
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）

【区画貫通】

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

認定区分 明細区分 認定記号 リンク

防火区画を貫通する管 防火区画を貫通する管
壁 PS***WL 表示ページに移動

床 PS***FL 表示ページに移動
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機
系発泡体付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1239 令和5年04月27日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機系発
泡体付ゴム製キャップ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1238 令和5年04月27日

ケーブル・電線管／表面材張グラファイト系熱膨張材シート／壁耐火
構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1131-1 令和5年04月27日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1127-3 令和5年04月27日

ケーブル・電線管／表面材付グラファイト系熱膨張性シート／壁耐火
構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0859-2 令和5年04月27日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系フィルム付熱膨張
材・合成ゴム混入無機質シート／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-1234 令和5年03月16日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポ
リオレフィン樹脂系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0867-3 令和5年03月16日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・有機
質バインダー入無機質充てん材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除
く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0676-2 令和5年03月16日

給・排水管／エチレンプロピレンジエン共重合体系充てん材／壁耐火
構造／貫通部分（中空壁を除く）

ロクステック・ジャパン株式
会社

東京都港区浜松町1-6-15
VORT 浜松町1階 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1233 令和5年03月09日

ケーブル／エチレンプロピレンジエン共重合体系ゴムブロック充てん
／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

ロクステック・ジャパン株式
会社

東京都港区浜松町1-6-15
VORT 浜松町1階 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1232 令和5年03月09日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系フィルム付熱
膨張材・合成ゴム混入無機質シート／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1229 令和5年02月28日

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート
両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充て
ん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1228 令和5年02月28日

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート
両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充て
ん材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-1227 令和5年02月28日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨張材入ポリオレフィン系樹
脂・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く) 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 PS060WL-1174-1 令和5年02月28日

給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材
充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-1110-1 令和5年02月28日

ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・ロックウール
保温材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0976-1 令和5年02月28日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シ
ーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0949-1 令和5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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シ
ーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0948-1 令和5年02月28日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充て
ん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充
てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0775-1 令和5年02月28日

ケーブル・電線管／熱膨張材混入ポリオレフィン系樹脂材・ポリオレフィン
系樹脂混入無機質充てん材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0580-1 令和5年02月28日

給水管・排水管・ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂
炭酸カルシウム系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く) 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 PS060WL-0537-1 令和5年02月28日

ケーブル・電線管／熱膨張材・合成ゴム混入無機質充てんシート材／けい酸
塩・タルク・水酸化金属塩充てん材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く
）

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 PS060WL-0518-1 令和5年02月28日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・
ロックウール保温材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1225 令和5年02月03日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート
・ロックウール保温材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1224 令和5年02月03日

ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質
繊維充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1212-1 令和5年02月03日

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁耐火構造／
貫通部分（中空壁を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060WL-1199-1 令和5年02月03日

繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／膨張黒鉛混入水酸化
アルミニウム系耐熱シ－ル材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く
）

フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060WL-1198-1 令和5年02月03日

ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質
繊維充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1182-1 令和5年02月03日

ケーブル／ロックウール・多価アルコールメラミンリン系難燃剤入有機質バ
インダーパテ・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を
除く）

株式会社フジクラ・ダイヤケ
ーブル

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 PS060WL-1221 令和4年12月20日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造
／貫通部分 シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS045WL-1220 令和4年12月07日

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシ
ート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1173-1 令和4年11月17日

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／壁耐火構
造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-1219 令和4年11月08日

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造
／貫通部分 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 PS060WL-1215 令和4年10月25日

ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質
繊維充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1212 令和4年10月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシー
ト・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-1210 令和4年09月29日

ケーブル・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シ
ーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1209 令和4年09月29日

電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シー
リング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1208 令和4年09月29日

給・排水管・ケーブル／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴ
ムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1204 令和4年09月09日

アルミニウム合金管／熱膨張性ゴム・セメントモルタル充てん／壁耐
火構造／貫通部分（中空壁を除く） 井上商事株式会社 福井県福井市日之出2-1-6 (一財)建材試験センター PS060WL-1206 令和4年08月25日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1127-2 令和4年08月25日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポ
リオレフィン樹脂系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0867-2 令和4年08月25日

ケーブル・電線管／表面材付グラファイト系熱膨張性シート／壁耐火
構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0859-1 令和4年08月25日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・有機
質バインダー入無機質充てん材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除
く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0676-1 令和4年08月25日

給・排水管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ブチルゴムシ
ート・ロックウール・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1203 令和4年08月16日

被覆銅管・ケーブル／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート
・ポリエチレン系樹脂フィルム・ロックウール充てん／壁耐火構造／貫通部
分

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 PS060WL-0658-1 令和4年08月10日

給・排水管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ブチルゴム
シート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1202 令和4年08月05日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管継
手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 (一財)建材試験センター PS060WL-1197-1 令和4年05月27日

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート
両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を
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 PS060WL-1169-1 令和4年05月27日

ケーブル・電線管／両面ポリエチレンテレフタレート不織布張黒鉛含
有エポキシ樹脂シート／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0672-1 令和4年05月27日

ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性シート／有機質バインダ
ー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0899-1 令和4年04月22日

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁耐火構造／
貫通部分（中空壁を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060WL-1199 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

繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／膨張黒鉛混入水酸化
アルミニウム系耐熱シ－ル材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く
）

フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060WL-1198 令和4年03月25日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管継
手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 (一財)建材試験センター PS060WL-1197 令和4年03月11日

繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材
充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 (一財)建材試験センター PS060WL-1195 令和4年03月11日

ケーブル・電線管／表面材張グラファイト系熱膨張性シート／壁準耐
火構造／貫通部分

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 PS060WL-1190 令和4年03月11日

ケーブル・給水管・排水管／膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アル
ミニウム系シール・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁
を除く)

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 PS060WL-1191 令和4年03月04日

金属製配管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 一般社団法人日本ガス協会 東京都港区虎ノ門1-15-12 (一財)建材試験センター PS060WL-0546-1 令和4年02月17日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・膨張黒鉛混入合成
ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0965-1 令和4年02月10日

ケーブル／片面けい酸カルシウム板張／炭酸カルシウム系充てん材充
てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社オオヨドコーポレー
ション 大阪府大東市浜町８－２２ (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1188 令和3年12月17日

ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん
／壁耐火構造／貫通部分 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎

南２－６－２０ (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1185 令和3年12月06日

ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん
／壁耐火構造／貫通部分 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎

南２－６－２０ (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1184 令和3年12月06日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継
手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0919-2 令和3年12月06日

ケーブル・電線管・配管/外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊
維充てん/壁準耐火構造/貫通部分

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 PS060WL-1182 令和3年11月25日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレ
フィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫
通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-1146-1 令和3年11月01日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1127-1 令和3年11月01日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／
貫通部分

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 PS060WL-1179 令和3年10月08日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨張材入ポリオレフィン系樹
脂・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く) 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 PS060WL-1174 令和3年08月23日

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシ
ート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-1177 令和3年08月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシ
ート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1173 令和3年08月19日

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシ
ート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-1172 令和3年07月27日

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシ
ート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1171 令和3年07月20日

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート
両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を
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 PS060WL-1170 令和3年07月20日

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート
両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を
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 PS060WL-1169 令和3年07月20日

ケーブル・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セ
メントモルタル充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1166 令和3年07月16日

給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材
充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1168 令和3年07月15日

ポリエチレン管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラス
クロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-1165 令和3年05月24日

ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系無機質
充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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)建材試験センター PS060WL-1161 令和3年05月24日

ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系無機質
充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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)建材試験センター PS060WL-1159 令和3年05月24日

ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系無機質充
てん材・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く) 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)建材試験センター PS060WL-1158 令和3年05月24日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・シー
リング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1153 令和3年04月27日

給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・シーリング材充て
ん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1156 令和3年03月26日

給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・シーリング材充て
ん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1155 令和3年03月26日

給水管・排水管／熱膨脹材付ポリエチレン系樹脂材充てん／壁耐火構
造／貫通部分（中空壁を除く） 日動電工株式会社 大阪府大阪市北区天満1丁目2

5番17号 (一財)建材試験センター PS060WL-1154 令和3年03月26日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シ－ル材
充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く) 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4F (一財)建材試験センター PS060WL-1152 令和3年03月16日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレ
フィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／
貫通部分

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 PS060WL-1151 令和3年02月12日

6/44 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

ケーブル・電線管／表面材張グラファイト系熱膨張性シート／壁耐火
構造／貫通部分

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 PS060WL-1148 令和3年01月21日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレ
フィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫
通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-1146 令和3年01月21日

無機物充てん層付硬質塩化ビニル二層管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張ア
ルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫
通部分（中空壁を除く）

PPI平和株式会社　日本支社 東京都江戸川区東葛西5-8-14 (一財)建材試験センター PS060WL-1145 令和2年12月25日

ケーブル・塩化ビニル製樹脂管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系
耐熱シ－ル材／壁準耐火構造／貫通部分 株式会社エース電研 東京都台東区東上野3-12-9 (一財)建材試験センター PS060WL-1137 令和2年12月11日

ケーブル・塩化ビニル製樹脂管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系
耐熱シ－ル材／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く) 株式会社エース電研 東京都台東区東上野3-12-9 (一財)建材試験センター PS060WL-1136 令和2年12月11日

硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメン
トモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く) 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 PS060WL-1134 令和2年12月11日

硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリ
ング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1133 令和2年12月11日

硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリ
ング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1132 令和2年12月11日

ケーブル・電線管／表面材張グラファイト系熱膨張材シート／壁耐火
構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1131 令和2年12月11日

ケーブル・電線管／表面材張グラファイト系熱膨張材シート／壁準耐
火構造／貫通部分

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 PS060WL-1130 令和2年12月11日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨張材入ポリオレフィン系樹
脂・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1128 令和2年12月11日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管/熱膨張材・合成ゴム系発泡体/壁準耐
火構造/貫通部分 シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060WL-1124 令和2年10月16日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充て
ん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)建材試験センター PS060WL-1032-1 令和2年10月16日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃
性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん・シーリング材充て
ん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1141 令和2年10月01日
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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃
性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん・無機質系充てん材
充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1140 令和2年10月01日
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
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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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム
包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1139 令和2年10月01日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継
手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0919-1 令和2年10月01日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1127 令和2年09月25日

被覆材付金属管／ガラスクロス張膨張黒鉛混入ゴムシート／壁準耐火
構造／貫通部分 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 PS060WL-1116 令和2年09月11日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁耐火構造／
貫通部分（中空壁を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060WL-1115 令和2年09月11日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／壁準
耐火構造／貫通部分 シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060WL-1114 令和2年09月11日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0927-1 令和2年09月11日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・ポリオレフィン樹脂系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0911-1 令和2年09月11日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポ
リオレフィン樹脂系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0867-1 令和2年09月11日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・ポリオレフィン樹脂系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0866-1 令和2年09月11日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シ－ル材
／壁準耐火構造／貫通部分 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4F (一財)建材試験センター PS060WL-1111 令和2年04月16日

給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材
充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-1110 令和2年03月27日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃
性軟質ウレタンフォーム付ゴムキャップ・シーリング材充てん／壁準
耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1109 令和2年03月27日
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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃
性軟質ウレタンフォーム付ゴムキャップ・無機質系充てん材充てん／
壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1108 令和2年03月27日
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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・
ポリオレフィン系不織布付熱膨張材付ロックウール充てん／壁準耐火構造／
貫通部分

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 PS060WL-1104 令和2年03月13日

8/44 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

バスダクト・ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アル
ミニウムシール材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0788-1 令和2年02月10日

ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウ
ムシール材／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く) 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 PS060WL-0530-1 令和2年02月10日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム
包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1017-1 令和2年01月29日

バスダクト・ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アル
ミニウムシール材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0789-1 令和2年01月29日

ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウ
ムシール材／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0514-1 令和2年01月29日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロプレン系ゴム・膨張黒
鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁
準耐火構造／貫通部分

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 PS045WL-1100 令和2年01月29日

硬質ポリ塩化ビニル管／表面材付膨張黒鉛混入ゴムシート・シリコー
ン系シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1098 令和2年01月08日

給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材
充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1097 令和2年01月07日

ケーブル・電線管／ガラス繊維・アクリル系樹脂混入熱膨張性シート
充てん／壁耐火構造／貫通部分　 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎

南2-6-20 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1094 令和元年11月25日

ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん
／壁耐火構造／貫通部分 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎

南2-6-20 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1093 令和元年11月25日

ケーブル・電線管／熱膨張性シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎
南2-6-20 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1092 令和元年11月25日

ケーブル・電線管／ガラス繊維・アクリル系樹脂混入熱膨張性シート
充てん／壁準耐火構造／貫通部分 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎

南2-6-20 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1091 令和元年11月25日

ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん
／壁準耐火構造／貫通部分 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎

南2-6-20 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1090 令和元年11月25日

ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん
／壁準耐火構造／貫通部分 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎

南2-6-20 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1089 令和元年11月25日

ケーブル・電線管／熱膨張性シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部
分 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎

南2-6-20 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1088 令和元年11月25日

ケーブル・電線管／熱膨張性シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部
分 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎

南2-6-20 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-1087 令和元年11月25日

給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／
壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1084 令和元年11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

ケーブル・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング
材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0936-1 令和元年11月01日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟
質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1080 令和元年10月28日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充て
ん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充
填／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1078 令和元年10月16日

給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウム
はく張／ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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)日本建築総合試験所 PS060WL-0014-1 令和元年10月03日

給・排水管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエ
チレン系樹脂フィルム・モルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を
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)日本建築総合試験所 PS060WL-0373-1 令和元年09月24日

結露防止層付硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウ
ムはく張ガラスクロス・セメントモルタル／壁耐火構造／貫通部分（中空壁
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 PS060WL-1073 令和元年09月13日

結露防止層付硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウ
ムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空
壁を除く）

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 PS060WL-1072 令和元年09月13日

結露防止層付硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニ
ウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1071 令和元年09月13日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS060WL-1065 令和元年09月09日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム
包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1063 令和元年08月20日

ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性シート／有機質バインダ
ー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1057 令和元年06月21日
神奈川県電気工事工業組合 神奈川県横浜市中区三吉町4-

1
ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロプレン系ゴム・膨張黒
鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁
準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-1056 令和元年06月10日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／ＥＰＤＭゴム系発泡体・シーリング
材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060WL-0827-1 令和元年06月10日

ガラス繊維強化ポリプロピレン管／熱膨張性シート・シーリング材充
てん/壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1055 令和元年05月10日

繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂排水管／セメントモルタル充
てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 株式会社　荏原製作所 東京都太田区羽田旭町11-1 (一財)ベターリビング PS060WL-1048 平成31年03月07日

遮音材付給水管・排水管繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／
ロックウール充てん／壁準耐火構造／貫通部分 フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060WL-1046 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

ケーブル・給水管・排水管／膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アル
ミニウム系シール・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁
を除く)

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 PS060WL-1044 平成31年02月07日

高剛性耐衝撃硬質塩化ビニル管／熱膨張性シート・シーリング材充て
ん/壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-1040 平成31年01月25日

ケーブル／アクリル系樹脂塗装ロックウール保温板・けい酸塩混入水
酸化アルミニウム充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0275-1 平成31年01月04日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水
酸化アルミニウム系シール・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部
分（中空壁を除く）

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 PS060WL-1035 平成30年12月28日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・珪砂けい酸ナトリ
ウム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-1036 平成30年12月28日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充て
ん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)建材試験センター PS060WL-1033 平成30年12月10日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充て
ん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)建材試験センター PS060WL-1032 平成30年12月10日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・セメントモルタル
充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-1030 平成30年11月07日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・シーリング材充てん／壁
耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060WL-1029 平成30年11月07日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨張性パッキン・セメントモ
ルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 前澤化成工業株式会社

東京都中央区日本橋本町二丁目7
番1号
野村不動産日本橋本町ビル

(一財)建材試験センター PS060WL-1028 平成30年11月07日

ケーブル・電線管／外層材付膨張黒鉛混入クロロプレン系発泡ゴム充
てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1025 平成30年10月11日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充て
ん／壁準耐火構造／貫通部分 早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)建材試験センター PS060WL-0985-1 平成30年10月11日

給水管・排水管／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（
中空壁を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060WL-1024 平成30年09月18日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシ
ート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1020 平成30年09月07日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム
包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS045WL-1019 平成30年09月07日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム
包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1017 平成30年08月13日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシー
ト・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-1016 平成30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

ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・珪砂けい酸ナトリ
ウム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-1015 平成30年08月13日

ケーブル・電線管／多価アルコールメラミンリン系難燃剤入有機質バインダ
ーパテ・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社フジクラ・ダイヤケ
ーブル

東京都中央区築地1-12-22
コンワビル (一財)建材試験センター PS060WL-1012 平成30年07月23日

ケーブル・給水管・排水管／熱膨黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸
化アルミニウム系シール／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 日動電工株式会社 大阪府大阪市北区天満1丁目2

5-17 (一財)建材試験センター PS060WL-1008 平成30年07月06日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・珪砂けい酸ナトリ
ウム系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-1001 平成30年06月29日

繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材
充てん／壁準耐火構造／貫通部分 フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060WL-1000 平成30年06月22日

遮音材付給水管・排水管繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／
セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060WL-0998 平成30年06月22日

給水管・排水管／表面材付熱膨張黒鉛混入ブチルゴムシート・セメン
トモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 前澤化成工業株式会社

東京都中央区日本橋本町二丁目7
番1号
野村不動産日本橋本町ビル

(一財)建材試験センター PS060WL-0997 平成30年06月22日

硬質ポリ塩化ビニル管／表面材付熱膨張黒鉛混入ブチルゴムシート・
セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 前澤化成工業株式会社

東京都中央区日本橋本町二丁目7
番1号
野村不動産日本橋本町ビル

(一財)建材試験センター PS060WL-0996 平成30年06月22日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム
包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0995 平成30年06月15日

硬質ポリ塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムは
く張ガラスクロス・シリコーン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0386-1 平成30年06月08日

硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く) 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 PS060WL-0350-1 平成30年06月08日

硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く) 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 PS060WL-0340-1 平成30年06月08日

硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く) 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 PS060WL-0339-1 平成30年06月08日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム
包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS045WL-0990 平成30年05月18日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付グラファイト混入無機質充てんシ
ート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0989 平成30年05月10日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充て
ん／壁準耐火構造／貫通部分 早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)建材試験センター PS060WL-0985 平成30年05月02日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／表面材付熱膨張黒鉛混入ブチルゴムシ
ート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 前澤化成工業株式会社 東京都中央区日本橋本町2-7-

1　NOF日本橋本町ビル (一財)建材試験センター PS060WL-0981 平成30年04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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／表面材付熱膨張黒鉛混入ブチルゴムシ
ート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 前澤化成工業株式会社 東京都中央区日本橋本町2-7-

1　NOF日本橋本町ビル (一財)建材試験センター PS060WL-0980 平成30年04月27日

ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・ロックウール
保温材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0976 平成30年04月06日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付グラファイト混入無機質充
てんシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0975 平成30年04月06日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／壁耐火構
造／貫通部分(中空壁を除く) 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 PS060WL-0974 平成30年04月06日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟
質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0972 平成30年04月06日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟
質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0971 平成30年04月06日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付グラファイト混入無機質充
てんシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0967 平成30年03月07日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・膨張黒鉛混入合成
ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0965 平成30年02月28日

ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化
アルミニウム系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 (一財)建材試験センター PS060WL-0963 平成30年01月29日

排水管／シリコーン樹脂重合体充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空
壁を除く） 株式会社アカギ 東京都中央区新富1-19-2 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-0970 平成30年01月24日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造
／貫通部分 シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060WL-0959 平成29年12月20日

給・排水管／シリコーン系シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部
分（中空壁を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060WL-0958 平成29年12月15日

ケーブル・電線管／熱膨張材混入合成ゴムシート・ポリオレフィン系
樹脂混入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0955 平成29年12月01日

ガラス繊維強化ポリプロピレン管／熱膨張性シート・シーリング材充
てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0952 平成29年12月01日

アルミニウム合金管／熱膨張性黒鉛混入クロロプレンゴム系シート・
セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 井上商事株式会社 福井県福井市日之出2-1-6 (一財)建材試験センター PS060WL-0951 平成29年12月01日

ケーブル・電線管／熱膨張材混入合成ゴムシート・ポリオレフィン系
樹脂混入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0956 平成29年12月01日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シ
ーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0949 平成29年10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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シ
ーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0948 平成29年10月26日

給水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく
張ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0194-1 平成29年10月20日

給・排水管／アクリル系樹脂シーリング材・ロックウール板・黒鉛含有ブチ
ルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫
通部分

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 PS060WL-0103-1 平成29年10月20日

給・排水管／アクリル系樹脂シーリング材・黒鉛含有ブチルゴムシート
裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0102-1 平成29年10月20日

給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウム
はく張／ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0069-1 平成29年10月20日

給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウム
はく張／ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0068-1 平成29年10月20日

給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウム
はく張／ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0064-1 平成29年10月20日

給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウム
はく張／ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0063-1 平成29年10月20日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継
手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） バクマ工業株式会社 新潟県三条市上大浦474 (一財)建材試験センター PS060WL-0943 平成29年10月12日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト混入水酸化アルミ
ニウム材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 (一財)建材試験センター PS060WL-0941 平成29年09月29日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃
性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ・無機質系充てん材充てん
／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0940 平成29年09月29日

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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃
性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ・シーリング材充てん／壁
準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0939 平成29年09月29日

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

ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・ロックウール
保温材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0937 平成29年09月08日

ケーブル・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング
材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0936 平成29年08月21日

被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エ
ポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充
てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0935 平成29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

被覆材付金属管／ガラスクロス張膨張黒鉛混入ゴムシート・セメント
モルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0931 平成29年08月07日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シ
ーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0930 平成29年07月28日

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造
／貫通部分 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 PS060WL-0929 平成29年07月28日

繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／ロックウール
充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773

(一財)建材試験センター PS060WL-0928 平成29年07月26日昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比
須町2-1

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

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0927 平成29年07月26日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入合成ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系
パテ・珪砂けい酸ナトリウム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0925 平成29年07月12日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入合成ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系パ
テ・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0924 平成29年07月12日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継
手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0919 平成29年07月03日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入合成ゴム・膨張黒
鉛混入合成ゴム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0917 平成29年06月12日

ケーブル・給水管・排水管／膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アル
ミニウム系シール・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空
壁を除く）

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 PS060WL-0916 平成29年06月12日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシー
ト・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0915 平成29年06月12日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入合成ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系
パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0918 平成29年06月12日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・ポリオレフィン樹脂系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0911 平成29年06月02日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・珪砂けい酸ナトリ
ウム系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0910 平成29年05月22日

給・排水管／シリコーン系シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通
部分 株式会社クボタケミックス 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 PS060WL-0909 平成29年05月17日

15/44 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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨脹材混入ポリオレフィン系
樹脂材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 日動電工株式会社 大阪府大阪市北区天満1丁目2

5-17 (一財)建材試験センター PS060WL-0906 平成29年04月03日

ケーブル・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウ
レタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0904 平成29年03月01日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造
／貫通部分 シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060WL-0901 平成29年03月01日

ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性シート／有機質バインダ
ー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0899 平成29年02月22日

給・排水管／モルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く
） 株式会社クボタケミックス 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 PS060WL-0896 平成29年02月08日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シ
ーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0894 平成29年02月01日

ケーブル・給水管・排水管／グラファイト混入水酸化アルミニウム・
セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 株式会社シルファー 新潟県新潟市西蒲区植野新田

57番地 (一財)建材試験センター PS060WL-0890 平成29年01月19日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム
包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0892 平成29年01月17日

ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩充てん／
壁耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0898 平成29年01月12日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシー
ト・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0888 平成29年01月05日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム
イソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0887 平成29年01月05日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリ
ウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0884 平成28年12月02日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロプレン系ゴム・膨
張黒鉛石油ワックス混入ブチル系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0883 平成28年12月02日

ケーブル・電線管／両面ポリエチレンテレフタレート不織布張黒鉛含有エポキシ樹脂シ
ート・黒鉛含有ブチルゴムシート・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張
ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前1-5-1 (一財)建材試験センター PS060WL-0882 平成28年12月02日

ケーブル・電線管／両面ポリエチレンテレフタレート不織布張黒鉛含有エポ
キシ樹脂シート・黒鉛含有ブチルゴムシート／壁耐火構造／貫通部分(中空壁
を除く)

セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前1-5-1 (一財)建材試験センター PS060WL-0881 平成28年12月02日

ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩充てん／
壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0880 平成28年11月29日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁耐火構造／貫通
部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0875 平成28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

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS045WL-0876 平成28年11月07日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS060WL-0877 平成28年10月25日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS060WL-0874 平成28年10月25日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS045WL-0878 平成28年10月25日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・ブチルゴム系シート材／
壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060WL-0872 平成28年09月29日

ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入
水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 (一財)建材試験センター PS060WL-0868 平成28年09月29日

ケーブル・合成樹脂製可とう電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸
化金属塩充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0869 平成28年09月23日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポ
リオレフィン樹脂系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0867 平成28年09月14日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・ポリオレフィン樹脂系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0866 平成28年09月14日

ケーブル・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウ
レタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0864 平成28年09月06日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム
包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0862 平成28年09月06日

ケーブル・電線管／表面材付グラファイト系熱膨張性シート／壁耐火
構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0859 平成28年08月09日

被覆材付ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシ
ート・ポリエチレン系樹脂フィルム・セメントモルタル充てん／壁耐火構造
／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0858 平成28年08月09日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS060WL-0850 平成28年08月09日

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁耐火構造／
貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0849 平成28年08月09日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリ
ウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0847 平成28年08月09日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟
質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0852 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

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁耐火構造／貫通
部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0851 平成28年07月29日

ケーブル・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモ
ルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0844 平成28年05月24日

ケーブル・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ロックウー
ル保温板充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0843 平成28年05月24日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充て
ん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充
てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0842 平成28年04月13日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0841 平成28年04月13日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水
和物系熱膨張性耐熱シール材・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通
部分（中空壁を除く）

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)建材試験センター PS060WL-0834 平成28年04月04日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリ
ウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0833 平成28年04月04日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟
質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0839 平成28年03月24日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟
質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0836 平成28年03月24日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロプレン系ゴム・膨
張黒鉛石油ワックス混入ブチル系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0835 平成28年03月17日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入
膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプレン系ゴム充てん／壁耐火構造／貫通
部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0784-1 平成28年02月12日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入
膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプレン系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS060WL-0597-1 平成28年02月12日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入
膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプレン系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS060WL-0576-1 平成28年02月12日

ケーブル・電線管／セラミックファイバーブランケット入膨張黒鉛・石
油ワックス混入クロロプレン系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0532-1 平成28年02月12日

ケーブル・電線管／セラミックファイバーブランケット入膨張黒鉛・石油ワ
ックス混入クロロプレン系ゴム充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除
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 PS060WL-0529-1 平成28年02月12日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入
膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプレン系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS045WL-0701-1 平成28年02月12日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張
ガラスクロス・無機繊維ブランケット充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0486-1 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

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張
ガラスクロス・無機繊維ブランケット充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0421-1 平成28年01月21日

ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材充てん
／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0831 平成27年12月18日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／ＥＰＤＭゴム系発泡体・シーリング
材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060WL-0827 平成27年11月10日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム
イソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0832 平成27年11月10日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト混入水酸化アルミ
ニウム系耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0825 平成27年10月21日

ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモル
タル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0822 平成27年10月21日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充て
ん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充
てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS045WL-0824 平成27年10月21日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃
性軟質ウレタンフォーム付ゴムキャップ・無機質系充てん材充てん／
壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0819 平成27年10月09日
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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃
性軟質ウレタンフォーム付ゴムキャップ・シーリング材充てん／壁準
耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0818 平成27年10月09日
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

被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エ
ポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん
／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0817 平成27年08月19日

被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エ
ポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん
／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0816 平成27年08月19日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリ
ウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0814 平成27年08月19日

ケーブル・電線管／グラファイト混入水酸化アルミニウム系耐熱シー
ル材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0813 平成27年08月19日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリ
ウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0815 平成27年08月19日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム
包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0812 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

ケーブル／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス
・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0803 平成27年03月26日

ケーブル／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス
・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0802 平成27年03月26日

ケーブル／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス
・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0801 平成27年03月26日

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／壁耐火構
造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0799 平成27年03月20日

被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エ
ポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん
／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0793 平成27年03月08日

被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エ
ポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん
／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0797 平成27年03月06日

被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エ
ポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん
／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0795 平成27年03月06日

被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エ
ポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充
てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0794 平成27年03月06日

被覆銅管・ケーブル／熱膨張性シール材・ロックウール充てん／壁耐
火構造／貫通部分 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 PS060WL-0190-1 平成27年02月16日

バスダクト・ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アル
ミニウムシール材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0789 平成27年01月29日

ケーブル・電線管／ポリウレタンフォーム材・黒鉛含有ブチルゴム・
せっこう系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0790 平成27年01月26日

バスダクト・ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アル
ミニウムシール材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0788 平成27年01月16日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロプレン系ゴム・
膨張黒鉛石油ワックス混入ブチル系ゴム／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0785 平成26年12月22日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入
膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプレン系ゴム充てん／壁耐火構造／貫通
部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0784 平成26年12月22日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソ
ブチレン－イソプレン系シール材・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／
貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0783 平成26年12月22日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・表面化粧ロックウ
ール保温板／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0781 平成26年11月27日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・表面化粧ロックウ
ール保温板／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0780 平成26年11月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充て
ん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充
てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0777 平成26年11月06日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充て
ん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充
てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0775 平成26年11月06日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充て
ん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充
てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0774 平成26年11月06日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系熱膨
張材・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0773 平成26年10月22日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS060WL-0770 平成26年09月16日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS060WL-0769 平成26年09月16日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通
部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0768 平成26年09月16日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通
部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0767 平成26年09月16日

ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性耐火材・有機質バインダ
ー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0762 平成26年09月16日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリ
ウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0741 平成26年09月16日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリ
ウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0739 平成26年09月16日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリ
ウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0738 平成26年09月16日

ケーブル／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和
物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0737 平成26年09月16日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリ
ウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0735 平成26年09月16日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS045WL-0766 平成26年09月16日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫
通部分

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 PS045WL-0765 平成26年09月16日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリ
ウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0740 平成26年09月16日
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ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム
イソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0758 平成26年07月28日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ナイロン不織布張グラファイト系熱膨
張材付セラミックファイバーブランケット充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0756 平成26年07月23日

ケーブル・電線管付ケーブル／樹脂シート付熱膨張性ロックウールシ
ート充てん／壁耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0757 平成26年07月15日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム
イソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0755 平成26年06月13日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロプレ
ン系ゴム表張膨張黒鉛石油ワックス混入ブチル系ゴムシート・シリコーン系
シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0754 平成26年06月13日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソプ
レン系シール材・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁
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 PS060WL-0753 平成26年06月13日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／
貫通部分

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 PS060WL-0751 平成26年03月31日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／
貫通部分

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 PS060WL-0750 平成26年03月31日

ケーブル・電線管／ひる石混入セラミックファイバーボード付けい酸質繊
維・不織布付ウレタン樹脂フォーム材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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)建材試験センター PS060WL-0746 平成26年03月31日

ケーブル・電線管／両面アルミニウムはく張アクリル系樹脂混入セラミック繊維板・
片面アルミニウムはく張アクリル系樹脂ひる石混入セラミック繊維フェルト・酢酸ビ
ニル系樹脂混入ほう酸亜鉛けい酸ナトリウム材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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)建材試験センター PS060WL-0745 平成26年03月31日

ケーブル・給水管・排水管／グラファイト混入水酸化アルミニウム・
セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 株式会社シルファー 新潟県新潟市西蒲区植野新田

57番地 (一財)建材試験センター PS060WL-0744 平成26年03月31日

ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性耐火材／壁耐火構造／貫
通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0743 平成26年03月31日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／
貫通部分

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 PS045WL-0752 平成26年03月31日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨脹材混入ポリオレフィン系樹脂材
・炭酸カルシウム混入ポリオレフィン系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分
（中空壁を除く）

日動電工株式会社 大阪府大阪市北区天満1丁目2
5-17 (一財)建材試験センター PS060WL-0742 平成26年02月21日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム
イソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0733 平成26年02月21日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソ
ブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を
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 PS060WL-0732 平成26年02月21日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロプレン系ゴム表張膨張
黒鉛石油ワックス混入ブチル系ゴムシート・シリコーン系シーリング材充て
ん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0731 平成26年02月21日
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ケーブル・鋼製電線管／ポリオレフィン系フィルム付黒鉛含有ブチルゴムシ
ート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル／壁耐火構造
／貫通部分(中空壁を除く)

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 PS060WL-0729 平成26年01月22日

ケーブル・鋼製電線管／ポリオレフィン系フィルム付黒鉛含有ブチルゴムシ
ート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・耐熱シール材充てん／壁耐火構
造／貫通部分

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 PS060WL-0728 平成26年01月22日

ケーブル・鋼製電線管／ポリオレフィン系フィルム付黒鉛含有ブチルゴムシ
ート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・耐熱シール材充てん／壁耐火構
造／貫通部分(中空壁を除く)

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 PS060WL-0726 平成26年01月22日

ケーブル・鋼製電線管／ポリオレフィン系フィルム付黒鉛含有ブチルゴムシ
ート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・耐熱シール材充てん／壁準耐火
構造／貫通部分

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 PS045WL-0727 平成26年01月22日

被覆材付金属強化ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチ
ルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・シーリング材充てん／壁準耐
火構造／貫通部分

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 PS060WL-0719 平成25年12月19日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソ
ブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を
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 PS060WL-0717 平成25年11月21日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム
イソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0718 平成25年11月21日

被覆材付金属強化ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチ
ルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・セメントモルタル充てん／壁
耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0715 平成25年10月23日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／
貫通部分

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 PS060WL-0712 平成25年10月23日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／
貫通部分

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 PS060WL-0711 平成25年10月23日

ケーブル・電線管／熱膨張材混入合成ゴムシート・ポリオレフィン系
樹脂混入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS060WL-0710 平成25年10月23日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／
貫通部分

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 PS045WL-0713 平成25年10月23日

ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材充てん
／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0709 平成25年10月23日

ケーブル・電線管／化粧材付熱膨張材合成ゴム混入無機質充てんシート・ポ
リプロピレン系繊維混入けい酸塩タルク充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0708 平成25年10月23日

給・排水管・ケーブル／無機質充てん材・ポリオレフィン系樹脂混入
膨張材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 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 PS060WL-0704 平成25年09月05日

ケーブル・電線管／セラミックファイバーブランケット入膨張黒鉛・石
油ワックス混入クロロプレン系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分 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 PS045WL-0701 平成25年08月09日

ケーブル／ＥＰＤＭ系ブロック充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空
壁を除く）

ロクステック・ジャパン株式
会社

東京都港区浜松町1-2-15
モデューロ浜松町ビル1階 (一財)建材試験センター PS060WL-0700 平成25年08月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

被覆材付金属強化ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチ
ルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・シーリング材充てん／壁耐火
構造／貫通部分（中空壁を除く）

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 PS060WL-0698 平成25年08月08日

ケーブル・電線管／ポリウレタンフォーム材・黒鉛含有ブチルゴム・ポリプ
ロピレン系繊維混入けい酸塩タルク充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を
除く)

住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)建材試験センター PS060WL-0697 平成25年08月08日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系
熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0689 平成25年07月25日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・
有機質バインダー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0695 平成25年07月22日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・
有機質バインダー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0694 平成25年07月22日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系
熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0688 平成25年07月22日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系
熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0686 平成25年07月22日

給・排水管／熱膨張材・合成ゴム混入無機質充てん材・モルタル充て
ん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 因幡電機産業株式会社 大阪府大阪市西区立売堀4-11

-15 (一財)日本建築総合試験所 PS060WL-0691 平成25年07月05日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0685 平成25年06月06日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・せっこう系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060WL-0684 平成25年06月06日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・せっこう系パテ充てん／壁凖耐火構造／貫通部分

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 PS060WL-0683 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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機
系発泡体付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分

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 PS060FL-1240 令和5年04月27日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1237 令和5年03月29日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床準
耐火構造／貫通部分 シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1086-1 令和5年03月29日

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート
両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル／床耐火構造／
貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-1236 令和5年03月16日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060FL-1235 令和5年03月16日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシー
ト・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1231 令和5年02月28日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系フィルム付熱膨張
材・合成ゴム混入無機質シート／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1230 令和5年02月28日

ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質
繊維充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1226 令和5年02月03日

ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質
繊維充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1200-1 令和5年02月03日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／金網補強グラファイト系熱膨張
材・有機系発泡体充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1223 令和4年12月20日

ケーブル／ロックウール・多価アルコールメラミンリン系難燃剤入有機質バ
インダーパテ・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を
除く）

株式会社フジクラ・ダイヤケ
ーブル

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 PS060FL-1222 令和4年12月20日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／シーリング材充てん／床準
耐火構造／貫通部分 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1218-1 令和4年12月20日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1217-1 令和4年12月20日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1216-1 令和4年12月20日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／シーリング材充てん／床準
耐火構造／貫通部分 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1218 令和4年11月08日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1217 令和4年11月08日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1216 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

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1214 令和4年10月25日

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1213 令和4年10月25日

被覆材付金属管／ガラスクロス張膨張黒鉛混入ゴムシート／ロックウー
ル・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1211 令和4年10月06日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐
火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1207 令和4年09月15日

アルミニウム合金管／熱膨張性ゴム・セメントモルタル充てん／床耐
火構造／貫通部分（中空床を除く） 井上商事株式会社 福井県福井市日之出2-1-6 (一財)建材試験センター PS060FL-1205 令和4年08月25日

給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモル
タル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1201 令和4年05月27日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管継
手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 (一財)建材試験センター PS060FL-1196-1 令和4年05月27日

ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質
繊維充てん／床耐火構造/貫通部分(中空床を除く)

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1200 令和4年04月22日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1181-1 令和4年03月25日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1178-1 令和4年03月25日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管継
手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 (一財)建材試験センター PS060FL-1196 令和4年03月11日

遮音材付繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管付阻集器(トラップ)
／ロックウール充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060FL-1194 令和4年03月04日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1193 令和4年02月28日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1192 令和4年02月28日

バスダクト・ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイ
ト混入水酸化アルミニウム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く
）

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4F (一財)建材試験センター PS060FL-1189 令和4年02月10日

ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん
／床耐火構造／貫通部分 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎

南２－６－２０ (一財)日本建築総合試験所 PS060FL-1187 令和3年12月06日

ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん
／床耐火構造／貫通部分 日本ヒルティ株式会社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎

南２－６－２０ (一財)日本建築総合試験所 PS060FL-1186 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

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継
手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0920-2 令和3年12月06日

ケーブル・電線管・被覆材付給水管・排水管／アルミニウム張グラファイト
系熱膨張材付ロックウールボード・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫
通部分

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 PS060FL-1183 令和3年11月25日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1181 令和3年11月25日

ケーブル・電線管／金網補強グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体
充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1180 令和3年11月25日

給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張
ガラスクロス・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分 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 PS060FL-0857-1 令和3年11月01日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく
張ガラスクロス・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分 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 PS060FL-0856-1 令和3年11月01日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1178 令和3年10月08日

給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモル
タル充てん／床耐火構造／ 貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1176 令和3年08月23日

硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1175 令和3年08月23日

アルミニウム補強ポリエチレン樹脂製給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチ
ルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫
通部分(中空床を除く)

積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2丁目10番4
号 (一財)ベターリビング PS060FL-0107-2 令和3年08月23日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14番
2号 (一財)日本建築総合試験所 PS060FL-0873-2 令和3年08月19日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14番
2号 (一財)日本建築総合試験所 PS060FL-0855-2 令和3年08月19日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14番
2号 (一財)日本建築総合試験所 PS060FL-0845-2 令和3年08月19日

ケーブル・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セ
メントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1167 令和3年07月16日

被覆材付排水管・鋳鉄製脚部継手／セメントモルタル充てん／床耐火
構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1157 令和3年06月07日

給水管・排水管・遮音材付繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継
手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060FL-1163 令和3年06月02日

給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・セメントモルタル
充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1162 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

ポリエチレン管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラス
クロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1164 令和3年05月24日

ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系無機質充
てん材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 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)建材試験センター PS060FL-1160 令和3年05月24日

排水管／陶器製受け材・ガラス繊維混入セメント成形材・ロックウール断熱
材充てん／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く
）

ＴＯＴＯ株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島
2-1-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1075-1 令和3年03月01日

排水管／陶器製受け材・ガラス繊維混入セメント成形材・ロックウール断熱
材充てん／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く
）

ＴＯＴＯ株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島
2-1-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1074-1 令和3年03月01日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレ
フィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫
通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-1150 令和3年02月12日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充て
ん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充
てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-1149 令和3年01月21日

被覆材付配管・被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1147 令和3年01月21日

硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリ
ング材充てん／床準耐火構造／貫通部分 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 PS060FL-1119-1 令和3年01月21日

無機物充てん層付硬質塩化ビニル二層管・無機物充てん層付ポリプロピレン
二層管継手／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロ
ス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

PPI平和株式会社　日本支社 東京都江戸川区東葛西5-8-14 (一財)建材試験センター PS060FL-1144 令和2年12月25日

給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（
中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1143 令和2年12月25日

排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構
造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1142 令和2年12月25日

ケーブル・塩化ビニル製樹脂管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系
耐熱シ－ル材／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 株式会社エース電研 東京都台東区東上野3-12-9 (一財)建材試験センター PS060FL-1138 令和2年12月11日

硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1135 令和2年12月11日

排水管／ガラス繊維混入セメント成形板・ロックウール・陶器製受け材・セ
メント板／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く
）

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 PS060FL-1129 令和2年10月22日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃
性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く）

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 PS060FL-1113 令和2年10月16日
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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質
ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
を除く）

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 PS060FL-1112 令和2年10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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質
ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1112 令和2年10月16日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継
手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0920-1 令和2年10月01日

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1126 令和2年09月25日

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1125 令和2年09月25日

硬質ポリ塩化ビニル管/化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメント
モルタル充填/床耐火構造/貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1120 令和2年09月11日

硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリ
ング材充てん／床準耐火構造／貫通部分 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 PS060FL-1119 令和2年09月11日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1118 令和2年09月11日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1117 令和2年09月11日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0912-1 令和2年09月11日

不織布付合成樹脂・軟質ポリウレタンフォーム積層付アルミニウム梱包熱膨
張材塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床
を除く)

フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060FL-1107 令和2年03月27日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐
火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1106 令和2年03月13日

配管付ステンレス鋼製阻集器（トラップ）／熱膨張性シート・セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1105 令和2年03月13日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1103 令和2年03月13日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体・シー
リング材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1031-2 令和2年03月13日

排水管・防振カバー付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火
構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0760-2 令和2年03月13日

排水管・防振カバー付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火
構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0730-2 令和2年03月13日

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1102 令和2年03月02日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1101 令和2年03月02日

排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構
造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1099 令和2年01月29日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1067-1 令和2年01月29日

ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウ
ムシール材／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0808-1 令和2年01月29日

バスダクト・ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アル
ミニウムシール材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0667-1 令和2年01月29日

ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウ
ムシール材／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0513-1 令和2年01月29日

アルミニウム合金管／熱膨張性黒鉛混入クロロプレンゴム系シート・
セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く） 井上商事株式会社 福井県福井市日之出2-1-6 (一財)建材試験センター PS060FL-1096 令和2年01月07日

アルミニウム合金管／熱膨張性黒鉛混入クロロプレンゴム系シート・
セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 井上商事株式会社 福井県福井市日之出2-1-6 (一財)建材試験センター PS060FL-1095 令和2年01月07日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／ウレタンフォーム材・セメントモル
タル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1051-1 令和2年01月07日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・被覆材付鋳鉄製継手管／セメントモ
ルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1050-1 令和2年01月07日

アルミニウム補強ポリエチレン樹脂製給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチ
ルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫
通部分(中空床を除く)

積水化学工業株式会社 大阪市北区西天満２丁目４番
４号 (一財)ベターリビング PS060FL-0107-1 令和元年12月11日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床準
耐火構造／貫通部分 シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1086 令和元年11月25日

金属強化ポリエチレン樹脂管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴ
ムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く
）

積水化学工業株式会社 東京都港区虎ノ門2-3-17 (一財)建材試験センター PS060FL-1085 令和元年11月25日

被覆材付配管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造
／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-1083 令和元年11月01日

被覆材付配管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造
／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-1082 令和元年11月01日

被覆材付給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫
通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1081 令和元年11月01日

排水管／モルタル充てん／鋳鉄製継手／床耐火構造／貫通部分（中空
床を除く） 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 PS060FL-1079 令和元年10月18日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

給水管・排水管・遮音材付繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継
手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060FL-1077 令和元年10月11日

ケーブル・電線管／熱膨張性シート・セメントモルタル充てん／床耐
火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1076 令和元年10月11日

排水管／陶器製受け材・ガラス繊維混入セメント成形材・ロックウール断熱
材充てん／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く
）

ＴＯＴＯ株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島
2-1-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1075 令和元年09月13日

排水管／陶器製受け材・ガラス繊維混入セメント成形材・ロックウール断熱
材充てん／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く
）

ＴＯＴＯ株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島
2-1-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1074 令和元年09月13日

結露防止層付硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウ
ムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（
中空床を除く）

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 PS060FL-1070 令和元年09月13日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐
火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1069 令和元年09月09日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐
火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1068 令和元年09月09日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1067 令和元年09月09日

被覆材付給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫
通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1066 令和元年09月09日

ケーブル・電線管／外層材付膨張黒鉛混入クロロプレン系発泡ゴム充
てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1064 令和元年09月09日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソ
ブチレン－イソプレン系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を
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 PS060FL-1059 令和元年09月02日

被覆材付排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1061 令和元年08月20日

排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構
造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1060 令和元年08月20日

配管付阻集器／けい酸カルシウム板被覆／床耐火構造／貫通部分（中
空床を除く） ホーコス株式会社 広島県福山市草戸町2-24-20 (一財)建材試験センター PS060FL-0716-2 令和元年08月20日

配管付阻集器／けい酸カルシウム板・無機繊維被覆／床耐火構造／貫
通部分（中空床を除く） ホーコス株式会社 広島県福山市草戸町2-24-20 (一財)建材試験センター PS060FL-0463-2 令和元年08月20日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充て
ん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)建材試験センター PS060FL-1062 令和元年08月02日

被覆材付黒鉛混入硬質塩化ビニル管・管継手／セメントモルタル充て
ん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1058 令和元年06月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体・シー
リング材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1031-1 令和元年06月10日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／ＥＰＤＭゴム系発泡体・シーリング
材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-0826-1 令和元年06月10日

配管付阻集器／けい酸カルシウム板・無機繊維被覆／床耐火構造／貫
通部分（中空床を除く） 下田エコテック株式会社 東京都台東区柳橋1-1-11

イーストサイドビル2F (一財)建材試験センター PS060FL-1045-1 令和元年06月04日

被覆材付配管・被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1054 平成31年04月12日

被覆材付配管・被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1053 平成31年04月12日

被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1052 平成31年04月12日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／ウレタンフォーム材・セメントモル
タル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1051 平成31年04月12日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・被覆材付鋳鉄製継手管／セメントモ
ルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1050 平成31年04月12日

排水管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／床耐火構造／貫通部
分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1049 平成31年04月08日

給水管・排水管・遮音材付繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継
手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060FL-1047 平成31年03月15日

配管付阻集器／けい酸カルシウム板・無機繊維被覆／床耐火構造／貫
通部分（中空床を除く） 下田エコテック株式会社 東京都台東区柳橋1-1-11

イーストサイドビル2F (一財)建材試験センター PS060FL-1045 平成31年02月18日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充て
ん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充
てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-1043 平成31年02月07日

被覆材付排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構
造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1042 平成31年02月07日

高剛性耐衝撃硬質塩化ビニル管／熱膨張性シート・セメントモルタル
充てん/床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1041 平成31年01月25日

排水管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／熱膨張シート・セメントモルタ
ル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1039 平成31年01月25日

ケーブル・電線管／片面アクリル系樹脂塗装ロックウール保温板・けい酸塩
混入水酸化アルミニウム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0907-1 平成31年01月04日

排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構
造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 大阪府堺市西区石津西町14-2 (一財)建材試験センター PS060FL-1038 平成30年12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

ケーブル・電線管／外層材付膨張黒鉛混入クロロプレン系発泡ゴム充
てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1037 平成30年12月28日

排水管／ロックウールフェルト・モルタル充てん／鋳鉄製継手／床耐
火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1034 平成30年12月28日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0934-1 平成30年12月28日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0933-1 平成30年12月28日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0932-1 平成30年12月28日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0873-1 平成30年12月28日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0855-1 平成30年12月28日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0845-1 平成30年12月28日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0761-3 平成30年12月28日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0665-4 平成30年12月28日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0481-3 平成30年12月28日

排水管／モルタル・アルミニウムはく張ガラスクロス張パルプ混入ロ
ックウールフェルト充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0471-3 平成30年12月28日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0417-3 平成30年12月28日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体・シー
リング材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-1031 平成30年12月10日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム
イソブチレン－イソプレン系シール材充てん／床準耐火構造／貫通部分 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 PS060FL-1027 平成30年11月07日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継
手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） バクマ工業株式会社 新潟県三条市上大浦474 (一財)建材試験センター PS060FL-1026 平成30年11月07日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充て
ん／床準耐火構造／貫通部分 早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)建材試験センター PS060FL-0984-1 平成30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

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充て
ん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)建材試験センター PS060FL-0945-1 平成30年10月11日

排水管・熱膨張材付被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモ
ルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1022 平成30年10月05日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入
膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプレン系ゴム充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0805-1 平成30年10月05日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入
膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプレン系ゴム充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0562-1 平成30年10月05日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入変成シリコーン樹
脂系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0550-1 平成30年10月05日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイ
ソブチレン-
イソプレン系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0477-1 平成30年10月05日

給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（
中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1023 平成30年09月18日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシー
ト・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-1021 平成30年09月07日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム
包装グラファイト系熱膨張材充てん／床準耐火構造／貫通部分

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 PS060FL-1018 平成30年09月07日

ケーブル・電線管／多価アルコールメラミンリン系難燃剤入有機質バインダ
ーパテ・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社フジクラ・ダイヤケ
ーブル

東京都中央区築地1-12-22
コンワビル (一財)建材試験センター PS060FL-1011 平成30年07月23日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1010 平成30年07月23日

給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（
中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1014 平成30年07月13日

排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1013 平成30年07月13日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質
ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-1002 平成30年07月06日

配管付鋳鉄製阻集器（トラップ）／セメントモルタル充てん／床耐火
構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1009 平成30年06月28日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付グラファイト混入無機質充てんシ
ート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0999 平成30年06月22日

排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1007 平成30年06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

給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（
中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1006 平成30年06月13日

排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1005 平成30年06月13日

排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1004 平成30年06月13日

給水管・排水管／ポリプロピレン系繊維混入けい酸塩タルク・セメン
トモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-1003 平成30年06月13日

硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0351-1 平成30年06月08日

硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0328-1 平成30年06月08日

排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0994 平成30年05月18日

給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（
中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0993 平成30年05月18日

排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0992 平成30年05月18日

排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0991 平成30年05月18日

硬質ポリ塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／表面材付膨張黒鉛混入
ゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除
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 PS060FL-0988 平成30年05月10日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・
ポリオレフィン系不織布付熱膨張材付ロックウール充てん／床耐火構造／貫
通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0987 平成30年05月02日

被覆材付金属管／ガラスクロス張膨張黒鉛混入ゴムシート・セメント
モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0986 平成30年05月02日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充て
ん／床準耐火構造／貫通部分 早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)建材試験センター PS060FL-0984 平成30年05月02日

遮音材付給水管・排水管・防振材付鋳鉄製継手／セメントモルタル充
てん/床耐火構造／貫通部分 (中空床を除く) フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060FL-0979 平成30年04月19日

ガラス繊維強化ポリプロピレン管／熱膨張性シート・セメントモルタ
ル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0978 平成30年04月19日

被覆材付排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構
造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0977 平成30年04月06日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（
中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0983 平成30年03月30日

給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（
中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0982 平成30年03月30日

流入管・排出管付阻集器／けい酸カルシウム板・無機繊維被覆／床耐
火構造／貫通部分（中空床を除く） 下田エコテック株式会社 東京都台東区柳橋1-1-11

イーストサイドビル2F (一財)建材試験センター PS060FL-0572-1 平成30年03月30日

排水管・管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（
中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0973 平成30年03月23日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／表面材付膨張黒鉛混入ゴムシー
ト・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分 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 PS060FL-0968 平成30年03月07日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・
ポリオレフィン系不織布付熱膨張材付ロックウール充てん／床耐火構造／貫
通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0964 平成30年02月28日

給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（
中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0969 平成30年02月27日

配管付阻集器／けい酸カルシウム板被覆／床耐火構造／貫通部分（中
空床を除く） ホーコス株式会社 広島県福山市草戸町2-24-20 (一財)建材試験センター PS060FL-0716-1 平成30年02月23日

配管付阻集器／けい酸カルシウム板・セラミックファイバーブランケ
ット被覆／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） ホーコス株式会社 広島県福山市草戸町2-24-20 (一財)建材試験センター PS060FL-0463-1 平成30年02月23日

排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く） 株式会社荏原製作所 東京都大田区羽田旭町11-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0966 平成30年02月19日

ガラス繊維強化ポリプロピレン管／熱膨張性シート・セメントモルタ
ル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0961 平成30年01月05日

被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エ
ポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充
てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0960 平成29年12月28日

被覆材付排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構
造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0957 平成29年12月01日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シ
ーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分 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 PS060FL-0954 平成29年12月01日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充
てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0953 平成29年12月01日

アルミニウム合金管／熱膨張性黒鉛混入クロロプレンゴム系シート・
セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 井上商事株式会社 福井県福井市日之出2-1-6 (一財)建材試験センター PS060FL-0950 平成29年12月01日

遮音材付給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継
手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分 (中空床を除く) フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060FL-0947 平成29年10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

被覆材付排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構
造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0946 平成29年10月26日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充て
ん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 早川ゴム株式会社 広島県福山市箕島町南丘5351 (一財)建材試験センター PS060FL-0945 平成29年10月26日

給水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく
張ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0195-1 平成29年10月20日

給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウム
はく張／ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0072-1 平成29年10月20日

給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウム
はく張／ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0071-1 平成29年10月20日

給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウム
はく張／ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0070-1 平成29年10月20日

給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウム
はく張／ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0015-1 平成29年10月20日

給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウム
はく張／ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0013-1 平成29年10月20日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継
手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） バクマ工業株式会社 新潟県三条市上大浦474 (一財)建材試験センター PS060FL-0944 平成29年10月12日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウ
ムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中
空床を除く)

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 PS060FL-0484-1 平成29年10月12日

発泡塩化ビニル層付硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アル
ミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通
部分(中空床を除く)

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 PS060FL-0468-1 平成29年10月12日

硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0349-1 平成29年10月12日

硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラ
スクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0329-1 平成29年10月12日

被覆材付排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構
造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0942 平成29年09月29日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃
性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く）

古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2-2-3
(一財)建材試験センター PS060FL-0938 平成29年09月29日

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

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0934 平成29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

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0933 平成29年08月10日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0932 平成29年08月10日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質
ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0926 平成29年07月26日

排水管・熱膨張材付被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモ
ルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0923 平成29年07月12日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／床耐火構
造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0922 平成29年07月03日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付グラファイト混入無機質充てんシ
ート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0921 平成29年07月03日

給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継
手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0920 平成29年07月03日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシー
ト・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0914 平成29年06月12日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロプレ
ン系ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系パテ・セメントモルタル充てん／床耐火
構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0913 平成29年06月02日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0912 平成29年06月02日

排水管／ロックウールフェルト・モルタル充てん／床耐火構造／貫通
部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0908 平成29年05月11日

ケーブル・電線管／片面アクリル系樹脂塗装ロックウール保温板・けい酸塩
混入水酸化アルミニウム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社シー・エフ・エス 東京都渋谷区代々木二丁目33

番1号 (一財)日本建築総合試験所 PS060FL-0907 平成29年04月17日

遮音材付給水管・排水管・防振材付鋳鉄製継手／セメントモルタル充
てん／床耐火構造／貫通部分 (中空床を除く) フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060FL-0905 平成29年03月22日

排水管・シート付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモル
タル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0903 平成29年03月01日

排水管・シート付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモル
タル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0902 平成29年03月01日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／床準耐火構造
／貫通部分 シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-0900 平成29年03月01日

給・排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く
） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0897 平成29年02月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充
てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0895 平成29年02月01日

ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化
アルミニウム系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 (一財)建材試験センター PS060FL-0891 平成29年01月19日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0893 平成29年01月17日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソ
ブチレン－イソプレン系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を
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 PS060FL-0886 平成29年01月05日

硬質ポリ塩化ビニル管／表面材付膨張黒鉛混入ゴムシート・セメント
モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0885 平成28年12月02日

排水管／ロックウールフェルト・モルタル充てん／鋳鉄製継手／床耐
火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0879 平成28年11月29日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0873 平成28年10月20日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・ブチルゴム系シート材／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-0871 平成28年09月29日

硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・ブチルゴム系シート材／床耐火構
造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-0870 平成28年09月29日

ポリエステル系不織布張ブチルゴム系ゴムシート被覆付硬質ポリ塩化ビニル
管／熱膨張性シート・シーリング材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0865 平成28年09月14日

ケーブル・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモ
ルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0863 平成28年09月06日

排水管／グラファイト系熱膨張材・モルタル充てん／鋳鉄製継手／床
耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0861 平成28年08月26日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0855 平成28年08月12日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0860 平成28年08月09日

給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張
ガラスクロス・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分 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 PS060FL-0857 平成28年08月09日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく
張ガラスクロス・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分 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 PS060FL-0856 平成28年08月09日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソ
ブチレン－イソプレン系シール材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／
貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0848 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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト混入水酸化アルミ
ニウム系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 (一財)建材試験センター PS060FL-0846 平成28年08月09日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・鋳鉄製管継手／熱膨張材混入樹脂シ
ート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0854 平成28年08月01日

ケーブル・電線管／両面アルミニウムはく張アクリル系樹脂混入セラミック繊維板・片
面アルミニウムはく張アクリル系樹脂ひる石混入セラミック繊維フェルト・酢酸ビニル
系樹脂混入ほう酸亜鉛けい酸ナトリウム材充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)

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)建材試験センター PS060FL-0853 平成28年08月01日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタケミックス 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 PS060FL-0845 平成28年06月13日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充
てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0840 平成28年04月04日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質
ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0838 平成28年03月24日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質
ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0837 平成28年03月24日

ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張
ガラスクロス・無機繊維ブランケット充てん／床準耐火構造／貫通部分 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 PS060FL-0420-1 平成28年01月21日

硬質ポリ塩化ビニル管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポ
キシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充て
ん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0830 平成27年12月09日

ケーブル・電線管・被覆材付配管／両面アルミニウム箔ガラス繊維貼りけい
酸質繊維板・グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空
床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0828 平成27年11月10日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／ＥＰＤＭゴム系発泡体・シーリング
材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12 (一財)建材試験センター PS060FL-0826 平成27年11月10日

ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモル
タル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0823 平成27年10月21日

排水管・熱膨張材付被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモ
ルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0821 平成27年10月19日

排水管・鋳鉄製継手管・モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空
床を除く) 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 PS060FL-0820 平成27年09月09日

給水管・排水管・配電管・遮音材付繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ
塩化ビニル製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空
床を除く）

フネンアクロス株式会社 埼玉県秩父市大野原2773番地 (一財)建材試験センター PS060FL-0811 平成27年08月07日

ケーブル・電線管／酢酸ビニル系樹脂混入ほう酸亜鉛けい酸ナトリウム
材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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)建材試験センター PS060FL-0809 平成27年06月29日

ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウ
ムシール材／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0808 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

排水管・シート付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモル
タル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0807 平成27年05月19日

排水管・シート付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモル
タル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0806 平成27年05月19日

被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／
床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0804 平成27年05月19日

排水管・シート付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモル
タル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0800 平成27年05月19日

被覆銅管・ケーブル／アルミニウムはく積層紙･黒鉛含有ブチルゴムシート･
ポリエチレン系フィルム･モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を
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)ベターリビング PS060FL-0185-1(3) 平成27年03月31日

被覆銅管・ケーブル／アルミニウムはく積層紙･黒鉛含有ブチルゴムシート･
ポリエチレン系フィルム･アルミナシリケート繊維フェルト充てん／床耐火構
造／貫通部分(中空床を除く)

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)ベターリビング PS060FL-0185-1(2) 平成27年03月31日

被覆銅管・ケーブル／アルミニウムはく積層紙･黒鉛含有ブチルゴムシート･
ポリエチレン系フィルム･ロックウール充てん／床耐火構造／貫通部分(中空
床を除く)

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)ベターリビング PS060FL-0185-1(1) 平成27年03月31日

アルミニウム補強ポリエチレン樹脂製給・排水管／モルタル・アルミニウム
はく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート充てん／床耐火構造／貫通部分(中空
床を除く)

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)ベターリビング PS060FL-0106-1 平成27年03月31日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入
膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプレン系ゴム充てん／床耐火構造／貫通
部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0805 平成27年03月30日

黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／床耐火構
造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0798 平成27年03月20日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタ 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 PS060FL-0761-2 平成27年03月20日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0761-1 平成27年03月20日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタ 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 PS060FL-0665-3 平成27年03月20日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0665-2 平成27年03月20日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 株式会社クボタ 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 PS060FL-0481-2 平成27年03月20日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く) 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 PS060FL-0481-1 平成27年03月20日

排水管／モルタル・アルミニウムはく張ガラスクロス張パルプ混入ロ
ックウールフェルト充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタ 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 PS060FL-0471-2 平成27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

排水管／モルタル・アルミニウムはく張ガラスクロス張パルプ混入ロ
ックウールフェルト充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0471-1 平成27年03月20日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタ 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 PS060FL-0417-2 平成27年03月20日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0417-1 平成27年03月20日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタ 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 PS060FL-0370-2 平成27年03月20日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0370-1 平成27年03月20日

被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エ
ポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充
てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0796 平成27年03月06日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソプ
レン系シール材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
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 PS060FL-0792 平成27年02月06日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充て
ん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充
てん／床準耐火構造／貫通部分

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 PS060FL-0791 平成27年01月26日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃
性軟質ウレタンフォーム付ゴムキャップ充てん／床耐火構造／貫通部
分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8

(一財)建材試験センター PS060FL-0787 平成27年01月09日
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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム
イソブチレン－イソプレン系シール材充てん／床準耐火構造／貫通部分 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 PS060FL-0786 平成26年12月22日

ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウ
ムシール材／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0782 平成26年12月11日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・表面化粧ロックウ
ール保温板／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0779 平成26年11月27日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・表面化粧ロックウ
ール保温板／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0778 平成26年11月27日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充て
ん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材・
セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0776 平成26年11月06日

排水管・防振カバー付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火
構造／貫通部分（中空床を除く） 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比

須町2-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0760-1 平成26年10月22日

排水管・防振カバー付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火
構造／貫通部分（中空床を除く） 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比

須町2-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0730-1 平成26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

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ナイロン不織布張グラファイト系熱膨
張材付セラミックファイバーブランケット充てん／床耐火構造／貫通部分（
中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0772 平成26年09月16日

ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水
酸化アルミニウム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0771 平成26年09月16日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル
充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0764 平成26年09月16日

ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有
エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル
充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0763 平成26年09月16日

ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム系
シール材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く
）

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 PS060FL-0736 平成26年09月16日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタ 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 PS060FL-0761 平成26年08月01日

排水管・防振カバー付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火
構造／貫通部分（中空床を除く） 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比

須町2-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0760 平成26年08月01日

排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 株式会社クボタ 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 PS060FL-0665-1 平成26年07月29日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソ
ブチレン－イソプレン系シール材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／
貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0759 平成26年07月28日

ケーブル・電線管／両面アルミニウムはく張アクリル系樹脂混入セラミック繊維板・片面
アルミニウムはく張アクリル系樹脂ひる石混入セラミック繊維フェルト・酢酸ビニル系樹
脂混入ほう酸亜鉛けい酸ナトリウム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

住友スリーエム株式会社 東京都世田谷区玉川台2-33-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0749 平成26年03月31日

ケーブル・電線管／ひる石混入セラミックファイバーボード付けい酸質繊維
・不織布付ウレタン樹脂フォーム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
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)建材試験センター PS060FL-0748 平成26年03月31日

ケーブル・電線管／ひる石混入セラミックファイバーボード付けい酸質繊維
・不織布付ウレタン樹脂フォーム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
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)建材試験センター PS060FL-0747 平成26年03月31日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装
グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0734 平成26年03月31日

排水管・防振カバー付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火
構造／貫通部分（中空床を除く） 昭和電工建材株式会社 神奈川県横浜市神奈川区恵比

須町2-1 (一財)建材試験センター PS060FL-0730 平成26年01月22日

被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・被覆材付鋳鉄製継手管／セメントモ
ルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） シーシーアイ株式会社 岐阜県関市新迫間12番地 (一財)建材試験センター PS060FL-0724 平成26年01月22日

ケーブル・電線管／ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化ア
ルミニウム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 (一財)建材試験センター PS060FL-0725 平成25年12月19日

ケーブル・電線管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモ
ルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0723 平成25年12月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成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

ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材充てん
／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0722 平成25年11月21日

ケーブル・電線管／化粧材付熱膨張材合成ゴム混入無機質充てんシート
・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0721 平成25年11月21日

ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹
脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル／床耐火構
造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0720 平成25年11月21日

配管付阻集器／けい酸カルシウム板被覆／床耐火構造／貫通部分（中
空床を除く） ホーコス株式会社 広島県福山市草戸町2-24-20 (一財)建材試験センター PS060FL-0716 平成25年11月21日

被覆材付金属強化ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチ
ルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・セメントモルタル充てん／床
耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

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 PS060FL-0714 平成25年10月23日

ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水
酸化アルミニウム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0696 平成25年09月20日

ケーブル・電線管／外装材付ケイ酸質繊維・有機質バインダー入無機質充て
ん材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0703 平成25年08月08日

ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソプ
レン系シール材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
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 PS060FL-0702 平成25年08月08日

ケーブル／ＥＰＤＭ系ブロック充てん／床耐火構造／貫通部分（中空
床を除く）

ロクステック・ジャパン株式
会社

東京都港区浜松町1-2-15
モデューロ浜松町ビル1階 (一財)建材試験センター PS060FL-0699 平成25年08月08日

ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス付ロックウール保温板
・けい酸塩混入水酸化アルミニウム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床
を除く）

株式会社ジャステック 愛知県名古屋市南区寺崎町20
番2号 (一財)日本建築総合試験所 PS060FL-0705 平成25年07月29日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソ
ブチレン－イソプレン系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を
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 PS060FL-0706 平成25年07月25日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／外装材付ケイ酸質繊維・有機質バイ
ンダー入無機質充てん材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0707 平成25年07月22日

ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系
熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0687 平成25年07月22日

給・排水管／熱膨張材・合成ゴム混入無機質充てん材・モルタル充て
ん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く） 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 PS060FL-0690 平成25年07月05日

ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート
・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

株式会社古河テクノマテリア
ル 神奈川県平塚市東八幡5-1-8 (一財)建材試験センター PS060FL-0682 平成25年06月06日
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