
■防火材料等認定一覧表

新認定番号 旧既認定･指定番号 品目名 部位 区分 備考

1 ＦＰ０６０ＣＮ-９４２２ 耐火(通)Ｃ１００３ 耐火１時間

2 ＦＰ１２０ＣＮ-９４２６ 耐火(通)Ｃ２００３ 耐火２時間

3 ＦＰ１８０ＣＮ-９４３０ 耐火(通)Ｃ３００３ 耐火３時間

4 ＦＰ０６０ＣＮ-９４２３ 耐火(通)Ｃ１００４ 耐火１時間

5 ＦＰ１２０ＣＮ-９４２７ 耐火(通)Ｃ２００４ 耐火２時間

6 ＦＰ１８０ＣＮ-９４３１ 耐火(通)Ｃ３００４ 耐火３時間

7 ＦＰ０６０ＣＮ-９４１１ 耐火(通)Ｃ１００６ 耐火１時間

8 ＦＰ１２０ＣＮ-９４１２ 耐火(通)Ｃ２００６ 耐火２時間

9 ＦＰ１８０ＣＮ-９４１３ 耐火(通)Ｃ３００６ 耐火３時間

10 ＦＰ０６０ＣＮ-９４２５ 耐火(通)Ｃ１００７ 耐火１時間

11 ＦＰ１２０ＣＮ-９４２９ 耐火(通)Ｃ２００７ 耐火２時間

12 ＦＰ１８０ＣＮ-９４３３ 耐火(通)Ｃ３００７ 耐火３時間

13 ＦＰ０６０ＢＭ-９３７０ 耐火(通)Ｇ１００３ 耐火１時間

14 ＦＰ１２０ＢＭ-９３７４ 耐火(通)Ｇ２００３ 耐火２時間

15 ＦＰ１８０ＢＭ-９３７８ 耐火(通)Ｇ３００３ 耐火３時間

16 ＦＰ０６０ＢＭ-９３７１ 耐火(通)Ｇ１００４ 耐火１時間

17 ＦＰ１２０ＢＭ-９３７５ 耐火(通)Ｇ２００４ 耐火２時間

18 ＦＰ１８０ＢＭ-９３７９ 耐火(通)Ｇ３００４ 耐火３時間

19 ＦＰ０６０ＢＭ-９３５９ 耐火(通)Ｇ１００６ 耐火１時間

20 ＦＰ１２０ＢＭ-９３６０ 耐火(通)Ｇ２００６ 耐火２時間

21 ＦＰ１８０ＢＭ-９３６１ 耐火(通)Ｇ３００６ 耐火３時間

22 ＦＰ０６０ＢＭ-９３７３ 耐火(通)Ｇ１００７ 耐火１時間

23 ＦＰ１２０ＢＭ-９３７７ 耐火(通)Ｇ２００７ 耐火２時間

24 ＦＰ１８０ＢＭ-９３８１ 耐火(通)Ｇ３００７ 耐火３時間

25 ＦＰ０６０ＮＰ-９３９１ 耐火(通)Ｗ２００４ 両面軽量セメントモルタル被覆軽量鉄骨中空間仕切壁 間仕切壁 耐火１時間 ―

26 ＦＰ０６０ＣＮ-９４３４ ― 粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造 柱 耐火１時間 ―

27 ＦＰ１２０ＣＮ-９４３５ ― 粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造 柱 耐火２時間 ―

28 ＦＰ１８０ＣＮ-９４３６ ― 粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造 柱 耐火３時間 ―

29 ＦＰ０６０ＢＭ-９３８２ ― 粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造 はり 耐火１時間 ―

30 ＦＰ１２０ＢＭ-９３８３ ― 粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造 はり 耐火２時間 ―

31 ＦＰ１８０ＢＭ-９３８４ ― 粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造 はり 耐火３時間 ―

32 ＦＰ０３０ＮＥ-９２９５ ― 粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造 外壁 耐火３０分 ―

33 ＦＰ０６０ＮＥ-９２９６ ― 粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造 外壁 耐火１時間 ―

34 ＦＰ０６０ＦL-９１２１ ― 粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造 床 耐火１時間 ―

35 ＦＰ１２０ＦＬ-９１２２ ― 粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造 床 耐火２時間 ―

36 ＦＰ０３０ＲＦ-９３２１ ― 粉じん固化剤を用いた封じ込め工法を施す耐火構造 屋根 耐火３０分 ―

37 ＱＦ０４５ＣＮ-９０２０ 準耐火(通)Ｃ１０１４ 軽量セメントモルタル被覆／木造・鉄骨造柱 柱 準耐火４５分 ラス工法

38 ＱＦ０４５ＣＮ-９０２１ 準耐火(通)Ｃ１０１５ 軽量セメントモルタル塗り合板被覆／木造・鉄骨造柱 柱 準耐火４５分 ノンラス工法

39 ＱＦ０６０ＣＮ-９０２２ 準耐火(通)Ｃ２００６ 軽量セメントモルタル塗り合板被覆／木造・鉄骨造柱 柱 準耐火１時間 ノンラス工法

40 ＱＦ０６０ＣＮ-９０２３ 準耐火(通)Ｃ２００７ 軽量セメントモルタル被覆／木造・鉄骨造柱 柱 準耐火１時間 ラス工法

41 ＱＦ０４５ＢＥ-９２０９ 準耐火(通)Ｗｂ１０１３ 両面軽量セメントモルタル塗り／木造・鉄骨造外壁 外壁 準耐火４５分 ラス工法

42 QF045BE-0523
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗/
せっこうボード重裏張/木製軸組造外壁（直張仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法

43 QF045BE-0524
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・木
質系ボード表張/せっこうボード重裏張/木製軸組造外壁
（直張仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法

44 QF045BE-0525
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・セ
メント板表張/せっこうボード重裏張/木製軸組造外壁（直
張仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法

45 QF045BE-0526
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・火
山性ガラス質複層板表張/せっこうボード重裏張/木製軸
組造外壁（直張仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法

46 QF045BE-0541
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・木
質系ボード表張/せっこうボード重裏張/木製枠組造外壁
（直張仕様）

外壁 準耐火４５分 枠組ラス工法

47 QF045BE-0542
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・セ
メント板表張/せっこうボード重裏張/木製枠組造外壁（直
張仕様）

外壁 準耐火４５分 枠組ラス工法

48 QF045BE-0543
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・火
山性ガラス質複層板表張/せっこうボード重裏張/木製枠
組造外壁（直張仕様）

外壁 準耐火４５分 枠組ラス工法

49 ＱＦ０４５ＢＥ-９２１０ 準耐火(通)Ｗｂ１０１４
両面軽量セメントモルタル塗り合板張／木造・鉄骨造外
壁

外壁 準耐火４５分 ノンラス工法

50 ＱＦ０４５ＢＥ-９２１１ 準耐火(通)Ｗｂ１０２３ 両面軽量セメントモルタル塗り／木造・鉄骨造外壁 外壁 準耐火４５分 ラス工法・通気工法

51 QF045BE-0527
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗/
せっこうボード重裏張/木製軸組造外壁（通気仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法・通気工法

52 QF045BE-0528
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・木
質系ボード表張/せっこうボード重裏張/木製軸組造外壁
（通気仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法・通気工法

53 QF045BE-0529
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・セ
メント板表張/せっこうボード重裏張/木製軸組造外壁（通
気仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法・通気工法

ＮＰＯ法人湿式仕上技術センター

軽量セメントモルタル被覆鉄骨柱 柱 ―

軽量セメントモルタル被覆中空鉄骨柱 柱 ―

ＡＬＣパネル／軽量セメントモルタル合成被覆／鉄骨柱 柱 ―

プレキャストコンクリート板／軽量セメントモルタル合成被
覆／鉄骨柱

柱 ―

軽量セメントモルタル被覆鉄骨はり はり ―

軽量セメントモルタル被覆中空鉄骨はり はり ―

ＡＬＣパネル／軽量セメントモルタル合成被覆／鉄骨はり はり ―

プレキャストコンクリート板／軽量セメントモルタル合成被
覆／鉄骨はり

はり ―



54 QF045BE-0530
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・火
山性ガラス質複層板表張/せっこうボード重裏張/木製軸
組造外壁（通気仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法・通気工法

55 QF045BE-0531
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・下
地材表張/せっこうボード重裏張/木製軸組造外壁（通気
仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法・通気工法

56 QF045BE-0532
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・木
質系ボード・下地材表張/せっこうボード重裏張/木製軸
組造外壁（通気仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法・通気工法

57 QF045BE-0533
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・セ
メント板・下地材表張/せっこうボード重裏張/木製軸組造
外壁（通気仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法・通気工法

58 QF045BE-0534
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・火
山性ガラス質複層板・下地材表張/せっこうボード重裏張
/木製軸組造外壁（通気仕様）

外壁 準耐火４５分 軸組ラス工法・通気工法

59 QF045BE-0544
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・木
質系ボード表張/せっこうボード重裏張/木製枠組造外壁
（通気仕様）

外壁 準耐火４５分 枠組ラス工法・通気工法

60 QF045BE-0545
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・セ
メント板表張/せっこうボード重裏張/木製枠組造外壁（通
気仕様）

外壁 準耐火４５分 枠組ラス工法・通気工法

61 QF045BE-0546
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・火
山性ガラス質複層板表張/せっこうボード重裏張/木製枠
組造外壁（通気仕様）

外壁 準耐火４５分 枠組ラス工法・通気工法

62 QF045BE-0547
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・木
質系ボード・下地材表張/せっこうボード重裏張/木製枠
組造外壁（通気仕様）

外壁 準耐火４５分 枠組ラス工法・通気工法

63 QF045BE-0548
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・セ
メント板・下地材表張/せっこうボード重裏張/木製枠組造
外壁（通気仕様）

外壁 準耐火４５分 枠組ラス工法・通気工法

64 QF045BE-0549
人造鉱物繊維保温材充てん/軽量セメントモルタル塗・火
山性ガラス質複層板・下地材表張/せっこうボード重裏張
/木製枠組造外壁（通気仕様）

外壁 準耐火４５分 枠組ラス工法・通気工法

65 ＱＦ０６０ＢＥ-９２１２ 準耐火(通)Ｗｂ２００６
両面軽量セメントモルタル塗り合板張／グラスウール充
填／木造・鉄骨造外壁

外壁 準耐火１時間 ノンラス工法

66 ＱＦ０６０ＢE-９２１３ 準耐火(通)Ｗｂ２００７
両面軽量セメントモルタル塗り／グラスウール充填／木
造・鉄骨造外壁

外壁 準耐火１時間 ラス工法

67 ＱＦ０６０ＢＥ-９２１４ 準耐火(通)Ｗｂ２０１２
両面軽量セメントモルタル塗り／グラスウール充填／木
造・鉄骨造外壁

外壁 準耐火１時間 ラス工法・通気工法

68 ＱＦ０４５ＲＳ-９１０５ 準耐火(通)Ｒｅ１０１２ 軽量セメントモルタル塗り／木造・鉄骨造軒裏 軒裏 準耐火４５分 ラス工法

69 ＱＦ０４５ＲＳ-９１０６ 準耐火(通)Ｒｅ１０１３ 軽量セメントモルタル塗り合板張／木造・鉄骨造軒裏 軒裏 準耐火４５分 ノンラス工法

70 ＱＦ０４５ＲＳ-９１０７ 準耐火(通)Ｒｅ１０１４ 軽量セメントモルタル塗り／木造・鉄骨造軒裏 軒裏 準耐火４５分 ラス工法・通気工法

71 ＱＦ０６０ＲＳ-９１０８ 準耐火(通)Ｒｅ２００８ 軽量セメントモルタル塗り／木造・鉄骨造軒裏 軒裏 準耐火１時間 ラス工法

72 ＱＦ０６０ＲＳ-９１０９ 準耐火(通)Ｒｅ２００７ 軽量セメントモルタル塗り合板張／木造・鉄骨造軒裏 軒裏 準耐火１時間 ノンラス工法

73 ＱＦ０６０ＲＳ-９１１０ 準耐火(通)Ｒｅ２００９ 軽量セメントモルタル塗り／木造・鉄骨造軒裏 軒裏 準耐火１時間 ラス工法・通気工法

74 ＰＣ０３０ＢＥ-９１９０ 防火第１１８０号 軽量セメントモルタル塗り／木造・不燃下地外壁 外壁 防火構造 ラス工法

75 PC030BE-1472
軽量セメントモルタル塗／せっこうボ－ド裏張／木製軸組
造外壁(直張仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法

76 PC030BE-1473
軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボ
－ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法

77 PC030BE-1474
軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボ－ド
裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法

78 PC030BE-1475
軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／
せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法

79 PC030BE-1480
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗／
せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(直張仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法

80 PC030BE-1481
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
木質系ボード表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外
壁(直張仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法

81 PC030BE-1482
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
セメント板表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁
(直張仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法

82 PC030BE-1483
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ－ド裏張／木製
軸組造外壁(直張仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法

83 PC030BE-1548
軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボ
－ド裏張／木製枠組造外壁(直張仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法

84 PC030BE-1549
軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボ－ド
裏張／木製枠組造外壁(直張仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法

85 PC030BE-1550
軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／
せっこうボ－ド裏張／木製枠組造外壁(直張仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法

86 PC030BE-1554
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
木質系ボード表張／せっこうボ－ド裏張／木製枠組造外
壁(直張仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法



87 PC030BE-1555
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
セメント板表張／せっこうボ－ド裏張／木製枠組造外壁
(直張仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法

88 PC030BE-1556
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ－ド裏張／木製
枠組造外壁(直張仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法

89 ＰＣ０３０ＢＥ-９１９１ 防火第１１８１号 軽量セメントモルタル塗り合板張／木造・不燃下地外壁 外壁 防火構造 ノンラス工法

90 ＰＣ０３０ＢＥ-９１９２ 防火第１３９３号 軽量セメントモルタル塗り／木造・不燃下地外壁 外壁 防火構造 ラス工法・通気工法

91 PC030BE-1476
軽量セメントモルタル塗／せっこうボ－ド裏張／木製軸組
造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

92 PC030BE-1477
軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボ
－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

93 PC030BE-1478
軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボ－ド
裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

94 PC030BE-1479
軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／
せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

95 PC030BE-1484
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗／
せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

96 PC030BE-1485
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
木質系ボード表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外
壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

97 PC030BE-1486
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
セメント板表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁
(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

98 PC030BE-1487
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ－ド裏張／木製
軸組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

99 PC030BE-1488
軽量セメントモルタル塗・下地材表張／せっこうボ－ド裏
張／木製軸組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

100 PC030BE-1489
軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材表張／
せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

101 PC030BE-1490
軽量セメントモルタル塗・セメント板・下地材表張／せっこ
うボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

102 PC030BE-1491
軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板・下地材
表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

103 PC030BE-1492
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組造外壁(通
気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

104 PC030BE-1493
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
木質系ボード・下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製
軸組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

105 PC030BE-1494
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
セメント板・下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製軸組
造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

106 PC030BE-1495
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
火山性ガラス質複層板・下地材表張／せっこうボ－ド裏
張／木製軸組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 軸組ラス工法・通気工法

107 PC030BE-1551
軽量セメントモルタル塗・木質系ボード表張／せっこうボ
－ド裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

108 PC030BE-1552
軽量セメントモルタル塗・セメント板表張／せっこうボ－ド
裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

109 PC030BE-1553
軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板表張／
せっこうボ－ド裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

110 PC030BE-1557
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
木質系ボード表張／せっこうボ－ド裏張／木製枠組造外
壁(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

111 PC030BE-1558
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
セメント板表張／せっこうボ－ド裏張／木製枠組造外壁
(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

112 PC030BE-1559
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
火山性ガラス質複層板表張／せっこうボ－ド裏張／木製
枠組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

113 PC030BE-1560
軽量セメントモルタル塗・木質系ボード・下地材表張／
せっこうボ－ド裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

114 PC030BE-1561
軽量セメントモルタル塗・セメント板・下地材表張／せっこ
うボ－ド裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

115 PC030BE-1562
軽量セメントモルタル塗・火山性ガラス質複層板・下地材
表張／せっこうボ－ド裏張／木製枠組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

116 PC030BE-1563
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
木質系ボード・下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製
枠組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

117 PC030BE-1564
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
セメント板・下地材表張／せっこうボ－ド裏張／木製枠組
造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

118 PC030BE-1565
人造鉱物繊維保温材充てん／軽量セメントモルタル塗・
火山性ガラス質複層板・下地材表張／せっこうボ－ド裏
張／木製枠組造外壁(通気仕様)

外壁 防火構造 枠組ラス工法・通気工法

119 ＮＭ-８５７０ 不燃第１０４０号 軽量セメントモルタル ― 不燃材料 ―

120 ＮＭ-８５７１ 無機質砂壁状吹付材塗り／不燃材料 不燃材料

基材同等第０００３号 ― ―



121 ＱＭ-９８１１ 無機質砂壁状吹付材塗り／準不燃材料 準不燃材料

122 ＲＭ-９３６６ 無機質砂壁状吹付材塗り／難燃材料 難燃材料

123 ＮＭ-８５７２ 有機質砂壁状塗料塗り／不燃材料 不燃材料

124 ＱＭ-９８１２ 有機質砂壁状塗料塗り／準不燃材料 準不燃材料

125 ＲＭ-９３６１ 有機質砂壁状塗料塗り／難燃材料 難燃材料

126 ＮＭ-８５７３ 複合型化粧用仕上材塗り／不燃材料 不燃材料

127 ＱＭ-９８１３ 複合型化粧用仕上材塗り／準不燃材料 準不燃材料

128 ＲＭ-９３６２ 複合型化粧用仕上材塗り／難燃材料 難燃材料

129 ＮＭ-８５７４ 繊維壁材塗り／不燃材料 不燃材料

130 ＱＭ-９８１４ 繊維壁材塗り／準不燃材料 準不燃材料

131 ＲＭ-９３６３ 繊維壁材塗り／難燃材料 難燃材料

132 ＮＭ-８５７５ ― 粉じん固化剤 ― 不燃材料 ―

133 ＱＭ-９８１５ ― 粉じん固化剤 ― 準不燃材料 ―

基材同等第０００３号 ― ―

基材同等第０００４号 ― ―

基材同等第０００５号 ― ―

基材同等第０００８号 ― ―


