
ＡＱ「高耐久性機械プレカット部材」など５５製品を認証 

 

平成２９年 ４月 １日 

(公財)日本住宅・木材技術センター 

 

 

当センターは、優良木質建材等認証規程に基づき、優良木質建材等認証審査委

員会の審議を経て４月１日付けで優良木質建材等として、新たに高耐久性機械プ

レカット部材１件、保存処理材８件、屋外製品部材１件、防腐・防蟻処理構造用

集成材９件、防腐・防蟻処理構造用単板積層材１件を認証しました。 

また、本年３月３１日をもって有効期限が満了となった高耐久性機械プレカッ

ト部材１４件、乾燥処理機械プレカット部材４件、保存処理材６件、屋外製品部

材５件、防腐・防蟻処理合板等４件、白華抑制塗装木質建材２件を再認証しまし

た。 

これにより、ＡＱ認証製品は高耐久性機械プレカット部材９９件、乾燥処理機

械プレカット部材１２件、保存処理材４２件、屋外製品部材６６件、防腐・防蟻

処理構造集成材５０件、防腐・防蟻処理合板等３８件、モルタル下地合板１件、

床用３層パネル４件、構造用台形ラミナ集成材１件、樹脂処理保存処理材１件、

樹脂処理屋外製品部材１件、熱処理壁用製材１件、収縮抑制処理材２件、白華抑

制塗装木質建材２件、足場板１件（計３２１件）となりました。 

 

 

 

（現況：別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当：認証部 佐野） 



優良木質建材等認証現況 

（平成２９年４月１日現在） 

品目 件数 

A-1 高耐久性機械プレカット部材 99 件 

A-2 高耐久性機械プレカット部材－２ 0 件 

A-3 高耐久性機械プレカット部材－３ 0 件 

A-4 乾燥処理機械プレカット部材 12 件 

B-1 保存処理材 17 件 

B-2 保存処理材－２ 25 件 

B-3 屋外製品部材 66 件 

B-4 車両用木製防護柵部材 0 件 

C-1 防腐・防蟻処理構造用集成材 1 件 

C-2 防腐・防蟻処理構造用集成材－２ 6 件 

C-3 防腐・防蟻処理構造用集成材－３ 17 件 

C-4 防腐・防蟻処理構造用集成材－４ 25 件 

C-5 防腐・防蟻処理構造用集成材－５ 1 件 

D-1 防腐・防蟻処理合板等（接着剤混入） 19 件 

D-2 防腐・防蟻処理合板等（加圧注入・単板処理） 19 件 

E-1 モルタル下地用合板 1 件 

E-2 たて継ぎ構造用合板 0 件 

F-1 床用３層パネル 4 件 

F-2 構造用単板積層板 0 件 

F-3 構造用台形ラミナ集成材 1 件 

F-4 床下地用台形ラミナ集成パネル 0 件 

G-1 防腐・防蟻処理構造用パネル 0 件 

G-2 防腐・防蟻処理接着成形軸材 0 件 

H-1 接着成形造作用芯材 0 件 

H-2 型枠用成形板 0 件 

I-1 樹脂処理保存処理材 1 件 

I-2 樹脂処理屋外製品部材 1 件 

J-1 表層圧密フローリング 0 件 

K-1 熱処理壁用製材 1 件 

M-1 収縮抑制処理材 2 件 

N-1 白華抑制塗装木質建材 2 件 

N-2 耐候性塗装木質建材 0 件 

X-1 足場板 1 件 

（合計） 321 件 
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認証番号 認証取得者 製品名（性能区分） 工場所在地

更新 AQ-002-B1-2 大日本木材防腐株式会社 ダッカーウッド保存処理材（２種－CUAZ-2） 愛知県名古屋市

更新 AQ-002-B3-2 大日本木材防腐株式会社 モクボーＣＹ屋外製品部材（１種・２種－CUAZ-2） 愛知県名古屋市

更新 AQ-002-B3-3 大日本木材防腐株式会社 モクボーＣＹ屋外製品部材（１種・２種－CUAZ-2） 香川県坂出市

更新 AQ-041-B1-4 兼松サステック株式会社 ニッサンクリーン保存処理材（２種－AZN） 大阪府大阪市

更新 AQ-041-B3-6 兼松サステック株式会社 ニッサンクリーン屋外製品部材（１種・２種－AZN） 大阪府大阪市

更新 AQ-041-D2-2 兼松サステック株式会社 ニッサンクリーン防腐・防蟻処理構造用合板（２種－AZN） 大阪府大阪市

更新 AQ-041-D2-3 兼松サステック株式会社 ニッサンクリーン防腐・防蟻処理構造用合板（２種－AZN） 宮城県黒川郡大衡村

更新 AQ-041-D2-4 兼松サステック株式会社 ニッサンクリーン防腐・防蟻処理構造用単板積層材（２種－AZN） 大阪府大阪市

更新 AQ-046-A1-1 株式会社カクライ カクライ高耐久性機械プレカット部材（２種－CUAZ-2） 茨城県東茨城郡城里町

更新 AQ-047-A4-2 株式会社大三商行 大三商行乾燥処理機械プレカット部材 千葉県東金市

更新 AQ-048-A1-1 征矢野建材株式会社 ソヤノ高耐久性機械プレカット部材（２種－AAC-1） 長野県松本市

更新 AQ-053-A1-1 鹿児島県木造住宅協同組合 南日本プレカット高耐久性機械プレカット部材（２種－ACQ） 鹿児島県鹿児島市

更新 AQ-071-A1-1 石友ホーム株式会社 石友ホーム高耐久性機械プレカット部材（２種－AZN） 富山県高岡市

更新 AQ-071-A1-2 石友ホーム株式会社 石友ホーム高耐久性機械プレカット部材（２種－NZN-O） 富山県高岡市

更新 AQ-082-A1-1 株式会社工藤材木店 ＴＫ－ＬＣ高耐久性機械プレカット部材（２種－CUAZ-3） 岩手県滝沢市

更新 AQ-085-A1-1 鈴木木材工業株式会社 鈴木高耐久性機械プレカット部材（２種－CUAZ-2） 千葉県山武郡横芝光町

更新 AQ-093-A1-1 けせんプレカット事業協同組合 けせん高耐久性機械プレカット部材（２種－AZN） 岩手県陸前高田市

更新 AQ-097-A1-1 株式会社東京木材相互市場 相互オレンヂシステム高耐久性機械プレカット部材（２種－AZN） 埼玉県鴻巣市

更新 AQ-157-A4-2 佐藤木材工業株式会社 佐藤木材工業乾燥処理機械プレカット部材 青森県青森市

更新 AQ-160-A1-1 大東木材株式会社 ＤＡＩＴＯＵ高耐久性機械プレカット部材（２種－AZN） 埼玉県川口市

更新 AQ-161-A4-1 有限会社北陸プレカット 北陸プレカット乾燥処理機械プレカット部材 石川県加賀市

更新 AQ-164-A1-1 株式会社佐合木材 ＳＡＧＯ高耐久性機械プレカット部材（２種－CUAZ-2） 岐阜県加茂郡坂祝町

更新 AQ-169-A1-1 山口県ウッドシステム株式会社 ＹＷＳ高耐久性機械プレカット部材（２種－AAC-1） 山口県下関市

新規 AQ-219-C3-4 越井木材工業株式会社 コシイＣＢ防腐・防蟻処理構造用集成材－３（２種－BAAC） 大阪府大阪市

新規 AQ-219-D2-6 越井木材工業株式会社 コシイ防腐・防蟻処理構造用単板積層材（２種－BAAC） 茨城県神栖市

更新 AQ-219-N1-1 越井木材工業株式会社 コシイ白華抑制塗装木質建材（屋内用） 大阪府大阪市／兵庫県宍粟市

更新 AQ-219-N1-2 越井木材工業株式会社 コシイ白華抑制塗装木質建材（屋外用） 大阪府大阪市／兵庫県宍粟市

更新 AQ-226-B1-1 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材（２種－CUAZ-2） 北海道室蘭市

更新 AQ-226-B1-2 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材（２種－CUAZ-2） 新潟県新潟市

更新 AQ-226-B1-4 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材（２種－CUAZ-2） 千葉県白井市

更新 AQ-226-B1-5 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材（２種－CUAZ-2） 宮城県塩竈市

新規 AQ-226-B2-22 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材－２（２種－CYBI） 群馬県伊勢崎市

新規 AQ-226-B2-23 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材－２（２種－CYBI） 北海道室蘭市

新規 AQ-226-B2-24 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材－２（２種－CYBI） 宮城県塩竈市

新規 AQ-226-B2-25 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材－２（２種－CYBI） 新潟県新潟市

新規 AQ-226-B2-26 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材－２（２種－CYBI） 千葉県白井市

新規 AQ-226-B2-27 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材－２（２種－CYBI） 大阪府泉北郡忠岡町

平成29年4月認証製品一覧表
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認証番号 認証取得者 製品名（性能区分） 工場所在地

新規 AQ-226-B2-28 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材－２（２種－CYBI） 広島県廿日市市

新規 AQ-226-B2-29 株式会社ザイエンス ザイエンス保存処理材－２（２種－CYBI） 熊本県八代市

新規 AQ-226-C4-22 株式会社ザイエンス ザイエンス防腐・防蟻処理構造用集成材－４（２種－CYBI） 群馬県伊勢崎市

新規 AQ-226-C4-23 株式会社ザイエンス ザイエンス防腐・防蟻処理構造用集成材－４（２種－CYBI） 北海道室蘭市

新規 AQ-226-C4-24 株式会社ザイエンス ザイエンス防腐・防蟻処理構造用集成材－４（２種－CYBI） 宮城県塩竈市

新規 AQ-226-C4-25 株式会社ザイエンス ザイエンス防腐・防蟻処理構造用集成材－４（２種－CYBI） 新潟県新潟市

新規 AQ-226-C4-26 株式会社ザイエンス ザイエンス防腐・防蟻処理構造用集成材－４（２種－CYBI） 千葉県白井市

新規 AQ-226-C4-27 株式会社ザイエンス ザイエンス防腐・防蟻処理構造用集成材－４（２種－CYBI） 大阪府泉北郡忠岡町

新規 AQ-226-C4-28 株式会社ザイエンス ザイエンス防腐・防蟻処理構造用集成材－４（２種－CYBI） 広島県廿日市市

新規 AQ-226-C4-29 株式会社ザイエンス ザイエンス防腐・防蟻処理構造用集成材－４（２種－CYBI） 熊本県八代市

更新 AQ-264-A4-1 株式会社オペック ＯＰＥＣ乾燥処理機械プレカット部材 鹿児島県曽於市

更新 AQ-267-B3-1 親和木材工業株式会社 親和屋外製品部材（１種・２種－AAC-1） 岐阜県各務原市

更新 AQ-268-A1-1 都築木材株式会社 都築木材高耐久性機械プレカット部材（２種－AZN） 長野県伊那市

更新 AQ-277-A1-2 善徳丸建材株式会社 善徳丸高耐久性機械プレカット部材（２種－AZN） 熊本県熊本市

更新 AQ-302-D1-1 丸玉産業株式会社 丸玉防腐・防蟻処理構造用合板（IM・IP・OPP） 北海道網走郡津別町

更新 AQ-316-B3-1 日南製材事業協同組合 おび杉屋外製品部材（１種・２種－CUAZ-2） 宮崎県日南市

新規 AQ-325-A1-1 青森木材高次加工協同組合 ノルト高耐久性機械プレカット部材（２種－AZN） 青森県青森市

新規 AQ-326-B3-1 株式会社佐川林業 ＫＳＲ屋外製品部材（１種－CUAZ-2） 福島県いわき市
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