
2005年12月版から追加、訂正されたものは青字で記載しました。

網掛けは、メーカーホームページから削除された商品です。

石綿含有建材（成形板）

分類別　商品の例

２００８年５月現在

製作：株式会社　イ　オ　リ　ナ



分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

窯業系サイディング ほんばん クリソタイル 4～4.95 1981 1997

笠木（RKA、RKB） クリソタイル 4 1987 1988

化粧柱（RN以外） クリソタイル 4 1985 1988

同質出隅 クリソタイル 4 1984 1988

幕板（RKD）、笠木（RKC） クリソタイル 1未満 1998 2001

幕板（RKD、RKHF、RN
以外）

クリソタイル 4 1985 1988

窓飾（RN以外） クリソタイル 10 1985 1988

ネオミューベル クリソタイル 5 1989 1990

ミューベル クリソタイル 2 1986 1989

外装用下地サイディング UBボード クリソタイル 4 1996 2000
住宅用外装
タイル下地材

セメント系外装材
エクセリア

出隅材
幕板材

クリソタイル 1991 1997

お客様相談セン
ター
0120-685-110

cs@eidai-
sangyo.co.jp

サイディング材 かべ一番 1978 2004

スレート波板 大波板等 不明 2004

スレートボード フレキシブルボード等 不明 2004

エンボスサイディング クリソタイル 5～15 1976 1993

カラーシート クリソタイル 16～22 1961 1976

カラートップ クリソタイル 16～22 1963 1984

セラシティー クリソタイル 5～7 1985 1992

セラディール クリソタイル 5 1987 1992

セラロック60ｍｍ クリソタイル 5 1987 1992

梨地シート クリソタイル 16～22 1965 1977

パーマトン クリソタイル 5～15 1971 1993

不燃サイディング クリソタイル 5～10 1967 1977

防火サイディング クリソタイル 2～8 1977 1995 軒天用途含む

レックストン クリソタイル 15 1978 1984

ロイヤルサイディング クリソタイル 15 1972 1976

クボタ
（クボタ松下電工外装株
式会社）

石綿問題対策本部
0570-078081

http://www.kmew.co.jp
/kenkai03/kenkai.html

クリソタイル 15 1973 外壁

旭硝子株式会社
（旭トステム外装株式会社） 周辺部材

http://www.asahitoste
m.co.jp/news/news007.
htm

株式会社INAX

株式会社INAX（仕入部材）

セメント系外装材
（セメントボード）

お客様相談セン
ター
0120-1794-00

http://www.inax.co.jp/
warnings/050818/

永大産業株式会社（仕入
材）

1974
外
装
材

外壁材
同質役物

ケイ酸カルシウム板

株式会社エーアンドエー
マテリアル

ロックサイディング 更新
http://www.eidai.com/n
otice/backnumber/noti
ce_asbestostop.html

石綿対策室
0120-826-511

ダイヤルイン
045-503-5841

http://www2.aa-
material.co.jp/info/asbe
stos.html
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HOE（押出同質材） クリソタイル 15 1985 1995

アクセント同質出隅
（AHR）

クリソタイル 15 1985 1995

縦目地（ATR） クリソタイル 15 1985 1995

同質出隅コーナー
（HOA、HOB、HOC、
HOD）

クリソタイル 15 1984 1995

AMC52 クリソタイル 1～5 1994 2002

ATC52 クリソタイル 1～5 1994 2002

額縁（ARR、ARRW） クリソタイル 5～15 1986 1999

袖壁 クリソタイル 1～5 1994 2002

段差付幕板180
（AMD**S、AMDD**S、
AMD**NS、
AMDD**NS）

クリソタイル 1 1998 2002

中間水切（AYR） クリソタイル 15 1985 1995

付柱（AAT、AATW） クリソタイル 5～15 1991 1999

出隅 クリソタイル 1～5 1994 2002

出隅（AAH、AAHW） クリソタイル 5～15 1991 1999

同質出隅コーナー
（HOJ、HOP、HOH、
HOI）

クリソタイル 5～15 1986 2003

土台水切（ASR） クリソタイル 15 1985 1995

幕板（AAY,AAYW） クリソタイル 5～15 1991 1999

幕板（AMA、AMAW、
AMB、AMBW）

クリソタイル 5～15 1986 1999

見切縁（ARA、ARAW、
ARB、ARBW）

クリソタイル 5～15 1991 1999

モール（ARF、ARE、
ARED、ARG、ARGD）

クリソタイル 1～5 1994 2002

サンウエーブ工業
株式会社

外壁材 ホーロー壁パネル クリソタイル 10～20 1984 1989 裏面
お客様センター
0120-190521

http://www.sunwave.co
.jp/info/050831/index.h
tml

ラムダ クリソタイル 1978 2004

ラムダⅡ　G品 クリソタイル 1997 2000

彩壁 クリソタイル 約2 1990 1998

彩ブリック クリソタイル 約2 1990 1998 タイル下地

軒天ボード クリソタイル 約2 1990 1998 軒天

新日軽株式会社 窯業系サイディング 03-5759-2152
http://www.shinnikkei.c
o.jp/company/asbestos
/products.html

石綿問題対策本部
0570-078081

付属品（買入部材）

昭和電工建材株式会社
http://www.sdk.co.jp/k
enzai/news/05-07-
27.htm

外
装
材

クボタ
（クボタ松下電工外装株
式会社）

http://www.kmew.co.jp
/kenkai03/kenkai.html

外装材
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新日軽株式会社
M型ベランダ手摺り
（フレキシブル板）

目隠しパネル クリソタイル 10～20 1981 2001 03-5759-2152
http://www.shinnikkei.c
o.jp/company/asbestos
/products.html

クリソタイル 5以下 1992 1995

クリソタイル 1以下 1996 2002

アモサイト/ク
リソタイル

3～5 1981 1991

クリソタイル 3～5 1992 1992

ダイケン防火サイディン
グ

アモサイト/ク
リソタイル

5～10 1976 1978

防火ダイケンサイディン
グ

アモサイト/ク
リソタイル

3～5 1979 1984

クリソタイル 5以下 1984 1995

クリソタイル 1以下 1996 2002

外装造作材
（押出成形セメント）

防火破風板 クリソタイル 5以下 1985 1995

外装造作材
（ケイ酸カルシウム板）

不燃造作材 クリソタイル 1以下 1996 2002

アモサイト/ク
リソタイル

5以下 1978 1991

5以下 1992 1995

1以下 1996 2002

ビューキットベース クリソタイル 約3 1992 1997

ビューキットベースL クリソタイル 約3 1996 1997

東レACE株式会社 窯業系サイディング 完壁 クリソタイル 1979 1998

東レACE株式会社
（輸入品）

窯業系サイディング グラサル クリソタイル 1973 1997

セラディング クリソタイル 5 1987 1989

セラブリックベース クリソタイル 3～20以下 1987 2001

セラボード クリソタイル 5 1989 1989

セラミックウォールSシ
リーズ

クリソタイル 4 1997 2002

周辺部材
セラミックウォールSシ
リーズ同質出隅

クリソタイル 4 1997 2002

http://www.com-
et.com/announce/asbe
stos/index.htm

http://www.toray-
ace.com/asbest2.pdf

軒天井材
（ケイ酸カルシウム板）

トステム株式会社
（旭トステム外装株式会社）

東陶機器株式会社
（TOTO）

乾式タイル

大建工業株式会社

外壁材
（窯業系サイディング）

真打S防火軒天井ボー
ドS

真打E防火軒天井ボー
ドE

http://www.asahitoste
m.co.jp/news/news007.
htm

営業管理部
03-3279-6920

お客様相談室
0120-787-505

環境・品質保証室
06-6452-6366

防火軒天井ボード

クリソタイル

真打G防火軒天井ボー
ドG

http://www.daiken.jp/c
/pdf/asbestopro.pdf

外
装
材

窯業系サイディング
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セラモール クリソタイル 3 1987 2000

デコモール クリソタイル 3 1987 2000

窯業系サイディング
ニチアスエンボスサイ
ディング

アモサイト/ク
リソタイル

5～15 更新

防火のき天
アモサイト/ク
リソタイル

5～15 更新

のき天ボード
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 更新

アモサイト/ク
リソタイル

8 1974 1974

クリソタイル 8 1974 1981

NSボード クリソタイル 2.35 1996 2000

クリソタイル 2.5 1993 1995

クリソタイル 2.35 1996 2000

混合綿 2.5 1965 1969

クリソタイル 2.5 1970 1995

日鉄鋼板株式会社（統合
により日鉄住金鋼板株式
会社へ商号変更）

金属サイディング 防火パネル-R クリソタイル 1～4 1976 1989

大建工業製ダイ
ロートンを裏貼
り断熱材として
使用

鋼板営業部
03-5653-5159

大阪支社
06-6203-0863

http://www.nisc-
s.co.jp/press/press-
050822_2.pdf

アモサイト 1.8 1979 1993

クリソタイル 2.5 1993 2000

パルプセメント板 防火ライト クリソタイル 3 1958 2000 アスベスト関連記事削除

アスロック 約10 1970 2004
外壁・間仕切
壁

アスロックL 約4 1995
外壁・間仕切
壁

ノザワ小波 約10 1931 2004 外壁

ノザワサイディング 約10 1978 2002 外壁

その他ボード タフベスト 約15 1981 2004 鉄道側壁

http://www.nozawa-
kobe.co.jp/handing/han
ding01.html

お客様相談室
052-220-5125

エクセルボード

防火ライト

株式会社ノザワ

押出成形セメント板

日本防火ライト工業株式
会社(エヌビーエル株式会
社へ社名変更）

日進防火板工業株式会社

スラグせっこう板

パルプセメント板

スレート波板

ニチアス株式会社

周辺部材
トステム株式会社
（旭トステム外装株式会社）

アスベスト関連記事削除

アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

http://www.asahitoste
m.co.jp/news/news007.
htm

外
装
材

http://www5.mediagala
xy.co.jp/nichiha/topics
/asbestos/index.html

ニチハ株式会社 外装材
ゴールデンモエンサイ
ディング

http://www.nbl-
asnon.co.jp/index.html

ケイ酸カルシウム板第一
種

http://www.nissin-
boukaban.com/

スラグせっこう板 エクセルボード
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その他ボード バームライト 約20 1971 2001 外壁・内壁

モルタル混和材 テーリング 約45 1956 2003
外壁・内壁・
天井

株式会社ノダ 繊維混入セメント板 セラミックサイディング クリソタイル 4.5 1988 1990

繊維強化セメント板（平
板）

耐火サイディング
仁王

クリソタイル 10 1975 1984

石綿セメントケイ酸カルシ
ウム板

不燃軒天 クリソタイル 10 1982 1987

株式会社日立ハウステッ
ク

プレハブ住宅
（石綿板）

クリソタイル 不明 1974 1978

外壁、軒天
井、内装制限
箇所（火気使
用室）

お客様センター
0120-80-1761

http://www.hitachi-
ht.com/topics/1120050
916.html

セミックス クリソタイル 1984 1988 追加

エフクリート クリソタイル 1977 1999 追加

DMサイディング
同質役物

クリソタイル 5 1987 1995

ネオロック22.5ｍｍ、
同質役物

クリソタイル 5 1988 1993 更新

ネオロック22ｍｍ、
同質役物

クリソタイル 5 1990 1993 更新

ネオロック20ｍｍ、
同質役物

クリソタイル 6 1988 1993 追加

ベルマティエ21ｍｍ、
同質役物

クリソタイル 5 1988 1993

ベルマティエ25ｍｍ、
同質役物

クリソタイル 5 1988 1993

マルチサイディング縦
張タイプ
（RV*****）、
同質役物

クリソタイル 4 1986 2000

マルチサイディング横
張タイプ
（RV*****）、
同質役物

クリソタイル 4 1986 2000

フラット同質出隅コー
ナー34・65・85

クリソタイル 5 1986 2001

スラグ石膏板（サイディン
グ）

アモサイト 1984 1991

押出成形セメント板 クリソタイル 1974 2004

石綿問題対策本部
0570-078081

http://www.kmew.co.jp
/kenkai03/kenkai.html

03-5687-6222

http://www.nozawa-
kobe.co.jp/handing/han
ding01.html

窯業系外装装飾部材

外壁材

http://www.noda-
co.jp/pdf/78792005072
9.pdf

環境本部　環境・安
全部
0776-38-8007

http://www.fukuvi.co.jp
/company/asbestos.ph
p

http://www.mmkz.co.jp
/

外
装
材

株式会社ノザワ

株式会社ノダ（購入）

松下電工株式会社
（クボタ松下電工外装株
式会社）

フクビ化学工業株式会社

三菱マテリアル建材株式
会社
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バルコニー手摺り
（石綿スレート板）

BTM-I クリソタイル 9 1976 1989 目隠しボード

集合住宅用バルコニー隔
板
（石綿セメント板）

クリソタイル 15 1979 2004 間仕切ボード

YKKap株式会社（仕入材）
カーテンウォール
（成形板）

耐火ボード 1977 1992 パネル裏側

乾式吹付け石綿 プロベスト 不明 1971

乾式吹付けロックウール プロベストR 1971 1975

湿式吹付けロックウール プロベストウェット 1972 1987

クロシドライト 60 追加

アモサイト 60～70 追加

クリソタイル 60～70 追加

アモサイト 30 追加

クリソタイル 30 追加

トムウェット（TW-G)/ヨカベ クリソタイル 1～5 追加

ATM-120 クリソタイル 1～5 追加

スプレーウエット（耐火
被覆材湿式工法）

クリソタイル 4～5 1974 1987

スプレーテックス（耐火
被覆材乾式工法）

クリソタイル 12～20 1961 1975

15 1961 1975

2～4 1975 1979

2 1979 1987 カラー品のみ

日本インシュレーション株
式会社（仕入品）

吹付け材 オパベストR クリソタイル 4 1975 1980以前
管理本部
06-6633-7323

http://www.jic-
bestork.co.jp/modules/
xfsection/html/pdf/AS_
nenpyou_051212.pdf?P
HPSESSID=eb12ec246
0cfe1ac32ae0eedb4a78
897

石綿含有吹付けロック
ウール（乾式吹付け）

コーベックス（R) 3～4 1970 1980
柱・梁・屋根
裏・床裏

吹付け石綿
（乾式吹付け）

コーベックス（A) 55～70 1962 1975
柱・梁・屋根
裏・床裏

http://www.nittobo.co.j
p/news/pdf/050811.pdf

http://www.nozawa-
kobe.co.jp/handing/han
ding01.html

日東紡 吹付けロックウール

スプレーテックス（断熱・
内装材乾式工法）

クリソタイル

トムレックス

スプレークラフトS,Hシ
リーズ

アスベスト委員会
03-3514-8895

吹付石綿

乾式石綿含有吹付ロック
ウール

湿式石綿含有吹付材

石綿対策室
0120-826-511

ダイヤルイン
045-503-5841

http://www2.aa-
material.co.jp/info/asbe
stos.html

アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

問合せフォーム
http://www.ykkap.co.jp
/cominfo/asbestos/ind
ex.asp

外
装
材

YKKap株式会社

吹
付
け
材

株式会社エーアンドエー
マテリアル

ニチアス株式会社

株式会社ノザワ
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吹
付
け
材

YKKap株式会社
カーテンウォール
（吹付け）

1970年
代

1970年
代

パネル裏側 問合せフォーム
http://www.ykkap.co.jp
/cominfo/asbestos/ind
ex.asp

株式会社エーアンドエー
マテリアル

住宅用屋根材 フルベスト 1972 1978

石綿対策室
0120-826-511

ダイヤルイン
045-503-5841

http://www2.aa-
material.co.jp/info/asbe
stos.html

F-800 クリソタイル 10～25 1975 1977

アーバニー クリソタイル 5～15 1982 1994

アスコット クリソタイル 10～15 1994 2001

かわら27 クリソタイル 15～20 1975 1988

グリシェイド クリソタイル 10～15 1996 2001

コロニアル クリソタイル 10～25 1961 1986

ジュネスⅠ クリソタイル 5～10 1991 1994

ジュネスⅡ クリソタイル 5～10 1991 1994

スペリアル クリソタイル 10 1996 2001

セイバリー クリソタイル 10 1996 2001

ニューコロニアル クリソタイル 10～15 1979 2001 更新

ニューミュータス クリソタイル 10～15 1995 2001

ニューランバート クリソタイル 10～15 1995 2001

ミュータス クリソタイル 10～15 1988 1994

ランバート クリソタイル 10～15 1988 1994

カラーベストシングル クリソタイル 16～22 1960 1978

カラーベストニューシン
グル

クリソタイル 16～22 1978 1989

ザルフ 1997 2001 追加

ニューアーバニー クリソタイル 0.1～1 1994 2001 追加

ニュージェネス クリソタイル 0.1～1 1994 2001 追加

ルネッサⅠ クリソタイル 0.1～1 1989 2001 追加

ルネッサⅡ クリソタイル 0.1～1 1992 2001 追加

エボルバ クリソタイル 0.1～1 1994 2001 追加

グレイスノート クリソタイル 0.1～1 1994 2001 追加

アーバンウェーブ クリソタイル 0.1～1 1997 2001 追加

http://www.kmew.co.jp
/kenkai03/kenkai.html

住宅用屋根材
（カラーベスト）

石綿問題対策本部
0570-078081

屋
根
材 クボタ

（クボタ松下電工外装株
式会社）
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

軒先同質役物 クリソタイル 15 1988 2001

ハイリッジ クリソタイル 10～15 1978 1988

大建工業株式会社
屋根材
（住宅屋根用化粧スレー
ト）

ダイケンかわら クリソタイル 10 1975 1982

お客様相談室
0120-787-505

環境・品質保証室
06-6452-6366

http://www.daiken.jp/c
/pdf/asbestopro.pdf

アスベース クリソタイル 1970 1972

石綿ギルソイドルーフィ
ング

クリソタイル 1937 1987

石綿砂付ルーフィング クリソタイル 1950 1970

石綿フェルト クリソタイル 1937 1977

フェルトンダンネツト クリソタイル 90 1978 1984

ニチアス製フェ
ルトンを裏貼り
断熱材として使
用

レアフォームダンネツト
（レアフォーム鋼板）

クリソタイル 2.5～10 1976 1991

フジ化成工業製
石綿炭酸カルシ
ウム発泡板を裏
貼り断熱材とし
て使用

住宅用屋根材 U瓦、City瓦 約10 1975 1990 屋根

ノザワエスルーフ 約10 1981 1994 屋根

ノザワ大波 約10 1931 2004 屋根・外壁

ノザワ中波 約10 1962 1999 屋根・外壁

ハイバーム 約15 1973 2004 屋根・内壁

平板 約10 1931 1985 屋根・内壁

フレキシブルシート 約15 1953 2004 屋根・内壁

ニューウェーブ クリソタイル 10～15 1983 2003

ニューウェーブⅡ クリソタイル 10～15 1994 2003

アルデージュ クリソタイル 5以下～15 1989 2003

アルデージュ・シンプル クリソタイル 5以下～15 1992 2003

アレナ・ウーノ クリソタイル 5以下 1999 2002

アレナ・トレス クリソタイル 5以下 1999 2002

エバンナ クリソタイル 5以下～15 1989 2003

ツインアート クリソタイル 10～15 1986 1991

ニューフルベスト24 クリソタイル 5～15 1987 1999

ニューフルベスト24エース クリソタイル 5～15 1987 1994

住宅用屋根材
（波型スレート）

http://www.kmew.co.jp
/kenkai03/kenkai.html

住宅用屋根材
（フルベスト）

鋼板営業部
03-5653-5159

大阪支社
06-6203-0863

http://www.nisc-
s.co.jp/press/press-
050822_2.pdf

スレート波板

スレートボード

http://www.nozawa-
kobe.co.jp/handing/han
ding01.html

石綿問題対策本部
0570-078081

http://www.kmew.co.jp
/kenkai03/kenkai.html

http://www.tajima-
roof.jp/pdf/051212asbs
t.pdf

石綿問題対策本部
0570-078081

同質役物

日鉄鋼板株式会社（統合
により日鉄住金鋼板株式
会社へ商号変更）

複合鋼板屋根材

田島ルーフィング
株式会社

ルーフィング類

クボタ
（クボタ松下電工外装株
式会社）

屋
根
材

株式会社ノザワ

松下電工株式会社
（クボタ松下電工外装株
式会社）
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

フルベスト・リード クリソタイル 5以下～10 1994 2000

フルベスト・リードⅡ クリソタイル 5以下～10 1995 2002

フルベスト・リードDX クリソタイル 5以下～10 1996 2000

フルベスト・リードストラ
イプ

クリソタイル 5以下～10 1995 2002

フルベスト16 クリソタイル 10～15 1971 1978

フルベスト20 クリソタイル 5以下～15 1988 2003

フルベスト24-05 クリソタイル 10～15 1978 1982

フルベスト24-10 クリソタイル 10～15 1978 1987

フルベスト24-10エース クリソタイル 5～10 1981 1987

フルベストエース クリソタイル 10～15 1979 1987

フルベストリード24 クリソタイル 10～15 1997 1999

うろこ クリソタイル 5以下～15 1986 2001

玄晶Ⅰ クリソタイル 5以下～15 1986 2001

玄晶Ⅱ クリソタイル 5以下～15 1986 2001

ヒシ クリソタイル 5以下～15 1986 2001

住宅用屋根材
（ワンダシリーズ）

ワンダ・ストーン クリソタイル 2001 2002 追加

洋風用面戸瓦、半瓦、
片流れ用棟瓦

クリソタイル 5～10 1994 2003

和風用面戸瓦、半瓦 クリソタイル 5～10 1994 2003

同質役物
（ニューウェーブ用）

面戸瓦、急勾配用棟
瓦、片流れ用棟瓦

クリソタイル 10～15 1983 2003

三菱マテリアル建材株式
会社

石綿スレート クリソタイル 1958 2003
http://www.mmkz.co.jp
/

不燃内装壁材
イーター

クリソタイル 1990 1995

不燃内装壁材
ダンカー

クリソタイル 1981 2003
杢出タイプ
ピーリングタイプ
パネルタイプ

準不燃ピーリング クリソタイル 1972 1981
ピーリングタイプ
パネルタイプ

アスベスト関連記事削除

内装タイル・ボード
セット商品

イナパネット クリソタイル 5～15 1978 1995

住宅用内装タイル下地材 ガイドボード クリソタイル 5～20 1985 2003

住宅用屋根材
（フルベスト）

石綿問題対策本部
0570-078081

住宅用屋根材
（フルセラム）

屋
根
材

松下電工株式会社
（クボタ松下電工外装株
式会社）

お客様相談セン
ター
0120-1794-00

http://www.inax.co.jp/
warnings/050818/

同質役物
（ニューウェーブⅡ用）

http://www.kmew.co.jp
/kenkai03/kenkai.html

http://www.woodtec.co
.jp/

石綿スレート朝日ウッドテック株式会社

株式会社INAX（仕入部材）

内
装
材
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

エイロックタフ クリソタイル 6.9 1971 1976 壁面 更新

エイロックドリーム クリソタイル 6.9 1972 1974 壁面 更新

エイロックプリント クリソタイル 6.9 1971 1976 壁面 更新

プレストンプリント 6.9 1973 1976 壁面 追加

ハイブレストン 20 1973 1976 下地材 追加

ウォールストンタフ クリソタイル 4.4 1971 1976 壁面 更新

無煙 クリソタイル 4.4 1971 1976 天井材 更新

ウォールストン万葉 4.4 1973 1976 天井 追加

ウォールストン銘木 4.4 1973 1976 壁面 追加

内壁材 英雄不燃 クリソタイル 10～20 1972 1975 削除

パルプセメント板 エイロックタフ 6.9 1976 1979 壁面 追加

ケイ酸カルシウム板第二種 ケイカライト 1971 1987

ハイラック・アスベストン
（一般品）

不明 1992

ハイラック・アスベストン
（特注品）

不明 2002

エフジーボード
（一般品）

1977 1992

エフジーボード
（特注品）

1977 1993

壁紙 無機質壁紙 クリソタイル 1972 1987

床材 サンゲツフロア クリソタイル 1979 1990

SC クリソタイル 10～20 1974 1991 内部腰壁 ビル建材

TAW クリソタイル 10～20 1974 1991 内部腰壁 ビル建材

TCW クリソタイル 10～20 1974 1991 内部腰壁 ビル建材

オトテン クリソタイル 1～4 1980 1986

ダイロートンEX クリソタイル 1～4 1985 1986

ダイロートン準不燃 クリソタイル 1～4 1977 1986

ダイロートン不燃 クリソタイル 1～4 1964 1987

輸出用ダイロートン クリソタイル 1～4 1969 1986

防火フロテン クリソタイル 1～2 1977 1986

内壁材
（ケイ酸カルシウム板）

カベタイルシステムバス
用

クリソタイル 15 1988 1997

http://www.shinnikkei.c
o.jp/company/asbestos
/products.html

http://www.eidai.com/n
otice/backnumber/noti
ce_asbestostop.html

http://www2.aa-
material.co.jp/info/asbe
stos.html

http://www.sangetsu.co
.jp/company/report/05
0922.pdf

ロックウール吸音板

耐火ボード
（ケイ酸カルシウム板）

ケイ酸カルシウム板

繊維補強石膏板

パルプセメント板 お客様相談セン
ター
0120-685-110

cs@eidai-
sangyo.co.jp

問合せフォーム

石綿対策室
0120-826-511

ダイヤルイン
045-503-5841

マーケティング課広
報担当
052-564-3314

永大産業株式会社（仕入
材）

株式会社サンゲツ

株式会社エーアンドエー
マテリアル

大建工業株式会社

お客様相談室
0120-787-505

環境・品質保証室
06-6452-6366

http://www.daiken.jp/c
/pdf/asbestopro.pdf

内
装
材

内装天井材　一般住宅・ビ
ル店舗用
（ロックウール吸音板）

永大産業株式会社

新日軽株式会社
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

5～15 1972 1980

5以下 1981 1991

5～15 1978 1980

5以下 1981 1991

5～15 1976 1980

5以下 1981 1982

カベサイトM
アモサイト/ク
リソタイル

5以下 1986 1991

内壁材
（スラグせっこう板）

カベタイル台所・洗面用 クリソタイル 5 1984 1995

オトカベ クリソタイル 2 1985 1986

2 1971 1985

2～3 1976 1986

断熱カベモード防火 クリソタイル 2 1982 1986

ACフロア クリソタイル 1974 1986

クッションフロアCH・C クリソタイル 1973 1978

コンマルチ クリソタイル 1978 1986

Pタイル、Mタイル クリソタイル 1955 1986

アスファルトタイル クリソタイル 1952 1970

コンダクティブタイル（コ
ンタイル）

クリソタイル 1970 1986

ソフトン クリソタイル 1960 1979

耐酸、耐油、耐熱タイル クリソタイル 1959 1986

トラバーチン・ファインス
レート

クリソタイル 1975 1986

パステラル クリソタイル 1983 1986

ピサロン・ピサロンツ
イード

クリソタイル 1969 1986

ピサロンカジュアル クリソタイル 1980 1984

プラスタイル（P、M、テ
ラゾー、Q）

クリソタイル 1953 1976

フリントタイル（RE・面取
タイル・クラフトⅠ/Ⅱ）

クリソタイル 1972 1986

ラックス

カベサイトF-不燃

カベサイトL

シート（輸入品）

内壁材
（ロックウール成形板）

アモサイト/ク
リソタイル

カベロック クリソタイル

アモサイト/ク
リソタイル

アモサイト/ク
リソタイル内壁材

（ケイ酸カルシウム板）

お客様相談室
0120-787-505

環境・品質保証室
06-6452-6366

http://www.daiken.jp/c
/pdf/asbestopro.pdf

大建工業株式会社

内
装
材

株式会社タジマ

タイル

03-3913-6161
http://www.tajima.co.jp
/news/files/0055.pdf
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

フリントタイル（SR・クラ
フトⅢ）

クリソタイル 1979 1985

マチスタイル クリソタイル 1954 1970

モンドリアン クリソタイル 1976 1978

コンマルチタイル クリソタイル 1978 1986

フリントタイル クリソタイル 1972 1975

アスベストフロア
（ニチアスフロア）

クリソタイル 15～25 更新

シグマフロア クリソタイル 15～25 更新

化粧塗り材 ミネラックス クリソタイル 1～10 更新

キャスライト-H アモサイト 10～20 更新

キャスライト-L アモサイト 10～20 更新

ニチアスパネルL
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 更新

ニチアスパネルS
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 更新

フェルトン クリソタイル 90 更新

ブルーフェルト一般用 クロシドライト 90 更新

ホームラックス
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 更新

ラックスD
アモサイト/ク
リソタイル

5～15 更新

アスラックス
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 更新

アスベストラックス
（ニチアスラックス）

アモサイト/ク
リソタイル

10～20 更新

Nｐ-ラックス
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 更新

ホームタイル
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 更新

アスベストラックス
（孔あき吸音板）

アモサイト/ク
リソタイル

10～20 更新

アスベストラックス
（貫通板）

アモサイト/ク
リソタイル

10～20 更新

アストップ クリソタイル 60～70 更新

03-3913-6161
http://www.tajima.co.jp
/news/files/0055.pdf

タイル（輸入品）

内
装
材

ニチアス株式会社

ケイ酸カルシウム板第一
種

株式会社タジマ

タイル

ケイ酸カルシウム板第二
種

ケイ酸カルシウム床材

アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

5～10 1960 1986

12 1976 1987
スルーチップタ
イルのみ

トレモライト 10～15 1968 1986

耐酸タイルのみ
トレモライトは労
働安全衛生法
施行令の扱い
はクリソタイルと
同じ

ソーラトン クリソタイル 4 1971 1981

クリソタイル 3～5 1975 1981

クリソタイル 1 1981 1982

クリソタイル 3～4 1976 1981

クリソタイル 4 1982 1987 深彫り品のみ

ミネラートン クリソタイル 2 1968 1969

ケイ酸カルシウム板2種 ベストライト（ボード）
アモサイト/ク
リソタイル

10 1965 1980

ケイ酸カルシウム板3種 タイカライトボード
アモサイト/ク
リソタイル

2.1～3.9 1968 1987

ケイ酸カルシウム板4種 タイカライトコラム アモサイト 6.8 1978 1985

調湿建材 ミュージライト アモサイト 3.9 1980 1987

ケイ酸カルシウム板第一種 ケイカレックス 約10 1985 1992 内壁

ケイ酸カルシウム板第二種 コーベライト 約3 1984 1987 柱・梁 更新

スレートボード アスベニア 約10 1955 1980 内壁

AC-FS 約22 1986 2004 内壁

ハイパート 約22 1998 2001 内壁

バイタレックス 約15 1985 2001 トンネル内壁 住宅には不使用

石綿セメント板 準不燃　不動 クリソタイル 15～20 1972 1983

不燃　火の守ライト クリソタイル 10 1981 1985

不燃　火の守 クリソタイル 10 1979 1981

繊維フライアッシュ混入セ
メント板

準不燃
火の守エース

クリソタイル 4 1979 2003

株式会社ノダ（仕入） 炭酸マグネシウム不燃ボード うずしお不燃ボード クリソタイル 15～20 1975 1977

フクビリューム クリソタイル 1974 1987 追加

フクビリューム重歩行 クリソタイル 1978 1989 追加

ソーラトン軒天

ソーラトン本実

03-5687-6222

ビニル系床材

ロックウール化粧吸音板

ニットータイル

クリソタイル

日本インシュレーション株
式会社

ビニール系床材

その他ボード

石綿セメントケイ酸カルシ
ウム板

株式会社ノザワ

日東紡
http://www.nittobo.co.j
p/news/pdf/050811.pdf

管理本部
06-6633-7323

03-5687-6222
http://www.noda-
co.jp/pdf/78792005072
9.pdf

http://www.nozawa-
kobe.co.jp/handing/han
ding01.html

アスベスト委員会
03-3514-8895

http://www.jic-
bestork.co.jp/modules/
xfsection/html/pdf/AS_
nenpyou_051212.pdf?P
HPSESSID=eb12ec246
0cfe1ac32ae0eedb4a78
897

http://www.noda-
co.jp/pdf/78792005072
9.pdf

環境本部　環境・安
全部
0776-38-8007

内
装
材

株式会社ノダ（購入）

フクビ化学工業株式会社
http://www.fukuvi.co.jp
/company/asbestos.ph
p
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

フクビ化学工業株式会社 ケイ酸カルシウム板 OA　LKPパネル クリソタイル 1989 1997 削除
環境本部　環境・安
全部
0776-38-8007

http://www.fukuvi.co.jp
/company/asbestos.ph
p

音場天 クリソタイル 3 1980 1985

天井材ロッキー クリソタイル 3 1973 1985

彫り壁 クリソタイル 3 1980 1985

彫り天 クリソタイル 3 1973 1985

和風天 クリソタイル 3 1980 1985

天井材 システム天井用天井板 クリソタイル 1975 1985

不燃和室用天井材 数寄屋杉　不燃和天 クリソタイル 5未満 1987 1999

ビニール床タイル パンタイル　ビルカ クリソタイル 3 1963 1978

ホーロー鋼板裏打材 クリーンウォール クリソタイル 10～15 1982 1990

アモサイト 1972 1993

クリソタイル 1972 1997

リリカラ株式会社 壁紙 無機質壁紙 クリソタイル 1970 1989
マーケティング部・
広報
03-3366-7843

http://www.lilycolor.co.j
p/whatsnew/pdf/asbes
tos0823.pdf

YKKap株式会社
ビル用間仕切　防火仕様
（ケイ酸カルシウム板）

アモサイト/ク
リソタイル

10～20 1972 1992 フラッシュ板 問合せフォーム
http://www.ykkap.co.jp
/cominfo/asbestos/ind
ex.asp

タイルパネル下地材 クリソタイル 1～3 1973 2004

クリソタイル 2～3 1980 1989
壁タイル、床
タイル接着用

クリソタイル 1～3 1983 1988
床タイル接着
剤

システムトイレ タイルパネル下地材 クリソタイル 1～3 1990 2003

キッチン用水栓金具 パッキン クリソタイル 75～80
1960年

代
1991

接続部の
シール材等

アモサイト/ク
リソタイル

3～20 1975 1987
タイルカウン
ター用下地

クリソタイル 3～20 1975 1992
タイルカウン
ター用下地

バス水栓金具、洗面器・手
洗器用水栓金具

パッキン クリソタイル 75～80
1960年

代
2002

接続部の
シール材等

3～3.4 不明 2004 脚固定用

2.8 1998 2000 脚固定用

http://www.mew.co.jp/
corp/oshirase/050721/
index.html

株式会社INAX

ケイ酸カルシウム板

松下電工株式会社

三菱マテリアル建材株式
会社

お客様相談セン
ター
0120-1794-00

http://www.inax.co.jp/
warnings/050818/

http://www.mmkz.co.jp
/

石綿対策本部
大阪06-6908-1131
東京03-6218-1131

ロックウール天井材

内
装
材

住
宅
設
備
機
器

接着剤（添加剤） クリソタイル

株式会社INAX（仕入部材）

ユニットバスルーム

松下電工株式会社（外注
先で製造）

システムキッチン ハイラック

ユニットバスルーム
接着剤（添加剤）
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

接着剤（添加剤） クリソタイル 4.3 不明 2003
壁タイル用フ
レーム接着
剤

耐火パイプ クリソタイル 2～15 不明 1989
排水管耐火
被覆材

銅フレキ管パッキン クリソタイル 67 不明 2004 止水用

アモサイト 10～20 1975 1993
レンジフード
横キャビネッ
ト

クリソタイル 5未満 1975 1993
レンジフード
横キャビネッ
ト

リモコンフラッシュバルブ パッキン クリソタイル 75～80
1960年

代
1991

接続部の
シール材等

ユニットバスルーム 接着剤（添加剤） クリソタイル 1未満 1998 2005

給水給湯配管パッキン クリソタイル 67 不明 2004 止水用

スペーサー クリソタイル 13～22 不明 2004 レベル調整用

Cパネル、ネオストーン
パネル、NSパネル

クリソタイル 13～22 1991 2001
無機質化粧
壁パネル

セメントボード クリソタイル 13～22 1973 2004
タイルパネル
下地

温水洗浄便座、温水洗浄
便座付便器

パッキン クリソタイル 75～80
1970年

代
1991

銅管と給水
部との止水

システムトイレ セメントボード クリソタイル 13～22
1980年

代
2004

タイルパネル
下地

水洗トイレタンク金具
（ボールタップ）

パッキン クリソタイル 75～80
1960年

代
1991

接続部の
シール材等

洗面器、手洗器の排水栓 パッキン クリソタイル 75～80 不明 2000
接続部の
シール材等

和風便器用耐火カバー 耐火カバー クリソタイル 10 1986 1989

ビルの2F以
上にスラブを
貫通させて和
風便器を設
置する場合
に用いた耐
火カバー

小便器排水トラップ パッキン クリソタイル 75～80 不明 2005 トラップ排水口

ガス給湯器 パッキン クリソタイル 65～90 不明 2005

バーナー、給
排気部シー
ルパッキン、
接水部

アーバントイレ

住
宅
設
備
機
器

株式会社INAX（仕入部材）

ユニットバスルーム

お客様相談セン
ター
0120-1794-00

http://www.inax.co.jp/
warnings/050818/

不燃板

アーバントイレ
（セメントボード）
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

石油給湯器 パッキン クリソタイル 65～90 1987 2002
接続部パッ
キン等

乾燥機　オカラット パッキン クリソタイル 75～80 2002 2005
フランジパッ
キン等

75～80 1989 2005
ユニット本体
と嵩上げ部
材接続部

70～80 1989 2005
フランジパッ
キン等

60～70 不明 2005
防爆・密閉型
照明器具

75～80 不明 2005
フランジパッ
キン等

キッチン ピアライン クリソタイル 5～10 1973 1987
シンク裏防露
材

コーディネートキッチン
CK

クリソタイル 1～10 1984 1994
シンク裏防露
材

コーディネートキッチン
CK・セレラ

クリソタイル 15 1984 1999
不燃吊戸棚
側板、底板

更新

17 1992 2001 タイル壁基板 更新

15 1992 2002 壁面材・FK材 更新

9～13 1992 1996
壁面材・ケイ
酸カルシウム
板

17 2001 2002
壁面材・M
ウッド基板

更新

17 2001 2002
壁面材人造
大理石壁基
板

更新

9～13以下 1983 1989 側板・底板

9～13以下 1983 1989 側板・底板

浴室ユニット　COSSⅡ岩
肌パネル
（ケイ酸カルシウム板）

壁パネル クリソタイル 15以下 1993 1995 表面材

浴室ユニット　COSS石目
パネル
（ケイ酸カルシウム板）

壁パネル クリソタイル 3～20以下 1991 1992 裏面全面

クリソタイル

クリソタイル

cs@eidai-
sangyo.co.jp

ユニットバス バノピアEBシリーズ

http://www.eidai.com/n
otice/backnumber/noti
ce_asbestostop.html

永大産業株式会社（仕入
材）

不燃仕様吊戸棚

システムキッチン

真空搬送システム

お客様相談セン
ター
0120-685-110

株式会社INAX（仕入部材）
お客様相談セン
ター
0120-1794-00

http://www.inax.co.jp/
warnings/050818/

クリナップ株式会社

カスタマーサポート
推進部　カスタマー
センター
0120-126-174

http://www.cleanup.co.j
p/important/asbestos.s
html

住
宅
設
備
機
器

排水処理システム

クリソタイル

システムキッチン
（ケイ酸カルシウム板）

クリソタイル

パッキン

パッキン
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

浴室ユニット　COSS岩肌
パネル
（ケイ酸カルシウム板）

壁パネル クリソタイル 15以下 1991 1998 表面材

浴室ユニット　きらら
（ケイ酸カルシウム板）

壁パネル クリソタイル 3～20以下 1988 1992 裏面全面

公住型キッチン 不燃吊戸棚 クリソタイル 15 1964 2004 側面

マントル型レンジフード
用ステンレスパネル

クリソタイル 10～20 1991 1992 裏面

加熱機器収納キャビ
ネット

クリソタイル 15 1978 1987 内面

セクショナルキッチン
ステンレス防熱板（壁面
用）

クリソタイル 15 1972 1987 裏面

シンク クリソタイル 11 1964 1987
裏面防滴材
（塗料）

不燃吊戸棚 クリソタイル 5～15 1972 1992 側面及び下面

ミニキッチン 上台キャビネット クリソタイル 15 1973 2004
背面・天面・
幕板・中棚側
面

一部仕入れ

システムバス
壁パネル（タイル壁、無
機質壁）

クリソタイル 10～20 1986 1999

サンウエーブ工業株式会
社（仕入品）

システムキッチン クリソタイル 10～20 1984 1992
レンジフード
パネル接続
部

システムキッチン フード用不燃材 クリソタイル 約80 1986 2001

約15 1986 1996

約15 1996 2001

耐火被覆塩ビ排水管 クリソタイル 約20 不明 1989

タイル壁基板 クリソタイル 約22 1980 2004

ユニットバス
システムバス
（化粧無機質板）

ナチュラルクラフトパネ
ル壁基材

クリソタイル 約15 1988 2002

サウナ パネルヒーター用取付板 クリソタイル 約5 1983 1991

ウォシュレット 分岐金具パッキン クリソタイル 約65 不明 1992

システムトイレ タイル壁パネル基板 クリソタイル 約7～10 1987 1992

水栓金具 給水栓パッキン クリソタイル 約65 不明 1989

大便器小便器洗面器その
他

Pシール、Pシールガス
ケット

クリソタイル 約5 不明 2004

ガス給湯機 接続口用断熱パッキン クリソタイル 約75～85 不明 2002

システムキッチン
BSK

システムキッチン

セクショナルキッチン
システムキッチン

住
宅
設
備
機
器

クリナップ株式会社

お客様センター
0120-190521

http://www.sunwave.co
.jp/info/050831/index.h
tml

http://www.cleanup.co.j
p/important/asbestos.s
html

http://www.com-
et.com/announce/asbe
stos/index.htm

東陶機器株式会社
（TOTO）

ユニットバス
システムバス

サンウエーブ工業
株式会社

キャビネット用不燃ボー
ド

クリソタイル

カスタマーサポート
推進部　カスタマー
センター
0120-126-174
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

耐熱シール部パッキン クリソタイル 70～80 不明 2002

風呂配管接続パッキン クリソタイル 約75～85 不明 2002

接続口用断熱パッキン クリソタイル 約75～85 不明 2001

耐熱シール部パッキン クリソタイル 70～80 不明 2003

風呂配管接続パッキン クリソタイル 約75～85 不明 2002

小型電気温水器
REDシリーズボールタッ
プ部パッキン

クリソタイル 約67 1993 1999

SUS給水管用継手パッ
キン

クリソタイル 約76 1987 2005

耐火被覆塩ビ排水管
（ジャバラ管）

クリソタイル 約12 1987 2003

耐火被覆塩ビ排水管
（直管、継手）

クリソタイル 約12 1987 1989

タイル前面板基板 クリソタイル 約7～10 1987 1992

ライニングコンポ前面版 クリソタイル 約7～10 1990 1992

和便床パネル クリソタイル 約15 1991 2005

システムキッチン
バジェット
（ケイ酸カルシウム板）

不燃吊戸棚 クリソタイル 5以下 1988 1992 側板・底板

システムキッチン
メイユール
（ケイ酸カルシウム板）

不燃吊戸棚 クリソタイル 5以下 1984 1992 側板・底板

システムキッチン　LS
（ケイ酸カルシウム板）

不燃吊戸棚 クリソタイル 5以下 1990 1992 側板・底板

水栓金具
（アスベスト補強ゴムパッ
キン）

システムキッチン・洗面
化粧台用水栓金具

クリソタイル 5～10 不明 1989
混合水栓と
給湯・給水配
管のパッキン

セクショナルキッチン
セラティ
（ケイ酸カルシウム板）

不燃吊戸棚 クリソタイル 5以下 1992 1992 側板・底板

セクショナルキッチン
リーブル
（ケイ酸カルシウム板）

不燃吊戸棚 クリソタイル 5以下 1992 1992 側板・底板

セクショナルキッチン
レピーノ
（ケイ酸カルシウム板）

不燃吊戸棚 クリソタイル 5以下 1992 1992 側板・底板

住
宅
設
備
機
器

東陶機器株式会社
（TOTO）

トステム株式会社

ライニングユニット

石油給湯機

http://www.com-
et.com/announce/asbe
stos/index.htm

kouhoubu@exc.to
stem.co.jp

【トステム】過去に販売
したアスベスト配合製
品について(アスベスト
配合材料を用いた製
品)

ガス給湯機
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

システムバス　LS
（ケイ酸カルシウム板）

タイルパネル クリソタイル 5～10 1989 1993
浴室壁補強
下地材

システムバス　SKHJC
（繊維強化セメント板）

化粧パネル（ナチュラル
パネル）

クリソタイル 5～15 1991 1994 浴室壁材

システムバス　クイーン
（ケイ酸カルシウム板）

タイルパネル クリソタイル 5～10 1986 1993
浴室壁補強
下地材

システムバス　グラト
（ケイ酸カルシウム板）

タイルパネル クリソタイル 5～10 1988 1993
浴室壁補強
下地材

システムバス　レフィノ
（ケイ酸カルシウム板）

タイルパネル クリソタイル 5～10 1989 1993
浴室壁補強
下地材

システムバス　レフィノⅡ
（繊維強化セメント板）

ナチュラルパネル クリソタイル 5～15 1995 2000 浴室壁材

システムバス　レフィノBF
（繊維強化セメント板）

ナチュラルパネル クリソタイル 5～15 1996 2000 浴室壁材

システムバス
レフィノLSⅡ
（繊維強化セメント板）

ナチュラルパネル クリソタイル 5～15 1995 2001 浴室壁材

システムバス
レフィノノングレ
（繊維強化セメント板）

ナチュラルパネル クリソタイル 5～15 1999 2000 浴室壁材

システムユーティリティー
ルーム　UR
（繊維強化セメント板）

ナチュラルパネル クリソタイル 5～15 1999 2001 UR壁材

システムトイレルーム
（繊維強化セメント板）

ナチュラルパネル クリソタイル 5～15 1997 2001 TR壁材

システムキッチン 不燃アッパー側板 クリソタイル 5以下 1990 1992

システムバス
SBCシリーズ

壁パネル クリソタイル 22 1992 1998

システムバス
SBDシリーズ

壁パネル クリソタイル 10 1989 1995

システムバス
SBLシリーズ

壁パネル クリソタイル 22 1988 1996

システムバス
SBMシリーズ

壁パネル クリソタイル 22 1991 1996

システムバス
SBPシリーズ

壁パネル クリソタイル 22 1991 1996

トステム株式会社

住
宅
設
備
機
器

株式会社ノーリツ

kouhoubu@exc.to
stem.co.jp

【トステム】過去に販売
したアスベスト配合製
品について(アスベスト
配合材料を用いた製
品)

http://www.noritz.co.jp
/contact/important/05
/index.html

お客様相談セン
ター
0120-977-300
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

システムバス
シャワーキャビン

壁パネル クリソタイル 5 1998 2001

システムバス
ユパティオAシリーズ

壁パネル クリソタイル 5 1996 1998

システムバス
ユパティオMTAシリーズ

壁パネル クリソタイル 5 1998 2000

システムバス
ユパティオMUAシリーズ

壁パネル クリソタイル 5 1997 2000

システムバス
ユパティオMUBシリーズ

壁パネル クリソタイル 5 1997 2000

システムバス
ユパティオMUCシリーズ

壁パネル クリソタイル 5 1999 2000

システムバス
ユパティオMシリーズ

壁パネル クリソタイル 5～22 1996 1999

システムバス
ユパティオSTAシリーズ

壁パネル クリソタイル 5 1998 2000

システムバス
ユパティオSUAシリーズ

壁パネル クリソタイル 5 1998 2001

システムバス
ユパティオSシリーズ

壁パネル クリソタイル 5～22 1995 2000

水栓
システムバス、システム
キッチン用水栓金具

1990年以前まで
石綿を使用

ホームサウナ
SNF-Aシリーズ

内装下地材（壁）
内装仕上材（天井）
ストーブガード

クリソタイル 15 1998 1990

ホームサウナ
SNF-Bシリーズ

内装下地材（壁）
内装仕上材（天井）
ストーブガード

クリソタイル 15 1990 1994

ホームサウナ
SNF-H/Sシリーズ

内装下地材（壁）
内装仕上材（天井）
ストーブガード

クリソタイル 5 1996 1999

ホームサウナ
SNF-LBシリーズ

内装下地材（壁）
内装仕上材（天井）
ストーブガード

クリソタイル 15 1991 1994

ホームサウナ
SNF-LBシリーズ

内装下地材（壁）
内装仕上材（天井）
ストーブガード

クリソタイル 5 1995 1999

http://www.noritz.co.jp
/contact/important/05
/index.html

住
宅
設
備
機
器

株式会社ノーリツ
お客様相談セン
ター
0120-977-300
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

10～15 1985 1994

5 1994 1998

ガス給湯器 パッキン クリソタイル 70～90 不明 2001

石油給湯機 パッキン クリソタイル 80～90 不明 2001

温水ボイラー パッキン クリソタイル 80～90 不明 2005

システムキッチン クリソタイル 9～13 1986 1994

ウォールキャ
ビネット不燃
仕様の側板
（レンジ側）及
び天板の一
部

ミニキッチン クリソタイル 15以下 1989 2002
上部背板・側
板・天板

システムキッチン 不燃吊戸棚 クリソタイル 3～10 1986 1992
側板、底板、
フード幕板

集合住宅用キッチン 不燃吊戸棚 クリソタイル 3～10 1981 1992
側板、底板、
フード幕板

15 1976 1996

加熱調理器
側サイドパネ
ル、バックパ
ネル、仕切板

15 1976 1985 天板

壁貫通風呂釜用浴槽 タイル仕様壁パネル クリソタイル 10～15 1979 1988
製品組立接
着剤

浴室ユニット タイル仕様壁パネル クリソタイル 3 1988 2001 裏面補強材

浴室ユニット、浴槽 クリソタイル 10～15 1976 1988
製品組立接
着剤

浴槽（ヒーティングバス） クリソタイル 不明 1978 1990
水通路パッ
キン

ガス風呂釜、ガス給湯
機

クリソタイル 60～90 1976 1993

燃焼部・排気
部接続パッ
キン、水通路
パッキン

石油風呂釜、石油給湯
機

クリソタイル 70～90 1984 1993

燃焼部・排気
部接続パッ
キン、水通路
パッキン

http://www.noda-
co.jp/pdf/78792005072
9.pdf

ミニキッチン

キッチン
（ケイ酸カルシウム板）

03-5687-6222

クリソタイル

http://www.noritz.co.jp
/contact/important/05
/index.html

お客様センター
0120-80-1761

株式会社ノダ（仕入）

株式会社ノーリツ
お客様相談セン
ター
0120-977-300

ホームサウナ
SNRシリーズ

内装下地材（壁）
内装仕上材（天井）

クリソタイル

株式会社日立ハウステッ
ク

http://www.hitachi-
ht.com/topics/1120050
916.html

住
宅
設
備
機
器

熱機器
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

合併処理浄化槽 クリソタイル 10～15 1973 1988
製品組立接
着剤

単独処理浄化槽 クリソタイル 10～15 1981 1988
製品組立接
着剤

Nationalシステムキッチン
（ケイカル板）

クリソタイル 10～15 1978 1992

レンジフード
用吊戸下面、
不燃吊戸側
面・底面、不
燃化粧パネ
ル

旧松下電器産
業製

USK特需キッチン クリソタイル 5以下 1988 1991
不燃ユニッ
ト、フィラー等

アイデルシリーズ クリソタイル 10～15 1993 1997 不燃ユニット

クリソタイル 10～15 1981 1997

不燃フィ
ラー、パネル
電子レンジ用
ユニット

システムキッチン　NAIS
キッチン（石膏ボード）

クリソタイル 1.5以下 1981 1986
不燃パネル、
ユニット

システムキッチン　NAIS
キッチン（フレキ板）

クリソタイル 10～15 1995 1999
ロール家電
収納

システムキッチン　マイ
キッチン（フレキ板）

MK、MK-2、MK-3、MK-
E、MK-S

クリソタイル 10～15 1983 1999 上部ユニット

Nationalコンパクトキッチン
（フレキ板）

クリソタイル 10～15 1989 1977
コンロ側側
板、天板・背
板

クリソタイル 10～17 1978 1992

レンジフード
用吊戸下面、
不燃吊戸側
面・底面

旧松下電器産
業製

アモサイト/ク
リソタイル

4～14 1978 1992

レンジフード
用吊戸下面、
不燃吊戸側
面・底面

キッチン番 クリソタイル 20 1975 1987

キッチン番Eシリーズ クリソタイル 5未満 1989 2001

システムキッチン、洗面化
粧台、トイレ手洗器、浴室
ユニット関連水栓金具

給水栓パッキン クリソタイル 約65～76 不明 1991

台所用不燃内装壁材 キッチンカベ クリソタイル 20以下 1987 1988

キッチン建材

松下電工株式会社

システムキッチン　NAIS
キッチン（ケイカル板）

浄化槽
http://www.hitachi-
ht.com/topics/1120050
916.html

http://www.mew.co.jp/
corp/oshirase/050721/
index.html

松下電工株式会社（外注
先で製造）

石綿対策本部
大阪06-6908-1131
東京03-6218-1131

住
宅
設
備
機
器

株式会社日立ハウステッ
ク

お客様センター
0120-80-1761

Nationalシステムキッチン
（ケイカル板）
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造
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製造

終了年
販売

開始年
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終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

台所用不燃内装壁材 キッチンカベ 5以下 1988 1993

ジェット噴流バス 配管平パッキン クリソタイル 約75 1981 1996
ジェットバス
配管部

浴室ユニット
床アジャスタボルト接着
剤

クリソタイル 約4.8 1994 2004

浴室ユニット　LXシリーズ
洋風
（フレキシブルボード）

グランドグラニット壁パ
ネル

クリソタイル 約15 1997 2004

約4.5 1989 1993
旧松下電器産
業製

約15 1989 2001
旧松下電器産
業製

浴室ユニット　戸建住宅用
システムバス
（フレキシブルボード）

ネオセライト壁パネル クリソタイル 約15 1984 2003

浴室ユニット　集合住宅、
戸建住宅用
（フレキシブルボード）

タイル壁パネル クリソタイル 約17 1981 1998

浴室ユニット　集合住宅用
（フレキシブルボード）

ネオセライト壁パネル クリソタイル 約4.5 1987 2003

ネオセオライト壁パネル クリソタイル 約18 1986 1987

タイル壁パネル クリソタイル 約17 1987 1995
旧松下電器産
業製

浴室ユニット　和風GW、
DWシリーズ、LXシリーズ
和風
（フレキシブルボード）

檜壁パネル クリソタイル 約15 1990 2000

20以下 1985 1988

5以下 1988 1993

ホームサウナ　実汗、リア
ルスウェット
（ケイ酸カルシウム板）

内装パネル クリソタイル 約17 1985 1995

システムトイレ　テリオット
（フレキシブルボード）

ネオセライト壁パネル クリソタイル 約4.5 1989 1999

3型 クリソタイル 13 1973 1986

4型 クリソタイル 13 1975 1986

グランドシリーズ1型 クリソタイル 13 1979 1986

グランドシリーズ2型 クリソタイル 13 1981 1984

バスカベDX クリソタイル

パナセラム壁パネル

石綿対策本部
大阪06-6908-1131
東京03-6218-1131

クリソタイル

住
宅
設
備
機
器

マントルピース

松下電工株式会社（外注
先で製造）

浴室ユニット　戸建住宅用
（フレキシブルボード）

浴室ユニット　集合住宅、
戸建住宅用
（フレキシブルボード）

浴室用不燃水廻り内装材

http://www.mew.co.jp/
corp/oshirase/050721/
index.html
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造
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製造

終了年
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開始年
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終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

安全増防爆型非常灯（直付） パッキン クリソタイル 1982 1994

安全増防爆型非常灯（パ
イプ吊）

パッキン クリソタイル 1982 2000

住宅用照明器具　ダウン
ライト

トリムレスダウンライト
本体

クリソタイル 1977 1983

耐圧防爆型携帯電灯 パッキン クリソタイル 1971 2005

耐圧防爆型水銀灯（構内吊） パッキン クリソタイル 1976 1999

耐圧防爆型水銀灯（直
吊、ブラケット）

パッキン クリソタイル 1976 1999

耐圧防爆型水銀灯（パイ
プ吊）

パッキン クリソタイル 1976 1994

耐圧防爆型水銀灯安定器
併置型（直吊、ブラケット）

パッキン クリソタイル 1983 2000

耐圧防爆型水銀灯安定器
併置型（パイプ吊）

パッキン クリソタイル 1983 1994

耐圧防爆型投光器 パッキン クリソタイル 1989 1997

耐圧防爆型投光器　安定
器併置型

パッキン クリソタイル 1989 1997

耐圧防爆型白熱灯（直
吊、ブラケット）

パッキン クリソタイル 1980 1997

耐圧防爆型白熱灯（パイ
プ吊）

パッキン クリソタイル 1980 1994

耐圧防爆型非常用白熱灯
（直吊、ブラケット、構内
灯）

パッキン クリソタイル 1980 1999

密閉型水銀灯 パッキン クリソタイル 1976 2005

不燃仕様吊戸棚
（不燃材）

クリソタイル 10 不明 1991 側板、底板

水切りカバー
集合物件用（不燃材）

クリソタイル 15～20 不明 1991 下地材

FPKシリーズ クリソタイル 15～20 不明 2004 背板、側板

IUシリーズ クリソタイル 15 不明 2004
上台の背板、
天板、側板、
吊戸棚側板

MKUシリーズ クリソタイル 15～20 不明 1990
上台の背板、
天板、側板、
幕板

品質保証部　尼崎
品質保証課
06-6482-6319

石綿対策本部
大阪06-6908-1131
東京03-6218-1131

松下電工株式会社（外注
先で製造）

住
宅
設
備
機
器

株式会社ミカド

ミニキッチン
（不燃材）

http://www.mew.co.jp/
corp/oshirase/050721/
index.html

http://www.micado-
kitchen.com/user/news
/20051020.html
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（％）
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終了年
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エマーブル鏡面壁 クリソタイル 17 不明 2001
壁パネル裏
打ち材

フィーブ クリソタイル 17 不明 2001
壁パネル裏
打ち材

フィーブG クリソタイル 17 不明 2001

ラスミル クリソタイル 17 不明 2001
壁パネル裏
打ち材

キャビネット用不燃パネ
ル

クリソタイル 15以下 1987 1992

フード用パッキン クリソタイル 70～90 1987 1993

キャビネット用不燃パネ
ル

クリソタイル 15以下 1987 1992

フード面断熱材
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 1984 1992

10以下 1990 1991

5以下 1991 1994

キッチン　プロト フード側パネル
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 1990 1994

キッチン　ホームキッチン
キャビネット用不燃パネ
ル

クリソタイル 15以下 1978 1987

キッチン
システムキッチン

キャビネット用不燃パネ
ル

クリソタイル 15以下 1978 1987

浴室　YU タイル壁下地材 クリソタイル 9以下 1986 1989

浴室　YUA タイル壁下地材 クリソタイル 9以下 1988 1993

浴室　YUG タイル壁下地材 クリソタイル 9以下 1993 1999

浴室　YUH
スーパーグラニット壁下
地材

クリソタイル 9以下 1995 2000

セラトーン壁 クリソタイル 5以下 1995 1997

タイル壁下地材 クリソタイル 9以下 1993 1996

浴室　YUS-N セラトーン壁 クリソタイル 5以下 1996 1997

浴室　トミジパイプ
マンション向け排水被
覆管

クリソタイル 5以下 1975 1985

サ

ッ
シ
関

連
部
材

クリナップ株式会社 玄関ドア 甲種防火ドア クリソタイル 95以下 1982 1985 芯材

カスタマーサポート
本部　カスタマーセ
ンター
0120-126-174

http://www.cleanup.co.j
p/important/asbestos.s
html

キッチン　エピュート

キッチン　ハウスメーカー
向け

浴室　YUL

システムバス
（不燃材）

住
宅
設
備
機
器

ヤマハリビングテック株式
会社

お客様相談窓口
0120-119-555

http://www.yamaha-
living.co.jp/notice/index
.shtml

シンク用防露材 クリソタイル

http://www.micado-
kitchen.com/user/news
/20051020.html

株式会社ミカド
品質保証部　尼崎
品質保証課
06-6482-6319

キッチン　エピキュール
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新日軽株式会社
防火出窓
（ケイ酸カルシウム板）

TS出窓裏打ち材 クリソタイル 5～20 1988 1992 天板・地板 ビル建材 問合せフォーム
http://www.shinnikkei.c
o.jp/company/asbestos
/products.html

スリム出窓
（独立発泡ポリエチレン
材）

スリム出窓S－2型・S－
3型用照明付屋根

クリソタイル 5～10 1985 2001
屋根部裏打
材

洗面出窓
（ケイ酸カルシウム板）

洗面出窓　MA・MB型 クリソタイル 5～10 1986 1992 収納部底板

浴室出窓
（ケイ酸カルシウム板）

浴室出窓　BB型等 クリソタイル 5～10 1985 1992 屋根部天板

ビル用防火出窓
（ケイ酸カルシウム板）

7DL-XH クリソタイル 5 1990 1992 天板

住宅用防音框ドア
（石綿スレート板）

CHD クリソタイル 9 1998 2004 腰パネル

ビル用防音ドア
（ケイ酸カルシウム板）

YAT-70・100
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 1974 1998 芯材

80～90 1984 1985 換気框 シート材

80～90 1994 1998 換気框 シート材

吹付け耐火被覆材 1973 1975
広報・IR室
03-3218-5509

不定形耐火物 1975 1988 info-pr@agc.co.jp

遮音耐火間仕切材 スタッドレスパネル 1987 1990

耐火二層管 浅野耐火パイプ 1981 1988

サーモテックスA
吸音断熱用

アモサイト/ク
リソタイル

60～70 1969 1975

サーモテックスA
耐火用

アモサイト/ク
リソタイル

50以上 1969 1975

25 1961 1975
ロックウール
60％

5未満 1976 1978
ロックウール
80％

耐火被覆成形板 サーモボード
アモサイト/ク
リソタイル

25～30 1963 1973

耐火被覆成形板
（石綿ケイ酸カルシウム）

サーモボードL アモサイト 2～3 1983 1987

サーモテックス
アモサイト/ク
リソタイル

旭硝子株式会社

株式会社エーアンドエー
マテリアル

http://www.agc.co.jp/a
sbestos/index.html

http://www2.aa-
material.co.jp/info/asbe
stos.html

耐火・内装材
（吹付け石綿）

耐火・内装材
（吹付けロックウール材）

石綿対策室
0120-826-511

ダイヤルイン
045-503-5841

クリソタイル

http://www.naigai-
co.co.jp/asb.htm

サ

ッ
シ
関
連
部
材

耐
火
被
覆
材

ナイガイ株式会社

トステム株式会社

【トステム】過去に販売
したアスベスト配合製
品について(アスベスト
配合材料を用いた製
品)

YKKap株式会社

消音換気框
（無機質発泡材）

CHC用オプション

http://www.ykkap.co.jp
/cominfo/asbestos/ind
ex.asp

問合せフォーム

kouhoubu@exc.to
stem.co.jp
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ニチアス株式会社 耐火被覆板 トムボード アモサイト 50 更新
アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

株式会社ノザワ 耐火被覆板 コーベックスマット 約70 1969 1978 柱・梁
http://www.nozawa-
kobe.co.jp/handing/han
ding01.html

株式会社エーアンドエー
マテリアル

セメント円筒 セメント円筒 不明 2004

石綿対策室
0120-826-511

ダイヤルイン
045-503-5841

http://www2.aa-
material.co.jp/info/asbe
stos.html

ニューカポスタック
（ライナー部）

クリソタイル 20～30 更新

コンバインボード アモサイト 10～30

シリカカバー 不明 1978

シリカボード 不明 1978

断熱材 キルナイト 不明 1985

硬質ウレタンフォーム ギルボード クリソタイル 1971 1979 断熱材用面材

硬質ウレタンフォーム
（購入品）

ギルフォーム クリソタイル 1983 1991 断熱材用面材

石綿保温材 カポサイト アモサイト 80～100 更新

石綿含有けいそう土保温
材

珪藻土保温材1号 アモサイト 1～10 更新

シリカライトカバー アモサイト 1～25 更新

シリカライトバルブカバー アモサイト 1～25 更新

シリカライトフランジカ
バー

アモサイト 1～25 更新

シリカライトボード アモサイト 1～25 更新

5～25 住宅には不使用

1～5 住宅には不使用

タフライト-H
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 住宅には不使用

タフライト-HH
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 住宅には不使用

タフライト-L
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 住宅には不使用

煙
突
材

株式会社エーアンドエー
マテリアル

ニチアス株式会社

石綿含有ケイ酸カルシウ
ム保温材

ケイ酸カルシウム保温材

煙突材

軽量キャスタブル クリソタイル

石綿対策室
0120-826-511

ダイヤルイン
045-503-5841

アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.tajima-
roof.jp/pdf/051212asbs
t.pdf

http://www2.aa-
material.co.jp/info/asbe
stos.html

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

耐
火
被
覆
材

ニチアス株式会社

炉耐火・断熱用

保
温
材
等

田島ルーフィング
株式会社
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ハイテクトボード アモサイト 15～25 住宅には不使用

インシュタックボード
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 住宅には不使用

LNGタンク耐火・耐冷用 サーモシール
アモサイト/ク
リソタイル

10～20 住宅には不使用

遮音ハードセメント
アモサイト/ク
リソタイル

1～30 更新

シャモット保温材 アモサイト 1～10 更新

クイックラグ クリソタイル 25 更新

シリカライト塗材 アモサイト 1～4 更新

耐熱コムパウンド アモサイト 2～3 更新

ハードセッティングセメ
ント

アモサイト 1～4 更新

ハードプラスター クリソタイル 15 更新

85％マグネシヤ保温材 クリソタイル 10～20 更新

高熱コムパウンド アモサイト 1～5 更新

スーパーテンプカバー アモサイト 5～10 更新

スーパーテンプボード アモサイト 5～10 更新

ハイテンプカバー アモサイト 5～25 更新

ハイテンプボード アモサイト 5～25 更新

ハイテンプボードE アモサイト 5～25 更新

ハイテンプボードS アモサイト 5～25 更新

石綿含有ひる石保温材 バーミキュライト保温材
アモサイト/ク
リソタイル

20～30 更新

カポスタック アモサイト 70～80 更新

ニューカポスタック
（断熱層部）

アモサイト 80～90 更新

ハイスタック（角型） アモサイト 4.3～8.4 1978 1991

ハイスタック（丸型） アモサイト 6.8 1978 1985

ケイ酸カルシウム保温材
インヒビライト（カバー・
ボード）

アモサイト 7 1977 1980

石綿含有水練り保温材

煙突用ライニング材

（高温用）石綿含有ケイ酸
カルシウム保温材

煙突用断熱材

管理本部
06-6633-7323

http://www.jic-
bestork.co.jp/modules/
xfsection/html/pdf/AS_
nenpyou_051212.pdf?P
HPSESSID=eb12ec246
0cfe1ac32ae0eedb4a78
897

アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

炉耐火・断熱用

ニチアス株式会社

日本インシュレーション株
式会社

保
温
材
等
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

エックスライト（ボード）
アモサイト/ク
リソタイル

10 1965 1980

ダイパライト（カバー・
ボード）

アモサイト 10 1976 1980

ベストライト（カバー） アモサイト 4.6 1960 1980

IG-21,IG-31 クリソタイル 8～14 1956 1984

クリソタイル 2～3 1980 1989
壁タイル、床
タイル接着用

イナメントAL61 クリソタイル 2.1 1981 1987

イナメントL11 クリソタイル 4.8 1981 1987

シール材料 ジョイントシート等 不明 2003

湿式目地処理材 ASボンド 1981 1986

接着剤 キルボンド 不明 1987

ベンリダインAT クリソタイル 1988 2001

ベンリダインEP クリソタイル 1987 1990

ベンリダインHT クリソタイル 1994 2001

ベンリダイン巾木糊 クリソタイル 1988 2001

タキボンド609 クリソタイル 1979 1984

ペンギンセメント1025 クリソタイル 1970 1986

ペンギンセメント1068 クリソタイル 1983 1992

ペンギンセメント111 クリソタイル 1965 1975

ペンギンセメント115 クリソタイル 1975 1986

ペンギンセメント120 クリソタイル 1970 1992

ペンギンセメント1210 クリソタイル 1977 1982

ペンギンセメント1507 クリソタイル 1972 1977

ペンギンセメント363
363C

クリソタイル 1970 1992

ペンギンセメント7132B クリソタイル 1971 1992

ロンセメント クリソタイル 1970 1986

ロンセメントEP クリソタイル 1975 1986

48 1972 1992 主剤

14 1972 1992 硬化剤

EP-1100F クリソタイル 1.7 1981 1992

お客様相談セン
ター
0120-1794-00

株式会社INAX（仕入部材）

株式会社エーアンドエー
マテリアル

保
温
材
等

ケイ酸カルシウム保温材

http://www.jic-
bestork.co.jp/modules/
xfsection/html/pdf/AS_
nenpyou_051212.pdf?P
HPSESSID=eb12ec246
0cfe1ac32ae0eedb4a78
897

環境管理担当
052-412-5300

http://www.tilement.co.
jp/topix/topix0507a/to
pix0507a.html

http://www.sangetsu.co
.jp/company/report/05
0922.pdf

http://www.inax.co.jp/
warnings/050818/

株式会社サンゲツ
マーケティング課広
報担当
052-564-3314

管理本部
06-6633-7323

CP-5 クリソタイル

石綿対策室
0120-826-511

ダイヤルイン
045-503-5841

http://www2.aa-
material.co.jp/info/asbe
stos.html

日本インシュレーション株
式会社

株式会社INAX

http://www.sunstar-
engineering.com/

接
着
剤

株式会社タイルメント
塩ビ床タイル用
塩ビ長尺シート用接着剤

サンスター技研株式会社 接着剤・シーリング剤

タイル用接着剤

接着剤

タイル用接着剤

アスベスト関連記事削除
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

20 1976 1990 主剤

33 1976 1990 硬化剤

EP-992 クリソタイル 32 1962 1992

25 1976 1992 主剤

41 1976 1992 硬化剤

20 1972 1990 主剤

33 1972 1990 硬化剤

16 1983 1990 主剤

22 1983 1990 硬化剤

20 1986 1992 主剤

33 1986 1992 硬化剤

15 1962 1986 主剤

2 1986 1992 硬化剤

VC-600 クリソタイル 32 1962 1992

23 1978 1988

2 1988 1990

VC-660 クリソタイル 17 1979 1992

34 1954 1989

3 1989 1992

T-100S,T-100A
T-150,T-160
T-300,T-300S

クリソタイル 21～35 1971 1992

CS-400 クリソタイル 30 1970 1990

EP-330 クリソタイル 2 1970 1990

1.2 1989 1990 主剤

1.6 1989 1990 硬化剤

EP-333 クリソタイル 2 1982 1987

EP-4001 クリソタイル 3 1982 1992 硬化剤のみ

TC-100 クリソタイル 2 1973 1986

VC-800 クリソタイル 2 1966 1992

巾木ピタット クリソタイル 15 1988 1992

14 1985 1992 主剤

18 1985 1992 硬化剤
クリソタイル

金属用接着剤

EP-993 クリソタイル

EP-990 クリソタイル

クリソタイル

クリソタイル

クリソタイル

クリソタイル

クリソタイル

フロアーウッドEP

株式会社タイルメント
環境管理担当
052-412-5300

http://www.tilement.co.
jp/topix/topix0507a/to
pix0507a.html

塩ビボンドEP クリソタイル

VC-600L

EP-330T

T－100

EP-997

VC-500

巾木用接着剤

塩ビ床タイル用
塩ビ長尺シート用接着剤

EP-1500

セラミックタイル用接着剤

クリソタイル

接
着
剤

ボード用接着剤
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

ST-41 クリソタイル 19 1981 1992

T-550 クリソタイル 18 1969 1992

EP-2001 クリソタイル 0.4 1979 1992

7 1980 1992 主剤

41 1980 1992 硬化剤

EP-5600 クリソタイル 5 1985 1992 硬化剤のみ

EP-プライマー クリソタイル 5 1985 1985 硬化剤のみ

クイックメントEP クリソタイル 3 1989 1992 硬化剤のみ

セメントフィラーA クリソタイル 1.9 1980 1992

レジコンF クリソタイル 4 1984 1985 硬化剤のみ

目地用接着剤 EPグラフトW クリソタイル 1 1974 1992

クリソタイル 26 1963 1989

クリソタイル 1.9 1989 1990

T-200S クリソタイル 35 1973 1988

強力耐水のり クリソタイル 1971 1989

セメントC クリソタイル 1971 1989

セメントEP1 クリソタイル 1971 1989

セメントNEP クリソタイル 1971 1989

耐水のり クリソタイル 1971 1989

強力Pタイルのり クリソタイル 1960 2001

セメントF クリソタイル 1960 2001

セメントHM クリソタイル 1960 2001

セメントK クリソタイル 1960 2001

セメントSP クリソタイル 1960 2001

セメントVS クリソタイル 1960 2001

巾木のり クリソタイル 1960 2001

パブリスタのり クリソタイル 1960 2001

ピサロン接着剤 クリソタイル 1960 2001

フリントタイルのり クリソタイル 1960 2001

アスタイトセメント クリソタイル 1980 1990

強力コーチング クリソタイル 1980 1990

強力コーチングA クリソタイル 1980 1990

接着剤・コーチング類

T-200

エポキシ系接着剤
（購入品）

クリソタイル

補修用接着剤

田島ルーフィング
株式会社

ボード用接着剤

木レンガ用接着剤

EP-5500

環境管理担当
052-412-5300

http://www.tajima-
roof.jp/pdf/051212asbs
t.pdf

接
着
剤

http://www.tilement.co.
jp/topix/topix0507a/to
pix0507a.html

株式会社タジマ

酢酸ビニル系接着剤
（購入品）

03-3913-6161
http://www.tajima.co.jp
/news/files/0055.pdf

株式会社タイルメント
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

シングルセメント クリソタイル 1980 1990

フネンセメント クリソタイル 1981 1985

レイコーセメント クリソタイル 1980 1990

アスファルトコーチング クリソタイル 1940 1981

アスベストコーチング クリソタイル 1940 1981

シングルセメント クリソタイル 1954 1979

FA接着剤 クリソタイル 1未満

FM接着剤
FM接着剤SUS用

クリソタイル 1未満

インシュレーションアド
ヘッシブ

クリソタイル 5～10

エラストボンドST クリソタイル 1～5

サーモコンR クリソタイル 1～5

テープシーラーA-1 クリソタイル 1～5

ビチュラーコート
ビチュラーコートS

クリソタイル 5～10

マリンボンドK-1 クリソタイル 1～5

リトボンドA クリソタイル 5～10

無機質目地充填材 タイカライトスラリー
アモサイト/ク
リソタイル

2.1～3.9 1968 1987

無機接着剤 ボンデスト クリソタイル 4～4.5 1966 1991

アリダンポストメント クリソタイル 1993 1995 削除

フクビEPセメント クリソタイル 1985 1991 削除

フクビPダイン クリソタイル 1985 1991 削除

フクビSKセメント クリソタイル 2001 2005
クリソタイル含
有基材使用/削
除

フクビSPセメント クリソタイル 1993 2001 削除

フクビスーパーPダイン クリソタイル 1987 2002
クリソタイル含
有基材使用/削
除

フクビニューメントH クリソタイル 2001 2005
クリソタイル含
有基材使用/削
除

フクビメントH クリソタイル 1987 2001 削除

http://www.jic-
bestork.co.jp/modules/
xfsection/html/pdf/AS_
nenpyou_051212.pdf?P
HPSESSID=eb12ec246
0cfe1ac32ae0eedb4a78
897

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

環境本部　環境・安
全部
0776-38-8007

管理本部
06-6633-7323

アスベスト相談窓口
0120-112-669

ニチアス株式会社 接着剤・マスチック剤

フクビ化学工業株式会社 接着剤

日本インシュレーション株
式会社

田島ルーフィング
株式会社

接着剤・コーチング類

http://www.tajima-
roof.jp/pdf/051212asbs
t.pdf

http://www.fukuvi.co.jp
/company/asbestos.ph
p

接
着
剤

接着剤・コーチング類
（購入品）
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

フクビメントK クリソタイル 1984 1987 削除

フクビメントKL クリソタイル 1985 2001 削除

ボンドCB－1 クリソタイル 1985 1990 削除

リリカラ株式会社 接着剤 巾木糊 クリソタイル 1994 1998
マーケティング部・
広報
03-3366-7843

http://www.lilycolor.co.j
p/whatsnew/pdf/asbes
tos0823.pdf

FGボード クリソタイル 1994 2001

MHボード クリソタイル 1993 2001

トステム株式会社
アルミ階段　ステッピア
（押出成形セメント板）

セメントデッキ
セメントステップ

クリソタイル 5～10 2003 2005
踊場デッキ材
階段踏板

kouhoubu@exc.to
stem.co.jp

【トステム】過去に販売
したアスベスト配合製
品について(アスベスト
配合材料を用いた製
品)

アシッドレジストジョイン
トシート（青石綿品）

クロシドライト 65～85

アシプロシート クロシドライト 65～85

アスベストエアプレーン
シート

クリソタイル 40～50

アスベストガスケット
テープ

クリソタイル 60～80

アスベストクロスパッキ
ン（ガスケット）

クリソタイル 60～80

アスベストジョイントシート クリソタイル 75～85

アンチゾイレシート クロシドライト 65～85

オイリットジョイントシート クリソタイル 60～75

ジョイントシート クリソタイル 60～75

ジョイントシート1000 クリソタイル 65～75 追加

ジョイントシート1100 クリソタイル 65～75

芯入りガスケットテープ
（高温用）

クリソタイル 60～80

芯入りガスケットテープ
（汎用）

クリソタイル 60～80

スーパーガスケット クリソタイル 30

スペシャルジョイント
シート

クリソタイル 75～85

田島ルーフィング
株式会社

立上り乾式保護材
（購入品）

環境本部　環境・安
全部
0776-38-8007

http://www.fukuvi.co.jp
/company/asbestos.ph
p

http://www.tajima-
roof.jp/pdf/051212asbs
t.pdf

接着剤

ニチアス株式会社 シール材
アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

そ
の
他

接
着
剤

フクビ化学工業株式会社
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

ネオガスケットテープ
クリソタイル
ORクロシドラ
イト

60～80

ネオマンホールパッキ
ン（ガスケット）

クリソタイル
ORクロシドラ
イト

60～80

防食ジョイントシート クリソタイル 65～75

ボルテックスガスケット クリソタイル 1～10

ボルテックスガスケット
（一般用）

クリソタイル 1～10

ボルテックスガスケット
（ガス用）

クリソタイル 1～10

マンホールガスケット クリソタイル 60～80

マンホールガスケット
（高温用）

クリソタイル 60～80

マンホールパッキン（高
温用）（ガスケット）

クリソタイル 60～80

マンホールパッキン（汎
用）（ガスケット）

クリソタイル 60～80

AMシート クリソタイル 75～85

SEM-AF クリソタイル 1～20

SEM-BF クリソタイル 1～10

アシプロコイルヤーン クロシドライト 80～100

アシプロパッキン（格子
編み）

クロシドライト 60～80

アシプロパッキン（八編
み）

クロシドライト 60～80

アスベストゲージクラス
パッキン

クリソタイル 60～80

アスベストジャケット
パッキン

クリソタイル 60～80

アスベストホワイトパッ
キン（S,R）

クリソタイル 60～80

アスベストモールドパッ
キン

クリソタイル 60～80

アルミスパイルパッキン クリソタイル 10～20

アルメタルパッキン（S,R） クリソタイル 10～20

アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

ニチアス株式会社 シール材
そ
の
他

35 / 41 ページ



分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

アンチコースチックパッ
キン（格子編み）

クリソタイル 60～80

アンチコースチックパッ
キン（八編みまたは袋
編み）

クリソタイル 60～80

オーピートムヒートコイ
ルヤーン

クリソタイル 80～100

オーピートムヒートパッ
キン（格子編み）

クリソタイル 60～70

オーピートムヒートパッ
キン（八編みまたは袋
編み）

クリソタイル 60～70

片面スチールベスト クリソタイル 15～55

グラシールテープ付きメ
タルジャケットガスケット

クリソタイル 8～10

グラシールライン入りボ
ルテックスガスケット

クリソタイル 1～10

グラシールライン入りボ
ルテックスガスケットLG

クリソタイル 1～10

高温用スパイラルパッ
キン

クリソタイル 60～80

高温用テフロン（ナフロ
ン）クッションガスケット
（A,AS形）

クリソタイル 45～65

高温用バルブパッキン
（インコネル線）

クリソタイル 70～80

高温用バルブパッキン
（モネル線）

クリソタイル 70～80

コッパースパイルパッキ
ン

クリソタイル 1～10

コッパーフォイルパッキ
ン（C,R）

クリソタイル 1～10

コッパーワイヤージャ
ケットトムヒートパッキン

クリソタイル 45～60

サルファータイトパッキン クロシドライト 60～80

ジョイントシートHS（ハイ
スウェルジョイントシー
ト）

クリソタイル 65～75

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

そ
の
他

ニチアス株式会社 シール材
アスベスト相談窓口
0120-112-669
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

スーパーグランドパッキ
ン

クリソタイル 60～80

スーパージョイントシート クリソタイル 65～85

スーパートムヒートコル
トヤーン

クリソタイル 80～90

スーパートムヒートパッ
キン

クリソタイル 60～70

スーパートムヒートパッ
キン（格子編み）

クリソタイル 60～70

スクエアーパッキン クリソタイル 70～80

スチールベスト クリソタイル 15～55

石綿板入り波型メタル
ガスケット（波型メタル
ジャケットガスケット）

クリソタイル 8～10

石綿板入りメタルガス
ケット（メタルジャケット
ガスケット）

クリソタイル 8～10

石綿糸入り波型メタル
ガスケット

クリソタイル 8～10

石綿スチールベスト クリソタイル 15～55

セミメタルパッキン クリソタイル 1～20

ソフトパッキン
アモサイト/ク
リソタイル

60～80

チロンパッキン クリソタイル 60～80

ディスクロールパッキン
（角・丸）

クリソタイル 60～80

テフロン（ナフロン）
PTFEクッションガスケッ
ト外周シール

クリソタイル 45～65 削除

テフロン（ナフロン）クッ
ションガスケット
（A,B,AS,C形）

クリソタイル 45～65

テフロンアスベストクロ
ス（ナフロンPTFE含浸ク
ロス）

クリソタイル 70～80

テフロンアスベストコイ
ルヤーン青

クロシドライト 80～100

テフロンアスベストコイ
ルヤーン白

クリソタイル 70～80

テフロンアスベストシート クリソタイル 60～80

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

ニチアス株式会社 シール材
アスベスト相談窓口
0120-112-669

そ
の
他
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

テフロンアスベストブ
レードパッキンV（ナフロ
ン含浸ブレードパッキ
ン）

クリソタイル 70～80

テフロンアスベストブ
レードパッキン青

クロシドライト 60～80

テフロンアスベストブ
レードパッキン白

クリソタイル 70～80

テフロンシール クリソタイル 60～80

テフロンプラスチック
パッキン

クリソタイル 10～20

電気絶縁用ガスケット クリソタイル 45～65

トムヒートコイルヤーン クリソタイル 60～70

トムヒートパッキン クリソタイル 60～75

トムヒートパッキン（格
子編み）

クロシドライト 60～70

ナフロンアスベストブ
レードパッキン

クリソタイル 50～80

ナフロンアスベストブ
レードパッキン（ナフロ
ン含浸ブレードパッキ
ン）

クリソタイル 70～80

ナフロンアスベストブ
レードパッキン（ナフロ
ン含浸ブレードパッキン
回転用）

クリソタイル 50～60

ネオアスベストモールド
パッキン

クリソタイル 80～90

ネオ高圧用スパイラル
パッキン

クリソタイル 60～80

ネオスクエアーパッキン クリソタイル 80～90

ネオトムヒートコイル
ヤーン

クリソタイル 80～100

ネオトムヒートパッキン
（格子編み）

クリソタイル 80～100

熱交用枝付ボルテック
スガスケットEX

クリソタイル 1～10

ノンフリージングコイル
パッキン

クリソタイル
ORクロシドラ
イト

60～80

アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html

そ
の
他

ニチアス株式会社 シール材
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

ノンフリージングパッキン クリソタイル 60～80

ハイテンプバルブパッキ
ン

クリソタイル 65～70

ハイプレッシャーアルミ
セット

クリソタイル 10～40

ハイプレッシャーコッ
パーセット

クリソタイル 10～40

バビットスパイルパッキン クリソタイル 1～10

バビットスパイルパッキ
ン（C,R）

クリソタイル 1～10

バビットチャンネルパッ
キン

クリソタイル 1～10

バルブディスクパッキン クリソタイル 60～80

バルブモールドパッキン クリソタイル 60～80

パワーベスト クリソタイル 15～45

汎用バルブパッキン クリソタイル 70～80

ピストンパッキン クリソタイル 1～20

ファインフレックス入り
波型メタルガスケット
（高温用波型メタルジャ
ケットガスケット）

クリソタイル 8～10

プラスチックグラファイト
パッキン（S,R）

クリソタイル 10～20

ブルーアシッドパッキン
（格子編み）

クロシドライト 60～80

ブルーアシッドパッキン
（八編みまたは袋編み）

クロシドライト 60～80

ブルーアスベスト（八編
みまたは袋編み（角））

クロシドライト 80～100

ブルーグラファイトパッ
キン（S,R）

クリソタイル 10～20

ブルーデッドパッキン
（格子編み）

クロシドライト 60～80

ベスタルパッキン クリソタイル 10～20

ヘビートムヒートコイル
ヤーン

クリソタイル 80～100

そ
の
他

アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

ヘビートムヒートパッキ
ン（格子編み）

クリソタイル 60～80

ヘビートムヒートパッキ
ン（八編みまたは袋編
み）

クリソタイル 60～80

水膨潤ジョイントシート クリソタイル 65～75

ユニバーサルグラファイ
トパッキン（S,R）

クリソタイル 40

ユニバーサルグランド
パッキン（格子編み）

クリソタイル 60～80

ユニバーサルグランド
パッキン（八編みまたは
袋編み）

クリソタイル 60～80

ユニバーサルジョイント
シート

クリソタイル 70～80

ラミネートパッキン クリソタイル 1～20

ルーズロッドタイトパッ
キン

クリソタイル 60～80

冷凍機用ジョイントシート クリソタイル 40～50

ロッドタイトパッキンコッ
パーワイヤージャケッ
テッド

クリソタイル 1～20

ファインフレックス入りメ
タルガスケット（高温用
メタルジャケットガスケッ
ト）

クリソタイル 8～10

ネオトムヒートパッキン
（八編みまたは袋編み）

クリソタイル 80～100

NUジョイントシート1100 クリソタイル 65～75 追加

ナフロンFEPクッション
ガスケット

クリソタイル 45～65 追加

ファインフレックスロー
プA

クリソタイル 1～10 住宅には不使用

防熱布団岩綿
アモサイト/ク
リソタイル

30～50 住宅には不使用

防熱布団岩綿（MGB）
アモサイト/ク
リソタイル

30～50 削除

MG（ロックウール）ロー
プ

アモサイト/ク
リソタイル

30～50 住宅には不使用

ニチアス株式会社

シール材

紡織品

そ
の
他

アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html
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分類 企業名 製品名 商品名 石綿の種類
石綿含有量

（％）
製造

開始年
製造

終了年
販売

開始年
販売

終了年
使用部位 備考 問い合わせ先 URL

マリンボード
マリンボードL
NP

アモサイト/ク
リソタイル

10～30 住宅には不使用

マリンボード100-P
アモサイト/ク
リソタイル

10～30 住宅には不使用

マリンボード60-P
アモサイト/ク
リソタイル

10～30 住宅には不使用

マリンボード60-SB
アモサイト/ク
リソタイル

10～30 住宅には不使用

マリンボード80-P
アモサイト/ク
リソタイル

10～30 住宅には不使用

リトフレックスK-20 クリソタイル 80～90 住宅には不使用

リトフレックスKG-25 クリソタイル 70～80 住宅には不使用

松下電工株式会社（外注
先で製造）

シーリングコンパウンド 紐状パッキン クリソタイル 1968 1997
石綿対策本部
大阪06-6908-1131
東京03-6218-1131

http://www.mew.co.jp/
corp/oshirase/050721/
index.html

そ
の
他

ニチアス株式会社
アスベスト相談窓口
0120-112-669

http://www.nichias.co.j
p/asbestos/index.html
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