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内装仕上部分

下地部分

内装仕上部分

下地部分

認定の種類 認定番号
カウンタートップ ステンレス 裏打ち材 化粧パーチクルボード 大臣認定 MFN-0236

ＪＩＳ認定 GB0508162

パーティクルボード ＪＩＳ認定 TC0208082
ＪＩＳ認定 TC0307086

普通合板

ＪAＳ認定 MALQ/P01-LF/011

ＪAＳ認定 MALQ/P01-LF/038

ＪAＳ認定 MALQ/P01-LF/032

人造大理石 裏打ち材 化粧パーチクルボード 大臣認定 MFN-0236
パーティクルボード ＪＩＳ認定 TC0208082

ＪＩＳ認定 TC0307086
ＪＩＳ認定 TC0208081

普通合板 ＪAＳ認定 MALQ/P01-LF/011

ＪAＳ認定 MALQ/P01-LF/038
ＪAＳ認定 MALQ/P01-LF/032

化粧合板 ＪAＳ認定 JPIC-DW39

ＪＡＳ認定 JPIC-PW17

化粧ＭＤＳ （一社）日本特殊加工化粧板協議会 P-01856

セラミック 裏打ち材 化粧パーチクルボード 大臣認定 MFN-0236

化粧合板 ＪAＳ認定 JPIC-DW39

普通合板
ＪAＳ認定 MALQ/P01-LF/011

普通合板 ＪAＳ認定 MALQ/P01-LF/032
フロアキャビネット 側板 化粧パーティクルボード 大臣認定 MFN-0236

背板 化粧ＭＤＦ

底板 化粧パーティクルボード 大臣認定 MFN-0236
化粧ＭＤＦ

化粧合板 ＪＡＳ認定 JPIC-DW39
底板（フロート） 化粧合板 ＪＡＳ認定 JPIC-DW39

普通合板 ＪＡＳ認定 JPIC-PW50
アルミ 告示対象外 -

ウォールキャビネット 側板 化粧パーティクルボード 大臣認定 MFN-0236
不燃側板 ダイライト （※2） （※2）

化粧合板
ＪAＳ認定 JPIC-DW39

ＪAＳ認定 MALQ/P01-LF/038
ＪAＳ認定 MALQ/P01-LF/011
ＪAＳ認定 MALQ/P01-LF/039

天板 化粧パーティクルボード 大臣認定 MFN-0236
背板 化粧ＭＤＦ

底板（見上板） 化粧パーティクルボード 大臣認定 MFN-0236

普通合板

（一社）日本特殊加工化粧板協議会 P-01464

（一社）日本特殊加工化粧板協議会 P-01464

（一社）日本特殊加工化粧板協議会 P-01464

■４ＶＯＣ放散性能 ４ＶＯＣ基準適合（木質建材）

４ＶＯＣ基準適合（木質建材）

構成材料の詳細情報（ホルムアルデヒド発散区分の根拠　部材別の証明書類）

部位 部材 材料
部材別の証明書類

■商品名 リシェルＳＩ
■ホルムアルデヒド発散区分 Ｆ☆☆☆☆

Ｆ☆☆☆☆

ホルムアルデヒド発散区分と４ＶＯＣ放散性能の一覧

ホルムアルデヒド発散区分：
　住宅性能表示ガイドライン（建築基準法シックハウス対策）に基づき、当製品に関するホルムアルデヒド発散性能について記載しています。更に根拠となる構成材料の詳細情報についても記載し
ています。

４ＶＯＣ放散性能：
　住宅部品ＶＯＣ表示ガイドライン（2020年4月1日改定）に基づき、当製品に関する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。

■商品区分 システムキッチン

カウンタートップ裏打ち材

フロアキャビネット

※この写真は商品の一例であり、実際と異なる場合があります。

■Ｆ☆☆☆☆及び4VOC基準適合（木質建材）
製品表示ラベル位置 ⇒シンクキャビネット内側

ウォールキャビネット



認定の種類 認定番号

構成材料の詳細情報（ホルムアルデヒド発散区分の根拠　部材別の証明書類）

部位 部材 材料
部材別の証明書類

共通(扉） ラスティックウッド ＃80◆【木目：Ｇ１】W81・I80・N80 化粧パーティクルボード

エアリィパステル　　　 ＃81◆【単色・抽象柄：G1】W81 化粧パーティクルボード 大臣認定 MFN-0044
クリエカラー　　　　　 ＃37◆【木目：G2】 化粧パーティクルボード

N37・C37・U37・A37・H37

シャイニーウッド    　 ＃83◆【木目：G2】I83・U83 ATNZ11001
ATAU08005
ATNZ08001

グレイシャスカラー  　　 ＃84◆【単色・抽象柄：G2】
G84・R84
＃85◆【木目：G3】
I85・U85・C85・H85
＃86◆【単色・抽象柄：G3】
W86・P86・V86

ソリッドマット ＃87◆【単色・抽象柄：G3】 化粧パーティクルボード
K87・W87・V87

ミラードウッド ＃88◆【単色・抽象柄：G3】
I88・C88・A88

シンプルフレーム ＃89◆【単色・抽象柄：G3】 ＪＩＳ認定 TC0508054
U89・N89・I89 ＪＩＳ認定 ATNZ08002

日本繊維板工業会 JFP3018-1
エクセルウッドシリーズ ＃38◆【木目：G3】 化粧パーティクルボード

N38・A38・H38・E38
グレイスフル ＃90◆【単色・抽象柄：G4】 化粧ＭＤＦ

B90・R90・C90・W90
ファインクラフト ＃91◆【単色・抽象柄：G4】S91 化粧パーティクルボード （一社）日本特殊加工化粧板協議会 P-01483
ファインクラフト ＃92◆【単色・抽象柄：G4】 化粧パーティクルボード

K92・W92・V92

マットフレーム ＃96◆【木目：5】B96・W96・E96 化粧ＭＤＦ ＪＩＳ認定 ATNZ11001
プレミアムマット ＃79◆【単色・抽象柄：G5】 化粧パーティクルボード

V79・E79
クレストカラー　　　 ＃94◆【単色・抽象柄：G6】B94・R94 化粧ＭＤＦ ＪＩＳ認定 ATNZ11001
リアルウッド ＃93◆【木目：6】U93・C93 化粧ＭＤＦ 日本繊維板工業会 JFP3072-0
ユーカリ ＃97◆【木目：7】U97・I97 化粧ＭＤＦ 日本繊維板工業会 JFP3072-0
ラムベンドパール ＃98◆【単色・抽象柄：G7】E98・W98 化粧ＭＤＦ ＪＩＳ認定 ATNZ11001

共通(エンドパネル） ラスティックウッド #＃80◆【木目：Ｇ１】I80・N80 化粧パーティクルボード

エアリィパステル　　　 ＃81◆【単色・抽象柄：G1】W81 化粧パーティクルボード 日本繊維板工業会 JFP3018-1
クリエカラー　　　　　 ＃37◆【木目：G2】 化粧パーティクルボード

N37・C37・U37・A37・H37 化粧ＭＤＦ 日本繊維板工業会 JFP3018-1
日本繊維板工業会 JFP3018-1

シャイニーウッド    　 ＃83◆【木目：G2】I83・U83 化粧パーティクルボード ＪＩＳ認定 TC0807041
ＪＩＳ認定 TC0713001

グレイシャスカラー  　　 ＃84◆【単色・抽象柄：G2】
G84・R84
＃85◆【木目：G3】
I85・U85・C85・H85
＃86◆【単色・抽象柄：G3】
W86・P86・V86

ソリッドマット ＃87◆【単色・抽象柄：G3】 化粧パーティクルボード
K87・W87・V87

ミラードカラー ＃88◆【単色・抽象柄：G3】 化粧ＭＤＦ ＪＩＳ認定 ATNZ11001
I88・C88・A88

シンプルフレーム ＃89◆【単色・抽象柄：G3】 化粧ＭＤＦ 日本繊維板工業会 JFP3018-1
U89・N89・I89

エクセルウッドシリーズ ＃38◆【木目：G3】 MFN-0236
N38・A38・H38・E38

グレイスフル ＃90◆【単色・抽象柄：G4】 化粧ＭＤＦ
B90・R90・C90・W90

ファインクラフト ＃91◆【単色・抽象柄：G4】S91 化粧ＭＤＦ （一社）日本特殊加工化粧板協議会 P-01483
ファインクラフト ＃92◆【単色・抽象柄：G4】 化粧パーティクルボード

K92・W92・V92

化粧パーティクルボード

マットフレーム ＃96◆【木目：5】B96・W96・E96 化粧ＭＤＦ 日本建材・住宅設備産業協会 K-000140
日本建材・住宅設備産業協会 K-000975

プレミアムマット ＃79◆【単色・抽象柄：G5】 化粧パーティクルボード ＪＩＳ認定 TCVN15003
V79・E79 化粧ＭＤＦ ＪＩＳ認定 ATNZ11001

クレストカラー ＃94◆【単色・抽象柄：G6】B94・R94 化粧ＭＤＦ ＪＩＳ認定 ATNZ11001
リアルウッド ＃93◆【木目：6】U93・C93 化粧ＭＤＦ 日本繊維板工業会 JFP3072-0
ユーカリ ＃97◆【木目：7】U97・I97 化粧ＭＤＦ 日本繊維板工業会 JFP3072-0
ラムベンドパール ＃98◆【単色・抽象柄：G7】E98・W98 化粧ＭＤＦ ＪＩＳ認定 ATNZ11001

※1.ｽﾃﾝﾚｽ、人造大理石、ｾﾗﾐｯｸ等は、告示対象外の為、掲載しておりません。
※2.不燃材（ﾀﾞｲﾗｲﾄ）は、NM-2178認定品です。

日本繊維板工業会 JFP3006-1

日本繊維板工業会 JFP3006-1

ＪＩＳ認定 ATNZ11001

化粧パーティクルボード 大臣認定

日本繊維板工業会 JFP3006-1

ミストカラー 化粧ＭＤＦ 日本繊維板工業会 JFP3018-1

JFP3018-1クオリティウッド 化粧パーティクルボード 日本繊維板工業会

化粧パーティクルボード 日本繊維板工業会 JFP3018-1

日本繊維板工業会 JFP3018-1

日本繊維板工業会 JFP3018-1

日本繊維板工業会 JFP3006-1

日本建材・住宅設備産業協会 K-000142

ＪＩＳ認定 TCVN15003

ＪＩＳ認定 ATNZ11001

大臣認定 MFN-0236

化粧ＭＤＦ

化粧ＭＤＦ
ＪＩＳ認定 ATNZ11001

日本繊維板工業会 JFP3006-1

ミストカラー
化粧ＭＤＦ

日本繊維板工業会

クオリティウッド
化粧パーティクルボード

日本繊維板工業会 JFP3018-1

JFP3018-1

化粧ＭＤＦ
ＪＩＳ認定

化粧ＭＤＦ 日本繊維板工業会 JFP3018-1

大臣認定 MFN-0044

大臣認定 MFN-0044

日本建材・住宅設備産業協会 K-000142


