系薬剤混入合成樹脂塗装／ヒノキ材 ライフデザイン・カバヤ株式
会社

岡山県岡山市北区中仙道２丁
目９－１１ (一財)日本建築総合試験所 QM-1054 令和4年11月08日

アクリル系樹脂塗装／ポリエステル繊維混入パルプ紙張／基材(準不燃
材料及び不燃材料(金属板を除く)) 株式会社NENGO 神奈川県川崎市高津区溝の口

2-15-1 2F (一財)建材試験センター QM-1053 令和4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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／押出成形セメン
ト板 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 QM-1052 令和4年10月25日

合成樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター QM-1051 令和4年10月06日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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 QM-1050 令和4年07月08日

アクリルウレタン系樹脂・ガラス繊維不織布入けい酸塩系・アクリル
系樹脂塗装／すぎ直交集成板 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 QM-1049 令和4年07月01日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム張／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)ベターリビング QM-1048 令和4年07月01日

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三丁目
3番1号  新東京ビル内 (一財)ベターリビング QM-1047(2) 令和4年07月01日

合成樹脂塗装／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三丁目
3番1号  新東京ビル内 (一財)ベターリビング QM-1047(1) 令和4年07月01日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウ
ム-亜鉛合金めっき鋼板

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-1046 令和4年06月22日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく張炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウ
ム-亜鉛合金めっき鋼板

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-1045 令和4年06月22日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材（不燃材料
（金属板）） 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 QM-1044 令和4年06月22日

りん酸系薬剤混入けい素系化合物塗装／スギ材 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25
番1号 (一財)日本建築総合試験所 QM-1043 令和4年05月27日

りん酸系薬剤混入けい素系化合物塗装／スギ材 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25
番1号 (一財)日本建築総合試験所 QM-1042 令和4年05月27日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく・炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 QM-1041 令和4年05月20日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金属板)) 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 QM-1037 令和4年05月10日

りん系薬剤混入ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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)日本建築総合試験所 QM-1036 令和4年05月09日

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)ベターリビング QM-1040 令和4年05月06日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム張／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)ベターリビング QM-1039 令和4年05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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

りん酸系薬剤混入けい素系化合物塗装／スギ材 大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25
番1号 (一財)日本建築総合試験所 QM-1038 令和4年05月06日

ポリエチレン系フィルム張ガラス不織布・ポリイソシアヌレートフォ
ーム裏張／合成樹脂塗装鋼板 日鉄鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁

目5番6号 (一財)ベターリビング QM-0784-3 令和4年05月06日

ポリエチレン系樹脂板充てん／エポキシ系樹脂塗装ステンレス鋼板 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-0644-1 令和4年04月15日

アクリルウレタン系樹脂塗装パルプ紙張／基材(準不燃材料(せっこうボ
ード)及び不燃材料(金属板を除く)) チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928

番地 (一財)建材試験センター QM-1035 令和4年03月25日

ほう砂・ほう酸塩系薬剤混入セルロース繊維塗／基材（準不燃材料（
金属板を除く））

株式会社ヤマチコーポレーシ
ョン

札幌市中央区北1条西10丁目1
-17

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 QM-1034 令和4年03月23日

ガラス繊維織物入りん酸エステル混入メラミン系樹脂塗装／スギ材 清水建設株式会社 技術研究所 東京都江東区越中島三丁目4
番17 号 (一財)日本建築総合試験所 QM-1033 令和4年03月11日

ガラス繊維織物入りん酸エステル混入メラミン系樹脂塗装／スギ材 三商株式会社 愛知県名古屋市東区葵三丁目
25番32号 (一財)日本建築総合試験所 QM-1032 令和4年03月11日

合成樹脂塗装／パルプ繊維混入セメント板 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター QM-1031 令和4年03月04日

ほたて貝がら粉末系塗材塗／木チップ混入パルプ紙張／基材(準不燃材
料(せっこうボード)及び不燃材料(金属板を除く)) 日本ルナファーザー株式会社 東京都港区北青山2-7-26メゾ

ン青山203号 (一財)建材試験センター QM-1030 令和4年03月04日

ほたて貝がら粉末系塗材塗／ポリエステル繊維混入パルプ紙張／基材(
準不燃材料(せっこうボード)及び不燃材料(金属板を除く)) 日本ルナファーザー株式会社 東京都港区北青山2-7-26メゾ

ン青山203号 (一財)建材試験センター QM-1029 令和4年03月04日

塩化ビニル系樹脂塗装壁紙・水酸化アルミニウム含浸紙張／両面合成樹脂フ
ィルム張アルミニウムはく張グラスウール・ポリ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-0770-1 令和4年03月02日

塩化ビニル系樹脂塗装壁紙・水酸化アルミニウム含浸紙張／ポリイソ
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-0769-1 令和4年03月02日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／基材(不燃材料(金属板)) 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 QM-1028 令和4年02月28日

ポリイソシアヌレートフォーム吹付／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 QM-1027 令和4年02月28日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（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)日本建築総合試験所 QM-1026(2) 令和4年02月10日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料及び
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)日本建築総合試験所 QM-1026(1) 令和4年02月10日

炭酸カルシウム混入酢酸ビニル系樹脂塗装ロックウール板・ポリエステル繊
維不織布張塩化ビニル系樹脂シート張／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 富山県南砺市井波1-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-1025 令和4年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・ポリプロピレン繊維混入セメント板 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター QM-1000-1 令和4年02月10日

塩化ビニル系樹脂塗装ポリエステル系樹脂クロス張／パルプ紙張せっ
こう板張／基材(準不燃材料及び不燃材料(金属板を除く))

株式会社染野製作所 茨城県牛久市猪子町648
(一財)建材試験センター QM-1024 令和4年01月20日

旭ビルウォール株式会社 東京都台東区松が谷1-3-5
JPR上野イーストビル8F

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-0773-2 令和4年01月20日

水酸化アルミニウム混入セメント塗材・ポリイソシアヌレートフォー
ム吹付／基材（不燃材料（金属板）） 日本パフテム株式会社 東京都千代田区神田淡路町１

－５ ニ引ビル５階 (一財)日本建築総合試験所 QM-1023 令和4年01月11日

水酸化アルミニウム混入セメント塗材・ポリイソシアヌレートフォー
ム吹付／基材（準不燃材料及び不燃材料（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

－５ ニ引ビル５階 (一財)日本建築総合試験所 QM-1022 令和4年01月11日

りん酸系薬剤処理スギ材積層板 株式会社天童木工 山形県天童市乱川1-3-10 (一財)日本建築総合試験所 QM-1020(2) 令和3年12月20日

アクリルウレタン系樹脂塗装／りん酸系薬剤処理スギ材積層板 株式会社天童木工 山形県天童市乱川1-3-10 (一財)日本建築総合試験所 QM-1020(1) 令和3年12月20日

炭酸カルシウム混入アクリル系樹脂塗材／基材（準不燃材料及び不燃
材料（金属板を除く）） フジワラ化学株式会社 愛媛県西条市大新田94 (一財)日本建築総合試験所 QM-1021 令和3年12月17日

パルプ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丁
目2-27 (一財)日本建築総合試験所 QM-0674-1(2) 令和3年11月25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 ケイミュー株式会社 大阪府大阪市中央区城見1丁
目2-27 (一財)日本建築総合試験所 QM-0674-1(1) 令和3年11月25日

ポリエステル系樹脂不織布張フェノールフォーム板裏張／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 QM-0825-1 令和3年11月18日

柿渋タンニン塗装紙壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板
を除く））

アットパーシモンウエストジ
ャパン

福井県福井市春日２丁目６－
７ (一財)日本建築総合試験所 QM-1019 令和3年10月08日

ウレタン系樹脂塗装紙張薄葉紙張アルミニウムはく張／木質繊維板 ニシド工業株式会社 静岡県島田市向谷1丁目4039
番地の6 (一財)日本建築総合試験所 QM-1018(2) 令和3年09月17日

ウレタン系樹脂塗装紙張薄葉紙張アルミニウムはく張／ウレタン系樹
脂塗装紙張薄葉紙張アルミニウムはく裏張／木質繊維板 ニシド工業株式会社 静岡県島田市向谷1丁目4039

番地の6 (一財)日本建築総合試験所 QM-1018(1) 令和3年09月17日

ウレタン系樹脂塗装紙張薄葉紙張アルミニウムはく張／木質繊維板 ニシド工業株式会社 静岡県島田市向谷1丁目4039
番地の6 (一財)日本建築総合試験所 QM-1017(2) 令和3年09月17日

ウレタン系樹脂塗装紙張薄葉紙張アルミニウムはく張／ウレタン系樹
脂塗装紙張薄葉紙張アルミニウムはく裏張／木質繊維板 ニシド工業株式会社 静岡県島田市向谷1丁目4039

番地の6 (一財)日本建築総合試験所 QM-1017(1) 令和3年09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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム張／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)ベターリビング QM-0903-1 令和3年09月15日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム張／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)ベターリビング QM-0902-1 令和3年09月15日

ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理スギ板 株式会社ビシュウ 愛知県春日井市下条町森下71
6 (一財)日本建築総合試験所 QM-1016(2) 令和3年08月23日

合成樹脂塗装／ほう酸・りん酸アンモニウム系薬剤処理スギ板 株式会社ビシュウ 愛知県春日井市下条町森下71
6 (一財)日本建築総合試験所 QM-1016(1) 令和3年08月23日

木単板張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を除く）） 銘建工業株式会社 岡山県真庭市勝山1209 (一財)日本建築総合試験所 QM-1015(2) 令和3年07月28日

天然油脂系塗装木単板張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を
除く）） 銘建工業株式会社 岡山県真庭市勝山1209 (一財)日本建築総合試験所 QM-1015(1) 令和3年07月28日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を
除く）） スリーエイ化学株式会社 千葉県野田市木間ケ瀬2501 (一財)日本建築総合試験所 QM-1014 令和3年07月20日

粘土・木粉混入酢酸ビニル系樹脂塗材・ガラス繊維ネット入せっこう
系塗材塗／基材(準不燃材料及び不燃材料(金属板を除く)) 四国化成工業株式会社 香川県丸亀市土器町東8-537-

1 (一財)建材試験センター QM-1013 令和3年07月15日

塩化ビニル系樹脂塗装ポリエステル系樹脂クロス張／基材(不燃材料(金
属板を除く)) 旭ビルウォール株式会社 東京都台東区松が谷1-3-5

JPR上野イーストビル8F (一財)建材試験センター QM-1010 令和3年07月15日

ポリエステル系樹脂塗装紙張アルミニウム合金はく張／紙裏張／ミデ
ィアムデンシティファイバーボード 住友林業クレスト株式会社 愛知県名古屋市中区錦3-10-3

3 錦SISビル (一財)日本建築総合試験所 QM-1012 令和3年06月16日

りん酸アンモニウム系薬剤処理ヒバ板 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)ベターリビング QM-1011 令和3年06月16日

リン酸系薬剤処理スギ単板積層材 株式会社オロチ 鳥取県日野郡日南町下石見18
29-103 (一財)ベターリビング QM-1009(2) 令和3年06月07日

合成樹脂塗装／リン酸系薬剤処理スギ単板積層材 株式会社オロチ 鳥取県日野郡日南町下石見18
29-103 (一財)ベターリビング QM-1009(1) 令和3年06月07日

リン酸系薬剤処理スギ単板積層材 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング QM-1008(2) 令和3年06月07日

合成樹脂塗装／リン酸系薬剤処理スギ単板積層材 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング QM-1008(1) 令和3年06月07日

エチレンビニルアセテート混入炭酸カルシウム系塗材塗／基材(準不燃
材料(セメント板を除く)及び不燃材料(金属板を除く)) 株式会社オンザウォール 静岡市駿河区池田364-1 (一財)ベターリビング QM-1007 令和3年03月26日

合成樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を除く
）） えちぜん和思工房 福井県越前市野岡町40-8 (一財)日本建築総合試験所 QM-1006 令和3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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

水酸化カルシウム混入アクリル系樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃材料
及び不燃材料（金属板を除く）） えちぜん和思工房 福井県越前市野岡町40-8 (一財)日本建築総合試験所 QM-1005 令和3年03月01日

突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張／突
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 片桐銘木工業株式会社 愛知県名古屋市中川区山王三

丁目11番23号 (一財)日本建築総合試験所 QM-1004(4) 令和3年02月17日

ウレタン系樹脂塗装／突板張両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス
質複層板張／突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 片桐銘木工業株式会社 愛知県名古屋市中川区山王三

丁目11番23号 (一財)日本建築総合試験所 QM-1004(3) 令和3年02月17日

突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張／普通紙張
ポリエチレン系樹脂シート裏張／突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

片桐銘木工業株式会社 愛知県名古屋市中川区山王三
丁目11番23号 (一財)日本建築総合試験所 QM-1004(2) 令和3年02月17日

ウレタン系樹脂塗装／突板張両面薄葉紙張アルミニウムはく張火山性ガラス
質複層板張／普通紙張ポリエチレン系樹脂シート裏張／突板張両面薄葉紙張
アルミニウムはく張火山性ガラス質複層板

片桐銘木工業株式会社 愛知県名古屋市中川区山王三
丁目11番23号 (一財)日本建築総合試験所 QM-1004(1) 令和3年02月17日

天然木単板・薄葉紙張アルミニウムはく張／ミディアムデンシティフ
ァイバーボード 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)ベターリビング QM-1003(2) 令和3年01月22日

ウレタン系樹脂塗装天然木単板・薄葉紙張アルミニウムはく張／ミデ
ィアムデンシティファイバーボード 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)ベターリビング QM-1003(1) 令和3年01月22日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく・炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウ
ム-亜鉛合金めっき鋼板

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-1002 令和2年10月22日

アクリル樹脂系塗材塗ポリエステル系繊維混抄紙張／基材(準不燃材料(
せっこうボード)及び不燃材料(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 QM-0948-1 令和2年10月13日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を
除く）） 株式会社三佳 奈良県北葛城郡広陵町大字弁

財天３６８ (一財)日本建築総合試験所 QM-1001 令和2年09月23日

ポリエステル系樹脂繊維混抄紙壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材
料（金属板を除く）） 株式会社太陽 滋賀県彦根市小泉町34-6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0999 令和2年09月23日

ポリエステル系樹脂繊維混抄紙壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材
料（金属板を除く）） 株式会社太陽 滋賀県彦根市小泉町34-6 (一財)日本建築総合試験所 QM-0998 令和2年09月23日

合成樹脂塗装／パルプ・ポリプロピレン繊維混入セメント板 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター QM-1000 令和2年09月11日

薬剤処理合成樹脂塗装紙壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金
属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0997 令和2年09月11日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウム合金はく・炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 QM-0996 令和2年09月11日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（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 QM-0995 令和2年08月31日

化粧シート・無機質系シート・紙壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃
材料（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0992 令和2年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

化粧シート・紙壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を除
く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0991 令和2年08月21日

植物系粉粒混入合成樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料
（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0994 令和2年08月13日

無機質系粉粒混入合成樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材
料（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0993 令和2年08月13日

活性炭混入セラック系樹脂塗装／基材（準不燃材料及び不燃材料（金
属板を除く）） たぶん研究所 大阪府大阪市住之江区平林南

2-2-34 (一財)日本建築総合試験所 QM-0990 令和2年07月13日

大理石張／エチレン共重合系樹脂混入水酸化アルミニウム・炭酸カル
シウム充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合金はく 日本辰華株式会社 神奈川県横須賀市金谷2-3-17 (一財)ベターリビング QM-0989 令和2年07月06日

リン酸系薬剤処理スギ板 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)ベターリビング QM-0981-1(2) 令和2年04月13日

アクリルウレタン樹脂系塗装／リン酸系薬剤処理スギ板 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)ベターリビング QM-0981-1(1) 令和2年04月13日

リン酸系薬剤処理スギ板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング QM-0980-1(2) 令和2年04月13日

アクリルウレタン樹脂系塗装／リン酸系薬剤処理スギ板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング QM-0980-1(1) 令和2年04月13日

ポリウレタン系樹脂塗装／りん酸二水素アンモニウム系薬剤処理すぎ
板 島根県 島根県松江市殿町1番地 (一財)建材試験センター QM-0987 令和2年03月30日

植物系繊維紙壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を除く
）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0988 令和2年03月19日

無機質系粉粒混入合成樹脂塗装壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材
料（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0986 令和2年03月13日

りん窒素系薬剤含浸絹系織物壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料
（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0985 令和2年03月06日

合成樹脂塗装セルロース系繊維不織布張／基材（不燃材料（金属板を
除く）） 株式会社フィル 大阪府大阪市大正区小林西１

丁目１５-１２ (一財)日本建築総合試験所 QM-0984 令和2年02月26日

合成樹脂塗装／軽量気泡コンクリートパネル 旭化成ホームズ株式会社 東京都千代田区神田神保町1-
105 (一財)建材試験センター QM-0983 令和2年02月21日

合成樹脂塗装／軽量気泡コンクリートパネル 旭化成ホームズ株式会社 東京都千代田区神田神保町1-
105 (一財)建材試験センター QM-0982 令和2年02月21日

リン酸系薬剤処理スギ板 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)ベターリビング QM-0981(2) 令和2年02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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／リン酸系薬剤処理スギ板 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)ベターリビング QM-0981(1) 令和2年02月17日

リン酸系薬剤処理スギ板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング QM-0980(2) 令和2年02月17日

アクリルウレタン樹脂系塗装／リン酸系薬剤処理スギ板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング QM-0980(1) 令和2年02月17日

アクリル樹脂系塗材塗炭酸カルシウム混入ポリエチレン樹脂系シート
張／基材(準不燃材料及び不燃材料(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 QM-0979 令和2年01月07日

アクリル樹脂系塗材塗ガラス繊維混入炭酸カルシウム混抄紙張／基材(
準不燃材料及び不燃材料(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 QM-0978 令和2年01月07日

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)建材試験センター QM-0977(2) 令和2年01月06日

ウレタン樹脂系塗装／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)建材試験センター QM-0977(1) 令和2年01月06日

アクリルウレタン樹脂系塗装／りん酸アンモニウム系薬剤処理ヒノキ
材 株式会社ヤマシタ工務店 岐阜県郡上市大和町剣1760 (一財)日本建築総合試験所 QM-0976 令和2年01月06日

アクリルウレタン樹脂系塗装／りん酸アンモニウム系薬剤処理スギ材 株式会社ヤマシタ工務店 岐阜県郡上市大和町剣1760 (一財)日本建築総合試験所 QM-0975 令和2年01月06日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウム合金はく・炭酸カルシウム混沙
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55％アルミニウ
ム－亜鉛合金めっき鋼板

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0894-1 令和2年01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）） 株式会社フィル 大阪府大阪市大正区小林西１
丁目１５-１２ (一財)日本建築総合試験所 QM-0974 令和元年12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）） 株式会社フィル 大阪府大阪市大正区小林西１
丁目１５-１２ (一財)日本建築総合試験所 QM-0973 令和元年12月06日

天然木単板張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を除く）） 銘建工業株式会社 岡山県真庭市勝山1209 (一財)日本建築総合試験所 QM-0972(2) 令和元年11月18日

天然油脂系塗装天然木単板張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属
板を除く）） 銘建工業株式会社 岡山県真庭市勝山1208 (一財)日本建築総合試験所 QM-0972(1) 令和元年11月18日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を
除く）)

株式会社ウェーブロックイン
テリア

東京都中央区明石町8番1号聖
路加タワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0971 令和元年10月28日

炭酸カルシウム系塗装／トウヒ木毛混入酸化マグネシウム板 Knauf AMF Deckensystem
Ges.m.b.H

Elsenthal 15 94481
Grafenau,Germany (一財)ベターリビング QM-0970 令和元年10月16日

合成樹脂塗装紙壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を除
く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0969 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

化粧シート・塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材
料（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0968 令和元年09月17日

化粧シート・塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材
料（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0967 令和元年09月17日

合成樹脂系粉粒壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を除
く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0966 令和元年09月17日

セルロース紙・アルミニウムはく張段ボール 山田ダンボール株式会社 東京都中央区日本橋本町1丁
目9-4 (一財)ベターリビング QM-0965 令和元年09月02日

合成樹脂塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（準不燃材料及び不
燃材料（金属板を除く）） リケンテクノス株式会社 東京都千代田区神田淡路町２丁

目１０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 QM-0964 令和元年09月02日

植物系繊維混紡織物壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板
を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0963 令和元年09月02日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を
除く）） 株式会社楽雅壁 大阪府大阪市城東区今福西四

丁目3番7号 ｽﾍﾟｰｽﾗｲﾌ301 (一財)日本建築総合試験所 QM-0962 令和元年09月02日

アクリル樹脂系塗装／天然木単板張／セルロース混入せっこう板 Richter lighting technologies
GmbH

Boebinger Strasse 34, 73540
Heubach, Germany (一財)建材試験センター QM-0961 令和元年09月02日

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 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル (一財)ベターリビング QM-0955-1 令和元年09月02日

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 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル (一財)ベターリビング QM-0954-1 令和元年09月02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 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-0944-1 令和元年09月02日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属
板を除く）） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 QM-0959 令和元年07月16日

塩化ビニル樹脂系シート張水酸化アルミニウム紙裏張／せっこうボー
ド

チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
(一財)建材試験センター QM-0960 令和元年07月12日

ＤＩＣ株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町大字小
室4472-1

薬剤処理植物系繊維混紡織物壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料
（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0958 令和元年05月27日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（準不燃材料及び不燃材料（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)日本建築総合試験所 QM-0957 令和元年05月27日

エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（
金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0956 令和元年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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

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 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル (一財)ベターリビング QM-0955 令和元年05月07日

合成樹脂塗装／パルプ・ポリプロピレン繊維混入セメント板 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター QM-0868-1 令和元年05月07日

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 東京都千代田区丸の内3-3-1
新東京ビル (一財)ベターリビング QM-0954 平成31年04月05日

合成樹脂フィルム・エチレン酢酸ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃
材料及び不燃材料（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0953 平成31年04月01日

天然木単板・薄葉紙張アルミニウムはく張／ミディアムデンシティフ
ァイバーボード 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)ベターリビング QM-0952(2) 平成31年03月18日

ウレタン樹脂系塗装天然木単板・薄葉紙張アルミニウムはく張／ミデ
ィアムデンシティファイバーボード 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)ベターリビング QM-0952(1) 平成31年03月18日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を
除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0951 平成31年02月28日

ポリエステル樹脂系繊維混抄紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（
金属板を除く））

日本エムテクス株式会社 東京都世田谷区駒沢2-16-18-
4F

(一財)日本建築総合試験所 QM-0950(2) 平成31年01月18日株式会社グリーンテクノ21 佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久
1539-1

株式会社ホクシンクロス 大阪府和泉市テクノステージ
3-7-13

炭酸カルシウム混入酢酸ビニル・アクリル樹脂系塗装ポリエステル樹
脂系繊維混抄紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を除く）
）

日本エムテクス株式会社 東京都世田谷区駒沢2-16-18-
3F

(一財)日本建築総合試験所 QM-0950(1) 平成31年01月18日株式会社グリーンテクノ21 佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久
1539-1

株式会社ホクシンクロス 大阪府和泉市テクノステージ
3-7-12

合成繊維混抄紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（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丁
目8-28 FJビル3F (一財)日本建築総合試験所 QM-0949 平成31年01月18日

アクリル樹脂系塗材塗ポリエステル系繊維混抄紙張／基材(準不燃材料
及び不燃材料(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 QM-0948 平成31年01月15日

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)建材試験センター QM-0947 平成31年01月04日

合成樹脂シート入けい砂混入セメントモルタル塗／基材（不燃材料（
せっこうボード及び金属板を除く）） 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0946 平成31年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

合成樹脂シート入けい砂混入セメントモルタル塗／基材（不燃材料（
せっこうボード及び金属板を除く）） 株式会社大林組 東京都港区港南2丁目15番2号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0945 平成31年01月04日

りん酸アンモニウム系薬剤処理スギ材 桑原木材株式会社 愛知県犬山市大字羽黒新田字
下蝉屋41 (一財)日本建築総合試験所 QM-0853-1(2) 平成31年01月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／りん酸アンモニウム系薬剤処理スギ材 桑原木材株式会社 愛知県犬山市大字羽黒新田字
下蝉屋40 (一財)日本建築総合試験所 QM-0853-1(1) 平成31年01月04日

りん酸アンモニウム系薬剤処理ヒノキ材 桑原木材株式会社 愛知県犬山市大字羽黒新田字
下蝉屋39 (一財)日本建築総合試験所 QM-0852-1(2) 平成31年01月04日

アクリルウレタン樹脂系塗装／りん酸アンモニウム系薬剤処理ヒノキ
材 桑原木材株式会社 愛知県犬山市大字羽黒新田字

下蝉屋38 (一財)日本建築総合試験所 QM-0852-1(1) 平成31年01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 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-0944 平成30年11月30日

りん・窒素系薬剤処理単板積層材
一般社団法人全国ＬＶＬ協会 東京都江東区新木場1-7-22

新木場タワー8Ｆ
(一財)日本建築総合試験所 QM-0943(2) 平成30年10月31日

株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22
新木場タワー8F

ウレタン樹脂系塗装／りん・窒素系薬剤処理単板積層材
一般社団法人全国ＬＶＬ協会 東京都江東区新木場1-7-22

新木場タワー8Ｆ
(一財)日本建築総合試験所 QM-0943(1) 平成30年10月31日

株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22
新木場タワー8F

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属
板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0942 平成30年10月31日

ポリエチレン系フィルム張ガラス不織布・ポリイソシアヌレートフォ
ーム裏張／合成樹脂塗装鋼板 日新製鋼建材株式会社 東京都江東区東陽3-23-22 (一財)ベターリビング QM-0784-2 平成30年10月12日

植物系繊維混紡織物壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板
を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0941 平成30年09月21日

炭酸カルシウム混入エチレン酢酸ビニル樹脂系塗装壁紙張／基材（準
不燃材料及び不燃材料（金属板を除く）） 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目五番

一号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0940 平成30年09月07日

合板裏張／アルミニウム合金はく張ロックウール板
一般社団法人全国LVL協会 東京都江東区新木場1-7-22

8F
(一財)日本建築総合試験所 QM-0939(3) 平成30年08月27日

株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22
8F

突板張／合板裏張／アルミニウム合金はく張ロックウール板 一般社団法人全国LVL協会 東京都江東区新木場1-7-22
8F (一財)日本建築総合試験所 QM-0939(2) 平成30年08月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／合板裏張／アルミニウム合金はく張ロックウール板 株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22
8F (一財)日本建築総合試験所 QM-0939(2) 平成30年08月27日

ウレタン樹脂系塗装突板張／合板裏張／アルミニウム合金はく張ロッ
クウール板

一般社団法人全国LVL協会 東京都江東区新木場1-7-22
8F

(一財)日本建築総合試験所 QM-0939(1) 平成30年08月27日
株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22

8F

合板裏張／アルミニウム合金はく張ロックウール板 片桐銘木工業株式会社 愛知県名古屋市中川区山王三
丁目11番23号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0938(3) 平成30年08月27日

突板張／合板裏張／アルミニウム合金はく張ロックウール板 片桐銘木工業株式会社 愛知県名古屋市中川区山王三
丁目11番23号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0938(2) 平成30年08月27日

ウレタン樹脂系塗装突板張／合板裏張／アルミニウム合金はく張ロッ
クウール板 片桐銘木工業株式会社 愛知県名古屋市中川区山王三

丁目11番23号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0938(1) 平成30年08月27日

合板裏張／アルミニウム合金はく張ロックウール板 三商株式会社 愛知県名古屋市東区葵三丁目
２５番３２号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0937(3) 平成30年08月27日

突板張／合板裏張／アルミニウム合金はく張ロックウール板 三商株式会社 愛知県名古屋市東区葵三丁目
２５番３２号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0937(2) 平成30年08月27日

ウレタン樹脂系塗装突板張／合板裏張／アルミニウム合金はく張ロッ
クウール板 三商株式会社 愛知県名古屋市東区葵三丁目

２５番３２号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0937(1) 平成30年08月27日

合成樹脂塗装／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 (一財)建材試験センター QM-0936 平成30年08月10日

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・ポリイ
ソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55%アルミニウムｰ亜鉛合金
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-0935 平成30年08月10日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウム合金はく・炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 QM-0934 平成30年07月27日

りん・窒素系薬剤処理スギ材 株式会社ハルキ 北海道茅部郡森町字姫川11番
13号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0855-1(3) 平成30年07月24日

合成樹脂塗装／りん・窒素系薬剤処理スギ材 株式会社ハルキ 北海道茅部郡森町字姫川11番
13号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0855-1(1) 平成30年07月24日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材(準不燃材料及び不燃材料(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 (一財)建材試験センター QM-0933 平成30年07月20日

カゼイン系塗装ポリエステル繊維混入紙壁紙張／基材(準不燃材料及び
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 QM-0932 平成30年07月20日

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・ポリイ
ソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55%アルミニウムｰ亜鉛合金
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-0719-1 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

リン酸系薬剤処理スギ板 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)ベターリビング QM-0930(2) 平成30年07月17日

アクリルウレタン樹脂系塗装／リン酸系薬剤処理スギ板 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)ベターリビング QM-0930(1) 平成30年07月17日

リン酸系薬剤処理スギ板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング QM-0929(2) 平成30年07月17日

アクリルウレタン樹脂系塗装／リン酸系薬剤処理スギ板 大建工業株式会社 富山県南砺市井波1-1 (一財)ベターリビング QM-0929(1) 平成30年07月17日

アクリルウレタン樹脂系塗装アクリル系樹脂含浸紙壁紙張／基材（準
不燃材料及び不燃材料（金属板を除く）) 山天東リ株式会社 富山県南栃市岩木４５ (一財)日本建築総合試験所 QM-0809-2 平成30年06月29日

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-0773-1 平成30年06月29日

寒水石粒・けい砂入酢酸ビニル樹脂系塗材・ガラス繊維ネット入せっ
こう系塗材塗／基材(準不燃材料及び不燃材料(金属板を除く)) 四国化成工業株式会社 香川県丸亀市土器町東8-537-

1 (一財)建材試験センター QM-0925 平成30年05月24日

塩化ビニル樹脂系シート張水酸化アルミニウム紙裏張／せっこうボー
ド

チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
(一財)建材試験センター QM-0928 平成30年05月18日

ＤＩＣ株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町小室44
72-1

アクリル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（準不燃材料
及び不燃材料（金属板を除く）） タキロンシーアイ株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0927 平成30年05月11日

ウレタン樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（準不燃材料
及び不燃材料（金属板を除く）） タキロンシーアイ株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0926 平成30年05月11日

薬剤処理植物系繊維混紡織物壁紙張／基材(準不燃材料及び不燃材料(金
属板を除く)) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門３-７-８ラ

ンディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0924 平成30年05月02日

金属材・紙壁紙張／基材(準不燃材料及び不燃材料(金属板を除く)) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン
ディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0923 平成30年04月02日

合成樹脂塗装／パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0922 平成30年03月19日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属
板を除く）） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 QM-0921 平成30年03月02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／パルプ混入せっこう板 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 QM-0920 平成30年01月05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 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-0919 平成30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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・ほう酸系薬剤処理スギ板 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)ベターリビング QM-0918(2) 平成29年12月26日

合成樹脂塗装／りん酸・ほう酸系薬剤処理スギ板 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)ベターリビング QM-0918(1) 平成29年12月26日

塩化ビニル樹脂系塗装ポリエステル樹脂系不織布張／基材(不燃材料(金
属板を除く)) ギャラックス貿易株式会社 東京都品川区勝島1-4-11

加瀬116ビル3F (一財)建材試験センター QM-0917 平成29年12月08日

塩化ビニル系樹脂処理セルロース繊維系不織布張／基材(準不燃材料及
び不燃材料(金属板を除く)) 有限会社テンコー装飾 富山県高岡市木津606-1 (一財)建材試験センター QM-0916 平成29年12月08日

合成樹脂含浸天然木単板・水酸化アルミニウム混抄紙張／基材（準不
燃材料及び不燃材料（金属板を除く）） 島崎興産 福岡県大川市大字鐘ヶ江590-

5 (一財)日本建築総合試験所 QM-0915 平成29年11月09日

合成樹脂含浸天然木単板・水酸化アルミニウム混抄紙張／基材（準不
燃材料及び不燃材料（金属板を除く）） 三木理研工業株式会社 和歌山県和歌山市栄谷13-1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0914 平成29年11月09日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウム合金はく・炭酸カルシウム混抄
紙・ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55%アルミニウ
ム-亜鉛合金めっき鋼板

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0913 平成29年11月09日

りん・窒素系薬剤処理単板積層材
株式会社キーテック 東京都江東区新木場1-7-22

8F
(一財)日本建築総合試験所 QM-0879 平成29年10月16日

一般社団法人全国LVL協会 東京都江東区新木場1-7-22
8F

合成樹脂塗装アルミニウム合金板・ポリエチレン樹脂系板裏張／アル
ミニウム合金板 株式会社キープロン 兵庫県神戸市中央区京町77-1

神栄ビル4F (一財)日本建築総合試験所 QM-0912 平成29年10月10日

塩化ビニル樹脂系シート張／基材(準不燃材料及び不燃材料(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 (一財)建材試験センター QM-0911 平成29年10月10日

合成樹脂塗装／パルプ・ポリプロピレン繊維混入セメント板 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター QM-0869-1 平成29年10月10日

木毛セメント板表張／フェノールフォーム板 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-0910 平成29年09月28日

パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0909(2) 平成29年09月26日

合成樹脂塗装／パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0909(1) 平成29年09月26日

薬剤処理植物系繊維混紡織物壁紙張／基材(準不燃材料及び不燃材料(金
属板を除く)) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門３-７-８ラ

ンディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0908 平成29年09月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／準不燃材料及び不燃材料（金属板を除く） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門３-７-８ラ
ンディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0907 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ポリスチレンフォーム粒混入セメント系塗材塗／基材(不燃材料(金属板
を除く))

東京パワーテクノロジー株式
会社 東京都江東区豊洲5-5-13 (一財)建材試験センター QM-0906 平成29年09月07日

炭酸カルシウム・エチレン酢酸ビニル樹脂系塗材塗ポリエステル繊維
混抄紙張／基材(準不燃材料及び不燃材料(金属板を除く)) フジワラ化学株式会社 愛媛県西条市大新田94 (一財)日本建築総合試験所 QM-0905 平成29年09月06日

炭酸カルシウム・アクリル樹脂系塗材塗ポリエステル繊維混抄紙張／
基材(準不燃材料及び不燃材料(金属板を除く)） フジワラ化学株式会社 愛媛県西条市大新田94 (一財)日本建築総合試験所 QM-0904 平成29年09月06日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム張／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)ベターリビング QM-0903 平成29年09月06日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム張／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)ベターリビング QM-0902 平成29年09月06日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム張／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)ベターリビング QM-0901 平成29年09月06日

アクリルシリコーン樹脂系塗装／軽量気泡コンクリート板 旭化成ホームズ株式会社 東京都新宿区西新宿1-24-1 (一財)建材試験センター QM-0900 平成29年07月12日

合成樹脂塗装／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 (一財)建材試験センター QM-0899 平成29年07月12日

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)建材試験センター QM-0898 平成29年07月12日

ポリイソシアヌレートフォーム・ポリエステル樹脂系塗装鋼板裏張／
合成樹脂塗装溶融55％アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0895 平成29年06月16日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム裏張／合成樹脂塗装溶融55%アルミニウム-
亜鉛合金めっき鋼板

株式会社チューオー 栃木県鹿沼市さつき町13-2 (一財)日本建築総合試験所 QM-0894 平成29年06月16日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 QM-0893 平成29年06月16日

エチレン酢酸ビニル樹脂系塗装壁紙張／基材（準不燃材料（せっこう
ボード）及び不燃材料（金属板を除く）） 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目五番

一号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0892 平成29年06月16日

エチレン酢酸ビニル樹脂系塗装壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材
料（金属板を除く）） 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目五番

一号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0891 平成29年06月16日

合成樹脂塗装紙壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材料（金属板を除
く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門３-７-８ラ

ンディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0897 平成29年05月30日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム張／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)ベターリビング QM-0896 平成29年05月29日

ポリエチレン樹脂系フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 QM-0890 平成29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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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ィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 QM-0889 平成29年03月15日

硬質ウレタンフォーム板裏張／シージングせっこうボード アキレス株式会社 東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿ﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ (一財)日本建築総合試験所 QM-0762-1(2) 平成29年03月10日

硬質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 東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿ﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ (一財)日本建築総合試験所 QM-0762-1(1) 平成29年03月10日

変性メラミン樹脂含浸紙・リン酸塩含有けい酸マグネシウム混入紙・水酸化
アルミニウム混入変性アクリル樹脂含浸ガラスペーパー張／基材(準不燃材料
及び不燃材料(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 (一財)ベターリビング QM-0888 平成29年02月23日

エチレン酢酸ビニル樹脂系塗装壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材
料（金属板を除く））

凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都港区芝浦3-19-26
トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 QM-0887 平成29年02月08日

エチレン酢酸ビニル樹脂系塗装壁紙張／基材（準不燃材料及び不燃材
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 QM-0886 平成29年02月08日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材（準不燃材料及び
不燃材料（金属板を除く）） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0885 平成29年01月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材(準不燃材料及び不燃材料(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 QM-0884 平成29年01月18日

合成樹脂塗装セルロース繊維系不織布張／基材(準不燃材料及び不燃材
料(金属板を除く)) 有限会社テンコー装飾 富山県高岡市木津606-1 (一財)建材試験センター QM-0883 平成29年01月17日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料及び不燃材料（金属板を除
く）) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8ラン

ディック第2虎ノ門ビル７階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0882 平成29年01月12日

ポリプロピレン樹脂系シート裏張／せっこうボード チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター QM-0870(2) 平成28年12月08日

クラフト紙張ポリエチレン樹脂シート裏張／せっこうボード チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター QM-0870(1) 平成28年12月08日

エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材(準不燃材料及び不燃材料
（金属板を除く）)

凸版印刷株式会社　
生活・産業事業本部
環境デザイン事業部

東京都港区芝浦3-19-26
トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 QM-0878 平成28年11月25日

エチレン酢酸ビニル系樹脂塗装壁紙張／基材(準不燃材料及び不燃材料
（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 QM-0877 平成28年11月25日

ガラス繊維板裏張／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 (一財)日本建築総合試験所 QM-0876(2) 平成28年11月25日

ガラス繊維板裏張／合成樹脂塗装鋼板 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 (一財)日本建築総合試験所 QM-0876(1) 平成28年11月25日

ガラス繊維板裏張／鋼板 中川産業株式会社 愛知県犬山市字土取37番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0875(2) 平成28年11月25日

183/194 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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ガラス繊維板裏張／合成樹脂塗装鋼板 中川産業株式会社 愛知県犬山市字土取37番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0875(1) 平成28年11月25日

ガラス繊維板裏張／鋼板 株式会社佐渡島 大阪府大阪市中央区島之内1
丁目16番19号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0874(2) 平成28年11月25日

ガラス繊維板裏張／合成樹脂塗装鋼板 株式会社佐渡島 大阪府大阪市中央区島之内1
丁目16番19号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0874(1) 平成28年11月25日

ガラス繊維板裏張／鋼板 株式会社協和 東京都台東区上野7丁目12番1
3号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0873(2) 平成28年11月25日

ガラス繊維板裏張／合成樹脂塗装鋼板 株式会社協和 東京都台東区上野7丁目12番1
3号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0873(1) 平成28年11月25日

ポリエチレン樹脂系フィルム裏張紙・硬質ウレタンフォーム・合成樹
脂フィルム張アルミニウムはく張ガラス繊維板裏張／せっこうボード 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-0881 平成28年11月22日

ポリエチレン樹脂系フィルム裏張紙・硬質ウレタンフォーム裏張／せ
っこうボード 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-0880 平成28年11月22日

ウレタン樹脂系塗装／第一りん酸アンモニウム系薬剤処理ひのき板 宏栄産業株式会社 広島県福山市柳津町4-9-11 (一財)建材試験センター QM-0865 平成28年10月19日

ウレタン樹脂系塗装／第一りん酸アンモニウム系薬剤処理すぎ板 宏栄産業株式会社 広島県福山市柳津町4-9-11 (一財)建材試験センター QM-0864 平成28年10月19日

合成樹脂塗装／パルプ・ポリプロピレン繊維混入セメント板 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター QM-0869 平成28年09月06日

合成樹脂塗装／パルプ・ポリプロピレン繊維混入セメント板 H.R.D. SINGAPORE PTE LTD 80 Raffles Place,#20-03 UOB
Plaza1,Singapore 048624 (一財)建材試験センター QM-0868 平成28年09月06日

ポリエチレン系樹脂フィルム・アルミニウムはく・炭酸カルシウム混抄紙・
ポリイソシアヌレートフォーム裏張／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)日本建築総合試験所 QM-0867 平成28年08月26日

りん・窒素系薬剤処理スギ材 株式会社ハルキ 北海道茅部郡森町字姫川11番
13号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0855(3) 平成28年08月26日

ウレタン系樹脂塗装／りん・窒素系薬剤処理スギ材 株式会社ハルキ 北海道茅部郡森町字姫川11番
13号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0855(2) 平成28年08月26日

両面ウレタン系樹脂塗装／りん・窒素系薬剤処理スギ材 株式会社ハルキ 北海道茅部郡森町字姫川11番
13号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0855(1) 平成28年08月26日

木毛繊維混入セメント板 大和建材工業株式会社 愛知県愛西市西保町南川原98
番地 (一財)建材試験センター QM-0866 平成28年08月12日

両面アクリルウレタン系樹脂塗装／りん酸アンモニウム系薬剤処理ス
ギ材 桑原木材株式会社 愛知県犬山市大字羽黒新田字

下蝉屋38 (一財)日本建築総合試験所 QM-0853 平成28年08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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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系樹脂塗装／りん酸アンモニウム系薬剤処理ヒ
ノキ材 桑原木材株式会社 愛知県犬山市大字羽黒新田字

下蝉屋38 (一財)日本建築総合試験所 QM-0852 平成28年08月01日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／基材（準不燃材料） リーズ株式会社 東京都渋谷区初台1-14-8
初台ビル3F (一財)建材試験センター QM-0862 平成28年07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
番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0863 平成28年07月27日

セメント混入せっこう塗材塗／ロックウール・ポリスチレンフォーム
粒混入せっこう板張／基材（不燃材料（金属板）） 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 QM-0861 平成28年07月15日

セメント混入せっこう塗材塗／ロックウール・ポリスチレンフォーム粒混
入せっこう板張／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 QM-0860 平成28年07月15日

ウレタン樹脂系カプセル・水酸化アルミニウム混入珪藻土系塗材塗／
準不燃材料 株式会社 北洲 宮城県黒川郡富谷町成田9丁

目2-2 (一財)ベターリビング QM-0859 平成28年05月27日

合成樹脂塗装ポリエステル系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-0858 平成28年05月17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番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0857 平成28年05月17日

ポリエチレン樹脂系フィルム・炭酸カルシウム混抄紙張／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・イソシアヌレートフォーム裏張／
両面合成樹脂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-0856 平成28年03月24日

アクリルウレタン系樹脂塗装／アクリル系樹脂含浸紙壁紙張／基材(準
不燃材料) 山天東リ株式会社 富山県南栃市岩木45 (一財)日本建築総合試験所 QM-0809-1 平成28年03月17日

合成樹脂塗装／不織布壁紙張／基材（準不燃材料） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0854 平成28年02月23日

パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0851(3) 平成28年02月12日

片面合成樹脂塗装／パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0851(2) 平成28年02月12日

両面合成樹脂塗装／パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0851(1) 平成28年02月12日

パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0850(3) 平成28年02月12日

片面合成樹脂塗装／パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0850(2) 平成28年02月12日

両面合成樹脂塗装／パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0850(1) 平成28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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

アクリル樹脂系塗材塗／グラスウール板 株式会社ビベル 東京都新宿区信濃町3-1
エスコート101 (一財)ベターリビング QM-0849 平成28年02月02日

アクリル樹脂系塗装ガラス繊維混入水酸化アルミニウム混抄紙張／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-0848 平成28年02月02日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（準不燃材料） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 QM-0847 平成28年01月21日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材（準不燃材料） 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876 (一財)日本建築総合試験所 QM-0846 平成28年01月21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 日成ビルド工業株式会社 石川県金沢市金石北3-16-10 (一財)日本建築総合試験所 QM-0845 平成27年12月18日

合成樹脂塗装／ポリエチレン系樹脂シート張／基材(準不燃材料) 株式会社　トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26
トッパン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 QM-0844 平成27年11月18日

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-0843 平成27年11月18日

パルプ・ポリエステル繊維不織布張／基材(準不燃材料) 有限会社　五大装飾 大阪府東大阪市長田2-18-1
ガーデンハウス1F (一財)日本建築総合試験所 QM-0842 平成27年10月21日

パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0841(3) 平成27年10月21日

片面合成樹脂塗装／パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0841(2) 平成27年10月21日

両面合成樹脂塗装／パルプ系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　クリスタルタワー13Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0841(1) 平成27年10月21日

レーヨン繊維植毛・酢酸ビニル系樹脂含浸紙壁紙張／基材（不燃材料
（金属板を除く）） トーヨーケム株式会社 東京都中央区京橋2-7-19 (一財)建材試験センター QM-0840 平成27年10月19日

合成樹脂塗装水酸化アルミニウム混抄紙張／基材（準不燃材料） 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 QM-0839 平成27年10月19日

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ混入セメントけい酸質板 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-0805-1 平成27年10月19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
新東京ビル (一財)ベターリビング QM-0838(2) 平成27年10月09日

合成樹脂塗装ボード用原紙張／ボード用原紙裏張／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)ベターリビング QM-0838(1) 平成27年10月09日

塩化ビニル樹脂系フィルム張／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)ベターリビング QM-0837 平成27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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0836 平成27年08月19日

裏面面材張硬質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 東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿フロントタワー22階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0835 平成27年08月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社ハウスクリニック 東京都八王子市石川町2966-9 (一財)建材試験センター QM-0832 平成27年08月19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 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター QM-0831(2) 平成27年08月19日

合成樹脂塗装／両面ボード用原紙張せっこう板 チヨダウーテ株式会社 三重県三重郡川越町高松928
番地 (一財)建材試験センター QM-0831(1) 平成27年08月19日

薬剤処理植物系繊維・合成繊維・無機繊維混紡織物壁紙張／基材（準
不燃材料） 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0813-1 平成27年08月19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））

東京パワーテクノロジー株式
会社 東京都江東区豊洲5-5-13 (一財)建材試験センター QM-0834 平成27年08月07日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0833 平成27年08月07日

両面合成樹脂塗装／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 (一財)建材試験センター QM-0830 平成27年08月07日

変性アルキッド系樹脂塗装／ポリりん酸系薬剤処理／スギ材 大山プレカット協業組合 鳥取県西伯郡大山町荘田693 (一財)日本建築総合試験所 QM-0828 平成27年06月25日

合成樹脂・有機質系繊維混入けい藻土系塗材塗／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)日本建築総合試験所 QM-0829 平成27年05月29日

合成樹脂塗装／ポリエチレン系樹脂シート張／基材(準不燃材料) 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26トッ
パン芝浦ビル (一財)日本建築総合試験所 QM-0827 平成27年03月30日

両面ポリエステル系樹脂不織布張フェノールフォーム断熱材裏張／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 QM-0825 平成27年03月30日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0824 平成27年03月30日

両面合成樹脂塗装／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 (一財)建材試験センター QM-0826 平成27年03月26日

りん・窒素系薬剤処理単板積層材 一般社団法人全国ＬＶＬ協会 東京都江東区新木場1-7-22
新木場タワー8Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0821(3) 平成27年01月26日

片面合成樹脂塗装／りん・窒素系薬剤処理単板積層材 一般社団法人全国ＬＶＬ協会 東京都江東区新木場1-7-22
新木場タワー8Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0821(2) 平成27年01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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／りん・窒素系薬剤処理単板積層材 一般社団法人全国ＬＶＬ協会 東京都江東区新木場1-7-22
新木場タワー8Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0821(1) 平成27年01月26日

りん・窒素系薬剤処理／ヒノキ材ストランド板張／繊維混入けい酸カ
ルシウム板 株式会社エスウッド 岐阜県各務原市須衛町7-74-5 (一財)日本建築総合試験所 QM-0818 平成27年01月26日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0823 平成26年12月12日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0822 平成26年12月12日

ポリエチレン系フィルム・ガラス不織布・イソシアヌレートフォーム
裏張／合成樹脂系塗装鋼板 日新総合建材株式会社 東京都江東区東陽3-23-22 (一財)ベターリビング QM-0784-1 平成26年12月12日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0820 平成26年12月04日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0819 平成26年12月04日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会　 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0817 平成26年11月20日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会　 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0816 平成26年11月20日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会　 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0815 平成26年11月20日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会　 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0814 平成26年11月20日

薬剤処理植物系繊維・合成繊維・無機繊維混紡織物壁紙張／基材（準
不燃材料） 一般社団法人日本壁装協会　 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0813 平成26年11月11日

薬剤処理植物系繊維・合成繊維・無機繊維混紡織物壁紙張／基材（準
不燃材料） 一般社団法人日本壁装協会　 東京都港区虎ノ門3-7-8

ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0812 平成26年11月11日

漆系樹脂塗装壁紙張／基材(準不燃材料) 株式会社丸二 京都府京都市下京区高辻通堺
町東入　泉正寺町462 (一財)日本建築総合試験所 QM-0811 平成26年10月28日

合成樹脂塗装紙張／基材（準不燃材料） 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 QM-0810 平成26年10月10日

アクリルウレタン系樹脂塗装／アクリル系樹脂含浸紙壁紙張／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-0809 平成26年09月29日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0808 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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-0807 平成26年09月11日

有機質系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-0806(3) 平成26年09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-0806(2) 平成26年09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-0806(1) 平成26年09月05日

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ混入セメントけい酸質板 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-0805 平成26年09月05日

合成樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0804 平成26年08月20日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第2虎ノ門ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0803 平成26年08月20日

シリコーン系樹脂塗装／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-0802 平成26年07月29日

アクリル樹脂系塗装／ポリエステル繊維混入セルロース繊維系不織布
張／基材（準不燃材料） 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

中目黒オークラビル5F (一財)建材試験センター QM-0800 平成26年07月29日

穴あき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-0799 平成26年07月24日

合成樹脂塗装／アクリル系樹脂エマルション裏面塗装／フライアッシ
ュ混入セメントけい酸カルシウム板 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 QM-0798 平成26年06月24日

ウレタン系樹脂塗装／ポリエステル樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂
フィルム張／基材（準不燃材料） ＤＩＣ株式会社 東京都板橋区坂下三丁目35番

58号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0797 平成26年06月24日

アクリル系樹脂塗装／硬質木片セメント板 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-0796 平成26年06月24日

メタリン酸アンモニウムナトリウム・ほう酸ナトリウム・炭酸ジルコ
ニウムアンモニウム系薬剤処理／スギ材 株式会社モクラボ 兵庫県姫路市安富町三森421

番地3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0794 平成26年06月02日

片面ウレタン系樹脂塗装／メタリン酸アンモニウムナトリウム・ほう
酸ナトリウム・炭酸ジルコニウムアンモニウム系薬剤処理／スギ材 株式会社モクラボ 兵庫県姫路市安富町三森421

番地3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0793 平成26年06月02日

両面ウレタン系樹脂塗装／メタリン酸アンモニウムナトリウム・ほう
酸ナトリウム・炭酸ジルコニウムアンモニウム系薬剤処理／スギ材 株式会社モクラボ 兵庫県姫路市安富町三森421

番地3 (一財)日本建築総合試験所 QM-0792 平成26年06月02日

メタリン酸アンモニウムナトリウム・ほう酸ナトリウム・炭酸ジルコ
ニウムアンモニウム系薬剤処理／スギ材 新丹生谷製材協同組合 徳島県那賀郡那賀町中山字黒

沢東谷5番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0791 平成26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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

片面ウレタン系樹脂塗装／メタリン酸アンモニウムナトリウム・ほう
酸ナトリウム・炭酸ジルコニウムアンモニウム系薬剤処理／スギ材 新丹生谷製材協同組合 徳島県那賀郡那賀町中山字黒

沢東谷5番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0790 平成26年06月02日

両面ウレタン系樹脂塗装／メタリン酸アンモニウムナトリウム・ほう
酸ナトリウム・炭酸ジルコニウムアンモニウム系薬剤処理／スギ材 新丹生谷製材協同組合 徳島県那賀郡那賀町中山字黒

沢東谷5番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0789 平成26年06月02日

りん・窒素系薬剤処理単板積層材 一般社団法人
全国ＬＶＬ協会

東京都江東区新木場1-7-22新
木場タワー8Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0780 平成26年06月02日

片面合成樹脂塗装／りん・窒素系薬剤処理単板積層材 一般社団法人
全国ＬＶＬ協会

東京都江東区新木場1-7-22新
木場タワー8Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0779 平成26年06月02日

両面合成樹脂塗装／りん・窒素系薬剤処理単板積層材 一般社団法人
全国ＬＶＬ協会

東京都江東区新木場1-7-22新
木場タワー8Ｆ (一財)日本建築総合試験所 QM-0778 平成26年06月02日

ほう素系薬剤処理スギ材 株式会社セルフネン 福井県坂井市丸岡町猪爪5-11
4 (一財)日本建築総合試験所 QM-0777 平成26年06月02日

片面ウレタン系樹脂塗装／ほう素系薬剤処理スギ材 株式会社セルフネン 福井県坂井市丸岡町猪爪5-11
4 (一財)日本建築総合試験所 QM-0776 平成26年06月02日

両面ウレタン系樹脂塗装／ほう素系薬剤処理スギ材 株式会社セルフネン 福井県坂井市丸岡町猪爪5-11
4 (一財)日本建築総合試験所 QM-0775 平成26年06月02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-0795 平成26年04月22日

合成樹脂塗装／和紙壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社東京松屋 東京都台東区東上野6丁目1番
3号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0788 平成26年03月31日

塩化ビニル系樹脂シート張／基材(準不燃材料) オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0787 平成26年03月31日

塩化ビニル系樹脂シート張／基材(準不燃材料) オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0786 平成26年03月31日

塩化ビニル系樹脂シート張／基材(準不燃材料) オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0785 平成26年03月31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張ガラス
不織布裏張／合成樹脂系塗装鋼板 日新総合建材株式会社 東京都江東区東陽3-23-22 (一財)ベターリビング QM-0784 平成26年03月20日

アクリル・ウレタン系樹脂塗装／塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(
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3丁目11

番5号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0783 平成26年03月13日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(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3丁目11
番5号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0782 平成26年03月13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(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3丁目11
番5号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0781 平成26年03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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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-0774 平成26年02月13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-0773 平成26年02月13日

塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材(準不燃材料) 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)日本建築総合試験所 QM-0772 平成26年01月22日

ポリウレタン系樹脂塗装／ポリエステル繊維織物／基材（準不燃材料
） 旭興株式会社

大阪府大阪市北区大淀中1-1-30
梅田スカイビルタワーウエスト1
6F

(一財)日本建築総合試験所 QM-0766 平成26年01月22日

塩化ビニル樹脂系壁紙張／基材（準不燃材料） 株式会社風流舎 静岡県浜松市西区篠原町2138
8 (一財)建材試験センター QM-0771 平成25年12月25日

塩化ビニル樹脂系塗装壁紙・水酸化アルミニウム含浸紙張／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-0770 平成25年12月25日

塩化ビニル樹脂系塗装壁紙・水酸化アルミニウム含浸紙張／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-0769 平成25年12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 埼玉県久喜市桜田5-2-1 (一財)建材試験センター QM-0768 平成25年12月06日

はり合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-0767 平成25年12月06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-0765 平成25年10月07日

塩化ビニル系樹脂壁紙張/ガラス繊維不織布張亜鉛めっき鋼板・ガラス
繊維不織布張ポリエチレンパイプ入膨張黒鉛板/せっこうボード

Uponor GmbH Industriestrasse 56,97437
Hassfurt,Deutschland

(一財)日本建築総合試験所 QM-0764 平成25年10月02日
クボタシーアイ株式会社 大阪府大阪市浪速区敷津東1

丁目2番47号

両面面材張硬質ウレタンフォーム保温板裏張／シージングせっこうボ
ード アキレス株式会社 栃木県足利市借宿町668番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0763 平成25年09月10日

両面面材張硬質ウレタンフォーム保温板裏張／せっこうボード アキレス株式会社 栃木県足利市借宿町668番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0762 平成25年09月10日

アクリル樹脂系塗装／ポリエステル繊維混入セルロース繊維系不織布
張／基材（準不燃材料） 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

中目黒オークラビル5F (一財)建材試験センター QM-0761 平成25年08月30日

フッ素系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(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3丁目11

番5号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0760 平成25年08月22日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(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3丁目11
番5号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0759 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

フッ素アクリル系樹脂フィルム・塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(
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丁

目11番5号 (一財)日本建築総合試験所 QM-0758 平成25年08月01日

りん酸系窒素ハロゲン化合物薬剤処理セルロース系繊維織物壁紙張／
基材（準不燃材料） 一般社団法人　日本壁装協会 東京都港区赤坂4-9-6

タクアカサカビル6階 (一財)日本建築総合試験所 QM-0757 平成25年08月01日

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番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0756 平成25年07月11日

塩化ビニル系樹脂フィルム張／基材(準不燃材料) 住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2丁目3
3番1 (一財)日本建築総合試験所 QM-0755 平成25年07月11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番地 (一財)日本建築総合試験所 QM-0754 平成25年07月11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
新東京ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター QM-0753 平成25年05月29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
新東京ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター QM-0752 平成25年05月29日

アクリル樹脂系塗装／木片入紙壁紙張／せっこうボード 有限会社テンコー装飾 富山県高岡市木津606-1 (一財)建材試験センター QM-0751 平成25年05月29日

アクリル樹脂系塗装／紙壁紙張／せっこうボード 有限会社テンコー装飾 富山県高岡市木津606-1 (一財)建材試験センター QM-0750 平成25年05月29日

天然木単板・和紙張／基材（準不燃材料） 一般財団法人みなかみ農村公
園公社

群馬県利根郡みなかみ町須川
847 (一財)建材試験センター QM-0749 平成25年05月23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-0748 平成25年05月14日

水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム混入セメント／硬質ウレタンフ
ォーム吹付／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-0747 平成25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25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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・けい酸ナトリウム系塗装／ヒノキ材 有限会社タートル 千葉県香取市佐原イ３８４０ (一財)日本建築総合試験所 RM-0063 令和4年09月15日

アクリルシリコーン系樹脂・けい酸ナトリウム系塗装／ヒノキ材 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 RM-0062 令和4年09月15日

アクリル系樹脂塗装／ロックウール板 株式会社シー・エフ・エス 東京都渋谷区代々木2-33-1 (一財)日本建築総合試験所 RM-0061 令和4年04月22日

普通合板裏張／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 恩加島木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋3-5-11 (一財)日本建築総合試験所 RM-0060(3) 令和3年09月17日

天然木単板張／普通合板裏張／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 恩加島木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋3-5-11 (一財)日本建築総合試験所 RM-0060(2) 令和3年09月17日

合成樹脂塗装天然木単板張／普通合板裏張／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 恩加島木材工業株式会社 大阪府大阪市住之江区北加賀

屋3-5-11 (一財)日本建築総合試験所 RM-0060(1) 令和3年09月17日

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 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)ベターリビング RM-0059 令和3年06月16日

水酸化アルミニウム混入ポリエチレン系樹脂充てん／合成樹脂塗装ア
ルミニウム合金板 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内1-1-1 (一財)日本建築総合試験所 RM-0058 令和元年08月02日

ポリエチレン系樹脂板充てん／ポリエステル樹脂系塗装アルミニウム
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)建材試験センター RM-0057 平成30年11月02日

ポリエチレン系樹脂板充てん／ポリエステル樹脂系塗装アルミニウム
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)建材試験センター RM-0056 平成30年11月02日

水酸化アルミニウム混入モルタル塗ウレタンゴム系塗装／基材(準不燃
材料及び不燃材料(金属板を除く))

株式会社ティーシージャパン 東京都中央区日本橋人形町1-
5-12　萬武ビルディング 2階

(一財)ベターリビング RM-0055 平成30年10月12日株式会社トッププランニング
ＪＡＰＡＮ

東京都中央区日本橋小網町3-
14茅場町K-1ビル７F

パナソニック環境エンジニア
リング株式会社

大阪府吹田市垂水町3丁目28
番33号

りん・窒素系薬剤処理スギ材 株式会社ハルキ 北海道茅部郡森町字姫川11番
13号 (一財)日本建築総合試験所 RM-0053-1(3) 平成30年07月24日

合成樹脂塗装／りん・窒素系薬剤処理スギ材 株式会社ハルキ 北海道茅部郡森町字姫川11番
13号 (一財)日本建築総合試験所 RM-0053-1(1) 平成30年07月24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／パルプ混入せっこう板 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 RM-0054 平成29年03月01日

りん・窒素系薬剤処理スギ材 株式会社ハルキ 北海道茅部郡森町字姫川11番
13号 (一財)日本建築総合試験所 RM-0053(3) 平成28年08月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成25年04月01日～令和5年04月30日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

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

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／りん・窒素系薬剤処理スギ材 株式会社ハルキ 北海道茅部郡森町字姫川11番
13号 (一財)日本建築総合試験所 RM-0053(2) 平成28年08月26日

両面ウレタン系樹脂塗装／りん・窒素系薬剤処理スギ材 株式会社ハルキ 北海道茅部郡森町字姫川11番
13号 (一財)日本建築総合試験所 RM-0053(1) 平成28年08月26日

りん酸・ほう酸系薬剤処理／スギ材 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)日本建築総合試験所 RM-0052(3) 平成27年09月09日

片面ウレタン系樹脂塗装／りん酸・ほう酸系薬剤処理／スギ材 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)日本建築総合試験所 RM-0052(2) 平成27年09月09日

両面ウレタン系樹脂塗装／りん酸・ほう酸系薬剤処理／スギ材 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)日本建築総合試験所 RM-0052(1) 平成27年09月09日

両面ポリエステル樹脂系塗装／ポリエチレン樹脂系板充てん／両面ア
ルミニウム合金板 住友ベークライト株式会社 東京都品川区東品川2-5-8

天王洲パークサイドビル (一財)建材試験センター RM-0051 平成26年11月21日

水酸化アルミニウム混入モルタル塗／硬質ウレタンフォーム吹付／不
燃材料(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三

丁目21番25号 清風ビル (一財)ベターリビング RM-0050 平成26年10月16日

水酸化アルミニウム炭酸カルシウム混入ドロマイトプラスター吹付／
硬質ウレタンフォーム吹付／基材（準不燃材料） 大橋化学工業株式会社 大阪府茨木市畑田町6番21号 (一財)日本建築総合試験所 RM-0049 平成26年01月15日

水酸化アルミニウム炭酸カルシウム混入ドロマイトプラスター吹付／
硬質ウレタンフォーム吹付／基材（不燃材料（金属板）） 大橋化学工業株式会社 大阪府茨木市畑田町6番21号 (一財)日本建築総合試験所 RM-0048 平成26年01月15日

ガラス繊維混入ポリエステル樹脂・炭酸カルシウム板充てん／両面ア
ルミニウム合金はく張ガラスクロス ホクト工業株式会社 静岡県磐田市東名80番地 (一財)建材試験センター RM-0047 平成25年12月25日

パルプ・ビニロン繊維混入／セメント板 株式会社クラレ 東京都千代田区大手町1-1-3
大手町センタービル (一財)建材試験センター RM-0046 平成25年05月23日
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