
　2019年8月26日　現在

《 ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧 》

４VOC放散性能

4VOC基準適合

製　品　名 品　　番 認定の種類 登録番号

■ 里床（無垢） ＳＴＭ-* - - ＫＶ-000805

WAR-*、WARD-*、CHR-*

CHRD-*、MAR-*、SYRD-*

BER-*、BERD-*、OAR-*

OARD-*、ACR-*、CSR-*

銘樹ヘリンボーン MHBH－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000796

銘樹ｉｒｏｄｏｒｉ ＭＩＲＴ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000801

ＭＲＮＨ－＊、ＭＲＳＨ－＊

ＭＲＲＨ－＊

ＭＮＮＫ－＊、ＭＮＳＫ－＊

ＭＮＮＤ－＊、ＭＮＳＤ－＊

ＭＰＮＣ－＊、ＭＰＳＣ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000801

ＭＰＳＦ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１５ ＫＶ-000801

里床（ツキ板） ＳＴＹ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000801

里床（ツキ板）床暖房用 ＳＴＹD－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000801

スキスムＴフロア（ツキ板タイプ） ＴＡ２－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000801

スキスムＴフロア（シートタイプ） ＴＲＮ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000802

スキスムSフロア（ツキ板タイプ） ＳＡ３－＊、ＳＡ４－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000801

スキスムSフロア（シート・２Ｐタイプ） ＳＲＮ－＊ ※MALQ/FO4－LF/004 ＫＶ-000802

スキスムSフロア（シート・ボーダータイプ） ＳＲＢ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　５１ ＫＶ-000802

フィールグレインフロア　 ＦＧＮＣ－＊、ＦＧＳＦ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000801

エコメッセージＳフロア ＥＳＮＦ-*／ＸＳ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１５ ＫＶ-000801

ニューハイビーチ ＤＸ ＮＸＢ－＊／ＸＳ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１５ ＫＶ-000801

床暖房用 ニューハイビーチ ＤＸ ＮＸＢＤ－＊／Ｘ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１５ ＫＶ-000801

ニューハイ・オーク ＤＸ ＮＸＯ－＊／ＸＳ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１５ ＫＶ-000801

床暖房用 ニューハイ・オーク ＤＸ ＮＸＯＤ－＊／Ｘ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１５ ＫＶ-000801

タフトップ １５ ＷＦ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１５ ＫＶ-000796

永大の縁甲板ファンシーシリーズ ＦＥＣ－＊／ＸＳ、ＦＥＵ－＊／ＸＳ ※　ＪＰＩＣ－ＦＬ　５６ ＫＶ-000801

銘樹・ヌーディーセレクション ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４

ＫＶ-000805

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆

※MALQ/FO4－LF/004 ＫＶ-000796

JAS

永大産業株式会社

フ ロ ー リ ン グ　（ 木 造 戸 建 て 、 マ ン シ ョ ン 二 重 床 用 ）

プレミアムク - -

フローリング

複合フローリング(■マークは単層フローリング)

■

銘樹・ロイヤルセレクション

銘樹・プレシャスセレクション

ＫＶ-000801

　
   ホルムアルデヒド発散区分：
     住宅部品表示ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を
　　 示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
　　 認定書は 下線青字 をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

　4ＶOC放散性能：
　 化粧板等の４ＶＯＣ放散に関する自主表示制度 に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
    なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

 
        　当社では2012年5月より、４ＶＯＣ基準適合製品の情報提供を開始しております。

   ※1. この表記は（一社）日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等の４ＶＯＣ放散に関する自主
          表示制度」に基づき、木質材料が４ＶＯＣ放散基準に適合している事を示すものです。
　※2　 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
　※3　ロット番号／製造年月日は、梱包に表示しています。
  ※4. ４ＶＯＣ放散自主表示制度に関するお問い合わせ先
       （一社）日本建材・住宅設備産業協会（http://www.kensankyo.org/）
　※5　製品に関するお問合せ先
　　　　 永大産業株式会社　お客様相談センター　電話番号：0120-685-110
　　　　 受付時間　【平日】9：00～18：00　【土曜日】9：00～18：00　【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

　　１、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
　　２、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
　　３、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号 の一部しか使用しない場合があります。
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《 ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧 》
永大産業株式会社

フローリング

　
   ホルムアルデヒド発散区分：
     住宅部品表示ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を
　　 示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
　　 認定書は 下線青字 をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

　4ＶOC放散性能：
　 化粧板等の４ＶＯＣ放散に関する自主表示制度 に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
    なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

４VOC放散性能

4VOC基準適合

製　品　名 品　　番 認定の種類 登録番号

リアルグレインアトム<パーケットデザイン> ＲＧＰＲ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000802

リアルグレインアトム　2Pタイプ ＲＧＮＲ-*／ＸＦ ※MALQ/FO4－LF/004 ＫＶ-000802

リアルグレインアトム　ボーダータイプ ＲＧＢＲ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　５１ ＫＶ-000802

スキスムＳパートナーワン ＳＲＮＧ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　５１ ＫＶ-000797

パートナーワン ＥＳＮＧ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　５１ ＫＶ-000797

エコメッセージＳアトムＶ ＥＳＮＰ-* ※ＪＰＩＣ－ＦＬ－４７ ＫＶ-000797

リアルフィニッシュアトム　３０３タイプ ＡＲＦ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000802

リアルフィニッシュアトム　４５５タイプ ＡＲＦＷ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　５１ ＫＶ-000802

エコメッセージＳパワーアトム ＥＳＺＰ-２* ※MALQ/FO4－LF/004 ＫＶ-000797

アトムワイド４５５ ＮＳ－＊/ＮＦ ＪＰＩＣ－ＦＬ　５１ ＫＶ-000797

アトムフラット ＡＦ－＊ ※ＪＰＩＣ－ＦＬ－47 ＫＶ-000858

複合フローリング

４VOC放散性能

4VOC基準適合

製　品　名 品　　番 認定の種類 認定番号 登録番号

アトムガード ＡＴＧ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-001000

セーフケアダイレクト ＤＳＷＭ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000804

セーフケアダイレクトＴＮ ＤＳＴ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000804

フ ロ ー リ ン グ　（ 文教・施設用 ）

フ ロ ー リ ン グ　（ 木 造 戸 建 て 、 マ ン シ ョ ン 二 重 床 用 ）

JAS

ＪＡＳ

複合フローリング

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆

 
        　当社では2012年5月より、４ＶＯＣ基準適合製品の情報提供を開始しております。

   ※1. この表記は（一社）日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等の４ＶＯＣ放散に関する自主
          表示制度」に基づき、木質材料が４ＶＯＣ放散基準に適合している事を示すものです。
　※2　 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
　※3　ロット番号／製造年月日は、梱包に表示しています。
  ※4. ４ＶＯＣ放散自主表示制度に関するお問い合わせ先
       （一社）日本建材・住宅設備産業協会（http://www.kensankyo.org/）
　※5　製品に関するお問合せ先
　　　　 永大産業株式会社　お客様相談センター　電話番号：0120-685-110
　　　　 受付時間　【平日】9：00～18：00　【土曜日】9：00～18：00　【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

　　１、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
　　２、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
　　３、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号 の一部しか使用しない場合があります。

http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-51.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-51.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-51.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-51.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-51.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf


　2019年8月26日　現在

《 ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧 》
永大産業株式会社

フローリング

　
   ホルムアルデヒド発散区分：
     住宅部品表示ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を
　　 示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
　　 認定書は 下線青字 をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

　4ＶOC放散性能：
　 化粧板等の４ＶＯＣ放散に関する自主表示制度 に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。
    なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

４VOC放散性能

4VOC基準適合

製　品　名 品　　番 認定の種類 認定番号 登録番号

銘樹ダイレクト ＤＸＷＷ-*、ＤＸＷＰ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000804

スキスムＴダイレクト４５（シートタイプ） ＤＸＴＲ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000804

スキスムＳダイレクト４５（ツキ板タイプ） ＤＸＳＡ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000804

スキスムＳダイレクト４５（シートタイプ） ＤＸＳＲ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000804

スキスムＳダイレクト４０（ツキ板タイプ） ＤＹＳＡ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000804

スキスムＳダイレクト（ツキ板タイプ） ＤＦＳＡ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000804

リアルグレインアトム　ダイレクトタイプ ＤＲＧＸ-* ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000804

　　ダイレクトエクセル４５ＨＷ ＤＸＷＰ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000798

ダイレクトＨＷ ＤＦＷＰ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000798

床暖房用ダイレクトエクセル４０ＲＧ ＤＹＲＤ－＊ ＪＰＩＣ－ＦＬ　１４ ＫＶ-000798

４VOC放散性能

4VOC基準適合

製　品　名 品　　番 認定の種類 認定番号 登録番号

団体自主表示登録 ※ ＪＡＩＡ－００２７１９

住宅部品表示ガイ
ドラインによる表示

複合フローリング

一 体 型 床 暖 房

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆

ハイホットユニーク ※
住宅部品表示ガイ
ドラインによる表示

ＨＨＱ－＊

未登録

フ ロ ー リ ン グ　（ マンション直貼り用 ）

ダイレクトハイホット ４５ プラス

未登録

住宅部品表示ガイドラインによる

※
ＨＨNＸ－＊

ＪＡＳ

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆

 
        　当社では2012年5月より、４ＶＯＣ基準適合製品の情報提供を開始しております。

   ※1. この表記は（一社）日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等の４ＶＯＣ放散に関する自主
          表示制度」に基づき、木質材料が４ＶＯＣ放散基準に適合している事を示すものです。
　※2　 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
　※3　ロット番号／製造年月日は、梱包に表示しています。
  ※4. ４ＶＯＣ放散自主表示制度に関するお問い合わせ先
       （一社）日本建材・住宅設備産業協会（http://www.kensankyo.org/）
　※5　製品に関するお問合せ先
　　　　 永大産業株式会社　お客様相談センター　電話番号：0120-685-110
　　　　 受付時間　【平日】9：00～18：00　【土曜日】9：00～18：00　【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

　　１、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
　　２、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
　　３、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号 の一部しか使用しない場合があります。

http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/jas-14.pdf



