
 1/2 
 

⽊材を耐⽕被覆に使⽤した⼤⾂認定仕様の⼀例 2022.12現在

防耐⽕性能 部位 認定番号 認定を受けた構造⽅法等の名称 認定取得者 認定取得⽇

柱 FP120CN-0932 りん酸系薬剤処理スギ集成材被覆／⽊製柱 株式会社中東 令和4年5⽉13⽇
はり FP120BM-0682 りん酸系薬剤処理スギ集成材被覆／⽊製はり 株式会社中東 令和4年7⽉14⽇

FP120FL-0232(1) 強化せっこうボード３枚重上張／りん酸系薬剤処理スギ集成材下張／直交集成板床

FP120FL-0232(2)
強化せっこうボード３枚重・下張材［⽊質系ボード⼜はセメント板］上張／りん酸系薬剤処理
スギ集成材下張／直交集成板床

FP120FL-0232(3)
強化せっこうボード３枚重・下張材［⽊質系ボード⼜はセメント板］重上張／りん酸系薬剤処
理スギ集成材下張／直交集成板床

防耐⽕性能 部位 認定番号 認定を受けた構造⽅法等の名称 認定取得者 認定取得⽇

FP060BE-0099
グラスウール充てん／⽊材・両⾯薬剤処理ボード⽤原紙張せっこう板重・⽊質系ボード表張／
強化せっこうボード重裏張／⽊製軸組造外壁

FP060BE-0100
グラスウール充てん／⽊材・両⾯薬剤処理ボード⽤原紙張せっこう板重・⽊質系ボード表張／
強化せっこうボード重・⽊質系ボード裏張／⽊製軸組造外壁

FP060CN-0805-1(1) りん窒素系薬剤処理単板積層材被覆／⽊柱
FP060CN-0805-1(2) ⽊材・りん窒素系薬剤処理単板積層材被覆／⽊柱
FP060BM-0683(1) りん窒素系薬剤処理単板積層材被覆／⽊製はり
FP060BM-0683(2) ⽊材・りん窒素系薬剤処理単板積層材被覆／⽊製はり

防耐⽕性能 部位 認定番号 認定を受けた構造⽅法等の名称 認定取得者 認定取得⽇

QF060BE-1471(1)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／⽊材・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス
質複層板］表張／⽊材・せっこうボード裏張／⽊製軸組造外壁

QF060BE-1471(2)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／⽊材・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス
質複層板］表張／⽊材・せっこうボード・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性
ガラス質複層板］裏張／⽊製軸組造外壁

QF060BE-1472(1)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／⽊材・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス
質複層板］表張／せっこうボード重裏張／⽊製軸組造外壁

QF060BE-1472(2)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／⽊材・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス
質複層板］表張／せっこうボード重・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラ
ス質複層板］裏張／⽊製軸組造外壁

間仕切壁
（耐⼒壁）

QF060BP-0154-1
(1)〜(8)

⽚⾯⽊材・せっこうボード張／⽚⾯せっこうボード重張／⽊製軸組造間仕切壁 等
⼀般社団法⼈
JBN・全国⼯務店協会

令和3年4⽉28⽇

柱 QF060CN-0012-1 ⽊製柱 株式会社ダイテック 令和4年8⽉5⽇
はり QF060BM-0009-1 ⽊製はり 株式会社ダイテック 令和4年9⽉2⽇

防耐⽕性能 部位 認定番号 認定を受けた構造⽅法等の名称 認定取得者 認定取得⽇

QF045BE-1366
(1)〜(14)

両⾯しっくい塗・⽊ずり板張／⽊製軸組造外壁 等 株式会社建築舎ゆわんと村 平成26年7⽉18⽇

QF045BE-1470(1)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／⽊材・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス
質複層板］表張／せっこうボード重裏張／⽊製軸組造外壁

QF045BE-1470(2)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／⽊材・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス
質複層板］表張／せっこうボード重・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラ
ス質複層板］裏張／⽊製軸組造外壁

QF045BE-1515(1)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／溶融55％アルミニウム−亜鉛合⾦めっき鋼板・下張材［⽊質系
ボード、セメント板⼜は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

QF045BE-1515(2)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／溶融55％アルミニウム−亜鉛合⾦めっき鋼板・下張材［⽊質系
ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス質複層板］表張／せっこうボード重・下張材［⽊質系
ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス質複層板］裏張／⽊製軸組造外壁

QF045BE-1597(1)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／⽊材・フェノールフォーム板・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメ
ント板⼜は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

QF045BE-1597(2)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／⽊材・フェノールフォーム板・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメ
ント板⼜は⽕⼭性ガラス質複層板］表張／せっこうボード重・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セ
メント板⼜は⽕⼭性ガラス質複層板］裏張／⽊製軸組造外壁

QF045BE-1597(3)
⽊材・フェノールフォーム板・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス質複
層板］表張／せっこうボード重裏張／⽊製軸組造外壁

QF045BE-1597(4)
⽊材・フェノールフォーム板・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス質複
層板］表張／せっこうボード重・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス質
複層板］裏張／⽊製軸組造外壁

QF045BE-1598(1)
セルローズファイバー充てん／⽊材・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラ
ス質複層板］表張／せっこうボード重裏張／⽊製軸組造外壁

QF045BE-1598(2)
セルローズファイバー充てん／⽊材・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラ
ス質複層板］表張／せっこうボード重・構造⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガ
ラス質複層板］裏張／⽊製軸組造外壁

QF045BP-0133
(1)〜(14)

両⾯しっくい塗・⽊ずり板張／⽊製軸組造間仕切壁 等 株式会社建築舎ゆわんと村 平成26年7⽉16⽇

QF045BP-0153-1
(1)〜(6)

両⾯⽊材・せっこうボード張／⽊製軸組造間仕切壁 等
⼀般社団法⼈
JBN・全国⼯務店協会

令和3年4⽉28⽇

QF045BP-0152-1
(1)〜(8)

⽚⾯⽊材・せっこうボード張／⽚⾯せっこうボード重張／⽊製軸組造間仕切壁 等
⼀般社団法⼈
JBN・全国⼯務店協会

令和3年4⽉28⽇

床 QF045FL-0025 ⽊製床仕上げ材上張／床⽤３層パネル・せっこうボード下張／⽊製床
協同組合レングス
（現 株式会社⿃取CLT）他

平成21年7⽉17⽇

軒裏 QF045RS-0047 ⽊製軒裏
⼀般社団法⼈
全国中⼩建築⼯事事業団体連合会

平成16年1⽉30⽇

つづく

株式会社中東 令和3年6⽉23⽇

⼀般社団法⼈全国LVL協会 令和3年6⽉7⽇

⼀般社団法⼈全国LVL協会

間仕切壁
（耐⼒壁）

外壁
（耐⼒壁）

外壁
（耐⼒壁）

耐⽕構造
（2時間）

床

耐⽕構造
（1時間）

柱

⼀般社団法⼈
JBN・全国⼯務店協会

令和4年7⽉22⽇

⼀般社団法⼈
JBN・全国⼯務店協会

準耐⽕構造
（45分）

はり

準耐⽕構造
（1時間）

⼀般社団法⼈
JBN・全国⼯務店協会

平成29年4⽉17⽇

平成29年4⽉17⽇

平成29年4⽉17⽇

平成30年8⽉24⽇

令和3年3⽉23⽇

株式会社
タニタハウジングウェア

⼀般社団法⼈
JBN・全国⼯務店協会

⼀般社団法⼈
JBN・全国⼯務店協会

令和3年5⽉18⽇

外壁
（耐⼒壁）

⼀般社団法⼈
⽇本⽊造住宅産業協会 他

平成24⽇8⽉27⽇
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つづき

防耐⽕性能 部位 認定番号 認定を受けた構造⽅法等の名称 認定取得者 認定取得⽇

QF030RF-0003 ポリエステル繊維断熱材充てん／⽡葺き・⽊質系ボード上張／⽊材積層板下張／⽊製屋根
QF030RF-0004 ポリエステル繊維断熱材充てん／⾦属板葺き・⽊質系ボード上張／⽊材積層板下張／⽊製屋根
QF030RF-0005 ポリエステル繊維断熱材充てん／ＦＲＰ防⽔・⽊質系ボード上張／⽊材積層板下張／⽊製屋根
QF030RF-0006 ⽺⽑系断熱材充てん／⽡葺き・⽊質系ボード上張／⽊材積層板下張／⽊製屋根
QF030RF-0007 ⽺⽑系断熱材充てん／⾦属板葺き・⽊質系ボード上張／⽊材積層板下張／⽊製屋根
QF030RF-0008 ⽺⽑系断熱材充てん／ＦＲＰ防⽔・⽊質系ボード上張／⽊材積層板下張／⽊製屋根

軒裏 QF030RS-0174 ⽊製野地板／⽊製垂⽊／グラスウール充てん／⽊製⾯⼾板軒裏 京都府建築⼯業協同組合 他 平成23年7⽉1⽇

防耐⽕性能 部位 認定番号 認定を受けた構造⽅法等の名称 認定取得者 認定取得⽇

PC030BE-0860 ⽊材表張／⽊材はめ込／⽊製軸組造外壁
⼀般社団法⼈
全国中⼩建築⼯事事業団体連合会

平成19年5⽉18⽇

PC030BE-1042 ポリエステル繊維断熱材充てん／⽊材表張／スギ積層板はめ込／⽊製軸組造外壁
協同組合レングス
（現 株式会社⿃取CLT）他

平成20年4⽉24⽇

PC030BE-2417 塗装めっき鋼板・フェノールフォーム保温板表張／⽊材積層板裏張／⽊製軸組造外壁

PC030BE-2418
塗装めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・⽊質系ボード表張／⽊材積層板裏張／⽊製軸組
造外壁

PC030BE-2419
塗装めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・セメント板表張／⽊材積層板裏張／⽊製軸組造
外壁

PC030BE-2420
塗装めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・せっこうボード表張／⽊材積層板裏張／⽊製軸
組造外壁

PC030BE-2421
塗装めっき鋼板・フェノールフォーム保温板・⽕⼭性ガラス質複層板表張／⽊材積層板裏張／
⽊製軸組造外壁

PC030BE-2423 ⽊材・フェノールフォーム保温板表張／⽊材積層板裏はめ込／⽊製軸組造外壁
PC030BE-2424 ⽊材・フェノールフォーム保温板・⽊質系ボード表張／⽊材積層板はめ込／⽊製軸組造外壁
PC030BE-2425 ⽊材・フェノールフォーム保温板・セメント板表張／⽊材積層板はめ込／⽊製軸組造外壁

PC030BE-2426
⽊材・フェノールフォーム保温板・⽕⼭性ガラス質複層板表張／⽊材積層板はめ込／⽊製軸組
造外壁

PC030BE-2838 ポリエステル繊維混⼊⽺⽑断熱材充てん／両⾯⽊ずり下地しっくい塗／⽊製軸組造外壁

PC030BE-2839
ポリエステル繊維混⼊⽺⽑断熱材充てん／両⾯⽊ずり下地しっくい塗・⽊質系ボード表張／⽊
製軸組造外壁

PC030BE-2840
ポリエステル繊維混⼊⽺⽑断熱材充てん／両⾯⽊ずり下地しっくい塗・セメント板表張／⽊製
軸組造外壁

PC030BE-2841
ポリエステル繊維混⼊⽺⽑断熱材充てん／両⾯⽊ずり下地しっくい塗・⽕⼭性ガラス質複層板
表張／⽊製軸組造外壁

PC030BE-3244-1(1)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／合成樹脂塗装溶融 55％アルミニウム‐亜鉛合⾦めっき鋼板・構造
⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス質複層板］表張／せっこうボード裏張／
⽊製軸組造外壁

PC030BE-3244-1(2)
⼈造鉱物繊維断熱材充てん／合成樹脂塗装溶融 55％アルミニウム‐亜鉛合⾦めっき鋼板・構造
⽤⾯材［⽊質系ボード、セメント板⼜は⽕⼭性ガラス質複層板］表張／せっこうボード・内装
下地材［⽊質系ボード、 セメント板⼜は⽕⼭性ガラス質複層板］裏張／⽊製軸組造外壁

防耐⽕性能 部位 認定番号 認定を受けた構造⽅法等の名称 認定取得者 認定取得⽇

QP020BE-0099(1)
ポリエステル繊維混⼊⽺⽑断熱材充てん／⽊材表張／⽊ずり下地しっくい裏塗／⽊製軸組造
外壁

QP020BE-0099(2)
ポリエステル繊維混⼊⽺⽑断熱材充てん／⽊材・⽊質系ボード表張／⽊ずり下地しっくい裏塗
／⽊製軸組造外壁

QP020BE-0099(3)
ポリエステル繊維混⼊⽺⽑断熱材充てん／⽊材・セメント板表張／⽊ずり下地しっくい裏塗／
⽊製軸組造外壁

QP020BE-0099(4)
ポリエステル繊維混⼊⽺⽑断熱材充てん／⽊材・⽕⼭性ガラス質複層板表張／⽊ずり下地しっ
くい裏塗／⽊製軸組造外壁

防耐⽕性能 部位 認定番号 認定を受けた構造⽅法等の名称 認定取得者 認定取得⽇

EC-0256 ⽊製⽚引き⼾ 京都府建築⼯業協同組合／京都市 令和3年4⽉27⽇

準耐⽕構造
（30分）

屋根
協同組合レングス
（現 株式会社⿃取CLT）他

平成21年6⽉3⽇

準防⽕構造
（20分）

防⽕設備（20分）

株式会社建築舎ゆわんと村 平成25年6⽉20⽇

株式会社
タニタハウジングウェア

平成30年1⽉24⽇

外壁
（耐⼒壁）

防⽕構造
（30分）

外壁
（耐⼒壁）

株式会社建築舎ゆわんと村 平成26年7⽉18⽇

協同組合レングス
（現 株式会社⿃取CLT）他

協同組合レングス
（現 株式会社⿃取CLT）他

平成24年5⽉17⽇

平成24年5⽉28⽇

協同組合レングス
（現 株式会社⿃取CLT）他

平成21年6⽉3⽇


