
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）

【シックハウス対策】

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

認定区分 明細区分 認定記号 リンク

シックハウス対策
ホルムアルデヒド発散建築材料

第2種 MF2 表示ページに移動

第3種 MF3 表示ページに移動

対象外 MFN 表示ページに移動

年間ホルムアルデヒド量を保つ居室 RLFC 該当データなし
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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

ロックウール断熱材 株式会社タイアップ21 東京都江東区大島3-15-17 (一財)建材試験センター MF2-3729 令和4年01月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

繊維系壁紙 株式会社フィル 大阪府大阪市大正区小林西1-
15-12 (一財)建材試験センター MF3-3695 令和3年06月02日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 株式会社フレスコジャパン 東京都世田谷区新町3-23-2 (一財)建材試験センター MF3-3474 平成30年10月05日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード Shanghai Vohringer Wood
Product Co.,Ltd 上海市奉賢区林海公路7001号 (一財)建材試験センター MF3-3443 平成30年02月23日

グラスウールインシュレーションボード Saint-Gobain Ecophon AB Box 50026503 Hyllinge,
Sweden

RISE Research Institutes of
Sweden AB MF3-3413 平成29年09月08日

メラミン樹脂含浸紙重張／メラミン樹脂含浸紙裏張／MDFフローリン
グ ジャパン建材株式会社 東京都江東区新木場１－７－

２２新木場タワー１６階 (一財)化学物質評価研究機構 MF3-3245 平成26年12月26日

単板積層材 Red Built,LLC 200E.Mallard Drive,Boise,ID
83706,USA (一財)建材試験センター MF3-2944 平成26年06月30日

ＭＤＦ 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5-13-6 (一財)建材試験センター MF3-2860 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

ミディアムデンシティファイバーボード 咸陽家福美木業有限責任公司 陝西省咸陽市彬州市新民鎮底
炜村建材工業園

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3775 令和5年03月29日

複合フローリング/ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗/面状ヒー
ター張/ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗/合板張フローリング

パナソニック ハウジングソリュ
ーションズ株式会社
建築システム事業部

大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)ベターリビング MFN-3773 令和5年03月24日

複合フローリング/ウレタン樹脂系ホットメルト形接着剤塗/面状ヒー
ター張/ウレタン 樹脂系ホットメルト形接着剤塗/合板張フローリング

パナソニック ハウジングソリュ
ーションズ株式会社
建築システム事業部

大阪府門真市大字門真1048
番地 (一財)ベターリビング MFN-3772 令和5年03月24日

パーティクルボード 巴中建豊新材料有限公司
中華人民共和国四川省巴中市経
済開発区工業園区（興文鎮中山
村）

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3771 令和5年03月16日

集成材 光洋産業株式会社 東京都千代田区鍛冶町1-9-9
石川LKビル (一財)ベターリビング MFN-3774 令和5年03月09日

表面オイルフィニッシュ塗／集成材 有限会社マルサ工業 宮崎県小林市南西方7696 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3770 令和5年02月28日

合成樹脂塗装塩化ビニル系樹脂壁紙

安徽紫荆花墙饰材料股份有限
公司

中華人民共和国安徽省黄山市
屯溪区经济开发区百川路86号

(一財)日本建築総合試験所 MFN-3769 令和5年02月28日
株式会社ＧＯＤＡＩ 大阪府東大阪市長田2-18-1

集成材 帝国器材株式会社 東京都足立区江北2-4-27 (一財)建材試験センター MFN-3768 令和5年01月16日

グラスウール断熱材 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3　神田三菱ビル (一財)建材試験センター MFN-3260-1 令和4年11月17日

MDF MDF VRG QUANG TRI WOOD
JOINT STOCK COMPANY

QUAN NGANG INDUSTRIAL ZONE, GIO
QUANG WARD, GIO LINH DISTRICT,
QUANG TRI PROVINCE, VIETNAM

(一財)建材試験センター MFN-3767 令和4年11月08日

ミディアムデンシティファイバーボード 広西国旭東騰人造板有限公司 中華人民共和国広西壮族自治
区梧州市藤県工業集中区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3766 令和4年11月08日

パーティクルボード 遼寧中元木業有限公司 中国遼寧省鞍山市千山区農工
路2甲号 (一財)建材試験センター MFN-3765 令和4年10月06日

MDF 株式会社イワクラ 北海道苫小牧市晴海町23-1 (一財)建材試験センター MFN-3764 令和4年10月06日

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・硬鋼
線入ポリエチレンテレフタレート系樹脂フィルム張／グラスウール保温筒 株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)建材試験センター MFN-3763 令和4年10月06日

合板 山東晟昌新材料有限公司 中華人民共和国山東省臨沂市
蘭山区汪沟鎮闵家寨村

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3762 令和4年09月29日

ミディアムデンシティファイバーボード 広西高林林業股份有限公司 中華人民共和国広西玉林容県
経済開発区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3761 令和4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

プラスチック系壁紙 株式会社エービーシー商会 東京都千代田区永田町2-12-1
4 (一財)建材試験センター MFN-3760 令和4年09月09日

パーティクルボード 河北盛奥松木業有限公司 中華人民共和国河北省唐山市
滦南県東黄坨鎮唐柏公路北側

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3759 令和4年09月09日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3758 令和4年09月02日

塩化ビニル樹脂系壁紙 LX Hausys, LTD
LG Seoul Station Bldg. ,98,
Huam-ro, Jung-gu, Seoul,
Korea

(一財)建材試験センター MFN-3757 令和4年09月02日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装/両面天然木ひき板張/水性高分子－イソ
シアネート系接着剤塗/集成材

住友林業クレスト株式会社
新居浜工場 愛媛県新居浜市磯浦町16-1 (一財)ベターリビング MFN-3408-1 令和4年09月02日

パーティクルボード 河北耕荣智能科技有限公司 石家荘高新区太行大街759号
厂房1号門 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3755 令和4年08月16日

合板基材木製フローリング Scandinavian Living Co. A/S Haervejen 8, 6230 Roedekro,
Denmark

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3754 令和4年08月16日

アクリル樹脂系塗料塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネー
ト系接着剤塗／合板／木質系フローリング 株式会社 ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1番1

号 (一財)ベターリビング MFN-3753 令和4年08月10日

アクリル樹脂系塗料塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネー
ト系接着剤塗／合板／木質系フローリング 株式会社 ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1番1

号 (一財)ベターリビング MFN-3752 令和4年08月10日

アクリル樹脂系塗料塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネー
ト系接着剤塗／合板／木質系フローリング 株式会社 ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1番1

号 (一財)ベターリビング MFN-3751 令和4年08月10日

両面メラミン・ユリア樹脂含浸紙張りパーティクルボード Kastamonu Entegre Ağaç
Sanayi

Tavşanlı mah. Kömürcüoğlu cad.
4512.sokak.
Gebze/Kocaeli/TURKEY

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3756 令和4年07月26日

パーティクルボード 雅安市匯龍環保新材料有限公
司

中華人民共和国四川省雅安市
経済開発区永興大通 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3750 令和4年07月14日

紙系壁紙 株式会社 菊池襖紙工場 埼玉県草加市新里町1355 (一財)ベターリビング MFN-3749 令和4年07月08日

繊維系壁紙 株式会社フィル 大阪府大阪市大正区小林西1-
15-12 (一財)建材試験センター MFN-3748 令和4年06月22日

両面メラミン・ユリア樹脂含浸紙張りパーティクルボード Kastamonu Entegre Ağaç
Sanayi

Tavşanlı mah. Kömürcüoğlu cad.
4512.sokak.
Gebze/Kocaeli/TURKEY

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3747 令和4年06月06日

パーティクルボード Kastamonu Entegre Ağaç
Sanayi

Tavşanlı mah. Kömürcüoğlu cad.
4512.sokak.
Gebze/Kocaeli/TURKEY

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3746 令和4年06月06日

パーティクルボード Kastamonu Entegre Ağaç
Sanayi

Tavşanlı mah. Kömürcüoğlu cad.
4512.sokak.
Gebze/Kocaeli/TURKEY

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3745 令和4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

パーティクルボード 江蘇瑞泰人造板有限公司 中華人民共和国江蘇省徐州市
豊県宋楼鎮木業科技産業園 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3744 令和4年06月06日

両面メラミン樹脂含浸紙張りパーティクルボード
JIANGMEN FUQIAO TRAVEL
PRODUCTS FACTORY CO.,
LTD

No.162 Qingnian Road Lubian
Industrial Zone, Chaolian,
Jiangmen, Guangdong, China

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3743 令和4年06月06日

合板 安徽三棵樹塗料有限公司 中華人民共和国安徽省明光市
化工集中区経四路１号 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3742 令和4年05月27日

構造用パネル（OSB） 安徽三棵樹塗料有限公司 中華人民共和国安徽省明光市
化工集中区経四路１号 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3741 令和4年05月27日

片面又は両面メラミン樹脂含浸紙張りパーティクルボード Fantoni s.p.a Via Europa Unita 1, 33010,
Osoppo, Udine, Italy

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3740 令和4年04月27日

パーティクルボード Fantoni s.p.a Via Europa Unita 1, 33010,
Osoppo, Udine, Italy

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3739 令和4年04月27日

単板積層材 UNITEDFOREST CO., LTD
16F, LADECO Bldg, 266 Doi
Can Liee Giai, BaDinh, HaNoi.
Vietnam

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-3738 令和4年04月22日

単板積層材 OKOSHI HOLDINGS株式会社 大阪市中央区高津2丁目1-2大
越ビル3階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3737 令和4年04月22日

天然木単板張／両面ポリエステル樹脂系塗装溶融亜鉛めっき鋼板裏張
／MDF

ガデリウス・インダストリー
株式会社

東京都港区赤坂7-1-1
青山安田ビル4F (一財)建材試験センター MFN-3736 令和4年03月30日

ミディアムデンシティファイバーボード 江西緑洲環保新材料有限公司 中華人民共和国江西省吉安市
井冈山経済技術開発区

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3735 令和4年03月25日

紙系壁紙 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)ベターリビング MFN-3734 令和4年03月11日

MDF ホクシン株式会社 大阪府岸和田市木材町17番地
2 (一財)ベターリビング MFN-3733 令和4年03月04日

複層エンジニアードウッドフローリング Parador GmbH Millenkamp 7-8, 48653
Coesfeld, Germany

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3732 令和4年03月04日

合板基材木製フローリング Unilin bv, Division Flooring Ooigemstraat 3, 8710
Wielsbeke, Belgium

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3731 令和4年03月04日

パーティクルボード 重慶佰慶新材料科技有限公司 中華人民共和国重慶市九龍坡
区陶家鎮陶跳路１号 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3724 令和4年03月04日

パーティクルボード 台山市威利邦木業有限公司 中華人民共和国広東省台山市
沖蒌鎮紅岭工業区

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3730 令和4年02月17日

合板 成都市優尚美装飾材料有限公
司

中華人民共和国四川省成都市
大邑県沙渠鎮沙新路400号 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3728 令和4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

パーティクルボード 菲林格尔智能家居（上海）有
限公司

中華人民共和国上海市奉賢区
林海公路7001号1幢 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3727 令和4年02月17日

単板積層材 淮安市華联国際貿易有限公司 中華人民共和国江蘇省淮安市
淮海花園A区26号楼12A室 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3726 令和4年01月28日

合板 重慶佰慶新材料科技有限公司 中華人民共和国重慶市九龍坡
区陶家鎮陶跳路１号 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3725 令和4年01月28日

紙系壁紙 スリーエイ化学株式会社 埼玉県さいたま市緑区大字三
室2183-3 (一財)建材試験センター MFN-3723 令和3年12月06日

紙系壁紙 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 MFN-3722 令和3年11月18日

MDF KRONOSPAN-MOFA
Hungary Kft.

Budapesti út 72, Mohács, H-7700
Baranya county, Hungary

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3719 令和3年11月18日

柿タンニン塗装紙壁紙
清水紙工株式会社 福井県越前市新在家町１１－

１１－１
(一財)日本建築総合試験所 MFN-3721 令和3年11月12日

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

MDF 日成共益株式会社 東京都千代田区神田美土代町
7 (一財)建材試験センター MFN-3720 令和3年11月01日

パーティクルボード 洛寧三環華兰木業有限公司 洛陽市洛寧県城郊郷渓村 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3718 令和3年10月08日

パーティクルボード 遼寧尼尔科達環保材料有限公
司

中華人民共和国遼寧省鉄岭市鉄
岭県腰堡鎮范家屯村中華路10号

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3717 令和3年09月27日

複層エンジニアードウッドフローリング Parador GmbH Millenkamp 7-8, 48653
Coesfeld, Germany

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3524-1 令和3年09月27日

MDF 江山花木匠家居有限公司 中国浙江省衢州市江山市贺村
镇长丰大道210号 (一財)建材試験センター MFN-3716 令和3年09月06日

ミディアムデンシティファイバーボード 湖北燕加隆九方園板材有限責
任公司

中華人民共和国湖北蕲春李時珍
医薬工業園河西園区易河路001
号

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3715 令和3年08月26日

パーティクルボード 江蘇靓時新材料科技股份有限
公司

中華人民共和国江蘇省常州市
横林鎮武青路12号 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3713 令和3年08月25日

合板 ジャパン建材株式会社 東京都江東区新木場1-7-22
新木場タワー (一財)建材試験センター MFN-3714 令和3年08月23日

複合フローリング 創意玩家（中山）家居有限公
司

中華人民共和国広東省中山市港
口鎮福田六路5号办公区B区、厂
房A区及倉庫A区

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3712 令和3年08月06日

7/43 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

両面天然木単板張／集成材フローリング 株式会社沖縄イゲトー 沖縄県南城市佐敷字津波古97
8 (一財)建材試験センター MFN-3711 令和3年08月06日

ミディアムデンシティファイバーボード 広西楽林林業集団有限公司
中華人民共和国広西隆安県那桐
鎮国営浪湾華僑農場富僑大道6
号

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3710 令和3年08月06日

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新
木場タワー8階 (一財)ベターリビング MFN-3708 令和3年08月06日

紙系壁紙 株式会社チェルシーインター
ナショナル 東京都新宿区南元町4-45 (一財)ベターリビング MFN-3707 令和3年08月06日

両面メラミンユリア樹脂含浸紙張／パーティクルボード nobilia-Werke, J.Stickling
GmbH & Co. KG

Verl / Waldstrasse 53 - 57 /
Germany (ドイツ) (一財)建材試験センター MFN-3709 令和3年08月05日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3706 令和3年08月05日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3705 令和3年08月05日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3704 令和3年08月05日

パーティクルボード 広西祥盛家居材料科技股份有
限公司

中華人民共和国広西崇左市寧
明県城中鎮工業園区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3701 令和3年06月29日

パーティクルボード 広東始興県華洲木業有限公司
中華人民共和国広東省始興県沙
水産業転移工業園（15-2-10と1
5-2-11番地）

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3700 令和3年06月29日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ROMAN PRODUCTS, LLC 824 State Street, Calumet
City, Illinois 60409 USA (一財)ベターリビング MFN-3703 令和3年06月16日

両面メラミンユリア混合樹脂含浸紙張／パーティクルボード ANCUONG WOOD
WORKING JSC

PHUOC HAI, TAN UYEN,
BINH DUONG, VIETNAM (一財)建材試験センター MFN-3702 令和3年06月16日

塩化ビニル樹脂系壁紙 共和ライフテクノ株式会社 徳島県鳴門市里浦町里浦字花
面85 (一財)建材試験センター MFN-3699 令和3年06月16日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ROMAN PRODUCTS, LLC 824 State Street, Calumet
City, Illinois 60409 USA (一財)ベターリビング MFN-3690 令和3年06月16日

合板 株式会社テツヤ・ジャパン 兵庫県神戸市垂水区清水が丘
3丁目7-2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2532-1 令和3年06月16日

木質系フローリング 成都市美康三杉木業有限公司
中華人民共和国四川省成都台商
投資区海峡両岸科技産業園海科
路西段589＃

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3698 令和3年06月02日

パーティクルボード 广西徳科新型材料有限公司 中国广西壮族自治区崇左市扶
绥县山圩镇龙昌大道8号 (一財)建材試験センター MFN-3697 令和3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

両面アルミニウム合金はく張／ウレタン樹脂系接着剤塗／フェノール
樹脂系保温材 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 MFN-3696 令和3年06月02日

ミディアムデンシティファイバーボード 広西得力木業開発有限公司 中華人民共和国広西南寧市隆
安県華僑管理区富僑大道23号 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3692 令和3年05月21日

紙張／合成ゴム系ラテックス形接着剤塗／せっこう系粉末パテ配合ア
クリルウレタン樹脂系塗料塗装／合板 丸玉木材株式会社 北海道網走郡津別町字新町7

番地 (一財)ベターリビング MFN-3694 令和3年05月18日

紙張／合成ゴム系ラテックス形接着剤塗／せっこう系粉末パテ配合ア
クリルウレタン樹脂系塗料塗装／合板 丸玉木材株式会社 北海道網走郡津別町字新町7

番地 (一財)ベターリビング MFN-3693 令和3年05月18日

パーティクルボード 広西横県新威林板業有限公司 中華人民共和国広西横県石塘
鎮石塘林場紅旗林站 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3691 令和3年04月28日

変性アクリル樹脂系・変性エポキシ樹脂系・変性ポリエステル樹脂系
塗装天然木単板張／メラミンユリア共縮合樹脂接着剤塗／MDF 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-

5-10 (一財)建材試験センター MFN-3689 令和3年03月26日

変性アクリル樹脂系・変性エポキシ樹脂系塗装天然木単板張／メラミ
ンユリア共縮合樹脂接着剤塗／合板付両面MDF 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-

5-10 (一財)建材試験センター MFN-3688 令和3年03月26日

パーティクルボード 唐県汇銀木業有限公司 中華人民共和国河北省保定市
唐県経済開発区長古城工業園 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3687 令和3年03月26日

集成材 株式会社桝忠銘木店 奈良県五條市住川町1303 (一財)建材試験センター MFN-3686 令和3年03月26日

ポリウレタン系塗装／合板フローリング 株式会社佐藤木材 佐賀県佐賀市諸富町徳富266-
1 (一財)建材試験センター MFN-3685 令和3年03月26日

合板 山東恒瑞木業有限公司 中華人民共和国山東省臨沂市
蘭山区義堂鎮南外環路中段 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3684 令和3年03月01日

合板 Apollo Investment (S) Pte
Ltd,

302 Orchard Road, #10-03
Tong Building, Singapore
238862

(一財)ベターリビング MFN-3683 令和3年03月01日

両面天然木単板張／両面幅はぎ天然木単板張／集成材付ユリア・メラ
ミン樹脂系接着剤(5層積層)

Apollo Investment (S) Pte
Ltd,

302 Orchard Road, #10-03
Tong Building, Singapore
238862

(一財)ベターリビング MFN-3682 令和3年03月01日

ロックウール断熱材 ROCKWOOL Building
Materials (Hong Kong) Limited

Unit 301-2 3/F Koon Wah Building,
No 2 Yuen Shun Circuit, Yuen
Chau Kok, Shatin, NT, Hong Kong

(一財)ベターリビング MFN-3681 令和3年03月01日

紙系壁紙 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山８８２番
地－１ (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3680 令和3年03月01日

フェノール樹脂系保温材 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 MFN-3672 令和3年03月01日

普通合板 アサイウッドマテリア株式会
社

愛知県弥富市竹田3丁目228番
地 (一財)東海技術センター MFN-3673 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

壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド工業株式会社 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野
130番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3597-1 令和3年02月12日

パーティクルボード 重慶美諾実業有限公司 中華人民共和国重慶市九龍坡
区銅陶北路118号29-33幢 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3679 令和3年02月01日

合板 重慶美諾実業有限公司 中華人民共和国重慶市九龍坡
区銅陶北路118号29-33幢 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3678 令和3年02月01日

ミディアムデンシティファイバーボード 天門市鼎盛木業有限公司
中華人民共和国湖北省天門市天
門工業園区（天門市天源木業股
份有限公司院内）

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3676 令和3年02月01日

パーティクルボード 山東愛格装飾材料有限公司 中華人民共和国山東省臨沂市
費県探沂鎮石行村 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3675 令和3年02月01日

木質系フローリング 四川新象智能家居有限公司
所在地：中華人民共和国四川省成都市彭州市
致和鎮東三環路三段938号1棟1層工場所在地
：中華人民共和国四川省彭州市致和鎮東三環
路三段938号一棟1-5層

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3671 令和3年01月21日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リケンテクノス株式会社 東京都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 MFN-3670 令和2年12月16日

集成材 株式会社　木産 大阪府大阪市西区立売堀2-5-
41-205 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3674 令和2年12月09日

ミディアムデンシティファイバーボード 阜陽大可新材料股份有限公司
中華人民共和国安徽省阜陽市
阜南県工業園区纬一東路２号

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3667 令和2年11月09日

パーティクルボード 索菲亚家居股份有限公司
所在地：中華人民共和国広東省広州市増城
区永寧街郭村仙寧路２号生産所在地：中華
人民共和国広東省広州市増城区新塘鎮寧西
工業園

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3666 令和2年11月09日

パーティクルボード 安徽科林新材料科技有限公司 中華人民共和国安徽省安慶市
懐寧県工業園内環北路 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3665 令和2年11月09日

パーティクルボード 江蘇新東方人造板有限公司 中華人民共和国江蘇省蘇州市
常熟市董浜鎮徐市南渡橋堍

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3664 令和2年11月09日

合板 臨沂市泉金木業有限公司 中華人民共和国山東省臨沂市
蘭山区義堂鎮劉家朱里村 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3663 令和2年11月09日

パーティクルボード 金隅天坛（唐山）木業科技有
限公司

中華人民共和国河北省唐山市
曹妃甸工業区装備製造園区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3662 令和2年10月22日

パーティクルボード 六安市東盾木業有限公司 中華人民共和国安徽省六安市
叶集区経済開発区海桐路 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3661 令和2年10月22日

ミディアムデンシティファイバーボード 金隅天坛（唐山）木業科技有
限公司

中華人民共和国河北省唐山市
曹妃甸工業区装備製造園区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3660 令和2年10月22日

片面又は両面メラミン樹脂含浸紙張り MDF Fantoni s.p.a Via Europa Unita 1, 33010,
Osoppo, Udine, Italy

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3668 令和2年10月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

パーティクルボード JFE商事マテック株式会社 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル3階 (一財)建材試験センター MFN-3659 令和2年10月13日

フェノール樹脂系保温材 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 MFN-3658 令和2年10月07日

フェノール樹脂を使用した接着剤 アイカ工業株式会社 愛知県清須市西堀江２２８８ (一財)東海技術センター MFN-3657 令和2年09月25日

合成樹脂フィルム張／グラスウール断熱材 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3 (一財)建材試験センター MFN-3656 令和2年09月25日

ミディアムデンシティファイバーボード 江蘇新沂沪千人造板製造有限
公司

中華人民共和国江蘇省新沂市
経済開発区瓦窑鎮馬庄村

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3655 令和2年09月23日

ミディアムデンシティファイバーボード(MDF) 広西高林林業股份有限公司 中華人民共和国広西玉林容県
経済開発区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3654 令和2年09月23日

片面又は両面メラミン樹脂含浸紙張り MDF LESONIT D.O.O. Ulica Nikola Tesla 11, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenia

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3649 令和2年09月23日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード ジャパン建材株式会社 東京都江東区新木場1-7-22
新木場タワー (一財)建材試験センター MFN-3648 令和2年09月23日

パーティクルボード 南寧科天水性木業有限責任公
司

中華人民共和国広西南寧東盟経
済技術開発区寧武路18号南寧科
天産業園400区

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3645 令和2年09月23日

パーティクルボード 山東俏家装飾新材料有限公司
中華人民共和国山東省临沂市
義堂鎮葛疃社区 (一財)建材試験センター MFN-3644 令和2年09月23日

木質系フローリング 湖北巨寧地板有限公司 中華人民共和国湖北省咸寧市
咸安大道98号 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3643 令和2年09月23日

塩化ビニル樹脂系壁紙 桜井株式会社 東京都台東区池之端1-2-18 (一財)ベターリビング MFN-3641 令和2年09月11日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)ベターリビング MFN-3640 令和2年09月11日

アクリル樹脂系塗料印刷／不織布壁紙 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 MFN-3639 令和2年09月11日

紙系不織布壁紙 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 MFN-3638 令和2年09月11日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3637 令和2年09月11日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リケンテクノス株式会社 東京都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 MFN-3636 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

ガラス繊維系壁紙 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 MFN-3633 令和2年09月11日

パーティクルボード SAIB　S.p.A. VIA CAORSANA, 5/A 29012
CAORSO(PC),ITALY (一財)建材試験センター MFN-3632 令和2年09月11日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ダイアックス株式会社 福岡県八女市立花町谷川71-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3631 令和2年09月11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フィルム・
鋼線入ポリエチレンテレフタレートフィルム張／グラスウール保温板 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 MFN-3386-1 令和2年09月11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フィルム・
鋼線入ポリエチレンテレフタレートフィルム張／グラスウール保温板 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-

16 (一財)建材試験センター MFN-3384-1 令和2年09月11日

複合フローリング 中山市創意玩家家居有限公司
中華人民共和国広東省中山市港
口鎮福田六路5号（办公区B区、
厂房A区及倉庫A区）

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3653 令和2年07月28日

パーティクルボード 欧派家居集団股份有限公司
中華人民共和国広东省広州市
白云区広花三路366 号

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3652 令和2年07月28日

パーティクルボード センクシア株式会社 東京都港区東新橋2-3-17
MOMENTO SHIODOME (一財)建材試験センター MFN-3635 令和2年06月26日

単板積層材 ガデリウス・インダストリー
株式会社

東京都港区赤坂7-1-1
青山安田ビル4F (一財)建材試験センター MFN-3628 令和2年06月26日

天然木チップと竹チップとユリア樹脂系接着剤を使用した成形板 バンブーマテリアル株式会社 熊本県玉名郡南関町下坂下46
68-6

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-3623 令和2年05月14日

単板積層材

HAILINH COMMERCE AND
IMPORT EXPORT COMPANY
LIMITED

274Ha Huy Tap street, Yen
Vien Town, Gia Lam District,
Ha Noi, Viet Nam (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3634 令和2年04月24日

株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市大須4丁目9番
21号

単板積層材 株式会社オムニツダ 愛知県名古屋市大須4丁目9番
21号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3627 令和2年04月24日

MDF 漳州中福木業有限公司
中國福建省漳州市南靖高新技術
產業園區（南靖縣靖城鎮靖城村
）

(一財)建材試験センター MFN-3625 令和2年04月16日

パーティクルボード 盘錦積葭生態板業有限公司
中華人民共和国遼寧省盘錦市
大洼県清水鎮大清村

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3622 令和2年04月09日

MDF 広西高林林業股份有限公司 中華人民共和国広西玉林容県
経済開発区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3621 令和2年04月09日

パーティクルボード 中林集団黒龍江好家木業有限
公司

中華人民共和国黒龍江省穆棱
市下城子鎮木業園区

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3620 令和2年04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

パーティクルボード 商丘市鼎丰木業股份有限公司
中華人民共和国河南省商丘市
睢県産業集聚区

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3619 令和2年04月09日

集成材 有限会社ハスマ 広島県廿日市市河津原596 (一財)建材試験センター MFN-3618 令和2年03月27日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード SAIB　S.p.A. VIA CAORSANA,5/A 29012
CAORSO(PC),ITALY (一財)建材試験センター MFN-3617 令和2年03月27日

紙系壁紙 KAMISM株式会社 東京都墨田区業平3-7-11 (一財)建材試験センター MFN-3616 令和2年03月27日

紙系壁紙 KAMISM株式会社 東京都墨田区業平3-7-11 (一財)建材試験センター MFN-3615 令和2年03月27日

塩化ビニル樹脂系壁紙 大洋株式会社 大阪市中央区瓦屋町1-9-20 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3614 令和2年03月23日

プラスチック系壁紙
JFE商事住宅資材株式会社 千葉県浦安市鉄鋼通り2-3-3

(一財)建材試験センター MFN-3613 令和2年03月23日
JAMP株式会社 千葉県松戸市稔台5-7-3

紙系壁紙 村井株式会社 広島県広島市南区出島2-13-4
7 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3612 令和2年03月19日

紙系壁紙 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3-11-12
虎ノ門水野ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3611 令和2年03月19日

紙系壁紙 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 MFN-3610 令和2年03月19日

紙系壁紙 株式会社ホクシンクロス 大阪府大阪市西区京町堀1-8-
31 安田ビル (一財)日本建築総合試験所 MFN-3609 令和2年03月19日

紙系壁紙 株式会社テシード 東京都豊島区目白2-1-1
目白NTビル7F (一財)日本建築総合試験所 MFN-3608 令和2年03月19日

紙系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3607 令和2年03月19日

紙系壁紙 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 MFN-3606 令和2年03月19日

紙系壁紙 大因州製紙協業組合 鳥取県鳥取市青谷町山根128-
5 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3605 令和2年03月19日

紙系壁紙 山﨑内装工業株式会社 京都府木津川市加茂町河原中
垣内50 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3604 令和2年03月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

紙系壁紙 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 MFN-3603 令和2年03月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リケンテクノス株式会社 千代田区神田淡路町２丁目１
０１番地ワテラスタワー (一財)日本建築総合試験所 MFN-3602 令和2年03月19日

紙系壁紙 株式会社フィル 大阪府大阪市大正区小林西1-
15-12 (一財)建材試験センター MFN-3601 令和2年03月19日

ウレタン樹脂系塗装植物系繊維紙壁紙 富士製紙企業組合 徳島県吉野川市山川町川東１
３６ (一財)日本建築総合試験所 MFN-3600 令和2年03月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社ヨコセ 栃木県宇都宮市二荒町5-12 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3599 令和2年03月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙 オカモト株式会社 東京都文京区本郷三町目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3598 令和2年03月19日

MDF 広西高峰五州人造板有限公司 中華人民共和国広西南寧市興
寧区五塘鎮六塘 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3595 令和2年03月19日

パーティクルボード 安徽省六安市叶集麗人木業有
限公司

中華人民共和国安徽省六安市
叶集区経済開発区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3594 令和2年03月19日

パーティクルボード 広西祥盛木業有限責任公司 中華人民共和国広西崇左市寧
明県城中鎮工業園区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3592 令和2年03月12日

パーティクルボード 広西高峰桂山人造板有限公司 中華人民共和国広西省賀州市八
歩区仁義鎮大桂山林場蝴蝶站 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3590 令和2年03月12日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド工業株式会社 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野
130番地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3597 令和2年02月21日

令和3年02月12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：MFN-3597-1]

天然木チップと竹チップとメラミン・ユリア樹脂系接着剤を使用した
成形板 バンブーマテリアル株式会社 熊本県玉名郡南関町下坂下46

68-6
（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-3596 令和2年02月06日

構造用パネル 貴州剣河園方林業投資開発有
限公司

中華人民共和国貴州省黔東南苗
族●族自治州剣河県革東鎮県府
路6号

(一財)建材試験センター MFN-3589 令和2年02月03日

紙系壁紙 株式会社 中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6 (一財)ベターリビング MFN-3593 令和2年01月24日

ポリオレフィン系フィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／スチールホイール
張／ウレタン樹脂系接着剤塗／鉄粉シート張／ウレタン樹脂系接着剤塗／紙
裏張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤裏塗／MDF

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)化学物質評価研究機構 MFN-3591 令和2年01月24日

高密度ポリエチレン･コルク複合材コア及びPETフィルム張りコルク表面材付
きコルクフローリングCork flooring with HDPE-cork composite core and
PET foil covered cork surface

Amorim Revestimentos, S.A.
Rua do Ribeirinho , nº202,
4536-907 S. Paio de Oleiros,
Portugal

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3588 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

MDF Fantoni s.p.a Via Europa Unita 1, 33010,
Osoppo, Udine, Italy

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3587 令和2年01月24日

MDF BIPAN S.P.A. Via Santa Maria 32, 33050
BICINICCO (UD), Italia

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3586 令和元年12月13日

木材繊維表面付きパーティクルボード FINANCIERA MADERERA,
S.A. -FINSA-

N-550, km. 57, 15707 -
Santiagode Compostela, La
Coruña, Spain

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3585 令和元年12月13日

ウレタン樹脂系塗装／天然木単板張／メラミンユリア共縮合樹脂接着剤塗・
ポリエステル系不織布張／ビニル共重合樹脂系エマルション形接着剤塗／合
板フローリング

株式会社メムコーポレーショ
ン

愛知県日進市竹の山２丁目２
３１２番地 (一財)東海技術センター MFN-3584 令和元年12月09日

ポリエステル系不織布張／ロックウール保温材 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 MFN-3583 令和元年12月05日

パーティクルボード 衡水巴迈隆木業有限公司
中華人民共和国河北省武邑県趙
橋鎮史戈荘村南（106国道東側
）

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3582 令和元年12月05日

パーティクルボード 恵州市盛易木業有限公司 中華人民共和国広東省恵州市
博羅県楊侨鎮十二岭

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3581 令和元年12月05日

パーティクルボード 江蘇匯豊木業有限公司 中華人民共和国江蘇省淮安市
漣水県黄営郷工業集中区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3580 令和元年12月05日

パーティクルボード 台山市威利邦木業有限公司 中華人民共和国広東省江門市
台山市沖蒌鎮紅岭工業区

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3579 令和元年11月15日

ＵＶ塗装／天然木単板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗／合
板フローリング 株式会社　イクタ 〒４６６－０８１１愛知県名

古屋市昭和区高峰町113番地2 (一財)東海技術センター MFN-3578 令和元年11月01日

パーティクルボード 万華禾香板業有限責任公司
中華人民共和国湖北省荆州市公
安県青吉工業園、興業路東、民
生路以南

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3577 令和元年11月01日

集成材 江蘇漢寧智慧家居有限公司 中華人民共和国江蘇省句容市
後白鎮精密製造産業園8号 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3576 令和元年11月01日

ミディアムデンシティファイバーボード 江西緑洲環保新材料有限公司 中華人民共和国江西省吉安市
井冈山経済技術開発区

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3574 令和元年11月01日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社フィル 大阪府大阪市大正区小林西1-
15-12 (一財)建材試験センター MFN-3575 令和元年10月28日

合板（ランバーコアー合板） 台山市新英漢装飾材料有限公
司

中華人民共和国広東省江門市台
山市水歩鎮文華開発区B区4号之
二

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3555 令和元年10月01日

単板積層材 日本製紙木材株式会社 東京都千代田区神田駿河台4-
6 (一財)ベターリビング MFN-3573 令和元年09月30日

MDF LESONIT D.O.O. Ulica Nikola Tesla 11, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenia

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3572 令和元年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

パーティクルボード 寿光市魯麗木業股份有限公司 中華人民共和国山東省寿光市
侯鎮黄海路東長江西街北 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3571 令和元年09月17日

木質系フローリング 菲林格尔家居科技股份有限公
司

中華人民共和国上海市奉賢区
林海公路7001号 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3570 令和元年09月17日

パーティクルボード 河南佳諾威木業有限公司
中華人民共和国河南省新蔡県今
是街道办事処駐新路平铺村西北
角

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3569 令和元年09月17日

木質系フローリング 巴洛克木業（中山）有限公司 中華人民共和国広東省中山市
港口鎮穗安工業区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3561 令和元年09月17日

単板積層材 臨沂緑康源木業有限公司 中華人民共和国山東省臨沂市
蘭山区義堂鎮小葛庄村 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3560 令和元年09月17日

合板 臨沂緑康源木業有限公司 中華人民共和国山東省臨沂市
蘭山区義堂鎮小葛庄村 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3559 令和元年09月17日

構造用パネル 日照市澳思柏恩装飾材料有限
公司

中華人民共和国山東省日照市
岚山区木材貿易加工示範区内

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3558 令和元年09月17日

パーティクルボード 日照市澳思柏恩装飾材料有限
公司

中華人民共和国山東省日照市
岚山区木材貿易加工示範区内

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3557 令和元年09月17日

木質系フローリング 成都市美康三杉木業有限公司
中華人民共和国四川省成都台商
投資区海峡両岸科技産業園海科
路西段589＃

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3556 令和元年09月17日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リケンテクノス株式会社 東京都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 MFN-3568 令和元年09月02日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リケンテクノス株式会社 東京都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 MFN-3567 令和元年09月02日

塩化ビニル樹脂系壁紙 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876番
地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3566 令和元年09月02日

両面メラミンユリア混合樹脂含浸紙張／パーティクルボード 江間忠木材株式会社 東京都中央区晴海3-3-3
江間忠ビル6階 (一財)建材試験センター MFN-3565 令和元年09月02日

「表面」紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／天然木単板張／「裏面」集成
材張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／集成材フローリング 双日九州株式会社 福岡県福岡市中央区天神1-4-

2 エルガーラ5階 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3564 令和元年09月02日

塩化ビニル樹脂系壁紙 大洋株式会社 大阪市中央区瓦屋町1-9-20 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3563 令和元年09月02日

紙系壁紙 カセン和紙工業株式会社 山梨県西八代郡市川三郷町市
川大門2807 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3562 令和元年09月02日

プラスチック系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-3554 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

パーティクルボード 雲南新泽兴人造板有限公司 中崋人民共和国雲南省昆明市
富民工業園区林産工業精品園 (一財)建材試験センター MFN-3553 令和元年09月02日

両面メラミンユリア混合樹脂含浸紙張／パーティクルボード 江間忠木材株式会社 東京都中央区晴海3-3-3
江間忠ビル6階 (一財)建材試験センター MFN-3552 令和元年09月02日

両面メラミン・ユリア混合樹脂含浸紙張／パーティクルボード Vanachai Panel Industries
Company Limited

2/1 Wongsawang
Rd.Wongsawang Bansue
Bangkok Thailand

(一財)建材試験センター MFN-3551 令和元年09月02日

MDF 廣西豐林人造板有限公司 中國廣西壯族自治區南寧市江
南區●●鎮明陽大道26號 (一財)建材試験センター MFN-3550 令和元年07月18日

MDF 安徽池州豐林木業有限公司 中國安徽省池州市貴池區梅龍
鎮郭港村 (一財)建材試験センター MFN-3547 令和元年06月24日

天然木単板張/エチレン・酢酸ビニル樹脂系接着剤塗/合板フローリン
グ 株式会社東京工営 東京都新宿区神楽坂6-67

神楽坂FNビル6F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3542 令和元年06月21日

合板心材木製積層フローリング Timberwise Oy Juvantie 222,332200
LOIMAA,FINLAND

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3541 令和元年06月20日

パーティクルボード 鴻偉木業（仁化）有限公司 中華人民共和国広東省韶関市
仁化県工業園内 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3549 令和元年06月14日

パーティクルボード 儋州華盛新人造板有限公司
中華人民共和国海南省儋州市
国営八一総厂（水泥厂）

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3548 令和元年06月14日

繊維系壁紙 株式会社三才 京都府京都市北区出雲路俵町
43 (一財)建材試験センター MFN-3540 令和元年06月10日

両面天然木単板張/酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗/合板 Silva Timber Products Ltd.
Unit 6-20555 Langley
BypassLangley, British
Columbia V3A 5E8 Canada

(一財)ベターリビング MFN-3539 令和元年06月10日

合板 HakuDevelopment合同会社 東京都港区虎ノ門5-1-4 (一財)建材試験センター MFN-3538 令和元年06月10日

パーティクルボード 山東新港企業集団有限公司 中華人民共和国山東省臨沂市
蘭山区義堂鎮泰和庄村 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3546 令和元年06月06日

木質系フローリング 蘇州好宜家木業有限公司 中華人民共和国江蘇省蘇州市
呉江区桃源鎮梵香開発区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3545 令和元年06月06日

両面メラミン樹脂含浸紙張りパーティクルボード FRITZ EGGER GmbH & Co.
OG

Holzwerkstoffe Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol,
Austria

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-3544 令和元年06月06日

片面メラミン樹脂含浸紙張りパーティクルボード FRITZ EGGER GmbH & Co.
OG

Holzwerkstoffe Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol,
Austria

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-3543 令和元年06月06日

パーティクルボード FRITZ EGGER GmbH & Co.
OG

Holzwerkstoffe Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol,
Austria

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-3533 令和元年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
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

片面紙付きアルミ箔張りパーティクルボード FRITZ EGGER GmbH & Co.
OG

Holzwerkstoffe Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol,
Austria

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-3532 令和元年05月09日

パーティクルボード FRITZ EGGER GmbH & Co.
OG

Holzwerkstoffe Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol,
Austria

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-3531 令和元年05月09日

アクリル樹脂系水性塗料 株式会社フレスコジャパン 東京都世田谷区新町3-23-2 (一財)建材試験センター MFN-3530 平成31年04月22日

アクリル樹脂系水性塗料 株式会社フレスコジャパン 東京都世田谷区新町3-23-2 (一財)建材試験センター MFN-3529 平成31年04月22日

両面メラミン樹脂含浸紙張りパーティクルボード AB KLAIPEDOS MEDIENA Liepu st.68, Klaipeda,
Lithuania LT-92100

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3528 平成31年04月19日

無機質系壁紙 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター MFN-3527 平成31年03月25日

合板基板付き木製フローリング Stile Società Cooperativa
Via dei Laghi 18, Città di
Castello, PG - Italy

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3526 平成31年03月25日

両面アクリル樹脂塗装／ＭＤＦ／木質系フローリング 株式会社　望造 神奈川県横浜市青葉区つつじヶ
丘24-19 パームガーデン　２F (一財)ベターリビング MFN-3523 平成31年03月25日

無機質系壁紙 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター MFN-3522 平成31年03月25日

リサイクル高密度ポリエチレン･コルク複合材コア及び複層コルク表面
材付きコルクフローリング Amorim Revestimentos, S.A.

Rua do Ribeirinho , nº202,
4536-907 S. Paio de Oleiros,
Portugal

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3525 平成31年03月05日

複層エンジニアードウッドフローリング Parador GmbH Millenkamp 7-8, 48653
Coesfeld, Germany

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3524 平成31年03月05日

令和3年09月27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：MFN-3524-1]

繊維系壁紙 村井株式会社 広島県広島市南区出島2-13-4
7 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3521 平成31年03月05日

繊維系壁紙 森本織物株式会社 京都府木津川市山城町上狛野
日向5番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3520 平成31年03月05日

繊維系壁紙 山﨑内装工業株式会社 京都府木津川市加茂町河原中
垣内50 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3519 平成31年03月05日

繊維系壁紙 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3-11-12
虎ノ門水野ビル7階 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3518 平成31年03月05日

繊維系壁紙 株式会社テシード 東京都豊島区目白2-1-1
目白NTビル7F (一財)日本建築総合試験所 MFN-3517 平成31年03月05日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

繊維系壁紙 ダイニック株式会社 京都府京都市右京区西京極大
門町26番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3516 平成31年03月05日

繊維系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3515 平成31年03月05日

繊維系壁紙 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 MFN-3514 平成31年03月05日

繊維系壁紙 エリモ工業株式会社 京都府木津川市加茂町兎並船
屋3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3513 平成31年03月05日

繊維系壁紙 小嶋織物株式会社 京都府木津川市山城町上狛北
野田芝1-3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3512 平成31年03月05日

繊維系壁紙 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 MFN-3511 平成31年03月05日

合成樹脂塗装／和紙壁紙 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 MFN-3510 平成31年03月05日

UVラッカー塗装天然木単板張／合板フローリング HakuDevelopment合同会社 東京都港区虎ノ門5-13-1 (一財)建材試験センター MFN-3509 平成31年03月05日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード HeveaBoard Berhad
Lot 1942, Batu 3, Jalan Tampin
73400, Gemas, Negeri
Sembilan, Malaysia

(一財)建材試験センター MFN-3506 平成31年01月18日

紙系壁紙 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3508 平成31年01月11日

紙系壁紙 株式会社ナガイ 長野県飯田市鼎下山882-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3507 平成31年01月11日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード HeveaBoard Berhad
Lot 1942, Batu 3, Jalan Tampin
73400, Gemas, Negeri
Sembilan, Malaysia

(一財)建材試験センター MFN-3502 平成31年01月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 カセン和紙工業株式会社 山梨県西八代郡市川三郷町市
川大門2807 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3505 平成31年01月04日

アクリル系樹脂塗装/天然木単板張/メラミン・ユリア共縮合体樹脂接
着剤塗/合板 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3504 平成31年01月04日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3503 平成31年01月04日

木材チップ・竹チップ・ユリア樹脂系接着剤を使用した成形板 福人集団劭武木業有限公司 中国福建省劭武経済開発区香
林園区林産加工園 (一財)建材試験センター MFN-3500 平成30年12月28日

両面水性顔料系着色剤塗装／集成材 大連双華木業有限公司 中国大連市金州区北九里 (一財)建材試験センター MFN-3499 平成30年12月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

MDF 江間忠木材株式会社 東京都中央区晴海3-3-3 (一財)建材試験センター MFN-3498 平成30年12月26日

パーティクルボード 湖南万華生态板業有限公司
中華人民共和国湖南省郴州市
安仁県霊官鎮官橋村

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3501 平成30年12月21日

パーティクルボード 懐寧県科林木業有限公司 中華人民共和国安徽省安慶市
懐寧県工業園内環北路 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3497 平成30年12月21日

パーティクルボード 河北盛奥松木業有限公司 中華人民共和国河北省唐山市
滦南県東黄坨鎮唐柏公路北側

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3496 平成30年12月21日

パーティクルボード 商丘市鼎丰木業有限公司
中華人民共和国河南省商丘市
睢県産業集聚区

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3495 平成30年12月21日

両面木粉混入水性高分子-イソシアネート系接着剤塗／構造用パネル
I-PAN　S.P.A.

S.P. 31 Bis Regione
Cavallino,8-15030 Coniolo
(AL)-Italy (一財)ベターリビング MFN-3494 平成30年12月03日

ユアサ木材株式会社 東京都千代田区神田美土代町7
番地　住友不動産神田ビル17階

天然木突板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板フローリング チャネルオリジナル株式会社

神奈川県横浜市中区太田町2-23
　横浜メディア・ビジネスセン
ター5F

(一財)ベターリビング MFN-3493 平成30年12月03日

両面天然木単板張／両面幅はぎ天然木単板張／集成材付ユリア・メラ
ミン樹脂系接着剤

Apollo Investment (S) Pte
Ltd,

302 Orchard Road,#10-03 Tong
Building,Singapore 238862 (一財)ベターリビング MFN-3492 平成30年12月03日

両面天然木単板張／両面幅はぎ天然木単板張／集成材付メラミン・ユ
リア樹脂系接着剤

Apollo Investment (S) Pte
Ltd,

302 Orchard Road,#10-03 Tong
Building,Singapore 238862 (一財)ベターリビング MFN-3491 平成30年12月03日

パーティクルボード 香河天亜木業有限公司 中国河北省廊坊市香河県五百
戸鎮工業園区香五路東側 (一財)建材試験センター MFN-3490 平成30年12月03日

両面メラミン・ユリア混合樹脂含浸紙張／パーティクルボード Vanachai Panel Industries
Company Limited

2/1 Wongsawang
Rd.Wongsawang Bansue
Bangkok Thailand

(一財)建材試験センター MFN-3489 平成30年12月03日

集成材 共力株式会社 福島県いわき市小名浜字芳浜
11-68 (一財)建材試験センター MFN-3488 平成30年12月03日

紙系壁紙 株式会社 Wajue 東京都豊島区高田1-11-5 (一財)建材試験センター MFN-3487 平成30年12月03日

単板積層材 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港1-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3486 平成30年11月30日

ポリエステル樹脂系・エポキシ樹脂系・アクリル樹脂系塗装／天然木単板張
／アクリル樹脂系裏塗装／天然木単板裏張／メラミン・ユリア樹脂系接着剤
裏塗／合板付メラミン・ユリア樹脂系接着剤

朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-
5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3485 平成30年11月30日

集成材 フルタニランバー株式会社 石川県金沢市湊1-86 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2282-1 平成30年11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

パーティクルボード 山東荷泽茂盛木業有限公司第
一分公司

中華人民共和国山東省荷泽市
曹県庄寨鎮金光大道南段路西

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3484 平成30年11月14日

パーティクルボード 河南寧豊木業有限公司
中華人民共和国河南省商丘市柘
城高新技術産業開発区双楓路2
号

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3483 平成30年11月14日

パーティクルボード 豊林亚創（恵州）人造板有限
公司

中華人民共和国広東省恵州市
恵城区横沥鎮横沥大道3#

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3482 平成30年11月14日

パーティクルボード 江蘇露水河人造板有限公司 中華人民共和国江蘇省徐州市
豊県工業園区内 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3481 平成30年11月14日

パーティクルボード 吉林森工露水河刨花板有限責
任公司

中華人民共和国吉林省白山市
抚松県露水河鎮東山街

北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3480 平成30年11月14日

パーティクルボード 連云港寧豊木業有限公司 中華人民共和国江蘇省連云港
市灌云県楊集鎮工業集中区 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3479 平成30年11月14日

パーティクルボード 広西豊林木業集団股份有限公
司

中華人民共和国広西省南寧市
良慶区銀海大道1233号 北京绿奥诺技术服务有限公司 MFN-3478 平成30年11月14日

両面メラミン・ユリア樹脂含浸紙張りパーティクルボード Orma Orman Mahsulleri
İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sanayi Mahallesi 104. Cadde
No:91,ISPARTA, TURKEY

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3477 平成30年11月07日

フェノール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 MFN-3476 平成30年10月11日

集成材 株式会社銘林 東京都江東区新木場1-16-8 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-3475 平成30年10月05日

両面単板張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区神田駿河台2-
9 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3400-1 平成30年08月10日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社テシード 東京都豊島区目白2-1-1
目白NTビル7F (一財)建材試験センター MFN-3473 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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)建材試験センター MFN-3472 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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8-1
聖路加タワー13F (一財)日本建築総合試験所 MFN-3471 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社トーエイ 茨木県常総市蔵持854 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3470 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3469 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 広島貿易株式会社 東京都港区虎ノ門3-11-12虎
ノ門水野ビル (一財)日本建築総合試験所 MFN-3468 平成30年08月03日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

塩化ビニル樹脂系壁紙 有限会社わ 東京都港区南青山3-15-17 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3467 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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7階 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3466 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社トミタ 東京都品川区東五反田5-25-1
9-6F (一財)日本建築総合試験所 MFN-3465 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 日本ビニル工業株式会社 埼玉県久喜市桜田5-2-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3464 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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
目黒ｵｰｸﾗﾋﾞﾙ5階 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3463 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3462 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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7階 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3461 平成30年08月03日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3460 平成30年08月03日

天然木単板積層フローリング Scandinavian　Living
Company　A/S

Redergaarden,Storetorv
9,6200 Aabenraa,Denmark (一財)建材試験センター MFN-3459 平成30年07月13日

紙系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-3440-1 平成30年07月13日

集成材 株式会社かつら木材商店 和歌山県西牟婁郡すさみ町周
参見3719番地の5 (一財)ベターリビング MFN-3458 平成30年07月12日

単板積層材 ジャパン建材株式会社 東京都江東区新木場1-7-22新
木場タワー11階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3457 平成30年06月29日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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)日本建築総合試験所 MFN-3456 平成30年06月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3455 平成30年06月07日

水酸化カルシウム混入アクリル系樹脂塗装ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂系フィルム壁紙 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 MFN-3454 平成30年06月07日

水酸化カルシウム混入アクリル系樹脂塗装ポリエチレンテレフタレー
ト系不織布壁紙 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 MFN-3453 平成30年06月07日

パルプ紙張／合成ゴムラテックス系接着剤塗／アクリル樹脂系塗料塗
装／せっこう系粉末パテ塗／合板 丸玉木材株式会社 北海道網走郡津別町字新町7

番地 (一財)ベターリビング MFN-3452 平成30年05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

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／天然木ひき板張／水性高分子−イソシ
アネート系接着剤塗／集成材フローリング Creative ＠ Home Inc. 8028 Enterprise St,Burnaby

BC,Canada V5A 1V7 (一財)ベターリビング MFN-3451 平成30年05月25日

プラスチック系壁紙 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 MFN-3450 平成30年05月25日

パーティクルボード Liaoning Huayin Wood
Industry Co.,Ltd.

Guan shui town Kuandian
county Dandong City Liaoning
China

(一財)建材試験センター MFN-3449 平成30年04月27日

両面コート紙張／ユリア樹脂系接着剤塗／パーティクルボード 柴工業株式会社 大阪府八尾市太田4丁目63番
地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3448 平成30年04月20日

集成材 Yuan Chang Industry Vina
Co.,LTD

Rd. 6, Lot. N, Tam Phuoc
Industrial Zone, Bien Hoa City,
Dong Nai Province, Vietnam.

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-3447 平成30年04月02日

両面コート紙張／ユリア樹脂系接着剤塗／MDF 柴工業株式会社 大阪府八尾市太田4丁目63番
地 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3446 平成30年03月16日

構造用パネル
アベ・マテリアル株式会社 埼玉県狭山市新狭山1-1-11

(一財)建材試験センター MFN-3445 平成30年03月14日
阿部興業株式会社 東京都新宿区新宿1-7-10

繊維系壁紙 株式会社テシード 東京都豊島区目白2-1-1
目白NTビル7F (一財)建材試験センター MFN-3444 平成30年03月13日

集成材 イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町二丁目3番3
0号5階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3442 平成30年02月22日

アルミニウム箔張／エチレン酢酸ビニル共重合樹脂系エマルション形
接着剤塗／合板 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3441 平成30年02月22日

プラスチック系壁紙 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3438 平成30年01月31日

紙系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-3440 平成30年01月19日

天然木単板張／メラミン・ユリア樹脂系接着剤塗／防湿紙裏張／ユリ
ア・メラミン樹脂系接着剤裏塗／ＭＤＦ 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3439 平成30年01月18日

紙系壁紙 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 MFN-3437 平成30年01月15日

全面ポリエステル樹脂系塗料塗装／MDF 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3436 平成29年12月22日

アクリル樹脂系塗料塗装／塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)ベターリビング MFN-3435 平成29年12月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

MDF 湖北吉象人造林製品有限公司 中国湖北省石首市張城垸工業
区 (一財)ベターリビング MFN-3434 平成29年12月21日

MDF 湖北吉象人造林製品有限公司 中国湖北省石首市張城垸工業
区 (一財)ベターリビング MFN-3433 平成29年12月21日

塩化ビニル樹脂系壁紙 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内1-13-10 (一財)建材試験センター MFN-3432 平成29年12月08日

集成材 イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町二丁目3番3
0号5階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3431 平成29年12月08日

アルミニウム合金はく付ガラス繊維クロス張／シリカパウダー入ガラ
ス繊維クロス保温材 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)化学物質評価研究機構 MFN-3430 平成29年12月08日

ポリオレフィン系フィルム張／ウレタン樹脂系接着剤塗／鉄粉シート張
／ウレタン樹脂系接着剤塗／紙裏張／ウレタン樹脂系接着剤裏塗／MDF 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)化学物質評価研究機構 MFN-3429 平成29年12月08日

両面メラミン樹脂含浸紙張／HDFフローリング Shanghai Vohringer Wood
Product Co.,Ltd 上海市奉賢区林海公路7001号 (一財)建材試験センター MFN-3425 平成29年12月08日

ＭＤＦ 日成共益株式会社 東京都千代田区神田美土代町
7 (一財)建材試験センター MFN-3426 平成29年12月05日

全面天然木突板張／全面酢酸ビニル樹脂系エマルション接着剤塗／MD
F 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3428 平成29年12月01日

集成材 株式会社オーシャンズ 広島県広島市安佐北区落合1丁
目44-7　河原ビルK-3-203号 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3427 平成29年12月01日

合板 アサイウッドマテリア株式会
社

愛知県弥富市竹田三丁目228
番地 (一財)東海技術センター MFN-3424 平成29年11月20日

ＵＶオイル系塗料塗装／天然木挽き板張／水性高分子－イソシアネー
ト系接着剤塗／合板フローリング 伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋本町2-7-

1　NOF 日本橋本町ビル5F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3423 平成29年11月10日

集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区神田駿河台2-
9 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3422 平成29年11月10日

紙系壁紙 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 MFN-3421 平成29年10月26日

紙系壁紙 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 MFN-3420 平成29年10月26日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 有限会社　デザイン工芸中西 岡山県岡山市東区竹原２１８
－９ (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3419 平成29年10月19日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ダイアックス株式会社 福岡県八女市立花町谷川71-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3418 平成29年10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

無機質系壁紙 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)日本塗料検査協会 MFN-3417 平成29年09月29日

エゴマ油系塗料塗装／天然木ひき板張／水性高分子-イソシアネート系接着剤塗
／天然木ひき板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／裏溝付天然木幅はぎひき板張／木質系フローリング

株式会社マルホン 静岡県浜松市浜北区永島1295
番地 (一財)ベターリビング MFN-3416 平成29年09月22日

集成材 ウッドリンク株式会社 富山県射水市寺塚原415 (一財)ベターリビング MFN-3415 平成29年09月22日

繊維系壁紙 株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下1-4-
1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3414 平成29年09月15日

パーティクルボード FINANCIERA MADERERA,
S.A. - FINSA -

N-550, km. 57, 15707 – Santiago
de Compostela, La Coruña, Spain

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3412 平成29年09月08日

MDF FINANCIERA MADERERA,
S.A. - FINSA -

N-550, km. 57, 15707 – Santiago
de Compostela, La Coruña, Spain

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3411 平成29年09月08日

おもて面プラスチックフィルム張り裏面メラミン樹脂含浸紙張りMDF 3B SpA Via delle Industrie 131040
SALGAREDA, ITALY

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3409 平成29年09月08日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装／両面天然木ひき板張／水性高分子－イ
ソシアネート系接着剤塗／集成材

住友林業クレスト株式会社
新居浜工場 愛媛県新居浜市磯浦町16-1 (一財)ベターリビング MFN-3408 平成29年09月05日

UV硬化型エポキシ樹脂系塗装／竹と樺とフェノール樹脂系接着剤を用
いた成形板フローリング

ZHEJIANG HUA GU YOU
INDUSTRY CO.LTD

LONGYIN ROAD NO.11,CHENGNAN
AREA,LONGYOU
COUNTY,ZHEJIANG,CHINA

(一財)建材試験センター MFN-3407 平成29年08月21日
株式会社裕源 神奈川県厚木市中町3-3-9

ポリアクリルアマイド樹脂塗工／アクリル樹脂系塗料印刷／不織布壁
紙 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 MFN-3406 平成29年08月18日

両面メラミン樹脂含浸紙張りパーティクルボード Ningbo JF Furniture Co.,Ltd.
No.1 Chunsheng Road, Industry
Zone Yuyao, Zhejiang
P.R.China

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3405 平成29年07月14日

アルミニウム合金はく張ガラスクロス張／スチレン-
ブタジエンゴム系接着剤塗／メラミンユリア樹脂を使用した断熱材 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 MFN-3404 平成29年07月14日

アクリル樹脂系塗装塩化ビニル樹脂系フィルム・ポリエチレン樹脂系フィルム・塩化ビニル樹
脂系フィルム張ポリエステル樹脂系接着剤塗・エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂シート張ユリア-
メラミン共縮合樹脂系接着剤塗／ウッドプラスチックコンビネーション(WPC)フローリング

株式会社テクノコスモ 東京都港区新橋4-3-11
第2ニシムラビル5階 (一財)建材試験センター MFN-3403 平成29年07月14日

集成材 プレイリーホームズ株式会社 長野県伊那市日影336 (一財)東海技術センター MFN-3402 平成29年07月13日

ＵＶ
ＯＩＬ塗装／天然木単板張／ユリア共縮合樹脂接着剤塗／合板フローリング 株式会社　協和通商 福岡県福岡市博多区祇園町1-4

0　三井生命福岡祇園ビル９Ｆ (一財)東海技術センター MFN-3401 平成29年07月13日

両面単板張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区神田駿河台2-
9 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3400 平成29年07月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

紙系壁紙 株式会社四国わがみ 高知県吾川郡いの町4035番地 (一財)建材試験センター MFN-3399 平成29年07月10日

天然木ひき板張/水性高分子-イソシアネ-ト系接着剤塗/合板フロ-
リング 東邦木材株式会社 北海道旭川市9条通17丁目 (一財)ベターリビング MFN-3398 平成29年07月07日

プラスチック系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-3397 平成29年07月03日

ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋小伝馬町
15-15 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3396 平成29年06月26日

合板基材付天然木フローリング Margaritelli Spa I.Z. Miralduolo di Torgiano,
Torgiano, PG, Italy

RISE Research Institutes of
Sweden AB MFN-3395 平成29年06月12日

紙系壁紙 ながはる株式会社 東京都新宿区西落合1-30-22
ながはるビル (一財)建材試験センター MFN-3394 平成29年06月02日

アルミニウム箔付ガラスクロス張／スチレンブタジエンゴム系溶剤形
接着剤塗／グラスウール断熱材 サンベック株式会社 東京都千代田区神田須田町2-

3-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3393 平成29年05月16日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3392 平成29年05月01日

ＭＤＦ 福人木業（蒲田）有限公司
Qianqin villege,Dongqiao Town,Xinyu
District,Putian City,Fujian
Province,341164,China(wood processing
area)

(一財)建材試験センター MFN-3391 平成29年05月01日

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材 株式会社フレスコジャパン 東京都世田谷区新町3-23-2 (一財)建材試験センター MFN-3390 平成29年05月01日

集成材 北材商事株式会社 大阪府吹田市江坂町１丁目２
１-10 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3389 平成29年04月07日

集成材 ジャパン建材株式会社 東京都江東区新木場1-7-22
新木場タワー11階

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-3388 平成29年03月24日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社中川ケミカル 東京都中央区東日本橋2-1-6
4F (一財)建材試験センター MFN-3387 平成29年02月21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フィルム・
鋼線入ポリエチレンテレフタレートフィルム張／グラスウール保温板 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 MFN-3386 平成29年02月21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フィルム・
鋼線入ポリエチレンテレフタレートフィルム張／グラスウール保温板

ATCO RUBBER
PRODUCTS,INC

7101 ATCO Dr.Fort
Worth,Texas,76118-7098 USA (一財)建材試験センター MFN-3385 平成29年02月21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フィルム・
鋼線入ポリエチレンテレフタレートフィルム張／グラスウール保温板 三喜工業株式会社 千葉県千葉市中央区今井1-4-

16 (一財)建材試験センター MFN-3384 平成29年02月21日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3383 平成29年02月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

紙系壁紙 有限会社五大装飾 大阪府東大阪市長田2-18-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3380 平成29年01月19日

繊維系壁紙 アイケーシー株式会社 大阪市東淀川区西淡路4-3-4 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3378 平成29年01月19日

紙系壁紙 株式会社チェルシーインター
ナショナル 東京都新宿区南元町4-45 (一財)ベターリビング MFN-3379 平成29年01月17日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 江間忠木材株式会社 東京都中央区晴海3-3-3 (一財)建材試験センター MFN-3377 平成29年01月17日

寄木化粧合板 三木理研工業株式会社 和歌山県和歌山市栄谷13-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3382 平成29年01月16日

寄木壁紙 三木理研工業株式会社 和歌山県和歌山市栄谷13-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3381 平成29年01月16日

集成材 大忠貿易有限会社 福岡県北九州市小倉北区紺屋
町13-1　毎日西部会館7F (一財)建材試験センター MFN-3376 平成28年12月08日

塩化ビニル樹脂系壁紙 ニチエ株式会社 大阪府大阪市淀川区新高1-6-
28 (一財)建材試験センター MFN-3375 平成28年12月08日

紙系壁紙 メサテックスジャパン株式会
社 東京都港区南麻布4-12-26 (一財)建材試験センター MFN-3374 平成28年12月08日

表面オイルフィニッシュ塗／単板積層材フローリング 有限会社マルサ工業 鹿児島県鹿児島市上谷口町21
99-3 (一財)日本建築総合試験所 MFN-0898-1 平成28年11月25日

ウレタン樹脂系塗料塗装／天然木幅はぎひき板張／水性高分子－イソシアネ
ート系接着剤塗／合板張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／天然木
幅はぎひき板張／木質系フローリング

株式会社 望造 神奈川県横浜市青葉区つつじ
ヶ丘24-19 ﾊﾟｰﾑｶﾞｰﾃﾞﾝ2F (一財)ベターリビング MFN-3373 平成28年11月22日

ニトリルゴム系溶剤形接着剤 ノーテープ工業株式会社 大阪府八尾市跡部本町3-1-19 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3372 平成28年11月21日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社アクタス 東京都新宿区新宿2-19-1BYG
Sビル12F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3371 平成28年11月21日

両面天然木単板張／両面水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集
成材 海陽市双興建材有限公司 中国煙台海陽市里店工業園 （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-3370 平成28年10月27日

紙系壁紙 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)建材試験センター MFN-3369 平成28年10月25日

合板 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5-13-6（
三朋ビル） (一財)建材試験センター MFN-3366 平成28年10月07日

単板積層材 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5-13-6（
三朋ビル） (一財)建材試験センター MFN-3365 平成28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

プラスチック系壁紙 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3364 平成28年10月06日

繊維系壁紙 株式会社ケイエヌトレーディ
ング

大阪府大阪市中央区玉造1-13
-4 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3368 平成28年10月05日

集成材 都築木材株式会社 長野県伊那市日影336 (一財)東海技術センター MFN-3367 平成28年10月05日

塩化ビニル樹脂系壁紙 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876番
地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3354 平成28年09月14日

塩化ビニル樹脂系壁紙 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876番
地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3353 平成28年09月14日

ポリウレタン樹脂系塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／塩化ビニル
樹脂系壁紙 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 MFN-3352 平成28年09月14日

両面天然木単板張／両面幅はぎ天然木単板張／集成材付メラミン・ユ
リア樹脂系接着剤（5層積層） 池内ベニヤ株式会社 北海道日高郡新ひだか町静内

木場町1丁目1-22 (一財)ベターリビング MFN-3361 平成28年09月12日

ウレタン樹脂系塗料塗装／天然木ひき板張／水性高分子-イソシアネート系接
着剤塗／天然木ひき板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／天然木幅はぎひき板張／木質系フローリング

株式会社マルホン 静岡県浜松市浜北区永島1295
番地 (一財)ベターリビング MFN-3360 平成28年09月12日

常温硬化型ガラス系塗料塗装／天然木ひき板張／水性高分子-イソシアネート
系接着剤塗／天然木ひき板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／天然木幅はぎひき板張／木質系フローリング

株式会社マルホン 静岡県浜松市浜北区永島1295
番地 (一財)ベターリビング MFN-3359 平成28年09月12日

亜麻仁油系塗料塗装／天然木ひき板張／水性高分子-イソシアネート系接着剤
塗／天然木ひき板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／天然木幅はぎひき板張／木質系フローリング

株式会社マルホン 静岡県浜松市浜北区永島1295
番地 (一財)ベターリビング MFN-3358 平成28年09月12日

エゴマ油系塗料塗装／天然木ひき板張／水性高分子-イソシアネート系接着剤
塗／天然木ひき板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／天然木幅はぎひき板張／木質系フローリング

株式会社マルホン 静岡県浜松市浜北区永島1295
番地 (一財)ベターリビング MFN-3357 平成28年09月12日

大豆油系塗料塗装／天然木ひき板張／水性高分子-イソシアネート系接着剤塗
／天然木ひき板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／天然木幅はぎひき板張／木質系フローリング

株式会社マルホン 静岡県浜松市浜北区永島1295
番地 (一財)ベターリビング MFN-3356 平成28年09月12日

アクリル樹脂系塗装／アクリル・ウレタン樹脂系塗装／突き板張／酢酸ビニ
ル樹脂系接着剤塗／【メラミン・ユリア共重合樹脂系接着剤】・圧縮コルク
板（フローリング）

東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町５－１ (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3351 平成28年09月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 LG Hausys,Ltd.
One IFC 23 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-Gu, Seoul,
Korea

(一財)建材試験センター MFN-3363 平成28年09月06日

塩化ビニル樹脂系壁紙 LG Hausys,Ltd.
One IFC 23 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-Gu, Seoul,
Korea

(一財)建材試験センター MFN-3362 平成28年09月06日

両面ポリエチレン樹脂系フィルム張アルミニウムはく・鋼線入ポリエチレン
テレフタレート樹脂系フィルム張アルミニウムはく張／グラスウール保温材

株式会社昭和コーポレーショ
ン

東京都港区芝5-1-2
SC芝ビルディング (一財)建材試験センター MFN-3355 平成28年09月06日

グラスウール断熱材 正城通商株式会社 福岡県小郡市美鈴の杜1丁目1
7-6 (一財)建材試験センター MFN-3350 平成28年08月09日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

両面木質単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／MDF

Corinthian Industries (Asia)
Sdn Bhd

Lot 37217 Jalan Genting Off 4th Mile,
Jalan Kapar, 42100 Rantau Panjang,
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-3349 平成28年08月05日
ハウディー株式会社 東京都千代田区神田駿河台2-

9

両面木質単板張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／集成材

Corinthian Industries (Asia)
Sdn Bhd

Lot 37217 Jalan Genting Off 4th Mile,
Jalan Kapar, 42100 Rantau Panjang,
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-3348 平成28年08月05日
ハウディー株式会社 東京都千代田区神田駿河台2-

9

プラスチック系壁紙 ニチレイマグネット株式会社 大阪府東大阪市稲田上町1-18
-11 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3347 平成28年08月05日

メラミン樹脂含浸紙重張／メラミン樹脂含浸紙裏張／HDFフローリン
グ ジャパン建材株式会社 東京都江東区新木場1-7-22新

木場タワー16階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3343 平成28年08月05日

表面アクリル樹脂系塗料塗装／集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区神田駿河台2-
9 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2796-1 平成28年08月05日

両面メラミン樹脂含浸紙張／MDF Panel Plus MDF Co.,Ltd.
25F,Ploenchit Center Bldg., 2
Sukhumvit Soi 2,
Klongtoey,Bangkok THAILAND

(一財)建材試験センター MFN-3345 平成28年07月29日

メラミン樹脂含浸紙張／MDF Panel Plus MDF Co.,Ltd.
25F,Ploenchit Center Bldg., 2
Sukhumvit Soi 2,
Klongtoey,Bangkok THAILAND

(一財)建材試験センター MFN-3344 平成28年07月29日

MDF心材付ポリ塩化ビニル表面材張コルクフローリング Amorim Revestimentos, S.A
Rua do Ribeirinho, n202
4536-907 S.Paio de Oleiros
Portugal

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-3346 平成28年05月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3342 平成28年04月13日

塩化ビニル樹脂系壁紙 サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内1
丁目15番29号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3341 平成28年04月08日

両面天然木単板張／集成材フローリング UNILIN bvba Ooigemstraat3,8710
Wielsbeke,Belgium (一財)建材試験センター MFN-3340 平成28年04月04日

両面天然木単板張／HDFフローリング UNILIN bvba Ooigemstraat3,8710
Wielsbeke-Belgium (一財)建材試験センター MFN-3339 平成28年04月04日

ポリウレタン樹脂系塗装／塩化ビニル樹脂系フィルム張／塩化ビニル
樹脂系壁紙 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 MFN-3338 平成28年03月30日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3337 平成28年03月30日

塩化ビニル樹脂系壁紙 シーアイ化成株式会社 東京都中央区京橋1-18-1 (一財)ベターリビング MFN-3336 平成28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

両面ポリエステル樹脂系塗装／普通紙張／メラミンユリア樹脂接着剤
塗／ランバーコア合板

台山市新英漢装飾材料有限公
司

中国広東省江門台山市水歩鎮
文華開発区B区4号之二 (一財)建材試験センター MFN-3335 平成28年03月30日

薄葉印刷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／ガラス繊維壁紙 東リ株式会社 兵庫県伊丹市東有岡5-125 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3334 平成28年03月30日

天然木単板張／メラミン・ユリア樹脂系接着剤塗／防湿紙裏張／ユリ
ア・メラミン樹脂系接着剤裏塗／MDF 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3333 平成28年03月30日

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ポリエチレンテレフタレート樹脂系
フィルム裏張／グラスウール保温筒 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)化学物質評価研究機構 MFN-3332 平成28年03月30日

合板 株式会社テツヤ・ジャパン 兵庫県神戸市垂水区清水が丘
3丁目7-2 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2263-1 平成28年03月30日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社トッパン・コスモ 東京都港区芝浦3-19-26 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3331 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目２７
番１２号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3330 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社ＤＮＰ住空間マテリ
アル

埼玉県入間郡三芳町竹間沢31
1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3329 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3328 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 山田化染工業株式会社 京都府京都市右京区西院久田
町78-8 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3327 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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8-1
聖路加タワー13F (一財)日本建築総合試験所 MFN-3326 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 ロンシール工業株式会社 東京都墨田区緑４丁目１５番
３号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3325 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 富双合成株式会社 東京都足立区堀之内１丁目１
３番10号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3324 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 共和レザー株式会社 静岡県浜松市南区東町1876番
地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3323 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 アキレス株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21
番地１号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3322 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 竹野株式会社 埼玉県久喜市菖蒲町新堀776 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3321 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 東武化学株式会社 茨城県常総市鴻野山1252-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3320 平成28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

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3319 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 サンロック工業株式会社 大阪府大阪市中央区島之内１
丁目１５番２９号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3318 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 スリーエイ化学株式会社 千葉県野田市木間ヶ瀬2501 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3317 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 ダイニック株式会社 東京都港区新橋6丁目17番19
号 新御成門ビル (一財)日本建築総合試験所 MFN-3316 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 日本ビニル工業株式会社 埼玉県さいたま市浦和区北浦
和5-3-20 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3315 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社デコリア 神奈川県小田原市久野諏訪原
3777 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3314 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 山天東リ株式会社 富山県南砺市岩木45 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3313 平成28年03月07日

塩化ビニル樹脂系壁紙 一般社団法人日本壁装協会 東京都港区虎ノ門3-7-8 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3312 平成28年03月07日

ウレタン樹脂系塗装／コルクフローリング 西安静林軟木地板有限公司 中国陝西省西安市高新区高新
路25号　710075 (一財)建材試験センター MFN-3311 平成28年02月17日

ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町
4-15-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3310 平成28年02月17日

繊維系壁紙 株式会社トミタ 東京都品川区東五反田5-25-1
9-6FA・B (一財)建材試験センター MFN-3309 平成28年01月25日

天然木単板張／エチレン・酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合板フローリ
ング 株式会社東京工営 東京都新宿区神楽坂6-67

神楽坂FNビル6Ｆ (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3308 平成28年01月25日

ＵＶオイル塗装／紫外線硬化型樹脂塗装／水性ポリウレタン系樹脂塗装／両
面天然木単板張／両面水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／天然木フロ
ーリング

株式会社センエイ 大阪府岸和田市木材町15-4    
      　 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3307 平成28年01月25日

無機質系壁紙 光洋産業株式会社 東京都千代田区鍛冶町1-9-9
石川LKビル (一財)建材試験センター MFN-3306 平成28年01月15日

りん・窒素化合物／アクリル系樹脂塗装／りん・窒素系薬剤処理和紙 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 MFN-3305 平成27年12月25日

無機質系壁紙 株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町1-1 (一財)建材試験センター MFN-3304 平成27年12月25日

塗料塗装／木質系三層単板集成フローリング 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前 4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3303 平成27年12月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

塗料塗装／木質系三層単板集成フローリング 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前 4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3302 平成27年12月22日

漆樹脂塗装壁紙 株式会社　丸二 京都府京都市下京区高通堺
町東入　泉正寺町462 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3301 平成27年12月17日

ポリプロピレンシート張／エチレン酢酸ビニル共重合樹脂系接着剤塗またはホットメ
ルト系接着剤塗／パーティクルボード・【ユリア樹脂系接着剤】／エチレン酢酸ビニ
ル共重合樹脂系接着剤塗またはホットメルト系接着剤塗／ポリプロピレンシート張

松澤功藝株式会社 伊丹市鴻池７丁目１番４５号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3300 平成27年11月18日

オイル塗装／天然木単板積層フローリング ENBC株式会社 東京都港区芝4-2-11
Acty21ビル8階 (一財)建材試験センター MFN-3299 平成27年11月10日

合成樹脂インキ／アクリル樹脂塗装／不織布壁紙 富士工業株式会社 福井県福井市上河北町1-48 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3298 平成27年10月21日

紙系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-3297 平成27年10月19日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社クライス・アンド・
カンパニー

東京都港区東新橋2-4-1
サンマリーノ汐留2F (一財)建材試験センター MFN-3296 平成27年10月19日

ＭＤＦ 中塩銀港湖北人造板有限公司 中華人民共和国湖北省随州市
曾都经济开发区两水三路109号 (一財)建材試験センター MFN-3295 平成27年10月19日

両面ウレタン樹脂系塗料塗装/集成材 セブン工業株式会社 岐阜県美濃加茂市牧野1006番
地 (一財)ベターリビング MFN-3294 平成27年08月19日

アクリル樹脂系ＵＶ硬化型塗装／天然木単板張／合板フローリング 大連明龍木業有限公司 中国大連市保税区二十里堡鎮
前半拉山村 (一財)建材試験センター MFN-3293 平成27年08月19日

ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装／塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂ｼｰﾄ張／ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ及びｴﾁﾚﾝ酢酸ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系接着剤塗
／突き板張／酢酸ﾋﾞﾆﾙ樹脂系接着剤塗／【ﾒﾗﾐﾝ･ﾕﾘｱ共重合樹脂系接着剤】･圧縮ｺﾙｸ板／
酢酸ﾋﾞﾆﾙ樹脂系接着剤塗／MDF／酢酸ﾋﾞﾆﾙ樹脂系接着剤塗／ｺﾙｸ板　（フローリング）

株式会社アモリンジャパン 東京都港区六本木7-15-17 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3287 平成27年08月19日

木質チップ成型材（フローリング） 株式会社SION 滋賀県草津市青地町宇柳686
－1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3286 平成27年08月19日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3285 平成27年08月19日

単板積層材 大連和田商貿有限公司 遼寧省大連市西崗区宏済街
30-3 号前城国際801号室 (一財)ベターリビング MFN-3282 平成27年08月03日

両面塗料塗装／集成材 旭商事株式会社 岐阜県岐阜市西河渡2丁目1１
番 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3281 平成27年07月30日

両面塗料塗装／単板積層材 旭商事株式会社 岐阜県岐阜市西河渡2丁目11
番 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3280 平成27年07月30日

塗料塗装／単板張／スチレンアクリル樹脂系接着剤塗／合板 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3279 平成27年07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

ゴム系溶剤形接着剤 ノガワケミカル株式会社 東京都中央区日本橋本町
4-15-11 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3278 平成27年07月30日

集成材 イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町二丁目３番
３０号５階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3284 平成27年07月17日

両面ポリ塩化ビニル表面材張りコルクフローリング Amorim Revestimentos,S.A
Rua do Ribeirinho,no202
4536-907 S.Paio de Oleiros
Portugal

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-3283 平成27年07月17日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／天然木突板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板 エムワイ商事合同会社 東京都板橋区向原一丁目21番

22号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3292 平成27年06月25日

天然オイル塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／
集成材裏張／水性高分子－イソシアネート系接着剤裏塗／集成材フローリン
グ

PT TANJUNG KREASI
PARQUET INDUSTRY

J1.Pangeran Antasari No.18A
Kebayoran Barn Jakarta 12150
INDONESIA

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-3291 平成27年06月25日

天然オイル塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／
集成材裏張／水性高分子－イソシアネート系接着剤裏塗／集成材フローリン
グ

株式会社エフトレーディング 神奈川県横浜市金沢区六浦5-
6-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3290 平成27年06月25日

アクリル樹脂系塗装／両面集成材張／両面水性高分子－イソシアネー
ト系接着剤塗／集成材フローリング

PT Jati Luhur Agung Wood
Parquet Industry

J1.Gunung Kelir Raya 3-9
Semarang Indonesia (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3289 平成27年06月25日

アクリル樹脂系塗装／両面集成材張／両面水性高分子－イソシアネー
ト系接着剤塗／集成材フローリング 株式会社エフトレーディング 神奈川県横浜市金沢区六浦5-

6-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3288 平成27年06月25日

木質系フローリング 東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町5-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3276 平成27年06月25日

紫外線硬化型アクリル樹脂系塗装／天然木突板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／合板 科定企業股份有限公司 台湾新北市新莊区複興路2段1

75巷2弄2号1階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3275 平成27年06月25日

天然オイル塗装／天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／
集成材裏張／水性高分子－イソシアネート系接着剤裏塗／集成材フローリン
グ

株式会社サンワカンパニー 大阪府大阪市北区茶屋町19-1
9 アプローズタワー21階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3274 平成27年06月25日

アクリル樹脂系塗装／両面集成材張／両面水性高分子－イソシアネー
ト系接着剤塗／集成材フローリング 株式会社サンワカンパニー 大阪府大阪市北区茶屋町19-1

9 アプローズタワー21階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3273 平成27年06月25日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3272 平成27年06月25日

単板積層材 Red Built, LLC Technical
Director, Heather Strong, P.E

200 E. Mallard Drive, Boise,
Idaho 83706, USA

（公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-3277 平成27年06月19日

ゴム系溶剤形接着剤 ノーテープ工業株式会社 大阪府八尾市跡部本町 3-1-19 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3271 平成27年05月29日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町二丁目３番
３０号５階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3270 平成27年05月29日

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町二丁目３番
３０号５階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3269 平成27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

ユリア樹脂含浸紙裏張／ポリウレタン樹脂系接着剤塗／パーティクル
ボード イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町二丁目３番

３０号５階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3268 平成27年05月19日

両面メラミン樹脂含浸紙張／MDFフローリング 株式会社松本光春商店 香川県高松市今里町2-29-15 (一財)建材試験センター MFN-3266 平成27年05月19日

構造用パネル Norbord Inc.
Toronto Street Suite 600
tronto, Ontario Canada M5C
2W4

(一財)建材試験センター MFN-3265 平成27年05月19日

ＵＶオイル塗／集成材 イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町二丁目３番
３０号５階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3267 平成27年04月22日

天然木単板張／水性高分子イソシアネート系接着剤塗／合板フローリ
ング

株式会社
アイ・トレーディング 愛知県安城市錦町３８-２ (一財)東海技術センター MFN-3264 平成27年04月22日

繊維系壁紙 株式会社トミタ 東京都品川区東五反田5-25-1
9-6FA・B (一財)建材試験センター MFN-3263 平成27年03月30日

ロックウール保温材 マグ・イゾベール株式会社 東京都千代田区麹町3-7
サンゴバンビル (一財)建材試験センター MFN-3262 平成27年03月30日

プラスチック系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-3261 平成27年03月26日

グラスウール断熱材 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3　神田三菱ビルディング (一財)建材試験センター MFN-3260 平成27年03月26日

ＭＤＦ 株式会社クライス・アンド・
カンパニー

東京都港区東新橋2-4-1
サンマリーノ汐留2F (一財)建材試験センター MFN-3259 平成27年03月26日

集成材 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3258 平成27年03月26日

両面アクリル樹脂系塗装／天然木単板張／エチレン・酢酸ビニル樹脂
系接着剤塗／合板フローリング 株式会社東京工営 東京都新宿区神楽坂6-67 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3257 平成27年03月26日

紙系壁紙 有限会社五大装飾 大阪府東大阪市長田2-18-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3256 平成27年03月26日

木質系フローリング（樹脂塗装突板張／合板） 株式会社サンライト 大阪府大阪市平野区背戸口1
丁目11番11号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3255 平成27年03月20日

木質系フローリング 東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町5-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3254 平成27年02月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-3253 平成27年02月26日

パーティクルボード 福人木業（福州）有限公司
〒350016　中国福建省福州市馬
尾区亭江鎮長洋路280号 (一財)建材試験センター MFN-3252 平成27年02月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

MDF心材付反応系ポリウレタン塗料仕上げコルクフローリング Amorim Revestimentos,S.A
Rua do Ribeirinho,no202
4536-907 S.Paio de Oleiros
Portugal

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-3251 平成27年01月26日

塩化ビニル樹脂系壁紙 LG Hausys.Ltd
〒158-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター MFN-3250 平成27年01月16日

合板 丸玉産業株式会社 北海道網走郡津別町字達美16
2番地 (一財)ベターリビング MFN-3249 平成27年01月16日

ウレタン樹脂系塗料塗装/ひき板張/水性高分子-イソシアネート樹脂系接着剤
塗/ひき板張/水性高分子-イソシアネート樹脂系接着剤塗/合板フローリング 住友林業クレスト株式会社

鹿島工場
茨城県鹿島市大字平井字灘22
76番6 (一財)ベターリビング MFN-3248 平成27年01月16日

表面塩化ビニルフィルム張／裏面メラミン樹脂含浸紙張／表面ポリウ
レタン樹脂系接着剤塗／ＭＤＦ 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3229 平成27年01月16日

プラスチック系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-3247 平成26年12月26日

プラスチック系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-3246 平成26年12月26日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生 4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3244 平成26年11月27日

表面オレフィンフィルム張／表面エチレン酢酸ビニ共重合体エマルシ
ョン形接着剤塗／合板 株式会社立花ベニヤ商会 福岡県大川市大字中古賀1035

-21 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3243 平成26年11月19日

集成材 株式会社洛陽 京都府京都市伏見区羽束師古
川町337番地 (一財)建材試験センター MFN-3242 平成26年11月06日

表面紫外線硬化型アクリル樹脂系塗料塗装／裏面工業用油脂塗装／竹
とフェノールホルムアルデヒド樹脂系接着剤を用いた成形板 株式会社　大成 沖縄県南城市大里字大城５３

８番地８ (一財)日本塗料検査協会 MFN-3231 平成26年10月17日

グラスウール断熱材 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3　神田三菱ビルディング (一財)建材試験センター MFN-3241 平成26年10月14日

両面MDF張/両面水性高分子－イソシアネート系接着剤塗/集成材 池内ベニヤ株式会社 北海道日高郡新ひだか町
静内木場町１丁目１-２２ (一財)ベターリビング MFN-3240 平成26年10月14日

両面天然木ひき板張/水性高分子－イソシアネート系接着剤塗/集成材 住友林業クレスト株式会社
新居浜工場 愛媛県新居浜市磯浦町16－1 (一財)ベターリビング MFN-3239 平成26年10月14日

集成材 株式会社　ナガイ 長野県飯田市鼎下山８８２－
１ (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3238 平成26年10月08日

ポリエチレンフィルム張ポリエチレンテレフタレート不織布張／ホットメル
ト形接着剤塗／両面ガラスペーパー張／裏面側ゴム系溶剤形接着剤塗／グラ
スウール断熱材

旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-
6-3　神田三菱ビルディング (一財)建材試験センター MFN-3237 平成26年10月08日

ポリエチレンフィルム張ポリエチレンテレフタレート不織布張／ホッ
トメルト形接着剤塗／ガラスペーパー張／グラスウール断熱材 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-

6-3　神田三菱ビルディング (一財)建材試験センター MFN-3236 平成26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

ポリエチレンフィルム張ポリエチレンテレフタレート不織布張／ゴム
系溶剤形接着剤塗／ガラスペーパー張／グラスウール断熱材 旭ファイバーグラス株式会社 東京都千代田区神田鍛冶町3-

6-3　神田三菱ビルディング (一財)建材試験センター MFN-3235 平成26年10月08日

「両面」天然木単板張（2層）／ユリアメラミン樹脂系接着剤塗／ラン
バーコア付普通合板

PT.KAYU SENGON
INDUSTRI

JL.SOEKARNO HATTA KM.30 NO.55 KEL.
RANDUGUNTING KEC. BERGAS
KAB.SEMARANG 50552 JAWA TENAGAH
INDONESIA

(一財)ボーケン品質評価機構 MFN-3234 平成26年10月08日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社トーコー資材紙商事 福井県越前市塚町10-11-1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3233 平成26年09月16日

表面塗料塗装／表面単板張・裏面緩衝材張／両面水性イソシアネート
樹脂系接着剤塗／合板フローリング

株式会社
ナカムラ・コーポレーション

東京都渋谷区恵比寿３丁目１２
番８号東京塗料会館２０５号 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3232 平成26年09月16日

表面単板張／表面酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合板フローリング 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮前4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3230 平成26年09月16日

表面塗料塗装／両面化粧単板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマルション
形接着材塗／単板積層材 臨沂東日木業有限公司

No.6 Huafei East Road.
Cangshan Country Town Linyi
Shandong.

(一財)日本塗料検査協会 MFN-3228 平成26年09月16日

表面塗料塗装／両面化粧単板張／両面酢酸ビニル樹脂系エマルション
形接着材塗／単板積層材 ダイセン産業株式会社 大阪市中央区久太郎町2-5-28 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3227 平成26年09月16日

両面天然木単板張／両面合成ゴム系ラテックス形接着剤塗／紙張／合
成ゴム系ラテックス形接着剤／合板 秋田プライウッド株式会社 秋田県秋田市川尻町字大川反

232 (一財)ベターリビング MFN-3226 平成26年09月16日

紙系壁紙 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 MFN-3225 平成26年08月18日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋3丁目11
番5号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3219 平成26年08月18日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リケンテクノス株式会社 東京都中央区日本橋3丁目11
番5号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3218 平成26年08月18日

ＭＤＦ 大亜木業（肇慶）有限公司 中華人民共和国広東省肇慶市
徳慶県城東工業集約基地内 (一財)建材試験センター MFN-3224 平成26年08月01日

紙系壁紙 株式会社菊池襖紙工場 埼玉県草加市新里町1355 (一財)建材試験センター MFN-3223 平成26年08月01日

無機質系壁紙 野原産業株式会社 東京都新宿区新宿1-1-11
友泉新宿御苑ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター MFN-3222 平成26年08月01日

集成材 ハウディー株式会社 東京都千代田区神田駿河台 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3221 平成26年08月01日

塩化ビニル樹脂系壁紙 オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3217 平成26年08月01日

塩化ビニル樹脂系壁紙 オカモト株式会社 東京都文京区本郷三丁目27番
12号 (一財)日本建築総合試験所 MFN-3216 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）

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

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

オイルステイン塗装／天然木単板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／MDF

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番１７号

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構 MFN-3220 平成26年07月30日

合板心材木製積層フローリング Timberwise Oy Juvantie 222 332200
LOIMAA, FINLAND

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-3209 平成26年07月15日

無機質系壁紙 株式会社アドヴァン 東京都渋谷区神宮町4-32-14 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3215 平成26年07月11日

表面塗料塗装／表面単板張・裏面集成材張／表面水性イソシアネート
樹脂系接着剤塗／集成材フローリング

株式会社
ナカムラ・コーポレーション 兵庫県芦屋市茶屋之町2-22 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3214 平成26年07月11日

表面塗料塗装／表面単板張／表面水性イソシアネート樹脂系接着剤塗
／合板フローリング

株式会社
ナカムラ・コーポレーション 兵庫県芦屋市茶屋之町2-22 (一財)日本塗料検査協会 MFN-3213 平成26年07月11日

〔表面側〕アクリル系樹脂塗装／天然木単板張・〔裏面側〕MDF張／水性
高分子―イソシアネート系接着剤塗／合板張／MDF付ユリア樹脂系接着剤 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3212 平成26年06月30日

壁紙施工用でん粉系接着剤 有限会社五大装飾 大阪府東大阪市長田2-18-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-3211 平成26年06月30日

両面天然木単板張／ユリア樹脂系接着剤塗／合板

VIET NAM PLYWOOD
COMPANY LIMITED

34 DANG THUC VINH, DONG
THANH WARD, HOC MON DISTRICT,
HO CHI MINH CITY VIET NAM

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-3210 平成26年06月30日

瀋陽龍澤木業有限公司 中国
遼寧省新民市柳河路３６号

ジャパン建材株式会社 東京都江東区新木場1－7－22
新木場タワー１６階

光洋産業株式会社 東京都千代田区鍛冶町1－9－
9　石川ＬＫビル３階

Interra Brons Building
Materials (Hong Kong) Ltd.

MDL 2068 RM 1007 10/F Ho King
Center No.2-16 FA Yuen Street,
Mongkok, Koeloon, Hong Kong

塩化ビニル樹脂系壁紙 住友スリーエム株式会社 東京都品川6-7-29 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2949 平成26年06月30日

漆樹脂塗装壁紙 株式会社丸二 京都府京都市下京区高辻通境
町東入泉正寺町４６２ (一財)日本建築総合試験所 MFN-2948 平成26年06月30日

無機質系壁紙 竹野株式会社 東大阪市長田中2-3-18 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2947 平成26年06月30日

両面天然木単板張／両面水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／集
成材

東洋エンタープライズ株式会
社 東京都文京区本郷3-30-8 （公財）日本住宅・木材技術

センター MFN-2946 平成26年06月30日

構造用パネル Red Built,LLC 200E.Mallard Drive,Boise,ID
83706,USA (一財)建材試験センター MFN-2945 平成26年06月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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UVオイル塗／集成材フローリング C‐C CO.,LTD.
Lot73‐75,Linh Trung Export Pr
ocessingZone,ThuDueDist,HoC
hiMinh City,VietNam.

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2942 平成26年06月30日

両面UVオイル塗／集成材フローリング 株式会社トーナン・トレーデ
ィング

熊本県熊本市南区良町3-9-19
-103 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2941 平成26年06月30日

木質積層フローリング Kährs Holding AB Dunderbergsgatan 10
SE-382 28 Nybro, Sweden

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2940 平成26年05月01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／グラスウール保温筒

株式会社フカガワ本社 埼玉県川口市西青木2-9-5 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2939 平成26年05月01日

普通合板 株式会社クトクコーポレーシ
ョン

大阪市浪速区幸町2丁目5番3
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2938 平成26年04月07日

普通合板 株式会社クトクコーポレーシ
ョン

大阪市浪速区幸町2丁目5番3
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2937 平成26年04月07日

普通合板 株式会社クトクコーポレーシ
ョン

大阪市浪速区幸町2丁目5番3
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2936 平成26年04月07日

普通合板 株式会社クトクコーポレーシ
ョン

大阪市浪速区幸町2丁目5番3
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2935 平成26年04月07日

普通合板 株式会社クトクコーポレーシ
ョン

大阪市浪速区幸町2丁目5番3
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2934 平成26年04月07日

合板(難燃薬剤含浸) 株式会社ニッタクス 東京都中央区東日本橋3-3-7 (一財)建材試験センター MFN-2933 平成26年04月07日

繊維系壁紙 マナトレーディング株式会社 東京都目黒区上目黒1-26-9
中目黒オークラビル5F (一財)建材試験センター MFN-2932 平成26年04月04日

紙系壁紙 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 MFN-2931 平成26年04月04日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社トミタ 東京都品川区東五反田5-25-1
9-6F-A・B (一財)建材試験センター MFN-2930 平成26年03月31日

塩化ビニル樹脂系壁紙 リンテック株式会社 東京都板橋区本町23-23 (一財)建材試験センター MFN-2929 平成26年03月31日

両面低圧メラミン樹脂含浸紙張／MDF 上海藤建家具有限公司 中国上海市松江工業園区开明
路268号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2928 平成26年03月31日

普通合板 株式会社クトクコーポレーシ
ョン

大阪市浪速区幸町2丁目5番3
号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2927 平成26年03月31日

ポリウレタン樹脂系塗装・両面ポリエステル樹脂系塗装ガルバリウム
鋼板張／MDF

ガデリウス・インダストリー
株式会社

東京都港区赤坂5-2-39
円通寺ガデリウスビル (一財)建材試験センター MFN-2926 平成26年03月31日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

単板積層材 冨士ファニチア株式会社 徳島県板野郡板野町矢武字神
ノ木1番地1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2925 平成26年03月31日

メラミン樹脂系接着剤塗積層ＭＤＦ 冨士ファニチア株式会社 徳島県板野郡板野町矢武字神
ノ木1番地1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2924 平成26年03月31日

メラミン樹脂系接着剤塗積層合板 冨士ファニチア株式会社 徳島県板野郡板野町矢武字神
ノ木1番地1 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2923 平成26年03月31日

アルミニウム合金はく張／ポリエステル樹脂系接着剤塗／ポリエステル樹脂系フィルム張／ポリエステル
樹脂系接着剤塗／ポリエステル樹脂系フィルム張・アルミニウム合金はく張／ポリエステル樹脂系接着剤
塗／鋼線付きポリエステル樹脂系フィルム張／ポリエステル樹脂系接着剤塗／アルミニウム合金はく張／
ポリエステル樹脂系フィルム張／グラスウール保温筒

デック・インターナショナル Ir.Hanlostraat 18-22 NL-7500
AA Enschede The Netherlands (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2922 平成26年03月31日

両面天然木単板張／ユリア樹脂系接着剤塗／合板

ジャパン建材株式会社 東京都江東区新木場1-7-22
新木場タワー16階

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2921 平成26年03月31日光洋産業株式会社 東京都千代田区鍛治町1-9-9
石川LKビル3階

Interra Brons Building
Materials (Hong Kong) Ltd.

MDL 2068 RM 1007 10/F Ho King
Center No.2-16 FA Yuen Street,
Mongkok, Koeloon, Hong Kong

集成材 株式会社山王 大阪府大阪市住之江区北加賀
屋2-11-8 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2920 平成26年03月31日

プラスチック系壁紙 ニチレイマグネット株式会社 大阪市城東区今福南3-1-51 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2919 平成26年02月21日

ＭＤＦ 湖北吉象人造林製品有限公司 〒434400
中国湖北省石首市張城垸工業区 (一財)建材試験センター MFN-2918 平成26年02月21日

無機系充てん剤混入アクリル樹脂系塗装・両面アクリル系樹脂含浸ガラス繊
維不織布張／両面スチレン-ブタジエンゴム系接着剤塗／グラスウール保温板 野原産業株式会社 東京都新宿区新宿1-1-11

友泉新宿御苑ﾋﾞﾙ (一財)建材試験センター MFN-2917 平成26年02月21日

集成材 イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町2丁目3番30
号5階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2916 平成26年02月21日

合板 大連康発貿易有限公司 中国大連市金州新区海天新界
公建　5#-304室 (一財)ベターリビング MFN-2915 平成26年01月22日

紫外線硬化型アクリル酸系塗装天然木単板張／フェノール樹脂系接着
剤塗／単板積層材フローリング 株式会社司建装 福岡県久留米市野中町919-2 (一財)建材試験センター MFN-2914 平成26年01月22日

UVオイル塗／両面天然木単板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／集成材フローリング C‐C CO.,LTD.

Lot73‐75,Linh Trung Export Pr
ocessingZone,ThuDueDist,HoC
hiMinh City,VietNam.

(一財)化学物質評価研究機構 MFN-2913 平成26年01月22日

UVオイル塗／両面天然木単板張／水性高分子-
イソシアネート系接着剤塗／集成材フローリング 直鞍商工企業組合 福岡県直方市新町１丁目８番

３６号 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2912 平成26年01月22日

天然木単板積層フローリング Scandinavian　Living
Company　A/S

Redergaarden,Storetorv
9,6200 Aabenraa,Denmark (一財)建材試験センター MFN-2911 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

塩化ビニル樹脂系壁紙 バンドー化学株式会社 兵庫県神戸市中央区港島南町
4-6-6 (一財)建材試験センター MFN-2910 平成26年01月22日

アクリレート系樹脂塗装／天然木単板張／メラミンユリア樹脂系接着
剤塗／紙張／ユリアメラミン樹脂系接着剤塗／合板 朝日ウッドテック株式会社 大阪市中央区南本町4-5-10 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2909 平成26年01月22日

紙系壁紙 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 MFN-2908 平成26年01月22日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生 4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2907 平成25年11月13日

プラスチック系壁紙 ニチレイマグネット株式会社 大阪市城東区今福南3-1-51 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2906 平成25年11月13日

集成材 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 MFN-2905 平成25年11月13日

木質積層フローリング Timberwise Oy Juvantie 222 332200
LOIMAA, FINLAND

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2904 平成25年11月13日

木質単板集成フローリング B.K.B. HEVEA PRODUCTS
SDN. BHD.

No.4, Lebuh Perusahaan Kelebang
5, IGB International Industrial
Park,Jaran Kuala Kangsar,以下備考

(一財)建材試験センター MFN-2903 平成25年11月13日

集成材 汎アジア貿易株式会社 神奈川県横浜市西区北幸2-7-
10　高見澤ビル4F (一財)建材試験センター MFN-2902 平成25年11月13日

集成材 サンユーペイント株式会社 大阪府大阪市淀川区西宮原2-
4-48 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2901 平成25年11月13日

塩化ビニル樹脂系壁紙 大洋株式会社 大阪市中央区瓦屋町1-9-20 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2900 平成25年11月13日

集成材 ジャニス工業株式会社 愛知県常滑市唐崎町２丁目８
８番地 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2899 平成25年11月13日

ポリプロピレン系不織布張／合成ゴム系接着剤塗／ロックウール保温
材 ニチアス株式会社 東京都中央区八丁堀一丁目6

番1号 (一財)建材試験センター MFN-2898 平成25年11月13日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生 4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2897 平成25年10月23日

壁紙施工用でん粉系接着剤 ヤヨイ化学工業株式会社 富山県高岡市下麻生 4649 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2896 平成25年10月23日

ハードワックスオイル塗／集成材 株式会社アイムホーム 大阪市西区立売堀1-9-10
HOWAビル7階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2895 平成25年10月23日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社風流舎 静岡県浜松市西区篠原町2138
8 (一財)建材試験センター MFN-2894 平成25年10月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

天然木単板・両面ポリエステル樹脂系塗装ガルバリウム鋼板張／MDF ガデリウス・インダストリー
株式会社

東京都港区赤坂5-2-39
円通寺ガデリウスビル (一財)建材試験センター MFN-2893 平成25年10月23日

両面メラミン・ユリア樹脂含浸紙張り／ＭＤＦ BHW Beeskow
Holzwerkstoffe GmbH

Radinkendorfer Strasse 71
15848 Beeskow Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2892 平成25年09月10日

MDF BHW Beeskow
Holzwerkstoffe GmbH

Radinkendorfer Strasse 71
15848 Beeskow Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2891 平成25年09月10日

天然木単板張／合板
Boleform B.V. Prinsengracht 13B, 1015DK

Amsterdam, The Netherlands
(一財)建材試験センター MFN-2890 平成25年08月23日

H.Holstein GmbH & Co.KG 東京都千代田区九段南2-4-11

両面メラミン樹脂含浸紙張／パーティクルボード 株式会社イチムラ 北海道江別市工栄町22番地1 （公財）日本住宅・木材技術
センター MFN-2889 平成25年08月15日

紙系壁紙 北洋交易株式会社 神奈川県川崎市中原区小杉町
1-403　武蔵小杉STMビル7F (一財)建材試験センター MFN-2888 平成25年08月15日

塩化ビニル樹脂系壁紙 株式会社原町サイン 福島県南相馬市原町区北原字
巣掛場56-1 (一財)建材試験センター MFN-2887 平成25年08月15日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-2886 平成25年08月15日

合板 大連康発貿易有限公司 中国大連市金州新区海天新界
公建　5#-304室 (一財)ベターリビング MFN-2885 平成25年08月15日

ＭＤＦ Pfleiderer Baruth GmbH An der Birkenpfuhlheide 3
15837 Baruth/Mark Germany

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Institut MFN-2884 平成25年08月15日

「表面」紫外線硬化型アクリル樹脂塗装・「裏面」紫外線硬化型ウレ
タン樹脂塗装／集成材フローリング 株式会社　サンワカンパニー 大阪市中央区北浜2-1-7 (一財)東海技術センター MFN-2883 平成25年08月15日

「表面」紫外線硬化型アクリル樹脂塗装・「裏面」紫外線硬化型ウレ
タン樹脂塗装／集成材フローリング 株式会社　スズキ 名古屋市熱田区大宝一丁目4

番17号 (一財)東海技術センター MFN-2882 平成25年08月15日

「表面」ガラスクロス／スチレンブタジエンゴム溶剤系接着剤塗／グ
ラスウール断熱材 有限会社　ユーワ商会 名古屋市西区城北町二丁目83

番地1 (一財)東海技術センター MFN-2881 平成25年08月15日

集成材 タック株式会社 愛知県名古屋市中区正木4-2-
31 (一財)建材試験センター MFN-2880 平成25年07月11日

塩化ビニル樹脂系壁紙 東リ株式会社 兵庫県伊丹市東有岡5-125 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2879 平成25年07月11日

両面天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／天然木
フローリング 株式会社東京工営 東京都新宿区中里町27番地神

楽坂ファーストビル2F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2878 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

「表面」２液型ウレタン樹脂塗装・「裏面」ラテックス系接着剤塗のエチレン
-酢酸ビニル共重合樹脂発泡体/「両面」天然木ひき板/「両面」ラテックス系
接着剤塗/木質系フローリング

株式会社　トキワ工芸社 愛知県愛西市本部田町狭場21
-1 (一財)東海技術センター MFN-2877 平成25年07月11日

「表面」２液型ウレタン樹脂塗装・「裏面」ラテックス系接着剤塗のエチレン
-酢酸ビニル共重合樹脂発泡体/「両面」天然木ひき板/「両面」ラテックス系
接着剤塗/木質系フローリング

株式会社　トーホー 岐阜県加茂郡白川町黒川1822 (一財)東海技術センター MFN-2876 平成25年07月11日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-2875 平成25年07月11日

UV硬化型アクリル樹脂系塗装天然木単板張／フェノール樹脂系接着剤
塗／合板フローリング 徳華兎宝宝装飾新材株式会社 中国浙江省徳清県武康町臨溪

丁目588番地 (一財)建材試験センター MFN-2874 平成25年07月11日

合板心材付アクリルラッカー仕上げコルクフローリング Amorim Revestimentos,S.A
Rua do Ribeirinho,nº202
4536-907 S.Paio de Oleiros
Portugal

SP Technical Research
Institute of Sweden MFN-2868 平成25年07月11日

塩化ビニル樹脂系壁紙 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 MFN-2867 平成25年07月11日

「両面」アルキド樹脂系塗装／天然木突き板張／エポキシ樹脂系接着
剤塗／パーティクルボード（側面化粧材張）

キャニオン・クリーク・キャ
ビネット・カンパニー

アメリカ合衆国ワシントン州モ
ンロー市タイストリート南東167
26番地 (一財)日本建築総合試験所 MFN-2873 平成25年06月06日

住友林業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目
3番2号　経団連会館

塩化ビニル樹脂系壁紙 LG Hausys, Ltd
〒158-876　One IFC 23
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-
Gu, Seoul, Korea

(一財)建材試験センター MFN-2872 平成25年06月06日

天然木単板張／酢酸ビニル樹脂系接着剤塗／合板フローリング 株式会社東京工営 東京都新宿区中里町27番地神
楽坂ファーストビル2F (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2871 平成25年06月06日

集成材 中国木材株式会社 広島県呉市広多賀谷3-1-1 (一財)ベターリビング MFN-2869 平成25年06月06日

複合フローリング／アルミ蒸着樹脂被覆グラスウール／ウレタン樹脂
系ホットメルト形接着剤塗／ＭＤＦフローリング 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 MFN-2870 平成25年05月31日

ユリアメラミン共縮合樹脂系接着剤塗／単板積層材 臨沂五林木材工業新技術有限
公司

中国山東省臨沂市蘭山区朱保
工業区 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2865 平成25年05月14日

「両面」天然木単板張（2層）／ユリアメラミン樹脂系接着剤塗／ラン
バーコア付普通合板 広州桜翰木業有限公司 中国広東省広州市番寓区沙湾

鎮市良路1214号 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2864 平成25年05月14日

ポリエチレン樹脂系フィルム張・鋼線入ポリエチレンテレフタレート
樹脂系フィルム張／グラスウール保温筒 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)化学物質評価研究機構 MFN-2863 平成25年05月14日

メラミン樹脂含浸紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗・ユリア
樹脂含浸紙張／酢酸ビニル樹脂系エマルション形接着剤塗／パーティクルボ
ード

イケア・ジャパン株式会社 千葉県船橋市浜町2丁目3番30
号5階 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2862 平成25年05月14日

ＭＤＦ 株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋5-13-6 (一財)建材試験センター MFN-2861 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

木質単板集成フローリング 株式会社ニッシンイクス 山口県下松市平田443番地 (一財)建材試験センター MFN-2859 平成25年05月14日

合板 池内ベニヤ株式会社 北海道日高郡新ひだか町
静内木場町１丁目１-２２ (一財)ベターリビング MFN-2856 平成25年04月02日

両面天然木単板張/両面天然木単板張/集成材付ユリア樹脂系接着剤（5
層構成） 池内ベニヤ株式会社 北海道日高郡新ひだか町

静内木場町１丁目１-２２ (一財)ベターリビング MFN-2855 平成25年04月02日

天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗・集成材張／
水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／天然木フローリング 東京木材企業株式会社 東京都江東区新木場1-8-12 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2854 平成25年04月02日

天然木単板張／水性高分子－イソシアネート系接着剤塗・集成材張／
水性高分子－イソシアネート系接着剤塗／天然木フローリング 株式会社エフトレーディング 横浜市金沢区六浦5-6-1 (一財)化学物質評価研究機構 MFN-2853 平成25年04月02日

「両面」MDF張／「両面」酢酸ビニル樹脂接着剤塗／単板積層材 株式会社ウッドワン 広島県廿日市市木材港南1-1 (一財)ボーケン品質評価機構 MFN-2816 平成25年04月02日
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