
　　１、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
　　２、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
　　３、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号 の一部しか使用しない場合があります。

２０２１年  ５月 ２５日　現在

●　対象品番　：　ＬＴＳ-＊

ホルムアルデヒド発散建築材料 認定の種類 認定番号

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

Ｐ　Ｂ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５４

ＭＦＮ－０１５３

ＭＦＮ－０２８１

合 板 大臣認定 ＭＦＮ－０２９１

ＪＩＳ認定 ＧＢ０５０８１６２

大臣認定 ※　ＭＦＮ－００３０

★　ラスティック調、鏡面調、うづくり調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「ＭＦＮ－０１５３」になります。

システム収納
永大産業株式会社

《 ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧 》

システム収納　　　　　　　　リビングステージ

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆
４VOC放散性能

対　象　部　位

側方立・中方立・側板・天板・地板・棚板
フリーカウンター・TVカウンター
間仕切りカウンター

4VOC基準適合
（木質建材）

引き出し側板・引き出し後板

扉・扉フィラー・方立フィラー・引き出し前板
サイドパネル・背面パネル・背板
★

ＭＤＦ 大臣認定

引き出し底板

隙間フィラー Ｐ　Ｂ

ホルムアルデヒド発散区分：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を
示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
認定書は 下線青字 をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4ＶOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関する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。

当社では2012年5月より、4ＶＯＣ基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は（一社）日本建材・住宅設備産業協会、（一社）リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、
（一社）日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VCO放散基準に適合していることを示すものです。

※2 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。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号：0120-685-110
受付時間 【平日】9：00～18：00 【土曜日】9：00～18：00 【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/GB0508162.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0154.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0291.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0281.pdf


　　１、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
　　２、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
　　３、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号 の一部しか使用しない場合があります。

２０２１年  ５月 ２５日　現在

システム収納
永大産業株式会社

《 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：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を
示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
認定書は 下線青字 をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4ＶOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関する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。

●　対象品番　：　ＬＴＳ-＊

ホルムアルデヒド発散建築材料 認定の種類 認定番号

ＪＩＳ認定 ＧＢ０５０８１６２

大臣認定 ※　ＭＦＮ－００３０

ＪＩＳ認定 ＧＢ０５０８１６２

大臣認定 ※　ＭＦＮ－００３０

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０２８１

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

接着剤 日本接着剤工業会 ※　ＪＡＩＡ００９６９１

ＪＩＳ認定 ＧＢ０５０８１６２

大臣認定 ※　ＭＦＮ－００３０

ＭＤＦ 団体自主表示登録
※　ＪＦＰ３０15－０
※　ＪＦＰ３０15－2

システム収納　　    　　　　リビングステージ 小上がり収納プラン

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆
４VOC放散性能

対　象　部　位

引き出しユニット

4VOC基準適合
（木質建材）

側板・後板・引き出し前板・天板 Ｐ　Ｂ

オープン天板ユニット

側板・前板・後板 Ｐ　Ｂ

 天板

引き出しユニット・オープン天板ユニット共通部材

見切りパネル

置き畳

フリーカット板敷きユニット

前板・側板・化粧板･受け桟・受け板 Ｐ　Ｂ

天板

当社では2012年5月より、4ＶＯＣ基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は（一社）日本建材・住宅設備産業協会、（一社）リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、
（一社）日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VCO放散基準に適合していることを示すものです。

※2 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。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号：0120-685-110
受付時間 【平日】9：00～18：00 【土曜日】9：00～18：00 【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

http://www.eidai.com/profile/pdf/GB0508162.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/GB0508162.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0281.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/GB0508162.pdf


　　１、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
　　２、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
　　３、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号 の一部しか使用しない場合があります。

２０２１年  ５月 ２５日　現在

システム収納
永大産業株式会社

《 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：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を
示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
認定書は 下線青字 をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4ＶOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関する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。

●　対象品番　：　ＬＴＳ-＊

ホルムアルデヒド発散建築材料 認定の種類 認定番号

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０２８１

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

Ｐ　Ｂ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５４

●　対象品番　：　ＬＴＳ-＊

ホルムアルデヒド発散建築材料 認定の種類 認定番号

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

ＭＦＮ－０１５３

ＭＦＮ－０２８１

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０２８１

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

合 板 大臣認定 ＭＦＮ－０２９０

★　ラスティック調、鏡面調、うづくり調の面材についてはシートの材質がオレフィンシートになりますので認定番号「ＭＦＮ－０１５３」「ＪＦＰ３０３８－０」になります。

システム収納　　    　　　　リビングステージ スリムオンタイプ

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆
４VOC放散性能

対　象　部　位

リビング・ダイニングプラン

4VOC基準適合
（木質建材）

側板・中仕切・天板・地板・カウンター、棚板

背板

パウダールームプラン

上下前板・棚板・天板・地板・引き出し側板・
引き出し棚板

側板・背板・天板・引き出し背板

システム収納　　    　　　　リビングステージ スリムインタイプ

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆
４VOC放散性能

対　象　部　位

リビング・ダイニングプラン、エントランスプラン

4VOC基準適合
（木質建材）

側板・カウンター用棚板、棚板

 扉・可動カウンター                         ★ ＭＤＦ　 大臣認定

背板、幕板

ミラー扉

パウダールームプラン

側板・天板・棚板・扉・可動カウンター

背板

当社では2012年5月より、4ＶＯＣ基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は（一社）日本建材・住宅設備産業協会、（一社）リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、
（一社）日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VCO放散基準に適合していることを示すものです。

※2 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。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号：0120-685-110
受付時間 【平日】9：00～18：00 【土曜日】9：00～18：00 【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0290.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0154.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0281.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0281.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0281.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf


　　１、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
　　２、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
　　３、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号 の一部しか使用しない場合があります。

２０２１年  ５月 ２５日　現在

システム収納
永大産業株式会社

《 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：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を
示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
認定書は 下線青字 をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4ＶOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関する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。

●　対象品番　：　ＬＴＳ-＊

ホルムアルデヒド発散建築材料 認定の種類 認定番号

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０２８１

Ｐ　Ｂ
ホルムアルデヒド放散等
級表示制度登録証明書 ※　ＪＦＰ３０３８－０

ＭＤＦ
ホルムアルデヒド放散等
級表示制度登録証明書 ※　ＪＦＰ３０３８－０

●　対象品番　：　ＬＴＳ-＊

ホルムアルデヒド発散建築材料 認定の種類 認定番号

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

Ｐ　Ｂ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５４

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０２８１

集成材 大臣認定 ＭＦＮ－０２９５

システム収納　　    　　　　リビングステージ スリムインタイプ

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆
４VOC放散性能

対　象　部　位

ルームフロントプラン

4VOC基準適合
（木質建材）

上側板・下側板・固定棚板・可動棚板

化粧パネル・木製扉

カウンター

システム収納　　    　　　　リビングステージ スリムインベンチ

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆
４VOC放散性能

対　象　部　位

上枠・下枠・縦枠

4VOC基準適合
（木質建材）

背板上

背板下

座板・座板受け

当社では2012年5月より、4ＶＯＣ基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は（一社）日本建材・住宅設備産業協会、（一社）リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、
（一社）日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VCO放散基準に適合していることを示すものです。

※2 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。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号：0120-685-110
受付時間 【平日】9：00～18：00 【土曜日】9：00～18：00 【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0295.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0154.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0281.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0281.pdf


　　１、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
　　２、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
　　３、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号 の一部しか使用しない場合があります。

２０２１年  ５月 ２５日　現在

システム収納
永大産業株式会社

《 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：
住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を
示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。
認定書は 下線青字 をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4ＶOC放散性能：
住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関する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。

●　対象品番　：　ＬＴＳ-＊

ホルムアルデヒド発散建築材料 認定の種類 認定番号

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

大臣認定 ＭＦＮ－０１５４

ＪＩＳ認定 ＧＢ０５０８１６２

大臣認定 ※　ＭＦＮ－００３０

●　対象品番　：　ＬＴＳ-＊

ホルムアルデヒド発散建築材料 認定の種類 認定番号

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３
4VOC基準適合

（木質建材）

●　対象品番　：　ＬＴＳ-＊

ホルムアルデヒド発散建築材料 認定の種類 認定番号

ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０１５３

ＪＩＳ認定 ＧＢ０５０８１６２

大臣認定 ※　ＭＦＮ－００３０

扉・背板 ＭＤＦ 大臣認定 ＭＦＮ－０２８1

ＭＤＦ
ホルムアルデヒド
等級区分証明書

※　Ｋ－Ｅ２

システム収納　　    　　　　リビングステージ フロートカウンター

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆
４VOC放散性能

対　象　部　位

カウンター

4VOC基準適合
（木質建材）

側方立

地板

天板・背板 Ｐ　Ｂ

システム収納　　    　　　　リビングステージ ディスプレイシェルフ

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆
４VOC放散性能

対　象　部　位

棚板

システム収納　　　　　　　　リビングステージ ダイニング収納プラン

ホルムアルデヒド発散区分 ： Ｆ☆☆☆☆
４VOC放散性能

対　象　部　位

天板・地板・棚板

4VOC基準適合
（木質建材）

側板・中仕切り板・背面パネル・幕板 Ｐ　Ｂ

カウンター

当社では2012年5月より、4ＶＯＣ基準適合製品の情報提供を開始しております。

※1 本表示は（一社）日本建材・住宅設備産業協会、（一社）リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会、
（一社）日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VCO放散基準に適合していることを示すものです。

※2 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。

※3 ロット番号／製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。

※4 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号：0120-685-110
受付時間 【平日】9：00～18：00 【土曜日】9：00～18：00 【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0281.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/GB0508162.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0154.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/mfn-0153.pdf
http://www.eidai.com/profile/pdf/GB0508162.pdf
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