
弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」（以下、クリーンウッド法）及びその関連省令に定められている合法性の確認を

実施した結果は次の通りとなります。

●合法性に関する表記の説明

合法性に関す
る表記

確認済 クリーンウッド法の「木材等」に該当し、法に基づく確認を行い、合法伐採木材である事が確認できた製品です。

確認に至ら
ず

クリーンウッド法の「木材等」に該当し、法に基づく確認を行いましたが、合法伐採木材である事が確認できなかった製品です。

未確認 クリーンウッド法の「木材等」に該当しますが、法に基づく確認を行っていない製品です。

木材等に該
当しない対象
外の製品

対象外 クリーンウッド法の「木材等」に該当しない製品です。

弊社のクリーンウッド法合法性確認商品一覧表

木材等



●対象商品一覧

商品群 カタログ商品名
品　番

（ □=サイズ、加工、塗装 ）
合法性に

関する表記

外装材 焼杉フッ素樹脂塗装  帝王 UY19□□ 確認済

外装材 焼杉  浮造塗装２１号          ２回塗 UY71□□ 確認済

外装材 焼杉  浮造塗装２２号          ２回塗 UY72□□ 確認済

外装材 焼杉  塗装ＢＢ UY63□□ 確認済

外装材 焼杉浮造塗装１号 UY05□□ 確認済

外装材 焼杉浮造塗装２号 UY07□□ 確認済

外装材 焼杉浮造  クリアーＡ UY22□□ 確認済

外装材 焼杉塗装Nブラック UY06□□ 確認済

外装材 焼杉塗装ブラウン UY16□□ 確認済

外装材 焼杉ブラシ仕上 UY03□□ 確認済

外装材 焼杉素焼 UY04□□ 確認済

外装材 焼杉浮造赤 UY02□□ 確認済

外装材 焼杉浮造白 UY01□□ 確認済

外装材 杉羽目板外装用               UH013□ 確認済

外装材 杉出隅（国産杉）  無塗装 SUD440-A 確認済

外装材 杉外壁加工丸太 VS7211 確認済

外装材 杉ジョイントウォール UY5540 確認済

外装材 杉押さえぶち（１７０用） VS0326 確認済

外装材 杉出隅上小無節ジョイントウォール用 SUD5540-A 確認済

外装材 杉  とぎだし UY31□□ 確認済

内装壁材 杉板浮造　特一等　無塗装 UY41□□ 確認済

内装壁材 リアルウォール憩杉羽目板      塗装 UH09□□-□ 確認済

内装壁材 杉羽目板 12M/M              塗装 UH12□□-□ 確認済

内装壁材 杉ウォールブロック上小無節　無塗装 SUW001-UM-A 確認済

内装壁材 杉枠材　ウォールブロック用 SUF150 確認済

内装壁材 桧羽目板 10M/M UH032□ 確認済

内装壁材 桧羽目板 12M/M UH035□ 確認済

内装壁材 杉  巾木                      SUH1□□-□ 確認済

内装壁材 杉  笠木                     SUK1□□-□ 確認済

内装壁材 杉出隅上小無節                SUD250-□ 確認済

内装壁材 桧  巾木                      HIH1□□ 確認済

内装壁材 桧  笠木                      HIK1□□ 確認済

内装壁材 桧  出隅上小無節              HID250-□ 確認済

クリーンウッド法の対象商品について（２０２０年４月現在）



内装床材 杉フローリング  埋木ｻﾝﾀﾞｰ仕上 塗装 VS73□□—□ 確認済

内装床材 杉フローリング下地用          ＥＭ VS76□□ 確認済

内装床材 杉本実１５ＭＭ UY552□-□ 確認済

内装床材 杉本実１２ＭＭ UY551□-□ 確認済

内装床材 杉本実１５ＭＭ  カラー塗装 UY5520-UZ-□ 確認済

内装床材 桧フローリング FR90□□-□ 確認済

内装床材 オーク フローリング  FR85□1-□ 確認済

内装床材 西南桜フローリング  FR1361-□ 確認済

内装床材 西南桜フローリング  FR14□1-□ 確認済

内装床材 ウオールナットフローリング　エコノミー　 FR6W2□-EC-□ 確認済

公共物件用 杉　型枠用（1５ＭＭ）　　無塗装 UY6033 確認済

公共物件用 杉　型枠用（1２ＭＭ）　　無塗装 UY6021 確認済

公共物件用 桧直貼りフローリング　塗装 HIJ910-B 確認済

公共物件用 杉直貼りフローリング　塗装 SUJ910-B 確認済

公共物件用 杉羽目板有孔加工　塗装 UH1211-PP-B 確認済

塗料 焼杉浮造塗装１号用塗料 ZT05□□ 対象外

塗料 焼杉浮造塗装２号用塗料 ZT07□□ 対象外

塗料 焼杉塗装Nブラック用塗料 ZT06□□ 対象外

塗料 焼杉塗装BB用塗料 ZT63□□ 対象外

塗料 杉外装用塗料パイン色    ZT0□□□-P 対象外

塗料 杉外装用塗料レッド色    ZT0□□□-R 対象外

塗料 杉外装用塗料グリーン色  ZT0□□□-M 対象外

塗料 杉外装用塗料ブラウン色 ZT0□□□-BR 対象外

塗料 杉外装用塗料グレー色    ZT0□□□-G 対象外

塗料 杉外装用塗料ブラック色  ZT0□□□-N 対象外

塗料 自然塗料　３．７L ZTS0□□ 対象外

メンテナンス ユカコート  ２リットル ZY1611 対象外

メンテナンス ホームクリン  ２リットル ZY1711 対象外

メンテナンス ヤニカット  ４００ＣＣ ZY1811 対象外


