
申請者団体名

                  日本内装材連合会　　殿

　　・壁装施工団体協議会の品質表示規定を順守し、

　　　下記の通り施工しました。

　　・防火壁装材料の施工には日本壁装協会に登録

　　　されている接着剤等を使用しています。

　　・標記ラベルの交付を申請します。

・下地材料の防火性能 ・以下状況ある為、壁紙を選択する時、下地材料もご考慮ください。

　下地材 防火性能

不燃下地 コンクリート壁 不燃

不燃石膏 12.5mm以上ボード 不燃

準不燃下地 9.5mmボード 準不燃

下記太枠内に各項目を詳細情報ご記入ください。

新築

改築

改装

　基材（下地）

材　料　名 ﾒｰｶｰ名・品番 認定番号 使用量

居　室　 天井 　　2  階 2    区画 不燃|金属|準不燃 直　張 サンゲツ NM.QM.RM 　　50   ㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ （ｹｲｶﾙ板5mm　　） 下　張 SP-9520 　　　　5　   枚

居　室　 天井 　　2  階 4    区画 不燃|金属|準不燃 直　張 サンゲツ NM.QM.RM 　　50   ㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ (石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5mm) 下　張 TH-30500 　　　　10  　枚

居　室　 天井 　 　2　 階 2    区画 不燃|金属|準不燃 直　張 サンゲツ NM.QM.RM 　　100 ㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ (石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5mm) 下　張 RE-51452 　　　　5　 　枚

居　室　 天井 　　　　階 区画 不燃|金属|準不燃 直　張 NM.QM.RM 　　　　㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ （　　　　　　） 下　張 　　　　　　　枚

居　室　 天井 　　　　階 区画 不燃|金属|準不燃 直　張 NM.QM.RM 　　　　㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ （　　　　　　） 下　張 　　　　　　　枚

居　室　 天井 　　　　階 区画 不燃|金属|準不燃 直　張 NM.QM.RM 　　　　㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ （　　　　　　） 下　張 　　　　　　　枚

居　室　 天井 　　　　階 区画 不燃|金属|準不燃 直　張 NM.QM.RM 　　　　㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ （　　　　　　） 下　張 　　　　　　　枚

居　室　 天井 　　　　階 区画 不燃|金属|準不燃 直　張 NM.QM.RM 　　　　㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ （　　　　　　） 下　張 　　　　　　　枚

居　室　 天井 　　　　階 区画 不燃|金属|準不燃 直　張 NM.QM.RM 　　　　㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ （　　　　　　） 下　張 　　　　　　　枚

居　室　 天井 　　　　階 区画 不燃|金属|準不燃 直　張 NM.QM.RM 　　　　㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ （　　　　　　） 下　張 　　　　　　　枚

居　室　 天井 　　　　階 区画 不燃|金属|準不燃 直　張 NM.QM.RM 　　　　㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ （　　　　　　） 下　張 　　　　　　　枚

居　室　 天井 　　　　階 区画 不燃|金属|準不燃 直　張 NM.QM.RM 　　　　㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ （　　　　　　） 下　張 　　　　　　　枚

居　室　 天井 　　　　階 区画 不燃|金属|準不燃 直　張 NM.QM.RM 　　　　㎡ 不燃|準不燃|難燃

通路等　　 壁 　　～ （　　　　　　） 下　張 　　　　　　　枚

現　場　所　在　地    東京都足立区鹿浜三丁目17番１9倉庫 2Ｆ　
建築物の

規　　模

延床面積　   100　　　　㎡

階建

               　　　    申請日    　　　 年      　月         日 

　　　社員の休息室

※　１現場につき、１枚の申請書をご利用ください。現場が複数ある場合、複数枚の申請書をご記入ください。

建　　設　　業　者

又　は　発　注　者
  株式会社旭日達

建築物の

構　　造

    耐　火　　　準耐火(ｲ)

建築物　　　建築物

建  設  工 事 責 任 者

又は内装工事責任者

                FAX　　03-6277-3578　

　　　　　TEL　　03-6277-3577　　

  王　明珠
準耐火(ﾛ)　　　その他

   　建築物　　 （木造他）

　　　　　担当　　080-3538-9335

③準不燃の壁紙に不燃の下地に貼る場合、不燃の認定となります。

①〜③の認定になりえる為、予めご了承ください。

注意：

　　壁紙ラベルについて、壁紙の防火性能だけではなく、下地の防火性能により、認定番号が変わってきますのでご注意ください。

直張り　例： ①不燃の壁紙に準不燃の下地に貼る場合、準不燃の認定となります。

②準不燃の壁紙に不燃の下地に貼る場合、準不燃の認定となります。

工　　事　　名　称 旭日達本社改装
建築物の

用　　途

区分 区画数 工法
防　火　壁　装　材　料

ラベル枚数

壁紙ラベル請求情報提出（見本）

     申請代行会社

　　　　　〒　     123-0864

　　　　　住所　　東京都足立区鹿浜三丁目17番１9号　

　　　　　会社      株式会社旭日達


