
４VOC基準適合表示一覧表

（※本登録は全て材料に関する登録である。）
表示登録番号 申請社名 製品名 放散区分 登録日 連絡先

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

朝日ｳｯﾄﾞﾃｯｸ CSR推進部

株式会社 072-438-2008

片面化粧MDF 品質管理部

(タイプC) 0575-40-0048

両面化粧MDF 品質管理部

(タイプB) 0575-40-0048

両面化粧MDF 品質管理部

(タイプD) 0575-40-0048

両面化粧MDF 品質管理部

(タイプE) 0575-40-0048

両面化粧MDF 品質管理部

(タイプF) 0575-40-0048

両面化粧PB 品質管理部

(タイプB) 0575-40-0048

両面化粧PB 品質管理部

(タイプD) 0575-40-0048

両面化粧PB 品質管理部

(タイプE) 0575-40-0048

両面化粧PB 品質管理部

(タイプF) 0575-40-0048

両面化粧合板 品質管理部

(タイプA) 0575-40-0048

両面化粧合板 品質管理部

(タイプB) 0575-40-0048

両面化粧合板 品質管理部

(タイプC) 0575-40-0048

両面化粧合板 品質管理部

(タイプD) 0575-40-0048

両面化粧合板 品質管理部

(タイプE) 0575-40-0048

品質管理部

0575-40-0048

KV-000513-X 階段-13 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000522-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000521-X 山加産業株式会社

KV-000511-X 造作材-1 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000512-X 階段-12 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000509-X 玄関部材-2 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000510-X 玄関部材-3 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000507-X 壁・天井-3 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000508-X 玄関部材-1 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000505-X 壁・天井-1 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000506-X 壁・天井-2 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000503-X 階段-10 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000504-X 階段-11 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000501-X 階段-8 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000502-X 階段-9 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000523-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000524-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000525-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000526-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000527-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000528-X 山加産業株式会社
化粧合板・合板

複合化粧板
４VOC基準適合 平成22年3月26日

４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000519-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000520-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000517-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000518-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000516-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000514-X 山加産業株式会社 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

KV-000515-X 山加産業株式会社
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４VOC基準適合表示一覧表

（※本登録は全て材料に関する登録である。）
表示登録番号 申請社名 製品名 放散区分 登録日 連絡先

KV-000536-X
丸玉木材㈱　　　　　

舞鶴工場
紙貼針葉樹合板 ４VOC基準適合 平成22年3月26日

ラミネータ商品部     
0773-68-0202

KV-000538-X 株式会社ノダ
片面塗装片面突板貼り

MDF、合板複合板
４VOC基準適合 平成22年3月26日

品質管理統括室
0543-81-1031

品質管理部
0299-26-5443

コルクタイル 商品部

（無塗装ﾀｲﾌﾟ） 072-872-5691

コルクタイル 商品部

（塗装ﾀｲﾌﾟ） 072-872-5691

コルクタイル 商品部

（化粧貼りﾀｲﾌﾟ） 072-872-5691

商品部

072-872-5691

コルク防音床 商品部

下地材 072-872-5691

コルクシート 商品部

（無塗装） 072-872-5691

ロールコルク 商品部

（無塗装） 072-872-5691

商品部

072-872-5691

商品部

072-872-5691

商品部

072-872-5691

ﾌﾘｰｯﾂ･ｴｶﾞｰ㈱

03-6228-6470

KV-000567-X 大建工業㈱ MDF片面化粧板 ４VOC基準適合 平成22年4月1日
住機製品事業部　　    
品質保証課         

0763-82-5854

KV-000568-X 大建工業㈱ MDF両面化粧板 ４VOC基準適合 平成22年4月1日
住機製品事業部　　    
品質保証課         

0763-82-5854

KV-000569-X 大建工業㈱ 合板片面化粧板 ４VOC基準適合 平成22年4月1日
住機製品事業部　　    
品質保証課         

0763-82-5854

KV-000570-X 大建工業㈱ PB片面化粧板 ４VOC基準適合 平成22年4月1日
住機製品事業部　　    
品質保証課         

0763-82-5854

KV-000571-X 大建工業㈱ PB両面化粧板 ４VOC基準適合 平成22年4月1日
住機製品事業部　　    
品質保証課         

0763-82-5854

KV-000572-X 大建工業㈱ 突板貼塗装集成材 ４VOC基準適合 平成22年4月1日
住機製品事業部　　    
品質保証課         

0763-82-5854

KV-000573-X 大建工業㈱ MDF両面塗装板 ４VOC基準適合 平成22年4月1日
住機製品事業部　　    
品質保証課         

0763-82-5854

KV-000574-X 大建工業㈱ 突板貼塗装合板 ４VOC基準適合 平成22年4月1日
住機製品事業部　　    
品質保証課         

0763-82-5854

KV-000575-X 大建工業㈱ 集成材両面塗装板 ４VOC基準適合 平成22年4月1日
住機製品事業部　　    
品質保証課         

0763-82-5854

KV-000577-X 大建工業㈱ MDFｼｰﾄ貼りﾌﾛｱ ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000578-X 大建工業㈱
MDF片面塗装両面突板貼

りﾌﾛｱ
４VOC基準適合 平成22年4月1日

内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000579-X 大建工業㈱ MDF複合 ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000580-X 大建工業㈱ MDF複合突板貼りﾌﾛｱ ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000552-X
フリッツ・エガー

株式会社
ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ ４VOC基準適合 平成22年4月1日

KV-000539-X ４VOC基準適合 平成22年3月26日
丸玉木材㈱
茨城工場

溝付針葉樹合板

４VOC基準適合 平成22年4月1日

KV-000543-X 東亜コルク㈱ ４VOC基準適合 平成22年4月1日

KV-000544-X 東亜コルク㈱

KV-000542-X 東亜コルク㈱ ４VOC基準適合 平成22年4月1日

４VOC基準適合 平成22年4月1日

東亜コルク㈱ ４VOC基準適合 平成22年4月1日

KV-000545-X 東亜コルク㈱
両面コルク貼りHDFﾌﾛｰﾘﾝ

ｸﾞ
４VOC基準適合 平成22年4月1日

KV-000546-X 東亜コルク㈱

KV-000550-X 東亜コルク㈱ 複合1種-天然木 ４VOC基準適合 平成22年4月1日

KV-000547-X 東亜コルク㈱ ４VOC基準適合 平成22年4月1日

KV-000548-X

KV-000551-X 東亜コルク㈱ 複合3種直貼り-天然木 ４VOC基準適合 平成22年4月1日

KV-000549-X 東亜コルク㈱ コルク・合板複合化粧板 ４VOC基準適合 平成22年4月1日
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４VOC基準適合表示一覧表

（※本登録は全て材料に関する登録である。）
表示登録番号 申請社名 製品名 放散区分 登録日 連絡先

KV-000581-X 大建工業㈱
強化合板WPC単板貼りﾌﾛｱ

A
４VOC基準適合 平成22年4月1日

内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000582-X 大建工業㈱
強化合板WPC単板貼りﾌﾛｱ

B
４VOC基準適合 平成22年4月1日

内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000583-X 大建工業㈱
強化合板WPC単板貼り    

直張りﾌﾛｱ
４VOC基準適合 平成22年4月1日

内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000584-X 大建工業㈱ 強化合板ｼｰﾄ貼りﾌﾛｱA ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000585-X 大建工業㈱ 強化合板ｼｰﾄ貼りﾌﾛｱB ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000586-X 大建工業㈱
強化合板ｼｰﾄ貼り        

直張りﾌﾛｱ
４VOC基準適合 平成22年4月1日

内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000587-X 大建工業㈱ 強化合板突板貼りﾌﾛｱA ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000588-X 大建工業㈱ 合板WPC単板貼りﾌﾛｱ ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000589-X 大建工業㈱
合板WPC単板貼り        

直張りﾌﾛｱ
４VOC基準適合 平成22年4月1日

内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000590-X 大建工業㈱
合板WPC単板貼りえんこ

う
４VOC基準適合 平成22年4月1日

内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000591-X 大建工業㈱
合板WPC単板貼りえんこ

う
４VOC基準適合 平成22年4月1日

内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000592-X 大建工業㈱ 合板厚単板貼りﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000593-X 大建工業㈱
合板厚単板貼り直張りﾌﾛ

ｱ
４VOC基準適合 平成22年4月1日

内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000594-X 大建工業㈱ 合板突板貼りえんこう ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000595-X 大建工業㈱ 合板突板貼り直張りﾌﾛｱ ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000597-X 大建工業㈱
含浸紙貼り合板ｼｰﾄ貼り  

 ﾌﾛｱ
４VOC基準適合 平成22年4月1日

内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000598-X 大建工業㈱
含浸紙貼り合板ｼｰﾄ貼り  

直張りﾌﾛｱ
４VOC基準適合 平成22年4月1日

内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000599-X 大建工業㈱ 合板突板貼りﾌﾛｱ ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643

KV-000600-X 大建工業㈱ 合板貼り捨張り遮音ﾌﾛｱ ４VOC基準適合 平成22年4月1日
内装材事業部内装開発
課　　059-255-0643
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