
令和３年度　建築材料等　随時評価              

NO 品　目 細　目
製造業者等名

(申請者)
評価書有効期間 概　　　要 評価番号

1 鋼製建具 ㈲浜口工作所 R3.7.1～R4.3.31

・申請者所在地：徳島県小松島市和田島町字松田新田 5-2
・製造工場名：(1工場)　有限会社浜口工作所
・製造工場所在地：徳島県小松島市和田島町字松田新田 5-2
・製造開始年月：1979年2月（昭和54年）
・販売者名：㈲浜口工作所
・販売ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体制：(8地区) 東北、関東、北陸、中部、近畿、
中国、四国、九州

211-06009079

2 鋼製建具 BX文化パネル(株) R3.7.1～R4.3.31

・申請者所在地：大阪府吹田市南吹田 5-16-8
・製造工場名：(2工場)　ＢＸ文化ﾊﾟﾈﾙ(株) 関西工場、ＢＸ文化ﾊﾟﾈ
ﾙ(株) 　播磨工場
・製造工場所在地：兵庫県伊丹市森本 9-77-1、兵庫県姫路市御
国野町御着 128-8
・製造開始年月：2013年10月（平成23年）、1992年5月(平成4年)
・販売者名：ＢＸ文化ﾊﾟﾈﾙ(株)
・販売ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体制：(2地区) 中部、近畿

211-06009080

3 ステンレス製建具 一瀬製作所(株) R3.7.1～R4.3.31

・申請者所在地： 大阪府門真市四宮 6-2-23
・製造工場名：(2工場)  (株)一瀬製作所 大阪工場、  (株)一瀬製
作所 鳥取工場
・製造工場所在地： 大阪府門真市四宮 6-2-23、鳥取県境港市西
工業団地 50-1
・製造開始年月： 1975年4月（昭和50年）
・販売者名： 一瀬製作所(株)
・販売ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体制： (全国)

211-08009050

4 ガラス
③網入り板ガラス
及び線入り板ガラ

ス
日本板硝子(株) R3.7.1～R4.3.31

・申請者所在地：東京都港区三田 3-5-27
・製造工場名：(1工場)青岛金晶股份有限公司　青岛金晶工場
・製造工場所在地：山东省青岛市经济技术开发区江山北路201
号
・製造開始年月：1998年9月(中国実績)、2021年3月（令和3年3月）
・販売者名：日本板硝子(株)
・販売ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体制：(全国)
　(関連会社)日本板硝子北海道(株)：北海道
　(関連会社)日本板硝子東北(株)：東北
　(関連会社)日本板硝子ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ(株)： 8/ 10 地区

211-02039003
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NO 品　目 細　目
製造業者等名

(申請者)
評価書有効期間 概　　　要 評価番号

5 天井点検口 日大工業(株) R3.7.1～R6.3.31

・申請者所在地：大阪府八尾市東山本新町 1-14-30
・製造工場名：(1工場)　南京騰亜精工科技股份有限公司
・製造工場所在地：南京市江寧区東山工業集中区臨麒路129号
・製造開始年月：2010年5月（平成22年）
・販売者名：日大工業(株)
・販売ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ体制：(全国)

211-26009010
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1 ステンレス製建具 アートテック(株) R3.4.17～R4.3.31
・申請者の所在地変更： 北海道札幌市中央区大通東 3-4 ⇒ 北海道札幌市東区北
丘珠 3条 4-1-15
・販売・ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの地区追加： ( 1地区) 九州（福岡県に限る）

951-08009001

2 ステンレス製建具 フルテック(株) R3.4.17～R4.3.31

・申請者の所在地変更： 北海道札幌市中央区大通東 3-4 ⇒ 北海道中央区北 13条
西 17-1-31
・製造所の所在地変更： 北海道札幌市中央区大通東 3-4 ⇒ 北海道札幌市東区北
丘珠 3条 4-1-15
・販売・ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの地区追加： ( 1地区) 九州（福岡県に限る）

951-08009040

3 鋼製建具 和島工業(株) R3.4.2～R4.3.31
・申請者の名称変更 ： 和島工業(株) ⇒ 和島工業(株) 新潟工場
・製造所の名称変更 ： 和島工業(株) ⇒ 和島工業(株) 新潟工場
・販売・ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの名称変更 ： 和島工業(株) ⇒ 和島工業(株) 新潟工場

981-06009074

4 アルミニウム製建具 ②B種 三協立山(株) R3.7.1～R4.3.31
・製造所の移転に伴う名称・所在地の変更 ：（1工場） 山科三協ﾋﾞﾙｻｯｼ㈱  滋賀県大
津市追分町8 ⇒ 京都三協ﾋﾞﾙｻｯｼ㈱  京都府京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後67

951-05029008

5 アルミニウム製建具 ②B種 (株)建鋼社 R3.7.1～R4.3.31 ・申請品の種類等の追加： (1ｼﾘｰｽﾞ） 防火型 MTG-70R 961-05029006

6 アルミニウム製建具 ②B種 沖縄三協立山アルミ(株) R3.7.1～R4.3.31 ・申請品の種類等の追加：  (1ｼﾘｰｽﾞ） 防火型 MTG-70R 021-05029004

変　更　概　要 評価番号

令和３年度　建築材料等　変更評価

NO 品　目 細　目 製造業者等名
（申　請　者）

評価書有効期間
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変　更　概　要 評価番号NO 品　目 細　目 製造業者等名
（申　請　者）

評価書有効期間

7 アルミニウム製建具 ②B種 (株)サンテック九州 R3.7.1～R4.3.31
・申請品の種類等の追加：  (1ｼﾘｰｽﾞ） 防火型 MTG-70R
・製造所の追加（自社工場)：( 1工場)  筑豊工場

111-05029009

8 アルミニウム製建具 ②B種 東鉄工業(株) R3.7.1～R4.3.31 ・申請品の種類等の追加 ： (1ｼﾘｰｽﾞ） 防火型 MTG-70R 121-05029012

9 アルミニウム製建具 ②B種 末広商事(株) R3.7.1～R4.3.31 ・申請品の種類等の追加 ： (1ｼﾘｰｽﾞ） 防火型 MTG-70R 141-05029011

10 ガラス ②型板ガラス 日本板硝子(株) R3.7.1～R4.3.31 ・製造所の追加：( 1工場)  ﾏﾚｰｼｱｼｰﾄｸﾞﾗｽ(株) ｼﾞｮﾎｰﾙﾊﾞﾙ工場（ﾏﾚｰｼｱ) 201-02029003

11 セラミックタイル ④B1 (株)LIXIL R3.7.1～R5.3.31
・申請品の種類等の内容変更：（1製品）ｸﾞﾘｰﾝ調達原料 ⇒ 通常原料
・申請品の種類等の取消し：ﾌｫｽｷｰ 全種類、ｺﾝﾃⅡ及びﾎﾜｲﾄﾊﾞｰﾁ 300角のみ（150
角・400角は残し）

961-17048004

12 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 3.000N 共同カイテック(株) R3.7.1～R6.3.31 ・申請品の種類等の内容変更：（ 2製品） ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱ 40 ・40 ﾌﾟﾗｽ 971-25018005

13 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 5.000N 共同カイテック(株) R3.7.1～R6.3.31 ・申請品の種類等の内容変更：（ 2製品） ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾛｱ 40 ・40 ﾌﾟﾗｽ 111-25027005
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NO 品目 細目
製造業者等名
（申請者名）

評価書有効期間 変 更 概 要 評価番号

1 クローザー類 ①ドアクローザー 美和ロック(株) R3.6.30 評価辞退 951-13019003

2 鋼製建具 [標準型建具を含む] (株)面川建機製作所 R3.6.10 倒産の為 981-06009011

3 鋼製軽量建具 [標準型建具を含む] (株)面川建機製作所 R3.6.10 倒産の為
981-07009001

4 ステンレス製建具 (株)面川建機製作所 R3.6.10 倒産の為 981-08009006

令和３年度　建築評価名簿削除　（辞退・取消し・倒産等一覧表）


